
大阪信用金庫　理事長　髙井　嘉津義

基本方針・健康経営宣言・安全衛生指針

大阪信用金庫の健康経営について

　大阪信用金庫は、「中小金融の円滑をはかり、地区内産業経済の発展と一般大衆の繁栄に寄与する」とい
う基本方針の実現に向け、職員一人ひとりが心身ともに健康で活き活き働くことができる組織作りを行うとと
もに、職員と家族、また地域住民の方の健康リテラシー向上に寄与する金融機関を目指します。

健康経営宣言

基本方針

一、地域金融機関として中小金融の円滑をはかり、地区内産業経済の発展と一般大衆の繁栄に
　　　寄与する
一、常に堅実なる経営を維持し、役職員は信義誠実を旨とし、和をもって協調し、金庫の永遠の
　　　発展と繁栄をはかる
一、役職員の健康と幸福を追求し、常に自信と誇りを保ち、夢のある職場づくりをめざす

　大阪信用金庫は、２０２１年度より経営ビジョンとして、「夢を叶
える信用金庫」を掲げています。夢の実現のためには職員一人
一人が心身ともに健康で活き活きと働くことのできる組織作り、
職員と家族、地域の住民の方の健康リテラシーの向上が欠かせ
ないと考えています。

　創業１００周年を記念して、基本方針に「役職員の健康と幸福を
追求し、常に自信と誇りを保ち、夢のある職場づくりをめざす」を
追加しました。

　当金庫は、今後も「健康経営の促進」を重要な経営課題と位置
づけ、職員と地域の皆様の健康増進の実現を組織的に実行して
いきます。

安全衛生指針

　１．働く人の心と体が健康になるような職場づくりに努めます。
　２．施策の計画・実施・チェックを行い、新たな改善に努めます。
　３．労働安全衛生・健康に関する情報を役職員に提供し、意識を高めます。

心の健康づくり計画

　方針
　　　心の健康が活気ある職場のために重要であることを認識し、メンタルヘルス不調への取組だけでなく、
　　コミュニケーションの活性化など、職場における心の健康づくりに取り組む。

　目標
　①　管理監督者を含む役職員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれ
　　　 の役割を果たす体制の構築。
　②　円滑なコミュニケーションの推進により、活気ある職場づくりの実施。
　③　職場環境を原因とした、心の健康問題の発生防止。



健康経営体制

※2020年より、労働組合と連携し、各営業店に１名ずつのサポートを配置する体制をとっています。

※2022年より、産業医１名・看護師１名を増員しより充実した体制となりました。

健康推進委員（１５０名）

・健康経営推進に関する各所属
の取りまとめ役として、ヘルスサ
ポートチームからの指示・連絡に
基づき、各所属での健康経営の
具体的施策を実施する。

だいしんヘルス

サポートチーム（１４名）

・責任者はチームを統括
し、健康経営推進のた
めの具体的施策の指
示・管理を行う。

・産業保健師、保健師・
看護師・産業医・顧問
医・人事課員が衛生委
員会・労働組合・健康保
険組合と連携を図りなが
ら、それぞれの役割に応
じた具体的施策を実施
する。

健康経営責任者

・役職員および、その家族の健康
づ くりを組織的に行う経営責任
を担う。

理事長

ヘルスサポートチーム責任者

人事部長

・産業保健師・保健師・看護師

各１名（専任）

・産業医３名、顧問医１名

・人事課員６名
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目標値およびデータ

重点項目１　働きやすい職場を目指して

重点項目２　従業員や家族の受診率向上を目指して

重点項目３　生活習慣病改善を目指して

　　〇残業削減を目指して取り組んだ結果、残業時間の大幅削減が実現しています。
　　〇有給休暇の取得については、政府目標の70％を達成し、2022年度は80％を目指します。
　　　 職員の生活が豊かになるよう業務の効率化に取り組んでいきます。

　　〇職場内全面禁煙の実施などにより、喫煙率は低下傾向にあります。
　　   今後も禁煙セミナーや禁煙成功者の事例紹介などを実施し、国民健康栄養調査記載の
　　　 喫煙率以下を目指します。
　　〇すべての生活習慣病の元であるメタボリックシンドローム対策として、食事、運動、睡眠、ストレス解消など、
　　   職員それぞれの状況に合わせた施策を実施し、職員の体重の正常化を図ります。

　まず、働きやすい職場作りを行う上で、時間外労働を少なくすること、有給休暇が取りやすい環境を作ることは欠かせ
ないと考えます。これについては長期的な視野のもと、継続的に毎年徐々に改善してゆく方針です。
　次に病気の早期発見・早期治療は、健康で長く勤めるためにとても大切なことです。各種健診受診率の維持・向上に
努めることにより、本人や家族が病気になって退職することを防ぎます。
　また、年齢を重ねても、高いパフォーマンスを発揮して働き続けるためには、喫煙やメタボリックシンドロームなど、病
気となる可能性が高くなる要因を減らすことが大切です。金庫全体で健康づくりに取り組むことで、毎年1％～2％と少し
ずつでも、これらの数値を減らしてゆきたいと考えています。

　　〇職員の特定保健指導受診率100％を継続していきます。
　　〇一昨年度より家族へのアンケート調査を実施するなど、健保組合と協力しながら、
　　　家族の特定健診受診率向上へ取組んでいます。
　　  過半数が受診することを当面の目標とし職員を通じて家族への受診勧奨を実施しています。

　　なお、２０２１年一般健康診断の受診率は継続して100％、精密検査の受診率は95.9％となりました。

　　　※目標値は国民・健康栄養調査の値を参考に設定
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重点項目５　ワークエンゲージメント・プレゼンティーズム・アブセンティーズムの状況

　　・　ワークエンゲージメント

　ユトレヒト・ワークエンゲージメント尺度超短縮版3項目（2021年度） 実績値 3.4点

　　・　プレゼンティーズム
　ＷＨＯ-ＨＰＱの絶対的プレゼンティーズム（2021年度） 全従業員平均 62点

　　・　アブセンティーズム
傷病による長期休務 　　　職員一人当たり休務日数 ２０２０年度 1.43日

２０２１年度 1.35日

　　※　「職員一人当たりの休務日数」は２週間以上の傷病休務日数を期末人数で割っています。

地域の健康リテラシーの増進に向けて

○健康経営優良法人取得支援セミナーの実施

　　・　取引先対象「健康経営優良法人取得支援セミナー」を開催（２０２１年７月～）

※2021年度開催の様子

重点項目４　ストレスチェックの状況

昨年度に引き続き、取引先中小企
業を対象に、「健康経営優良法人
取得支援セミナー」を開催しまし
た。約60社にご参加いただき、関
心の高さを実感しました。近畿経済
産業局や、ブライト500認定企業か
ら講師をお招きし、健康経営に対
する国の方針や企業の具体的な取
組み等についてお話しいただきま
した。今後もこのような施策を継続
実施をし、地域の皆様の健康リテラ
シー向上を目指します。

　メンタルヘルス不全には、職場環境等が原因となっていることがあります。ストレスチェックを実施することで、それぞ
れの職場の状況や、個人の負担感がどうなっているかを把握することは非常に大切です。
　従来より、ストレスチェック受検率は100％となっていますが、今後も継続してゆきたいと考えています。なお、今後は、
高ストレス者数を減らすため、ヘルスサポートチームが一丸となり、職場環境の改善に注力してゆきます。
　また、昨年より計測しているワークエンゲージメント・プレゼンティーズム・アブセンティーズムについては、管理システ
ムの本年導入が決定し、把握が容易になることもあり、的確な改善策を実施してゆく予定です。

ストレスチェックの受検率

高ストレス者の率



2022年度はオンラインで開催

役職員が活き活きと働ける環境を目指して

○産業保健師の活動

　　・　家族健康診断受診の受診促進案内（２０２０年１０月～）

　・　職場環境改善への取り組み（２０２０年１月～）

　　・　育児・介護・看護等（ペアチル）相談窓口の開設（２０１９年９月～）

役職員が心身ともに健康で働ける職場づくりを目指し、専門家と連携し、職員本人だけ
でなく、子ども、家族、親族の出産・育児・健康・介護・看護などあらゆる面での悩みを解
決するための相談窓口として「ペア・チル相談窓口（親の相談・子の相談）」を開設しまし
た。また、介護にかかる不安・悩みを解消すべく、職員を対象としたセミナー・相談会を
開催しています。外部提携先より看護師・アドバイザーを講師として招聘した相談会を
開催することで、職員の介護離職問題にも対応していきます。

また、豊富な専門知識を活かし、健康データの
分析・活用を積極的に行うことで、役職員の健
康保持に大いに役立てています。 　　職員との面談は、保健師が営業店に赴き、一人一人と行っています。

　　健康上の相談のほかにも、様々な相談にのっています。

当金庫の業績進展はご家族の協力があってこそと感謝するとともに、そのご家族の皆様
にも健康であってほしいと願っています。このため、ご家族の皆様にもできるだけ多く健
康診断を受診していただくよう対象家族に案内を送っています。

ストレスチェックの集団分析の結果をふまえ、職場環境改善のチェックシートを使用し、
職場で職員同士が話しあいの機会を作り職場環境改善に取り組みました。
メンタルヘルス対策としてストレスチェック実施時に、社内外の相談先を紹介し、気軽に
相談できるような体制を整えています。

人事部や産業医による健康相談ではカバーで
きていなかった健康問題を解決するため、２０１
９年５月より、産業保健師を雇用しています。
（2022年10月現在、保健師、看護師の合計3
名）

役職員の健康そのものにアプローチするほか、
健康セミナーやオンラインセミナーを実施する
ことで、健康リテラシーの向上に大きく貢献して
います。

★主な活動内容★

①職員一人一人との個別面談

②健診や検診の受診勧奨

③保健指導や精密検査等での医療機関の受診推奨

④禁煙セミナーやメンタルセミナー等の実施



○各種セミナーの実施

　　・　メンタルヘルスセミナーの実施（２０２１年８月）

　　・　睡眠セミナーの実施（２０２１年８月）

　　・オンライン健康セミナーの実施（２０２０年７月～）

　　・　糖尿病セミナーの実施（２０２０年１月）

業務提携を行っている助産師による、健康
に関するオンラインセミナーを休日に実施
しました。
自宅でセミナーを受講できるため、家族と
一緒にリラックスして研修を受けられるので
好評でした。
初回の妊婦向けセミナーを皮切りに、女性
疾患や男性育児等、変更して実施していま
す。

専門家によるメンタルヘルスセミナーを本
店にて数回に分けて実施しました。メンタル
ヘルス検定で知識を得ている人も改めてメ
ンタルヘルスケアの重要性を意識し直しま
した。

専門医による睡眠セミナーを実施しました。
睡眠にかかる知識の向上、健康との因果関
係、生活習慣の是正など健康の維持管理
にとても重要な睡眠について、専門家に説
明していただきました。

業務提携を行っている専門家による糖尿病
セミナーを本店にて実施しました。専門家
の話を聞く機会がなかった職員も多く、健
康リテラシーの向上への一助となりました。



　・”卒煙”セミナーの実施（２０１９年１１月～）

　・腸内フローラセミナーの実施（２０２２年５月～）

　・エンジョイエイジング（更年期）セミナーの実施（２０２２年６月～）

　・メンタルヘルスワークショップの実施（２０２２年１０月～）

「健康増進法」改正に伴い、役職員向け
の”卒煙”セミナーを実施しました。２０１９年
度は、本部および営業店５カ店で開催し、
産業保健師より、喫煙リスクや禁煙方法の
紹介を行い、希望者には個別にフォローを
行っています。セミナー実施後、禁煙率は
増加しています。

腸内環境から健康を考えよう、ということで５
月２５日、６月７日の２日間に分け、腸内フ
ローラセミナーを実施しました。食生活や生
活習慣を少し変えることで、腸内フローラが
喜ぶ健康な身体に近づくことができることを
教えていただきました。

６月１４日、エンジョイエイジングセミナーを
実施し、更年期の症状と対処法について
学びました。「更年期の症状について知れ
て安心した」「周りの理解が必要なので、
性別年齢を問わず全員に受講して欲しい」
などの声が上がっています。

昨年実施した「メンタルヘルスセミナー」か
ら一歩踏み込み、心理的安全性に基づくコ
ミュニケーション法について、学びました。
ロールプレイを通じて、アクティブリスニング
が身に付くよう演習を行いました。



○イベント・運動奨励

　・　「ウォーキングセミナー」実施（２０２１年１０月～）

　・　「歩いてスッキリ！心と体」実施（２０２１年４月～）

　・　だいしん１００年体操の制作（２０１９年８月～）

　・　体力測定会の開催（２０２２年９月～）

堺市と共同で体力測定会を実
施しました。上体起こしや腕立
て伏せの回数などを計測するこ
とで体力年齢が分かり、予想外
の結果に驚く職員もいました。ま
た、若手職員を中心に結果を競
い、コミュニケーション活性にも
なりました。

正しい姿勢と歩き方を学び、普段の歩き方
を変えることで、より効果的に歩くことを習
慣づけるため、日本ＤＦＷＡＬＫ協会より専
門家を招き、計３回にわたるウォーキングセ
ミナーを実施しました。全職員が参加できる
よう本店で実施している映像をオンラインで
全店に配信しました。姿勢を正して歩くこと
で運動量のアップが期待されます。

当金庫の創業１００周年事業の
一環および健康経営推進施策
として、大阪府立大学と共同で
「だいしん１００年体操」を制作い
たしました。毎日始業前に全員
がこの体操を行うことで身体的・
精神的な緊張の緩和を図り、一
日健康に業務に邁進していま
す。

全役職員を対象とした、歩数の計測イベントを実施し
ました。金庫が支給した歩数計等で歩数を計測し、各
自がスマホ・パソコンにて毎日入力、参加者で半年間
の合計を競いました。２０２１年よりスタートし、2022年8
月現在、150名が継続して参加しています。



　・　クラブ活動・同好会活動の活性化（２０１９年４月～）

　・　チャリティーウォークの開催（２０１９年３月～）

○その他

　・　歯科検診の実施（２０２１年６月～）

　・　ｅラーニングシステム（ｄチャレ）の導入（２０２０年３月～）
職員向けのｅラーニングシステムに「健康コミュニティー」を設け、健康に関する各種の情
報の提供、職員間でのコミュニケーションを図ることで、職員の健康リテラシーも向上し
ています。

従来からあった７つのクラブ活動に加え、
新たに１４同好会を発足させました。社内
メールや、eラーニングのコミュニテイ等で活
動案内を行い、職員間のコミュニケーション
促進や運動習慣の定着の場となっていま
す。

クラブ活動：野球部、テニス部、ボウリング
部、ハイキング部、カメラ部、アートクラブ、
釣友会

口腔内を健康に保つことは健康寿命の延伸につながることから、役職員が高齢となった
ときに少しでも健康であることを願い、定期健康診断の際に、歯科検診と唾液検査を実
施しました。

当金庫創業１００周年記念事業の一環とし
て、「チャリティー歴史＆健康ウォーク」を開
催しました。大阪ミュージアム登録物を含む
堺市内の魅力スポットを巡りながら、楽しみ
ながら健康づくりを行いました。当金庫理事
長も参加しました。

同好会：フットサル、マラソン、卓球、ソフト
ボール、バスケット、ボルダリング、ヨガ、吹
奏楽音楽サークル、カンガルー（子育て）、
里山ウォーキング、大信くらぶ制作、コーラ
ス、ダーツ



　・　インフルエンザ予防接種の実施（２０１９年１１月～）

　・　受動喫煙防止のための段階的禁煙の実施（２０１９年１０月～）

　　・　大阪府信用金庫健康保険組合とのコラボヘルス推進（２０１９年９月～）

　・　男性の育児休業取得の奨励（２０１９年６月～）

　・　「健康休暇」の制定（２０１８年７月～）

子どもの世話や家事を手伝ってくれて、
大変助かりました。

配偶者の声

健康管理指導に基づく医療機関およびかかりつけ医の受診、婦人科健診、病気治療、
その他自らの健康保持増進を目的とした「健康休暇」を制定いたしました。本制度により
最低年に１日は「健康休暇」を取得することになったため、従来受診率が低かった婦人
科健診の受診率がアップするなど、職員の健康リテラシーも向上しています。

従来行っていた分煙から一歩進め、令和１年１０月より段階的に喫煙回数・時間・場所
に制限を行いました。最終的に令和２年４月より、敷地内全面禁煙、就業時間中禁煙に
移行しました。

感染症予防対策として、インフルエンザ予
防接種を、業務時間内に本店で実施しまし
た。
気軽に予防接種が受けられるということで、
役職員に大変好評であり、以来毎年実施し
ています。

役職員の健康保持増進に向けて、当金庫と大阪府信用金庫健康保険組合は健診情報
を共有し、共同して受診勧奨を実施するなど、健康課題に対応してゆくこと（コラボヘル
ス）を推進しています。

育児休業の一部を有給化し、男性の育児
休業取得を推奨しています。以来、対象の
男性が育児休業を取得しています。

育児休業を取得してみて、普段妻がやって
くれている育児や家事の大変さがよく分か
りました。今後も、率先して育児や家事に関
わろうと思います。

男性職員の声

パパも育児、



外部よりの認定

　・　健康経営優良法人　ホワイト５００　認定（２０２１年３月～）

　・　スポーツエール　　認定（２０２０年１１月～）

”

　「だいしん１００年体操」を継続的に朝礼
等で全店で実施していることを認められ、ス

ポーツエール認定を頂きました。
　これからも継続的に実施してまいります。

当金庫の健康経営への取組が
評価され、2021年より2年連続で
「健康経営優良法人ホワイト
500」の認定を取得しました。


