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ヘルスデザイン株式会社
健康経営の取り組みについて

社員の健康が会社の未来。
私たちは社員の健康が会社の財産であり、会社の未来を⽀えるものだと信じています。

そのため、社員と組織の健康を考え、元気な会社をデザインしていくことを⽬的に健康経営に
取り組んでいます。そのことを健康企業宣⾔し、2018年8⽉9⽇に掲げています。

具体的取り組み項⽬としては、下記を掲げています。
「健診を100％受診。健診結果の活⽤。健康づくり環境を整える。⾷に取り組む。運動に取り
組む。⼼の健康に取り組む。禁煙に取り組む。」

健康経営を進める⽅法として、経営トップが推進させることはもちろんですが、社員全員が参
加して進めるため、毎⽉の健康ミーティングを開催し、健康課題の確認や取り組みの進捗状況
について話し合いを⾏っています。着実に推し進める体制を構築するため、社内では健康づく
り委員を選任し、中⼼となって取り組んでもらっています。また、健康相談として外部にも相
談もできる体制を整えています。

⾷や運動など⾝体的な健康、⼼の健康の両⾯からさまざまな取り組みを定期的に⾏い、全社員
の健康向上を⽬指して、今後も健康経営に取り組んで参ります。

代表取締役（共同代表） 坂本宣明 ⼤﨑陽平
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ヘルスデザイン株式会社 健康経営の
取り組みについて 弊社は2018年8⽉に健康企業宣⾔（step

１）を宣⾔し、銀の認定を受けました。
また、2021健康経営優良法⼈ブライト
500（中⼩規模法⼈部⾨）にも認定され
ました。
宣⾔は弊社ホームページおよび協会けん
ぽ東京⽀部にも掲載しております。

経営者含め全従業員が年間の健康づくり⽬標
を⽴て、３ヶ⽉ごとに進捗を振り返ります。

毎⽉１テーマのストレッチを掲⽰し、全体会
議のブレイクタイムに実施しています。

疲労回復セミナーの開催
外部講師をお招きして、セミナーを開催

職場の運動の取り組み

健康企業宣⾔の証（銀・⾦）
社内に掲⽰し、社員へ周知しています。
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社内で定期的に開催するイベント

5月のウォーキングイベントは、お知らせしている通り、「さつき ラン＆
ウォーク」に参加することとなりました。

在宅勤務や自粛が続く中、運動不足を感じている方もいらっしゃると思います
ので、この機会に、ウォーキングを習慣にしてみませんか？

2021/5/1〜2021/5/31

【実施要項】

開催期間：2021/5/1（⼟）〜2021/5/31（⽉）

種⽬：ウォーキングの部（個⼈戦・企業対抗戦）
企業対抗戦は、法⼈・事業所ごとの平均歩数で競いま
す。企業規模は関係ありませんので、がんばりましょ
う！

コース：⾃由

アプリ「スポーツタウンWALKER」を使⽤して、各⼈
が歩いた歩数が登録されます。
歩数を反映するには
・アプリ「スポーツタウンWALKER」のインストール
・ヘルスケア（iOS）、Google Fit（Android）への連携
・イベントへのエントリー
が必要になります。

https://satsuki-
runwalk.jp/individual/2021/

5月のウォーキングイベント「さつき ラン＆ウォーク」にご参加いただきあり
がとうございました。

訪問や在宅勤務で、歩く時間が取れない中ではありましたが、この1ヶ月間、歩
く意識をしていただけたのではないでしょうか。
イベントは終了しましたが、今後も歩く意識をしながら、健康な身体を維持し
ていきましょう！

結果・ランキング

平均歩数5687歩

総合ランキング
501位／1,157法人・事業所

参加人数別ランキング
（５〜９人）
165位／

社内ランキング

朝ごはん

朝ごはんを⾷べて
今⽇も元気に過ごしましょう！

脳のエネルギー
補給に

便通改善で
お腹スッキリ

脳のエネルギー源、

ブドウ糖をチャージ！

⽣活習慣病予防

・エネルギー不足や、
後に過食になってしまう
ことも．．
・1日分の栄養素を
2食で摂取するのは大変！

食べ物が胃に入ると

腸の動きが促進される

仕事に集中でき、

1日をイキイキと
過ごすための
スイッチON!

3食に分担することで
バランスの良い食生活

朝食を食べないと．．．

便通が良くなり

快腸に！

ベジ活

野菜を⾷べて
健康的な⾝体になりましょう
⽣活習慣病
予防に

疲労回復、
免疫向上に

• 野菜に多く含まれる
カリウムは、⾼⾎圧
予防に
• 緑⻩⾊野菜はLDLコ
レステロールの酸化
を防ぎ、動脈硬化の
予防に

ダイエット
に効果的
• ビタミンBは糖質が
体内でエネルギーに
変わる⼿助けをして
くれます
• 低脂肪・低エネル
ギーでかさ増しでき、
満腹感を得られます

• ビタミンBは疲労
回復にも効果◎
• ミネラルは免疫細胞
の材料→免疫UPに

・ビタミン
ヤ、ブロッコリー
・ミネラル（カルシウム、カリウム、鉄な
ど）
・食物繊維
・アミノ酸
・
ブロッコリー、かぼちゃ

⼩松菜
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フルーツジュース

キウイ

りんご

いちご

バナナ

みかん（柑橘類）

どんなフルーツを⾷べましたか？

フル活WEEK集計報告
3/15〜3/19にフル活WEEKを実施しました。みなさまアンケートへの回答のご協⼒ありがとうございました。
アンケートの集計結果をご報告します。

Q1.何かフルーツを⾷べましたか？（⽬安200g） Q2.どんなフルーツを⾷べましたか？

はい
86%

いいえ
14%

何かフルーツを⾷べましたか？

Q3.⼯夫したこと
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サラダにフルーツを混ぜた

間⾷に⾷べた

ジュースやスムージーを飲んだ

特に⼯夫はしていない

朝⾷に⾷べた

⼯夫したこと

Q4.⾝体の変化 Q4.気づいたこと

• 朝⾷にフルーツを追加して、午前中の腹持ちがよくなった気がした
• 毎⽇果物を２００グラム取るのは意識しないとできないと感じました。
• バナナは⼿軽に⾷べられるので、朝⾷にとても適していると感じます！
• 朝忙しい時でも、みかんも⼿軽に⾷べられるので良いと思いました！
• 果物は⽔分も多いため、喉の乾きも改善されました！⽔分補給がてらフルーツを⾷べるのも良さそうです。
• 寒い朝は冷たいフルーツが体を少し冷やしてしまうので、暖かい紅茶を飲むとGOOD！ということが分かりました。
• フルーツの良さが分かる良い機会になりました！

＜委員会よりコメント＞
フルWEEKを通して、フルーツの摂取による体調の変化を感じられました。
フル活WEEK終了後も、⽇常の⽣活にフルーツを取り⼊れた⽣活をすることで、腸内環境を整えましょう！

朝⾷に⾷べたという
⼯夫が多くみられました
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97%

3%

昨⽇はなにか温活をしましたか？

はい いいえ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

⼿⾸・⾜⾸・⾸を温めた

ストレッチを⾏った

⾝体を温める⾷材を⾷べた

どんな温活をしましたか？

フリーコメント＊気づいたこと

温活WEEK集計報告
1/18〜22に温活WEEKを実施しました。

みなさまアンケートへの回答のご協⼒ありがとうございました。アンケートの集計結果をご報告します。

Q1.昨⽇は何か温活をしましたか？ Q2.どんな温活をしましたか？

Q3.温活をしたことで、⾝体に変化はありましたか？

⾝体を温めることを意識して
1週間過ごせました

• 普段あまり意識していませんが、体が冷えてないか考えていると、
⾜元がやっぱり冷たくなりやすいなと気付きます。

• ⾝体は温まるが、⼿先の冷えがなかなか解消されません
• ⾸を暖めると体が冷えにくくなると思う
• ⾜元が温まると体感の冷えもやはり違うように思います。
• 意外と簡単な⼯夫次第で体を温められることがわかりました！
• 漢⽅を飲み始めました！
• 帰宅が遅くなると温まるものというより、⼿短なもので済ませてしまう
ことを実感しました。

• 感染予防のためにも温活を続けていきたいと思いました。

＜委員会よりコメント＞
温活WEEKを通して、⾃⾝の⾝体の冷えに気づいたり、普段の⽣活に少し⼯夫をするだけで⾝体が温まることを実感できた⽅が多いように思います。
まだまだ寒い⽇が続きますので、引き続き意識して⾝体を温めて、感染予防に努めましょう。
事務所にはホットカーペットを設置しており⾜元からの冷えを予防できますので、ぜひ活⽤してください。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

変化は感じなかった

その他

寝つきが良くなった

むくみが解消された

便通が改善した

⾝体が温かくなった

•味噌汁など温かいものを意識した
•鍋だったのでサイコーに温まった
• 333⼊浴法を始めてみました
•貼るカイロで腰を温めました
•ミストサウナ使⽤。

温活は1週間と短期間でしたが、
⾝体に変化を感じた⼈もいました

開催告知
パンフレット

結果の振り返りと評価
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ヘルスデザイン株式会社 健康経営の取り組み

外部への情報発信

作業姿勢に関する情報 ⼿洗い・うがいに関する情報 運動に関する情報 メンタルに関する情報

アルコールに関する情報 睡眠に関する情報 シニア⽀援に関する情報

新型コロナウイルス感染症流⾏に伴い、在宅勤務の環境が増えた時期（2020年5⽉、6⽉）に
弊社より７つのテーマについて情報を発信しました。（ https://health-d.co.jp/commentary/）

2020年4⽉に取引企業様に
ご協⼒いただき「在宅勤務
期間中での、健康を保つ上
での⼯夫と、困りごとのア
ンケート」を実施し、「在
宅勤務のアイデア集」とし
てまとめました。
コロナ対策としても有⽤と
ご評価いただいています。

「在宅勤務のアイデア集」
を作成
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ヘルスデザイン株式会社の
健康経営の取り組み体制図

坂本宣明
共同代表

⼤﨑陽平
共同代表

健康づくり委員

産業保健スタッフ
産業医・保健師

健康づくり委員会
外部相談窓⼝

ヘルスデザイン株式会社
健康経営推進組織の体制図

2021年


