平成30年度

職場の健康力アップ
取組事例集
経営戦略的な
健康づくりが
経営課題の解決へ

導く！

職場における
健康づくりに取り組んだ
企業及び団体を
ご紹介します。

従業員の健康づくりに取り組むことで
期待できる効果
・作業効率化と生産性向上
・労務コストや残業代の減少
・対外的評価の向上

（企業イメージ向上、
優秀な人材の確保、
取引先の信頼の向上）

・休職や離職の防止
・顧客満足度の向上
・職場内でのコミュニケーション促進、
職場の一体感の醸成
・・・など

沖縄県

はじめに
心身ともに健康で生きがいに満ちた人生を送ることは、県民に限らず、すべての人の願い
です。また、企業・団体にとっても、
「 経営」と「健康」の関連性の強さから、従業員の「健康」
は財産といえます。
直近の統計によると、沖縄県の平均寿命の全国での順位（厚生労働省「2015年都道府県
別生命表」より）は、平成27年には、男性が全国36位、女性が全国７位にまで下がり、順位後
退に歯止めが掛からず、
「 健康長寿・沖縄」のイメージはすっかり薄れています。
その背景には、20歳〜6 4歳の年齢調整死亡率が全国より高い状況があり、過度のアル
コール摂取や肥満率の高さとの関連などが指摘されています。また、健診結果の項目の中で
異常の所見がある労働者の割合を示す「有所見率」は、沖縄県が７年連続ワーストという状
況です。このようなことから、県内には不健康な状態のまま働いている従業員が多くいると
思われ、経営的な観点から、県内企業・団体の経営状態への悪影響も懸念されます。
一方、企業の従業員の健康を守ることが、従業員のモチベーションや生産性の向上を生
み、ひいては企業の価値を高めるという「健康経営」
（ ※「健康経営」はNPO法人健康経営研
究会の登録商標です。）の考え方が注目されており、県内でも積極的に従業員の健康づくり
を行う企業等も出てまいりました。
県では、従業員に対する健康づくりを行いたい企業・団体を後押しするため、実施費用の
一部補助等の支援を行う「職場の健康力アップ支援事業」を実施しています。
当協会としましても、県内の職場における健康づくり推進の一翼を担う決意であり、上記
事業の支援業務を県より受託し、取組企業・団体の支援を実施してまいりました。
各企業・団体の経営者及び従業員の皆様が熱心に取組まれたことに対し感謝申し上げ
ます。
この度、本事業で支援を受けられた企業・団体の取組内容及び成果等を取りまとめた冊
子を作成いたしました。
県内企業・団体の皆様には、本冊子を参考にされ、職場における健康づくりに取組み、経
営改善など様々な効果を実感されることを願っております。

平成31年３月
一般社団法人

沖縄県中小企業診断士協会
会長

西里 喜明
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事業概要
沖縄県の平均寿命は、男性が全国36位、女性が全国７位（平成27年）と、順位後退に歯止めが掛からず、その
背景には、20歳〜64歳の年齢調整死亡率が全国より高い水準にあるなど、働き盛り世代の健康状態の課題が

１ 事業概要

■本事業の背景と目的

指摘されています。
一方、企業の従業員の健康を守ることが、従業員のモチベーションや生産性の向上を生み、ひいては企業の価
値を高めるという「健康経営※」の考え方が注目されており、県内でも積極的に従業員の健康づくりを行う企業
等も出てきました。
そのため、県では「働き盛りの健康づくり支援事業」によりまとめた「職場でできる健康づくりモデル」を、県内
企業及び団体に普及させることにより、働き盛りの世代の健康状態の改善と、沖縄県の健康長寿復活に資する
ことを目的に、職場の健康力アップ支援事業を実施します。
※「健康経営」とはNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■本事業による支援内容
県で平成26年度から28年度まで実施した「働き盛りの健康づくり支援事業」によりまとめた「職場でできる健
康づくりモデル」を実施する企業・団体に、実施に係る費用の一部を補助します。
また、健康づくりの企画・立案の段階から実施に至るまで、助言等の支援を行います。

■補助内容と支援スケジュール
≪対象≫
県内の企業・団体で、常時使用する従業員を５人以上100人未満雇用していること

≪補助率と上限額≫

≪補助対象事業≫

①補助率:補助対象経費の４分の３
（４分の１は事業実施者の負担となります）

①肥満予防・改善に関する事業
②適正飲酒に関する事業

③生活習慣病予防に関する事業

②上限額:10万円（補助金の上限額）

≪平成30年度 事業スケジュール≫
≪受付・相談窓口≫

沖縄県中小企業診断士協会

１
２
３
実施希望
計画作成の 交付申請書類
申込書提出
相談・助言
提出
（６月29日まで） （随時受付） （７月13日まで）

※予算を超えることが見込
まれる場 合は、提出期日
よりも前に締め切る場合
があります。

９
８
事業実施
実積報告書
（交付決定後
提出
〜１月） （事業完了後）

４

６

事前審査
選定委員会
（６月〜７月）
（８月）

７

10

交付決定
（９月）

補助金学の
確定・交付
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１ 事業紹介

6

取組事例紹介

職場における健康づくりに取り組んだ
企業及び団体をご紹介します。

平成30年度
取組企業及び団体：30社
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取組事例 01

南風原町商工会
歩いて・食べて・健康的ダイエット！
〜さよならリバウンド〜
担当者

食生活

アルコール

がん

身体活動

タバコ

事業の目的

歯・口腔の
健康

伊波 均

企業DATA

職員全員に対して健康意識教育、運動習慣の啓発のための事業を実
施し、全体で健康力を高め、心身ともに健康的な人材をつくり活力ある
職場を目指す。

■実施内容

事務局長

■企 業 名： 南風原町商工会
■代 表 者： 会長 金城 宏孝
■所 在 地： 南風原町字本部158番地
■電
話： 098-889-6121
■資 本 金： −
■業
種： 地域経済団体
■従業員数： ８人（嘱託・派遣社員含む）

−当事業で実施した取組内容について−

①外部講師を招いて講座を実施。
・運動習慣（体幹トレーニング）に関する講座

・食生活改善に関する健康講座

②ＬＩＮＥを活用し各自の活動状況の報告
③各参加者が目標を設定し、活動量計及び体組成計を活用し取組実績を個人で記録。毎月保健担当に報告。
・目標歩数１週間当り35,000歩以上（5,000歩×7日間）
・各自で５ヶ月後の目標体重及び体脂肪率の目標設定
・バランスボールの活用で姿勢の矯正及び体幹トレーニング
④報告会（体重、体脂肪）

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

①運動習慣（体幹トレーニング）に関する講座は、バランスボールを活用した体幹トレーニングとテニスボールを活
用した肩こり、腰痛改善トレーニングを学び、食生活改善に関する健康講座は、沖縄県の食生活や寿命等の現状と、
外食を上手にバランス良く選択することを学び、健康に対する意識が高まった。
②グループＬＩＮＥを活用し職員の活動状況について情報共有を図り、モチベーションを高めた。
③ウォーキング１週間当りの目標は５名が達成。目標体重の達成者はいなかったが、平均で約１㎏減、体脂肪率
4.3％減となった。また、バランスボール活用により、背筋が伸び座った姿勢が良くなったと感じた。
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■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

今年度導入した、スマートウォッチと体組成計を活用
し、各自歩数及び体重、体脂肪目標の設定を行い、引き
続き理想体型を目指し取り組む。

職員等で減量だけを目的にダイエット大会を行ったこ
ともあり、急激な減量により体調を崩す職員もいたが、今
回はダイエットが目標ではなく健康な身体づくりを目標に
取り組んだ。
食事生活やトレーニング方法を学び、健康に対する知
識と意識が高まったと思う。

取組事例 02

たくし保育園
若くても油断大敵、肥満予防のための
生活習慣を定着させよう
代表

食生活

アルコール

がん

身体活動

タバコ

事業の目的

歯・口腔の
健康

企業DATA

事業所内での作業が多く運動不足の傾向があり、将来の健康状態が
心配される。今回のキャンペーンへの参加希望者を募り、健康に対する
動機付けを行い、運動不足解消に向けた継続的な運動をサポートする
ことにより健 康の向上を図る 。また 、20 代〜3 0 代が多い職 場なので 、
「継続的な運動習慣」を意識し、体型維持の対策を図る事業を実施する。

■実施内容

當間 常雄

■企 業 名： たくし保育園
■代 表 者： 代表 當間 常雄
■所 在 地： 浦添市沢岻1-22-1
■電
話： 098-877-3775
■資 本 金： −
■業
種： 保育園
■従業員数： 11人

−当事業で実施した取組内容について−

①全職員を対象にトレーニングジムの体験会に参加。継続
を希望する3名を決定し、支援しました。
②希望者３名が9月より4カ月を目途にトレーニングジムに
通い、科学的・計画的運動をすることを支援しました。
③全職員、体組成計・スマートウォッチにて、自己の健康
状態を把握し目標を設定。ウォーキングや食生活改善を
通して、健康の向上を図りました。
④11月・12月に体育館を利用しスポーツ大会を実施。
⑤様々な運動器具を購入し、休憩時間などを利用しながら
エクササイズをすることで、職場で継続して体を動かせる
ような環境を作りました。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・トレーニングジムには週１回〜３回通い、それぞれが体を動かしながら食生活の改善も行い、結果、３名のうち１名は
目標の７キロ減量に成功することができました。
・社内スポーツ大会（バトミントン）を月１回（11月・12月）実施。体を動かす楽しさを感じ、職場でも意欲的に運動を行
なっています。
・バランスボールなどを休憩室に置き、空き時間などに楽しみながらストレッチをしています。また、レンタル制度を作
り、家庭でもエクササイズを楽しめるような環境を作りました。
・ウォーキング週40,000歩を目安に目標平均28,000歩/週に設定。13名のうち４名が目標達成することができました。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

・今年度導入した体組成計とスマートウォッチを活用し
て引き続き、歩数や体重等の記録を継続。健康な体づ
くりを目指します。
・社内スポーツ大会を定期的に行い、運動する楽しさや
気持ちよさを感じ共通の楽しみを増やすことで、チーム
力にもつなげていきます。
・休憩室のエクササイズ器具を利用し、今後も楽しく運
動を継続します。

職員みんなで楽しく取り組むことができ、チームとし
ての団結力にもつながりました。健康に対しての意識も
変わり、運動だけでなく、自然と食生活も改善できたこ
とがとてもよかったと思います。一人よりみんなで取り
組むことで、挫折することなく継続できました。
今後も健康維持・推進に努めていきます。
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取組事例 03

有限会社 当銘ペイント商会
ながーく継続！
運動習慣と食生活改善で心も体も健康に

食生活

アルコール

がん

身体活動

タバコ

事業の目的

歯・口腔の
健康

企業DATA

健康診断にて肥満・高血圧の診断を受けた社員が多かったので健康
教育、継続的な運動、食生活改善の実施により、健康状態の改善を図る
事業を実施。健康教育、運動習慣の啓発の為の事業を実施し、会社全体
で健康増進に対する気運を高める。

■実施内容

■企 業 名： 有限会社当銘ペイント商会
■代 表 者： 代表取締役 当銘 優
■所 在 地： 豊見城市字高安316番地1
■電
話： 098-850-7418
■資 本 金： 500万円
■業
種： 建設業
■従業員数： 10人

−当事業で実施した取組内容について−

①体重、体脂肪率、内臓脂肪レベルを体組成計（自社備品）にて把握し、そこから日常の運動習慣、食生活改善に向け
て活動を行った。
・食生活改善の目標：糖質・脂質・たんぱく質・カロリー等のコントロールを行った。
・各人で、1 か月ごとの体重減少目標を設定し、実行した。
②各参加者がスマートウォッチを活用し、目標を具体的に設定。毎日の取組を個人で記録し、毎週、測定結果を専用の
記入用紙へ記録・管理。
・ウォーキングの週当たり目標（8,000 歩 ×7 日間＝56,000 歩 ※中強度の運動）を掲げ、各参加者が実施。
③バランスボールをデスクワーク時に使用することで身体の歪みの矯正を図った。
④事業終了後の社内報告会（社員全員）

スマートウォッチにて活動データを記録

■事業成果

バランスボールにて事務作業

血圧測定

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

H さん 普段歩くことがなかったが目標を設定することにより意識して動くようになり、目標達成した。
T さん １日の歩数設定を期間中達成することが出来なかったが、体を動かすことや食事バランスの意識が出来た。
K さん

目標を設定することで毎日の歩数を意識するようになった。血圧も計り食事面でもバランスのある食事を
意識するようになった。10,000 歩をクリアするように頑張りたい。

O さん 運動、食事を意識するようになり、体重にも変化が出てきたのでよかった。
I さん

歩くことを意識するようになり、普段運動をあまりしなかったときより睡眠の質が良くなったように思える。

M さん 目標歩数を達成できなかったが、次第に目標を達成したいという気持ちになった。食生活改善の取組も
習慣化することが出来た。これからも頑張りたい。
以上参加者の声を多く頂いている。
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■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

引き続き、スマートウォッチ・バランスボール・
体組成計・血圧計を使用し測定･記録を行っていく。
外部からの講師を招き専門家の講話を聴きたい。

体調管理がうまくいかなければ、仕事ももちろん、日常
生活も十分に送れない。今回は健康に対する気づきを得
られた。

取組事例 04

株式会社 ジーエヌエー
楽しみながら、健康運動！脱メタボ
代表取締役

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

日頃 から運 動習慣 が無く 、デスクワークが主な業 種 であるため 、
フィットネスジムを活用することで運動習慣をつけ、体を動かすことでメ
タボ・腰痛予防など、メンタルのリフレッシュにも繋がる心と体の健康
づくりを目指す。

■実施内容

宮里 敏夫

■企 業 名： 株式会社ジーエヌエー
■代 表 者： 代表取締役 宮里 敏夫
■所 在 地： うるま市川崎468
具志川じんぶん館2F
■電
話： 098-972-2303
■資 本 金： 1,800万円
■業
種： 情報通信業
■従業員数： 44人

−当事業で実施した取組内容について−

①定期的運動習慣の促進
・フィットネスジムと法人契約を結び、社員が業務終了後に運動出来る環境を整えた。
②体幹トレーニング機器の設置
・体幹トレーニング機器を社内に設置し毎日2回程度使用し体幹を鍛え、体重減とダイエット効果が期待できる健
康な体づくりを目指した。
③個人の目標体重（体脂肪）を設定し、健康な体づくりを目指した。
・フィットネスジムに9名通い健康な体づくりを目指した。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・フィットネスジムのキャンペーン「週２チャレンジ」へ全員が参加し１週間に２回ジムへ行き、健康力アップの体づくり
を推進するトレーニングメニューを個々に作成してもらい、目標（体重増減）を決め、筋肉トレーニングや有酸素運動
の実施により、運動の習慣化につながった。
・各自で３ヵ月後の体重増減目標を設定し（２〜３kg）約７割が11月までに目標を達成した。
・職場の健康力アップ補助事業を活用し健康に関する意識が高まり、基礎体力、基礎代謝を高め、病気の予防などもで
き、風邪など病気で休む社員も減った。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

・フィットネスジム活用は継続を希望する約半数の従業
員が個人で契約を行う予定。

各自が健康の事に気を配るようになり、社内での健
康に関するコミュニケーションが活発になり、社内が明
るくなる相乗効果も出ている。

・毎朝の体幹トレーニング機器も継続活用し定期的に健
康イベントを開催したいと考えている。
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取組事例 05

株式会社 もりお玩具
こつこつ健康貯金大作戦！
代表取締役社長

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

健康診断の結果をもとに、食生活の改善、継続的な運動の実施によ
り、健康状態の改善を図る事業を実施する。また、健康教育、運動習慣
の啓発のための事業を実施し、会社全体の健康増進に対する気運を高
める。

■実施内容

嘉数 智絵

■企 業 名： 株式会社 もりお玩具
■代 表 者： 代表取締役社長 嘉数 智絵
■所 在 地： 沖縄市大里1-10-38
■電
話： 098-938-6560
■資 本 金： 150万円
■業
種： 玩具卸小売業
■従業員数： 13人

−当事業で実施した取組内容について−

①食生活改善に関する健康講座の実施。

②ヨガ教室の実施。

③体組成計の活用により各人で、体重減少目標を設定。
④休憩時間等や家庭においてヨガマットを利用して
トレーニングを実施。

⑤健康診断の結果をもとに行った栄養指導（各人）

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・ヨガ運動も手軽に簡単にできるプログラムだったので、楽しく参加・実施でき午後の業務の効率アップに繋がりま
した。
・それぞれに合った食事の改善ができ、今までより野菜を多めに食べるようになりました。
・体重減少目標を数人が達成しました。

■次年度に向けての取組み
・今年度導入した体 組 成 計を活用し、体脂肪率・内臓
脂肪・基礎代謝を持続します。
・食生活改善教室やヨガ教室を定期的に行います。
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■企業・担当者の声
プチ断食などの食生活の改善により意外に簡単に減
量に成功し、驚きました。この経験を通して自信を得る
ことができました。
維持・継 続するためにも食生活改善教室など開催し
ていきます。

取組事例 06

NPO法人 ＴｏｉＴｏｉ
まず、自分を知ることからはじめよう。
健康意識アップで充実した毎日を手にいれよう！

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

企業DATA

歯・口腔の
健康

健康診断の結果、メタボリックシンドロームや高血圧、高脂血症を指
摘された従業員が多かった。また当事業所は重症心身児童・医療ケアが
必要な児童を対象とした児童ディサービスを運営し、介護業務はスタッ
フのマンパワーにかかっており、腰痛や身体への負担も大きい実状が
あった。まず、スタッフ自身が自分の身体を知る事、自分の身体の使い方
を知るために従業員全員に対して健康教育、運動習慣を身に着ける為
の意識改革に努め、生活改善を行う中で疲れにくい体を手に入れて、仕
事へのモチベーションアップを図る。

■実施内容

■企 業 名： NPO法人 ＴｏｉＴｏｉ
■代 表 者： 管理者 比嘉 珠美
■所 在 地： 沖縄市諸見里１丁目11番２０
■電
話： 098-931-9811
■資 本 金： −
■業
種： 障害児福祉事業
■従業員数： ９人

−当事業で実施した取組内容について−

①自分の今の身体の状態を知るために活動量計などを使用
し日々の測定を実施。
②測定データ、健康診断の結果をもとに、各参加者が今の
自分の健康に対する問題点をみつけ、各自で目標設定を
行った。
・ 歩数計目標：一日 4,000 〜 7,000 歩
・ ミーティング後のストレッチ
③午前中など比較的運動に取り組める時間に運動器具を使
い、リフレッシュ・筋力アップに取り組んだ。
・ バランスボールやトレーニングマットを使ったストレッチ、
体幹トレーニング機器を使用してのトレーニング及びリラ
クゼーションタイムをとった。
④毎週保健担当者が活動量計の提出データと運動器具の
使用記録をまとめてチェックした。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

①参加者各自の血圧、体重等を定期的に測定。参加者全員に大幅な改善はみられなかったものの、測定し続ける事で
各々で健康目標を立てるきっかけ作りになりました。
②歩数計目標：各人でそれぞれに目標を設定し、仕事中や仕事後、休日にも積極的に歩いてもらい、体を動かす事を心
がけるのに役立ちました。休日にも平均して歩数が増えていました。
③体幹トレーニング機器（1回10分）を使用してのトレーニングには、参加者以外の職員も利用し自分の身体と向き合
う機会が作れました。
④はじめての取り組みであることや短い期間だったため、公表までにはあまり数値に変化がみられませんでしたが、
今後も引き続き無理せず体を動かしていこうと職員の意識向上のきっかけ作りになりました。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

次年度以降も活動量計と血圧計、体組成計等を活用
し引き続き、職員の健康に対する意識の向上を図ってい
きたいです。また、ストレッチ、筋力アップトレーニング
を習慣付け、ケガのない職場作りをしていきます。

これまで健康診断の結果が出ても、意識的に運動を
しようとまではならなかったのですが、今回の支援を受
け、改めて自分の身体の健康に目を向ける事ができまし
た。これからも維持できるよう取り組んでいきたいです。
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取組事例 07

有限会社くりえ
ハイサイ、健康！サヨナラ、メタボ
代表取締役

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

仕事と家庭を両立している職員が多く、なかなか運動する機会（時
間）がないことを理由に生活習慣の改善に至らなかった。
今回のキャンペーンで、職員は①自身の健康状態について認識するこ
と②運動する時間を作ることを目的に継続的な運動できる環境づくり
に取り組む。

■実施内容

嘉陽田 かおり

■企 業 名： 有限会社くりえ
■代 表 者： 代表取締役 嘉陽田 かおり
■所 在 地： うるま市赤道248-2
■電
話： 098-989-7927
■資 本 金： 300万円
■業
種： 福祉事業
■従業員数： 12人

−当事業で実施した取組内容について−

①体組成計を活用して自己の健康状態を知り、
適正運動への実施につなげた。
②スマートウォッチを活用しウォーキングや
ジョギング等の運動を各自が目標を決め健康
の向上を図った。
③休憩時間等を利用して、骨盤矯正や姿勢の矯
正、柔軟性、疲れにくい体づくりのため体幹ト
レーニング器等を活用した。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・スマートウォッチ、体組成計、スマートフォンを連動し、朝出勤時に各自体組成計で測定することが日課となり、職員の
健康に対する意識が高まりました。
・休憩時間には体幹トレーニング器を使用し自宅ではできない運動に取り組むことが出来ました。
・取り組み直後は、張り切って運動できていましたが、リタイアしかけた職員もいました。しかし、他の職員の頑張りを見
て再度チャレンジし、現在も継続して取り組んでいます。
・月１〜２㎏のペースで減量に成功した職員がおり、他職員の励みになっています。
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■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

今後も補助事業で購入した器具等を活用し、職員で
楽しく運動できる習慣、環境づくりを継続していきます。

一人では継続できないことも、職員みんなで楽しく運動
することで継続できたと思います。一つの目標に向かって
取り組むことで円滑なコミュニケーションが図れ、業務の
効率化につながっています。

取組事例 08

合同会社 訪問型ステーション美城
健康維持及び向上推進とその理解
代表社員

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

居宅での家事作業や職 場での介護の業務で腰痛が起こりやすく 、
運動不足の傾向もあり、将来の健康状態が心配される。今回の事業で
健康に対する動機付けを行い、運動不足解消に向けた継続的な運動を
サポートすることにより健康の向上を図る。

■実施内容

玉城 妙子

■企 業 名： 合同会社
訪問型ステーション美城
■代 表 者： 代表社員 玉城 妙子
■所 在 地： うるま市宇江洲392
■電
話： 098-800-2244
■資 本 金： 50万円
■業
種： 福祉事業
■従業員数： ８人

−当事業で実施した取組内容について−

①健康事業を実施する前には、しっかり
した基礎知識が重要なことから事業
開始のキックオフにあたりバランスの
とれ た 食 生 活 やメタボリックシンド
ロームの予防、健康寿命を延ばすため
の有酸素運動、ストレッチ等について
社内で会合をもち、健康管理に対する
意識高揚を図りました。
②電子血圧計を購入し、血圧と心拍数が
社内でもいつでも正確に測ることがで
きるよう、健康面で安心して働けるよ
う環境を整えました。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・食生活の改善に関する分野では、基礎知識として生活習慣病の怖さについて再認識できたこと、解消するための方
法の一つとして栄養的な知識と特に野菜をたっぷり摂るバランスの良い食事の大切さが再認識でき、野菜を意識し
て摂るようになりました。
・血圧計により自己の健康状態を知ることで健康に対する自信を得ることができ、安心して働けるようになりました。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

今年度は、健康事業に取り組む前の段階として、理論
的な健康講座を開催し学びましたが、次年度は、健康講
座もさることながら、週一回の卓球競技の実施や活動
量計など購入し、それを活用した自己の健康状態を把
握した上で運動を進めていきます。

従業員の健康を意識することや向上を図る努力による
知識の蓄積は、お客（被介護者）に対する健康管理に相
乗効果があることから非常に重要であると考えており、
楽しい健康事業を進めていきたいと思っております。
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取組事例 09

久米総合開発 株式会社
心身ともに健やかに過ごすため、
生活習慣を見直そう
代表取締役

食生活

アルコール

がん

身体活動

タバコ

事業の目的

歯・口腔の
健康

企業DATA

事務職等に比べ体を使う仕事だが、健康診断の結果が芳しくない
社員が多い。生活習慣予防の正しい知識を指導し、全体の健康増進
の意識を高める。

■実施内容

安里 美加子

■企 業 名： 久米総合開発株式会社
■代 表 者： 代表取締役 安里 美加子
■所 在 地： 島尻郡久米島町北原1番地
■電
話： 098-985-3254
■資 本 金： 700万円
■業
種： 養殖業
■従業員数： 23人

−当事業で実施した取組内容について−

・活動量計及び体組成計の活用・記録
・血圧計の活用と記録。特に血圧計については、購入した本で学んだ知識を
活かして取り組んだ。
・食生活は毎日記録することで意識することから始めた。
・達成できる目標の数値を設定。
・継続的に続けられるような普段の食事のとり方や簡単な筋トレを勉強。
・部門ごとに日頃の運動内容が異なったため、部門別で意識する項目を変えた。
①レンタカー/事務：当初通り通常プラスαの運動と食生活改善。
②養殖現場：2万歩/日、潜水作業があるため運動量ではなく、食生活改善を
中心とした。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・最初から高い目標を設定するのではなく、達成可能な数値を目標にすることで常に意識できた。
・減量・体組成計の数値的（体脂肪減）に成功したものは16名中２名、14名はほぼ変動はなかったが、12月の時期を考
えると効果があったと思われる。
・減量に成功しても体組成計でみると筋肉量が減っていることがわかり、運動の重要性も認識できた。
・事務レンタカー部門：活動量計は日ごろの運動不足把握に非常に役立った。同部門で無理のない食生活改善のみ取
り組み２kgの減量に成功したが、筋肉量が減り体脂肪が増えた為、筋トレを追加。定期的に計測・記録することでリ
バウンド予防対策に取り組めた。他部門より運動量の多いことから運動量を理由に暴飲暴食気味だった為、血圧計、
体組成計での計測で血圧値・内臓脂肪・体内年齢は実年齢より高めが多かった。
従来の食生活を否定するのではなく、従来より控えるというような工夫からまずスタートし、事業期間内だけでな
く、これからも継続して行うという意識へとつなげ、数値の改善に向かって取り組むことができた。

■次年度に向けての取組み
・導入した活動量計・血圧計・体組成計を活用、継続して
記録して常に意識する。
・専門書より雑誌の方が閲覧者が多く取り組みやすい傾
向があったので追加購入で気軽に閲覧してもらい健康
への意識付けを行う。
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■企業・担当者の声
離島という立地もあり人材確保が難しく、現在勤務し
てもらっている従業員の継続雇用は必然となる。健康
に問題があると難しいため、自身で理解し常に意識さ
せることが重要である。

取組事例 10

一般社団法人 たっくたっく
心と身体の健康維持はコツコツと！
代表理事

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

子どもと外遊びをしたり体を動かすことが多い職種であるが、従
業員に心配事は何かと調査をした結果、体力や健康維持についての
不安が多かった。健康維持を目的として「生活習慣の見直し」、
「 日常
的に行うストレッチ等」を実施し、従業員が心配事を無くし、身体も
心も健康で元気に働ける職場にしたい。

■実施内容

■企 業 名： 一般社団法人たっくたっく
■代 表 者： 代表理事 伊波 就子
■所 在 地： 那覇市若狭1-20-16 １階
■電
話： 070-5403-3355
■資 本 金： −
■業
種： 児童福祉業
■従業員数： 20人

−当事業で実施した取組内容について−

活動量計をつけて歩数を測り、記録を
つけました。

■事業成果

伊波 就子

朝会にラジオ体操を取り入れることで、 講師を招いて、ストレッチポールを
筋肉が伸び、頭もさえてその後の会議 使った体操教室。身体をほぐし、心が
に集中できた。
リラックスできた。

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

毎月の歩数の目標を立てて、毎日計測をした。いつもより多く歩くことを意識したおかげで、体力の向上、体重
の減量につながった。予定には無かったバドミントンを企画して皆に呼び掛けをする従業員もおり、体力の向上につ
ながった。
【従業員の感想】あまり何をやっても変わらないだろうと思っていたが、「歩く」「動く」「体を柔らかくする」ことを
意識するといい結果につながったと感じた。また、歩数計を気にしながら歩くため、どんどん歩いて歩数を稼ごうと
いう向上心にもつながった。もともと歩くことは好きだったため、それに加えて朝のラジオ体操やストレッチ、筋ト
レでいいサイクルが出来上がることが分かった。続けることが大切だと思った。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

・朝会でのラジオ体操はこれからも続けていく。
健康について気にしているが、意識をもって取り組ん
・ストレッチポールを使った体操教室は定期的に開催する。 でいなかった。この事業を実施したことによって、職場内
・活動量計で歩数や体調を管理する。
で取り組むことの重要性が理解でき、健康志向への意識
付けができた。
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取組事例 11

八重山殖産 株式会社
八重山殖産 21
代表取締役

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

健康診断の結果から、肥満等の診断を受けた社員が多かった為、
現在の体重、体脂肪など体の肥満度や筋肉量を知り、改善の必要性
への気づきとモチベーションを維持できるようにする。

■実施内容

中野 良平

■企 業 名： 八重山殖産 株式会社
■代 表 者： 代表取締役 中野 良平
■所 在 地： 石垣市字白保287番地14
■電
話： 0980-86-7154
■資 本 金： 900万円
■業
種： 製造業
■従業員数： 44人

−当事業で実施した取組内容について−

・体組成計を購入し、測定後、個人目標を設定し記録を行った。
・歩数計を配布し、個人別、部署別の平均ランキングの発表を行った。
・体力測定を実施し、自身の体力年齢を確認した。
・外部講師による健康講話の実施（運動トレーナーによる運動と食事指導）
・石垣市、八重山保健所と連携し食育SATシステムにて実物大フードモデルを
活用した栄養指導を実施した。
運動指導の様子

食育SATシステムの活用

■事業成果

健康講話

体力測定の様子

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

・外部講師を招き、筋肉の役割と食事バランス、摂取タイミングの重要性等に関する講話を行ったことで、正しい筋
力トレーニングで得られる効果や基礎代謝量、１日に必要なエネルギー量の計算等について知識を得た。
・体力測定を行い自身の体力年齢を把握したことにより、来年の目標を掲げる声が多かった。
・歩数や目標体重を設定し記録することで体重・体脂肪率・内臓脂肪レベルの大きな変動を防げた。
・食育SATシステムを活用し、日頃の食事カロリーの数値結果を基に管理栄養士から栄養指導を行っていただき、
食事バランスについて意識することが出来た。
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■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

補助事業で導入した歩数計、体組成計を活用し事業
終了後も外部講師から得た知識を復習しつつ、チーム
対抗歩数ランキングや肥満の解消に向けて引き続き実
施していく。

安全第一を掲げる当社において、こころと身体が健
康だからこそ、安全な作業ができる環境が整うという
ことを実感した。これからも健康経営の実践と習慣化
に取り組んでいきたい。衛生委員をはじめ、外部講師、
石垣市、八重山保健所の皆さまの協力を得て実施でき
たことに感謝いたします。

取組事例 12

有限会社 結 うさぎ薬局
めざせ！脱メタボ！
ジム・ウォーキングでダイエット事業
担当者

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

社員全員に対して健康教育、運動習慣の啓発のための事業を実施
し、会社全体で健康増進に対する気運を高め、患者さんへの適正な
アドバイスへとつなげるようにする。

■実施内容

幸原 衣里

■企 業 名： 有限会社 結 うさぎ薬局
■代 表 者： 代表取締役 川上 善久
■所 在 地： 西原町字呉屋102-2
■電
話： (098)835-8608
■資 本 金： 300万円
■業
種： 医療(調剤薬局)
■従業員数： 16人

−当事業で実施した取組内容について−

・スポーツ施設の利用
体重減少と筋肉量の向上を目的と
し、1 人平均約 16 回の利用を目標
にスポーツジムを利用しました。
・ウォーキングで体力維持 & 向上
職員それぞれの時間とペースを優先
し、職場近くにある運動公園を利
用してウォーキングをしました。
・社内報告会の開催
上記の活動をふまえて、社内での
成果報告会を実施しました。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

目標として掲げていた体重３〜５kgの減少は達成できませんでしたが、短い期間の中で体重を平均して２kg減少させ
る事ができました。体力向上につながったとの声も多かったため、今後も継続して運動習慣を身に付けていく予定です。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

減少した体重と体力の維持をそれぞれで心がけてい
きながら運動習慣、生活習慣改善に関する健康講座へ
の積極的な参加を行う予定です。

今回の活動を通して運動習慣の有用性を体感する事
ができたので、今後は健康講座にも積極的に参加し健康
への意欲と知識を高めて、患者さんにも自身の体験をも
とにした健康習慣のより良いアドバイスへができるように
活動を続けていきたいと思います。
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取組事例 13

合同会社 天然香房
健康維持及び向上推進キャンペーン
代表社員

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

スタッフが健康増進に対する意識を高め、生活の質の向上を目指し、
一人一人が心豊かに生き生きと過ごせるように社員の健康増進を支援す
る。

■実施内容

玉城 みさえ

■企 業 名： 合同会社 天然香房
■代 表 者： 代表社員 玉城 みさえ
■所 在 地： 沖縄市高原1-2-33
■電
話： 098-933-0030
■資 本 金： −
■業
種： アロマ製品販売
■従業員数： ５人

−当事業で実施した取組内容について−

①トレーニングジムの活用（会社から５分以内の場所）
※遅めの会社帰りや、仕事前の朝の時間帯での活用
等、ライフスタイルに合わせて利用した。
②活動量計の活用：自己のエネルギー消費量を記録し、把
握し、健康維持、向上を図った。
③ウォーキング：ウォーキング等の運動により週当たり
標準目標を48,000歩（8,000歩×６日間）として、その目
安で各自が目標を決め、無理なく進めた。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

トレーニング→週３回の２時間行い、食生活の改善も含め実施することができ、スタッフ全員２㎏〜４㎏の減量に成功
した。
活 動 量 計→仕事中、毎日活用し目標（１日8,000歩×６日間）を全体で８割達成した。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

今年度導入した活動量計は、今後も引き続き活用し、
スタッフ５名中４名がスマートウォッチを持つようにな
定期的にスタッフ全員で歩数の目標を決めて実施するこ
り日頃の運動量の把握をすることができ、健康への関心
とで健康維持に役立てていきたい。
も高まりました。ココロとカラダの健康第一を目標に、楽
しくウォーキング等の運動を続けていきたいと思います。
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取組事例 14

株式会社 ひろし不動産
動く楽しさ体感しよう！！みんなで楽しもう！！
代表取締役

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

健康診断の結果、肥満や高血圧との診断を受けた社員が多いので健
康についての講座や実際に運動を行い、生活習慣の見直しを図る。

■実施内容

砂川 幸男

■企 業 名： 株式会社 ひろし不動産
■代 表 者： 代表取締役 砂川 幸男
■所 在 地： 宮古島市平良字下里907-2
■電
話： 0980-72-2277
■資 本 金： 1,000万円
■業
種： 不動産業
■従業員数： ８人

−当事業で実施した取組内容について−

・体 組 成 計・活動量計を購入
し、各自目標を設定し記録を
つけました 。休 憩時間など 、
フィットネスバイクの活用や
歩く距離を伸ばしていくこと
で筋力アップにつながった
社員もいました。
・外部講師から健康で仕事す
ることのメリットなどを学び、
健 康意 識 が強くなったよう
に思われます。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

体組成計・活動量計を導入して各自、体を動かすことを意識し、筋力アップ、体重が減少し、新陳代謝が良くなった
との意見もありました。生活習慣を改めて禁煙に取り組む社員がおり、お互いに情報交換しながら健康意識が高まり
あう職場となりました。

■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

今年度、導入した活動量計、体組成計、フィットネス
バイク活用に引き続き取り組み、健康講座も積極的に
開催していきます。

健康でいることの大切さを知り、社員が積極的に取り
組んでいるので、今後も社内の全員で楽しめる健康講
座実施や健康器具設置などしていきたい。
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取組事例 15

アイラッシュ＆ネイル

エステル

ハツラツ健康力アップ
代表

食生活

アルコール

がん

身体活動

事業の目的

タバコ

歯・口腔の
健康

企業DATA

日頃、健康に対する意識付けがないことで食生活も乱れがちになるこ
とから、食生活改善の実践と適切な運動を進めることで体調の改善を
図る。

■実施内容

松田 真由美

■企 業 名： アイラッシュ＆ネイル エステル
■代 表 者： 代表 松田 真由美
■所 在 地： 沖縄市登川1-3-27
■電
話： 098-923-4234
■資 本 金： −
■業
種： エステサロン
■従業員数： 10人

−当事業で実施した取組内容について−

運動習慣を身に付けてもらうために、運動に関し適
切なアドバイスを受けることのできるスポーツジムに
通わせ、科学的、計画的に自己の活動パターンやエネ
ルギー消費体質を知り自ら適切な運動ができるようサ
ポートしました。

■事業成果

−事業成果、社内での変化や取り組んだ感想について−

職員同士で励みになり、かつ、楽しく、スポーツジムに週３回以上通うことができ、参加者の２人が４kgの減量に成
功しました。
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■次年度に向けての取組み

■企業・担当者の声

良い結果が出たので、次年度も参加者を増やし、
職員の健康増進に努めていきます。また、事務所内
に血圧計や体脂肪計を設置し、健康管理の環境を整
えていきます。

職員の健康をサポートすることは、経費がかかることで
はありますが、社内のコミュニケーションや雰囲気が良く
なったと感じました。楽しく進めていきたいと思います。

