
 

ジャルセールスの健康経営宣言 
 

私たちジャルセールスは、JAL グループの原動力となり収益の最大化と地域・社会の進歩発展に貢献していくことを目指していま

す。当社の財産は、常にお客さま視点を貫き、明るく前向きにお客さまに最高のサービスを提供している「社員」です。「社員」一

人一人の「心身の健康」が不可欠であるとの強い認識のもと、会社・健康保険組合そして社員とその家族が一体となって健康づ

くりを推進していきます。  

 株式会社ジャルセールス  

代表取締役社⾧ 越智健一郎  

1．健康経営の目的 

 

・弊社は企業理念において、「全社員の物心両面の幸福の追求」を通じて、お客様に安全と最高のサービスを提供し、お客様 

から選ばれ続ける企業となることで、企業価値を高めていくことを謳っています。 

企業理念を実現していくためには、社員とその家族が心身そして社会的にも健康であり続けられるよう、全社を挙げて取り組 

むことが不可欠と考えています。 

・弊社は 2021 年からスタートした新中期経営計画の達成のため、人財戦略においてはさらなる生産性の向上を目指しており、

そのベースとなる取組として、「健康経営」を位置づけています。「健康経営」を通じて、健康で活力あふれる社員が育まれること

で、社員一人一人がパフォーマンスを最大限発揮できるよう、環境の整備と健康づくりに取り組みます。 

 

2．推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

取締役/企画総務部担当役員（健康経営責任者） 

<健康経営推進統括部署> 

企画総務部 
日本航空株式会社 健康管理部 

日本航空健康保険組合 

 Wellness 推進事務局 

産業医 

保健師・看護師 

取締役会・経営会議 

（PDCA サイクルにおける各フェーズの確認・承認） 

Wellness リーダー 

各部門⾧ 各部門⾧ 各部門⾧ 各部門⾧ 

Wellness リーダー Wellness リーダー Wellness リーダー 

原動力プロジェクト 

健康増進チーム 

代表取締役社⾧ 



３．当社の健康経営推進の概略図 

健康経営の目的を達成するため、計画から施策実行、評価・改善までの PDCA の各フェーズについて、取締役会および経営会

議において確認、協議、決定を行っています。 

 

 

 

４．当社の健康課題 

■「JAL Wellness 2025」 におけるの５つの重点課題 

  日本航空健康保険組合のデータヘルス計画を踏まえ、グループ全体として、「JALWellness2025」を策定し、 

「生活習慣病」「がん」「メンタルヘルス」「たばこ対策」「女性の健康」を重点課題として定めています。 

当社は、健康保険組合から毎年提供される「Wellness レポート」の結果を踏まえ、当社として特に対策が必要な 

重点課題を以下に定め、取り組むこととしています。 

健康課題 課題設定に至った背景 

生活習慣病 肥満の割合が男性約 35％、女性約 10％と高いこと 

がん 40 歳以上の医療費の上位ががんであること(男女共通) 

メンタルヘルス 休職者の約半数がメンタル疾患に起因すること 

たばこ対策 喫煙率が男性約 25％、女性約 8％と高いこと 

女性の健康 女性の固有の疾病である乳がんおよび子宮がんの発生率が在職中に高まること 

 ■上記の重点課題に加え、健康経営の目的である「健康で活力あふれる社員が育まれることで、社員一人ひとりがパフォー 

マンスを最大限発揮できる環境整備と健康づくり」の状況を以下の指標により測定しております。  

1．アブセンティーイズム  

2．プレゼンティーイズム 

3．ワークエンゲージメント 

     ４. 平均勤続年数 



５．健康課題に対する指標・目標値・指標の変化 

1) 健康課題 

健康課題 
指標 対象 2025 年 

最終目標値 

2021 年 

目標値 

2020 年 

現在値 

2019 年 

生活習慣病 
定期健康診断受診率 社員 100％ 100％ 100％ 100％ 

肥満率 社員 男性 

25.0％未満 

女性 

6.0％未満 

男性 

30.0％ 

女性 

8.0％ 

男性 

34.8％ 

女性 

9.9％ 

男性 

33.6％ 

女性 

12.8％ 

がん 
胃がん検査受診率 

 

社員（35 歳以上） 85.0％以上 85.0% 82.9％ 84.9％ 

大腸がん検査受診率 

 

社員（35 歳以上） 85.0％以上 92.0% 92.1％ 89.6％ 

メンタルヘルス 
ストレスチェック受検率 

 

社員 95.0％以上 95.0% 94.7％ 95.4％ 

高ストレス者割合 

 

社員 5％未満 5.5% 5.6％ 6.8％ 

たばこ対策 
喫煙率 社員 男性 

18.0％未満 

女性 

5.0％未満 

男性 

20.0％ 

女性 

6.0% 

男性

24.5％ 

女性 

7.8％ 

男性 

27.3％ 

女性 

8.7％ 

女性の健康 
乳がん検査受診率 女性社員 

（18 歳以上） 

75％以上 75.0% 74.3％ 76.9％ 

子宮がん検査受診率 女性社員 

（18 歳以上） 

70％以上 70.0% 67.9％ 71.7％ 

女性の痩せ 女性社員 

（34 歳以下） 

20％未満 25.0% 27.0％ 29.3％ 

 

２）健康習慣 

健康習慣 
指標 対象 2025 年 

最終目標値 

2021 年 

目標値 

2020 年 

現在値 

2019 年 

ライフスタイル 
運動習慣 

（行動期・維持期を合算） 

社員 70％以上 65％ 62％ 59％ 

休養が取れる睡眠 

（行動期・維持期を合算） 

社員 80％以上 78％ 75％ 78％ 

朝食を摂る習慣 

（週 4 日以上） 

社員 78%以上 75％ 73％ 72％ 

適度な飲酒習慣 

（行動期・維持期を合算） 

社員 88％以上 85％ 83％ 80％ 



３）健康関連指標 

健康関連指標 
指標 対象 2025 年 

最終目標値 

2021 年 

目標値 

2020 年 

現在値 

2019 年 

アブセンティーイズム 傷病による平均欠勤日数 社員 ３日以下 3 日以下 2.7 日 2.7 日 

プレゼンティーイズム 東京大学 1 問方式による

生産性低下率 

社員 18％以下 20％以下 20％ 17％ 

ワークエンゲージメント 新 職 業 性 ス トレ ス チ ェ ック のワ

ークエンゲージメントに関する

項目の回答値 ＊1 

社員 52 以上 52 52 51 

平均勤続年数 平均勤続年数 社員 20 年以上 19.0 年 19.3 年 19.0 年 

*1 ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ指標の偏差値を引用 

 

４）その他関連指標 

就業関連データ項目 指標 対象 2020 年 

現在値 

2019 年 

有給休暇取得率 年次有給休暇取得数÷年間付与日数 社員 65％ 80％ 

年間平均残業時間 年間残業時間÷社員数 社員 12 時間 36 時間 

傷病による休職 傷病による休職社員数 社員 5 人 4 人 

 

 

6．2020 年下期・2021 年上期の主な取組みと実施結果 

取り組み内容と結果 実施目的 投資額 

1 全従業員に毎月発信する健康トピックス(健康 NOW)の発信 健康経営の社内浸透 ― 

2 定期健診、任意健診（対象者）への受診勧奨実施 

・e-mail にて対象者全員に必要性の発信と受診促進（5 月） 

・リマインダの発信（6 月~10 月 全 3 回） 

生活習慣病・がん・女性の健

康における検診受診率向上 

― 

3 再検査・要精密検査・要治療者への産業保健チームによる個別の

検診受診案内と受診結果報告の義務付け(7 月-10 月) 

生活習慣病・がん・女性の健

康における検診受診率向上 

― 

 

4 特定保健指導実施対象者への健康管理担当からの受診勧奨 

・面談スケジュール調整と受診完了フォローの実施（4 月~10 月） 

生活習慣病予防のための特定

保健指導実施率の向上 

― 

5 外部の心理カウンセラーが対応する「社外相談窓口」の設置と全社

員に周知（2021 年 10 月より） 

高ストレス者割合の低下 外注費等 

1,000 千円 

6 JSAT WELLNESS セミナー開催（2021 年 1 月・7 月） 

 対象:全社員 

参加者数・参加率: 1 月-678 人・93％ 

7 月-454 人・70％ 

参画意識向上・健康リテラ

シー向上 

講師料等 

94 千円 



7 Wellness 活動 

① チーム対抗 ウォーキングイベントを開催（半期ごと） 

参加者数 

 2020 年 10-11 月:  463 名（参加率-63.5％）  

 2021 年 5-6 月:   581 名（参加率-88.0％） 

   参加者へのアンケートでは、参加者同士、和気あいあいと 

楽しむことができ、仕事の面でも円滑なコミュニケーションに 

つながっている、などコミュニケーションの向上につながっています。  

Wellness 活動の推進/ 

コミュニケーション向上・ 

生活習慣病予防 

― 

②JSAT 健康 CAFÉ オンライン開催 

 実施月 テーマ 参加人数 満足度 

*1 

2020 年 12 月 年末年始の過ごし方 57 名 4.09 

2021 年 1 月 冬の乾燥対策 72 名 4.35 

2021 年 2 月 足の健康 97 名 4.61 

2021 年 3 月 ﾃﾚﾜｰｸで気を付けるﾎﾟｲﾝﾄ 74 名 4.43 

2021 年 7 月 入浴の効果・効用 80 名 4.18 

2021 年 8 月 腸の健康 78 名 4.70 

*1 参加者ｱﾝｹｰﾄによる満足度の平均値（5 段階評価「大変満

足・満足・普通・やや不満・不満」） 

― 

8 ① 就業時間内禁煙制度の継続実施 喫煙率の低下 ― 

② 禁煙に関する e-learning 実施 ― 

 

９ 

 

当社の保有する健康リスクについて経営と共有 健康経営の推進 ― 

 

＜全社員へ毎月健康トピックスを配信＞ 

 

 

 



７．2020 年の評価 

  １） 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、自宅での在宅勤務が増加する働き方にかわる中で、社員の運動不足と 

メンタルヘルスが特に至近の課題となっていました。このような中、当社では、全社員参加型の研修として JSAT 

Wellness セミナーを実施し、時間投資を行い、社員の運動意識とメンタルヘルスケアの意識の向上に重点を置い 

たヘルスリテラシー教育を実施しました。また、WELLNESS リーダーが中心となり、チーム対抗のウォーキングイベント 

を開催しました。各職場から多くの社員が本イベントに参加をし、運動機会の創出と職場のコミュニケーション活性化 

を図りました。 

その結果、重点指標のうち、適正体重の維持に関する２つの指標（肥満率、女性の痩せ）について、前年より 

数％改善する結果となりました。またメンタルヘルスにおいても、高ストレス者割合が前年比 ▲0.8%改善しました。 

これらの施策の実施により、社員の健康に対する行動や生活習慣の変化が生じ、重点指標である肥満率、女性の 

痩せならびに高ストレス者割合の改善につながったものと評価しています。 

 

２） 上記のような健康課題の変化は、アブセンティーイズム、プレゼンティーイズム、ワークエンゲージメント、平均勤続年 

数の４つの最終目標指標のうち、ワークエンゲージメント（前年比＋１P 改善）、平均勤続年数（前年比＋0.3 

年）において改善が見られました。一方で、高ストレス者割合は改善したものの、プレゼンティーイズム指標は＋3％ 

悪化となり課題が残る結果となりました。 

これらの指標の改善から、健康経営の実践によって、社員の生産性は着実に向上しているものと考えております。 

      

 

9．外部からの評価 

 

  ・ 経済産業省が日本健康会議と共同で、保険者と連携して優良な健康経営を実践している 

大規模法人を顕彰する「健康経営優良法人 2021（大規模法人部門・ホワイト 500）」 

に認定されました。2018 年より 5 年連続の認定となります。 

 

 

 

 

・ スポーツ庁が、運動不足である働き盛り世代の健康増進のためにスポーツの実施に向けた 

積極的な取り組みを行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度に 

おいて、2021 年より 2 年連続の認定となります。 

   

 

10. その他の取り組み 

 

・ 健康経営の取り組みに関するノウハウの提供等を通じて、弊社は取引先の健康経営の実践支援を行っております。

（2021 年 1 社） 

 

以上 


