
従業員の健康が会社の力になる！ 

従業員が健康で働き続けられることは，従業員自身だけ

でなく事業所にとっても大きなメリットを生みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所から 
職場での健康づくりのご提案 
 
 

簡単にできることから始めませんか 

「従業員の健康は気になるけど，何をしたらいいかわか

らない」「時間も費用も余裕がない」という事業所様にオ

ススメの取組を集めてメニューにしました。 

 

 

 

 
 

  

 

  

生産性の向上 

職場のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

従業員の活力アップ 

欠勤率の低下 

会社の 

イメージアップ 

従業員の確保・定着 

金銭的負担の 

軽減 

保険者の負担軽減 

個人の保険料負担軽減 

リスク 

マネジメント 

事故・不祥事・労災発生

の予防 

 旭川市保健所 保健指導課 

旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 

TEL ０１６６－２５－６３６５ 

FAX ０１６６－２５－１１５１ 

平成3１年4月 

★ ９０日間体重測定チャレンジ 

★ TRY on 体組成計！ 

★ 出前健康講座 

★ 階段用消費カロリーステッカー等の提供 

★ 健康づくりプラス１体操の DVD 提供 

★ 「卒煙コンテスト」開催の支援 

いずれも費用は¥０！ 
 

協賛：スポーツクラブJOYFIT旭川 
ホリデースポーツクラブ旭川 

   カロリロ 旭川パルプタウン店 
   スポーツクラブJOYFIT旭川 



90日間体重測定チャレンジ 

 

【協 賛】 

スポーツクラブJOY FIT旭川 

ホリデイスポーツクラブ旭川 

カロリロ旭川パルプタウン店 
 

 

 

 

 
 ★出勤したら毎日，職場で体重測定 

★歩数計をつけて記録 

★スタート・中間・終了時の「体組成測定」 

体脂肪率・筋肉量・基礎代謝等を測定し，身体の内側から成果を確認。 

★運動や食事について健康教室（オプション） 

保健師・管理栄養士・運動指導スタッフの派遣 

★スポーツクラブの無料体験（オプション）  

利用にあたっての詳細は，保健所へお問い合わせください。 

 

※保健所で体重計・歩数計を貸し出します。 

※オプション内容は断りなく変更することがあります。 

※事業所数が募集の定員に達した場合，申込みを締め切らせていただきます。 

※１クール目は「６月３日」，２クール目は「９月２日」， 

３クール目は「１２月２日」がスタートとなります。 

 

 

 

 

  

内 容：職場で体重と歩数を測定するだけ（90日間） 

対 象：市内に所在する事業所 

申込み：体重が気になる方もそうでない方も，職場で 

５名以上のチームを組んでエントリー 

はかる

わかる

気づく

変わる

体重・歩数の記録 
計画の実行 

日常生活の振り返り 

行動を評価する 
改善して次につなげる 

目標・計画を立てる 

無理をしないから 

長く続く 

仲間と取り組む 

から楽しく続く 

「毎日記録すると，食

べ方や身体の動かし方

など体重が増える原因

がわかるね」 

 参加事業所様の声  

参加した従業員の健康意識向上だけでなく，まわ

りの従業員にも好影響を与えることができました。

改めて“歩く”ことの大切さも理解できたと思います。 

これからは，“健康経営”がキーワードになると思い

ます。心や体が健康で，初めて良い仕事ができる

ということがより認識されていくと思います。 

市内A株式会社様 

Plan Do 

Check Action 



★体組成を計ると何がわかるの？ 

体重・体脂肪率に加え，筋肉量， 
基礎代謝，内臓脂肪レベルなどから８つの体型タイプを判定。 

食事や運動内容の参考にすることができます。 
 

★職場に伺います 

★短時間（１人３分程度）でOK 

昼休みなど少しの時間で行うことが出来ます。 

★アドバイスシートをお渡しします  

希望する方には保健師が結果を説明します。 

 

 

 

 

 

  

もっと手軽に 

体験したい！ 

内 容：素足で体組成計に乗るだけ 

対 象：市内に所在する事業所 

申込み：体重や内臓脂肪が気になる方，スタイルを維持したい方など 

どなたでも 

３分あればできる！簡単健康チェック 

TRY on 体組成計！ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 参加事業所様の声  

とても簡単な測定でしたが、従業員そ

れぞれの健康状態を認識することがで

きました。結果表を各自真摯に受け止

め、自分の健康に対する課題を見つ

けたように感じます。 

市内B会計事務所様 



  

出前健康講座 

 
★生活習慣病に関する働き盛り特有の健康課題と 

その予防についてお伝えします 
 

★職場に保健師・栄養士が伺います 

お申し込みは約１か月前までにお願いします。 
所要時間は４０～６０分程度です。 
詳細はお問い合わせください。 

まずは話を 

きいてみたい 

それは大変！ 

ボクたちも，いつま

でも元気に働くため

にできることから取

り組みたいね。

ねぇ，知ってる？ 

旭川市民は心筋梗塞や狭心症などの 

虚血性心疾患で亡くなる人の割合が 

国や道と比較して高いんだよ。 

死亡数は男女とも３０歳代から 

増えるんだって。 

 

講座名 コース 

１ 

「今から始めようメタボ予防」

(全 2回) 

 

１－① からだ編 

体組成測定～体脂肪・筋肉量・基礎代謝等のチェック 

メタボの基礎知識と忙しくてもできるプチ運動等の紹介 

１－② 食事編 

外食・中食の選び方の工夫，かしこい食事の取り方 

2 

「高血圧には負けないぞ！」

(全２回) 

２－① からだ編 

血圧測定，血圧の基礎知識，仮面高血圧， 

正しい自己管理方法等 
２－② 食事編塩分チェックシートを使ったチェック，減塩のポイント 

３ 

「自分の血管年齢を知ろう」 

 

３ からだ編 

血管年齢測定（加速度脈波測定） 

動脈硬化のメカニズムと若々しい血管を保つための 

食事・運動のポイントを紹介 



★階段を活用した運動量アップの取組です。 

階段利用を促進するポスターや消費カロリーが記載されている

ステッカーを階段に貼ることで，従業員の方が日頃から意識し

て階段を使うことを促します。 

 

★保健所にお申し込みいただくと，ステッカー等を提供

いたします。また，旭川市のホームページからもダウンロード

できますので，ご活用ください。 

・消費カロリーステッカー 

・階段活用促進ポスター 

・階段活用の効果や食事・運動に関する標語 

 

ご活用いただいた事業所様には，写真とともに事業所名をWeb

等 で 紹 介 さ せ て い た だ き ま す 。 保 健 所 （ E-

mail:hokensidou@city.asahikawa.lg.jp）までデータをお送り

ください。 

 

階段用消費カロリーステッカー等の 

提供 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

階段使用による消費カロリー ここまで  

0.5 kcal 

まずは日々のちょっとした工夫から 

階段をのぼるのが 

思わず楽しく 

なっちゃうね。 ０円で 
階段フィットネス！ 

市内C株式会社様 市内D金融機関様 

 参加事業所様の声  

以前から「節電」と「健康」のため「荷物がないときは階段を使おう」と啓

発していましたが，ポスターを掲示したことで更に健康への意識が高まり

ました。 

「健康経営」に取り組むと、一般的には保険料削減などの業績

につながる部分や、イメージアップによる採用活動への反応も

ありますが、やはり実際に笑いのある職場（健康な従業員が働

く職場には笑顔がある）が生産性の向上とモチベーションUP

につながることが一番ではないかと考えています。 

市内C株式会社様 

  



  

ホームページやQRコード

からボクたちが体操してい

る動画が観られるよ。 

♫ 

♩ 

♪ 

★健康づくりプラス１体操とは 
２分で身体の筋肉をまんべんなく動かすことができる全身運動です。 
１0分程度の散歩を１日に数回行う程度の運動でも，肥満，糖尿病，高血圧等に対する予防効果が認

められています。 

仕事を始める前の準備体操等としてご活用ください。 

★DVDを提供します 

★体操を撮影し，Webにアップ 

ご協力いただける事業所様には，体操の動画と事業所名をWeb等で紹介させていただきます。動画撮

影の際は保健所（TEL２６－２３９７）までご連絡ください。 
 

健康づくりプラス１体操の DVD提供 

 

 

 

 

 

 
 

とっても簡単だから 

誰でもすぐできちゃう
の。 

短時間で全身運動ができるオリジナル体操（体操指導・監修：健康運動指導士 佐賀綾美） 



 

 

  

 

参加者は禁煙方法の選択 

  ●「気軽に挑戦したい」 

   →まずはひとりで（「禁煙サポートアプリ」等の利用も）  

  ●「楽に止めたい」 「何度も失敗している」 

   →禁煙外来へ（※） 

※ 最も楽な卒煙方法は禁煙外来 

・禁煙は離脱症状との戦いです。離脱症状を減らす働きのある貼り薬（ニコチンパッチ）と

飲み薬（バレニクリン）の助けを借りながら、楽に止める方法（禁煙治療）があります。 

・市内には禁煙外来治療を受けられる医療機関が５１カ所あります。禁煙外来ではニコチン

依存症と診断された方に薬が処方され，１２週間で５回の診療が基本となります。治療終了

後は8割の方が禁煙に成功しています。 

・保険による禁煙治療対象者：35歳以上の方は「喫煙年数×1日喫煙本数=200本以上」、

３５歳未満の方は「２００本以下」でも対象 

・費用 3割負担の場合 合計1万3千円～２万程度の自己負担になります。 

事業所で実施していただくことは 

「卒煙コンテスト」開催の支援 

 

従業員の中に「タバコをやめたいのにやめられない」とあきらめている方はいませんか。 

卒煙には“意志”だけでなく，挑戦するきっかけづくりやサポートが必要です。 

事業所として，卒煙に挑戦する機会を作ることで，従業員の健康をサポートしませんか。 

 

 

★従業員に職場として卒煙対策に取り組みたいことを宣言！ 

★事業の企画 

●コンテストの開催時期を決める 

●物品の準備（募集チラシ，エントリー用紙，表彰他） 

様式はダウンロードできます 

●独自企画もOK 

例）卒煙を頑張る従業員の交流の場としてミーティングの開催や 

卒煙者からの体験談・支援者のメッセージの配信など 

 

★参加者の募集・とりまとめ 

 

 

 

 

★卒煙成功者の認定と表彰 
84日間以上（３か月間）の卒煙に成功した方の「卒煙コンテストゴール報告書」を受理・表彰 
 

参加者の募集や取組前の心構えに保健所の「出前健康講座」と組み合わせることで効果アップ！ 

 

事業所ぐるみの禁煙対策 

旭川市版 

禁煙外来マップ 



 

 

 

 

 

 

健康づくり 

    メニューブック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ：旭川市保健所 保健指導課 

旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階 

TEL ０１６６－２６－２３９７ 

FAX ０１６６－２５－１１５１ 

E-mail hokensidou@city.asahikawa.lg.jp 

ホームページはコチラ 


