
                      

 

  

■本事例集は、北海道保健福祉部健康安全局地域保健課ホームページにも掲載しております。

HPアドレス：http://pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/kouzireisyu.pdf 

発 行 平成３１年２月 

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課がん対策グループ 

住 所：北海道札幌市中央区北 3条西 6丁目 

電 話：０１１－２３１－４１１１  FAX：０１１－２３２－２０１３ 

事業主や従業員の健康管理を担当されている方へ 

この事例集では、北海道内で「従業員の健康づくり」に取り組んでいる事業

所をご紹介しています。みなさんの職場でも、事例を参考に出来ることから健

康づくりを始めてみませんか。 

道民の健康づくり推進協議会 地域・職域連携推進専門部会 

（北海道保健福祉部健康安全局地域保健課がん対策グループ） 

 

 

 ■□■健康づくりに関連した制度・相談窓口等■□■ 

http://pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/


                      

 

  

■□■「健康経営○Ｒ」を知っていますか？■□■ 

「健康経営○Ｒ」とは、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に

実践することです。従業員と一緒に健康の維持や増進に取り組むことで、会社

の活性化やイメージ、業績を向上させていく取り組みです。 

さらには、 

■□■職場で取り組む健康づくりのヒント■□■ 

あなたの職場・従業員が、できることからはじめてみましょう！ 

職場全体で取り組めるような体制づくりが大切です。 

【食事・栄養】 

・社員食堂における栄養素やカロリー

情報の表示。 

・コンビニ等で弁当や惣菜を購入する

際の選択ポイントの周知。 

・事業所内の自動販売機の商品を、無

糖･特定保健用食品へ変更。 

【身体活動・運動】 

・朝礼や休憩時にラジオ体操や、スト

レッチの実施。 

・スポーツ大会の実施や参加。 

・ウォーキングラリーを企画し、完走

者に表彰及び記念品贈呈。 

【禁煙・受動喫煙対策】 

・事業所内での禁煙や、喫煙場所や喫

煙時間の設定。 

・禁煙チャレンジ週間等の事業所内イ

ベントの実施。 

・来客者等の非喫煙者へ配慮した喫煙

場所の設定。 

・禁煙宣言書や継続宣言書の提出によ

る社員の禁煙支援。 

【メンタルヘルス対策】 

・従業員間の挨拶、声かけ等によるコ

ミュニケーション促進。 

・業務調整等による長時間労働要因の

是正。 

・メンタルヘルスに関する相談窓口

（外部機関含め）の周知。 

・職員に対するメンタルヘルス教育。 

【定期的な健康チェック】 

・定期的な健康診断(がん検診含む)受

診を、従業員とその扶養者へ勧奨。 

・二次健診が必要な従業員への、医療

機関受診の勧奨。 

・保健指導対象者が、必ず保健指導を

受けられるようにする。 

・社内報を利用し、会社全体の健診結

果の周知や健康づくり情報の提供。 

【歯・口の健康】 

・毎食後の歯みがきを推奨。 

・事業所での歯科健診の実施。 

・定期的な歯科受診や、歯の健康に

ついて、ポスター等で周知。 

・食堂でよく噛むメニューの提供。 

・生活習慣病と歯周病等をテーマに

した職員研修等の実施。 

その他にも・・・ 

・外部講師を活用した生活習慣病予防教室や講演会の開催。 

・職場内に健診受診勧奨や生活習慣病関連のリーフレット、体重計や血圧計の設置。 

 など、少しずつできる取組を継続することが、従業員の健康へ繋がります。 
※「健康経営○Ｒ」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。 

１ ６ 

「健康経営○Ｒ」 

事業所における健康づくり 

生産性の向上 

組織の活性化 
（欠勤率低下、医療 

コスト削減など） 

リクルート効果 

人材の定着率向上 
（優秀な人材の獲得） 

業績向上・企業価値向上！ 

地域住民の QOL（生活の質）向上 

あるべき国民医療費の実現へ 



                      

 

  

■□■健康づくりに取り組む道内の事業所■□■ 

 

株式会社ディーボ （札幌市北区北 7条西 4丁目 17-1 KDX札幌北口ビル 8F） 

 【業種】SEO(検索エンジン最適化)サービス業  【従業員数】２２名 

 【電話】011-７０８-０２００  【URL】http://devo.jp 

【取組きっかけ】 

 IT 業界は、長時間のディスクワークにより、運動不

足になり、仕事のパフォーマンス低下が生じやすい状

況でした。これを解消するために、日常からだを動か

す機会を「誰でも気軽に」、「少しの努力で」増やす、モ

チベーションの向上の喚起を行いました。 

【取組内容】 

 「健康増進手当制度」を新設し、月間 1 日あ

たりの平均歩数をスマートフォンで計測し、歩

数により手当を支給しています。他、地域で開

催されるリレーマラソンやチャリティ･ラン＆

ウォークへ参加（希望者のみ）しています。 

 

【取組成果・感想】 

 平均して約６～７割の従業員が１日

8,000 歩を達成。休日も含めた取り組

みとすることで、意識的にからだを動か

す機会を生活に取り入れるようになり

ました。 

 

メンタルヘルス対策 

日本ハムマーケティング株式会社（札幌市手稲区富丘２条 2丁目 10番 1号） 

 【業種】食品卸売業 【従業員数】８１名 ※前「日本ハム北海道販売(株)」2019年 4月 1日付け変更。 

【電話】011-686-4168 【URL】http://www.nh-hanbai.co.jp/company/hokkaido/index.html 

【取組きっかけ】 

健康経営の理念のもと、従業員が働きやすい環境を構

築することを目的に、健康づくりの取組を行っています。

なかでも、メンタルヘルスは平成 27 年に労働安全衛生

法が改正され、社員の長時間労働問題の改善が求められ

るなか、当社としてもメンタルヘルス対策が重要課題と

考え、取組を始めました。 

【取組内容】 

 スポーツ大会等による、従業員間のコミュニケ

ーション促進や、ストレッチ体操＆ストレス耐性

の講義等の予防的な取組だけでなく、メンタル不

調者がいた際の対応に係る DVD 勉強会の実施

や、対応･復職マニュアルの整備をしています。 

 また、安全衛生委員会や責任者対象の会議で全 

従業員の時間外勤務状況を確認しています。 

【取組成果・感想】 

 行事実施は、従業員間のコミュニケーショ

ン促進に繋がっており、勉強会等を通して、

メンタルヘルス対策に関する知識を得るこ

とが出来ています。時間外勤務は 2017年

度前期より 16%削減されています。 

 今後も継続した知識取得機会の確保が必

要だと考えています。 

歯・口の健康 

日本軽金属株式会社苫小牧製造所（苫小牧市晴海町 43番地 3） 

 【業種】非鉄金属業（アルミニウム製品の製造） 【従業員数】４３８名 

 【電話】０１４４-５５-７１５１  【 URL】http://www.nikkeikin.co.jp/ 

【取組きっかけ】 

 生活習慣病の悪化に繋がる歯周病を防ぐために、

口腔衛生に着目した歯科健診（歯周病検診）や、出

前講座を実施することで、定期的な歯科受診へ繋げ

る取組を、日本軽金属健康保険組合で実施していま

す。 

【取組内容】 

 （一財）サンスター財団による出前講座（歯科

セミナー）を実施しました。苫小牧製造所では、

2日間に分けて 107名が参加し、歯の仕組み

や歯周病について学び、正しいブラッシング方

法の教育も受けました。 

また、歯周病検診も実施しています。 

【取組成果・感想】 

 出前講座の実施により、歯の大切さや歯

周病と生活習慣病の関係について、従業員

の理解が深まり、歯周病予防の意識を高め

ることができました。 

また、歯周病検診実施により従業員が自

身の歯や口腔状態を認識する機会となり

ました。 

北ガスフレアスト株式会社フレアスト西（札幌市西区二十四軒２条 7丁目 2-21） 

【業種】サービス業（ガス機器販売･修理･メンテナンス等） 【従業員数】87名 

 【電話】０１１-６１８-２０１０  【URL】www.kitagas-fureasuto.jp/west/store/ 

【取組きっかけ】 

 社員の健康診断結果から、肥満･脂質異常者の割合

や、喫煙率の割合が高く、産業医からの指導もあったた

め、会社全体での生活習慣改善へ向けた取組を実施す

ることとなりました。 

【取組内容】 

  喫煙時間を減らすために、午前･午後の各２時

間ずつ、「禁煙タイム」を設けました。禁煙外来

受診制度を設けて、受診を希望する社員に対し

て就業時間内の受診を許可しています。 

  また、ストレスや運動不足解消の機会となる

よう、スポーツジム利用料金を会社側が半額負

担することで、利用促進を図っています。 

【取組成果・感想】 

 3年前に取組を開始した当初は、喫煙率低

下等のそれなりの改善がありましたが、近年

は横ばい傾向です。 

ただ、「禁煙タイム」導入にあたり、社員

からの不満や反対は一切なく踏み切れたの

はよかったです。 

禁煙・受動喫煙防止対策 

３ ４ 

身体活動・運動 
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北海道がん対策サポート企業 

恵庭建設株式会社（恵庭市泉町 26番地） 

 【業種】建設業  【従業員数】３５名 

 【電話】０１２３-３２-３２６１  URL：http://www.eniken.co.jp 

 

【取組きっかけ】 

  勤続年数の長い社員が多く、年ごとに健康診断結

果の医師所見欄に記載される人が多くなってきまし

た。健康で長く働いてもらうためには、何かしらの

対策が必要と考え、健康経営の取組の一つとして、

「がん対策」にも取り組んでいます。 

【取組内容】 

  人間ドック･生活習慣病健診＋オプション検査の

受診勧奨や、健診費用助成制度を実施。がん罹患社

員は、管理職との面談を適宜行い、体調に合わせた

業務や、通院に配慮した勤務時間の調整を実施して

います。その他、がん対策に関して、外部講師によ

る講演会の開催や、がん予防に関するパンフレット

配布等による啓発の取組も実施しています。 

【取組成果・感想】 

 実際にがんに罹患しながら働く社員も

おり、「もし自分ががんにかかっても、退

職することなく安心して働くことができ

る」という考えが社内に浸透しています。

「治療と仕事の両立」環境を整えること

で、社員は退職せずに継続雇用が可能とな

り、また会社も社員の経験やスキルを確保

でき、双方がプラスになっています。 

■□■ 北海道の健康課題 ■□■ 

◆ 喫煙者が多い 

出典：平成 28年国民生活基礎調査 

◆ 肥満（BMI25以上）の該当者が多い 

平成 29年度プロポーザル型政策形成事業「その先の、健康大国プロジェクト。北海道」 

北海道各部局からなる全庁横断的なチームを編成し実施。 

北海道職員による取組 

【取組きっかけ】 

 北海道は、働き盛り世代の食事・運動等の生活習慣の

課題があります。このことを踏まえ、平成２９年度に道

民の健康づくりについて考える政策プロジェクトを発

足。職場で取り組みやすい健康づくりの方策を検討する

ため、留萌振興局職員６０名の協力を得て、３ヶ月間の

実証実験を行いました。 

【取組内容】 

  キックオフイベントで、健康講演会と体組成測定会

を実施！個人目標を立て、毎日、活動量計で歩数・消

費カロリー計測や体重測定を開始しました。参加者応

援のため、毎日「健康コラム」をメール配信し、ベジフ

ァーストの勧めやお腹へこませウォーキング・階段利

用など、取り組みやすい健康行動を情報提供。庁舎の

食堂業者からは「ヘルシーメニュー」の提供、健康ビ

ジネス企業には活動量計貸出と計測値の管理・分析等、

民間企業にも協力をいただきながら取り組みました。 

【取組成果・感想】 

 最後のアンケートでは、健康意識が

高まった方が多く、職場内で楽しみな

がら参加できたようです。健康行動を

継続させるには個人の意思だけでな

く、周囲の支えや環境も重要であるこ

とが再確認できました。 

今回の取組が、他企業の健康づくりの

ヒントになることを期待します。 

５ 

出典：平成 27年度厚生労働省 NDBオープンデータ(特定健診検査項目） 

・道内の喫煙率は、全国に比較して高く、男性は全国ワースト４位、 

女性はワースト１位です。 
・年代別に見ると、男性では働き盛り世代の約４割が喫煙者です。 
女性では年代別比較でも、各年代でワースト１～２位の状況です。 

20歳以上 北海道 全国

男性 34.6% 31.1%

女性 16.1% 9.5%

40～74歳 北海道 全国

男性 37.0% 32.5%

女性 21.2% 18.9%

・特定健診（メタボ健診/特定健康診査）は
40歳から 74歳の方を対象とした内臓肥
満の蓄積に着目した健診です。（＊腹囲：
男性 85㎝未満、女性 90㎝未満） 

・道内の特定健診受診率は、全国と比較する 
と低く、全国最下位（H28年度）となっ 
ています。 
 

・糖尿病や高血圧・脂質異常などの生活習慣 
病は、自覚症状に乏しいので、年１回健診 
を受けて健康管理に努めましょう！ 

男性 女性 

・男性は、若い頃から肥満が目立ちます。 
・女性は 20～30代では痩せが多く、40代以降は肥満が増えてきます。 
バランスの良い食事と運動を心がけ、適正体重を維持しましょう！ 

ご家族も健診対象です 

男性 女性 

◆特定健診の受診率が低い 

出典：厚生労働省 特定健診･特定保健指導に関するデータ 

http://www/

