
 

 

「Team
チ ー ム

がん対策ひろしま」登録企業について 

 

１ 趣旨 

“県民総ぐるみのがん対策”を推進するため，新たな企業連携事業として創設した「Team
チ ー ム

がん

対策ひろしま」について，７月１７日(木)に企業登録式を開催し，参画企業１４社を登録した。 

 

２ 登録企業 
 
アフラック ［東京都（広島総合支社：広島市中区）］ 広島信用金庫 ［広島市中区］ 

株式会社イトー ［広島市西区］ 株式会社フレスタ ［広島市西区］ 

第一生命保険株式会社［東京都（広島総合支社：広島市南区）］ プレス工業株式会社 ［神奈川県（尾道工場：尾道市）］ 

株式会社中国放送 ［広島市中区］ 株式会社みづま工房 ［広島市中区］ 

西川ゴム工業株式会社 ［広島市西区］ 株式会社メンテックワールド ［東広島市］ 

日本管洗工業株式会社 ［福山市］ 株式会社もみじ銀行 ［広島市中区］ 

株式会社広島銀行 ［広島市中区］ 株式会社リマックプラス ［広島市中区］ 

 

３ 「Teamがん対策ひろしま」とは 

「Team
チ ー ム

がん対策ひろしま」登録企業は，予防，検診，就労支援及びがんに係る社会活動に至るま

での総合的ながん対策に積極的かつ主体的に取り組み，県内企業におけるがん対策の先導的な役割

を担っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team
チ ー ム

がん対策ひろしま 

登録企業は，地域の皆様と社員の“いのち”を守る企業として，社員の受診率向上や就労支援，

県民へのがん検診啓発や患者団体支援に，目標をもって取り組みます。 

対象企業 県内に本社のある企業及び県外本社でも県内に事業所のある企業 

取組内容 

① 社員の方へのがん予防･検診の知識の普及や生活習慣病予防 

② 社員の方のがん検診受診率の向上 

③ がんになった社員の方の「仕事」と「治療」の両立を図るための就労支援 

④ 県民の方へのがん検診啓発 

⑤ がん患者団体による一般県民の方を対象としたがんに関するイベント等への支援 

達成目標 

Ａ．社員の方のがん検診受診率を対前年度増又は 70％を超えている場合は 70％超を維持 

Ｂ．社員の方の１割以上又は 50 人以上を社内や地域で受診勧奨を行う「広島県がん検診推進員」に養成 

Ｃ．県内のがん患者団体の一般県民向けイベントを年２回以上支援 

Ｄ．「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し，がん検診の啓発活動を実施 

実績報告 年１回（７月末），県へ取組・目標達成状況を報告 

表  彰 他登録企業の模範となる先導的な取組や特に優秀な成果をあげた登録企業に対し，毎年，知事表彰 

県 支 援 
Team
チーム

がん対策ひろしまグッズ提供（県内全事業所掲示），がん検診啓発資材提供，がん予防･検診 

出前講座実施，がん検診推進員養成支援，就労支援に役立つハンドブック等提供など 

 
 

社員のがん検診 
受診率向上！ 

がんになった社員 
への就労支援！ 

県民への 
がん検診啓発！ 

がん患者団体 
支援！ 

参考資料２ 



「Ｔｅａｍ「Ｔｅａｍ「Ｔｅａｍ「Ｔｅａｍがんがんがんがん対策対策対策対策ひろしまひろしまひろしまひろしま」」」」

登録企業登録企業登録企業登録企業のののの取組内容取組内容取組内容取組内容

チチチチ ーーーー ムムムム

平成２６年７月１７日 広島県がん対策課



チチチチ ーーーー ムムムム

ページページページページ 登登登登 録録録録 企企企企 業業業業

①①①① アフラックアフラックアフラックアフラック

②②②② 株式会社株式会社株式会社株式会社イトーイトーイトーイトー

③③③③ 第一生命保険株式会社第一生命保険株式会社第一生命保険株式会社第一生命保険株式会社

④④④④ 株式会社中国放送株式会社中国放送株式会社中国放送株式会社中国放送

⑤⑤⑤⑤ 西川西川西川西川ゴムゴムゴムゴム工業株式会社工業株式会社工業株式会社工業株式会社

⑥⑥⑥⑥ 日本管洗工業株式会社日本管洗工業株式会社日本管洗工業株式会社日本管洗工業株式会社

⑦⑦⑦⑦ 株式会社広島銀行株式会社広島銀行株式会社広島銀行株式会社広島銀行

⑧⑧⑧⑧ 広島信用金庫広島信用金庫広島信用金庫広島信用金庫

⑨⑨⑨⑨ 株式会社株式会社株式会社株式会社フレスタフレスタフレスタフレスタ

⑩⑩⑩⑩ プレスプレスプレスプレス工業株式会社工業株式会社工業株式会社工業株式会社

⑪⑪⑪⑪ 株式会社株式会社株式会社株式会社みづまみづまみづまみづま工房工房工房工房

⑫⑫⑫⑫ 株式会社株式会社株式会社株式会社メンテックワールドメンテックワールドメンテックワールドメンテックワールド

⑬⑬⑬⑬ 株式会社株式会社株式会社株式会社もみじもみじもみじもみじ銀行銀行銀行銀行

⑭⑭⑭⑭ 株式会社株式会社株式会社株式会社リマックプラスリマックプラスリマックプラスリマックプラス

※ 五十音順



①①①① アフラックアフラックアフラックアフラック（（（（American Family Life Assurance Company of ColumbusAmerican Family Life Assurance Company of ColumbusAmerican Family Life Assurance Company of ColumbusAmerican Family Life Assurance Company of Columbus））））代表者 社長 外 池 徹（とのいけとおる） 設立 １９７４年所在地 （本社）東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル（広島総合支社）広島市中区鉄砲町7-18東芝フコク生命ビル5F 企業ＨＰ http://www.aflac.co.jp/従業員数 ４，１８９人（うち県内事業所従業員数３４人） 事業所数 ８８事業所（うち県内事業所数２事業所）事業概要 生命保険業社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 毎月毎月毎月毎月、、、、衛生委員会衛生委員会衛生委員会衛生委員会ででででタバコタバコタバコタバコ対策対策対策対策ややややワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランスワークライフバランス等等等等についてについてについてについて学学学学びびびび、、、、社員社員社員社員にににに対対対対してしてしてして生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防をををを呼呼呼呼びかけますびかけますびかけますびかけます。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ ８８８８月末月末月末月末までにがんまでにがんまでにがんまでにがん検診検診検診検診はははは必必必必ずずずず受診受診受診受診するようにするようにするようにするように管理徹底管理徹底管理徹底管理徹底をををを図図図図りますりますりますります。。。。○○○○ がんがんがんがん検診検診検診検診のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて最新最新最新最新のがんのがんのがんのがん治療治療治療治療とともにそれぞれがとともにそれぞれがとともにそれぞれがとともにそれぞれが関心関心関心関心をををを持持持持ちちちち、、、、常常常常にににに情報情報情報情報をををを取得取得取得取得してしてしてして社内社内社内社内でででで共有共有共有共有しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、家族家族家族家族にににに対対対対してもしてもしてもしても受診受診受診受診をををを促促促促すようすようすようすよう徹底徹底徹底徹底しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんにがんにがんにがんに罹患罹患罹患罹患したしたしたした社員社員社員社員のののの個個個個々々々々のののの事情事情事情事情をををを考慮考慮考慮考慮しししし，，，，相談相談相談相談・・・・対応対応対応対応をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 上司上司上司上司，，，，人事部人事部人事部人事部，，，，産業医産業医産業医産業医などがなどがなどがなどが相談相談相談相談にににに応応応応じじじじ，，，，社員社員社員社員のののの個別事情個別事情個別事情個別事情をををを勘案勘案勘案勘案しししし，，，，休暇制度休暇制度休暇制度休暇制度やややや時短勤務時短勤務時短勤務時短勤務のののの活用活用活用活用，，，，配置転換配置転換配置転換配置転換，，，，時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの抑止抑止抑止抑止などのなどのなどのなどの対応対応対応対応をををを行行行行いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議のののの活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参画参画参画参画しますしますしますします。。。。○○○○ アフラックアフラックアフラックアフラックでででで広島県広島県広島県広島県のののの受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上をををを呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛けるけるけるけるチラシチラシチラシチラシをををを独自独自独自独自にににに作成作成作成作成しししし、、、、広島県民広島県民広島県民広島県民にににに配布配布配布配布しししし、、、、がんがんがんがん検診啓発検診啓発検診啓発検診啓発をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。○○○○ 「「「「がんをがんをがんをがんを知知知知るるるる展展展展」」」」をををを県内各地県内各地県内各地県内各地でででで開催開催開催開催しししし、、、、県民県民県民県民にににに早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・早期治療早期治療早期治療早期治療のののの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて啓発啓発啓発啓発しますしますしますします。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体がががが行行行行ううううイベントイベントイベントイベントへのへのへのへの支援要請支援要請支援要請支援要請があればがあればがあればがあれば、、、、要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで次次次次のののの対応対応対応対応をををを行行行行いますいますいますいます。。。。・・・・ 社員社員社員社員やややや地域地域地域地域のののの方方方方にににに向向向向けたけたけたけたチラシチラシチラシチラシ配布配布配布配布・・・・設置設置設置設置などのなどのなどのなどの広報協力広報協力広報協力広報協力をををを行行行行いますいますいますいます。。。。・・・・ 集客集客集客集客をををを図図図図るためのるためのるためのるための来場者来場者来場者来場者（（（（一般県民一般県民一般県民一般県民））））向向向向けけけけグッズグッズグッズグッズなどをなどをなどをなどを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） １００％ １００％ １００％ １００％Ｈ２６年度（目標値） １００％ １００％ １００％ １００％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に３４人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



②②②② 株式会社株式会社株式会社株式会社イトーイトーイトーイトー代表者 代表取締役社長 伊 藤 學 人（いとうがくひと） 設立 １９５１年所在地 広島市西区商工センター1丁目12番26号 企業ＨＰ －従業員数 ２７人（うち県内事業所従業員数１９人） 事業所数 ４事業所（うち県内事業所数１事業所）事業概要 加工食品原材料販売（各種砂糖，小麦粉，異性化糖，水飴，液糖，雑穀，ぶどう糖，調味料，食油 など）社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社員社員社員社員へがんへがんへがんへがん予防予防予防予防やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを配布配布配布配布しますしますしますします。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん検診費用検診費用検診費用検診費用をををを会社会社会社会社でででで補助補助補助補助しししし，，，，社員社員社員社員のののの自己負担自己負担自己負担自己負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図りますりますりますります。。。。○○○○ がんがんがんがん検診検診検診検診のののの検査項目検査項目検査項目検査項目をををを増増増増やしますやしますやしますやします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん治療治療治療治療などになどになどになどに利用利用利用利用できるできるできるできる短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務・・・・時差出勤時差出勤時差出勤時差出勤のののの設定設定設定設定やややや取得取得取得取得しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員のののの希望希望希望希望にににに応応応応じてじてじてじて定期的定期的定期的定期的なななな面談面談面談面談をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議にににに加入加入加入加入しししし，，，，イベントイベントイベントイベントなどのなどのなどのなどの推進会議活動推進会議活動推進会議活動推進会議活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しますしますしますします。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ イベントイベントイベントイベントへのへのへのへの協賛金支援協賛金支援協賛金支援協賛金支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ４４％ ４４％ ４４％ ０％Ｈ２６年度（目標値） ５０％ ５０％ ５０％ ５０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に２人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



③③③③ 第一生命保険株式第一生命保険株式第一生命保険株式第一生命保険株式会社会社会社会社代表者 代表取締役社長 渡 邉 光 一 郎（わたなべこういちろう） 設立 １９０２年所在地 （本店）東京都千代田区有楽町1-13-1（広島総合支社）広島市南区的場町1-2-21 企業ＨＰ http://www.dai-ichi-life.co.jp/従業員数 ５５，６０３人（うち県内事業所従業員数８０５人） 事業所数 １，３４１事業所（うち県内事業所数３０事業所）事業概要 生命保険業社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員をををを５０５０５０５０人以上養成人以上養成人以上養成人以上養成しししし，，，，がんのがんのがんのがんの予防及予防及予防及予防及びびびび検診検診検診検診のののの正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識をををを習得習得習得習得させますさせますさせますさせます。。。。○○○○ 職員職員職員職員にがんにがんにがんにがん予防予防予防予防やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを配布配布配布配布するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防生活習慣病予防のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社内社内社内社内でででで広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員をををを養成養成養成養成しししし，，，，がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員からからからから他他他他のののの職員職員職員職員にににに対対対対してがんしてがんしてがんしてがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを勧勧勧勧めますめますめますめます。。。。○○○○ 健康健康健康健康診診診診断断断断時時時時にににに受診受診受診受診できるがんできるがんできるがんできるがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを呼呼呼呼びかけますびかけますびかけますびかけます。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者患者患者患者であるであるであるである職員職員職員職員とととと面談面談面談面談をををを行行行行いいいい，，，，仕仕仕仕事事事事とととと治療治療治療治療をををを両立両立両立両立できるようなできるようなできるようなできるような働働働働きききき方方方方（（（（勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制・・・・労働労働労働労働時間等時間等時間等時間等））））をともにをともにをともにをともに考考考考ええええ，，，，職場職場職場職場のののの同同同同僚僚僚僚にもにもにもにも過過過過度度度度なななな負担負担負担負担とならないようなとならないようなとならないようなとならないような業務体制作業務体制作業務体制作業務体制作りをりをりをりを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ がんにがんにがんにがんに罹患罹患罹患罹患したしたしたした職員職員職員職員がががが，，，，がんであることをがんであることをがんであることをがんであることを理理理理由由由由にににに退退退退職職職職をををを申申申申しししし入入入入れたれたれたれた時時時時はははは，，，，柔軟柔軟柔軟柔軟なななな勤務体勤務体勤務体勤務体系系系系やややや休務制度休務制度休務制度休務制度をををを活用活用活用活用してしてしてして働働働働きながらきながらきながらきながら治療治療治療治療することをすることをすることをすることを案内案内案内案内しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ イベントイベントイベントイベントなどのなどのなどのなどの「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議活動推進会議活動推進会議活動推進会議活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参画参画参画参画しししし，，，，県内県内県内県内全全全全事業事業事業事業所所所所でのでのでのでの啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースター掲示掲示掲示掲示をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 営営営営業担業担業担業担当当当当者者者者によるによるによるによるおおおお客客客客様訪問様訪問様訪問様訪問時時時時ににににチラシチラシチラシチラシをををを配布配布配布配布しししし，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの重要性重要性重要性重要性のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 国立国立国立国立がんがんがんがん研究研究研究研究セセセセンターンターンターンター共催共催共催共催セミナセミナセミナセミナーーーーにににに多多多多くのくのくのくの方方方方にににに参加参加参加参加いたいたいたいただだだだけるようけるようけるようけるよう呼呼呼呼びかけますびかけますびかけますびかけます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体がががが行行行行ううううイベントイベントイベントイベントへのへのへのへの支援要請等支援要請等支援要請等支援要請等があればがあればがあればがあれば，，，，要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで次次次次のいずれかののいずれかののいずれかののいずれかの対対対対応応応応をををを行行行行いますいますいますいます。。。。・・・・イベントイベントイベントイベントのののの後後後後援援援援又又又又はははは協賛協賛協賛協賛 ・・・・社員社員社員社員やややや地域地域地域地域のののの方方方方にににに向向向向けたけたけたけたチラシチラシチラシチラシ配布配布配布配布・・・・設置設置設置設置などのなどのなどのなどの広報協力広報協力広報協力広報協力 ・・・・協賛金等協賛金等協賛金等協賛金等でのでのでのでの参画参画参画参画

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ３９％ ９６％ ５４％ ２６％Ｈ２６年度（目標値） ５０％ ９６％ ６０％ ５０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「３年以内に８０人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



④④④④ 株式会社中国放送株式会社中国放送株式会社中国放送株式会社中国放送代表者 代表取締役社長 青 木 暢 之（あおきのぶゆき） 設立 １９５２年所在地 広島市中区基町21-3 企業ＨＰ http://www.rcc.net/従業員数 １９３人（うち県内事業所従業員数１６６人） 事業所数 ４事業所（うち県内事業所数２事業所）事業概要 基幹放送事業及び関連する諸事業社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 県内事業県内事業県内事業県内事業所所所所ににににおおおおいていていていて，，，，館館館館内内内内禁煙禁煙禁煙禁煙をををを継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施しますしますしますします。。。。○○○○ 社員社員社員社員にににに対対対対してがんしてがんしてがんしてがん予防予防予防予防やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを掲示掲示掲示掲示しますしますしますします。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 対対対対象象象象となるとなるとなるとなる全全全全てのてのてのての社員社員社員社員にににに対対対対してしてしてして，，，，社内社内社内社内メメメメーーーールルルル等等等等によりがんによりがんによりがんによりがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを促促促促しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 年年年年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇のののの繰越分繰越分繰越分繰越分をををを１１１１１１１１００００日日日日をををを限限限限度度度度にににに，，，，がんをはじめとしたがんをはじめとしたがんをはじめとしたがんをはじめとした傷傷傷傷病病病病のののの治療治療治療治療・・・・療養療養療養療養・・・・看護看護看護看護等等等等にににに活用活用活用活用できるできるできるできる「「「「失効年失効年失効年失効年休制度休制度休制度休制度」」」」をををを設置設置設置設置してしてしてしておおおおりりりり，，，，社員社員社員社員にににに活用活用活用活用をををを周周周周知知知知しますしますしますします。。。。○○○○ 産業医産業医産業医産業医，，，，人事人事人事人事労労労労務担務担務担務担当当当当部部部部署署署署，，，，職場職場職場職場のののの上司上司上司上司がががが，，，，患者患者患者患者となったとなったとなったとなった社員社員社員社員とととと面談面談面談面談をををを行行行行いいいい，，，，仕仕仕仕事事事事とととと治療治療治療治療をををを両両両両立立立立できるようできるようできるようできるよう勤務勤務勤務勤務にににに関関関関するするするする配配配配慮慮慮慮をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに，，，，職場職場職場職場のののの同僚同僚同僚同僚等等等等にもにもにもにも過過過過度度度度のののの負担負担負担負担とならないようなとならないようなとならないようなとならないような業務配業務配業務配業務配分分分分やややや代替措代替措代替措代替措置等置等置等置等のののの支援体制支援体制支援体制支援体制づくりにづくりにづくりにづくりに取取取取りりりり組組組組みみみみますますますます。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議ののののイベントイベントイベントイベントなどのなどのなどのなどの推進会議活動推進会議活動推進会議活動推進会議活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参画参画参画参画しますしますしますします。。。。○○○○ 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがん啓発啓発啓発啓発キャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーン「「「「Keep Smile 輝輝輝輝きのきのきのきの一一一一歩歩歩歩」」」」をををを実施実施実施実施しししし，，，，テレビテレビテレビテレビ・・・・ララララジオジオジオジオ・・・・イベントイベントイベントイベント・・・・インターインターインターインターネネネネットットットットなどなどなどなど，，，，当当当当社社社社のののの持持持持つあつあつあつあららららゆゆゆゆるるるるメディメディメディメディアアアアをををを通通通通してしてしてして，，，，広広広広くくくく県民県民県民県民にがんにがんにがんにがん検診検診検診検診のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。（。（。（。（参考参考参考参考 http://kenko.rcc.jp/woman/））））○○○○ 当当当当社社社社ホホホホーーーームペムペムペムペーーーージジジジ「「「「ＲＣＣＲＣＣＲＣＣＲＣＣ健康健康健康健康・・・・医療医療医療医療」」」」ににににおおおおいていていていて，，，，ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ公公公公開開開開講座講座講座講座としてとしてとしてとして「「「「がんがんがんがん市市市市民民民民講演講演講演講演会会会会」」」」をををを公公公公開開開開するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，ササササイトイトイトイト内内内内のののの「「「「健健健健康康康康ニュニュニュニュースースースース」」」」等等等等ののののコンコンコンコンテテテテンンンンツツツツをををを通通通通してしてしてして広広広広くがんくがんくがんくがん検診検診検診検診のののの重要性重要性重要性重要性をををを訴訴訴訴ええええますますますます。（。（。（。（参考参考参考参考 http://kenko.rcc.jp/））））がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体がががが行行行行ううううイベントイベントイベントイベントについてについてについてについて，，，，要請要請要請要請があればがあればがあればがあれば，，，，放送放送放送放送をををを通通通通してしてしてして紹介紹介紹介紹介するなどするなどするなどするなど，，，，情情情情宣宣宣宣活動活動活動活動にににに協力協力協力協力ししししますますますます。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％超えている場合は70％超維持します胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ７７％ ９８％ ８６％ ６６％Ｈ２６年度（目標値） ８０％ １００％ ９０％ ７０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「２年以内に１７人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑤⑤⑤⑤ 西川西川西川西川ゴムゴムゴムゴム工業株式会社工業株式会社工業株式会社工業株式会社代表者 代表取締役社長 西 川 正 洋（にしかわまさひろ） 設立 １９４９年所在地 広島市西区三篠町二丁目2番8号 企業ＨＰ https://www.nishikawa-rbr.co.jp/従業員数 １，３３１人（うち県内事業所従業員数１，２７４人） 事業所数 １０事業所（うち県内事業所数５事業所）事業概要 自動車用シール材及び産業資材製品の設計・開発・製造・販売社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社員社員社員社員へがんへがんへがんへがん予防予防予防予防やややや検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを配布配布配布配布しししし啓発啓発啓発啓発しますしますしますします。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 健康保険組合健康保険組合健康保険組合健康保険組合とととと協業協業協業協業してしてしてして，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを勧勧勧勧めますめますめますめます。。。。○○○○ 社内報社内報社内報社内報やややや社内社内社内社内メメメメーーーールルルル等等等等でででで，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを促促促促しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん治療治療治療治療のののの通院通院通院通院にににに，，，，半日半日半日半日有有有有給給給給休暇休暇休暇休暇のののの使使使使用用用用ができることをができることをができることをができることをＰＲＰＲＰＲＰＲしますしますしますします。。。。○○○○ 家族家族家族家族のがんのがんのがんのがん患者患者患者患者をををを含含含含むむむむ，，，，要要要要介護状態介護状態介護状態介護状態のののの方方方方をををを看護看護看護看護するするするする場場場場合合合合にににに利用利用利用利用できるできるできるできる制度制度制度制度（（（（休暇休暇休暇休暇・・・・休職等休職等休職等休職等））））ををををわわわわかりやすくかりやすくかりやすくかりやすく案内案内案内案内しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 県内事業県内事業県内事業県内事業所所所所ににににおおおおいていていていて，，，，社員社員社員社員やややや取取取取引先引先引先引先向向向向けにけにけにけに啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，チラシチラシチラシチラシをををを置置置置きききき，，，，啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体がががが行行行行ううううイベントイベントイベントイベントへのへのへのへの支援要請等支援要請等支援要請等支援要請等があればがあればがあればがあれば，，，，社員社員社員社員にににに向向向向けたけたけたけたチラシチラシチラシチラシ配布配布配布配布・・・・設置等設置等設置等設置等のののの広報協力広報協力広報協力広報協力やややや，，，，アンアンアンアンケケケケートートートートなどのなどのなどのなどの要請要請要請要請があればがあればがあればがあれば協力協力協力協力しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ７４％ ９９％ ７４％ ４３％Ｈ２６年度（目標値） ７５％ ９９％ ７５％ ４５％②②②② 広島県がん検診推進員を，「３年以内に５０人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑥⑥⑥⑥ 日本管洗工業株式会社日本管洗工業株式会社日本管洗工業株式会社日本管洗工業株式会社代表者 代表取締役 小 林 一 三（こばやしかずみ） 設立 １９７４年所在地 福山市箕沖町101番地の8 企業ＨＰ －従業員数 ２２人（うち県内事業所従業員数２２人） 事業所数 １事業所（うち県内事業所数１事業所）事業概要 金属の表面処理及び管工事業，精密洗浄工事，ＣＦＲＰ製代替鉄筋材製造・販売社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社員社員社員社員にににに対対対対しししし，，，，がんがんがんがん予防予防予防予防やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを配布配布配布配布しますしますしますします。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 定期的定期的定期的定期的にににに行行行行っているっているっているっている健康健康健康健康診診診診断断断断のののの時時時時にににに，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを促促促促しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員にはにはにはには，，，，働働働働きながらきながらきながらきながら治療治療治療治療することができることをすることができることをすることができることをすることができることを案内案内案内案内しししし，，，，十分十分十分十分にににに相談相談相談相談にのりにのりにのりにのり，，，，短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務やややや休暇取得休暇取得休暇取得休暇取得などなどなどなど柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対応対応対応対応しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社内社内社内社内にににに啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示しししし，，，，チラシチラシチラシチラシもももも配配配配架架架架しししし，，，，地域地域地域地域へのへのへのへの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ イベントイベントイベントイベントへのへのへのへの後後後後援援援援・・・・協賛協賛協賛協賛をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ イベントイベントイベントイベントへへへへ協賛金等協賛金等協賛金等協賛金等でのでのでのでの経経経経費支援費支援費支援費支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで，，，，イベントイベントイベントイベントににににボボボボランランランランティティティティアアアア参加参加参加参加しますしますしますします。。。。○○○○ アンアンアンアンケケケケートートートートなどのなどのなどのなどの協力協力協力協力依頼依頼依頼依頼があればがあればがあればがあれば積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） １３％ １３％ １３％ １００％Ｈ２６年度（目標値） １４％ １４％ １４％ １００％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に５人」養成し，２年目には更に５人養成し，計１０人を養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑦⑦⑦⑦ 株式会社広島銀行株式会社広島銀行株式会社広島銀行株式会社広島銀行代表者 代表取締役頭取 池 田 晃 治（いけだこうじ） 設立 １８７８年所在地 広島市中区紙屋町1丁目3番8号 企業ＨＰ http://www.hirogin.co.jp/index.html従業員数 ３，６３０人（うち県内事業所従業員数３，１１４人） 事業所数 １６８事業所（うち県内事業所数１３７事業所）事業概要 金融機関（銀行業）社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん対策対策対策対策のののの関関関関連連連連広報広報広報広報誌誌誌誌ややややパパパパンフンフンフンフレレレレットットットット等等等等でがんについてでがんについてでがんについてでがんについて知識知識知識知識をををを高高高高めますめますめますめます。。。。○○○○ 産業産業産業産業保健保健保健保健スタッフスタッフスタッフスタッフによるによるによるによる保健指導保健指導保健指導保健指導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 個別個別個別個別通通通通知知知知やややや回覧回覧回覧回覧などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて，，，，対対対対象象象象者者者者にににに人間人間人間人間ドドドドックックックックのののの積極的利用積極的利用積極的利用積極的利用をををを促促促促すとともにすとともにすとともにすとともに，，，，費用費用費用費用のののの健康保険組合健康保険組合健康保険組合健康保険組合からのからのからのからの補助補助補助補助をををを継続継続継続継続実実実実施施施施しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 上司上司上司上司、、、、人事人事人事人事総総総総務部務部務部務部、、、、産業医産業医産業医産業医などがなどがなどがなどが相談相談相談相談にににに応応応応じじじじ、、、、がんがんがんがん治療治療治療治療などになどになどになどに利用利用利用利用できるできるできるできる年年年年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇、、、、フフフフレレレレックスタイックスタイックスタイックスタイムムムム制等制等制等制等のののの利用利用利用利用しやしやしやしやすいすいすいすい環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 家族家族家族家族のがんのがんのがんのがん患者患者患者患者をををを含含含含むむむむ、、、、要要要要介護状態介護状態介護状態介護状態のののの方方方方をををを看護看護看護看護するするするする場場場場合合合合にににに利用利用利用利用できるできるできるできる休暇制度等休暇制度等休暇制度等休暇制度等のののの取得取得取得取得しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 営営営営業業業業店窓口店窓口店窓口店窓口ににににおおおおいていていていて、、、、チラシチラシチラシチラシ・・・・ポポポポスタースタースタースター掲掲掲掲出出出出によるがんによるがんによるがんによるがん検診検診検診検診のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 公公公公開開開開講座講座講座講座やがんにやがんにやがんにやがんに関関関関するするするするイベントイベントイベントイベントをををを従従従従事者事者事者事者にににに紹介紹介紹介紹介してしてしてして、、、、参加等参加等参加等参加等のののの声声声声かけをかけをかけをかけを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 職員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ９６％ ９９％ ８９％ ６８％Ｈ２６年度（目標値） ９６％ ９９％ ９０％ ７０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「３年以内に６０人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑧⑧⑧⑧ 広島信用金庫広島信用金庫広島信用金庫広島信用金庫代表者 理事長 武 田 龍 雄（たけだたつお） 設立 １９４５年所在地 広島市中区富士見町3番15号 企業ＨＰ http://www.hiroshin.co.jp/従業員数 １，０２２人（うち県内事業所従業員数１，０２２人） 事業所数 ７６事業所（うち県内事業所数７６事業所）事業概要 金融機関（信用金庫）社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん予防予防予防予防やややや検診検診検診検診にににに関関関関するするするする研修研修研修研修会会会会をををを開催開催開催開催してしてしてして「「「「広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員」」」」をををを５０５０５０５０人以上養成人以上養成人以上養成人以上養成することによりすることによりすることによりすることにより，，，，がんのがんのがんのがんの予防及予防及予防及予防及びびびび検検検検診診診診のののの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて，，，，正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識をををを習得習得習得習得させるとともにさせるとともにさせるとともにさせるとともに，，，，周周周周りのりのりのりの社員社員社員社員やややや家族家族家族家族，，，，またまたまたまた取取取取引先引先引先引先などもなどもなどもなども含含含含めてめてめてめて，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを勧勧勧勧めますめますめますめます。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 人事部及人事部及人事部及人事部及びびびび広島広島広島広島信信信信用金用金用金用金庫健康保険組合庫健康保険組合庫健康保険組合庫健康保険組合よりよりよりより全全全全職員職員職員職員にににに対対対対してしてしてして，，，，社内社内社内社内メメメメーーーールルルル・・・・電話電話電話電話等等等等をををを通通通通じじじじ，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診勧奨勧奨勧奨勧奨をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんになったがんになったがんになったがんになった職員職員職員職員のののの希望希望希望希望にににに応応応応じてじてじてじて定期的定期的定期的定期的なななな面談面談面談面談をををを実施実施実施実施しししし，，，，仕仕仕仕事事事事とととと治療治療治療治療のののの両立両立両立両立できるようなできるようなできるようなできるような短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務やややや残残残残業業業業禁禁禁禁止止止止などのなどのなどのなどの働働働働きききき方方方方についてのについてのについてのについての配慮配慮配慮配慮をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに，，，，職場職場職場職場のののの同僚同僚同僚同僚等等等等にもにもにもにも過過過過度度度度のののの負担負担負担負担とならないようなとならないようなとならないようなとならないような業務配業務配業務配業務配分分分分やややや代替措代替措代替措代替措置等置等置等置等のののの支援体制支援体制支援体制支援体制づくづくづくづくりをりをりをりを行行行行いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 県内県内県内県内７６７６７６７６のののの全全全全事業事業事業事業所所所所ににににおおおおいていていていて，，，，職員職員職員職員ややややおおおお客客客客様様様様などになどになどになどに向向向向けてけてけてけて啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示しししし啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者患者患者患者（（（（支援支援支援支援））））団体団体団体団体がががが主主主主催催催催するするするするイベントイベントイベントイベントにににに対対対対してしてしてして，，，，後後後後援援援援，，，，協賛協賛協賛協賛，，，，広報協力広報協力広報協力広報協力，，，，会場会場会場会場のののの無償無償無償無償提供等提供等提供等提供等，，，，要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲ででででのののの支援支援支援支援をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 職員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ８２％ ９５％ ８２％ ６３％Ｈ２６年度（目標値） １００％ １００％ １００％ ７０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に５０人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑨⑨⑨⑨ 株式会社株式会社株式会社株式会社フレスタフレスタフレスタフレスタ代表者 代表取締役社長 宗 兼 邦 生（むねかねくにお） 設立 １９５１年所在地 広島市西区横川町3丁目2番36号 企業ＨＰ http://www.fresta.co.jp/従業員数 ５９１人（うち県内事業所従業員数５４８人） 事業所数 ５７事業所（うち県内事業所数５２事業所）事業概要 総合食料品・日用品雑貨販売のスーパーマーケット社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 店長店長店長店長などのなどのなどのなどの事業事業事業事業所長所長所長所長にににに「「「「広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員養成検診推進員養成検診推進員養成検診推進員養成研修研修研修研修」」」」をををを受受受受講講講講させさせさせさせ，，，，検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員のののの養成養成養成養成をををを行行行行いいいい，，，，検診検診検診検診にににに関関関関するするするする一般的一般的一般的一般的なななな基礎基礎基礎基礎知識知識知識知識をををを習得習得習得習得しししし，，，，従従従従業員業員業員業員へがんへがんへがんへがん予防予防予防予防，，，，検診検診検診検診のののの重要性重要性重要性重要性をををを浸透浸透浸透浸透させますさせますさせますさせます。。。。○○○○ 定期定期定期定期健康健康健康健康診診診診断断断断のののの受診受診受診受診結果結果結果結果をもとにをもとにをもとにをもとに，，，，メメメメタタタタボリボリボリボリックックックック症候群症候群症候群症候群だだだだとととと思思思思わわわわれるれるれるれる社員社員社員社員をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした，，，，メメメメタタタタボリボリボリボリックックックック症候群改善症候群改善症候群改善症候群改善プロプロプロプログラグラグラグラムムムムをををを提案提案提案提案・・・・実施実施実施実施しますしますしますします。（。（。（。（メメメメタタタタボボボボ対対対対象象象象者者者者にににに対対対対してしてしてして，，，，ジムジムジムジムスタスタスタスタジオジオジオジオ利用利用利用利用（（（（月月月月１１１１回回回回のののの利用料会社負担利用料会社負担利用料会社負担利用料会社負担））））及及及及びびびび専専専専用用用用トトトトレレレレーーーーナナナナーーーーによるによるによるによる食食食食事事事事指導指導指導指導実施実施実施実施））））社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 担担担担当当当当部部部部門門門門からからからから受診受診受診受診確認確認確認確認とととと，，，，未未未未受診者受診者受診者受診者へのへのへのへの受診受診受診受診勧奨勧奨勧奨勧奨をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。○○○○ 検診開検診開検診開検診開始始始始時時時時にににに，，，，朝礼朝礼朝礼朝礼等等等等でのでのでのでの受診啓発受診啓発受診啓発受診啓発ののののアアアアナウナウナウナウンスンスンスンスをををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。○○○○ このこのこのこのほほほほかにもかにもかにもかにも，，，，脳血脳血脳血脳血管管管管疾疾疾疾患患患患がががが疑疑疑疑わわわわれるれるれるれる社員社員社員社員にににに対対対対してしてしてして，，，，脳脳脳脳ドドドドックックックックのののの受診受診受診受診をををを全額全額全額全額会社負担会社負担会社負担会社負担でででで実施実施実施実施しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 月度月度月度月度のののの産業医面産業医面産業医面産業医面接接接接及及及及びびびび人事面談人事面談人事面談人事面談によるによるによるによる状況把握状況把握状況把握状況把握とととと勤務勤務勤務勤務変更変更変更変更をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 県内県内県内県内のののの全全全全事業事業事業事業所所所所ににににおおおおいていていていて，，，，おおおお客客客客様様様様などになどになどになどに向向向向けてけてけてけて啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示しししし啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ イベントイベントイベントイベントへへへへ来場者用来場者用来場者用来場者用のののの協賛協賛協賛協賛品品品品をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。○○○○ イベントイベントイベントイベントににににボボボボランランランランティティティティアアアア参加参加参加参加しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ９０％ １００％ ９６％ ９４％Ｈ２６年度（目標値） ９２％ １００％ ９８％ ９６％②②②② 広島県がん検診推進員を，「３年以内に７０人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑩⑩⑩⑩ プレスプレスプレスプレス工業株式会社工業株式会社工業株式会社工業株式会社代表者 代表取締役社長 角 堂 博 茂（かくどうひろしげ） 設立 １９２５年所在地 （本社）神奈川県川崎市川崎区塩浜1丁目1番1号（尾道工場）尾道市高須町大山田1050 企業ＨＰ http://www.presskogyo.co.jp/従業員数 １，９７０人（うち県内事業所従業員数３６７人） 事業所数 ６事業所（うち県内事業所数１事業所）事業概要 自動車部品・建設機械用部品の製造社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 受診率受診率受診率受診率のののの低低低低いいいい婦婦婦婦人人人人科科科科・・・・胃胃胃胃・・・・大腸大腸大腸大腸がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防やややや検診検診検診検診のののの意義意義意義意義をををを啓発啓発啓発啓発しますしますしますします。。。。○○○○ 社内診療社内診療社内診療社内診療所所所所でのでのでのでの禁煙禁煙禁煙禁煙治療費補助治療費補助治療費補助治療費補助キャキャキャキャンンンンペペペペーンーンーンーンをををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室ののののＰＭＰＭＰＭＰＭ2.5濃濃濃濃度度度度測測測測定定定定をををを行行行行いいいい，，，，基準基準基準基準以上以上以上以上のののの喫煙室喫煙室喫煙室喫煙室をををを廃廃廃廃止止止止しししし禁煙禁煙禁煙禁煙しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境をををを整整整整ええええますますますます。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員をををを養成養成養成養成しししし，，，，他他他他のののの従従従従業員業員業員業員にににに対対対対してがんしてがんしてがんしてがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを勧勧勧勧めますめますめますめます。。。。○○○○ 受診率受診率受診率受診率のののの低低低低いいいい婦婦婦婦人人人人科科科科がんがんがんがん検診検診検診検診についてはについてはについてはについては，，，，健保組合健保組合健保組合健保組合・・・・病病病病院院院院とととと受診受診受診受診しやすいしやすいしやすいしやすい方方方方法法法法をををを工夫工夫工夫工夫しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社員社員社員社員がががが，，，，がんになったがんになったがんになったがんになった場場場場合合合合のののの相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口をををを作作作作りますりますりますります。。。。○○○○ 産業医産業医産業医産業医・・・・人事人事人事人事労労労労務務務務・・・・上司上司上司上司・・・・看護師看護師看護師看護師・・・・カウカウカウカウンンンンセセセセラーラーラーラーがががが必要必要必要必要なときになときになときになときに相談相談相談相談ができるができるができるができる体制体制体制体制をををを作作作作りますりますりますります。。。。○○○○ 仕仕仕仕事事事事中中中中，，，，しんどくなったしんどくなったしんどくなったしんどくなった時時時時，，，，痛痛痛痛みみみみがががが出出出出たたたた時時時時にににに休養休養休養休養できるできるできるできる体制体制体制体制をををを作作作作りますりますりますります。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議にににに加入加入加入加入しししし，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ イベントイベントイベントイベントのののの広報協力広報協力広報協力広報協力をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ８７％ １００％ ８６％ ９％Ｈ２６年度（目標値） ９０％ １００％ ９０％ ３０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「２年以内に３７人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑪⑪⑪⑪ 株式会社株式会社株式会社株式会社みづまみづまみづまみづま工房工房工房工房代表者 代表取締役社長 白 井 孝 司（しらいこうじ） 設立 １９４５年所在地 広島市中区大手町1-4-14 企業ＨＰ http://www.mizma.co.jp/従業員数 ７０人（うち県内事業所従業員数７０人） 事業所数 ２事業所（うち県内事業所数２事業所）事業概要 広告代理業務（新聞・テレビ・ラジオ等媒体取扱い），サイン・ディスプレイ・展示会など企画・デザイン・制作 など社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 従従従従業員業員業員業員へがんへがんへがんへがん予防予防予防予防やややや検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを配布配布配布配布しますしますしますします。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん検診検診検診検診未未未未受診者受診者受診者受診者へへへへ総総総総務部務部務部務部よりよりよりより受診受診受診受診勧奨勧奨勧奨勧奨しししし，，，，１１１１００００００００％％％％受診受診受診受診をををを目目目目指指指指しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 特特特特別別別別傷傷傷傷病休暇病休暇病休暇病休暇をををを設定設定設定設定。。。。年年年年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇のののの計算計算計算計算期間期間期間期間にににに消化消化消化消化できなかったできなかったできなかったできなかった残数残数残数残数のうちのうちのうちのうち，，，，翌年翌年翌年翌年度度度度へのへのへのへの繰延繰延繰延繰延ができなかったができなかったができなかったができなかった日数日数日数日数のののの直近直近直近直近２２２２かかかか年年年年のののの合計日数合計日数合計日数合計日数をををを特特特特別別別別傷傷傷傷病休暇病休暇病休暇病休暇としてとしてとしてとして，，，，治療治療治療治療のののの際際際際にににに使使使使用用用用できるようにしましたできるようにしましたできるようにしましたできるようにしました。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 県内県内県内県内２２２２事業事業事業事業所所所所ににににおおおおいていていていて，，，，社員社員社員社員やややや取取取取引先引先引先引先，，，，顧顧顧顧客向客向客向客向けにけにけにけに啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターのののの掲示掲示掲示掲示ややややチラシチラシチラシチラシをををを配布配布配布配布しますしますしますします。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ イベントイベントイベントイベントののののチラシチラシチラシチラシ配布配布配布配布・・・・設置設置設置設置などのなどのなどのなどの広報協力広報協力広報協力広報協力をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ９２％ ９８％ ９６％ ８８％Ｈ２６年度（目標値） ９３％ １００％ ９７％ ９０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に７人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑫⑫⑫⑫ 株式会社株式会社株式会社株式会社メンテックワールドメンテックワールドメンテックワールドメンテックワールド代表者 代表取締役 小 松 節 子（こまつせつこ） 設立 １９６５年所在地 東広島市八本松飯田2-2-1 企業ＨＰ http://www.mentecworld.co.jp/index.html従業員数 １０４人（うち県内事業所従業員数７１人） 事業所数 ４事業所（うち県内事業所数２事業所）事業概要 生産設備メンテナンス，スパイラルダクト等製造・施工，環境機器研究・開発・販売 など社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員をををを７７７７人以上養成人以上養成人以上養成人以上養成しししし，，，，がんのがんのがんのがんの予防及予防及予防及予防及びびびび検診検診検診検診のののの正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識をををを習得習得習得習得させますさせますさせますさせます。。。。○○○○ 社員社員社員社員へがんへがんへがんへがん予防予防予防予防やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診にににに関関関関するするするする啓発資料啓発資料啓発資料啓発資料をををを配布配布配布配布しますしますしますします。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社内社内社内社内でででで養成養成養成養成したしたしたした広島県広島県広島県広島県がんがんがんがん検診推進員検診推進員検診推進員検診推進員からからからから，，，，他他他他のののの社員社員社員社員にににに対対対対してがんしてがんしてがんしてがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを勧勧勧勧めますめますめますめます。。。。○○○○ 受診費用受診費用受診費用受診費用をををを会社負担会社負担会社負担会社負担しししし，，，，年年年年１１１１回回回回ママママンンンンモモモモグラフグラフグラフグラフィィィィをををを女女女女性社員及性社員及性社員及性社員及びびびび男男男男性社員性社員性社員性社員のののの配配配配偶偶偶偶者者者者にににに受診受診受診受診してもらうしてもらうしてもらうしてもらう取取取取組組組組をををを継続継続継続継続実施実施実施実施しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「ガガガガンンンン治療費補助治療費補助治療費補助治療費補助・・・・見見見見舞舞舞舞金制度金制度金制度金制度規程規程規程規程」」」」にににに基基基基づきづきづきづき，，，，がんがんがんがん患者患者患者患者であるであるであるである社員社員社員社員にににに対対対対してしてしてして治療費治療費治療費治療費のののの補助補助補助補助をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 産業医産業医産業医産業医，，，，人事人事人事人事労労労労務担務担務担務担当当当当部部部部署署署署，，，，職場職場職場職場のののの上司上司上司上司がががが，，，，がんがんがんがん患者患者患者患者であるであるであるである社員社員社員社員とととと定期的定期的定期的定期的かつかつかつかつ十分十分十分十分にににに面談面談面談面談をををを行行行行いいいい，，，，仕仕仕仕事事事事とととと治療治療治療治療をををを両両両両立立立立でででできるようきるようきるようきるよう短時間勤務短時間勤務短時間勤務短時間勤務やややや残残残残業等業等業等業等にににに関関関関するするするする働働働働きききき方方方方についてについてについてについて配慮配慮配慮配慮をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに，，，，職場職場職場職場のののの同僚同僚同僚同僚等等等等にもにもにもにも過過過過度度度度のののの負担負担負担負担にならにならにならにならないようないようないようないよう業務配業務配業務配業務配分分分分やややや，，，，代替措代替措代替措代替措置等置等置等置等のののの支援体制支援体制支援体制支援体制づくりをづくりをづくりをづくりを行行行行いますいますいますいます。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 県内県内県内県内２２２２事業事業事業事業所所所所ににににおおおおいていていていて，，，，社員社員社員社員やややや取取取取引先引先引先引先向向向向けにけにけにけに啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，チラシチラシチラシチラシをををを配配配配架架架架しししし，，，，啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議ののののイベントイベントイベントイベントなどのなどのなどのなどの推進会議活動推進会議活動推進会議活動推進会議活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参画参画参画参画しますしますしますします。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体がががが行行行行ううううイベントイベントイベントイベントへのへのへのへの支援要請支援要請支援要請支援要請があればがあればがあればがあれば要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで次次次次のいずれかのいずれかのいずれかのいずれかのののの対応対応対応対応をををを行行行行いますいますいますいます。。。。・・・・ イベントイベントイベントイベントのののの後後後後援援援援又又又又はははは協賛協賛協賛協賛，，，，社員社員社員社員やややや地域地域地域地域のののの方方方方にににに向向向向けたけたけたけたチラシチラシチラシチラシ配布配布配布配布・・・・設置設置設置設置などのなどのなどのなどの広報協力広報協力広報協力広報協力，，，，社員社員社員社員をををを派遣派遣派遣派遣（（（（ボボボボランランランランティティティティアアアア））））しししし，，，，会会会会場場場場準備準備準備準備などのなどのなどのなどの手伝手伝手伝手伝いいいい，，，，協賛金等協賛金等協賛金等協賛金等でのでのでのでの参画参画参画参画。。。。・・・・ 一般県民向一般県民向一般県民向一般県民向けけけけアンアンアンアンケケケケートートートートなどへのなどへのなどへのなどへの協力協力協力協力依頼依頼依頼依頼があればがあればがあればがあれば積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ８８％ １００％ １００％ １００％Ｈ２６年度（目標値） ９０％ １００％ １００％ １００％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に８人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑬⑬⑬⑬ 株式会社株式会社株式会社株式会社もみじもみじもみじもみじ銀行銀行銀行銀行代表者 取締役頭取 野 坂 文 雄（のさかふみお） 設立 ２００４年所在地 広島市中区胡町1番24号 企業ＨＰ http://www.momijibank.co.jp/従業員数 １，５８１人（うち県内事業所従業員数１，５００人） 事業所数 １１１事業所（うち県内事業所数１０４事業所）事業概要 金融機関（銀行業）社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 定期定期定期定期健健健健診実施診実施診実施診実施日日日日ににににパパパパンフンフンフンフレレレレットットットットをををを陳列陳列陳列陳列、、、、食堂食堂食堂食堂等等等等大勢大勢大勢大勢のののの社員社員社員社員がががが出入出入出入出入りするりするりするりする場場場場所所所所ににににポポポポスタースタースタースター等等等等をををを掲示掲示掲示掲示しししし、、、、予防方予防方予防方予防方法法法法についてについてについてについて啓発啓発啓発啓発しますしますしますします。。。。またまたまたまた，，，，社内報社内報社内報社内報にににに生活習慣予防生活習慣予防生活習慣予防生活習慣予防についてのについてのについてのについての情報情報情報情報をををを掲載掲載掲載掲載しますしますしますします。。。。○○○○ 世界禁煙世界禁煙世界禁煙世界禁煙デデデデーーーー（（（（5/31））））からからからから1週週週週間間間間、、、、禁煙禁煙禁煙禁煙ののののポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示しますしますしますします（（（（禁煙禁煙禁煙禁煙場場場場所所所所にはとくににはとくににはとくににはとくに大大大大きなきなきなきなポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示しししし禁煙禁煙禁煙禁煙をををを促促促促しますしますしますします）。）。）。）。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 人間人間人間人間ドドドドックックックック対対対対象象象象者者者者（（（（35歳歳歳歳以上以上以上以上））））にはにはにはには、、、、自己負担自己負担自己負担自己負担のののの軽減軽減軽減軽減にににに努努努努めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、受診率受診率受診率受診率をををを向上向上向上向上しますしますしますします。。。。○○○○ 被被被被保険保険保険保険者者者者、、、、被扶被扶被扶被扶養者養者養者養者もももも人間人間人間人間ドドドドックックックック料金料金料金料金のののの自己負担自己負担自己負担自己負担はははは３３３３割割割割負担負担負担負担でででで受診可能受診可能受診可能受診可能なためなためなためなため、（、（、（、（特特特特にににに女女女女性性性性はははは、、、、人間人間人間人間ドドドドックックックック料金料金料金料金＋＋＋＋（（（（ママママンンンンモモモモググググラフラフラフラフィィィィ・・・・婦婦婦婦人人人人科科科科））））ののののセセセセットットットット価格価格価格価格でででで受診可受診可受診可受診可））））積極的受診積極的受診積極的受診積極的受診をををを推推推推奨奨奨奨しますしますしますします。。。。○○○○ 定期的定期的定期的定期的にににに全全全全社員社員社員社員にににに対対対対しししし，，，，社内社内社内社内掲示掲示掲示掲示板板板板（（（（パパパパソソソソコンコンコンコンをををを立立立立ちちちち上上上上げげげげたたたた際際際際，，，，必必必必ずずずず表表表表示示示示されるされるされるされる画面画面画面画面））））等等等等をををを通通通通じじじじ，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを促促促促しますしますしますします。。。。○○○○ ヘヘヘヘルルルルススススサポサポサポサポートートートート費費費費としてとしてとしてとして、、、、がんがんがんがん検診検診検診検診についてについてについてについて健康保険組合健康保険組合健康保険組合健康保険組合よりよりよりより健康保険健康保険健康保険健康保険適適適適用外費用用外費用用外費用用外費用としてとしてとしてとして検診費検診費検診費検診費のののの補助補助補助補助をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんになったがんになったがんになったがんになった場場場場合合合合などなどなどなど、、、、就就就就業業業業にににに配慮配慮配慮配慮がががが必要必要必要必要なななな場場場場合合合合はははは、、、、産業医面談等産業医面談等産業医面談等産業医面談等でででで人事人事人事人事・・・・所所所所属属属属上司上司上司上司・・・・本本本本人人人人とととと話話話話しししし合合合合いいいい、、、、勤務時間等勤務時間等勤務時間等勤務時間等のののの配慮配慮配慮配慮、、、、環境環境環境環境調調調調整整整整等等等等就就就就労労労労支援支援支援支援にににに取取取取組組組組みみみみますますますます。。。。またまたまたまた、、、、継続継続継続継続的的的的にににに面談面談面談面談もももも実施実施実施実施しししし、、、、状況確認状況確認状況確認状況確認をしながらをしながらをしながらをしながらフフフフォォォォロロロローーーーをををを行行行行いますいますいますいます（（（（半日半日半日半日休暇休暇休暇休暇をををを取取取取得得得得してしてしてして通院通院通院通院するなどするなどするなどするなど）。）。）。）。○○○○ がんやがんやがんやがんや他他他他のののの疾疾疾疾病等病等病等病等にににに関関関関してしてしてして相談相談相談相談・・・・面面面面接接接接はははは、、、、産業医産業医産業医産業医、、、、保健師保健師保健師保健師のののの他他他他、、、、外部委外部委外部委外部委託託託託のののの相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口もももも設置設置設置設置しししし対応対応対応対応しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議ののののイベントイベントイベントイベントなどのなどのなどのなどの活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参画参画参画参画しますしますしますします。。。。○○○○ 県内県内県内県内全営全営全営全営業業業業店店店店ににににおおおおいていていていて，，，，社員社員社員社員やややや取取取取引先引先引先引先，，，，おおおお客客客客さまさまさまさま向向向向けにけにけにけに啓発啓発啓発啓発ポポポポスタースタースタースターをををを掲示掲示掲示掲示するとともにするとともにするとともにするとともにチラシチラシチラシチラシをををを配配配配架架架架しししし，，，，啓発啓発啓発啓発をををを行行行行いますいますいますいます。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体がががが行行行行ううううイベントイベントイベントイベントへのへのへのへの支援要請等支援要請等支援要請等支援要請等があればがあればがあればがあれば、、、、要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて可能可能可能可能なななな範囲範囲範囲範囲でででで対応対応対応対応をををを行行行行いますいますいますいます。。。。・・・・ 社員社員社員社員やややや地域地域地域地域のののの方方方方にににに向向向向けたけたけたけたチラシチラシチラシチラシ配布配布配布配布・・・・設置設置設置設置などのなどのなどのなどの広報協力広報協力広報協力広報協力をををを行行行行いますいますいますいます。。。。・・・・ 行員行員行員行員をををを派遣派遣派遣派遣しししし，，，，会場会場会場会場準備準備準備準備などのなどのなどのなどの手伝手伝手伝手伝いをいをいをいを行行行行いますいますいますいます。。。。 ・・・・ 集客集客集客集客をををを図図図図るためのるためのるためのるための来場者向来場者向来場者向来場者向けけけけグッズグッズグッズグッズをををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 職員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） ９２％ １００％ ９０％ ６９％Ｈ２６年度（目標値） ９３％ １００％ ９３％ ７０％②②②② 広島県がん検診推進員を，「３年以内に５０人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。



⑭⑭⑭⑭ 株式会社株式会社株式会社株式会社リマックプラスリマックプラスリマックプラスリマックプラス代表者 代表取締役 田 淵 裕 章（たぶちひろあき） 設立 １９８９年所在地 広島市中区西平塚町2-16 企業ＨＰ http://hoken.rimac.co.jp/index.html従業員数 ３人（うち県内事業所従業員数３人） 事業所数 ２事業所（うち県内事業所数２事業所）事業概要 保険代理店事業社員社員社員社員へのがんへのがんへのがんへのがん予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診等等等等のののの啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 社員社員社員社員へがんへがんへがんへがん予防予防予防予防やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診にににに関関関関するするするする資料資料資料資料をををを配布配布配布配布しししし，，，，がんのがんのがんのがんの予防予防予防予防・・・・検診検診検診検診のののの正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識をををを習得習得習得習得させますさせますさせますさせます。。。。社員社員社員社員のがんのがんのがんのがん検診受診率向検診受診率向検診受診率向検診受診率向上上上上のののの取組取組取組取組 ○○○○ 定期的定期的定期的定期的にににに代代代代表表表表取取取取締役締役締役締役からからからから，，，，直接直接直接直接，，，，全全全全社員社員社員社員にににに対対対対してしてしてして面談面談面談面談しししし，，，，がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診受診受診受診をををを促促促促しますしますしますします。。。。がんになったがんになったがんになったがんになった社員社員社員社員へのへのへのへの就就就就労支援労支援労支援労支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者患者患者患者になったになったになったになった社員社員社員社員がががが，，，，がんであることをがんであることをがんであることをがんであることを理理理理由由由由にににに職場職場職場職場にににに退退退退職職職職などをなどをなどをなどを申申申申しししし入入入入れたれたれたれた場場場場合合合合にはにはにはには，，，，まずはまずはまずはまずは働働働働きながらきながらきながらきながら治療治療治療治療することすることすることすることもできることをもできることをもできることをもできることを案内案内案内案内しますしますしますします。。。。○○○○ 勤務時間勤務時間勤務時間勤務時間のののの短短短短縮縮縮縮やややや病病病病院院院院へへへへ行行行行くためくためくためくため定時定時定時定時よりよりよりより早早早早くくくく退退退退社社社社できるようできるようできるようできるよう，，，，全全全全社員社員社員社員でででで協力協力協力協力しますしますしますします。。。。地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様へのがんへのがんへのがんへのがん検診検診検診検診啓発啓発啓発啓発のののの取組取組取組取組 ○○○○ 「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診へへへへ行行行行こうよこうよこうよこうよ」」」」推進会議推進会議推進会議推進会議にににに加入加入加入加入しししし，，，，イベントイベントイベントイベントなどのなどのなどのなどの活動活動活動活動にににに積極的積極的積極的積極的にににに参加参加参加参加しますしますしますします。。。。がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者患者患者患者支援団体支援団体支援団体支援団体へのへのへのへの支援支援支援支援のののの取組取組取組取組 ○○○○ がんがんがんがん患者団体患者団体患者団体患者団体・・・・がんがんがんがん患者支援団体患者支援団体患者支援団体患者支援団体からからからから一般県民向一般県民向一般県民向一般県民向けけけけアンアンアンアンケケケケートートートートなどのなどのなどのなどの協力協力協力協力依頼依頼依頼依頼があればがあればがあればがあれば，，，，積極的積極的積極的積極的にににに協力協力協力協力しますしますしますします。。。。○○○○ 社員社員社員社員ををををボボボボランランランランティティティティアアアアでででで派遣派遣派遣派遣しししし，，，，手伝手伝手伝手伝いますいますいますいます。。。。

【【【【取組内容取組内容取組内容取組内容】】】】

【【【【目標目標目標目標】】】】①①①① 社員のがん検診受診率を対前年度増又は70％を超えている場合は70％超を維持します。胃がん 肺がん 大腸がん 乳がんＨ２５年度（基準値） １００％ １００％ １００％ １００％Ｈ２６年度（目標値） １００％ １００％ １００％ １００％②②②② 広島県がん検診推進員を，「１年以内に２人」養成します。③③③③ 県内のがん患者団体・がん患者支援団体による一般県民を対象としたがんに関するイベントを年２回以上支援します。④④④④ 「がん検診へ行こうよ」推進会議に加入し啓発活動に参画等するとともに，県内全事業所で啓発ポスター掲示・チラシ配布を行います。




