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健康経営の取り組みについて 

１．健康経営の推進について  

健康経営とは、職員の健康保持・増進への取り組みが将来的に収益性等を高める投資
であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践することであり、職
員の健康保持・増進に取り組むことで、単に医療費の節減のみならず、生産性の向上、
働きがいの向上、企業イメージの向上等の効果が得られます。 
労働人口の減少が進む中、当社グループが長期に渡り、社会に役立つ価値を生み出す
高収益企業であり続けるためには、多様な人材が健康で活き活きと生産性高く働くこ
とができる環境づくりとして健康経営の取り組みが必要不可欠であると考えています。 
当社では取締役社長を責任者として、2014 年以降、日立造船健康保険組合、環境・
安全部、人事部のメンバーから構成する健康経営検討会で職員の健康課題改善に向け
て議論を行い、健康セミナーの開催や健康づくりキャンペーンの実施等、健康増進の取
り組みを展開してきました。2020 年 7 月には当社グループの健康経営の方針を明確に
し、経営戦略としての健康経営を一層推進するために、健康経営宣言を発信しました。
また、2021 年にはこれらの取り組みが評価され、優れた健康経営を実践している企業
として「健康経営優良法人 2021」に選定されました。これからも職員の健康づくりを
サポートし、活き活きと働く環境づくりを行うことで、会社と個人の持続可能な成長を
実現する健康経営を推進していきます。 

Hitz グループ健康経営宣言 

健康経営とは、経営理念に基づき、職員の健康保持・増進に取り組むことであり、職員の活力向上や
生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、業績向上や企業価値向上にも繋がります。 
Hitz グループが持続的に成長し、社会に価値を生み出し続ける高収益企業となるために、次のとおり、
健康経営に取り組むことを宣言します。 

・職員が自律的に健康の保持・増進に努めることを支援します。 

・安全で安心して働ける職場環境を整備し、職員の働きがいの向上をはかります。 

・職員一人ひとりが心身ともに健康で、誰もが自分の持つ力を最大限発揮できる環境づくりを進めます。

日立造船株式会社 取締役社長兼 COO 三野 禎男
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２．あるべき姿と健康課題に対する数値目標 

あるべき姿 
・職員が心身ともに健康で活き活きと働くことで、社会に役立つ価値を創造し続け、社
会の持続的発展に貢献している状態。 

数値目標 

項目 2018 2019 2020 2022 目標

働
き
方
改
革

年次有給
休暇 

事技職 15 日以上 
技能職 18 日以上の割合

39％ 38％ 50％ 70％

時間外・
休日労働
時間 

単月 80H超 
延べ
867 名

延べ
566 名

延べ
223 名

100 名以下

月平均 60H以上 69 名 40名 9 名 5 名以下

生
活
習
慣
病
予
防

血圧有所見率 24.7％ 21.9％ 27.9％ 20％

血糖有所見率（35 歳以上） 20.4％ 17.6％ 16.4％ 15％

肥満有所見率 27.8％ 30.0％ 30.9％ 20％

血中脂質異常有所見率（35歳以上） 43.5％ 42.9％ 44.6％ 35％

Pep Up 登録率 － － 34.7％ 50％

メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
対
策

ストレスチェックにおける 
全社健康リスク値 

95 94 94 95 以下

ストレスチェックにおける 
高ストレス者の割合 

10.1％ 9.7％ 9.3％ 8％

喫
煙

喫煙率 23.7％ 24.0％ 23.0％ 18％

喫煙者の総喫煙本数 
12,117 本
（15.8 本
/人）

12,042 本
（15.5 本
/人）

11,039 本
（14.6 本
/人）

8,400 本
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３．数値目標を達成するための取り組みと実績 

働き方改革 
・働き方改革アクションプランの策定とフォロー 
部門長のリーダーシップの下、働き方改革の PDCA サイクルを回し、実効性を高めるこ
とを目的として、働き方改革に関する数値目標の達成に向けた働き方改革アクションプ
ランの策定およびそのフォローを行っています。 

・年次有給休暇の取得フォロー 
年度初め、上期終了時等に、取得目標日数達成に向けた取得フォローおよびゾーン休暇
（注 1）、アニバーサリー休暇（注 2）の取得率向上に向けたフォローを実施しています。 
2020 年度 計 6回のフォローを実施 
2019 年度 計 6回のフォローを実施 
（注 1）ゾーン休暇とは夏季期間中の健康維持および心身のリフレッシュを図るため、 

各人の年次有給休暇付与日数のうち２日間を充当するものです。 
 （注 2）アニバーサリー休暇とは個人ならびに家族にまつわるメモリアルデーを個人ごと 

に設定し、各人の年次有給休暇付与日数のうち１日間を充当するものです。 

・経営会議での各種取り組みの報告 
四半期ごとに経営会議で労働時間実績を報告し、時間外・休日労働時間が単月80時間超、
月平均 60 時間以上の職員が在籍する部門に対して個別フォローを実施しています。 
2020 年度 計 4回実施 
 2019 年度 計 4 回実施 

生活習慣病予防 
・健康教育セミナーの実施
2020 年度 胃がん健診に関するセミナー                   238 名参加 
2019 年度 大腸がん検診に関するセミナー                  147 名参加 
2018 年度 食生活に関するセミナー                        80 名参加 
2018 年度 子宮頸がん検診、乳がん検診に関するセミナー   77 名参加 
2017 年度 定期健康診断結果の見方に関するセミナー    255 名参加 

・健康イベントの実施 
2019 年度 Inbody（体組成）測定会              196 名参加 
      骨密度測定会                 287 名参加 
2018 年度 Inbody（体組成）測定会                       197 名参加 
      血管年齢測定会                178 名参加 
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2017 年度 あなたの健康トータルチェック           87 名参加 
      骨の健康状態チェック                         250 名参加 

・血圧計の購入補助  

・本社食堂における糖質、塩分、脂質等をカットしたヘルシーメニューの提供 

メンタルヘルス対策（ストレスチェック値、高ストレス者の割合） 
・ストレスチェックの実施および職制向けラインケア研修の実施 
 2020 年度 ストレスチェック受検率 91.6％  ラインケア研修 297 名参加 
 2019 年度 ストレスチェック受検率 90.8％ ラインケア研修 211 名参加 
 2018 年度 ストレスチェック受検率 90.6％ ラインケア研修 239 名参加 

・ストレスチェック集団分析結果の活用による職場環境改善活動の実施およびフォロー 
 総合健康リスク値 120以上の部門に対し、職場環境改善活動の実施を義務づけるととも 
に人事部門による職場状況のヒアリング等のフォローを行っています。 
2020 年度 37 部門に対して実施 
2019 年度 37 部門に対して実施 

・メンタルヘルス通信「心のかけはし」発行  計 22 回発行

喫煙（喫煙率、喫煙習慣の改善） 
・禁煙タイム・禁煙デーの設定 
・喫煙状況の実態調査 
・禁煙対策セミナーの実施 13 名参加 

（終） 


