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働く人たちの心の健康と活力ある職場づくりのために
Certification Test for Mental Health Management

試 験 日 : 2017年11月5日（日）
申込期間 : 8月30日（水）～9月29日（金）
試 験 日 : 2018年3月18日（日）
申込期間 : 2018年1月10日（水）～2月9日（金）
札幌・仙台・新潟・さいたま・千葉・東京・横浜・浜松・
名古屋・京都・大阪・神戸・広島・高松・福岡
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公 開 試 験公 開 試 験

団体特別試験団体特別試験
試験の日時・場所を企業・
団体・学校が任意に設定 随時受付！ ※申込方法・詳細は

　P.6を ご覧ください。

公式テキスト改訂のお知らせ

受験対策講座

検定試験および受験対策講座のお問い合わせ先

●全国の主要書店で販売いたします。（中央経済社刊）

●大阪商工会議所内の売店でも販売いたします。

　宅配便でのお取り寄せをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。

　TEL&FAX 06-6944-6566（土・日・祝日・8/15・年末年始を除く8:30～18:00）

公開試験受験希望者を対象とした受験対策講座を実施します。
開催日・コースなど詳細につきましては、
公式ホームページ  http://www.mental-health.ne.jp/を
ご覧いただくか、下記のメンタルヘルス・マネジメント検定試験センターへお問い合わせください。

全てのコースの公式テキストを2017年6月に改訂（第4版発行）の予定です。第4版発行後に実
施する公開試験と2017年9月以降に実施する団体特別試験では、第4版の公式テキストの内容
とそれを理解したうえでの応用力を問います。

※なお、受験対策講座と検定試験受験のお申込みは別のものです。
　お申込みを忘れますと受験対策講座の受講者でも受験できませんのでご注意ください。

II 種 ラインケアコース　 III 種 セルフケアコースI 種　マスターコース

定　価：4,200円（税別） 定　価 ：2,800円（税別） 定　価：1,800円（税別）

メンタルヘルス・マネジメント検定試験センター

http: //www.mental-health.ne.jp/ 
info@mental-health.ne.jp

（土・日・祝日・年末年始を除く10:00～17:00）06-6944-6141

★重要ポイントを短期間で確認・習得したい方におすすめ！

公式テキスト



　心の病の増加は、産業界のみならず社会全体の深刻な問題です。政府は、労働者数50人以上の
事業所でストレスチェック制度の導入を義務化し、取り組みの強化を求めたことから、多くの企
業でメンタルヘルス対策への関心が高まっています。

　大阪商工会議所では、企業の社会的責任や人事労務管理の観点から、職場に必要なメンタルヘルス対策の知識や対
処方法を学んでいただくための「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」を実施しています。試験開始当初の2006
年度に年間1万人ほどだった受験者数は、2016年度には4万5千人まで増加しました。
　企業の皆さま方に、それぞれの役割・立場に応じた知識の習得、行動によって、職場における心の健康増進につなが
れば幸いに存じます。

尾崎 裕　
大阪商工会議所　会頭

受験 の お勧め

推薦のメッセージ

職場における「心の健康」の増進に

　ストレスチェック制度が義務化されるなど、職場のメンタルヘルス対策は大きく進展しつつあ
ります。しかし、職場のメンタルヘルス対策を効果的に進める基本は、事業者が継続的かつ計画的

に推進することとともに、その関係者である人事労務管理スタッフ、管理職、一般社員が自らの役割を認識し、メンタ
ルヘルスに関する正しい知識を持つことにあります。
　メンタルヘルス・マネジメント検定試験は、働く人たちのメンタルヘルス不調を未然に防ぐために、産業保健の視
点だけでなく人事労務管理の視点から基本的かつ最新の知識をもれなく学べるように構成されています。検定に取
り組むことで、それぞれの立場に必要な知識を体系的に習得できます。
　この検定試験はこれまでに多くの方に受験いただき、働く人たちの心の健康づくりに役立ったという、たくさんの
声をいただいています。この検定試験がさらに普及し、わが国の職場のメンタルヘルスの向上につながることを願っ
ています。

川上 憲人さん
東京大学大学院　医学系研究科　教授　

幅広い分野から体系的に「メンタルヘルス」を
習得できるカリキュラム

　企業を取り巻く環境が刻一刻と変化し、それに伴って働く人の職場ストレスも増大しつつあります。
国際経済のめまぐるしい変化もまた、働く人の心身の健康に影響を及ぼすことが明らかになり、職場の
健康づくりは企業にとって極めて重要な経営課題となっています。このような社会状況において、働く

人に対するストレスチェックが法制化され、平成27年12月より事業者に義務付けられることになりました。現在、働く人が
感じる強いストレスの主たる原因として職場の人間関係が厚生労働省の調査の結果で明らかになっています。つまり、技術革
新によってIT化が急速に進展し続けていることによって人と人の間に存在するべきコミュニケーションが不足し、その結果、
人間関係が健全に保てない状況に陥っているのかもしれません。職場は、人と人がお互いに思いやり、気遣うことで集団とし
て成立し、大きな力となって生産性や創造性として結実することになります。しかし一方で、メンタルヘルス不調者の増加に
対して、人と人の良好な関係を構築するコミュニケーション能力を養成することが重要であり、予防対策の手段として職場環
境の改善を含めたメンタルヘルスの知識を習得することも必要不可欠となっています。
　｢メンタルヘルス・マネジメント検定｣は、まさしく職場で働く人に求められるコミュニケーション能力を高めるために必要
な知識と、人を大切にする職場の風土を醸成するためのノウハウを向上させるために必要なエッセンスを問う問題を網羅し
ています。働く人と職場の両者の健康レベルを向上させるためにも、メンタルヘルス・マネジメント検定試験を通じて培った
知識を自分自身のために、また職場の健康づくり風土を醸成するためにも活用していただきたいと思います。メンタルヘル
ス・マネジメントの知識は、働く人と職場の健康を向上させるための基盤となり、健全な企業経営を支えることになります。

岡田 邦夫さん
プール学院大学　教育学部教育学科　客員教授
大阪ガス株式会社　人事部　大阪ガスグループ　健康開発センター　統括産業医

今や企業人にとって不可欠なメンタルヘルスケアの知識

C e r t i f i c a t i o n  T e s t  f o r  M e n t a l  H e a l t h  M a n a g e m e n t

■仕事や職場生活に関する強い不安、ストレスの内容
　（平成24年度 厚生労働省「労働者健康状況調査」）

■精神障害等の労災補償状況（厚生労働省）

仕事や職場生活でストレスを
抱える労働者は６割

精神障害などの労災申請は
大幅に増加

メンタルヘルス対策は、万全ですか
心の健康不調での休職、労災補償請求は増加傾向にあります。大切な人財がいきいきと職場で働けるよう、
メンタルヘルス対策を講じておくことは企業にとって重要な課題となっています。
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安全配慮義務とは
　労働契約法第5条は「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必
要な配慮をするものとする。」と、使用者の労働者に対する安全配慮義務（健康配慮義務）を明文化しています。同文中の「生命、身
体等の安全」には「心身の健康（メンタルヘルス）」も含まれるとされています。

企業がメンタルヘルス対策に取り組む意義・重要性

【安全配慮義務に関する判例】

　使用者が安全配慮義務を怠り、従業員がメンタルヘルスを悪化させると、「❶生産性の低下や労働力の損失」を招くだけで
なく、「❷思わぬ事故等を起こし、営業・操業停止に伴う経済的損失」などが発生する可能性が増します。さらに、不幸にして従
業員が過労死や自殺をしたような場合などは、「❸多額の賠償金の支払いを命じられる」こともあり、このようなケースが生じ
て企業名が公表されると「❹対外的なイメージダウン」は避けられません。
　メンタルヘルス対策は、リスク管理という観点からも、企業が真剣に取組むべき重要な問題です。

　過重労働が原因でうつ病になった労働者を不当解
雇した事案で、原告がうつ発症を会社に申告しな
かったために高裁判決で賠償額が減額されたことに
対し、最高裁は「労働者が自らの健康状態を申告しな
かったことをもって過失相殺はできない」として、賠
償額の審理を高裁に差し戻し。差し戻し審では、賠償
額を増額し約6,000万円の支払いが命じられた。
（東京高裁　平成28.8.31判決）

　うつ病発症までの約１年間
にわたって月100時間超の時
間外労働に従事させ、何の対
策も講じなかった会社側に対
し、自殺した労働者の遺族へ
の慰謝料ほか約9,900万円の
支払いが命じられた。
（福岡地裁 平成21.12.2判決）

　システム開発業務に就いて
いた労働者が過重労働の末自
殺した件について、出向先の
会社の安全配慮義務違反が認
められ、遺族に対して約8,000
万円の支払いが命じられた。
（東京地裁 平成20.12.8判決）
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　仕事や職業生活に強い不安や悩み、ストレスを抱える人は増加傾向にあり、心の不調による休職や離職もまた増加
しています。働く人たちがその持てる能力を発揮し、仕事や職場で活躍するためには、心の健康管理(メンタルヘルス・
マネジメント)への取り組みが一層重要になってきました。
　心の健康管理には、一人ひとりが自らの役割を理解し、ストレスやその原因となる問題に対処していくことが大切で
す。また、雇用する企業としても、社会的責任の履行、人的資源の活性化、労働生産性の維持・向上を図るうえで、社員
のメンタルヘルスケアについて組織的かつ計画的に取り組む必要があります。
　メンタルヘルス･マネジメント検定試験は、働く人たちの心の不調の未然防止と活力ある職場づくりを目指して、職
場内での役割に応じて必要なメンタルヘルスケアに関する知識や対処方法を習得していただくものです。

第一次予防
（疾病の未然防止と健康増進）に重点

ラインによるケア、
組織全体によるケアを促進

産業保健だけでなく、
人事労務管理の観点も重視

メンタルヘルス・マネジメント®検定試験とは
　「企業が従業員の健康に配慮することにより経営面でも大きな効
果が期待できる」という考え方のもと、従業員の健康管理を経営的
視点から戦略的に実践する「健康経営®」が、近年、企業に広がってい
ます。経済産業省等は、健康経営を実践している上場企業を2015年
から毎年1業種1社「健康経営銘柄」として選定しているほか、保険者
と連携して優良な健康経営を実践する大規模法人500社を「健康経
営優良法人～ホワイト500～」として2020年までに認定する予定で
す。こうしたなか、従業員の心の健康管理の取組として、メンタルヘ
ルス・マネジメント検定試験にも注目が集まっています。

メンタルヘルス・マネジメント®検定について 商工会議所法に基づき実施している公的検定試験です。
延べ30万人が受験！働く人たちの心の健康と活力ある職場づくりにお役立てください。

学習内容の特徴 健康経営の普及とともに

サービス残業問題については、社会問題化し、厚生労働省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講
ずべき措置に関する基準について」という通達が2001年に出されるなど、企業に対し、労働時間の適正な
管理が強く求められている。

企業内で過労自殺があった場合、企業は高額の損害賠償責任を負担するほか、企業イメージの低下など、甚
大な損害を被ることとなる。

近年、過労自殺や過労死をめぐって、企業に課せられた注意義務の内容が拡大化する傾向にある。

従業員が過労死した場合でも、従業員に既往症が認められれば、企業が損害賠償責任を負うことは一切ない。

過労自殺事件とリスクマネジメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものを一つ
だけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

勤務成績の査定が悪かった部下や、本人の性格に問題があって職場で孤立している部下に対して、注意深く
様子を観察し、しばしば声をかけて心身の健康状態を確認するように努めた。

この3ヵ月間、部署全体で1ヵ月当たり100時間を超える残業が続いているので、業務量の偏りや仕事の配
分を見直し、全体の残業時間を減らすよう対策をとった。

結婚や出産、昇進などの喜ばしいことが続いている部下でも、さりげなく心身の様子を尋ねるなど、無理の
ない範囲で注意を向けるようにしている。

嫌がらせやいじめ、セクシュアルハラスメントの訴えが相次いだが、慎重な対応が必要と、具体的対応はと
らずに様子を見た。

部下のストレス要因に対する管理監督者の対応に関する次の記述のうち、最も不適切な
ものを一つだけ選び、解答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

メンタルヘルス不調は、心理的な分野であるだけに発症の状態が第三者には分かりにくいという面がある。

人によりストレスの現れ方は違うが、「気分が乗らない」、「少し落ち込んでいる」などの気分の面に強くでる
人がほとんどである。

メンタルヘルス不調の初期段階では、それが単なる一時期の心の反応なのか、それともすでに病的レベルの
問題であるのかの区別はつきやすい。

メンタルヘルス不調の問題は、多くの場合、独力で解決できる問題が多いので、まずは自力で対処してみる。
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自己管理としての早期対処に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つだけ選び、解
答用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

メンタルヘルス・マネジメント検定試験は、職位・職種別（対象別）に3つのコースを設定しています。

人事労務管理スタッフ経営幹部

選択問題：2時間 ／ 論述問題：1時間

①②の得点の合計が105点以上。
但し、論述問題の得点が25点以上。

※論述問題は、実務を遂行するうえで必要な
知識とその応用力、総合的判断力などを問
います。

70点以上の得点 70点以上の得点

100点 100点

管理監督者（管理職） 一般社員

コース

対　　象

社内のメンタルヘルス対策の
推進

　自社の人事戦略・方針を踏まえたう
えで、メンタルヘルスケア計画、産業保
健スタッフや他の専門機関との連携、
従業員への教育・研修等に関する企画・
立案・実施ができる。

部門内、上司としての部下の
メンタルヘルス対策の推進

　部下が不調に陥らないよう普段から
配慮するとともに、部下に不調が見受
けられた場合には安全配慮義務に則っ
た対応を行うことができる。

組織における従業員自らの
メンタルヘルス対策の推進

　自らのストレスの状況・状態を把握
することにより、不調に早期に気づき、
自らケアを行い、必要であれば助けを
求めることができる。

①企業経営におけるメンタルヘルス対
策の意義と重要性

②メンタルヘルスケアの活動領域と人
事労務部門の役割

③ストレスおよびメンタルヘルスに関
する基礎知識

④人事労務管理スタッフに求められる
能力

⑤メンタルヘルスケアに関する方針と
計画

⑥産業保健スタッフ等の活用による心
の健康管理の推進

⑦相談体制の確立
⑧教育研修
⑨職場環境等の改善

①メンタルヘルスケアの意義と管理監
督者の役割

②ストレスおよびメンタルヘルスに関
する基礎知識

③職場環境等の評価および改善の方法
④個々の労働者への配慮
⑤労働者からの相談への対応（話の聴
き方、情報提供および助言の方法等）

⑥社内外資源との連携
⑦心の健康問題をもつ復職者への支援
の方法

①メンタルヘルスケアの意義
②ストレスおよびメンタルヘルスに関
する基礎知識

③セルフケアの重要性
④ストレスへの気づき方
⑤ストレスへの対処、軽減の方法

（1）各コースの内容は、厚生労働省策定の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を参考に構築しています。
（2）各コースの問題は、公式テキストの内容とそれを理解したうえでの応用力を問います。なお、公式テキストに記載されている
　　統計調査の最新の結果（公表済みのもの）などについて出題することがあります。
（3）2017年4月1日時点で成立している法令に準拠し、出題します。

目　　的

到達目標

出題内容

問題構成時間

配　　点

合格基準

①選択問題 100点
②論述問題 50点

選択問題：2時間 選択問題：2時間

I種 II種 III種

I種
【マスターコース】

I種
【マスターコース】

II種
【ラインケアコース】

II種
【ラインケアコース】

III種
【セルフケアコース】

III種
【セルフケアコース】

【答え】 I種 :④、  II種 :④、  III種 :①

各コースの内容

【マスターコース】 【ラインケアコース】 【セルフケアコース】

（第17回公開試験問題より抜粋）過去問題にチャレンジ

Q

Q

Q
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公 開 試 験公 開 試 験

公式サイトから「受験要項・申込書」をご請求ください。
郵送でお届けします。（申込み締め切りまで余裕をもってご請求ください。）
なお、「受験要項・申込書」はメンタルヘルス・マネジメント検定試験センターにお電話でも請求できます。
（受験料はゆうちょ銀行窓口または郵便局のATMからお支払いください。）

専用受験申込書（受験料払込取扱票＜郵便振替＞）でお申込み

インターネットでお申込み
メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式サイトhttp://www.mental-health.ne.jp/から
お申込みください。
（受験料のお支払い方法はクレジットカード決済のみです。）

1

公開試験
お問い合わせ先

コンビニの情報端末でお申込み
下記5つのコンビニエンスストアの情報端末からお申込みください。操作手順はコンビニにより異なります。
（情報端末からのお申込みについて予告なく変更する場合があります。）
詳細はホームページ https://shikaku.career-tasu.jp/contents/customer/conveni.htm をご覧ください。
● セブンイレブン「マルチコピー機」 ● ローソン「Loppi」 ● ミニストップ「Loppi」　
● ファミリーマート「Fami ポート」 ● サークルKサンクス「Kステーション」
（お申込み［入力］完了後、30分以内にレジにて受験料をお支払いください。） 

メンタルヘルス・マネジメント検定試験センター

http: //www.mental-health.ne.jp/ info@mental-health.ne.jp
（土・日・祝日・年末年始を除く10:00～17:00）06-6944-6141

団体特別試験
お問い合わせ先

メンタルヘルス・マネジメント検定試験センター（団体特別試験係）

2

● 統一日に指定会場で実施します。

 受験票・成績票・合格証は受験者ご本人にお送りします。　　  団体受験ご担当者には、受験者成績一覧表をお送りします。

企業・団体・学校などで申込人数が10人以上の場合、公開試験をまとめてお申込みいただけます。ご担当者は団体受験申請
書の提出（登録）が必要となります。ご希望の際はメンタルヘルス・マネジメント検定試験センターにお申出ください。

※団体で公開試験にお申込み（団体受験）の場合

種（マスターコース）
種（ラインケアコース）
種（セルフケアコース）

I
II
III

種（ラインケアコース）
種（セルフケアコース）
II
III

4月27日（金）種＝12月15日（金）
種＝2018年1月10日（水）

II・III
I 

種＝12月25日（月）・26日（火）
種＝2018年1月18日（木）・19日（金）

II・III
I 5月7日（月）・8日（火）

試 験 日

受 験 地

実施コース

受 験 資 格

受 験 料

申 込 期 間

受験票発送日

受験票未着
問合せ期間

成績票・合格証
発送日

成績票未着
問合せ期間

第23回 第24回

2017年11月5日（日） 2018年3月18日（日）

（上記の中から受験地を選択していただきます。）

I 種：10,800円、　II 種：6,480円、　III 種：4,320円 （いずれも税込み）
学歴・年齢・性別・国籍に制限はありません。　

8月30日（水）～9月29日（金）

10月20日（金）

10月26日（木）・27日（金）

3月2日（金）

1月10日（水）～2月9日（金）

※各受験地の会場（場所）につきましては、受験者数によって調整・確定のうえ、受験票にてお知らせいたしますので、事前のお問い合わせはご遠慮ください。
※お身体に障がいがある方で、受験に際して特別な配慮が必要な方は、お申込み前に必ずメンタルヘルス・マネジメント検定試験センターまでご連絡ください。
　申請書をお送りいたします。申請には、申請書と証明書類の提出が必要です。

3月8日（木）・9日（金）

札幌、仙台、新潟、さいたま、千葉、東京、横浜、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、高松、福岡

お申込み方法

団体特別試験の手続き

団体特別試験団体特別試験
　団体特別試験とは、企業・団体・学校が、所属する従業員や職員、学生を対象に、メンタルヘルスケア
に関する教育・研修の一環として、メンタルヘルス・マネジメント検定試験を実施する制度です。
企業・団体・学校のご都合にあわせて、日時、場所を設定できます。
所定の手続きにもとづいて、受験のお申込みをされた企業・団体・学校が試験を実施します。
（試験監督者の派遣はございません）

試験実施日の3週間前まで

ご担当者様宛てに申込み内容の確認のご連絡をした後に、受験料の請求書等をお送りいたします。

試験実施日の1週間前
受験料の入金確認後、問題・解答用紙や実施手順など必要資材一式をお送りします。

各企業・団体・学校にて実施手順にもとづき、適正に試験を実施していただきます。

試験実施後3日以内
試験実施後、解答用紙をメンタルヘルス・マネジメント検定試験センターにご返送いただきます。

メンタルヘルス・マネジメント検定試験センターに解答用紙が到着してから、2～3週間で、受験者
個別成績票（合格者には合格証を添付）、受験者成績一覧表をご担当者様宛てにお送りします。

●インターネットでお申込みの場合
　http: / /www.menta l -heal th .ne. jp /

●専用の受験申込書をご利用の場合
所定の申込書（上記「団体特別試験」画面からダウンロードできます）に必要事項をご記載のうえ、
メンタルヘルス・マネジメント検定試験センター（団体特別試験係）へFAXでお送りください。

申込みフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。　

「団体特別試験」画面 ボタンをクリック団体特別試験　お申込み

試験の
お申込み
試験の
お申込み

試験資材
の送付
試験資材
の送付

3
試験実施日の2週間前まで
指定の銀行口座へ受験料をお振り込みください。
※試験資材の発送に支障をきたす恐れがありますので、期限までに必ずご入金ください。
※入金後の受験料の返金、入金期限を過ぎてからの受験者数の変更はできません。

受験料の
入金
受験料の
入金

申込み受付申込み受付

試験実施試験実施

解答用紙
の返送
解答用紙
の返送

結果通知結果通知

（土・日・祝日・年末年始を除く10:00～17:00）

075-746-5307
TEL

075-746-5308
FAX

（注）「受験申込みにあたって」、「個人情報の取り扱いについて」、その他のご注意事項は、公式サイトにてご案内しています。
http://www.mental-health.ne.jp/dantai.html
お申込み前に必ずこれらをご確認、ご同意のうえお申込みください。
本試験の受験を申込まれた企業・団体・学校は、上記公式サイトのご案内に記載されているすべての事項について同意されてい
るものとみなします。

任意に設定できます。（配布・説明・回収などを含め、１回につき所要時間は約2時間半です。）

お申込みをされる企業・団体・学校に所属している従業員、職員、学生の方
※詳しくは、公式サイト内の「受験申込みにあたって」（注）をご確認ください。

学歴・年齢・性別・国籍に制限はありません。
※但し、お申込みは原則として各コースの受験者10人以上とします。

随時（試験実施日の3週間前までにお申込みください。）

種（ラインケアコース）　　種（セルフケアコース）II III

成績票・合格証発送 解答用紙返送後、2～3週間

種：5,180円 種：3,460円II III

日 時 ・ 場 所

受験申込受付
実 施 コ ー ス

受 験 料

対 象 者

受 験 資 格

…

…

…

3

1

2

3

4

5

6

7

（いずれも税込み）
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試験結果・受験者データ

公開試験・団体特別試験の受験申込者数の推移

2016年度 公開試験（第２１回）＆団体特別試験（2016.4.1～2017.1.31）
コース別受験申込者数等

お役立ち資格ランキング

取得したい資格ランキング

団体特別試験導入実績

メンタルヘルス対策に取り組むため、「検定試験」を導入・推奨する企業・団体が増加しています。

コース

第21回
公開試験

種（ラインケアコース）

種（セルフケアコース）

2,017

10,720

4,952

17,689

1,610

9,601

4,473

15,684

296

4,733

3,495

8,524

18.3

49.3

78.1

計 －

II

III

種（ラインケアコース）

種（セルフケアコース）

5,753

2,860

8,613

5,437

2,754

8,191

2,722

1,857

4,579

50.1

67.4

計 －

II

III団体特別試験

受験申込者数（人） 実受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％）

製造業（電機、電子機器、機械、自動車、船舶、化学製品、医薬品、紙製品、食料品ほか）、通信・情報サービス業、建設業、
不動産業、金融・保険業、電気・ガス業、鉄道業、運輸・倉庫業、家電量販店、医療・福祉・介護サービス業のほか、農業協同
組合、労働組合、大学・短期大学、専門学校、行政機関など多数。

（「日経キャリアマガジン 資格・スキルランキング2016」より）

1位
1位

管理業務主任者

プロジェクトマネージャ

4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

TOEFL®テスト
データベーススペシャリスト
証券アナリスト（CMA®）
ITIL®ファンデーション
二種外務員
ネットワークスペシャリスト
TOEIC®テスト（Bレベル、730～860点未満）

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

12位

中小企業診断士
TOEIC®テスト（Cレベル、470～730点未満）
TOEIC®テスト（Bレベル、730～860点未満）
TOEFL®テスト
宅地建物取引士
日商簿記検定2級
日商簿記検定3級
TOEIC®テスト（Aレベル、860点以上）
TOEIC®テスト（Dレベル以下、470点未満）
ビジネス実務法務検定®準1級、2級

ファイナンシャル・プランニング（FP）技能検定3級／不動産鑑定士

種（マスターコース）I

◎日経キャリアマガジン、日経新聞社等が、2015年11月に、20～40歳代の
　ビジネスパーソンに対してアンケートを共同で実施し、903人が回答。

メンタルヘルス・
マネジメント検定Ⅱ種

メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種

順 位 資格名 合 計 業務上 自主的

3位

11位

100％
100％

92.9％

4.3％

21.4％ 71.4％

91.3％
90.0％
87.5％
85.7％
82.2％
81.8％
78.8％

16.0％
15.4％
14.8％
14.0％
12.5％
5.3％
5.2％
4.9％
4.5％
4.4％

3.5％

25.0％ 75.0％

17.4％ 73.9％
30.0％ 60.0％
37.5％ 50.0％
57.1％ 28.6％
55.6％ 26.7％
18.2％ 63.6％
22.4％ 56.5％

55.6％ 44.4％
自主的に取得した
資格ランキングでも
3位となりました

★

順 位 資格名 取得したい割合

製造業
14.1%

サービス業
12.3%

金融・保険業
12.2%

情報
通信業
11.5%

 医療・
福祉
9.5%

その他
11.9%

高校・専門学校 0.4％
飲食・宿泊業 1.0％
　不動産業 1.0％

電気・ガス・水道業 2.0％
大学・短期大学 2.4％

教育・学習支援業 2.5％
卸売業 2.6％
小売業 3.7％

　　運輸業 4.1％
公務員 4.4％
　建設業 4.4％

60代 2.5％
70代 0.2％ 10代 0.5％

20代
14.2％

30代
26.6％

40代
36.3％

50代
19.7％

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

8,047  10,178  12,379  14,762  
21,204  21,617  23,435  23,254  

26,770  
2,544  

4,548  
5,886  

7,483  

10,402  12,353  
12,121  11,581  

11,284  

30,532

11,493

33,533

11,500

■ 公開試験　■ 団体特別試験　（人）

（見込）

0

10,000

5,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

45,000

40,000

50,000

業種別 ※第21回公開試験・実受験者全体 年代別 ※第21回公開試験・実受験者全体
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企業・合格者の声

ダイキンエアテクノ株式会社　計装事業部　水谷 有花さん

東京海上日動火災保険株式会社　広域法人部　次長　横山 昌彦さん

　信用金庫は営利のみを目的とした企業ではありませんが、「中小金融の円滑をはか
り、地区内産業経済の発展と一般大衆の繁栄に寄与する」という金庫の基本方針を実
現するためには、企業として収益力を上げ、より良いサービスを顧客に提供し続ける
ことが不可欠です。私は、金庫で働く役職員に常日頃から自らの使命を理解し、その
職責を果たすことをお願いしていますが、経営者として実感することは、「企業の盛衰
は人材で決まる」ということです。言い古された言葉ですが、役職員が企業目的と自

己実現に向けて、知恵を出し合い、汗を流して懸命に頑張れば自ずと企業の業績は向上すると確信しています。
　当金庫では、大阪商工会議所の「メンタルヘルス・マネジメント検定試験」の全員受験、全員合格を義務付けています。
受験勉強を通じて、メンタルヘルスの仕組みを理解することで心身の不調に陥ることなく、全役職員が前向きに生き生き
と仕事に取り組んでくれることを願っています。
　様々なストレス要因が渦巻く現代社会において、役職員のメンタルヘルスケアに配慮することは企業の責任でもあり、
今後も「安心して仕事に取り組める職場環境」を整備することは重要な経営課題です。
　私は経営者として、当金庫が永遠に地域に必要とされる金融機関になることを目指して、人材の活性化を図るべく、職
員一人ひとりの心の健康に配慮した経営を実践したいと考えています。

企業の生産性向上には
　　　　人材の活性化が不可欠

　他の企業様と同様、弊社においてもメンタルヘルスケアは重要な課題であり、以前
から外部機関と医師による専門的な対応により、メンタル不調者の医療機関への受診
や復職までのサポート体制を整えてまいりましたが、一昨年からはストレスチェックテ
ストをはじめ社員自らがメンタル不調に対する正しい知識を得て、対処できる施策を
開始しました。
　全ての事業所を対象とした「セルフケア研修」、管理職研修時の「ラインケア研修」、
新入社員を対象とした予備知識を与える研修など、それぞれの職場、階層に合わせて

カスタマイズされた研修制度を進めています。
　また、事業所における責任者の「気付き」や「見守り」により、早期に対応できる職場を目指して、管理職層を対象として
メンタルヘルス・マネジメント検定試験を実施しており、今後さらに対象を広げることを検討しています。当社では社員の
自己学習に対する支援も行っていますが、その対象講座にも選定し、管理職以外にも知識を得る機会を提供しています。
あわせて昨年から業務内容や手順の見直しにより、時間外勤務の削減や年次有給休暇の取得率向上につなげる全社的取
り組みを始めており、「ワークライフバランス向上」により、メンタル不調の予防に努めていきたいと考えています。

メンタルヘルスセミナーの様子

　労災事故が発生した場合、企業は一般的に「刑事責任」「民事責任」「労基法上の災
害補償責任」「行政責任」「社会的責任」の5つの責任を問われます。精神障害の労災
請求件数が過去最高水準にある中、企業がメンタルヘルス対策に取り組む意義は、
従業員に対する福利厚生はもちろん、上記5つの責任に対するリスクマネジメントと
いった観点でも重要です。また、社員のメンタルヘルスに不調が発生すれば、生産性
や職場のモチベーションの低下等、企業経営にも影響が出ることになります。メンタ
ルヘルス対策は、企業の経営上の重要課題であると考え、私は全国の企業、団体か

らの依頼に基づき、メンタルヘルスに関する各種リスクマネジメントセミナーを実施しています。そして、メンタルヘルス
検定の存在を知り、自身もⅠ種及びⅡ種に合格しました。本検定試験は、基礎から応用、実践、対策に至るまで、体系的にメ
ンタルヘルスに関する素養を身につけることが可能です。企業の経営者、人事労務管理者はもちろんのこと、ラインの管
理監督者や一般従業員の方々も、それぞれの立場や役割に応じたコースで受験されることをお奨めしたいと思います。
弊社でも、人事企画部が推奨検定としており、受験を奨励しています。

メンタルヘルス対策は
　　　　企業の経営上の重要課題！

　当社では「明るく元気な職場作り推進」を目的とする活動の中で、社員へのⅡ種取得を
推奨し、受験要領などをＰＲしています。私は上記の取組みにより取得を目指す同僚を
知ったことをきっかけに、セルフケアのみならず、職場の心の健康保持に必要な知識を
学び、当社の元気な職場作りに少しでも貢献したいと思い、Ⅱ種を受験しました。
　公式テキストには、不調時における社内での相談対応のポイントをはじめ、ストレス要
因や心の不調に対する早期の気づきと対処・軽減の仕方、不調者を出さないための職場
環境の改善方法などが体系的にまとめられており、合格という目標を持って学習するこ

とで、知識の定着をはかることができます。
　学習方法は、テキストを一通り読み、その後市販の過去問題集を繰り返し解きました。過去問題集で解らない点は、テキス
トを読めば必ず理解できる内容が書かれていたので、効率良く、安心して勉強できました。
　Ⅱ種では後輩を持つリーダー層、部下を持つ管理職の方に是非学んでいただきたい内容が網羅されていますし、Ⅲ種は一
般社員、とくに学生から社会人になって大きく環境の変わる新入社員の方には、大いに役立つと思います。
　私は、Ⅰ種まで受験して無事合格することができましたが、受験することで、一時的な知識ではなく、職場で実践できる知識
が身についたと実感しています。今後は、社内のコミュニケーションをさらに円滑にし、働きやすい職場づくりと社員の心の
健康の増進に向け、学んだことを一つひとつ行動にうつしていきたいと思っています。

Ⅱ種は管理職、Ⅲ種は一般社員に役立つ
　　　　　　実践的な知識が習得できます

活力ある職場を目指して

小野薬品工業株式会社　人事部長　岡本 裕之さん

大阪信用金庫　理事長　樋野 征治さん

   10　　    Mental  Health Management　09   Mental  Health Management


