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生産性を損なう『負のスパイラル』

休職者や健康不調者が多い

企業イメージ低下

従業員の満足度低下

新規採用↓・離職率↑ 他の従業員の負担増

従業員全体のストレス増

従業員の生産性低下

顧客の満足度低下

離職率が高い、定着率が低い

経費増・業績悪化

人手不足

不満増

業務過多

モチベーションの
低下

サービスの低下

顧客離れ

採用に影響

従業員への負担増



見えていないプレゼンティーズム（休職者予備軍）
をいかにに減らすかが重要

アブセンティーズム
（休職者・欠席者）

プレゼンティーズム
（休職者予備軍）

従業員の生産性の問題



生産性を向上させる『正のサイクル（好循環）』

企業の健康経営を推進

企業イメージアップ

企業へのエンゲージメント向上

新規採用↑・離職率↓ 働きやすい環境

健康意識の向上（健康不調者減）

従業員の生産性アップ

顧客の満足度向上

経費減・業績向上

労働環境の整備

従業員（人財）を意識

健康管理を推進

働きがいやモチベーション向上サービス品質の向上

顧客増・売上増

採用力向上

安定経営へ



休職者や健康不調者が多い

企業イメージがあまり良くない
健康経営優良法人等の取得による
企業イメージの向上

従業員の満足度が低い

企業の悩み 健康経営によるメリット

1

2

3

健康管理による休職者等の防止

職場環境改善による満足度の向上

離職率が高い、定着率が低い 従業員の健康を大事にすることによる
エンゲージメントの向上

4

人材採用ができない５ 健康経営が内外に浸透することにより、
企業ｲﾒｰｼﾞが向上、採用力強化へ

→健康経営は【コスト】ではなく【投資】と考えるべき

健康経営を目指すべき理由
生産性
業務効率

所属意識
所属価値

取引先との
関係

企業イメージ

人材採用



【助成金活用】
WS特別プランのご案内



おすすめの助成金活用の組み合わせ
項目 金額

①ストレスチェック実施促進のための助成金
ストレスチェック１従業員につき500円（税込）

医師による活動１回21,500円（税込）上限３回

②小規模事業場産業医活動助成金

【直接健康相談環境整備】コース

６か月当たり１律10万円

１事業場２回限り

③小規模事業場産業医活動助成金

【保健師コース】

６か月当たり上限10万円

１事業場２回限り

小規模事業場産業医活動助成金

【産業医コース】

６か月当たり上限10万円

１事業場２回限り

職場環境改善計画（事業場コース）の助成金
1事業場当たり上限10万円

１事業場１回限り

上記①～③を組み合わて進めることにより、
→健康経営を始めるきっかけ作りになり、

→できる限りコストをかけず、すぐにスタート可能であり、
→健康経営優良法人の適合要件に該当する取り組みにも繋がる



【提供サービス】
・WEB受検によるストレスチェック ※紙受検はオプション
【プラン概要】
・プラン費用（受検費用）：500円×人数分 ※消費税込、2年目以降は50人未満/事業所は一律3万円（税別）

・初期費用：無し
・医師との契約・活動報告書作成手続き：プラン費用に含む
・医師面接指導：申し出・受付～医師の手配、面接実施、報告まで対応可能

※費用：35,000円/回（税別）、助成金22,500円/日×3回（１事業所単位）活用可能

・実施時期：人事データ受領後最短1～2週間で実施可能（契約手続き後）

①『ストレスチェック』助成金活用プラン ※後述②プランをセットでご利用頂く前提のプランです

★受検後のセルフケア動画の視聴環境も無料提供→



健康経営優良法人2021の認定要件の該当項目
（中小規模法人部門）

◆対策の検討
【必須項目】健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定

実例

・再検査・精密検査の受診率向上、目標値：100％、担当：人事部
・健康増進に関連したプログラムへの参加率向上、目標値：前年比20％向上、総務部
・有給取得日数の増加、目標値：前年比年間平均5日増加、担当：各部署責任者
・メンタルヘルス不調者数を低減すること、目標値：10％低減、担当：人事部
・非喫煙者比率を高めること、目標値：10％増加、担当：総務部
・労働時間の適正化、目標値：残業時間月平均11時間削減、担当：人事部

◆健康課題の把握
①定期健診受診率(実質100％)
②受診勧奨の取り組み 

実例
・定期健康診断の再検査等に要する時間の出勤認定や特別休暇認定
・休日等に再検査等を受診した際の出勤認定または有給以外の特別休暇の付与
・がん検診等、任意検診の費用補助

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施【助成金検討・外部委託可】

従業員の健康課題 の把握と必要な 対策の検討
【下記①～③の内、少なくとも1項目】

①ストレスチェック実施促進の助成金活用



【提供サービス】
・保健師によるオンラインと電話直接相談窓口の設置
希望者30分/回・人×3枠/月 ＊予約サイト活用

・健診異常所見者に対する保健指導、健康相談（オンライン）
【プラン概要】
・プラン費用：198,000円（16,500円×12か月） ※消費税込み

・初期費用：無し
・保健師との契約・活動報告書作成手続き：プラン費用に含む
・実施時期：契約手続き後、2週間～1か月後に提供可能

②『直接健康相談環境整備（直接相談窓口）』助成金活用プラン

オンライン相談 電話相談



◆保健指導
⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み

実例 ・従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口の設置【助成金検討・保健師対応可】

◆メンタルヘルス対策
⑭メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

実例 ・相談窓口の設置【助成金検討・保健師対応可】
「外部の相談窓口と契約し、当該窓口の利用を促している」【助成金検討・保健師対応可】

従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策
【下記⑧～⑭の内、少なくとも3項目】

②小規模事業場産業医活動助成金（直接健康相談環境整備コース）活用

健康経営優良法人2021の認定要件の該当項目
（中小規模法人部門）



【提供サービス】
・健診異常所見者に対する保健指導、健康相談
・健康ニュース発行（ニュースレター）
・健康管理対策会議（衛生委員会ないため）担当者と打合
・衛生委員会の委員として意見を述べること
・健康講話・健康教育

【プラン概要】
・プラン費用：198,000円（16,500円×12か月） ※消費税込み

※月1.5ｈ稼働を想定した費用。稼働時間や実施内容により料金は異なります。

・初期費用：無し
・保健師との契約・活動報告書作成手続き：プラン費用に含む
・実施時期：契約手続き後、2週間～1か月後に提供可能

③『保健師コース』助成金活用プラン



保健師に依頼できる業務（一例）

※上記は一例です。ご依頼内容や稼働時間等により、料金は異なります。詳細は別途ご相談下さい。



◆ヘルスリテラシーの向上
④管理職又は従業員に対する教育機会の設定

実例

①研修等による場合
・従業員向け禁煙セミナー【助成金検討・保健師対応可】
・管理職向けのメンタルヘルス・セルフケア・ラインケア講習実施【助成金検討・保健師対応可】
・従業員等の食生活の改善や運動機会の増進に関するセミナーの実施【助成金検討・保健師対応可】
・健康知識等の向上に関する研修や検定等の受講【助成金検討・保健師対応可】
・病気の治療と仕事の両立に関する研修実施【助成金検討・保健師対応可】

◆保健指導
⑧保健指導の実施　又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

実例
①保健指導の場合
・定期健診の結果、保健指導が必要とされた対象者に対して、産業医や保健師による保健指導の実施【助成金検討・保健師対応可】

⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み

実例 ・女性の健康課題等に関する理解促進のための研修・セミナーの実施【助成金検討・保健師対応可】

◆メンタルヘルス対策
⑭メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

実例
・組織として、メンタルヘルス不調者に向けた対応策をあらかじめ策定し、対象者がいる場合には実行している
「対象者には定期的な医療関係者(第三者)面談を実施」【助成金検討・産業医・保健師対応可】

健康経営の実践向けた基礎的な土台づくりとワークエンゲイジメント【下記④～⑦の内、少なくとも1項目】

従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策【下記⑧～⑭の内、少なくとも3項目】

③小規模事業場産業医活動助成金（保健師コース）活用
健康経営優良法人2021の認定要件の該当項目
（中小規模法人部門）



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ストレスチェック

健康支援

各種講座・研修
（WEB・動画等含む）

健康診断

相談窓口

安全衛生委員会
運用支援

衛生講話
社内通知

5月病 健診結果の
見方 熱中症 禁煙 食中毒 SC インフル

エンザ ストレス ノロウイルス 飲酒 花粉症 睡眠

衛生委員会/衛生管理者との面談/職場巡視/健康診断チェック等

新入社員
講座 管理職講座経営層向

講座 従業員講座

集団分析
フィードバック研修

受診管理・勧奨、二次検査対応

保健指導

定期健康
診断実施予約、手配

職場のメンタル不調者への対応・職場復帰支援（随時）

長時間労働対象者支援（随時）

ストレス
チェック

集団分析

医師面接指導事前
準備

導入スケジュール（サンプル）

健康・メンタルヘルス直接相談窓口

女性向け
健康講座

※上記は一例です。ご依頼内容や稼働時間等により、料金は異なります。詳細は別途ご相談下さい。



その他：『健康経営フルサポート』プラン

健康経営への取り組み方

健康経営へ
施策・運用

目標設定

健康経営を経営方針の一つとして取り組むことが重要です。トップから健康経営の重要性
とメリットをアピールし、従業員全体を巻き込み・取り組むことで、従業員全員で健康経
営作りを進めていくという意識付けが可能となります。

現状分析
Operations and Measures

to set a goal

現状確認及び分析、評価の実施
現状分析により、現時点で健康経
営課題となっている事項を洗い出
しを行います。

課題の精査・目標設定
現状分析により明確となった課題
や取り組むべき内容を精査し、具
体的な施策を設定、優先順位等を
明確にした目標設定を行います。

具体的な施策・運用の実施と管理
目標設定で定めた具体的な施策を実際
に運用し、円滑に継続できるような仕
組みを構築していくことが重要です。
施策の状況を管理し、成功点及び運用
上の問題点などの改善を図ります。

present data analysis

Health Management

弊社は健康経営に取組む企業・経営者様に対して、現状分析、目標設定、施策・運用の面等
から全面的にサポート・コンサルタントさせて頂きます。



①PLAN（目標設定・活動計画） ②Do（健康診断・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ）

③Check(分析・評価）④Act(改善施策の実施）

例）健康経営優良法人を目指す
離職率を下げ、定着率を上げる
健診受診率100％を目指す

従業員の健康及び、
ストレス状態のチェック
医師面接指導
メンタル・健康相談対応

改善施策の実施 集団分析データに基づく検証
データ結果に基づく改善施策立案

WSが健康経営を
コンサルタント

健診・ストレスチェック
相談窓口・医師面接指導

職場環境改善ｺﾝｻﾙ・研修・
ｱﾝｹｰﾄ・ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ等を実施
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾁｪｯｸﾂｰﾙの導入

集団分析・健診結果
データ等の提供・解析、

課題の洗い出し

健康経営プロジェクト立案

例）職場改善調査アンケートの実施
メンタルヘルス研修・健康講座
人間関係向上セミナー

部署別、年齢別、職種別、男女別、
職級別等、細分化して分析

PDCAサイクルによる健康経営プロジェクト



貴社の課題やご要望に応じて、お見積りさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
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