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２０２０年 旭川市版 

 

あさひかわ地域企業の健康づくり推進会議 

旭川商工会議所 あさひかわ商工会 全国健康保険協会北海道支部 旭川市 

 
 

従業員の健康は会社の財産 

資料２ 
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•従業員は定期健康診断を受けている□

•従業員はがん検診を受けている□

•健診結果を受け，保健指導や医療機関受診につなげている□
•従業員に対して，生活習慣病予防に向けた情報提供や健康教育を行っ
ている□

•職場で食生活や運動等に関する健康づくりに取り組んでいる（例：低カロ

リー飲料提供・食生活に関するパンフレット配布・ラジオ体操・イベントへの参加等）□

•健診結果等に基づき，事業所の健康課題を把握している□

•従業員の喫煙状態を把握し，必要な禁煙支援の制度を活用している□

•事業所内は完全禁煙にしている（敷地内・建物内）□

•メンタルヘルス不調の防止のため，ストレスチェックを実施している□

•休養がとりやすい体制や制度がある□
•健康経営，産業保健サービスや労働に関する相談・支援窓口を知って
いる□

▶健康な職場づくりのために，チェックリストにそって，職場における健康づくりの取組

状況を確認しましょう。 

▶チェックがつかない項目があった場合には，健康づくりや相談窓口などの情報を紹介し

ていますので，ぜひご活用ください。 
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▶定期健康診断は，事業主が実施することが労働安全衛生法で義務づけられています。また，労働者も事業者

が行う健康診断を受ける義務があります。詳しくは，北海道労働局又は旭川労働基準監督署までお問い合わせ

ください。 

▶掲載内容等は変更になる場合があります。詳細は直接お問い合わせください。 
 

 

 

 

 

事業名 検査内容 受診対象年齢 自己負担額 問い合わせ先 

一般健診※ 

診察等，問診，身体計測，血圧測定

視力・聴力検査，尿検査，血液検査

心電図検査，胸部 X 線検査，便潜血

反応検査，胃部 X 線検査、 眼底検

査(医師が必要と認めた場合のみ) 

 

35～74 歳 

（75 歳の誕生日前日

まで） 

 

7,169 円 

※眼底検査 79 円 

協会けんぽ北海道

支部保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☎011-726-0361 

子宮頸がん検診 
（単独検診） 

問診・細胞診 20～38 歳で 

偶数年齢の女性 

1,039 円 

付加健診(*)  
尿沈渣顕微鏡検査、肺機能検査、 

血液学的検査、生化学的検査、眼底

検査、腹部超音波検査(腹部ｴｺｰ) 

 

40 歳と 50 歳の方 

 

4,802 円 

乳がん検診(*) 問診,マンモグラフィー 40～74 歳の偶数年齢

の女性 

40～48 歳：1,686 円 

50～74 歳：1,086 円 

子宮頸がん検診(*)  

問診,細胞診 36～74 歳の偶数年齢

の女性 

※36 歳と 38 歳は単独

受診も可 

1,039 円 

肝炎ウイルス検査(*)  
HCV 抗体検査 

HBs 抗原検査 

35～74 歳 

※過去に肝炎ウイルス

検査を受けていない方 

 

624 円 

事業名 検査内容 料金（税抜） 問い合わせ先 

日帰り人間ドック 

身体計測,循環器系検査（血圧測定･心

電図）,視聴覚検査（聴力,視力・眼底

検査）,呼吸器系検査（胸部 X 線・肺

活量），消化器系検査（便検査・胃部

X 線又は胃カメラ）,腹部超音波検査,

血液検査,尿検査等 

36,000 円 

生命共済加入会員は助成あり 

旭川商工会議所 

企画総務部 

☎0166-22-8411 

生活習慣病予防健診 

身体計測,循環器系検査（血圧測定･心

電図）,視聴覚検査（聴力,視力・眼底

検査）,呼吸器系検査（胸部 X 線），消

化器系検査（便検査・胃部 X 線又は

胃カメラ）,血液検査,尿検査等 

16,500 円 

生命共済加入会員は助成あり 

法定健診 

身体計測,循環器系検査（血圧測定･心

電図）,視聴覚検査（聴力,視力）,呼吸

器系検査（胸部 X 線）,血液検査,尿検

査等 

約 6,000 円 

生命共済加入会員は助成あり 

オプション マンモグラフィー 

脳ドックほか 

健診を実施する医療機関によって異なります 

協会けんぽの生活習慣病予防健診 

定期健康診断・がん検診について 
 

旭川商工会議所の健診制度 

○協会けんぽ北海道支部の加入者（本人）が対象 

○会員企業の経営者・従業員とその家族が対象 

※一般健診は「労働安全衛生法第 66 条に基づく定期健診の検査項目」及び一部「がん検診」を含みます。 

(*)は一般健診に追加して受けられる健診。 

 



4 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

事業名 検査内容 料金（税抜） 実施時期 問い合わせ先 

法定健診 
（定期・雇入時） 

身体計測，血圧測定，視力・聴力検査，

尿検査，血液検査，心電図検査  

6,500 円 

 

年２回（４月と９月頃、

申込締切日等の詳細は

右記問い合わせ先へ） 

▶あさひかわ商工会 

☎0166-48-1651 

生活習慣病予防健診 上記検査に加えて，便潜血反応検査，胃

部 X 線 

11,400 円 

 

オプション検査 

ピロリ菌検査，腫瘍マーカー検査，

アレルギー検査，軽度認知障害ス

クリーニング検査，心臓・動脈硬化検

査，脳梗塞・心筋梗塞リスク検査ほか 

1,400～18,000 円 

事業名 検査内容 受診対象等 料金 問い合わせ先 

特定健康診査 

身体計測・血圧測定・血液検

査・尿検査 

※条件を満たす方のみ，心電図

検査・眼底検査・貧血検査 

旭川市国民健康保険加入

者で 40～74 歳の方 

実施時期：5 月 1 日～3 月 31 日 

500 円 

(前年度非課税世帯の

方は無料) 
▶旭川市国民健康保険課 

☎0166-25-9841 

年齢拡大健診 
身体計測・血圧測定・血液検

査・尿検査 

旭川市国民健康保険加入

者で 35～39 歳の方 

実施時期：5 月 1 日～3 月 31 日 

500 円 

(前年度非課税世帯の

方は無料) 

後期高齢者医療健診 
身体計測・血圧測定・血液検

査・尿検査 

後期高齢者医療加入者 

実施時期：6 月 1 日～3 月 31 日 

無料 旭川市国民健康保険課

後期高齢者医療係  
☎0166-25-8536 

事業名 検査内容 受診対象 
費用【自己負担金】 

（国保加入者） 
問い合わせ先 

胃がん 

胃部 X 線 40 歳以上の市民 500 円(300 円) 

▶旭川市保健所健

康推進課健康推

進係 

☎0166-25-6315 

ピロリ菌検査 ・20 歳の市民の方 

・国保加入者のうち 

35.40.45.50.55.60.65.70 歳の方

（※特定健診と同時受診が条件） 

500 円 

肺がん ①胸部 X 線 

②(必要時)痰の検査 

40 歳以上の市民 ①200 円 

②500 円(400 円) 

大腸がん 便潜血検査 40 歳以上の市民 600 円(300 円) 

乳がん(女性） 

マンモグラフィー 40 歳以上の女性(偶数年齢） 40 歳代 

900 円(300 円） 

50 歳以上 

700 円(300 円） 

子宮がん(女性） 

①子宮頸部細胞診 

②①と問診結果に応

じて体部細胞診 

20 歳以上の女性(偶数年齢） ①700 円(300 円) 

②1,200 円(300 円) 

HPV 検査 20～40 歳代の希望者 

※子宮がん検診と同時受診が条件 

①または②に 

＋500 円(＋300 円) 

歯周病健診 歯周病の検査 30.40.50.60.70 歳,妊産婦 500 円 

あさひかわ商工会の健診制度 

旭川市のがん検診等 
種類により実施場所が異なりますので事前に御確認の上，予約をしてください。巡回検診
で受診する場合は，予約不要で当日会場で申込みできます。 
70 歳以上の方，非課税世帯の方は自己負担額が免除されます。詳しくは担当課にお問い合

わせください。 

旭川市国民健康保険の特定健康診査等 

○会員企業の経営者・従業員とその家族が対象 

旭川市国保加入者で特定健診対象者の方には，毎年 4 月下

旬頃，後期高齢者医療健診対象者の方には５月下旬頃に市
から受診券を送付しています。 
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※健康保険組合に加入の方は,加入している保険組合に直接お問い合わせください。 

 

 

 
【食や運動・健康等に関する情報が知りたい】 

事業名 内容 対象 料金 問い合わせ先 

特定保健指導 
健診後の保健指導 

特定保健指導等 ●協会けんぽ北海道支部の健診

を受診した方 

無料 ▶協会けんぽ北海道支部 
保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
☎011-726-0361 

●国民健康保険の特定健診・年齢

拡大健診を受けた方 

無料 ▶旭川市保健所保健指導課保健指導係 

☎0166-25-6365 

成人健康相談 
生活習慣病予防に関する

相談 

市民の方 無料 ▶旭川市保健所保健指導課地域健康づ

くり係 

☎0166-26-2397 

栄養相談 
食生活に関する相談 市民の方 無料 ▶旭川市保健所保健指導課栄養係 

☎0166-23-7816 

事業名 内容 問い合わせ先 

がん検診 

運動・歯の健
康等 

○健康かわら版あさひかわ 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/137/p003987.html 

○旭川がん検診のお知らせ・子宮がん検診チラシ等 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/index.html 

○歯周病ケア普及歯科健診 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/153/d052671.html 

○歯と口の健康リーフレット 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/140/d052672_d/fil/3.pdf（口の健

康） 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/140/d052672_d/fil/1.pdf（歯周病） 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/140/d052672_d/fil/4.pdf（お口の乾

燥） 

▶旭川市保健所
健康推進課健康
推進係 
☎0166-25-6315 

食生活 
レシピ紹介 

○食育を活用しませんか 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/index.html 

○旭川市版食事バランスガイド 
http://outwww.intra.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/1991/p001769_d/fil/baransu

gaido.pdf  
○野菜リーフレット 
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/1991/d063630_d/fil/4.pdf 

▶旭川市保健所
保健指導課栄養
係 
☎0166-23-7816 

生活習慣病予防 

○健康手帳  

http://www..city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/137/p001982.html 

○あさひかわ健康サポートマップ（ワンコイン検診・自己採血検査の実施施設，自動血圧計・
体組成計の設置場所，健康相談実施薬局） 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/137/d068075.html 

▶旭川市保健所
保健指導課地域
健康づくり係 
☎0166-26-2397 

感染症 

○感染症に関する警報・注意報 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syakaihukusi/0001/p004159.html 

○インフルエンザについて 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d053146.html 

○ノロウイルス（感染性胃腸炎）について 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d053148.html 

○腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ157 等）について 

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/p004126.html 

▶旭川市保健所
健康推進課保健
予防係 
☎0166-25-9848 

健康コラム 
事業所での取組事例等 

○健康事業所宣言事業所による健康づくりの取組事例集 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/cat070/kenkoujigyoushosengen/jireishu/ 

○はじめよう！ヘルシーライフ【健康コラム】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/cat070/column/ 

▶協会けんぽ北
海道支部企画総
務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
☎011-726-0354 

○健康経営ハンドブック  

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html 
▶経済産業省 

職場で活用できる健康づくり情報 

保健指導や健康相談を利用したい 

 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/137/p003987.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/index.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/index.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/index.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/index.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/index.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/index.html
http://outwww.intra.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/1991/p001769_d/fil/baransugaido.pdf
http://outwww.intra.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/1991/p001769_d/fil/baransugaido.pdf
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/1991/d063630_d/fil/4.pdf
http://www..city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/137/p001982.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/137/d068075.html
http://outwww.intra.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/index.html
http://outwww.intra.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d053146.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d053148.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/p004126.html
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/cat070/kenkoujigyoushosengen/jireishu/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/cat070/column/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html
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【社内における健康づくりに関する講演会や研修会の講師を依頼したい】 

 

【健康づくり事業・スポーツイベント等を活用したい】 

 

事業名 内容 対象 問い合わせ先 

出前健康講座 
メタボ・高血圧等の生活習慣病予防に関する講座

（保健師・栄養士の疾病や食生活の講話，体組成測
定，血管年齢測定，調理実習等） 

市内事業所 
▶旭川市保健所保健指導課 
☎0166-25-6365 

歯からはじめる健康づくり ・歯と口の健康に関する講話 市内事業所 ▶旭川市保健所健康推進課 
☎0166-25-6315 

出前健康づくり講座 

・健診結果の見方・考え方 
・健診と高血圧 
・健診と糖尿病 

・健診と脂質異常 
・よくわかるメタボリックシンドローム対策 
・タバコによる健康被害と禁煙成功のコツ 

健康保険委
員が在籍し
ている事業

所 

▶協会けんぽ北海道支部 
企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
☎011-726-0354 

出張健康講座 
医療や健康に関するテーマで医師・薬剤師・管理栄
養士・理学療法士等を派遣 

市内の各種
団体 

▶市立旭川病院地域医療連携課 
☎0166-24-3181（内線 5373） 

事業名 内容 対象 料金 問い合わせ先 

あさひかわ健康 
マイレージ事業 

健康づくりに取り組み，ポイントをためて
応募すると抽選で特典を進呈 

18 歳以上の市民，又は 
市内に勤務の方 

無料 ▶旭川市保健所健康

推進課 

☎0166-25-6315 

階段用消費カロリーステッカー 階段用消費カロリーステッカー・ポスター

等の提供（ダウンロード） 

市内事業所 無料 
▶旭川市保健所保健

指導課 

☎0166-26-2397 90 日間体重測定チャレンジ 
90 日間体重・歩数を測定記録し，保健師・

栄養士が生活改善をサポート 
※歩数計・体重計は貸し出します 

市内事業所（同じ職場

5 人以上でエントリ
ー） 

無料 

旭川市民体育の日 
旭川ハーフマラソン 

バーサーロペット・ジャパン 

各種スポーツイベント 詳細はホームページ等
で御確認ください。 

有料 
▶旭川市観光ｽﾎﾟｰﾂ

交流部ｽﾎﾟｰﾂ課 

☎0166-23-1944 

旭川市エコ通勤促進事業 
環境にやさしい通勤方法への切り替えの取
組。 

実施期間：５～９月 

市内事業所 無料 ▶旭川市環境部環境

総務課温暖化対策係 

☎0166-25-9724 

協会けんぽの 
「健康事業所宣言」 

特定保健指導の利用・再検査の受診勧奨・
独自の健康プランについて取組を宣言する 

【インセンティブ】 
①ホームページにて事業所名を公表 
②どさんこヘルスサポートサービスの特典

利用 
健康づくり賛同企業（スポーツクラブ等）

の施設を利用する際に,「健康保険証」の提

示で割引等様々なサービスを受けられる 
③事業所健康度レポートの送付 
④連携協定金融機関にて優遇制度 

⑤健康測定機器の無料貸出（血圧計・体組
成計・肺機能測定器・血管年齢測定器の貸
出）等 

対象・応募要件は協会
けんぽ HP をご覧くだ

さい 

無料 

▶協会けんぽ北海道
支部企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
☎011-726-0354 

事業所健康度レポート 
企業全体の医療費，健診受診率，特定保健

指導実施率など事業所の健康課題を「見え
る化」した資料の送付 

協会けんぽの健康事業

所宣言登録事業所 

無料 

たび旅ウォーキング 

ウォーキング歩数を「専用のウォーキング

マップ」に記録することで仮想の北海道一

週を目指す（初級・中級・上級あり） 

協会けんぽ北海道支部

加入者で勤務事業所に

「健康保険委員」がい

ること 

無料 

ラジオ体操の CD 等の貸出 

ラジオ体操の CD・DVD の貸出 協会けんぽ北海支部加

入事業所で，事業所の

健康づくり事業に理解

があり体操継続の意思

があること 

無料 

うちの職場で 

取り組みやすい 

としたら･･･ 
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【職場における受動喫煙防止対策についての支援】 

【たばこに関する情報が知りたい】 

 

 

 

【こころの健康・休息に関する情報が知りたい】 

 
 

事業名 内容 対象 料金 問い合わせ先 

禁煙サポート 

禁煙啓発ポスター（タバコの有害性に関

するポスターやリーフレット）の配布 

協会けんぽ加入事業

所 

無料 ▶協会けんぽ 

北海道支部 

企画総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☎011-726-0354  

たばこに関する 
健康講座 

受動喫煙の健康への影響や対策について

の講話（講師派遣） 

市内事業所等 無料 ▶旭川市保健所 

健康推進課 

☎0166-25-6315 

「卒煙コンテスト」 
開催の支援 

ポスター・募集チラシ・エントリー用紙，

表彰状等の媒体提供 

市内事業所 無料 ▶旭川市保健所 

保健指導課 

☎0166-26-2397 

受動喫煙防止対策 
助成金事業 

一定の基準を満たす喫煙所の設置・改修

にかかる経費の一部を助成。 

【助成額】 

(1)助成率 1/2（措置を講じる事業場が飲食

店の場合，2/3） 

(2)上限額 100 万円 

主に中小企業事業主 
 

▶北海道労働局 

☎011-788-7874 

事業名 内容 問い合わせ先 

たばこ 

禁煙分煙施設 

○統計・受動喫煙防止対策等の情報を掲載

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/142/index.html 

○禁煙外来 MAP 

▶旭川市保健所健

康推進課 

☎0166-25-6315 

事業名 内容 問い合わせ先 

こころの耳 

働く人のメンタルヘルス・
ポータルサイト 

こころの不調や不安に悩む働く方や，手助けするご家族の方，職場のメンタルヘルス対

策に取り組む事業主への支援や役立つ情報が掲載 

https://kokoro.mhlw.go.jp/ 
▶厚生労働省 

精神保健 

こころの健康 

こころの健康や病気・相談窓口等の情報が掲載 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/153/index.html 

▶旭川市保健所健

康推進課 

こころの健康係 

☎0166-25-6364 

ストレスチェック 

プログラム 

厚生労働省版「ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト 

https://stresscheck.mhlw.go.jp/ 
▶厚生労働省 

働き方・休み方改善
ポータルサイト 

働き方・休み方改善指標を活用した自己診断，企業の取組事例の紹介 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/ 
▶厚生労働省 

こころの健康づくり 

たばこ対策について 

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/142/index.html
https://kokoro.mhlw.go.jp/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/153/index.html
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
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【こころの健康づくり・職場での悩みについての支援】 

 
【産業保健関係助成金】○主に中小企業事業主が対象 

 

 

 

事業名 内容 対象 問い合わせ先 

旭川いのちの電話 
こころの悩み相談 

月～水曜日：9:00～15:30 木曜日：9:00～24:00 

金･土･日･祝日：24 時間 

どなたでも 
▶旭川いのちの電話 

☎0166-23-4343 

北海道いのちの電話 
こころの悩み相談 無休 ▶北海道いのちの電話 

☎011-231-4343 

こころの健康相談 
保健師による心の健康に関する相談 

平日：8:45～17:15 

旭川市にお住まいの方 
▶旭川市保健所 

健康推進課 

こころの健康係 

☎0166-25-6364 

メンタルヘルス 
出前講座 

自分自身のメンタルヘルスや周囲の方へのサポ

ート方法，うつ病予防や職場のメンタルヘルス対

策等 

市内に所在する事業所及

び各種団体 

心の悩み相談 
家庭問題や人間関係など生活全般に関する悩み

ごとや困りごとに関する相談 

火・木曜日（祝日除く）：10:00～15:00 

どなたでも ▶一般社団法人 北・ほっかいどう

総合カウンセリング支援センター 

☎0166-27-7611 

家庭生活相談 

家庭問題や人間関係など，日常生活全般の悩み事

についての相談 

土曜日（祝日除く）：10:00～15:00 

どなたでも ▶北海道家庭生活カウ

ンセラー旭川クラブ 

☎0166-27-6100 

事業名 内容 助成額 問い合わせ先 

ストレスチェック 
助成金 

産業医の要件を備えた医師と契約し，ストレスチェック

等を実施した小規模事業場に対し助成 

①ストレスチェックの実施に対する助成 

②ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見

陳述に対する助成 

①従業員 1人につき 500円

を上限として，その実費額 

②医師による活動１回に

つき 21,500 円を上限とし

て,その実費額 

（一事業場につき年３回

を限度） 

▶(独)労働者健康安

全機構 

☎0570-783046

（全国統一ナビダ

イヤル） 

職場環境改善 
計画助成金 

【事業場コース】 

ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ，専門

家の指導に基づき，職場環境改善計画を作成・実施した

事業所に対し，指導費用を助成 

【建設現場コース】 

ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ，専門

家の指導に基づき，職場環境改善計画を作成・実施した

建設現場に対して，指導費用を助成 

【事業場コース】 

一事業場につき 10 万円を

上限として，その実費額，

将来にわたり 1 回限り 

【建設現場コース】 

一建設現場につき 10 万円

を上限として，その実費

額，将来にわたり 1 回限り 

心の健康づくり
計画助成金 

メンタルヘルス対策促進員の助言・支援（訪問３回まで）

を受け，心の健康づくり計画（ストレスチェック実施計

画を含む）を作成し，計画に基づきメンタルヘルス対策

を実施した事業主に対し助成 

一律 10 万円（一企業につ

き将来にわたり 1 回限り） 

時間外労働等 
改善助成金 

職場意識改善コース 

所定外労働時間の削減，年次有給休暇取得促進に取り組

むこと等を目的として，外部専門家によるコンサルティ

ング，労務管理用機器等の導入を実施し，改善の成果を

上げた事業主に対し，その経費の一部を助成 

(1)助成率 

3/4（事業規模 30 名以下か

つ労働能率の増進に資す

る設備・機器等の経費が 30

万円を超える場合は 4/5 を

助成） 

(2)上限額 

100 万円 

▶北海道労働局 

☎011-788-7874 

※対象の詳細は直接お問い合わせください。 

※労働条件等関係助成金の一部を掲載しています。その他の助成金については厚生労働省ホームページをご覧ください。 
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事業名 内容 対象 問い合わせ先 

健康経営に 
関する相談 

健康経営や健康経営優良法人の申請に関す

る相談 

商工会議所の会員企業 
▶旭川商工会議所 

☎0166-22-8411  

産業保健 
サービスの提供 

労働安全衛生法に基づき，原則，労働者 50

人未満の小規模事業場の事業者や労働者に

対して，次の産業保健サービスを無料で提

供 

※要事前申し込み 

 

①健康相談 

生活習慣病予防やメンタルヘルス等の労働

者の健康管理に係る医師の相談 

昼間窓口 毎週木曜日：13:30～15:30 

夜間窓口 毎月第２木曜日：18:30～20:00 

（いずれも祝日を除く） 

②個別訪問による産業保健指導 

健康診断結果や健康管理等に関する医師に

よる指導助言 

③長時間労働者への医師による面接 

本人の心身の健康状態と就業上の措置につ

いて 

④高ストレス者への医師による面接 

ストレスチェック結果に基づく健康・保健

指導と就業上の措置について 

 

 

 

 

 

①②については，原則，労働者

数 50 人未満の小規模事業場の

事業主及び労働者 

③については，原則，労働者数

50 人未満の事業場において，

主に１か月あたりの時間外（休

日含む）労働時間が 80 時間を

超える者で本人が希望する者 

④については，原則，労働者数

50 人未満の事業場において，

高ストレスと判定された者の

うち，本人が希望する者 

 

▶旭川地域産業保

健センター 

☎0166-23-6007 

旭川総合労働
相談コーナー 

職場での悩みに関する相談 

専門の相談員が面接もしくは電話で対応 

9:00～16:30（土日祝日除く） 

労働者・事業主 
▶北海道労働局 

☎0166-35-5901 

労働相談ﾎｯﾄﾗｲﾝ 
月～金曜日：17:00～20:00  

土曜日：13:00～16:00 

（日祝日除く） 

▶北海道労働局 

☎0120-81-6105 

健康経営，産業保健サービスや労働に関する相談・支援窓口 
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「うちも健康づくり始め
ました」PR の取組 

●経営者自身が特定健診やがん検

診を受診する 

●健康づくり宣言の社内外への発

信(HP・社内誌・朝礼での宣言等) 

健診を受けさせる・健診
結果を活用する取組 

●がん検診の PR チラシを貼る（市

の HP でダウンロード可） 

●定期健診を扶養者も含めて受け

るよう声かけをする 

●健診で医療機関受診が必要と判

定された従業員等への受診勧奨の

声かけや会社で受診予約をする 

身体活動アップの取組 
●階段利用を促すステッカーの

掲示（市の HPでダウンロード可） 

●始業前や休憩時間にラジオ体

操やストレッチを導入 

感染症予防の取組 
●事業所の玄関に手指用アルコールを

設置する 

●トイレや水場に石けんとペーパータ

オルを設置する 

●手洗い励行・咳エチケットのポスタ

ーの掲示（市の HP でダウンロード可） 

心と身体の健康づくりの 
ための取組 

●栄養に関するパンフレットやリーフレット

を休憩室などに貼る（市の HP でダウンロー

ド可） 

●従業員のメタボ予防のための健康講座の開

催（保健所にて無料で保健師・栄養士派遣） 

●メンタル不調者への対応に関する従業員へ

の講座の開催（保健所にて無料で講師派遣） 

 
禁煙の取組 

●禁煙を促すポスターを掲示 

●禁煙外来の案内 

（市の HP でダウンロード可） 
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最近，従業員の健康づくりを会社ぐるみで行う企業が増えていることをご存じですか？ 

超高齢社会による労働人口の減少や人材不足の中，従業員の健康づくりを職場で積極的に

行い，働きやすい環境をつくることは，従業員の健康増進だけでなく，従業員の定着や新

たな人材の確保にもつながります。 

この冊子は，健康づくりの必要性を感じつつも，一歩が踏み出せない中小企業さんや個人

事業者さんに向け，「働く人」がいつまでも元気に働けるための，「コストがかからず今日

から始められる健康づくり」を紹介しています。 

あなた自身や家族，あなたの会社のために，活用していただければ幸いです。 

職場ぐるみの 

健康づくり 

 

従業員が健康であれば，持っている能力を十分発揮することができ，仕事の効率や生産性の向上，事故等

の予防であるリスクマネジメントにもつながり，従業員自身や事業者にとっても利益になります。 

旭川市は，従業員数が２０人未満の企業が約９割を占めますが，中小企業や個人事業者ほど一人あたりの

業務範囲が広く，病休や離職等の影響が業績に関わるリスクは大きくなります。一方，小規模ならではの

強みとして，事業主の意向が伝わりやすく，職場の状況をみんながよく知っているため，改善する方向性

が決まれば浸透が早いということがあります。 

１人で取り組む健康づくりは 

辛くて続かないよね～ 

職場のみんなとなら 

やれる気がする！ 

私たちもサポートします 
旭川商工会議所・あさひかわ商工会・協会けんぽ・旭川市 

健康への坂道 
健康への坂道 
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