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◆お知らせ◆ 

■職場の健康づくりを応援します！ 

～平成２９年度 産業保健関係助成金のご案内～ 

 

◆研修・セミナーのご案内 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 

■職場の健康づくりを応援します！ 

～平成２９年度 産業保健関係助成金のご案内～ 

 

労働者健康安全機構では、労働者の健康確保を目的として、事業者等の自主的な 

産業保健活動の支援、産業保健サービスの提供などの事業を行っております。 

 

その事業の一部として、平成２９年度から産業保健関係助成金のメニューを拡充し、従来

の「ストレスチェック助成金」に加え 

・「職場環境改善計画助成金」 

・「心の健康づくり計画助成金」 

・「小規模事業場産業医活動助成金」を新設しました。 

 

（新たな助成金は平成２９年６月１日から申請受付を開始しております。） 

（※「４ 小規模事業場産業医活動助成金」のみ平成２９年１０月１日から申請受付 

を開始します。） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

１ ストレスチェック助成金（労働者数５０人未満の事業場が対象） 

●小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と契約し、ストレスチェック等を実施 



した場合に、次の費用を助成します。 

 

◆ストレスチェックの実施に対する助成 

 従業員１人につき５００円を上限として、その実費額 

 

◆ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成 

 医師による活動１回につき２１５００円を上限として、その実費額 

 （一事業場につき年３回が限度） 

  

詳しくはこちら→ 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

２ 職場環境改善計画助成金（労働者数の制限なし） 

●事業場が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ職場環境の改善を 

実施した場合に、次の費用を助成します。 

 ※ただし、機器・設備購入費用に対する助成はＡコース、Ｂコース合わせて将来に 

わたり１回の支給に限ります。 

 

◆Ａコース 

 医師、保健師、労働衛生コンサルタント等の専門家の指導に基づき、職場環境 

改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費 

 （１０万円を上限、うち機器・設備購入費は５万円を上限） 

 

詳しくはこちら→ 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1152/Default.aspx 

 

◆Ｂコース 

 メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、職場環境改善計画を作成・実施 

した場合に、機器・設備購入費の実費 

（５万円を上限かつ単価５万円以内のもの） 

 

詳しくはこちら→ 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1157/Default.aspx 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



 

３ 心の健康づくり計画助成金（労働者数の制限なし） 

 

●メンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受け、心の健康づくり計画 

（ストレスチェック実施計画を含む。）を作成し、計画に基づきメンタルヘルス対策を 

実施した場合に支給します（一律１０万円）。 

 ※一企業につき将来にわたって１回の支給に限ります。 

 

詳しくはこちら→ 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1160/Default.aspx 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

４ 小規模事業場産業医活動助成金（労働者数５０人未満の事業場が対象） 

（※平成２９年１０月１日から申請を受付けます。） 

 

●小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と、産業医活動の全部または一部を 

実施する契約をし、実際に産業医活動が行われた場合に実費を支給します 

（６か月当たり１０万円を上限×２回限り）。 

 ※一事業場につき将来にわたって２回の支給に限ります。 

 

詳しくはこちら→ 

https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1162/Default.aspx 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

助成金の案内リーフレットはこちら→ 

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/sanpojoseikin/pdf/jyoseikin_annai_

H29.pdf 

 

助成金に関するお問い合せ・申請はこちら→ 

 

独立行政法人労働者健康安全機構 

 産業保健・賃金援護部 産業保健業務指導課 

 

〒２１１－００２１ 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号 事務管理棟 



 

（ナビダイヤル）０５７０-７８３０４６ 

 受付時間：平日 ９時～１２時、１３時～１８時（土、日、祝日休み） 

 

職場における労働者の健康管理等のために、ぜひご活用ください。 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 

◆平成２９年度産業保健研修会のご案内（７月・8月・9月） 

※下記の内容は、都合により変更する場合がございますが、変更内容はホームページに随 

時掲載しますのでご確認ください。 

 

※研修の約１週間前に、「研修案内」をＦＡＸ、メール等でお送りしますので、研修内容 

・日時・場所・受付番号をご確認ください。（当日、受付番号をお知らせいただくと受付 

がスムーズです。） 

 

※研修申込みはＦＡＸまたはメールにてお願いします。 

 年間研修案内と申込み ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

■産業医研修 

 

★第１２回「健康診断の事後措置と就業判定について」【生涯専門２単位】 

 日時：７月３日（月）１８：３０～２０：３０ 

 講師：大神 明 先生（相談員 産業医科大学産業生態科学研究所 作業関連疾患予防

学研究室 教授） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第１３回「職場における化学物質による発がん性、神経毒性を中心とする健康障害とそ 

の予防について ～改正労働安全衛生法～」【生涯更新２単位】 

 日時：７月１９日（水）１８：３０～２０：３０ 

 講師：三角 順一 先生（相談員 大分キヤノン株式会社 産業医  大分大学名誉教

授） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第１４回「化学物質のリスクアセスメント実習 ～１次評価（コントロールバンディン 



グ）及び２次評価～」【生涯実地２単位】 

 日時：７月２９日（土）１３：００～１５：００ 

 講師：田吹 光司郎 先生（相談員 西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業

部 参与） 

 会場：日田市医師会 

 

★第１５回「ストレスチェック後の高ストレス者の面接指導に関する研修」【生涯専門２ 

単位】 

 日時：７月２９日（土）１５：００～１７：００ 

 講師：井谷 修 先生（相談員 大分大学医学部 公衆衛生・疫学講座 准教授） 

 会場：日田市医師会 

 

★第１６回「化学物質のリスクアセスメント ～改正労働安全衛生法～」【生涯更新２ 

単位】 

 日時：８月７日（月）１８：３０～２０：３０ 

 講師：森本 泰夫 先生（相談員 産業医科大学 産業生態科学研究所 所長  呼吸

病態学研究室 教授） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第１７回「職場における腰痛対策」 【生涯専門２単位】 

 日時：８月２２日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：市ヶ谷 学 先生（相談員 市ヶ谷整形外科 院長） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第１８回「働く女性のために ～女性と喫煙～」 【生涯専門２単位】 

 日時：９月１日（金）１８：３０～２０：３０ 

 講師：宮川 勇生 先生（大分労働衛生管理センター 所長） 

 会場：大分県医師会館 

 

★第１９回「職場のメンタルヘルス対策 ～現場で何が起きているのか、ストレスチェッ

クをどう活かすか？～」 【生涯実地２単位】 

 日時：９月１２日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：増井 太朗 先生（日本産業衛生学会指導医 労働衛生コンサルタント 作業環

境測定士） 

 会場：大分県医師会館 

 



★第２０回「化学物質のリスクアセスメント実習 ～１次評価（コントロールバンディン 

グ）及び２次評価～」【生涯実地２単位】 

 日時：９月２１日（木）１８：３０～２０：３０ 

 講師：田吹 光司郎 先生（相談員 西日本産業衛生会 環境測定センター 大分事業

部 参与） 

 会場：別府市医師会 

 

 年間研修案内と申込み ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

■衛生管理者等研修 

※本研修は、衛生管理者等の資格をお持ちでない方も参加歓迎です。研修後に職場にお 

ける産業保健に係る質問・相談もお受けします。 

 

１≪基礎講座≫ 

★衛基３回「問題点が見えてくる“職場巡視”のやり方」 

 日時：７月１４日（金）１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント 事務所 代表） 

 会場：コンパルホール ３０４会議室 

 

★衛基４回「健康管理活動の進め方 ～行動科学を活かした健康管理活動（基礎編）～」 

 日時：８月９日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：髙波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表 保健師） 

 会場：コンパルホール３０２会議室 

 

★衛基５回「活発な意見交換ができる“衛生委員会”の運営」 

 日時：９月１５日(金)１４：００～１６：００ 

 講師：吉良 一樹 先生（相談員 きら労働衛生コンサルタント 事務所 代表） 

 会場：別途連絡 

 

 

２≪実力アップ講座≫ 

※ 本コースは、資格をお持ちでない方でも、どなたでも参加できます。衛生管理者を目 

指す方もお気軽にどうぞ！ 

 

★衛実５回「健康管理活動の計画から評価までの方法」 

 日時：７月５日（水）１４：００～１６：００ 



 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表 保健師） 

 会場：コンパルホール ３０４会議室 

 

★衛実６回「行動科学を活かした健康管理活動（実力アップ編）」 

 日時：７月２６日（水）１４：００～１６：００ 

 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表 保健師） 

 会場：コンパルホール ３００会議室 

 

★衛実７回「治療と職業生活の両立支援の進め方」 

 日時：８月２日(水)１４：００～１６：００ 

 講師：田吹 好美 先生（相談員 翔労働衛生コンサルタント 事務所所長 保健師） 

 会場：コンパルホール ３０２会議室 

 

★衛実８回「うつ病、うつ状態の特徴と治療について」 

 日時：８月２５日(金)１４：００～１６：００ 

 講師：今井 浩光 先生（相談員 大分大学医学部 医療倫理学講座 教授） 

 会場：アートプラザ ２階研修室 

 

★衛実９回「非正規職員（パート・アルバイト・嘱託職 員）の健康管理」 

 日時：９月４日（月）１４：００～１６：００ 

 講師：高波 利恵 先生（相談員 活力職場研究所 代表 保健師） 

 会場：別途連絡 

 

★衛実１０回「労災事故等の惨事ストレス」 

 日時：９月２６日(火)１４：００～１６：００ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：別途連絡 

 

 年間研修案内と申込み ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

■職場の「心の健康づくり」のためのカウンセリング研修 

※グループワークで"傾聴スキルを身に着ける"ための実践的研修です。継続して参加いた 

だけるよう、毎月第２火曜日の夜に開催しています。 

※学習の目安として、「基礎」、「かかわり技法」、「話の要約」の３段階のテーマを設 

定していますが、毎回解説を行った後、実習を行いますので、どの回から参加しても大丈 

夫です。（初心者歓迎） 



 

★第４回「積極的傾聴のグループワーク（かかわり技法）」 

 日時：７月１１日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ ２階研修室 

 

★第５回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：８月８日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：アートプラザ ２階研修室 

 

★第６回「積極的傾聴のグループワーク（話の要約）」 

 日時：９月１２日（火）１８：３０～２０：３０ 

 講師：渡嘉敷 新典 先生（相談員 シニア産業カウンセラー） 

 会場：別途連絡 

 

 年間研修案内と申込み ⇒ http://www.oitas.johas.go.jp/New/study/index.html 

 

◆◇+‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥+◇◆ 

 ※メールアドレスの変更、配信停止、ご意見・ご感想は、info@oitas.johas.go.jp まで 

  お願いします。皆様のご意見をお待ちしています。 

  今月も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

  独立行政法人 労働者健康安全機構  大分産業保健総合支援センター 

  〒８７０－００４６ 大分市荷揚町３番１号 いちご・みらい信金ビル６階 

  ＴＥＬ：０９７－５７３－８０７０ ＦＡＸ：０９７－５７３－８０７４ 

     http://www.oitas.johas.go.jp/E-mail: info@oitas.johas.go.jp 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 


