
平成３１年３月４日 

 

 

 

 

 

「いしかわ健康経営優良企業知事表彰式」 

「いしかわ健康経営宣言企業認定証交付式」について 
 
 

県と企業、保険者等が連携して働く世代への健康づくりを推進するため、健康経営

に取り組む企業等を「いしかわ健康経営宣言企業」として認定し、支援することとし

ております。 

今般、認定企業の中でも特に優良な取り組みを行う企業を「いしかわ健康経営優良

企業」として表彰するほか、健康経営宣言を行った企業への認定証交付を下記のとお

り行います。 

 

１ 日時 

  平成３１年３月６日（水）１３時００分～１３時４５分 

 

２ 場所 

  石川県庁行政庁舎４階 特別会議室 

 

３ 次第 

 （１）表彰状授与 

     いしかわ健康経営優良企業 １４社  ※別紙１のとおり 

 （２）認定証交付 

     いしかわ健康経営宣言企業 ４８社  ※別紙２のとおり 

 （３）知事挨拶 

 （４）企業代表挨拶 

 

 

 

 

健康福祉部健康推進課 

課 長  相 川 

tel 076-225-1435（内線4130） 

(参考)表彰基準 以下のすべてを満たしていること 

１.従業員の健診の受診状況や保健指導の実施状況等が優良であること 

２.従業員や家族、地域住民の健康づくりに積極的に取り組み、顕著な成果を上げていること 

３.職場内の分煙対策に取り組んでいること 

４.今後も継続的・発展的な取り組みが期待できること 



いしかわ健康経営優良企業知事表彰 受賞企業一覧 

※建制・五十音順 

NO 企業の名称（業種） 市町 主な取り組み 

1 
株式会社アクシス 

（化粧品卸業） 
金沢市 

・定期健診と健診後の保健指導の受診勧奨を積極的に実施。 

・運動機会の提供のため、全社員と取引先企業が参加する運動会や、家

族も参加するテニス・卓球大会を開催。 

・敷地内禁煙とし、受動喫煙防止対策を実施。 

2 

サイバーステーション 

株式会社 

（ITシステム開発業） 

金沢市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・従業員の健康課題にあわせた健康セミナーを毎年開催している他、サ

イネージを設置し、健康情報を発信。 

・建物内禁煙とし、受動喫煙防止対策を実施。 

3 
株式会社トーケン 

（建設業） 
金沢市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・IT システム導入による業務の効率化を図り、長時間労働の削減に努め

ている。 

・毎日のラジオ体操やスポーツクラブの利用料補助等、運動機会の増進

に向けた取り組みを実施。 

4 
株式会社ホリ乳業 

（食品製造業） 
金沢市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・感染症予防の取組として、インフルエンザの予防接種を全額会社負担

で実施。 

・家族も対象とした外部福利厚生サービスの活用による運動施設利用料

や人間ドックの費用補助等。 

5 
丸文通商株式会社 

（卸売業、小売業） 
金沢市 

・定期健康診断の他、40 歳以上の節目年齢を対象とした脳・循環器ドッ

クの受診勧奨（全額会社負担）や、単身赴任者を対象とした血液検査

の結果分析を実施。 

・毎日のラジオ体操やスポーツクラブの利用料補助等、運動機会の増進

に向けた取り組みを実施。 

6 
小松シヤリング株式会社 

（製造業） 
小松市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・受動喫煙防止として完全分煙としている他、たばこ対策として禁煙チ

ャレンジの実施や禁煙ポスターの掲示等を実施。 

・腰痛予防体操指導会を開催し、腰痛の予防に努めている。 

7 
コマニー株式会社 

（製造業） 
小松市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・毎年、健康講座を開催する他、定期的に健康新聞を発行する等、従業

員へ健康情報を発信し、意識づけを行っている。 

・運動会の開催やスポーツジムの法人契約、外部福利厚生会社を活用し

た運動機会の提供。 

8 
株式会社トーケンリンク 

（建設業） 
小松市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・メンタルヘルスに関する相談窓口を設置し、産業医による面談体制を

整備。 

・毎日のラジオ体操やスポーツクラブの利用料補助等、運動機会の増進

に向けた取り組みを実施。 

9 

公益財団法人 

北陸体力科学研究所 

（サービス業） 

小松市 

・健診結果確認票を全員に配布し、健診後の保健指導、再診の受診勧奨

を積極的に実施。 

・インセンティブを付与したチーム対抗活動ポイントを導入し、社員全

体の運動習慣の底上げを図る。 

・50 歳以上の職員を対象としたロコモチェック・体力測定、全職員を対

象とした職業性腰痛に関するアンケート調査を実施し、対策を検討。 

10 

株式会社 

江沼チヱン製作所 

（一般機械器具製造業） 

加賀市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・毎朝のラジオ体操の実施や、事業所内のスポーツクラブへ助成により

クラブ活動の活性化を図り、従業員の運動習慣の増進に繋げる。 

・感染症予防の取組として、インフルエンザの予防接種費用を助成。 
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11 

SWS 西日本株式会社 

宇ノ気工場 

（製造業） 

かほく市 

・定期健診、健診後の保健指導およびがん検診の受診勧奨を積極的に実

施。また、40歳未満のメタボ該当者についても特定保健指導を実施し、

生活習慣の早期改善を図る。 

・病院や市等の協力のもと、健康まつりを開催し、出前健康チェックや

健康に関する掲示物を作成し、従業員に広く健康づくりを呼びかける。 

12 
株式会社金沢シール 

（シール印刷業） 
白山市 

・40 歳以上の全従業員（非正規社員、契約社員を含む）に人間ドックの

費用助成を行う等、定期健診、健診後の保健指導およびがん検診の受

診勧奨を積極的に実施。 

・社内７つのレクリエーションクラブには、従業員の大部分が参画して

おり、会社が活動費等を補助することで、社員同士のコミュニケーシ

ョン促進の場としている。 

13 
共和産業株式会社 

（建設機械製造業） 
白山市 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・スポーツジムの法人契約や、スポーツサークルへの活動費の支援など、

運動機会の増進に努めている。 

・長時間労働の者や長期休職者には、産業医や心理カウンセラーによる

面談体制を整備し、メンタルヘルス対策を実施。 

14 
PF 保険サービス株式会社 

（保険代理業） 
津幡町 

・定期健診、健診後の保健指導及びがん検診の受診勧奨を積極的に実施。 

・毎朝のラジオ体操の実施や、スポーツクラブの利用促進、地域の運動

サークルへの参加促進などで運動機会の確保に努めている 

 



いしかわ健康経営宣言企業 認定一覧（48社） 

※受付順 

 
認定 

番号 
企業名   

認定 

番号 
企業名 

1 158 ハウメット・ジャパン株式会社  26 183 有限会社ドリーム二十一 

2 159 株式会社小松村田製作所  27 184 株式会社ほくつう 

3 160 株式会社表組  28 185 株式会社ティーブレイク 

4 161 明治安田生命保険相互会社金沢支社 
 

29 186 
医療法人社団 

井村内科・腎透析クリニック 

5 162 横河電機株式会社 金沢事業所  30 187 社会福祉法人 伏見台保育園 

6 163 荒木空調工業株式会社  31 188 金沢電話工事株式会社 

7 164 株式会社とむろ  32 189 社会福祉法人 金城福祉会 

8 165 株式会社日本海開発  33 190 小松ウオール工業株式会社 

9 166 株式会社クリエイション江口  34 191 株式会社新出組 

10 167 株式会社江口組  35 192 三伸樹脂工業株式会社 

11 168 みなみ設備工業株式会社  36 193 特定非営利活動法人 学童会つるぎ 

12 169 小松電子株式会社  37 194 株式会社エイム 

13 170 有限会社山本製材  38 195 ティ・アイ・エス株式会社 

14 171 三治整形外科クリニック  39 196 アール・ビー・コントロールズ株式会社 

15 172 社会福祉法人 喜峰会  40 197 株式会社国土開発センター 

16 173 飛鳥住宅株式会社  41 198 株式会社エム ビデオプロダクション 

17 174 社会福祉法人 希清軒傳六会  42 199 東本電気株式会社 

18 175 日精工業株式会社  43 200 
日本ケンブリッジフィルター株式会社 
北陸工場 

19 176 株式会社河内建設  44 201 株式会社ホクリクコム 

20 177 株式会社ケイエスディ  45 202 米沢電気工事株式会社 

21 178 社会福祉法人 第一善隣館  46 203 有限会社ケンズコーポレーション 

22 179 株式会社林組  47 204 株式会社宗重商店 

23 180 中西株式会社  48 205 中村留精密工業株式会社 

24 181 総合商社水島物産有限会社     

25 182 医療法人社団 杉浦クリニック     
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