
やまぐち健康経営企業認定制度 

令和元年5月 

やまぐち健康経営認定企業ロゴマーク 

概要説明資料 



. 

１．健康経営のメリット 

1 

人的資本に対する投資
（従業員への健康投資） 

従業員の健康増進 
○従業員の活力の向上 
○医療費の軽減 

組織の活性化 
○生産性の向上 

社会問題の解決 
○国民のQOL（生活の質）の向上 
○国民医療費の適正化 

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営） 

業績向上・企業価値向上  

健康経営®とは 

➣従業員の健康を会社の財産ととらえ、会社の成長のために従業員の 
健康づくりに積極的に取り組むこと 

※健康経営®は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。 

◆生産性の向上 
 ➣モチベーションの向上 
 ➣欠勤率の低下 
 ➣業務効率の向上 
◆リスクマネジメント 
 ➣事故や不祥事の予防 
 ➣労災発生の予防 
◆企業のイメージアップ 
 ➣企業ブランド価値の向上 
 ➣対外的、対内的イメージの向上 等 



2 

◆協会けんぽが実施している保健事業は、健康経営に取り組まれる企業様のお役に立てるものを目指しており  
 ますので是非ご活用ください。その中でも特に効果的な保健事業は以下の３つです。 

２．協会けんぽの保健事業を活用した健康経営 

①生活習慣病予防健診を受診する ②（リスク保有者が）特定保健指導を受ける 

③特定保健指導対象者が減少する 

実績次第で 
保険料率の 
引き下げ 
に寄与 

◆また、これらの保健事業をとおして健康づくりに取り組んでいただくことで、山口支部全体の下記の取組
（※）実績が全国的にも顕著であった場合、平成30年度から導入されたインセンティブ制度により保険料率  
 が引き下げられる可能性があります。※下記以外に後発医薬品の使用割合の評価項目含む 

 

  協会けんぽと共に健康経営に取り組みましょう！ 

1.生活習慣病予防健診 

より多くの項目を受診するため、「からだの変化」を広範囲かつ早期に発見できます 

・労働安全衛生法の定期健診（ストレスチェックを除く）と同等 
・通常の健診項目に加えて、がん検診（乳・子宮頸部がん検診は年齢等条件有）も追加 
・約18,000円の費用が約7,000円で受診可能 

2.特定保健指導 

生活習慣の改善を促し、病気とその重症化を未然に防ぐことができます。 

・生活習慣病予備群の方々に保健師や管理栄養士が「生活改善」を提案します。 
・3～6か月間の取り組みを無料でサポートします。 

3.やまぐち健康経営認定制度 
各種取組支援を受けられるほか、「健康経営企業」であることを社内外にPRできます 

※詳細は次ページ以降でご紹介いたします。 

④（要治療者が）医療機関で治療を開始する 
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３．やまぐち健康経営企業認定制度の概要 

◆趣旨 
 健康寿命の延伸のためには、生活習慣病の発症・重症化予防が重要であり、とりわけ生活習慣病の発症
リスクが高くなる働く世代への効果的な支援が課題となっています。 
 そこで、従業員の健康づくりを経営上のメリットと捉え戦略的に取り組む企業を評価し、その取組が継
続されるよう環境整備を図ることで、企業を通じて働く世代の健康増進の自覚と実践につなげ、健康寿命
の延伸を図るものです。 
 

◆目的 
 従業員の健康度を企業価値とみなし経営課題として取り組む健康経営の考え方に基づき、働く世代の多
数を被保険者とする全国健康保険協会山口支部（協会けんぽ山口支部）および山口県が協働して、健康経
営を実践する企業をサポートすることで、企業の経営者等へ健康経営意識を浸透させ継続的な健康づくり
を推進するものです。 
  

◆対象 
 山口県内に所在する従業員1名以上の公的医療保険に加入している企業 
  
 ※原則として、公的医療保険の適用事業所単位で本制度へのエントリーが必要です。 
 ※協会けんぽ山口支部以外の公的医療保険に加入している企業の窓口は山口県です。 

 

◆取組期間（協会けんぽ山口支部加入企業の場合） 

 協会けんぽ山口支部が健康宣言企業として登録した翌月から1年間 
 
 ➣2年目以降については、原則として、毎年更新するものとします。 
 
 ※本制度は平成29年度にスタートしました。 

➣次のページからは、協会けんぽ山口支部加入企業のケース
についてご説明します。 
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４．やまぐち健康経営企業認定制度のながれ① 

  制度へのエントリー➣「エントリーシート」の提出 
◆企業 
広報誌やホームページなどに掲載している「エントリーシート」を協会けんぽへ郵送またはＦＡＸしてください。
後日、協会けんぽ職員が企業へお伺いして、「企業健康カルテ」や事前チェックシート等から企業の現状や健康
課題を確認のうえ、健康づくりの目標設定に向けたアドバイスを行います。 

  「健康宣言書」の提出➣「健康宣言企業」として登録 
◆企業 
ステップ１で確認した内容を参考に、企業で取り組
む健康づくりのメニューをご検討のうえ、「健康宣
言書」を協会けんぽへ提出していただきます。 

◆協会けんぽ・山口県 
・健康宣言証を作成し送付します。 
➣健康宣言証が届いたら、企業内で掲示してください。 
・健康宣言企業を協会けんぽのホームページや広報誌など
で公表します。 

       健康づくりへの取り組み 
◆企業 
健康宣言書に記載した内容や事前チェックシートの
結果に基づいて、企業内で積極的に健康づくりに取
り組みましょう。 

◆協会けんぽ・山口県 
健康づくりに関する情報提供や各種セミナーの開催、特定
保健指導等を実施します。健康宣言された半年後に健康経
営の実施状況についてアンケートを行い、サポートを行い
ます。 

     取り組み内容の振り返り➣「振り返り評価シート」の提出 
◆企業 
1年経過後、協会けんぽから送付される「振り返り評
価シート」で、取り組み期間における健康づくりの
実施状況を記入のうえ、協会けんぽへ提出していた
だきます。 

◆協会けんぽ・山口県 
・「振り返り評価シート」で取り組み結果を確認し、山口
県が認定企業へ認定証を送付します。 
・認定企業を協会けんぽおよび山口県のホームページや広
報誌などで公表し、特に優秀な認定企業は県知事表彰を受
けていただきます。 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ２ 

ステップ１ 

次の取り組み期間へ（1年ごとに更新）➣以降、                 の繰り返し ステップ３ 

次の取り組み期間へ（1年ごとに更新）➣以降、 

ステップ４ 

ステップ３ 

次の取り組み期間へ（1年ごとに更新）➣以降、 

エントリー 
企業数 

 

２４４社 

◆令和元年5月1日現在企業数 

健康宣言 
企業数 

 

２２２社 

認定 
企業数 

 

６６社 
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５．やまぐち健康経営企業認定制度のながれ② 

企
業 

協
会
け
ん
ぽ 

山
口
県 

エントリー 
シート提出 

・企業を訪問し、企
業健康カルテ等を
使用した健康課題
の提示や具体的な
取組の提案 

・健康宣言企業として登録
後、健康宣言証を提供 

取組内容決定 
健康宣言書提出 

   企業内での取組（登録翌月１３か月目より２年目スタート） 

振り返り評価
シート記入 

健康宣言エントリー 
 

取組内容決定後、 
健康宣言企業に登録 
            N月 

取組開始               
     N+1月 

振り返り評価シート提出 
（登録翌月から１２か月経過後） 

① ② ③ 

⑤ 

・ホームページ等での

公表、情報提供など 

！？ 

（健
康
宣
言
証
イ
メ
ー
ジ
） 

・取り組みが全社
的・継続的であり、
効果を上げている
企業を県に推薦 

（認
定
証
送
付
（フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）） 

・健康宣言企業名を 

ホームページ等で公表 

フォローアップ 
（登録翌月から６か月経過後） 

・評価
シート等 
の送付 

・県知事表
彰候補選
定➣表彰 

・評価シートの内
容により、健康
経営企業の認定
または更新 

・取り組み状況
等にかかるア
ンケート等の
送付 

取り組み状況等
記入 ④ 

・取り組み状況の把握を行い、
必要に応じてリーフレット等を
提供 
 
・課題等がある企業へは、協会
けんぽがフォローアップを実施 

必
要
に
応
じ
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ 

ステップ３ 

ステップ４ 

ステップ２ ステップ１ 

・健康宣言企業は「や

まぐち健康経営企業

登録企業」と同義 

➣山口県のホーム

ページから協会けん

ぽホームページにリン

ク 
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６．健康宣言企業     の登録要件と特典 

◆登録要件 
 

 次の１～４の全ての項目を満たした上で、健康宣言書を協会けんぽ山口支部へ提出してく
ださい。当支部において内容を確認後、「健康宣言企業」として登録し、健康宣言証をお送
りします。なお、登録は毎年更新されます。 
 
 １ 従業員の健康管理に関連する法令等を遵守し、重大な違反をしていないこと 
 ２ 健康づくり担当者を設置すること 
 ３ 協会けんぽと連携し健康づくりを推進すること 
 ４ 企業における健康づくりの取組内容の提示および公表に承諾すること 
 

◆特典 
 
「健康宣言企業」として登録されますと、次のような特典があります。 
   
 １ メディアへ企業名等を情報提供 
 ２ 協会けんぽ山口支部のホームページや月報誌上で企業名等を掲載 
 ３ 企業健康カルテを毎年提供 
 ４ 各種健康経営セミナーの優先案内および優先参加 
 ５ 協会けんぽ保健師等による特定保健指導等のフォローアップ 
 ６ 国（経産省など）が実施する健康経営優良法人認定制度への推薦 
  ➣「健康経営優良法人2019（中小規模法人部門）認定法人」のうち、 
   山口県内に本社を有する企業数は17社（うち、協会けんぽ加入企 
   業は16社）です。詳細は経済産業省ホームページでご確認くださ 
   い。 

ステップ２ 

▲健康宣言証のイメージ 

健康経営セミナーの様子（平成31年3月18日） 
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７．やまぐち健康経営認定企業     の認定要件 

◆認定要件 
 

 協会けんぽ山口支部において「健康宣言企業」（     ）として登録された後、1年
間の健康づくりへの取り組みを経て、「振り返り評価シート」において100点満点中、 

65点以上を獲得してください。 

 「振り返り評価シート」の提出先は、協会けんぽ山口支部です。 
 なお、認定の有効期間は1年間で、毎年更新するものとします。 
 
➣「振り返り評価シート」は別冊「振り返り評価シート&健康づくり取組事例集」をご覧ください。 
 

ステップ４ 

ロゴマークのイメージ 

ステップ２ 

毎年、少しずつでも点
数が上がるように取り
組みを進めていきま
しょう！ 
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８．やまぐち健康経営認定企業     の特典 

◆特典 
 
山口県より「やまぐち健康経営認定企業」として登録されますと、次のような特典があります。   
  
 １ 山口県が次の(1)～(3)を贈呈 
  (1)「やまぐち健康経営企業認定証」（額縁入り）を贈呈 
  (2)「やまぐち健康経営認定企業」のぼり（大・竿つき）、ミニのぼり、ステッカー 
  (3)「やまぐち健康経営認定企業」ロゴマーク入りデータCD 
   ➣ロゴマークを企業広告や名刺等に掲載可能（使用条件あり） 
 ２ 特に優良な健康経営取組企業に対しては山口県知事表彰を贈呈 
 ３ 山口県のホームページ「健康やまぐちサポートステーション」上に企業名等を掲載 
 ４ ハローワークの求人票に認定企業であることを記載可能 
   ➣ハローワークへの申出が必要 
 ５ 山口しごとセンター「やまぐちジョブナビ」内の企業情報欄に認定企業であることを記載可能 
   ➣記載可能だが、求職企業登録をすることが必要 
 ６ 山口県の政策入札にかかる評価項目として登録可能 
 ７ 各種健康経営セミナーの優先案内および優先参加 
  
※特典については、今後さらに拡大予定です。 

ステップ４ 

表彰式の様子（平成31年3月18日） 

◆平成30年度山口県知事表彰企業 

企業名 所在地 

日本ゼオン株式会社徳山工場 周南市 

村田株式会社 防府市 

ゼオン山口株式会社 周南市 

山口ヤクルト販売株式会社 山口市 

株式会社ウエムラエナジー 岩国市 



【参考１】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業一覧① 
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◆健康宣言企業一覧です。背景がオレンジ色の企業が「やまぐち健康経営認定企業」です。また、「健康
経営優良法人（中小規模法人部門）認定法人」の認定回数に応じて企業名の後ろに☆がついています。 

➣次のページに続きます。 

所在市町 企業名 

下関市 株式会社 グローバルヘルスプロモーション ☆☆ 

下関市 株式会社 サンスパック 

下関市 株式会社 西日本テクノ 

下関市 医療法人 茜会 

下関市 社会福祉法人朋愛会特別養護老人ﾎｰﾑみどり園 

下関市 やまぐち県酪販売輸送 株式会社 

下関市 株式会社 日本セレモニー 

下関市 株式会社 トレーダー愛 

下関市 合同会社 ＺＩＰＡＮＧＯＯ 

下関市 社会保険労務士法人 下関労務管理事務所 

下関市 医療法人 愛の会 

下関市 社会福祉法人 下関市民生事業助成会 

下関市 医療法人 社団松濤会 安岡病院 

下関市 株式会社 シンコウ 

下関市 株式会社 ナカガワ 

下関市 株式会社 ミカド交設 

下関市 新電設工業 株式会社 

下関市 日新運輸工業 株式会社 

下関市 株式会社 ＲＲ 

下関市 株式会社 林材 

下関市 社会福祉法人 ピースオブマインド・はまゆう 

下関市 株式会社 コタベ 

下関市 合同会社 アズユー 

下関市 芝田建設 株式会社 

下関市 株式会社 テレトピア ☆ 

下関市 株式会社 ひびき精機 

下関市 下関商工会議所 

所在市町 企業名 

下関市 株式会社 松岡 

下関市 株式会社 リハピス 

下関市 有限会社 エヌ・アルファ 

下関市 株式会社 長府製作所 

下関市 株式会社 中尾保険ｻｰﾋﾞｽ 

下関市 山口県済生会 豊浦病院 

下関市 有限会社 パイプライン 

下関市 やまぐち県酪乳業 株式会社 

下関市 株式会社 開工業所 

山口市 社会福祉法人 山口育児院 

山口市 合同会社 山口福祉サービス 

山口市 ネツトワークシステムサービス株式会社 

山口市 山口県土地改良事業団体連合会 

山口市 株式会社 ニュージャパンナレッジ 

山口市 株式会社 人事情報システム 

山口市 山陽運輸 株式会社 

山口市 株式会社 テレフォーム 

山口市 ロボサポート山口 株式会社 

山口市 公益財団法人 山口県予防保健協会 

山口市 株式会社 ユニエンタープライズ 

山口市 有限会社 山口そうごう自動車学校 ☆ 

山口市 健康保険組合連合会山口連合会 

山口市 公益財団法人 やまぐち農林振興公社 

山口市 株式会社 ＮＪＫビジネスサ―ビス 

山口市 一般財団法人 山口県施設管理財団 

山口市 山口商工会議所 

山口市 株式会社 ネクト 



【参考１】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業一覧② 

10 ➣次のページに続きます。 

所在市町 企業名 

山口市 医療法人 協愛会 阿知須共立病院 

山口市 株式会社 東海総合保険事務所 

山口市 山口県社会福祉事業団 

山口市 大同化工機工業株式会社 山口工場 

山口市 美祢車輛センター 株式会社 山口工場 

山口市 田中金属 株式会社 

山口市 株式会社 クリ―ンアシスト 

山口市 山口県中小企業団体中央会 

山口市 株式会社 技工団 

山口市 株式会社 ワ―ルドガレ―ジドア 

山口市 社会福祉法人 相清福祉会特別養護老人ホーム梅光苑 

山口市 株式会社 三宅商事 

山口市 株式会社 いちやなぎ 

山口市 株式会社 マルニ 

宇部市 株式会社 宇部日報社 

宇部市 社会医療法人 尾中病院 

宇部市 有限会社 ユービーシー経営 

宇部市 有限会社 豊田車輌 

宇部市 宇部アスコン 株式会社 

宇部市 朝日産業 株式会社 

宇部市 中国水工 株式会社 

宇部市 大栄建設 株式会社 

宇部市 株式会社 三和システム 

宇部市 宮本工業 株式会社 

宇部市 木下税理士事務所 木下 敏彦 

宇部市 山口宇部空港ビル 株式会社 

宇部市 有限会社 ＵＢＥデンタル・ラボ 

宇部市 都市産業 株式会社 ☆ 

所在市町 企業名 

宇部市 有限会社 宇部保険サービス 

宇部市 エネックス 株式会社 ☆ 

宇部市 宇部商工会議所 

宇部市 ドボクリエイト 株式会社 

宇部市 有限会社 ニシムラ商事 

宇部市 株式会社 ハウスサポート 

宇部市 新光産業 株式会社 

宇部市 株式会社 ワイドシステム 

宇部市 宇部マテリアルズ 株式会社 

宇部市 日栄興業 株式会社 

宇部市 株式会社 宇部貨物 

防府市 社会保険労務士法人 桑原事務所 ☆ 

防府市 社会福祉法人 周陽福祉会岸津苑 

防府市 澤田建設 株式会社 ☆☆ 

防府市 村田 株式会社 

防府市 三田尻化学工業 株式会社 ☆ 

防府市 有限会社 富士工業 

防府市 山口インフラテック 株式会社 

防府市 山口調理機 株式会社 

防府市  さわやか防府 

防府市 有限会社 加賀メディカル 

防府市 株式会社 ＦＩＬＷＥＬ 

防府市 社会福祉法人 ライフケア高砂 

防府市 株式会社 丸久 

防府市 防府通運 株式会社 

防府市 株式会社 きらら地域ブランド印刷 

防府市 防通トランスポート 株式会社 

防府市 大村印刷 株式会社 



所在市町 企業名 

周南市 株式会社 第一 

山陽小野田市 山口保安工業 有限会社 

山陽小野田市 株式会社 イノウエ ☆ 

山陽小野田市 小野田商業開発 株式会社 ☆ 

山陽小野田市 富士運輸 株式会社 ☆ 

山陽小野田市 富士自動車 株式会社 ☆ 

山陽小野田市 富士商 株式会社 

山陽小野田市 富士産業 株式会社 ☆ 

山陽小野田市 富士海運 株式会社 

山陽小野田市 西部特アス 株式会社 ☆ 

山陽小野田市 小野田通運 株式会社 

山陽小野田市 共同産業 株式会社 

山陽小野田市 山陽商工会議所 

山陽小野田市 有限会社 西部自動車販売 

山陽小野田市 西部石油 株式会社 山口製油所 

岩国市 旭興産 株式会社 

岩国市 有限会社 雙津峡開発 ☆☆ 

岩国市 株式会社 ウエムラエナジー 

岩国市 旭酒造 株式会社 

岩国市 社会福祉法人 ビタ・フェリーチェ 

岩国市 社会福祉法人 立正たちばな会 

岩国市 株式会社 ディア･レスト岩国 

岩国市 株式会社 中国警備保障 

岩国市 株式会社 サンオーク 

岩国市 岩国商工会議所 

岩国市 株式会社 カシワバラ・コーポレーション 

岩国市 大興工業 株式会社 

岩国市 共進 株式会社 

【参考１】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業一覧③ 
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所在市町 企業名 

防府市 株式会社 三友 

防府市 株式会社 中央 フード 

防府市 株式会社 四季彩 

周南市 地域医療支援病院オープンシステム 徳山医師会病院 

周南市 海風診療所 

周南市 有限会社 エム・エム・イー ☆ 

周南市 医療法人 松仁会 

周南市 ＪＡ協同サポート山口 株式会社 

周南市 社会福祉法人 鼓ヶ浦整肢学園 

周南市 株式会社 ナカノ 

周南市 山一電設 株式会社 

周南市 西京インテリジェンスパートナーズ 株式会社 

周南市 長崎建設 株式会社 

周南市 株式会社 ハッタ山口 

周南市 株式会社 あかつき 

周南市 岡寺産業 株式会社 

周南市 あんしんネット山口 株式会社 ☆ 

周南市 株式会社 ライフデザイン 

周南市 徳山商工会議所 

周南市 中国特殊 株式会社 

周南市 株式会社 中特ホールディングス 

周南市 株式会社 吉本興業 

周南市 株式会社 リライフ 

周南市 株式会社 藤井興業 

周南市 株式会社 ポータルハートサービス 

周南市 株式会社 ニッシンイクス 

周南市 関西化研工業 株式会社 

周南市 サン・トックス 株式会社 徳山工場 

➣次のページに続きます。 



【参考１】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業一覧④ 
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所在市町 企業名 

萩市 池永商事 株式会社 

萩市 株式会社 太陽コミュニケーションズ 

萩市 社会福祉法人 寿幸会 

萩市 豊田鋼機 株式会社 

萩市 株式会社 訪問看護ステーション陽向 

萩市 松美屋醤油 有限会社 

萩市 株式会社 アルミネ 川上東 

萩市 有限会社 波多野住建 

萩市 柴田木材 有限会社 

萩市 有限会社 マシヤマ印刷 

萩市 有限会社 萩ミート販売 

下松市 アサヒ工業 株式会社 

下松市 近藤商事 株式会社 

下松市 日進工業 株式会社 

下松市 医療法人 創黎会 

下松市 株式会社  

下松市 下松商工会議所 

下松市 新立電機 株式会社 

光市 社会福祉法人 ひかり苑 

光市 冨士高圧フレキシブルホース 株式会社 

光市 株式会社 三電 

光市  キセキ 

光市 株式会社  

光市 光商工会議所 

柳井市 株式会社 玉野井 

柳井市 社会福祉法人 さつき会 柳井ひまわり園 

柳井市  つばさ 

※他10社 

所在市町 企業名 

柳井市 スギモト建設株式会社 

柳井市 柳井商工会議所 

柳井市 三新化学工業 株式会社 

柳井市  松久会 

柳井市 株式会社 フジマ 

柳井市 晃和興産 株式会社 

長門市 長門山電タクシ－ 有限会社   

長門市 有限会社 ライフサポートながと 

長門市 医療法人 生山会 

長門市 深川養鶏農業協同組合 

長門市 株式会社 アルミネ 三隅 

長門市 一般社団法人 管理栄養士地位向上協会 

美祢市 秋芳鉱業 株式会社 

美祢市 株式会社 美東電子 

美祢市 美祢警備保障 株式会社 

美祢市 宇部サンド工業 株式会社 

美祢市 高山産業 株式会社 

周防大島町 宮ノ下保育園 長尾健彦 

周防大島町 社会福祉法人さつき会 特別養護老人ホームほのぼの苑 

周防大島町 大海建設工業 株式会社 



【参考２】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業の取組事例① 

◆健康宣言をされた企業が実際にどのような健康づくりに取り組まれているか、その一部をご紹介します。 
※原文を一部要約しています。１企業内で複数の取組をされている場合もあるため、1企業1項目とも限りません。また、各企
業の取組を掲載しましたので重複しているものもあります。 

・喫煙場所を限定する 
・室内は禁煙➣禁煙をすすめても実行できないようだ 
・ＤＶＤでの健康体操の取り組み 
・マッサージ導入 
・YSD（やめる・整理整頓・脱評論家）、運動の推進 
・毎月1回、健康をテーマにした、セミナー開催（従業員向
け） 
・新スローガン「血液と人間関係はドロドロよりもサラサラ
がいい！」 
・インフルエンザ予防接種を受ける人を増やす為、費用の補
助を半額から全額に変更した 
・熱中症対策に現場でのスポーツドリンクを会社が費用負担
した 
・ストレスチェックの実施 
・メンタルヘルス対策 
・スポーツ大会を年2回開催 
・健康セミナー年2回開催 
・会社敷地内禁煙 
・ノー残業デー 
・有給取得日の目標設定 
・コミュニケーション増進を図るためのイベント 
・ほめトレ、ほめ選挙などお互いが認め合うコミュニケー
ション 
・社内スポーツ大会、地域の健康づくりにつながるイベント
開催 
・会社員の定期健診の受診率、100％完全実施 
・要治療者に対する受診の呼びかけと特定保健指導の実施 
・毎月1回、健康管理に対する注意事項及び取組方法の資料
配布 
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・会社行事を通して、職員、協力会員に対して健康情報を提供
する 
・年次有休最低取得目標（5日）を設定する 
・糖尿病や歯周病に関する情報提供をする 
・感染症予防の研修会 
・リーフレット等の配布で健康情報を提供している 
・管理監督者向け「メンタルヘルス研修会」の実施 
・喫煙所の設定（原則屋外）、共用（会議室）も禁煙とする 
・健康診断後、結果の管理 
・休憩室に体重計を設置 
・始業前に組織的に体操を行っている 
・各種健康に関する情報提供（休憩室に掲示） 
・禁煙手当の支給を開始した 
・年間休日を増加した 
・健康づくり担当者による計画の立案・目標の作成 
・インフルエンザ予防接種の費用負担 
・健康管理 
・ラジオ体操 
・健康診断で悪い所を改善出来た場合は奨励金を出す 
・再検査者は6月中に再検を必ず行なう 
・採用者を増し残業を減らす 
・協会けんぽＨＰの健康情報及び健康レシピの情報提供（月2
回） 
 

➣次のページに続きます。 



【参考２】やまぐち健康経営企業認定制度における健康宣言企業の取組事例② 

・協会けんぽによる特定保健指導の受診 
・二次検査受診の働きかけ及び報告書の提出 
・健診に胃がんリスク検査、便潜血検査を追加し、有所見者へのフォロー実施 
・職員の意識向上を図るため、健康教育等に関する研修の実施 
・職場環境改善の取組の一環として健康づくり環境の整備→現状の課題把握 
・広報誌を発行して健康に対する意識を高める 
・インフルエンザ予防接種助成 
・始業前のラジオ体操 
・事務所に体重計や血圧計を設置し記録を取る 
・社員の意見交換の場で健康に関する情報を伝える 
・交流の為のバーベキュー等のイベントの開催 
・就業前のストレッチ 
・週2日のノー残業の設定 
・年次有給休暇の取得率の向上 職員年9日、非常勤年4日 
・メンタルヘルス研修会 ストレスチェックは実施しているが、研修会は開催していない。 
・全職員へのインフルエンザ接種、インフルエンザ、ノロの発生時の院内お知らせ（委託職員も含む） 
・今年度初めて歯科健診を行ったので、事後アンケートの実施 
・職業病対策として腰痛予防対策体操 
・昼休み後、アクティブ体操の導入 
・本社産業医の講話を拠点へＷｅｂ配信 
・60才以上の脳ドック推奨 
・毎朝のラジオ体操 
・歩数計の所持（1人1つずつ） 
・定期的な健康診断 
・年2回の定期健康診断の受診の奨励 
・社内に健康器具の設置 
・インフルエンザ予防接種の呼びかけ 
・協会けんぽからのメルマガ掲示 
・健診の積極的受診と結果に対する考え方 
・個々の体調管理の適正をすすめる 
 
➣このほかにも、独創的な取り組みをされている企業が多数あります！ 
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