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株式会社 山浩商事
社員の健康づくりサポート事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

ここ数年、社員の健康診断の結果が悪かったため、
運動不足解消と運動習慣を身につけてもらい、
社員の健康力アップと会社の健康経営を目的としています。

①スポーク・フィットネスセンターとの法人契約を交わ
し、参加者それぞれの要望に沿ったトレーニングメ
ニューを作成してもらい実施。

②個人ごとのトレーニングメニューに沿って実施。

③定期的にジムの測定器（wellscan）で血圧・体重・
体脂肪等を測定。

④毎年9月に実施している健康診断の結果を前年度
と比較し、社内報で発表予定（平成30年11月号で
掲載予定）。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　本格的に運動するのは初めてという者（特に女性）
や、以前からスポーツジムに通いたかったが一歩踏み
出せなかったという者の後押しをすることもでき、運
動不足解消と運動習慣の身につけとしては一定の成
果があったと思います。

　全体的な平均では、体重と体脂肪に大きな変化は
見られませんでしたが、多くの者に血圧の改善が見ら
れました。

　今後もスポーツジム活用のみに限らず、すべての社
員がより利用しやすく、長期にわたり継続して行える健
康づくりへのサポートを拡充していきたいと思います。

  今回、社員の健康づくりをサポートするという初めて
の取組みでしたが、会社からの支援を喜んでいる社
員も多く、事業終了後も自主的にジムに通う者もいる
ことから、今後も継続してサポートしていけたらと思
います。スポーツジム活用に関しても予算面の課題もありま

すが、希望者には支援を継続する予定です。

企業DATA

■企  業  名：株式会社 山浩商事
■代  表  者：代表取締役　山端  康成
■所  在  地：名護市城2-1-21
■電　　話：0980-52-2067
■資  本  金：4,500万円
■業　　種：小売業
■従業員数：74名

代表取締役　山端  康成
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事 業 の 目 的

健康管理の大切さを理解してもらい、
日常生活の中で取組めるように生活習慣の改善を図る。

■企業・担当者の声
　運動不足や不摂生など自身の生活習慣を今一度
見直し、健康へ配慮するきっかけがつくりたいと以前
より考えていました。
　今回の事業を通して自身の健康の大切さや、あり
がたさを再認識してもらい、社員全員が定年まで元
気に働ける企業を目指します。

①健康管理についてのセミナー開催

②毎週一回、体重・体脂肪率等を記録
（アプリを利用し各人で記録、減量目標を設定し達成率を％換算）

③毎週一回、活動量計を活用した通常業務内での歩数・消費カロリー
を測定（活動量計の記録をアプリへ同期、歩数増減を確認）

・年一回、健康関連セミナーの開催
・毎月一回、体重測定
・減量増量目標設定（継続）

①健康管理について
・社員各自の健康管理が会社全体の健康経営へと繋
がり、組織の活性化・生産性の向上へと繋がることを
認識出来ました。
・ストレスチェックの結果、自分で思っていた以上にス
トレス傾向にあることが分かったので、休養や自分へ
のプレゼントを考えるきっかけになりました。
②体重・体脂肪率等の記録
・一部達成率がマイナスの者もいましたが、平均減量

2kg、各人の目標に対する減量達成率は32.6%と6ヶ
月をかけて確実な減量が達成出来ました。
・減量ではなく現状維持を目標設定にした者もいました。
③活動計量を活用した歩数・消費カロリーの測定
・業務内容によって歩数の変化はあったものの、記録
平均値が初回記録より2.2%増加しました。
・活動量計を装着することにより、歩数記録を互いに
見せ合うなど、社内のコミュニケーションが増え、雰
囲気作りにもなりました。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―

■次年度に向けての取組み

02. 取組企業の紹介

トラストコミュニケーション株式会社
若くても油断大敵！
肥満予防のための生活習慣を今定着させよう！

企業DATA

■企  業  名：トラストコミュニケーション㈱
■代  表  者：代表取締役　松田  穣
■所  在  地：名護市豊原224-3
■電　　話：0980-50-0140
■資  本  金：1,060千円
■業　　種：サービス業
■従業員数：15名

代表取締役　松田  穣



食生活 生活習慣運動 飲酒

03. 取組企業の紹介
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株式会社 エスペレ
めざせ！食生活改善と運動でメタボ解消

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

最優先すべき課題と位置づけ、職場の健康づくりを進める

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　食生活改善の講話を通して、沖縄の健康の課題や
普段の食事の大切さを実感出来ました。
　健康的な生活を維持し、長寿を目指すには普段の
食生活と運動に気を付けた生活を送ることが大切で
あることを理解しました。
　出来る事から始めようと言う事で、毎日の体重測定

を行い、健康に留意する習慣づけが出来ました。
　試験的に希望者を募り、スポーツジムを活用した体
力づくりを行ったところ、4.2Kgの減量のケースもあり、
次年度以降ジムを活用したい希望者が増え、健康づく
りに関する意識の向上がうかがえました。

　利用者へ食事を提供する側向けの食生活改善のた
めの管理栄養士による講話（1回目）、利用者さんも
含めた食生活改善のための管理栄養士の講話（2回
目）、実践の評価として体重計を設置し健康管理に役
立てました。
　職員より3名の希望者を募り、試験的なスポーツジ
ムの利用で効果判定を行ったので次年度以降の継続
取組みの参考とします。ジムの利用と並行して健康管
理意識向上のため2台の活動量計を導入し、活動量
計を導入した群と活用しなかった群と比較を行いま
した。この結果を次年度以降の継続取組みの参考と
します。

　食生活の改善と毎日の体重測定を習慣化し、健康
に関する意識づけの継続を図っていきたいです。
　スポーツジム活用は新規希望者も増え、次年度以
降も積極的に活用したいです。
　職場の健康づくりを進めるにあたり、主にフィジカ
ルな分野である食と運動はもとより、今後は職員のメ
ンタルサポートへの取組みも進めて行きたいです。

　これまで必要性を感じつつも後回しになりがちで
あった職場の健康に関する課題を本事業で再認識
でき、今後の取組みの指針ができたことに感謝いた
します。

企業DATA

■企  業  名：株式会社 エスペレ
■代  表  者：代表取締役　濱畑  直哉
■所  在  地：名護市大東3-18-10
■電　　話：0980-43-7512
■資  本  金：3,000千円
■業　　種：障害者福祉事業
■従業員数：14名

代表取締役　濱畑  直哉

※7ｐにピックアップ記事あり
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　日常業務の中で自然に運動不足を解消出来るよう
な仕組みにしたいと考えていました。各々の健康意
識を高め、家庭での運動・健康習慣の改善波及効果
を期待します。

①健康増進施設を利用し、運動知識・習慣を身につける。

②椅子をバランスボールへ交換し、集中力ＵＰで業務の効率化、腰痛
予防、休憩時間でのストレッチ、体幹を鍛え基礎代謝ＵＰ等を図る。

③健康勉強会の実施。

④運動目標を設定し、毎日の取組実績を記録する。

⑤血圧計・体脂肪計で定期的に測定と記録を行う。

⑥近距離の車での移動を自転車に替える。

　各々のペースに任せて取組んだ事により、楽しみな
がら無理なく実施、また職員間のコミュニケーション
を取る機会が増え団結力が強まりました。また、この
事業がきっかけで職場でのメンタルヘルス対策に取
組むきっかけとなりました。
　椅子をバランスボールに替える、自動車での移動を
自転車に替える等により職場内での日常的な運動の
機会を増やせました。また、バランスボールで背筋が

伸び座り姿勢が良くなった事で、腹周りから背中筋肉
を刺激し脂肪が減少したと、体型の変化を実感する
職員がでました。各自スマートフォンでのウェアラブ
ルデバイス自動同期により測定された数値をアプリ
で管理、体調管理への関心がさらに高まりました。ま
た、ウェアラブルデバイスの入眠・起床時間自動測定
でアプリによる睡眠時間の分析ができ、質の改善に
繋がったという感想もありました。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―

■次年度に向けての取組み

04. 取組企業の紹介

嘉手納町商工会

企業DATA

事務局長　城間  盛尚

■企  業  名：嘉手納町商工会
■代  表  者：会長　渡口  彦則
■所  在  地：嘉手納町字嘉手納259番地
■電　　話：098-956-2810
■従業員数：7名

“目指せ、理想の体型、理想の生活！”
無理をしないで運動不足解消、健康意識アップで
仕事もいきいきプログラム推進事業

職員の平均年齢の上昇に伴い思わしくない健康診断の結果が上がって
きました。健康教育、継続的な運動、食生活改善の実践による健康状
態の改善の必要性を感じ、事業実施を企画しました。

①職員全員を対象にした健康意識教育の継続

②ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方が出来る
職場環境づくりの推進

③メンタルヘルス対策の推進

④職場におけるパワーハラスメントの予防・対策の
推進

※9ｐにピックアップ記事あり
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有限会社 フジ砕石
細く永～く健康に

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①毎週一回、約60分　ヨーガ体操と呼吸法の講座。
②年齢も性別もさまざまだが、少人数で実施する。
③それぞれの体調に合わせ無理のない指導を受ける。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①ヨーガをやるようになって、日頃の運動不足を認識す
ることが出来た。
②リラックスする時間になり、講座の日の夜は深い睡眠
がとれた。
③気分転換になった。
④血行が良くなり温まるので、冷え性の改善になる。

⑤長い時間同じ姿勢が続いた時には、ストレッチなど
体を動かす習慣が出来た。
⑥禁煙に成功した。呼吸法の効果だと思う。
⑦少人数の講座で、各人は月一の受講となったため、肩
こり・腰痛の改善には至らなかったが、痛まない体づ
くりの大切さの気づきとなり、是非継続したい。   

①社員の健康が真の健康経営であることを意識する。
②朝のラジオ体操（第1）に加えて、3時の「ラジオ体操
第2」を試す。
③健康診断の結果を踏まえ、生活習慣の改善点を見出
し、お互いに励まし合って、日々の健康管理に努める。
④積極的に社員の健康づくりに投資する。

　この健康力アップ事業のおかげで、ヨーガ体操と
呼吸法の講座を社員全員が体験することが出来まし
た。これをきっかけに、永く健康で働く体づくりが健
康経営に繋がることを意識したいと思います。

企業DATA

■企  業  名：有限会社 フジ砕石
■代  表  者：代表取締役　高江洲  苗美
■所  在  地：沖縄市字登川2737
■電　　話：098-937-7057
■資  本  金：900万円
■業　　種：産業廃棄物処理業
■従業員数：15名

代表取締役　高江洲  苗美

永く健康で働く体づくり。社員の健康づくりが、真の健康経営です。
お互いに励まし合いしあわせ企業をめざします。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　今まで、運動不足を解消する取組みが中々ありま
せんでしたが、本事業をきっかけに習慣付けて継続
的に健康に留意します。

　次年度以降も、体脂肪率や血圧を継続して測定し、
引き続き健康に対しての意識の向上を図って行きた
いです。

　スポーツジム等の設備を利用して運動習慣が身に
付き、参加者は、目標としていたマイナス5㎏を達成す
る事が出来ました。
　又、体脂肪率や血圧を測定する事によって、健康に
対しての意識の向上を図る事が出来ました。

■事業成果
― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―

■次年度に向けての取組み

06. 取組企業の紹介

株式会社 イナワ
メタボ解消事業

企業DATA

代表取締役　稲福  善二

■企  業  名：株式会社 イナワ
■代  表  者：代表取締役　稲福  善二
■所  在  地：宜野湾市大謝名1-18-1
■電　　話：098-898-5330
■資  本  金：1,000万円
■業　　種：建設業
■従業員数：5名

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

①スポーツジムや野外、家庭で運動習慣を身に付け
るようサポートした。

②事務所内に体脂肪計、血圧計を設置し、各自が健
康管理できるよう環境を整えた。

野外での業務が多いですが、健康診断の結果は良好とは言えず、適切
な運動を薦められていたので、健康に対する動機付けや運動不足解消
に向けた継続的な運動習慣を推進します。
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社会福祉法人幸福義会 花のいろ保育園
ホップ・ステップ・ジャンプ！
すてきな花をさかせましょう事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①毎朝、朝の会を開き、園児と一緒に体操・遊戯を一
緒に実践した。
②ー1 体育指導者により、職務会あとにストレッチの
指導を受けた。
②ー2 休憩時間の合間に、5分から10分の「腰痛・肩
痛・膝痛解消・予防ストレッチ」を実践した。（体操
指導の講師より学んだストレッチを実践し、定着さ
せた。）
③万歩計を使用し、1日1万歩の目標を立てて実行した。
④体重減少目標を設定（2から5kg）し、定期的に体
重を記録した。
⑤バドミントンを楽しむことにより気分転換を図り、
健康増進を目指した。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
〇毎朝、朝の会を開き、園児と一緒に体操・遊戯を
実践することにより、全身運動を楽しく出来た。
〇体育指導者により職務会の後にストレッチの指導
を受け、体の疲れを取ることが出来た。
〇休憩時間に学んだストレッチをすることで午後の仕
事がはかどり、腰痛・肩痛・膝痛が解消し、予防する
ことが出来た。またそれによって日頃より健康教育、
運動習慣を実施することができ、健康状態の改善
を図ることが出来た。
〇職員全体で万歩計を身に付けることにより、1日1万歩

を意識して目指すことができ、それによって健康維
持・増進に対する意識を高めることが出来た。
　　また、歩数を記録することでお互いに切磋琢磨し、
健康教育、継続的な運動習慣が身に付き、健康状態
の改善を図ることが出来た。
〇体重は各々記録することにより、体重を意識するよう
になり、それが平均して2キロ減少することに繋がった。
〇バドミントンをして汗をかき楽しみながら気分転換
ができ、健康増進に繋がった。

〇毎朝、朝の会を開き、園児と一緒に体操・遊戯を
一緒に実践していく。
〇職務会後のストレッチを継続していきたい。
〇万歩計を使用し、1日1万歩を目標としていきたい。
〇体重減少を目標に、定期的に体重を記録していきたい。
〇バドミントンを月1回、楽しんでいきたい。

　職員みんなで楽しく取組むことが出来たので、よ
かったです。ひとりよりもみんなで取組むことでお互
いに切磋琢磨し、継続的な運動習慣に繋がったと思
います。
　これからも健康維持・推進に職員全体で努めてい
きたいです。

企業DATA

■企  業  名：社会福祉法人幸福義会
                      花のいろ保育園
■代  表  者：理事長　仲田  竜一
■所  在  地：宜野湾市嘉数1-4-50
■電　　話：098-988-8622
■業　　種：保育園
■従業員数：86名

園長　金川  典子（右端）

健康診断により「運動不足・適度な運動」を指摘されたため健康教育、
継続的な運動習慣により健康状態を図る事業を実施します。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　今回の事業を行い、共通の話題ができ職員同士の
コミュニケーションが取れ、雰囲気がよくなりました。
　また、全員で運動することで続けることができ、と
てもよかったです。これを機に年1回のスポーツ大会
を行い、講習で教わったことは今後も各自管理して、
メタボ予防に努めていきたいです。

・自分の体重と体脂肪率を把握し、体重増加を防ぎ、
目標体脂肪率を維持する。
・食生活の改善を続ける。
・運動器具・ストレッチ器具を置き、常に健康づくりを
行える環境づくりを継続する。
・年に１回スポーツ大会を実施する。

・毎朝朝礼にてダンベルを使ったスクワットを行いました。
　朝礼でやると決め全員で行ったため、励まし合いな
がら毎日続けることが出来ました。
・姿勢矯正のイスやストレッチを行い、姿勢よく座る
ことを心がけました。
・毎日、体重と体脂肪率を図ることで自分の現状を知り、

増加した場合もすぐ対処できたため、増加を抑えられ
ました。
・食事指導のもと、食事を取る時間や食事の内容を
理解でき、毎日の食生活で実践出来ました。
・バドミントン大会を行い、社員同士の交流もでき、
楽しく体を動かすことが出来ました。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―

■次年度に向けての取組み

08. 取組企業の紹介

大城税理士事務所
メタボになんかならないぞ！！
素敵なボディを手に入れよう！！

企業DATA

所長　大城  逸子

■企  業  名：大城税理士事務所
■代  表  者：所長　大城  逸子
■所  在  地：宜野湾市字宇地泊251
■電　　話：098-890-2280
■業　　種：専門サービス業
■従業員数：12名

20・30代の職員が多い職場なので、食の知識・楽しく運動する習慣を
身につけ、40代メタボにならない対策を図る事業を実施します。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

・講師を招き、食事指導・筋トレ指導・姿勢トレーニ
ングについての講座を行った。

・食生活の改善と姿勢トレーニング・筋トレを実践し
サイズダウンを目指した。

・運動器具・ストレッチ器具を使い継続的な運動を
行った。

・バドミントン大会を実施した。

・毎日体重と体脂肪を計り把握した。
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株式会社アイティオージャパン
1 日 10 分のストレッチ導入で、
疲れにくい体作り

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①休憩時にヨガマットを用いた1日10分のストレッチ
を実施。
②ストレッチポールを用いた体幹強化運動を実施。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
  これまで立ち仕事がメインの接客業のため、疲れが
溜まりやすく腰痛や足のむくみがひどいとスタッフの
声が多かったです。小スペースと限られた時間で出来
るストレッチと体幹運動を日々の日課にすることで、
疲れが溜まりにくくなったとの声が聞けました。

　また体幹も強化され、腰痛やむくみなどの症状も
減ったと数名からありました。

　まだスタッフ全員に浸透しているとはいえないので、
これからは外部の講師を呼んでデモンストレーショ
ンを行い、より知識を深めていきたいです。
　またヨガなどの社外活動を積極的に取り入れ、体
のメンテナンスに対する意識を高めたいです。

　接客業ゆえの立ち仕事や、スパ施術などで体を酷
使する仕事であることから、これまでスタッフの数名
が腰痛やむくみに悩んでいました。本事業をきっかけ
に休憩時間にストレッチや体幹強化による疲れにく
い体を作っていくことで生産性の向上を図りたいです。

企業DATA

■企  業  名：㈱アイティオージャパン
■代  表  者：代表取締役　伊藤  貴庸
■所  在  地：那覇市天久1-26-23
■電　　話：098-943-6550
■資  本  金：1,000万円
■業　　種：小売業
■従業員数：23名

代表取締役　伊藤  貴庸

休憩時間を利用して、ストレッチや体幹強化を行うことにより姿勢改善
を図り、疲れにくい体で生産性向上！

（オーガニック＆アロマ　ペタルーナ）
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　デスクワーク中心のため、身体を動かす時間が少
ない状況でしたが、朝活で全員一緒に楽しく運動す
ることができ、一体感がより強くなりました。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

①体組成計測と目標決め
　オフィスフィットネス実施前に体組成計で体重・筋
肉量・基礎代謝など計測し、データにて保管した。
　測定した体の組成に関する諸数値よりも良い状態
 （健康）になる数値目標を設定し、フィットネスを実施
　した。
②健康講座
　健康な身体づくりについての基礎知識が高められた。
③バリエーション多数の朝礼フィットネス
　講師のスロートレーニング・脳リズの指導を受け、
講師の指導終了後も、社員が自発的に朝礼の時間
や休憩時間に継続して実施した。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①各個人で無理のない目標を設定し、楽しく会話しなが
ら取組むことが出来た。年末・年始は残業が多く不規
則な生活の中、全員ほぼ体重は現状維持。筋肉量・
基礎代謝を上げるため、エレベーター使用を控え
エスカレーター・階段利用をするようになった。体
内年齢が若返りした（平均で5歳）メンバーも３名いた。

②健康講座を受け、休憩時間にストレッチを取り入れる
メンバーが増えた。

③音楽に合わせてコップを使った脳リズは、動画を見な
がら練習するなど個々人が楽しく取組み、他部署との
交流、上司・部下とのさらなる一体感が強くなった。

①スポーツジムを活用し、より健康を意識した生活を
送る。
②身体を動かすイベントを企画、または参加する。
③本事業で購入した体組成計を継続的に活用し、健康
に対してのモチベーションを持続する。

■次年度に向けての取組み

10. 取組企業の紹介

税理士法人グローアップサポート
朝活で健康力ＵＰ事業

企業DATA

担当者　川満  圭子

■企  業  名：税理士法人グローアップサポート
■代  表  者：代表社員税理士　宮城  秀敏
■所  在  地：那覇市前島3-25-1
■電　　話：098-861-5230
■資  本  金：9,000千円
■業　　種：専門サービス業
■従業員数：15名

毎朝の朝礼で行うラジオ体操・スクワットを継続的に行ってきましたが、
バリエーション多数のオフィスフィットネスを実施し、飽きることなく
楽しく続けていき、効果が出ることを目標とします。



食生活 生活習慣運動 飲酒

11. 取組企業の紹介
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株式会社 ビック沖縄
フィットネスジムを活用した健康づくり事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
・トレーニングを受けた全員に運動習慣がつき、体重は
平均－3.3kg、最大値－4.6kgを達成する事が出来ました。
・その他、（血圧、姿勢、柔軟性等）すべてに改善がみ
られました。
・何よりも、楽しみながら取組むことが出来ました。
トレーニング参加者は、自然に運動習慣がつき、同僚

への良きアドバイザーとなっています。
・バランスボールを導入した事業所では、腰痛予防や、
姿勢の改善に効果がありました。
・休憩時間等に利用し、自然と笑顔が出るので、リフ
レッシュする事が出来ました。

①35歳以上の対象者全員、生活習慣予防健診の実施。

②社用自転車を近隣への外出時に社用車の代わりに使用。

③フィットネスジムを利用した、個別指導型プログラム
の実施。3名の従業員に代表してトレーニングを受け
てもらった。３ヶ月間（10月～12月）の全12回※週1回
ペース、一回のトレーニング時間は60分、トレーニン
グ内容はストレッチと筋力トレーニング。毎回体組織
計にて数値を測定して比較。トレーニング指導を受け
た３名が、他の同僚への運動指導を行った。

④疲れのとれるヨガイベントの開催。

⑤バランスボールを利用した健康づくりの実施：5カ所
の店舗や事務所に設置。姿勢の矯正や、腰痛予防に
使用。

　今回の取組み例を活用し、引き続き健康診断数値
の改善、従業員の健康に対する意識の向上を図りま
す。35歳以上の生活習慣予防健診を引き続き実施し
ます。

　社内で運動出来るイベントやプログラムの実施に
より、社員が主体的に健康管理に取組めるように促
す事で、健康意識の向上に繋がりました。

企業DATA

■企  業  名：株式会社 ビック沖縄
■代  表  者：代表取締役　下地  政秀
■所  在  地：那覇市前島3-25-1
■電　　話：098-861-0881
■資  本  金：2,000千円
■業　　種：ブライダル業
■従業員数：75名

チーフマネージャー　兼次  郁子

従業員一人一人の「笑顔と健康づくり」に企業も一緒になって取組み、
「健康経営」を目指します。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　本事業を通して運動の必要性をとても感じ、これ
からは個人個人の健康維持の為、日頃から体を動か
すように気を付けて行きたいと思います。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

①「行う」1.呼吸法アプリケーションをダウンロードし、
定期的に実施。 2.健康増進施設でヨガ教室に参加。

②「測る」事業所毎に血圧計と体重計を置き、個々で一つ
以上測定した。

③「記録する」呼吸アプリケーションの「カフェノート」に
血圧や体重などを記録した。

④「共有する」10月より月1回の全体会議で心と体の変化に
ついて発表した。

■事業成果
― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―

　体重・血圧・呼吸において少しではありますが、数
値がおだやかになり、顔色もよくなり、呼吸も落ち着
き仕事への集中力も上がりました。

　ヨガだけではなく、体を動かす事はいろいろありま
すので、本年度購入した体重計・血圧計を利用し、日
常の中に運動を取り入れて行き、日々の健康管理の
為、月に１回社内レクの様な形で取組んでいきたい
と思います。

■次年度に向けての取組み

12. 取組企業の紹介

税理士法人 ダイヤモンド経営
『ヨガで心身ともに健康力UP事業』

企業DATA

代表税理士　山内  竧

■企  業  名：税理士法人 ダイヤモンド経営
■代  表  者：代表税理士　山内  竧
■所  在  地：那覇市松山1-32-7
                      那覇久米ビル2F
■資  本  金：3,000千円
■業　　種：専門サービス業
■従業員数：24名

運動することが体にとって良いという事は分かっているけれど、正直な
ところ「しんどい」「面倒くさい」「時間がない」と3拍子揃って継続する
ことが難しい状況。しかし、ヨガ（瞑想法・姿勢法・呼吸法）であれば
無理なく取組むことが出来て運動継続に繋がります。
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株式会社 クロックワーク
継続的な健康習慣と
意識改革で仕事・生活の好循環！！

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①個別活動：本活動がスタートする前に全員にアン
ケートを実施し、各個人の目標を設定しました。事
務所内に腹筋ローラー・体組成計・血圧計を設置
し、目標達成に向けて各個人の活動で使用しまし
た。また、ウェアラブル万歩計・活動量計と記録ノー
トを配布し、個別活動の内容や体重・体脂肪率の
変化などを記録するとともに毎月１回平均値の集
計を行いました。
②初詣ウォーキング：毎年、初詣は車に乗り合わせて向
かっていましたが全員で歩いて参拝に向かいました。
③バドミントン：社内イベントとしてバドミントン大会
を開催し、社内の健康づくりに対する気運の醸成
を図りました。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　各個人で日々の活動や記録を行ってもらい、4.75kg
の減量に成功した人もいました。繁忙期や年度末に
近づくにつれ、段々と活動回数・時間が少なくなり
成果に繋がらない傾向にあったため、9月～11月の
いずれか１ヶ月間に健康月間を設けて活動を促すよう
改善したいです。また、社内イベントとして初詣ウォー
キングとバドミントンを各１回ずつ実施しましたが、

イベントということもあり楽しんで参加してくれました。
イベント後、少なからず話題に上がったため健康づくり
に目を向けるよい機会になったのでないかと思います。
　社内イベントの回数を増やすなどして、企画側から
運動する機会を増やしていきます。3月にこれまで報
告してくれた体重などの推移をグラフ化し、成果報告
会を実施しました。

　定期的な社内レクの開催（年2～3回）
　毎年、生活習慣や体重・体脂肪率等の変化につい
てアンケートを実施し、各個人の感想など情報収集
を継続します。

　社員全員で活動に取組むことで、会話の中にキー
ワードが出てきたり体の変化を口にする機会が増え、
健康に対する意識づけに役立ったのではないかと思
います。

企業DATA

■企  業  名：株式会社 クロックワーク
■代  表  者：代表取締役　伊志嶺  哉
■所  在  地：那覇市牧志2-19-10
　　　　　  松善ビル1F
■電　　話：098-941-3929
■資  本  金：9,000千円
■業　　種：微生物検査
■従業員数：20名

代表取締役　伊志嶺  哉

個人の年間目標にダイエットを掲げる社員が多いものの、継続的な運動
を実施出来ていないため、健康に対する意識改革の動機づけを行なう。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　当事務所の業務内容はデスクワークが長時間にわ
たり、黙々と仕事に追われておりました。
　知らず知らずのうちに脳の疲れ、目の疲労、肩凝り
等 ･々･今回、専門の講師を招きデスクワークしながら簡
単にできるエクササイズ教えていただき、仕事の効率
UP、メタボ防止になりました。今後も楽しく継続します。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

  私たちは労働関係法令や社会保険法令に基づく各
種書類の作成代行や届出等を行ない、また会社を経
営していく上で労務管理や社会保険に関する相談な
どを行っております。
　日々の業務は細かく緻密なものが多くあり、知らず
知らずのうちに脳の疲労や目の疲れを感じています。
またデスクワークという長時間に渡り座った姿勢なの
で全身の血流も悪くなっていると言えます。
　そこで今のオフィススタイルで出来る簡単なエクサ
サイズを行い「脳ストレスの軽減、集中力の持続力
アップ、血行促進」で職員が生き生きと働く事と業務
効率アップを図る事としました。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　活動量計をもつことによって、一日の自分の活動量
を把握でき不足している場合は、帰りに少し歩くなど
して目標数値23エクササイズへ近づける努力をするよ
うになりました。

　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。

　次年度以降も引き続き運動の継続をします。
　お昼や休憩時間を利用して、10分から15分程度
ＤＶＤを見ながら継続して楽しく取組めるようにし
ます。
  運動プログラムは定期的に変更して、飽きないよう
に楽しみながら健康アップを図ります。

■次年度に向けての取組み

14. 取組企業の紹介

國場経営事務所
オフィスで健活！
簡単フィットで業務効率ＵＰ事業

日々の業務はデスクワークが主で長時間にわたり座った姿勢が多い
ため、能率が低下してしまっているので業務の効率向上及び職員の
モチベーションを上げることです。

企業DATA

所長　國場   浩明

■企  業  名：國場経営事務所
■代  表  者：所長　國場  浩明
■所  在  地：那覇市田原62-103
■電　　話：098-857-6661
■業　　種：専門サービス業
        　　　 （社会保険労務士）
■従業員数：13名
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リウコン 株式会社
楽しみながらみんなで健康になろう！！

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①毎日の血圧測定とアルコールチェックの実施と
歩数の記録

②全員で避難訓練を兼ねたウォーキング大会

③外部講師を招いての運動教室

④外部講師を招いての食事指導教室
 （アンケートの実施及び結果表の配布のみ）

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①これまで気にしたことのなかった自分の平均的な
血圧について知ることができ、また自分で思ってい
たよりも血圧が高かったとの声もあり、今後の体調
の変化をみる良いきっかけになった。

②歩数を測定することで自分が思っていたよりも少な
く、意識して歩くことが多くなったとの声があった。

③「飲酒の量が減った」や「休肝日について考えるよ
うになった」などの声があった。

④「講習会を継続的に続けたい」や「別のこともやり
たい」と言った声も聞かれたため、健康への意識は
高まったのではないかと思う。

・歩数と血圧測定の継続
・年に1回程度の健康に関する講習会の開催。
・定期健康診断及び労災二次健診の受診率100％を
目指す。
・心身の健康にも目を向け、ストレスチェックの導入。

　自分の健康について考えさせられたという声や自
分の日頃の血圧や歩数が分かったなどの声が多く聞
かれ、自分の健康について意識する良いきっかけに
なったと思います。
　また体操教室は思ったよりも積極的に楽しんでく
れたので、今後も楽しみながら行なえるイベントを考
えたいと思います。

企業DATA

■企  業  名：リウコン 株式会社
■代  表  者：代表取締役　大城  正治
■所  在  地：西原町小那覇1187
■電　　話：098-945-3778
■資  本  金：1億3,200万円
■業　　種：製造業
■従業員数：62名

代表取締役　大城  正治

産業医による健康相談も行なっていますが、定期健康診断からみる
検査結果には改善がみられず、疾病を抱える職員が多いためです。

※11ｐにピックアップ記事あり
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　これまで、施設を利用される方々には「沢山運動を
しましょう」と声掛けを行ってきましたが、肝心の職
員が運動不足でした。本事業をきっかけに、職員が
健康を意識し運動するようになりました。これからも
継続して取組みたいです。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　今回の事業で腕につける活動量計を購入したこと
で、日々の歩数や消費カロリーを各自が把握し、健康
や運動に対する意識が高まりました。
「昨日は沢山歩いたみたい、12,000歩超えていたよ」
「今日は17時の時点で消費カロリーが1,500キロカロ
リーだから、夕ご飯は揚げ物なしで野菜中心に軽め

にすませようかな」など、全職員で楽しみながら運動
習慣、食生活等の生活習慣の改善に取組むことが出
来ました。
　事業終了後の報告会では、日々の運動習慣が身に
ついたこと、食生活を改善できたことを発表しました。
結果は参加者7人平均して-1.8キロの減量を達成しました。

①健康管理を目的に活動量計を活用し、身体活動に
関するデータ（歩数・消費カロリー・睡眠データ）を
測定・記録することで、自身の健康状態を把握しま
した。（社員全員）

②測定データをもとに、各参加者が自身の健康に関す
る問題点を見つけ、運動不足や食生活を改善する
為の目標を設定しました。

・各自、半年後の健康的な体重減少目標を設定しました。
・健康的な1日の消費カロリー目標量の設定と、運動
不足解消の為のウォーキングや体操を実施しました。

・健康的な食生活の為の具体的目標の設定しました。

③目標の達成・未達成を月1回ミーティングで報告し
合い、モチベーションを維持するよう努めました。

④事業終了後の社内報告会を実施し、また優秀者を
表彰しました。

　次年度も引き続き活動量計を活用して、各自歩数
や消費カロリーを把握することで、健康維持に必要
な運動量や適切な食事を意識し、健康管理を行って
いきます。

■次年度に向けての取組み

16. 取組企業の紹介

合同会社 琉
脱メタボ！ 健康管理事業

企業DATA

代表社員　久場  章大

■企  業  名：合同会社 琉
■代  表  者：代表社員　久場  章大
■所  在  地：西原町字幸地996-1
■電　　話：098-943-4027
■資  本  金：2,000千円
■業　　種：介護事業
■従業員数：7名

職員の肥満や高血圧、運動不足などの生活習慣病が課題となり腰痛の
原因と指摘される中で、健康に対する意識づけや運動習慣を推進する。
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17. 取組企業の紹介
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トータルネット 株式会社
メタボ解消事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①メタボ傾向にある職員２名に5ヶ月間トレーニング
ジムで健康トレーニングを行わせた。

②事務所内に血圧計と体重・体脂肪計を設置し、出
勤時に血圧や体重、体脂肪を測定し、数値が高い
職員には担当者金城が当社職員が人間ドックを受
診している病院から出された資料に基づき食生活
の改善や運動を行うように指導した。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果
― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―

・トレーニングジムを利用した職員のうち１名は体重２
キロが減少し、他１名は体脂肪が３ポイント減少した。
・血圧、体重・体脂肪計を定期的に測定した職員の内、

それ以前は血圧が150以上あった者1名が130～140
台となった。また、その他の職員もそれぞれ健康に
対する認識が高まった。

　この取組みにより、職員各自の健康に対する意識
が高まったと思われるので、今後とも設置した血圧計、
体重・体脂肪計を活用し定期的に計測を行い、職場
としても職員の健康に関する取組みを推進していき
たいです。

　職員各自の健康に対する意識が高まったと思われ
るため、今後とも職場全体で継続的に健康について
の取組みを行っていきたいです。

企業DATA

■企  業  名：トータルネット 株式会社
■代  表  者：代表取締役社長　松田  亮
■所  在  地：浦添市牧港1-51-1
■電　　話：098-879-7447
■資  本  金：1,000万円
■業　　種：運送事業
■従業員数：10名

代表取締役社長　松田  亮

運転業務が主体で日常的に運動不足になりがちなので、継続的な運動
習慣を身に付け、職員の健康に対する意識を高めます。

血圧計 体重・体脂肪計
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　これまで自身の歩数を意識している人は少なく、健
康力アップを意識して過ごしている人は少数でした。
健康力アップ事業をきっかけに、健康意識が向上し
た方が多数おり、これを継続していけるよう取組んで
いきたいです。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

①事業の発表と健康経営宣言。

②フィジカルに関する健康講座の実施。

③対象者の体力測定を実施。

④対象社員に活動量計を貸与し、事業所ごとに歩数
や点数を競い、バランスボールを設置しての運動の
実施。

⑤期間内に一度、全事業所対象の交流会の実施。

⑥事業終了後に社内報告会と表彰。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①対象者各人が、日頃から歩数等を気にして生活する
ようになった。

②対象者の大多数で体力測定の結果が全体平均で
1.7ポイント向上した。

③全体の1日で平均歩数が当初に比べ1,346歩増加した。

④各人が健康情報について自発的に話題に出すよう
になった。

⑤ゲーム性を取入れた事で、楽しみながら健康を意識
することが出来た。

⑥この事業を機会に、他事業所との交流も図ることが
でき、事業所間のコミュニケーションを深める良い
機会となった。

　毎年9月から12月までを健康力アップ期間として設
定し、再度同様な取組みを行います。

■次年度に向けての取組み

18. 取組企業の紹介

株式会社 フォスタ
事業所対抗！
ココロとカラダの健康力アップ事業

企業DATA

代表取締役　呉屋  智仁

■企  業  名：株式会社 フォスタ
■代  表  者：代表取締役　呉屋  智仁
■所  在  地：浦添市伊祖4-21-11
■電　　話：098-870-0442
■資  本  金：1,000万円
■業　　種：健康サービス業
■従業員数：95名

健康創造企業でありながら、自身の健康力アップの取組みとしては
不十分であるため、ゲーム性を取入れた事業を行い健康力アップや
コミュニケーション力向上を図ります。

※13ｐにピックアップ記事あり
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19. 取組企業の紹介
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有限会社 マルケイ圧送
自分の健康は、自分で守る！

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

　腕時計型活動量計を装着し、1日7,000歩以上歩く
目標を立てて取組んだ。
　同活動量計は脈拍計、体脂肪燃焼計の機能も有して
おり、安静時、運動時それぞれ確認しながら取組んだ。

・浦添運動公園にてウォーキング（日常の生活含め）
　60分（月、水、金）週3回
・自宅にて毎日
　ラジオ体操、腹筋20回
・会社にて
　腹筋ベルトを活用し、腹囲の減少を目指した。
　ランニングマシン（会社の備品）を使用
　100分（週3回）

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
・活動量計の活用により、体脂肪率38％から35％に
減少しました。
・腹筋ベルトの活用により腹囲が3センチ（88㎝から
85㎝）減少しました。
・ウォーキングは多い時で1日8,000歩～10,000歩達成
しました。

・脈拍測定の結果では、取組み時100回/分から事業
周期には70回/分と正常値の範囲に改善されました。
・健康に対して意識向上を図ることが出来ました。

・次年度以降も、健康管理は自分で守る！を目標に
継続して健康意識向上を図っていきます。 
・本事業で購入した活動量計及び腹筋ベルトに加えて
自社の備品も活用し、社員の健康づくりの習慣化を
図ります。

　今まで、運動不足を解消する取組みが中々無かっ
たですが、本事業をきっかけに継続的に習慣付けて
健康に留意したいです。

企業DATA

■企  業  名：有限会社 マルケイ圧送
■代  表  者：代表取締役　砂川  惠信
■所  在  地：浦添市伊祖1-20-3
■電　　話：098-877-8194
■資  本  金：300万円
■業　　種：生コンクリート圧送業
■従業員数：9名

代表取締役　砂川  惠信

日頃の現場作業がハードなことから体調の管理が十分でない場合、
思わぬ事故に繋がることが懸念される、一方でメタボ傾向にある職員
が見受けられるため、対象者を選定し、健康に対する動機付けや運動
不足解消に向けた継続的な運動習慣を推進する。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　本事業をきっかけに、健康管理を継続的に習慣付
けるように留意したいです。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―
①全体会議の際「高血圧などの生活習慣病予防、腰
痛予防について」の講師（医師）による健康講話を
開催し、会社全体で健康増進に取組んだ。

②血圧計を会議室に設置。現在、血圧項目で有所見
があった方は、毎日、血圧測定・記録を行う。また、
全従業員に血圧記録用紙を配布し、希望者も毎日
血圧測定を行い、自分自身の健康管理に努めた。

③製本作業に携わる従業員に腰部骨盤ベルトを配布
し、腰痛の予防に努めた。

④上記①～③を開始し、5ケ月経過後に全体会議にて
社内報告会を行った。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①社員の健康づくりへの関心が高まった。特に「高血
圧」に関する健康講話では、関心を高く持つ社員が
増え②の毎日の血圧測定に繋がった。

②血圧計を社内に設置したことにより、気軽に測定が
出来るようになった。また、習慣化に繋がった。

③現在、腰痛がある人は腰痛ベルトを着用し、さらに
①の講話で教えてもらった「重い荷物を運ぶ際の

注意する点」に気を配るようになっている。

④平成30年1月19日（金）開催の全体会議にて、社内
報告を行った。血圧測定が習慣になり、自分の体調
の変化と血圧について感じることができ、体調管理
が出来るようになったとのこと。また、人間ドック、
検診等で血圧有所見者は、通院するきっかけに
なったとのこと。

　血圧測定については、会社で声かけを続け、測定を
し、健康管理に努めます。朝、全体ラジオ体操を行い、
腰痛を起こさないようストレッチを入念に行って作業
に入ります。また、ベルトを着用し、腰部への負担を
軽減させるようにします。

■次年度に向けての取組み

20. 取組企業の紹介

沖縄製本 株式会社

企業DATA

代表取締役　外間  政朝

■企  業  名：沖縄製本  株式会社
■代  表  者：代表取締役　外間  政朝
■所  在  地：南風原町兼城577
■電　　話：098-889-1356
■資  本  金：3,000千円
■業　　種：製本加工業
■従業員数：33名

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る。

血圧レコーディングチャレンジ＆
めざせ腰痛 0（ゼロ）作戦
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21. 取組企業の紹介
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沖縄高速印刷 株式会社
楽しくロコモ予防で健康力ＵＰ事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①ロコモ予防講座

②ロコモ予防講座ロコモ度チェック
　「立ち上がり」「2ステップ」「ロコモ25」の3つの
チェック

③ロコモ予防体操教室

④運動器具を使ってリフレッシュ
　１．バランスボール（大・小）
　２．歩数計
　３．ストレッチポールその他（体重計）

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
１．ロコモ度チェック事後の結果（実施後のアンケート）
28名全員回答「立ち上がり」「2ステップ」「ロコモ25」
回答：良くなった 約64％
２．ストレスの軽減（実施後のアンケート）ストレス
チェック表　回答：良くなった 約35％
３．自分の現状を知ることで食生活、運動習慣を改善
したいと思った（実施後のアンケート）
　回答：はい 約92%

4．実施後のアンケート（気づき：ベスト3）
　1位：歩数が気になる 約85％
　2位：体重が気になる 約60％
　3位：食事の質、量が気になる 約35％
５．実施後のアンケート
  （今後の目標に向けての取組み：ベスト3）
　1位：休日には体を動かす 約57％
　2位：間食(スナック菓子等)の量・回数を見直す 約50％
　3位：お酒(ビール・泡盛等)の量・回数を見直す 約35％

　次年度も歩数計、体重測定、運動器具を使い継続
的に実施して、アンケート分析に基づき、各個人の目
標に沿って、引き続き生活習慣の改善を意識し、健康
維持を推進していきます。
①歩数計、体重測定の記録の実施。
②アンケート実施（半年ごと）による各個人目標との
　比較で維持管理。

　従業員の健康が一番ですが、実際、本事業を活用
するまでは、このような取組みはありませんでした。
　本事業をきっかけに、従業員の皆さんへは運動習
慣の取組み、また、生活習慣の見直しも意識してもら
いたいです。これからも継続的に実施し、職場で健康
で働ける環境を整えたいです。

企業DATA

■企  業  名：沖縄高速印刷 株式会社
■代  表  者：代表取締役社長　久場  憲一
■所  在  地：南風原町字兼城577
■電　　話：098-889-5513
■資  本  金：1,000万円
■業　　種：印刷業
■従業員数：28名

私たちは日頃から運動を行う習慣がないため、今の筋力がどのくらい
なのか？さえも知らない状態です。この機会に自分の体の状態を知り、
そのデータをもとにロコモ予防運動を取入れ、生活習慣の見直し、
運動習慣を意識して健康維持に取組みます。



食生活 生活習慣運動 飲酒

38

事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　健康管理は自己管理が当たり前という、社内の考
え方が変わりました。会社が社員の健康に対して投
資を行うことで、社員一人ひとりの意識改善に繋がり、
健康に対して改めて関心を持つことが出来ます。
　今後も継続して健康づくりに取組みたいと思います。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

・外部講師を招いて、腰痛・メタボ予防の講習を行った。

・各自、目標体重を設定し体重記録表への記入、管
理。若しくは腰痛等対策の為、毎日実施する目標を
掲げ記録表にて管理・実施。

・腰痛対策・軽減の為、バックジョイ（椅子に置くタイ
プの骨盤ポジションを正しく無理なく姿勢を保てる
もの）の導入。

・筋力アップ、ストレッチをより効率的にする為、トラ
ンポリン、ストレッチポールの導入。

・シートマッサージャー（椅子に置くタイプのマッ
サージシート）の導入。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　講師を招いてストレッチ講習を行ったことで、社員
の意識改善に繋がりました。
　ある社員は講習をきっかけに日々のストレッチ等
を自宅でも行った結果、硬くて出来なかった開脚が出
来るようになり、各々成果を実感しています。
　目標体重等を設定し、記録表にて管理することで

維持することや、大きな変動を防げました。筋力アッ
プ・腰痛・肩こり軽減の為に購入した機器類を併せて
使用することで、効率的にストレッチ等が出来ています。
　仕事上、腰痛・肩こり等が慢性的にあるので、シー
トマッサージャーを設置することで不調が軽減でき
ています。

　補助事業で購入したバックジョイ等を活用し、補
助事業終了後も腰痛・メタボ予防の為、引き続き実施
していきます。

■次年度に向けての取組み

22. 取組企業の紹介

株式会社 えがおの花
腰痛・メタボ予防で健康に！！

企業DATA

代表取締役　宇根  幹雄

■企  業  名：株式会社 えがおの花
■代  表  者：代表取締役　宇根  幹雄
■所  在  地：与那原町字東浜78-5
■電　　話：098-943-7817
■資  本  金：1,000千円
■業　　種：介護福祉業
■従業員数：30名

・業務上の肩こり、腰痛、膝痛の予防・軽減ストレッチ、体操等。
・協会けんぽ検診にて体重コントロールをし、健康増進を図る。

シートマッサージャー

※15ｐにピックアップ記事あり

ストレッチポール

ストレッチ講習 トランポリン
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社会福祉法人 馬天福祉会
生活習慣病予防に関する事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①参加人員は25名でしたが、職員全員が健康に対する
意識が高まりました。

②食生活の改善とストレッチング体操普及等により、目
標の2～4Kℊを達成する事が出来ました。体脂肪計を
活用することで健康に対しての意識が高まりました。

③規則正しい生活と栄養バランスのとれた食生活が
身につくようになりました。

④ストレッチング体操でストレス解消が図られ、体重・
体脂肪の減少に繋がりました。

①H29年9月9日（土曜日）生活習慣病予防に関する
講演会開催。

②馬天福祉会（馬天・船越・愛地友遊保育園）3園に
職場の健康力アップ支援事業に参加するため、協力
依頼のチラシを掲示する。

③体脂肪計、3園に設置し職場検診の結果を基に体重・

体脂肪計を全員が10月1日から測定を開始する。

④園内にストレッチング体操の図を掲示し、家庭でも
体操が出来るように職員に配り健康に対する意識
を高めた。

⑤全職員が食生活の改善で炭水化物を控え、バランス
を考えた野菜を意識して毎食とるように心掛けた。

　次年度も、体重や体脂肪を継続して測定し、食生
活の改善とともにストレッチング体操も引き続き行い、
健康に対しての意識の向上を図って行きたいです。

　今回の職場の健康力アップ支援事業で全職員が
健康に対して意識の向上を図ることが出来てよかっ
たです。

企業DATA

■企  業  名：社会福祉法人 馬天福祉会
■代  表  者：理事長　宮城  清助
■所  在  地：南城市
■電　　話：098-949-7213
■業　　種：第2種社会福祉事業
■従業員数：82名

船越保育園  副園長　金城  俊明

健康診断の結果、肥満や高血圧の診断を受けた職員が昨年に比べ増加
傾向にあるので、毎日体重・体脂肪の測定、食生活改善の実践により、
職場全体で健康管理に対する意識を高めます。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　今までは、健康は個人の責任！という風潮がありま
したが、会社が主体的に取組む事で従業員にも会社
の想いが伝わり、「自分自身の責任だけじゃない」と
理解してもらえて良かったです。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

・ウェアラブルヘルスウォッチを従業員に貸代し、着
用してもらった。しかし、工事現場で着用するため
機械部分に汗が浸透しやすく、また防塵耐久性など
想定していたよりも耐久性が低く、常に着用すること
が難しかったため、各個人毎の血圧測定も実施し、
血圧管理を実施した。
・現場都合により会社に朝よれる人は、抜き打ちで
アルコールチェッカーによるアルコールチェックを
実施し、現場直行直帰の職員については、現場に
アルコールチェッカーを持って行ってもらい、不定期
ながらアルコールチェックを行ってもらい、飲酒量を
控える意識を持たせた。
・体重が減っているかなど、健康に関する社内報告会
を実施した。

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
・数人については体重減少（もっとも減少が大きかった
参加者は-9㎏）が見られ、健康意識が向上している。
血圧測定した経過を見ると、3名ほど改善が見られ、
そのうちひとりは常に148～85だった血圧が128～78
と改善が見られた。

　　他の者については大きな変化はみられなかったが、
昼の弁当に味の濃いものから野菜中心のものに変更
するなど、以前よりも食生活に気を付けるようになった。
・不定期ながらアルコールチェッカーを使用する事で、
適正飲酒を意識させることが出来た。

・別途2台アルコールチェッカーを追加購入し、会社と各
現場に配置し朝の朝礼時に日々確認出来るように計画中。

・ウェアラブルヘルスウォッチについては、想定していたよりも
耐久性が無く、現場作業で使用しにくかったが、壊れた場合
には適宜追加購入しながら従業員に使用を続けてもらう。
・血圧測定は会社保有の血圧計で適宜実施し、健康診断
結果をもとに島の保健室の保健師を活用して生活習慣
病の予防に努めていきたい。

■次年度に向けての取組み

24. 取組企業の紹介

有限会社 南成土木
脱！！ 高血圧！！ 継続的な生活習慣予防！

生活習慣病を予防する事で従業員の長期的な就業を達成し、会社経費
の削減を徹底できるようにすることで会社の発展に寄与出来る事を
目的とする。

企業DATA

取締役　長濱  豪

■企  業  名：有限会社 南成土木
■代  表  者：代表取締役社長　長濱  洋子
■所  在  地：宮古島市
                      伊良部字長浜1352-1
■電　　話：0980-78-5674
■資  本  金：3,000万円
■業　　種：建設業
■従業員数：7名
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株式会社 シルバーサポートでいご
健康意識を高め、イキイキ働く！
「肥満・腰痛・不定愁訴」改善・予防事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

・運動習慣、食生活改善に関する健康講座の実施。

・専門家による実技を交えた健康セミナーの実施に
より、腰痛や肩痛を予防・解消し、健康状態を維
持・改善する取組みを実施。

・肥満予防、生活習慣病予防のための健康管理を行
えるよう、活動量計による計測を実施。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　  腕時計型活動量計を利用することで、1日の歩数や
消費カロリーを知ることができ、エレベーターを使わ
ずに階段を使うなどの意識が芽生え、７人中５人の従
業員が、1日の平均歩数358歩の増加に繋がりました。
　また、腕時計型活動量計とスマートフォンを連動さ
せることで、食事のカロリーや栄養価を知ることがで
き、体重減少には至りませんでしたが食生活の改善に

繋がりました。
　さらに従業員同士でのコミュニケーションも増え、
チームワークの向上にも繋がりました。
　今回、腰痛や肩痛予防のストレッチや移乗の方法
等、健康づくりを実施することで、腰痛の訴えが減り、
快適に業務に取組むことが出来ました。

　次年度以降も腕時計型活動量計を活用し、健康に
対しての意識を継続的に持ち続けます。
　定期的に講座を実施し、健康知識を深めます。

　本事業をきっかけに健康に関心を持ち日頃の業務
でも活かせるよう、継続的に行いたいです。
　腰痛予防のストレッチ等、自宅でも実践出来るも
のを学べてよかったです。

企業DATA

■企  業  名：㈱ シルバーサポートでいご
■代  表  者：代表取締役　西平  壽政
■所  在  地：糸満市字糸満1458
■電　　話：098-996-2445
■資  本  金：1,000千円
■業　　種：介護事業
■従業員数：15名

担当者　西平  彩花

肥満や高血圧による生活習慣病を予防するために、健康教育、継続的
な運動習慣、食生活改善の実施により、健康状態の改善を図る事業を
実施します。
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事 業 の 目 的

■企業・担当者の声
　運動習慣がある社員が少なく年齢的にも40代以上
が多く、健康に気を付ける必要性は認識していました
が、実行できていない現状がありました。
　本事業を機に今まで以上に健康に留意していきた
いです。

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
①9月、11月、2月にスタジオボディ＆ブレインの運動
指導士の和田芳勝氏にお願いし、健康講座を開催。
それぞれ9月6名、11月5名、2月7名の社員が参加し
ました。自宅で出来る簡単な体操や足の裏を刺激す
ることで柔軟性が上がる等、具体的な指導で分かり
やすくてよかったです。「今後自宅で行う」等の社員
の意見が聞かれました。

②活動量計を全社員に配布し、日々の歩数を記録して
もらいました。全体の平均は約4500歩と目標値の
半分弱でしたが、一部職員は今まで車を使用してい

た近所の買い物や通勤を徒歩に変えることで、開始
時と比べて平均約2000歩増加した社員もいました。

③血圧計を事業所に設置し、測定後記録を行いました。
血圧計があることで個々の血圧値の把握、高血圧に
対する予防の意識をすることが出来ました。

④運動器具を２種類購入し、事業所に設置して実施
後記録を行いました。日々運動習慣のある社員が
少なく、行った社員が限定されていましたが「気軽
に運動出来る」と好評でした。

①運動習慣や健康体操に関する講座の実施。

②活動量計を配布し、日々の歩数、生活パターンを
把握し記録した。

③血圧計を事業所に設置し、日々の健康状態の把握をした。

④運動器具を事業所に設置し、昼休み等に運動する
機会の確保をした。

　引き続き活動量計にて日々の歩数を測定し、また
血圧の随時測定を行いながら次年度に行われる健康
診断の結果と合わせて社員全体で健康の意識を高
め、必要に応じて改善努力を行い、経過を観察して
いきます。

■次年度に向けての取り組み

26. 取組企業の紹介

合同会社 たんでぃがーたんでぃ
社員が健康で働き続けられる職場づくり事業

企業DATA

代表社員　花城  周作

■企  業  名：合同会社 たんでぃがーたんでぃ
■代  表  者：代表社員　花城  周作
■所  在  地：宮古島市平良字島尻1430
■電　　話：0980-72-5288
■資  本  金：1,000千円
■業　　種：介護業
■従業員数：14名

仕事上、高齢者の健康状態には大変留意していますが、日々の忙しさ
の中で、社員個々の健康づくりまで手がまわっていない現状があります。
車通勤、車移動での仕事で歩く機会も少なく、血圧が高い社員もいます。
この機会を通して、会社全体で健康に対する意識を高め、定期的な運動
習慣、健康状態の把握により健康状態の維持・向上に努めていきます。
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有限会社 川良山交通
目指せ腹筋との再会！！
トレーニングと腹筋力アップで体質改善事業

■実施内容  ― 当事業で実施した取組内容について ―

事 業 の 目 的

①平成29年9月29日～9月30日
　体幹トレーニング器と体脂肪計を社内に設置。骨盤矯正器を椅子に設置、
腹式呼吸器を参加者に配布と同時に使用方法と効果を説明。
　参加者に体重、腹囲測定を記録し、4ヶ月後の目標を決めてもらう。

②平成29年10月1日、器具使用と測定開始。

③平成29年10月1日、体幹、腹式呼吸、骨盤矯正について、参加者が器具の
効果や必要性などをより理解してもらう為に社内に掲示板を設置。

④平成29年11月5日、1ヶ月分測定結果を参加者に中間報告。

⑤平成30年1月31日、終了。

■次年度に向けての取組み ■企業・担当者の声

■事業成果　― 事業成果、社内での変化や取組んだ感想について ―
　年配の社員が多いので体幹を鍛えることと腹筋力
アップで足腰を強くし、つまづき防止や腰痛予防など
に繋がる事を期待して取組みました。
　4ヶ月の取組みで体重はマイナス1.5Kg～2Kgが3名、
腹囲はマイナス1cm～2cmが6名、2cm～3㎝が5名、
数値としてはあまり変化がみられませんでしたが、参
加者から体幹トレーニング器使用後は「体が柔らかく
なった気がする」、「腰痛が楽になってきた」等の他、
「むくみが取れる」という感想も多く、運転中座りっ
ぱなしでむくむ事の多い乗務員から喜ばれています。
　腹式呼吸器は空き時間にどこでも取組むことが出
来ると好評です。

　骨盤矯正器は事務作業時に背筋が正され、猫背
防止に繋がっています。
　体重記録は毎日行うことが難しく不規則な測定に
なり、取りまとめに時間がかかってしまい、本来の業務
時間では出来ずに時間外の作業で苦慮しました。
　事業を始めると社員の健康を考えてくれる会社に
対し、社員からは感謝の言葉を頂き、事業を通してコ
ミュニケーションが増えたように感じます。
　また、外来のお客様にも見える場所に設置してい
るので事業に興味を持つ方が多く、社員の健康を考
え行動している会社と、良い評価も頂いています。

　緩やかに体重や腹囲の減少がみられるので、引き
続き今回購入した器具を使い、筋力アップに努めた
いです。

　今回の事業は健康を意識する良いきっかけになり
ました。また、来社されるお客様からも社員の健康
を考えている会社と良い評価を頂き、社員からも感
謝の言葉を頂いております。事業を通し社員とのコ
ミュニケーションも増えたように感じます。
　事業終了後も継続し、いつまでも元気に働ける身
体づくりに取組んでいきたいと思います。

企業DATA

■企  業  名：有限会社 川良山交通
■代  表  者：代表取締役　平良  祐助
■所  在  地：石垣市石垣527-14
■電　　話：0980-88-1777
■資  本  金：5,000千円
■業　　種：自動車運送業
■従業員数：25名

代表取締役　平良  祐助

社員の殆どが運動不足や座位姿勢の業務のため、生活習慣病のリスクが
高く、筋力アップ、腰痛予防、肥満減少を目指し、健康状態の改善を図る。
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4. 支援企業一覧

■平成29年度 職場の健康力アップ支援事業　支援企業等一覧 （27事業所）
企業・団体名№ 紹介ページ代表者

17ｐ

18ｐ

19ｐ（7ｐ）

20ｐ（9ｐ）

21ｐ

22ｐ

23ｐ

24ｐ

25ｐ

26ｐ

27ｐ

28ｐ

29ｐ

30ｐ

31ｐ（11ｐ）

32ｐ

33ｐ

34ｐ（13ｐ）

35ｐ

36ｐ

37ｐ

38ｐ（15ｐ）

39ｐ

40ｐ

41ｐ

42ｐ

43ｐ

株式会社 山浩商事

トラストコミュニケーション 株式会社 

株式会社 エスペレ

嘉手納町商工会

有限会社 フジ砕石

株式会社 イナワ

社会福祉法人 幸福義会 花のいろ保育園

大城税理士事務所

株式会社 アイティオージャパン

税理士法人グローアップサポート

株式会社 ビック沖縄

税理士法人 ダイヤモンド経営

株式会社 クロックワーク

國場経営事務所

リウコン 株式会社 

合同会社 琉

トータルネット 株式会社 

株式会社 フォスタ

有限会社 マルケイ圧送

沖縄製本 株式会社 

沖縄高速印刷 株式会社 

株式会社 えがおの花

社会福祉法人 馬天福祉会

有限会社 南成土木

株式会社 シルバーサポートでいご

合同会社 たんでぃがーたんでぃ

有限会社 川良山交通

山端　康成

松田　　穣

濱畑　直哉

渡口　彦則

高江洲苗美

稲福　善二

仲田　竜一

大城　逸子

伊藤　貴庸

宮城　秀敏

下地　政秀

山内　　竧

伊志嶺　哉

國場　浩明

大城　正治

久場　章大

松田　　亮

呉屋　智仁

砂川　惠信

外間　政朝

久場　憲一

宇根　幹雄

宮城　清助

長濱　洋子

西平　壽政

花城　周作

平良　祐助

小売業

サービス業

障害者福祉事業

団体

産業廃棄物処理業

建築資材販売等

保育園

税理士事務所

小売業

税理士法人

ブライダル業

税理士法人

食品微生物検査

社会保険労務士事務所

製造業

介護施設

自動車運送業

健康サービス業

コンクリート圧送

製本加工業

印刷業

介護福祉業

保育所

建設業

通所介護サービス

訪問介護事業

自動車運送業

業 種 等 所 在 地

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

名護市

名護市

名護市

嘉手納町

沖縄市

宜野湾市

宜野湾市

宜野湾市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

那覇市

西原町

西原町

浦添市

浦添市

浦添市

南風原町

南風原町

与那原町

南城市

宮古島市

糸満市

宮古島市

石垣市

※（　）内は「ピックアップ記事」の紹介ページ
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5. 事業の実施状況

北部地区セミナーの様子 中部地区セミナーの様子

宮古地区セミナーの様子 八重山地区セミナーの様子

※時間は各地区とも14時～16時（セミナー：14時～15時）【開催日程及び会場】

【セミナー＆説明会のプログラム】
①セミナーテーマ　「職場の健康づくりは正に経営戦略そのものである」
　講師：社会保険労務士等
②説明会　事業概要、公募要領等　
　説明者　コーディネーター大山俊雄（社会保険労務士）
③個別相談

那覇地区セミナーの様子

【セミナーの趣旨】 
「経営者の健康がその企業の最大の経営資源である」との説が流布されて久しいが、近年では従業員の
健康づくりに配慮する企業の経営手法が注目を集めるようになりました。
企業にとって大切な人材である従業員の健康づくり（保持・増進）を積極的に行うことは、生産性及び
企業イメージの向上に繋がります。
また、職場の健康づくりを企業組織の活性化、経営力の向上等の経営課題と捉え、その実践を図ること
は経営戦略を構築するうえで、重要な位置を占めるようになりつつあります。本セミナーは事業者の
皆様に「従業員の健康づくりに積極的に取組むことが企業の経営力の向上に資すること」の気づきを
目的として開催いたします。

■セミナー・事業説明会の様子

セミナー＆事業説明会
平成29年度 職場の健康力アップ支援事業

◆
◆
◆
◆
◆

那 覇 地 区
宮 古 地 区
八重山地区
北 部 地 区
中 部 地 区

： 平成29年 6月16日（金）
： 平成29年 6月19日（月）
： 平成29年 6月20日（火）
： 平成29年 6月21日（水）
： 平成29年 6月22日（木）

《会場》 沖縄県教職員共済会館八汐荘
《会場》 宮古島商工会議所ホール
《会場》 石垣市商工会ホール
《会場》 北部会館　4階研修室
《会場》 いちゅい具志川じんぶん館市民活用室
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■事業普及に伴う周知活動

「新聞広告掲載及び新聞記事紹介」

チラシ

新　聞

A4チラシ表面「取組企業・団体募集」 A4チラシ裏面「取組企業・団体募集」

平成29年6月7日  琉球新報（ちょbit）  

新
聞
記
事
に
て「
職
場
の
健
康
力
ア
ッ
プ
支
援
事
業
」が
紹
介
さ
れ
ま
し
た

平成29年6月8日
沖縄タイムス 記事掲載（インフォ）

平成29年6月9日　琉球新報 記事掲載（読者ひろば）

平成29年6月15日　沖縄タイムス 記事掲載

取組企業・団体募集チラシ

事業所訪問や沖縄県商工会連合会、那覇商工
会議所等の経済団体及び各保健所等を通し、
県内全域に配布。
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支援機関名称

沖縄県保健医療部健康長寿課 沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰）
☎　：098-866-2209
FAX：098-866-2289

沖縄県内の健康づくり活動や機運を盛り上げるため、
職場や地域で積極的に取り組む団体を表彰します！

全国健康保険協会沖縄県支部（協会けんぽ沖縄） 福寿うちな～運動（福寿うちな～健康宣言）

健康経営優良法人認定制度

☎　 ：098-951-2246
FA X：098-951-2017
WEB：https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa

【支援内容】
事業所と協力して、健康づくり学習会の実施、ウォークマップを
配布しウォーキングの推奨を行うとともに、保健師による
保健指導の実施などを行います。

メンタルヘルス対策支援事業（無料）
【支援内容】

【認定･表彰等】

受賞団体を広報していきます！

健康づくり応援サイト

・テレビ（CM、番組ミニコーナー） ・ラジオ（CM、公開生放送） 
・新聞・パンフレット ・イベント など

・「健康おきなわ２１ホームページ」 
　健康に役立つコンテンツが満載！
http://www.kenko-okinawa21.jp/

・「経営者・リーダー必見 ! 沖縄県企業の健康経営」
　健康経営の始め方や事例等を紹介しています！
http://www.kenko-okinawa21.jp/okinawahealthaction/

・「職場でできる健康づくりモデル」 
　取組内容と効果、進め方のポイント等の情報を
　効率的に把握できます！
http://www.kenko-okinawa21.jp/officehealthaction/ 

概 要

本事業以外の支援情報

健康宣言をした事業所の中から、特に優秀な健康経営に取
り組んでいる中小企業、中小規模の医療法人を経済産業
省・厚生労働省が定めた基準に基づき選出します。

☎　：098-868-4402
FAX：098-862-6793

厚生労働省　沖縄労働局
ひやみかち健康経営宣言　登録事業事務局
（沖縄労働局 健康安全課 内）

ひやみかち健康経営宣言
【認定･表彰等】

職場コミュニティーにおける「ゆいまーる」精神の健康づくり
から、沖縄経済の飛躍と健康長寿復活に取り組む運動です。

☎　：098-859-6175
FAX：098-859-6176

沖縄産業保健総合支援センター

① 個別訪問支援・管理監督者研修
② 専門スタッフ（産業保健相談員等）による相談
③ 産業医等による相談・指導
④ 産業保健研修
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