
次回は、 当センター センター長 坂野雄二 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・エンゲイジメントに 

注目した健康経営 

 

 

 

 

ここ数年，健康経営という言葉が浸透してきました。

健康経営とは，従業員や従業員を取り巻く人々の健康

が企業および社会に不可欠な資本であることを認識し，

健康情報の提供や健康投資を促すしくみを構築するこ

とで，生産性の低下を防ぎ，医療費を抑制して企業の

収益性向上を目ざす取り組みのことです。 

経済産業省は， 2016 年度から「健康経営優良法

人認定制度」を開始しました。この制度は，健康経営

に取り組んでいる優良法人を認定し，健康経営の普及

促進を図ることがねらいです。よく耳にする「ホワイ

ト 500」とは，この認定制度の「『健康経営優良法人』

大規模部門で 2020 年までに 500 社を認定する」方

針のことです。この認定基準の一つに「ワーク・エン

ゲイジメント」が含まれています。 

NL 第 6 号（2018 年夏）でも紹介されたワーク・

エンゲイジメントは，熱意，没頭，活力の 3 つがそろ

った状態であり，バーンアウト（燃え尽き）の対概念

として位置づけられています。バーンアウトした従業

員は，疲弊し仕事への熱意が低下しているのに対して，

ワーク・エンゲイジメントの高い従業員は，心身の健

康が良好で，生産性も高いことが分かっています。 

ワーク・エンゲイジメントには，似たような考え方

があり注意が必要です。その 1 つがワーカホリズムで

す。ワーカホリズムは，活動水準が高く，仕事に多く

のエネルギーを注いでいる点で，ワーク・エンゲイジ

メントと共通しています。ところが，ワーカホリック

な人は「強迫的に」働くのに対して，エンゲイジメン

トの高い人は「楽しんで」働きます。両者の違いは，

仕事に対する動機づけの違いでも説明できます。ワー

ク・エンゲイジメントの高い人は，仕事が楽しく，仕

事にやりがいを感じ，その仕事が重要だと考えていま

す。ところが，ワーカホリックな人は，仕事から離れ

ると罪悪感を覚え，不安で落ち着きません。つまり，

罪悪感や不安を避けるために，仕事をせざるをえない

（I have to work）と考え，リラックスするために仕

事に多くのエネルギーを費やしています。ワーク・エ

ンゲイジメントの高い人は「夢中型の努力」で，ワー

カホリックな人は「我慢型の努力」で特徴づけられて

いると言えます。 

このように，仕事への向き合い方や動機づけの違い

により，心身の健康や生産性が異なる点は興味深いと

ころです。これからのメンタルヘルス対策では，「夢中

型の努力」で仕事に向かえるように支援することもポ

イントの 1 つになりそうです。 
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チームワークを向上させる取り組み 

現代社会は多くの面でチーム活動に支えられており、

「チームとしてのパフォーマンス・成果を高める」こ

とが職場にとっての重要課題になっています。 

多くの職場で行われている研修や活動を、個々のチ

ームワーク能力の向上やチームワークに必要なメンバ

ー間のコミュニケーションを活性化させるための手法

という観点から整理すると、4 つにまとめることが出

来ると思います。 

①リーダーシップ研修 

管理監督者のリーダーシップを強化することで、職

場のチームワークを向上させようとする方法です。参

加する管理監督者に自分のリーダーシップの特徴や課

題を分析してもらったり、職場で実践する行動計画を

立ててもらったりすることが多いです。 

②チームワーク/コミュニケーション研修 

チームメンバー（リーダーを含む）の個々のチーム

ワーク能力を高める研修です。参加者は 2 人一組～小

集団で要求される実習課題に取り組みます。実習を振

り返り、より良い工夫を考え、実際に試すなどの過程

を通して、チームワークを発揮するための対人スキル

の向上を図ります。 

③率直に話し合う研修・活動 

 同じ職場の上司・部下、同僚たちが、感じているこ

とを率直に話し合うことでチームワークを向上させる

研修・活動です。職場の飲み会などにも、同じ機能が

一部あると考えられますが、研修として行う場合は、

参加者に、事前に職場の状態を調べるアンケートを実

施し、その結果をもとに、文字通り職場ぐるみで、チ

ームワークの改善に向けた話し合いを行うことが多い

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④職場の問題解決を図る研修・活動 

チームワークの向上を直接の目標にしたものではあ

りませんが、参加者が、職場で解決すべき問題を共有

し、情報を集め、解決策を出し合い、職場で実行に移

し、成果を評価する過程にはチームワークを向上させ

る要素が盛り込まれています。製造現場で品質管理や

事故防止のために行われてきた「小集団（QC サーク

ル）活動」は代表例といえます。厚生労働省がストレ

スチェック後の職場改善の方法として推奨している参

加型職場環境改善もここに分類することができます。 

 

この４つの手法のうち、①と②はチームワークに必

要な個々の能力向上を図るものです。個々のチームワ

ーク能力を向上させ上で、③や④を通してメンバー間

のコミュニケーションを刺激し、活性化を図ることが

効果的な進め方といえるでしょう。 

 

ストレスチェックをチームワーク向上に活かす 

2015 年 11 月に始まったストレスチェック制度も

今年で 4 年目を迎えます。多くの職場で、ストレスチ

ェックを実施するだけでなく、職場改善に活かすこと

が検討されるようになってきています。 

チームワーク向上は、職場の生産性を向上させると

ともに、ストレスの軽減にもつながる職場改善です。

ストレスチェックを部署など集団ごとに集計・分析し

た結果は、①の自分のリーダーシップを振り返るため

の材料として、また③や④の話し合いの材料として用

いることが出来ます。 

当センターは、これからもストレスチェックを利用し

た職場のチームワークの向上や職場改善の取り組みを

積極的に支援していきたいと思います。 

職場内のチームワークの育てる 4 つの研修・活動 

 トピックス：職場における良好な人間関係（チームワーク）を考える③ 

自分の力を高める 

練習がある 

チーム力を高める 

練習もある 



 当センターが主催するセミナーの年間予定についてお知らせします。いずれも職場のメンタルヘルス対策に役

立つ内容となっております。皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※トータルサポート・電話サポート・産業医契約の各プランをご契約のお客様は無料で参加できます。 

【 お申し込み方法 】 

● お申し込みは開催日の 2 か月前から承っております。 

● 当センターHP（https://www.cbt-eap.jp/）の 

「セミナーのご案内」からお申込みください。

  

 センターからのお知らせ ②：事務所移転＆HP リニューアル 

３月 15 日（金） 

事例を通して考える、 
職場でのメンタルヘルス対応 

講師：中村 亨 

場所：エルプラザ 4 階中研修室 

時間：13：30～16：30 

定員：30 名 

費用：\2,000（税込）※ 

対象：職場でメンタルヘルスに関す

る問題にかかわる方 

内容：具体的なメンタルヘルス不調

の事例を検討しながら、職場

での不調者が出た場合の対応

を考える力を高めます。 

4 月 19 日（金） 

知っておきたい 
メンタルヘルスの基礎知識 

講師：中村 亨 

場所：エルプラザ 4 階中研修室 

時間：13：30～16：30 

定員：30 名 

費用：\2,000（税込）※ 

対象：職場でメンタルヘルスに関す

る問題にかかわる方 

内容：職場の中で遭遇するメンタル

ヘルスの問題を理解し、適切

に対応していくために知って

おきたい知識を学びます。 

 センターからのお知らせ ①：セミナー年間スケジュール 

5 月 17 日（金） 

相談対応のための 
コミュニケーション・スキル 

講師：藤原 育 

場所：エルプラザ 4 階中研修室 

時間：13：30～16：30 

定員：30 名 

費用：\2,000（税込）※ 

対象：部下を持つ方や人事労務担当

者、職場でメンタルヘルスに

関する問題にかかわる方など 

内容：相談を受ける際に役立つ、基

本的なコミュニケーション・

スキルを身に付けます。 

6 月 21 日（金） 

認知行動療法の基本的発想を学ぼう 
：認知行動療法入門講義 

講師：坂野雄二 

7 月 19 日（金） 

メンタルヘルス不調者・復職者の職場
でのサポートのポイント 

講師：中村 亨/清水陽平 

8 月 16 日（金） 

仕事とストレスに効く心理学 
～イキイキと働くためのヒント～ 

講師：中村 亨 

9 月 27 日（金） 

認知行動療法の技法を学ぶ 
：リラクセーションと自律訓練法 

講師：坂野雄二 

10 月 18 日（金） 

職場の環境改善を学ぶ 
職場環境改善活動ファシリテーターになるために 

講師：中村 亨 

11 月 15 日（金） 

睡眠負債を減らす眠りのコツ 

講師：中村 亨 

１２月 13 日（金） 

認知行動療法の技法を学ぶ 
：不安への対応の仕方 エクスポージャー法を中心に 

講師：坂野雄二 

2020 年１月 17 日（金） 
気になる社員への対応を考える 

～発達障害の理解と対応～ 
講師：金澤潤一郎先生 

（北海道医療大学心理科学部准教授） 

2020 年２月 21 日（金） 

事例を通して身に付ける、 
職場のメンタルヘルス対応力 

講師：中村 亨 

2020 年 3 月 13 日（金） 

認知行動療法の技法を学ぶ 
：考え方を変えるコツ 

講師：坂野雄二 

● 時間はいずれも 13:30～16:30 です。 

● 会場は札幌駅周辺の施設を予定しています。 

● 講師は変更になる可能性があります。 

こちらの写真が目印です 👉 



● 新事務所：〒002-80２８ 札幌市北区篠路 8 条６丁目７番６号 

（電話番号・FAX 番号は変わりありません） 

太陽光発電パネルを備

えており、環境に優しく、

災害にも強い事務所にな

りました。 

前事務所と比べ、働く環

境としても格段に良くな

りましたので、今後、より

一層、みなさまのお役に立

てる仕事ができるよう励み

たいと思います。 

 

● 新ホームページ 

分かりにくかった、「セミナーのご案

内・申し込み」の入り口などを改善しま

した。是非一度ご覧ください。 

 

 

 

2018 年 12 月にセンターの事務所が移転、2019 年 1 月にホームページをリニューアルしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある社会保険団体の

公報誌にストレスに関

する記事を 1 年間連

載させていただくこと

になりました。読んで

いただく方の役に立つ

内容を、あれこれ思案

しています。（と） 

雪祭りが近づいていま

すが、札幌の２月の平

均気温は-3.1℃(寒！） 

ヒートテック的なシャ

ツは２枚重ね着で空気

が含まれて防寒効果

倍増だとか…ご参考ま

でに。（な） 

皆さん、インフルエン

ザにかかっていません

か？風疹が流行したと

思ったら、インフルエ

ンザが猛威を振るって

います。手洗い、マス

クの着用、水分・栄養

補給を忘れずに。（み） 

事務所移転、HP リニ

ューアル、等々、最近

変化の多いセンターで

す。私も何か変化した

いな。今年こそは痩せ

ようかな。と思いなが

ら、変わらずラーメン

食べています。（お） 

先日、マイナス１５℃

の中スノーゴルフをし

て来ました。 

子供の頃のように無邪

気にはしゃぐ私が居ま

した。（も） 

 Staff Voice： 

〒002-8028 札幌市北区篠路 8 条６丁目７番６号 
TEL:011-374-1223 FAX:011-788-3272 

https://www.cbt-eap.jp 

 センターからのお知らせ ②：事務所移転＆HP リニューアル 


