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人を資本とし、生きがいを創造する
「ルネサンスの健康経営」

ルネサンスは、創業以来、「生きがい創造企業」という企業理念の下に、健康をテーマに、社会の発展
に貢献する事業を展開してきました。

社名の「ルネサンス」は、管理された社会、物質中心に偏り過ぎた社会に対する「人間性回復のため
の運動」を創業の精神に掲げたことに由来します。社会参加の基盤である「健康」を最適なかたちで
お客様に提供することで、持続的な社会の発展を実現する。そんな想いが込められています。

わたしたちは、130施設(業務受託施設を含む)のスポーツクラブ事業を基点に、元氣ジムによる41 
施設(FC施設を含む)での介護リハビリ、約200の自治体で3,000教室の介護予防等の事業、
約 30 自治体での地域創生事業、そして1,300法人を顧客とする健康経営の支援事業等、健康長
寿社会の実現に向けた事業を展開しています。2022年より、私たちは新たな長期ビジョンとして「人生
100 年時代を豊かにする、健康のソリューションカンパニー」となることを掲げました。

その根幹には、創業当時から掲げている、本業を通じた「生きがい創造」の企業理念があり、持続可
能な社会と地球環境のために、健康の力でさまざまな課題を解決することをビジネスの中心に置いてい
ます。

これからは、他の先進国も経験したことがない、急速な少子高齢化の進展と、人生100年時代ともい
われる平均寿命の延伸により、日本の社会構造は大きく転換してきています。こうした変化の中におい
て、持続的な社会の発展を実現するためには、日本の唯一資源である人が、健康を基盤に、社会資
本として活躍することが一層に重要となります。

わたしたちの全ての事業は、ステークホルダーに「健康」の価値を提供することであり、事業をさらに発展
させていくためには、働くわたしたち自身がプロフェッショナルとして、心身ともに健康な状態で、自らの生き
がいを創造できる従業員を育むことが何よりも重要だと考えております。

そこで私は、CHO（最高健康責任者）として、「ルネサンス健康経営宣言」に基づき、持続的な成
長を可能とする人と、組織づくりに重点を置いた人的資本経営の実践に取り組んでまいりました。

幸運だったことは「健康経営🄬」の登録商標を持つ、NPO 法人健康経営研究会との出会いでした。

「人という資源を資本とし、企業の成長を通じて社会の発展に貢献する。」という健康経営の基本的な
考え方に共感し、2013年にルネサンスの健康経営の推進と共に、わたしたちは事務局企業となり、
「健康経営会議」を立ち上げました。本会議を、政府、関係団体、有識者、企業との価値共創の場と
して、健康経営の社会実装に取り組んでおります。
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また、NPO 法人健康経営研究会の岡田邦夫理事長を顧問産業医として迎え、ご指導のもと、定
期健康診断のデータ化を基点とする健康づくりの推進や、管理職の「ヘルスマネジメント教育」の導入
等、経営課題を１つ１つ明らかにしながら、新たな価値創造にも取り組んでおります。

わたしたちは平均年齢37.1歳と、まだ若い年齢構成の企業であるものの、今後、確実に増えていく高
年齢従業員の健康の確保や、プロフェッショナルとしての健康リテラシーを高めていくためにも、産業保健
スタッフからの支援も含めて、全国に分散化する事業所で、健康経営を推進していくための組織体制等
を整備していく必要があります。

2022年度には、組織体制整備の第一歩として、「ルネサンスの未来をつくるプロジェクト（通称“ルネ
ミラ”）」を発足しました。健康経営を一層に推進するために、様々な部門のメンバーが参加する社内
横断型の組織としました。また活動の目的を「ルネサンスの健康経営課題の解決を通じた新価値創造
の実現」に設定し、自社が保有する知財・サービスを用いて、従業員の健康経営課題の解決と新規事
業・サービスの開発を両輪で取り組むことを目指しております。

また、この新型コロナウィルス感染症の拡大は、人々の働き方、暮らし方、そして生き方にとても大きな
影響をもたらしました。わたしたちルネサンスも、企業と社会の存続をかけてお客様の「健康」と「安全」を
両立することに奔走しました。その中で、従業員には大きな負担をかけることになりました。一方で、この
危機を経験した事で、現状を変えようと努力しながら「生きがい創造」のミッションの具現化に取り組む従
業員の姿を目の当たりにし、心強く感じるとともに、改めて人的資本の重要性に気づかされました。

わたしたちは、今回で健康経営優良法人ホワイト500を７年連続で認定を受けましたが、新たな価
値を生み出すために、経営の力を持って取り組んでいけることが、まだまだたくさんあると考えています。

例えば、従業員の生きがいを生み出すことができる価値ある仕事の創出や、多様な従業員が活躍す
ることができる働き方改革の実現、働きがいのある組織づくりや、一人一人の健康リテラシーの向上支
援等に取り組み、従業員の成長とともにルネサンスを発展させてまいります。

特に今回、外部評価としていただいている各項目については、良い点は一層に伸ばし、課題について
は、 組織的な展開をもって解決していきます。また 2022 年度からは、組織の健康経営課題を見える
化し、CHOの職責のもと経営層の率先的なコミットメントをもって、健康経営に取り組んでいきます。

わたしたちの最も重要な資本である従業員が、健康を通じた持続的な社会をつくる価値のある仕事
にチャレンジし、自らが成長し続けることで社会資本となり、全てのステークホルダーの「生きがい」を実現
する。これが、「ルネサンスの健康経営」です。

2023年3月8日

CHOとしてのメッセージ発信 スポーツ倶楽部活動への積極的な参加



参考：過去の取得実績

・2020年版「働きがいのある会社」ランキングにお

いて 「大規模部門（従業員1,000名以上）」で、

ベストカンパニーに選定

・経済産業省と東京証券取引所が共同で主催する令

和元年度の「なでしこ銘柄」に、フィットネス業界

において初めて選定

■社外からの評価

※「ルネサンスの未来をつくるプロジェクト」

部門を横断した組織として、自社が保有する知財・サービスを用いてのルネサンスの

健康経営課題の解決などに取り組んでいます。

ルネサンスでは、経営トップと各事業や機能部門の役員を中心とした「健康経営推進委員会」に 「ルネサ
ンスの未来をつくるプロジェクト」※を加え、各事業や機能部門が主体的に健康経営に関与、連携を図り、実
行力をあげるための体制づくりを行っています。なお、アドバイザーとしてNPO法人健康経営研究会理事長
岡田邦夫氏に統括産業医に就任いただいております。



■具体的な取り組み「ルネサンス健康経営」

ルネサンスでは「ルネサンス健康経営宣言」を掲げ社長自ら

が健康最高責任者として健康経営の推進を行っています。

具体的な取り組みとして、本社従業員に対して社員自らが

インストラクターとなり運動プログラムを提供する「スポー

ツ倶楽部活動」において、社長や他の経営層も積極的に参加

し、従業員が参加しやすい環境整備につとめています。コロ

ナ禍の2020年からは本社でのレッスンをライブ配信し、自宅

にいても参加できるハイブリット型の取り組みを始めました。

この取り組みを行うことで本社だけでなく、地方に在住している従業員の参加も可能となり、場所や

役職を問わないコミニケーションの場としても機能しています。

経営層も率先して健康づくり



オンラインで日々の運動不足を解消

コロナ禍での在宅勤務の従業員の健康課題解決に向けて、

2020年12月から、自社の「ROL（ルネサンス オンライン

ライブストリーム）」を受講できるプログラムの提供を始めま

した。時間や場所を問わずに専門的な運動指導を受けられるこ

とや、レッスンを通じて他者との繋がりを感じられることが、

好評となり、2021年11月からは福利厚生のひとつとして、

全従業員とその家族まで対象を広げて展開しています。

さらに、社長、会長をはじめとした経営層が率先してこの制度を活用することによって、勤務時間内に

運動実施ができる風土醸成を促進し、その輪をアルバイトスタッフにまで広げています。

また、従業員の家族も重要なステークホルダーと捉えています。現在では、２親等以内を対象に自社の

スポーツクラブを割引利用できる制度を導入し、家族の健康づくりにも取り組んでいます。

従業員と家族の運動支援

ルネサンスでは、全てのステークホルダーの健康づくりに

携わるうえで、「従業員自らがプロフェッショナルとして、

心身ともに健康な状態であることが重要」であると、求め

る人材像の中で位置づけています。そのため、従業員が

日常的な運動実施の場として、自社のスポーツクラブを

基本無料で利用できる制度を導入し、健康増進に取り組め

るように展開してまいりました。最近では、勤務時間内で

運動が実践できるように、休憩時間を最大２時間までとれ

る制度を導入しています。

健康づくりに取り組む社内風土の醸成

プロフェッショナルとしての健康を目的に、全社的な健康づくり

の風土醸成にも取り組んでいます。従業員が健康づくりを自分事

として取り組むことができるように、「カロママプラス（ヘルス

ケアアプリ）」を活用し、日々の『運動』と『食事』を入力して

「健康スコア」を競い合うイベントを定期的に開催しています。

職場別、個人別にアプリ内でランキングが見える化されることが

従業員のモチベーションアップになり、高いイベント参加率にも

つながっています。また、経営層もチームを作って参加すること

で、トップの率先行動が従業員の参加を促すかたちになり、全社

一丸で展開しています。本イベントでは、健康になること自体が

何よりのインセンティブであると位置づけて、”優秀職場”、”優秀

スタッフ”の健康行動を、CHO（健康最高責任者）である社長が

表彰し、賞賛のメッセージを届けています。

受賞した職場とスタッフは、他の従業員の模範となる取り組みとして社内ブログに公表し、その成果

を全従業員に周知しています。

<2023年２月21日～２月27日の実績> アプリ登録率86.2%・イベント参加率77.2%



テーマ：働く女性の健康 テーマ：乳がんの早期発見、治療

「女性の健康経営セミナー」の開催

働く女性社員はもちろんのこと、

職場のパートナーである男性

（上司や同僚）も対象とし、

女性の健康について学ぶ機会を

設け、多様な人材がいきいきと

活躍できる職場づくりを推進

しています。

定期健康診断/精密検査受診率、ストレスチェック受検率等推移

定期健康診断受診率は2017年度より４年連続で100%を継続しています。

2018年度からは定期健康診断に異常所見がある従業員には、結果返却時に社長からの手紙を同封し、

自発的な再検査の受診を促すとともに、完了報告を義務づけています。

2020年度はコロナによる医療機関の運営の影響によって、定期健康診断の実施、再検査受診を進める

ことが困難でした。その中でも、健康診断結果に重篤な課題のある対象者の再検査受診については、

対象者を抽出して優先的な受診勧奨を行いました。

定期健康診断の受診率 要精密検査対象者の再受診率 ストレスチェックの受検率

仕組み・制度を活用して従業員の禁煙をサポート

当社では、プロフェッショナルとして心身とも

に健康な状態であるために、禁煙の強化に取り

組んでいます。特徴的な取り組みとしては、

2026年の４月に全従業員の喫煙者ゼロを目指し、

2021年４月１日に就業規則を改訂し、「始業時

間１ 時間前以降、勤務時間中、及び休憩時間中

に喫煙をしないこと」としました。本取り組み

にはトップのコミットメントが重要と位置づけ

た結果として、部長職以上の喫煙率はゼロ、

管理職の喫煙率も大幅に低下の傾向となりました。現時点で、従業員全体の喫煙率の低下に大きな

減少は見られませんが、上述したリーダーが率先して禁煙に取り組むことや、喫煙者の新規採用を

制限するなどして、喫煙者ゼロの職場づくりに取り組んでいます。

制度周知資料の一例

14.1%

31.5%

77.9%

38.9%

86.7%

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

97.1% 95.5% 91.9% 91.0% 90.5% 92.1%

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度



NPO法人 健康経営研究会 理事長

当社統括産業医

岡田 邦夫氏

健康経営度評価において、「総合評価」は62.3で昨年より0.7ポイント上昇が認められました。

内訳からは、6側面ですべて60以上であることから、現状の健康経営度については、先進的取組であると評価
できます。しかし、評価の詳細分析を検討しますと、実施体制と保健指導においてその評価が60を下回っていま
す。

健康診断の結果をさらに改善するためには、健康診断の事後指導が重要であり、社内全体の健康づくり意識
の啓発とともに、個人的アプローチをさらに高め、ヘルスリテラシーの向上に注力すべきことが今後の課題として考
えられます。我が国のヘルスリテラシーは、諸外国と比べ、低いとされていることから、企業全体に対する経営戦略
としてのポピュレーションアプローチと、個別の健康問題を解決するためのハイリスクアプローチのバランスも検討する
必要があります。

企業として、個別の健康問題に介入することについては自ずと限界があることから、個々人がどのような健康づく
りに取り組むべきか、そしてそのためにはどのような技法があるのか、をその基盤を構築することが、従業員の高齢
化が進む我が国において極めて重要な経営課題であると考えられます。特に、高血圧を有する従業員に関して
もう一歩進めた対応が必要であると考えられます。

一方、労働時間・休職についての評価が52.2であることから、管理職のワークリテラシーの向上による効果が期
待されます。

経営理念の組織への周知、並びに組織体制の整備、健康づくりにおいては、健診結果に基づく保健指導の
強化によってアウトカムを求めることが必要です。
経営戦略と健康戦略のバランスを取りながら、全社的な健康づくりの推進が今後さらに必要になり、そのための
健康経営の推進が求められます。

以上

プロフェッショナルとして、
ヘルスリテラシーの向上へ



法政大学人間環境学部 教授

地域マネジメントシステム研究所 所長

金藤 正直氏

株式会社ルネサンス（以下、ルネサンス）で実施された健康経営度調査の過去5年分（2018年度から
2022年度）の評価結果（偏差値）について、昨年度と同じように経済産業省（2016）の『企業の「健康
経営」ガイドブック～連携・協働による健康づくりのススメ～（改訂第1版）』（以下、ガイドブック）に示されて
いる健康経営の4つの側面、すなわち、「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策実行」「評価改善」から分
析し、毎年度の経営状態とともに、新たに必要とされる取り組みを検討していきます。

１．経営理念・方針
全体の偏差値は毎年度、業種平均を大きく超え、常に60代以上をキープしています。また、今年度は昨年度
よりも業界平均（49.7）は下がっていますが、ルネサンスの偏差値は0.5上がっています。このような結果から、
社内での取り組みにおいて十分な経営理念・方針が策定されていると言えます。

しかし、「明文化・社内浸透」が、昨年度と比べて業界平均が少し下がったとはいえ、60代を割る結果となって
います。そのために、今後は、どの従業員にも分かりやすい内容を通じた組織内浸透の徹底が求められます。また
、「情報開示・他者への普及」は、昨年度と比べて業界平均が下がっている中で2.8上昇しています。ただ、「回
答法人全体トップ」と「業種トップ」の偏差値と比べてみると、毎年度約10.0前後の差を付けられていますので、
継続的に見直しや改善が必要と言えます。

こうした評価結果から考えられる新たに取り組みとして、現在の情報発信の方法とその内容からみていくと、
「ルネサンスのサステナビリティ」、「職場の健康づくり」、「地域の健康づくり」など独立したページを設け、経営理念
・方針をもとに現在実施している、また、今後実施していきたい取り組みが分かりやすく発信されています。

そこで、今後より分かりやすい発信をしていくのであれば、経営理念・方針に基づく社内での取り組みと、社内・
外のステークホルダーに対して与える、または与えられる現在または将来の何らかのインパクトとの関係を、「⑥経
営レベルの会議での議題化」にも示されている戦略マップのように整理してもいいかもしれません。

このように、「社内の取り組みと社内・外のステークホルダーへのインパクトとの関係」という視点から、情報発信
の見せ方を工夫することにより、「情報開示・他者への普及」だけではなく、「明文化・社内浸透」にもプラスに作
用することから、結果として「⑤健康経営の戦略」の「経営上の課題と期待する効果」にも大きく貢献すると考え
られます。

２．組織体制
全体の偏差値は毎年度上昇し、今年度は昨年度よりも2.3上昇しています。また、業種平均については昨年
度よりも1.0下がり、「回答法人全体トップ」や「業種トップ」もほぼ同じ偏差値にもかかわらず、ルネサンスはこれ
までで最も高い61.2になっています。これは、今年度の組織体制の見直しや改善の成果であると考えられます。

しかし、この「組織体制」の側面は、他の側面と比べるといまだ総合的に低い結果になっています。その中でも、
特に「実施体制」は、昨年度よりも改善したとはいえ、「回答法人全体トップ」と「業種トップ」の偏差値と比べても
毎年度10以上の差を付けられていることから、「組織体制」の評価を下げている大きな原因と言えます。
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「1．経営理念・方針」をもとに社内で目的・目的や計画を設定し、効果的な健康経営を運営していくために
は、「実施体制」が整備されていないと何も実現しませんし、先述した「社内・外のステークホルダーへのインパクト
」も創出することができません。

今年度も、「経営者層の関与」や「従業員への浸透」が比較的進んでいますので、次年度はミドル層が中心と
なり、トップ層がリーダーシップを発揮し、関係部署間で協力しながら、社内でPDCAを効果的にまわしていく仕組
みを早急に構築することが必要です。

３．制度・施策実行
全体の偏差値については、2018年度が54.4で最も低いものの、その後は60代前後を推移しています。また
今年度は、業界平均、「回答法人全体トップ」と「業種トップ」については昨年度と比べて若干下がっていますが、
ルネサンスは昨年度とほぼ同じ結果をキープしています。これは、いわゆる維持効果というプラスの効果として評価
していくべきです。

また、「回答法人全体トップ」と「業種トップ」との関係からもう少し詳細に評価結果を見ていくと、今年度改善し
た「保険指導」以外は、6.0以上の開きがあります。その中でも、特に、「その他の施策」は差が大きく、また、昨
年度の偏差値とほとんど変わらないことから、今後個々に施策の見直しや進捗管理の徹底が必要ではないかと
考えられます。

その他には「健康経営の実践に向けた土台作り」が、昨年度よりも偏差値が3.8下がっています。

このような結果については、昨年度も指摘し、今年度も触れた「2．組織体制」における「実施体制」が影響し
ているのであれば、単に「目標設定、健診・検診等の活用」「保険指導」「生活習慣の改善」「その他の施策」と
いったソフトインフラの改善に向けた見直しや改善だけではなく、こうした取り組みを効果的に実行できる環境（
ハードインフラ）を見直し、また必要に応じてそれを部分的につくり直すことも検討した方が良いかもしれません。

４．評価改善
5年間の偏差値を総合的に見ると、業種平均は十分に超え、また、2019年度以降から60代であることから、
「1．経営理念・方針」と同じ高水準の取り組みをしていると言えます。

この結果をもう少し詳細に見ていくと、昨年度よりも「労働時間・休職」と「課題単位・施策全体の効果検証・
改善」は改善しています。しかし、「健康診断・ストレスチェック」が2.0下がっているために、昨年度と偏差値が変
わらない「回答方針全体トップ」と「業種トップ」との差も開いています。

このような評価結果については、「➆各種施策の2021年度の参加率」や「⑧具体的な健康課題への対応」
で関連する結果を見ると、今年度新たに加わった「➆各種施策の2021年度の参加率」の結果が多少影響し
ているのかもしれません。ただ、大きく下がっていませんので改善するほどではないですが、この結果を社内で共有
しておいても良いかもしれません。

それよりも、「労働時間・休職」は昨年度と比べて少し改善していますが、今年度も４つの側面の全項目の中
で最も低い偏差値となっています。やむを得ない事情があるかもしれませんが、今年度のように少しずつ改善して
いくべきではないでしょうか。

また、昨年度も指摘した「２．組織体制」や「３．制度・施策実行」の影響を明らかにすることや、健康経営
で実践されているさまざまな施策が社内で機能しているかどうかをモニタリングし、その結果に基づく見直し・改善
案の検討が必要です。そして、トップ層や関係部署が、こうした取り組みを徹底することにより、「２．組織体制」
や「３．制度・施策実行」の改善や、より効果的な「1．経営理念・方針」の策定に繋げていくべきでしょう。
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５．おわりに
今年度も、ガイドラインにおける健康経営の4つの側面に関する評価結果を分析し、その結果から新たな取り
組みを検討しました。

今年度は、国際労働機関（ILO）が中核的労働基準に「安全で健康的な労働環境」を含める決議を採択
しました。日本では、「人的資本可視化指針」が2022年8月に内閣官房より公表され、また、この指針や
ISO30414への対応、コーポレートガバナンス・コードの改定なども契機となり、同年11月には、2023年3月期
決算以降の有価証券報告書で人的資本開示が義務付けられました。日本企業（主に、大企業）は、こうし
た動きとともに、昨年度も指摘した現在も関心が高まっているサステナブル投資（ESG投資やインパクト投資）
、さらに、国内外でのサステナビリティ情報開示を推進する以下の委員会、審議会、財団に対して対応していく
ためにも、健康経営や人的資本経営への取組成果を積極的に情報開示していくことが求められます。

ルネサンスも今後、このような動きに出遅れないようにするために、健康経営における4つの側面の見直しや改
善をしながら、効果的なマネジメントの展開を図るとともに、その成果である「インパクト」を、有価証券報告書や
統合報告書、さらにはドイツ銀行やバンク・オブ・アメリカなどで作成している人的資源（人的資本）報告書のよ
うな新たな媒体を通じて、社内・外のステークホルダーに対して多角的に情報開示していく姿勢が求められると考
えられます。

以上



令和４年度 健康経営度調査フィードバックシート



令和４年度 健康経営度調査フィードバックシート



令和４年度 健康経営度調査フィードバックシート



令和４年度 健康経営度調査フィードバックシート


