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「はかる」「つける」「きづく」で未来が「かわる」
平成 22 年に「健康都市まつえ」 宣言
を制定してから 10 年。健康まつえ 21
推進隊などの活動が 地域で活発に
行われています。
さらに健康寿命を延ばすために、自
分の身体をチェックできる人を増やし
たい！
そんな思いから、2020 年、松江市は
「るるくる」キャンペーンを スタートし
ています。
詳しくは同封のチラシをご覧ください。
また松江市では「健康メール」を配信
しております。下記メールアドレスに
メールを送信してください。タイトル、
本文は不要です。
（m-matsue-city@xpressmail.jp）
登録用メールが届きますので、確認
後、メール内のＵＲＬをクリック、松江
市防災メールの次の画面で「健康情
報」にチェックを入れ、ご登録くださ
い。

なくそう！望まない受動喫煙
～マナーからルールへ～
健康増進法が改正による受動喫煙対策が強化され、
事業所（オフィス）や工場は、２０２０年の４月から
原則屋内禁煙となりました。
皆様の職場でも、喫煙室の設置による分煙や、屋内、
敷地内禁煙など受動喫煙対策を取られているかと
思います。また、従業員の「禁煙支援」に取り組まれ
ている事業所さんもあります。
受動喫煙対策、禁煙支援や禁煙外来治療に関しての
ご相談は健康推進課までお問い合わせください。
（保健企画係 0852-60-8174）

◆令和元年度健康まつえ応援団事業取組報告書より、各事業所の取り組みをまとめまし
た。健康まつえ応援団登録事業所には従業員の健康づくりに留まらず、市民への健診
受診啓発等、健康情報の発信にご協力いただきました。

事業所ごとの取り組み紹介
報告書提出 18 事業所 ※順不同

協和地建コンサルタント株式会社 様
株式会社 ユニコン

様 （朝日町）

（東津田町）

・社内へ健診ポスター掲示
・春季健診実施、要精査の方への受診勧奨
・一般健診全額費用負担、人間ドック費用の
助成

・定期健診時期に朝礼で受診、オプション
利用の勧奨
・健診結果に対しての取り組み（精密検査

・就業時間内での健診受診を設定
・定期通院等への勤務時間配慮
・インフルエンザ対策として消毒液や手洗
い、うがいセットを設置
・インフルエンザ予防接種推奨（接種料全額
会社負担）

受診や生活習慣改善）の呼びかけ
・建物内禁煙。屋外も喫煙場所指定
・毎朝のラジオ体操
・健康に関するイベントや講演会のお知ら
せを掲示し、参加を呼びかけ
・社内ソフトバレーボール大会と血管年齢

・血管年齢測定器レンタル制度の利用

測定会の実施

・健康講座開催（今年度はメンタルヘルス講
座でストレスチェック）
・総務担当者が健康セミナーへ参加

日本郵便株式会社（出雲東部地区）様
（殿町）

アイカム株式会社

様 （東長江町）

・定期健診、人間ドックに関する助成

・パート職員を含めた健診の実施

・清潔な職場環境の維持

・再検査該当者に対し再検査結果の報告を

・社員向けスポーツ大会の開催

依頼
・職場、車内の全面禁煙。現在喫煙者なし

・松江市の依頼による市民への受診勧奨
実施（チラシ掲出）

・広い休憩室の確保

・町の保健室の実施

・朝礼での体操

・健康増進グランドゴルフ大会の実施

・毎朝社内環境整備を実施

・健康ヨガ教室の実施

・熱中症、メンタルヘルス勉強会の実施

・松江市民レガッタへの参加

・サンクスカードや面談の実施

・マスク作成用型紙の無料配布

株式会社さんびる 様 （乃白町）
・健診及びがん検診について、安全衛生委員
会や社内報での全社員への周知

株式会社

金見工務店 様 （上乃木）

・分煙対策(屋外喫煙所設置)の実施
・健康研修会の実施
・社内掲示板に健康づくりに関するポスター

・本社館内禁煙
・リラックススペースの確保
・飲食店（パストグラッツェ）施設内禁煙
・朝礼時に健康体操を実施

等を掲示
・インフルエンザ予防接種全額負担（本人及
び配偶者）

・市民マラソン、駅伝大会へ参加
・松江市 3 大けんしんポスターの掲示
・社内報に健康に関する情報を掲載（毎月）

株式会社玉造温泉ゆうゆ

・スポーツイベントの開催（野球、グランド

・就業時間内の健診受診

ゴルフ等）

様 （玉湯町）

・病気、療養のための特別休暇の設定

・運動指導等の講師派遣

・健診ポスターの掲示

・血圧計、体重計の設置

・血圧計、マッサージ機の設置
・敷地内禁煙、灰皿撤去

３ＵＰ

藤屋 様 （古志原）

・定期健診・がん検診・歯科検診の実施
・全面禁煙

株式会社エイテック中国支店 様（上乃木）

・健康講座・スポーツクラブへの参加補助

・メールでの受診勧奨呼びかけ

・市民へのポスター掲示による健診受診勧奨

・がん検診含め全額会社負担

・がん検診、禁煙セミナー開催案内等を取引

・就業時間内での健診受診

先訪問時に配布

・メールで受診の呼びかけ

・柔軟体操等の教室

・胃部健診の選択(バリウム・口カメラ・鼻カ

・ＯＪＴ、ＯＦＦＪＴ

メラ)
・室内温度の調整

株式会社

長岡塗装店

様 （西嫁島）

・健診受診率 100％、35 歳以上のがん検診受
診 100％、子宮がん乳がん検診の実施

・社屋内禁煙
・産業医、本社保健師との面談
・インフルエンザ予防接種の全額負担と予防
の呼びかけ

・喫煙室の設定、禁煙支援、社用車内禁煙

・ストレスチェックの実施

・血圧計・運動器具・マッサージ機の設置

・ストレッチタイムの設定

・健診、特殊検診の呼びかけ

・ノー残業デー及び有給休暇推奨日の設定

・治療、通院目的の休暇取得の推奨

・
「食生活改善セミナー」
「睡眠セミナー」へ
の参加

株式会社みしまや

様 （雑賀町）

・健康経営優良法人 2020 認定
・玄関への消毒液設置

・特定検診の受診推進

・熱中症予防と応急処置についてメール配信

・禁煙の呼びかけ

・総務担当者の外部セミナーへの参加

・市のがん検診への協力(検診車受け入れ)

まるなか建設株式会社

様 （玉湯町）

輝陽礦業有限会社 様 （上乃木）

・健診受診率１００％

・健診受診率 100％(受診機関との予約調整)

・健康管理規定該当者のドック検診実施

・就業時間内の健診受診、費用ほぼ会社負担

・受動喫煙対策（完全分煙化）

・隔年でドック並の健診を実施

・温度計、湿度計、加湿器等の設置

・職場に予定表を掲示し、受診しやすくする

・インフルエンザ予防接種義務化

・有給休暇の取りやすい環境づくり、本人

・朝礼時のラジオ体操

希望日は 100％取得

・一畑薬師マラソン、ウォーキング大会参加
・血圧計、マッサージチェアの設置

・一般の方に対して、個々が健診の必要性を
認識して広報する

・メンタルヘルス社内研修会

・ポスター掲示

・食育研修

・喫煙場を設けての分煙化と非喫煙者への

・市からの情報を文書回覧、社内掲示板で周知
・健康福祉フェスティバル等、行事への協賛

配慮を依頼
・社内換気の実施

・ヘルスマネジメント認定更新
・健康経営優良法人 2020 認定
・しまね健康づくりキャンペーン協賛

島根県農業協同組合くにびき地区本部
（西川津町）

・健康診断受診率 100％、がん検診受診勧奨

三和興業株式会社 松江営業所

様
（嫁島町）

・健診受診率１００％

・毎週水曜日をノー残業デーに設定
・毎月 22 日スワンスワンの日（禁煙日）の
呼びかけ

・要再検査の場合の受診勧奨

・産業保健師による面談の実施

・屋内禁煙

・組合員に対する健診の受診勧奨

・毎朝のラジオ体操

・
「だんだん健康ウオーク」開催、市民へ参加

・社内外のスポーツ大会への参加

を募る

・ウイルス対策の実施

株式会社真幸土木 様（古志原）
・健診の手配、呼びかけと費用負担

中電技術コンサルタント株式会社
山陰支社 様（東津田町）
・人間ドックの申込案内を全社員に通知

・情報提供及び要精密検査の受診勧奨
・病気療養等の勤務時間への配慮と休暇
調整

・空調、加湿器の整備。

・敷地内全面禁煙

・入口へ消毒液設置(コロナ対策強化)

・喫煙者への禁煙支援

・健康ニュース配信（2 か月に 1 回）

・体重、血圧の定期測定実施

・健康だよりの配布

・血管年齢、肺年齢測定の実施

・松江市健康講座の実施

・社内ボウリング大会開催
・検診後の面談実施

『健康まつえ応援団』とは、「働きざかり世代」の健康づくりを積極的に推進する事業所です。
従業員に留まらず、市民への健康づくり啓発も実施しています。

登録事業所数 63 事業所（令和 2 年 7 月末現在）
この瓦版に関するお問い合わせは… 松江市健康推進課保健総務係

☎60-8162

