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東京商工会議所の 
「健康経営」に関する取り組みについて 

資料６ 



       東京商工会議所とは？ 
はじめに 

       ☆東京商工会議所は、商工会議所法に基づく特別認可法人です。 

 商工会議所は地域の気軽な相談窓口であると同時に、全国ネットワークで企業・地域の 
課題解決のお手伝いをしています。 
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・不平等条約改正に向けて商工業の世論形成のため、１８７８年（明治１１年）渋沢栄
一翁により設立。東京２３区内の約７万７千の会員（商工業者）で構成される民間の
総合経済団体。会頭は三村明夫氏（新日鉄住金 名誉会長）。会員の９割以上が 
中小企業・個人事業主。 
 

・商工会議所は全国に５１４、会員数の合計は１２６万。東京商工会議所は経営支援
活動・政策提言活動・地域振興活動の３つの活動を展開している。 

 経営支援活動 
   
 
 
 一社一社が強くなる 
 ために経営をサポート 
 
 

新たな成長に向けて 
挑戦する企業をサポート 

 

 
   

 

 
   

 政策提言活動 
 
     
 
  国・自治体に対する 
 政策の提言・要望活動 

企業の声を集め、 
活力ある経済社会を実現 

 
 

 地域振興活動  
  
  
 
 地域振興・まちづくり 
   に向けた活動 

産業の活性化と魅力ある 
地域づくりを推進 



       東京商工会議所の活動内容 
はじめに 

       ☆企業と地域の発展に貢献するために活動を展開しています。 
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・平成２５年１１月に日本商工会議所・東京商工会議所の第２１代
会頭に就任した三村会頭は「新たな日本再出発の礎を築く～絶え
ざる進化によりさらなる飛躍を～」をスローガンに掲げ、３つの活
動指針「現場主義・双方向主義」、「環境・諸制度の改善に向けた
発信機能の強化」、「ネットワークを有効に活用した連携強化」を
もとに様々な活動を展開することを表明した。 
 

＜ロゴマーク＞ ＜コンセプト＞ 
 

・幅広い世代に認知されるようシンプルなデザイン。  
・波は 「日本再出発」への船出をイメージ し、右肩 
  上がりの上昇気流 も意味する。 



       健康づくり・スポーツ振興委員会 
委員会 
について 

       ☆委員長：セントラルスポーツ株式会社 会長 後藤忠治 氏 
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【活動内容】 
・中小企業を中心とした従業員の健康づくりのための取り組みに関する調査・研究 
 
・従業員の健康増進に積極的に取り組む経営手法（健康経営）の普及・啓発 
 
・企業が健康増進やスポーツ振興施策を推進するための環境整備に向けた要望・ 
提言活動 

【主な活動】 

①会員企業対抗「健康づくりチャレンジマッチ」（平成２３年４～７月、平成２４年９～１２月） 
 
②「従業員の健康づくりに関するアンケート」調査（平成２４年６月） 
 
③リーフレット「健康経営のすすめ」発行（平成２５年３月） 
 
④提言「企業で働く人の健康増進を推進するための提言」を政府に提出（平成２５年１０月） 



      ①会員企業対抗「健康づくりチャレンジマッチ」 
支援事業 

       ☆正しい健康知識の習得と 
              歩く習慣を身につけるための行動変容を目的としたイベント：チャレンジマッチ 

平成２３年から２年連続で開催し、１００社・１，６２１名が参加。 

運動部門（１日の歩数）と健康知識部門（健康知
識測定テストの受験）による獲得チケットを競う 

事業期間中に取得したチケット合計を、同一企業
の参加人数で割った平均チケット数により決定 

３か月間 

１社：３１，５００円（税込・歩数計１０名分付） 
１社あたり１０名以上３０名まで 

主催：東京商工会議所国民健康づくり委員会 
共催：株式会社ＮＴＴデータ・山佐時計計器株式会社 
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【チャレンジマッチ参加企業の声】 
・リーダーの叱咤激励によって、社員が一丸となって取り組むことができた 
 

・団体競技で、幅広い年齢層の社員が楽しく参加できた 
 

・参加者同士で話す機会が増え、コミュニケーションを一層深めることができた 
 

・通勤では一駅手前で降りて歩いた 



      ②従業員の健康づくりに関するアンケート 
実態調査 

       ☆従業員の健康増進に向けた中小企業の取り組みと課題を明らかにすることを目的に実施 

調査対象 東京商工会議所会員企業の中堅・中小企業2,988社 

調査方法 調査は郵送で行い、回答数は472社（回答率15.8％） 
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・定期健康診断の受診率が９０％を超える企業は７割強あるものの、健康診断   
 の結果に所見があった従業員に対して再検査の受診を促す仕組みがある企 
 業は、３割強程度にとどまっている 
 

・メンタルヘルスに関する啓発や教育を本格的に実施している企業は２割に 
 満たなかった 
 

・従業員の健康づくりを支援する取り組みとして中小企業が取り組んでること 
  の代表例は健康づくりの情報発信やスポーツイベントへの参加など運動習 
  慣を身につけるための支援であった 
 

・商工会議所に対する要望の代表例は、国への支援拡充の働きかけや先進 
  事例の紹介、セミナーの開催などの情報提供であった 



       ③リーフレット「健康経営のすすめ」 
普及活動 

       ☆中小企業の社長や人事総務担当向けリーフレット 
            

東京商工会議所ホームページ（http://www.tokyo-cci.or.jp/）から無料
でダウンロードいただけます。 

労働力の維持・確保が中小企業にとって重要である背景と、生活習慣
病の実態について紹介 

社員の健康管理を経営課題として捉え、その実践を図ることで、社員の
健康の維持・増進と、会社の生産性向上を目指す経営手法である『健
康経営』について解説 

健康づくりの取り組みに関する質問に回答していくことで自社のステー
ジを確認し、明日から何をはじめれば良いかを解説したチェックシートを
掲載 

事例や、東京商工会議所が会員の中堅・中小企業に行った「従業員の
健康づくりに関するアンケート」の調査結果を用いて、８ページにまとめ
ている 
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       ④提言を政府に提出 
政策提言 

       ☆「企業で働く人の健康増進を推進するための提言」を平成２５年１０月に政府に提出 
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      健康経営推進における中小企業の課題（１） 
課題 
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○「健康経営」という言葉自体知らない。内容を知らない。 
 
○職域における健康づくりを推進する際に様々な障壁がある。 

 
○普及のため行政・協会けんぽ、健保連、あるいは金融機関など、そ
して、各地商工会・商工会議所ネットワークを含め様々な連携を図るな
ど、効果的なプロモーション戦略を検討する必要がある。 
 
○「健康経営」実施に際してどのような課題があるか、またどのような
サポートがあれば実施するかなどのニーズをアンケート・ヒアリング調
査で明らかにすべき。 
 



      健康経営推進における中小企業の課題（２） 
課題 
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○「健康経営」の実践方法が分からない。 
 

○個々の企業が現状どのような課題を抱えているか診断する手法が
必要 
 

○中小企業はヒト・モノ・カネ・情報が不足しているため、「健康経営」を
実践する際に支援するアドバイザーのような人材が必要 



      健康経営推進における中小企業の課題（３） 
課題 
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○「健康経営」を始めても続かない 
 

○アドバイザーによる継続的な支援が必要 
 
○健康経営を実践している他の企業などと情報交換や交流する機会を 
  持つことで定着化を図るべき。 



      東京商工会議所の強み 
まとめ 
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○中小企業施策普及の担い手である。 
 
○東京２３区に７７，０００の企業・個人事業主等の会員を有しており、そ
の内９割以上が中小企業である。 
 
○全国にある商工会議所ネットワークを活用し、活動を広げることがで
きる。 
 
○様々な企業・団体・行政・地域等との結節点になり、連携を広げること
ができる。 
 
○職域における健康づくり事業や研修・検定事業等で実績がある。 
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