大崎 働く人の健康・体力づくり運動
～ 発足からの取り組みと今後の活動発展に向けて ～
「大崎 働く人の健康・体力づくり運動」は、大崎地域の事業場と関係機関が連携して「健康づ
くり運動」推進に取り組むことにより、それぞれの状況に応じた「疲労のない余裕を持って仕事
が出来る体力づくり」等の健康経営が促進され、大崎地域の労働者の心身の健康維持・増進、健
康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的として、平成25年度から取り組んできた
運動です。
県内の定期健康診断有所見率は増加傾向が続いており、昨今は、新型コロナウイルス感染症に
よる基礎疾患保有者の重症化が報じられるなど、労働者の健康保持・増進と合わせ、基礎疾患の
予防・改善が求められるところです。また、厚生労働省から示されたエイジフレンドリーガイド
ラインでは、働く高齢者の特性に配慮した職場づくりとともに、労働者自身も自らの健康づくり
に積極的に取り組むことが必要とされています。
本運動に参加し、運動を習慣化するとともに、労働者の健康保持・増進、生活の質の向上に努
めましょう。
令和2年度からは、大崎地域に限らず、宮城県内の事業場を対象に、（公社）宮城労働基準協
会のホームページからWebによる参加申し込みが可能となっています。
働く人の健康と安全が経営基盤として重視されていますので、是非ご参加ください。

基本方針

実施者

①

誰でも、どんな企業でも簡単に参加できること

②

健康増進が実感できる取り組みであること

③

地域全体で取り組める活動であること
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健康づくりでみんな元気に！

◆ 定期健康診断有所見率の推移 ◆
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参加企業の声

※ 過去の参加企業に対し実施したアンケート結果により収集した事例です。

大崎働く人の健康体力づくり運動に参加して・・・
① 良かった点
 体力づくりの運動期間は、毎週、運動セミナーやウォーキングなど、内容・テーマを変えて取り組めたこと。
 運動教室を通して、楽しく汗をかき体力アップだけではなく、参加者のコミュニケーションの場であったりスト
レス発散につながり、次年度もやりたいという声もきかれたこと。
 歩数アップチャレンジへの参加で、参加者自身が普段の歩数を意識するようになった。部署によっては、連帯感
をもって取り組む姿勢がみられたこと。
 普段歩くことに無意識でいたが、歩数アップチャレンジに参加しウォーキングに関する会話や歩数に興味を持ち
意識するようになったこと。
 歩数アップチャレンジに参加していない人も普
健康・体力づくりへの関心が高まった
9
段の自分の歩数に興味を持ち始めたこと。
有所見率が改善された労働者がいた
3
 アンケートを毎年行うことで、個人で運動され
体力測定の結果が全社的に改善された
1
る方が増えてきたこと。
体力測定の結果が改善された労働者がいた
5
 労使合同で開催するスポーツイベントに参加す
労働者の生活習慣の改善が図られた
7
る方が年々増えていること。
コミュニケーションが良くなった
9

② 苦労した点（難しかった点）
 参加人数が増えない。参加者が固定化されてしまう。
 本来参加して欲しい対象者（運動習慣のない人、有所見者等）の参加が得られない。
 定時後の実施でしたが、業務都合で参加できなかったり、一般募集で強制参加ではないため、本当に参加して欲
しい方（有所見者等）が参加するのは難しいと感じた。

③ 工夫した点
 全社員に向けて、身近に取り組めるところから始めることをテーマに、社内で実施している毎朝のラジオ体操の
活用や、日常生活でのちょっとした生活習慣改善の取り組みを呼び掛けたこと。
 年間計画を立てて実施したこと。（あらかじめ時間と費用取りが出来た。）
 参加した人には、会社独自に参加賞を用意したこと。
 労使合同で開催するスポーツイベント終了後、参加者に感想を聞き、参加されない方に感想を聞かせ、次回開催
時の参加者を増やすようにした。
 スタンプカードを用い、一定回数以上参加した人には景品をプレゼントしたこと。
 歩くことだけではなく、保健所に指導していただいた運動を取り入れたこと。

④ 取組の成果
 運動実施の前後で体力測定の結果が向上した。
【数値アップの例】※心がけたこと：毎日体重測定、歩数毎日8000歩、風呂上がりのストレッチ
シャトル
項目
握力
閉眼片足立ち
上体起こし
長座位前屈
取組
スタミナテスト
前

27.4㎏

22秒

19回

9.5㎝

320m

後

30.0㎏

40秒

20回

10.9㎝

336m

 社内全体の雰囲気として健康づくりの意識が高くないため、工場長が率先してウォーキングに参加したのが、
多くの従業員に浸透し意識が高くなったと感じる。
 歩数アップチャレンジに参加した方などは、歩く意識が向上したと思う。
 健康に関する意識が向上した。

⑤ 今後の課題（これまでに参加した事業場が掲げている主な課題）







運動をすすめたい方が参加するような取り組み方法や集め方を検討すること。
会社として従業員の健康についてどう関わるかを考える必要があること。
健康で働けることの重要さと効果を、管理職に理解していただき、有所見率の低下へ繋げていくこと。
参加者を増やすために、組織的な呼びかけや、魅力的な内容・インセンティブを検討すること。
施設・設備の有無に関わらず、他の事業所でも取り組める実施内容を検討すること。
大崎地区が健康づくり運動を行っているという事の、行政としての（企業を通してではなく）市民への通知や参
画意識向上の施策を行っていくこと。
 企業は、65歳定年制度を見据える上で少子化や労働人口の減少を考慮し、より一層健康促進運動に取り組むこと
により、現在の30～40代の年代が、50代、60代でも健康に不安がなく就労できるようにすること。

関係者からのメッセージ
「働く人の健康・体力づくり」の必要性について
「働き方改革」への対応が求められる中で、企業を取り巻く環境は課題山積で大変厳しい状況にあります。労働
災害をみれば、長期的に減少傾向にあるものの、全国の死亡者数は年間千人弱、休業４日以上の死傷者数は約12万
人、長時間の過重労働等によって脳・心臓疾患や精神疾患で労災認定される全国の死亡者数は年間200人近く、定期
健康診断の有所見率は年々増加して全体で約54％、仕事で強い不安や悩み、ストレスを抱える労働者は全体の6割強
などとなっています。
また、科学技術の著しい伸展、働き方・価値観の多様化、少子高齢化等に伴い、労働安全衛生をめぐる環境は大
きな変化・変革が生じています。
このような中で、誰もが安全で心身ともに健康で働ける職場をつくるためには、「働く人の健康・体力づくり」
に取り組むことが益々重要となっています。
そして、これは労働者のためだけでなく、企業が生産性を向上させ、持続的に成長していく原動力となるもので
あり、企業戦略として不可欠な取組に位置づけ、経営トップの明確な方針の下で労働者の参画を得て、創意工夫を
凝ら
しながら自主的な取組を進めていくことが重要となっています。
平成25年度から取り組んできた「大崎 働く人の健康・体力づくり運動」は、労働者のモチベーションの向上、生
産性の向上も期待されるものであり、着実にその効果が実感されるようになってきています。
是非、多くの企業とそこで働く人々にこの運動に参加しながら工夫を凝らした取組を進めていただき、心身とも
に健康でみんな笑顔で働ける魅力ある職場づくりにつながることを願っています。

岩渕労働環境改善研究所代表（労働衛生コンサルタント）岩渕 範好（運動発足当時：古川労働基準監督署長）

大崎働く人の健康・体力づくり運動の始まり
平成24年7月に宮城労働基準協会古川支部内に衛生管理部会が設立されました。大崎地区では以前から旧三本木町
の故伊東市男先生を中心に産業保健活動が活発に展開されていたこともあり、衛生管理部会においては主要テーマ
として健康づくりが掲げられました。伊東先生のご指導もあり平成25年1月に大崎健康づくり運動準備委員会が設け
られ、労働基準協会古川支部（衛生管理部会）が事務局を受け持つことになりましたが、そこで強調されたのが
「働く人の体力づくり」でした。単に「健康づくり」ではなく、あえて「健康・体力づくり」運動とされたのは、
体力づくりについての伊東先生の強い思いがあったからです。伊東先生はかねがね「健康とは何か。有所見者でも
元気に活動できれば健康。そのために一番大切なのは体力づくり。」と強調されていました。
その後、3月に第2回準備委員会、5月にトップセミナーが相次いで開催されて、「大崎健康・体力づくり運動」が
スタートしたのは平成25年6月17日でした。その基本は、①誰でも簡単に取組め、②長続きし、③楽しくやれる、
体力づくりでした。
以来、「大崎健康・体力づくり運動」は今年で7年目を迎えます。今は東北大学の黒澤一先生のご指導の下、関係
機関が一緒になって新たな取組みを進めていますが、健康・体力づくり運動の基本は今も引き継がれています。運
動の仕方は時代とともに変わると思いますが、伊東先生の思いをベースにこの運動が大崎地区のみならず全県、全
国に広がることを願っています。

宮城労働基準協会本部相談役兼事業部長 髙橋 広（運動発足当時：宮城労働基準協会古川支部事務局長）

～メッセージ～
「大崎働く人の健康・体力づくり運動」は全国に例をみない、大変すばらしい取り組みです。心からその精神に
賛同し、また、その学問的意義についてもその重要性を認識し、できうる限り、応援させていただきたいと思って
おります。地域の企業の皆様には、その趣旨とメリットについて十分にご理解をいただき、積極的に参加していた
だきたいと切に思っております。
企業にとって、働く人は貴重な戦力であり、財産ではないでしょうか。また、働く人にとっては、職場は自分の
存在意義を与えてくれる場であり、生きがいの場となれば最高ではないかと思います。働く人が喜びをもって、自
分の能力を100%発揮することが、企業と働く人にとっての幸せにつながると信じます。そうなるために、企業は働
く人の環境や衛生対策に積極的にとりくみ、働く人は健康な体で元気にパフォーマンスを発揮する、お互いの努力
が必要です。
ただ、頭ではわかっていても、実際に行動を伴うまでに大変なのが現実です。企業と働く人、双方にそれは共通
することです。職場で音頭をとる人がいれば、サークルや仲間で運動を楽しんだりバーベキューしたりできるで
しょう。会社の考え一つで、喫煙対策したりメタボの教室をしたりすることができるでしょう。「大崎働く人の健
康・体力づくり運動」は、地域の公的機関がスクラムを組み、そのきっかけを提供する試みです。体を動かすこと
は、人間の健康の基本中の基本です。身体活動の低下が現代の生活習慣病やメンタルヘルスの根源にある大きな要
因になっているのです。
現行の働き方改革の本質がどこにあるのか、まだ見えていないというのが本音ではないでしょうか。対応に追わ
れて、大切な部分を忘れてはなりません。働く人の健康を守ることが、会社をよい方向に導いてくれるはずです。
一つでも多くの企業が運動に賛同いただいて、参加いただき、社員とともに将来を考えていくチャンスにしてもら
えれば幸いです。

東北大学環境・安全推進センター、東北大学大学院医学系研究科産業医学分野
教授・統括産業医
黒澤 一

～ 宮城県大崎保健所からのお知らせ ～
従業員の健康づくりに
働く人向けの事業をご活用ください！
■アクティブ出前講座
事業所に保健所の保健師・管理栄養士がお伺いして、健康づくり
全般に関する出前講座を実施しています。
内容は、従業員の健康課題やご要望に応じて調整します。
実施の日程や時間もご要望に応じますので、お気軽にお問い合わ
せください！
アクティブ出前講座

【テーマ：健康づくりに関すること】
 食生活
 たばこ・受動喫煙
 がんの予防
 ストレス
 地域の健康課題 等

■健康づくり教材の貸出

■みやぎウォーキングアプリ

食品の食塩量、適正飲酒量、ジュースの砂糖の量など、
見ただけで分かる模型やパネル等を貸出しいたします。

宮城県では、みやぎのスマートアクション
「あと、１日、15分（1500歩）歩く」を目指すた
め、「みやぎウォーキングアプリ」を配信しています。

【こんなものがあります！】
 フードモデル（食品サンプル）
 体脂肪模型
 タール模型
 各種パネル 等

〔アプリの機能〕
 県内のウォーキングコースの紹介
 各地で県内36のキャラクターが登場
 歩数アップで景品ゲットのチャンスもあります
①まずはアプリをダウンロード！

■健康かわら版
食生活、運動、たばこな
ど、健康づくりに役立つ
様々な情報を発信して
います。
カラー版が必要な方は、
『おおさき健康ナビ』に掲
載されているバックナン
バーをダウンロードいただく
か、下記メールアドレスま
でご連絡ください。

あるくと

②「みやぎウォーキングアプリ」に参加！
【団体会員認証
追加】を押す

【お問合せ先】
宮城県大崎保健所健康づくり支援班
電 話（0229）87-8010
メール nh-thbke@pref.miyagi.lg.jp

宮城県団体コード
「miyagiken」と入
力し【次へ】を押す

グループ（居住エリア）を選択して
【OK】を押すと団体登録完了！

～ アプリを使って楽しく歩数アップ！ ～

大崎地域で働く皆様の健康づくりを応援する情報満載の
ホームページ「おおさき健康ナビ」もご活用ください!!

おおさき健康ナビ

検索

みんなで取り組もう！
1

やめよう！
夜のおやつ

2

歩 こ う！
あ と １ ５ 分

3

め ざ せ！
受動喫煙ゼロ

手洗い・
マスクも
忘れずに！

お問合せ：（公社）宮城労働基準協会 古川支部 （ＴＥＬ：0229-23-2257）
本 部 （ＴＥＬ：022-265-4091）

（令和2年10月作成）

