
「ひろさき健やか企業」認定企業一覧

認定番号 第75号

事業所名

認定期間 令和3年7月20日 ～ 令和5年8月31日

所在地

事業内容

認定番号 第74号

事業所名

認定期間 令和3年5月24日 ～ 令和5年8月31日

所在地

事業内容

認定番号 第73号

事業所名

認定期間 令和3年3月18日 ～ 令和5年8月31日

所在地

事業内容

2021.09.01現在

有限会社丸二建設

弘前市大字常盤坂二丁目７番地２４

建設業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 75.0%　肺がん 87.5%　大腸がん 87.5%　子宮が
ん 50.0%　乳がん 100.0%（R3年度実績）

■建物内禁煙

■感染症対策として消毒液、マスクを配置

■血圧計を設置

■がん検診の費用を全額会社負担

放送大学青森学習センター

弘前市大字文京町３番地　コラボ弘大７階

教育機関

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100.0%　肺がん 100.0%　大腸がん 100.0%（R2
年度実績）

■敷地内禁煙

■ストレスチェックを実施

■ハラスメント研修を実施し、ハラスメント相談員を配置

■インフルエンザの予防接種を推奨し、費用の一部を助成

■がん検診の費用を全額大学が負担

有限会社新和印刷

弘前市大字城東北三丁目１３番地１０

印刷業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 89.5%　大腸がん 100.0%（R2年度実績）

■建物内禁煙

■メンタルサポートサービスにるカウンセリングが可能

■健康習慣アンケートによる勉強会を実施

■血圧計を設置

■毎朝、従業員全員がラジオ体操を実施

■がん検診の費用を全額会社負担



認定番号 第72号

事業所名

認定期間 令和2年11月6日 ～ 令和5年8月31日

所在地

事業内容

認定番号 第71号

事業所名

認定期間 令和2年9月15日 ～ 令和5年8月31日

所在地 弘前市大字神田四丁目１番地２１

事業内容

認定番号 第70号

事業所名

認定期間 令和2年7月30日 ～ 令和4年8月31日

所在地 弘前市大字原ケ平字山中３９番地１

事業内容 障害福祉事業

株式会社齋藤建設

弘前市大字清野袋四丁目７番地４

建設業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 94.4%　肺がん 100.0%　大腸がん 100.0%（R2年
度実績）

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を推奨

■インフルエンザの予防接種を推奨

■感染症予防対策として消毒液を設置

■血圧計を設置し健康管理

■全国健康保険組合青森支部による「健康宣言」を実施

■インフルエンザの予防接種は勤務時間内に接種可能

■精密検査は有給休暇で受診可能

■がん検診の費用を全額会社負担

北村技術株式会社

測量、土木関係建設コンサルタント、地質調査等

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100.0%　乳がん 83.3%（R2年度実績）

■敷地内禁煙

■禁煙外来受診を推奨し、禁煙成功者を表彰、金一封を授与

■新型コロナウイルス対策として出勤時の検温を実施し、消毒液、飛沫感染
予防バリアを設置

■血圧計を設置

■青森県による「空気クリーン施設」に認定

■ボーリング大会等の健康増進事業を実施

■勤務時間内に禁煙外来の受診が可能

■PCR検査費用を全額会社負担

■がん検診の費用を全額会社負担

社会福祉法人千年会

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 83.9%　肺がん 95.7%　大腸がん 100.0%　子宮
がん 80.0%　乳がん 100.0%（R1年度実績）



認定番号 第69号

事業所名

認定期間 令和2年7月15日 ～ 令和4年8月31日

所在地 弘前市大字糠坪字桜山１３２番地１

事業内容 建設業

認定番号 第68号

事業所名

認定期間 令和2年2月17日 ～ 令和4年8月31日

所在地 弘前市大字豊原一丁目１番地３

事業内容 社会福祉事業

認定番号 第67号

健康づくりの
取組

■建物内禁煙

■非喫煙者に健康増進手当を支給

■ストレスチェックを実施

■ハラスメント対策として相談体制を整備

■インフルエンザの予防接種を推奨し、事業所内で接種

■「ひろさき健幸増進リーダー」養成講座に２名を輩出

■血圧計を設置

■通商産業省による「健康優良法人2020」に認定

■「青森県健康経営事業所」に認定

■インフルエンザの予防接種、がん検診の費用は全額法人負担

株式会社サクラ建設工業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 47.1%　肺がん 100.0%　大腸がん 100.0%　子宮
がん 100.0%　乳がん 100.0%（R2年度実績）

■建物内禁煙

■メンタルサポートサービスのカウンセリング（電話相談）を利用可能

■新型コロナウイルス対策として消毒液、マスクを用意

■簡単なストレッチ方法や熱中症対策、予防方法を情報提供

■血圧計を設置

■がん検診の費用は全額会社負担

社会福祉法人愛成会

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 78.8%　肺がん 98.9%　大腸がん 99.0%　子宮が
ん 46.9%　乳がん 56.2%（R1年度実績）

■建物内分煙

■ストレスチェックを実施し、高ストレス者へは面接指導を実施

■ハラスメント相談窓口を設置

■インフルエンザの予防接種を推奨し、事業所内で接種

■従業員を「ひろさき健幸増進リーダー」養成講座に輩出

■インフルエンザの予防接種、がん検診の費用は全額法人負担



事業所名

認定期間 令和1年11月14日 ～ 令和4年8月31日

所在地 弘前市大字高崎二丁目１３番地６

事業内容 建設業

認定番号 第66号

事業所名

認定期間 令和1年7月22日 ～ 令和5年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字八幡町二丁目７番地６

事業内容 電気工事業　電気通信工事業　消防施設工事業

認定番号 第65号

事業所名

認定期間 平成31年4月25日 ～ 令和5年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字田町三丁目２番地１

事業内容 建設業

弘南建設株式会社

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 86.7%　肺がん 100.0%　大腸がん 100.0%　子宮
がん 100.0%　乳がん 100.0%　前立腺がん 53.3%（H30年度実績）

■建物内分煙

■健康づくり及び食育に関する資料を給与明細書に同封し配布

■各自のデスクに血圧、脂質、血糖等の診断基準表及び食品のカロリー表を
設置

■事業所内に血圧計を設置

■全国健康保険協会青森支部より「健康宣言書」の交付を受けている

■がん検診の費用は全額会社負担

嶋津電気株式会社

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 66.7% 肺がん 100.0% 大腸がん 66.7% 子宮がん
50.0% 乳がん 50.0%　前立腺がん 6.3%（R3年度実績）

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を勧奨

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■がんに関する資料の設置により健康知識を習得

■がん検診、禁煙外来受診、インフルエンザ予防接種費用を全額会社負担

株式会社西村組

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 83.9% 肺がん 100.0% 大腸がん 100.0%（R3年度
実績）

■建物内禁煙

■長時間労働者に対する面接指導等実施要綱を定めている

■心の健康づくり計画を策定

■県医師会による健やか隊員育成プログラムを受講

■健康教養を高める各種セミナーに参加し、その情報を従業員に周知

■県による「空気クリーン施設」に認定されている



認定番号 第64号

事業所名

認定期間 平成31年3月13日 ～ 令和5年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字堅田三丁目４番地５

事業内容 建設業

認定番号 第63号

認定期間 平成30年11月16日 ～ 令和5年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字一町田字浅井４４３番地１

事業内容 老人福祉・介護事業

健康づくりの
取組

■青森県生活協同組合連合会主催の「あおもりまるごと健康チャレンジ」に
参加し、健康づくりの習慣化に取組んでいる

■がん検診費用を全額会社負担

弘和建設株式会社

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 70.0% 肺がん 100.0% 大腸がん 100.0% 乳がん
100.0%（R2年度実績）

■建物内分煙

■社内に禁煙奨励のポスターを貼る等禁煙を促している

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■感染症予防対策のため加湿器や消毒液を設置

■新型コロナ対策としてアクリル板を設置

■新型コロナ対策について社内報で周知

■精密検査に有給休暇を付与

■インフルエンザの予防接種費用は社員及び同居家族分を全額会社負担

■がん検診費用を全額会社負担

事業所名
社会福祉法人嶽暘会（特別養護老人ホーム松山荘、パインハウス岩木、

パインハウス弘前、パインハウス城南、ピノカーサ岩木）

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 96.3%（R1年度実績）

■建物内禁煙

■嘱託医により禁煙外来等の情報を提供

■ストレスチェックを実施し、ストレスに関する研修会を実施

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■マスク、フェイスシールドの支給や消毒液を設置

■青森県医師会による「健やか隊員育成プログラム」を受講

■血圧計、体重計の設置、スポーツ大会を実施

■青森県による「空港クリーン施設（車）」に認定

■管理栄養士による研修会を実施

■インフルエンザ予防接種費用を一部法人負担

■がん検診費用を全額法人負担



認定番号 第62号

事業所名 株式会社バリューＨＲ弘前データセンター

認定期間 平成30年9月19日 ～ 令和5年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字駅前町１０番地５

事業内容 健康管理支援サービス業

認定番号 第61号

事業所名

認定期間 平成30年9月19日 ～ 令和5年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字富田三丁目９番地４

事業内容 健康管理支援サービス業

認定番号 第60号

事業所名 豊産管理株式会社弘前営業所

認定期間 平成30年8月22日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字清野袋一丁目１１番地７

事業内容 その他の建物サービス業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100%　肺がん 100%　大腸がん 100%（R1年度実
績）

■建物内禁煙

■「すぐ禁煙.jp」のサイトの紹介により、禁煙を支援

■ストレスチェックを実施し、高ストレス者には医師による面接指導を実施

■インフルエンザの予防接種を推奨

■健康保険組合主催の食育、睡眠、運動促進キャンペーンを実施

■あらかじめ付与した福利厚生サービスポイント制度により、インフルエン
ザ予防接種費用や健診時の追加検査費用の一部を会社が負担

株式会社バリューＨＲ弘前オペレーションセンター

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100%　肺がん 100%　大腸がん 100%（R1年度実
績）

■建物内禁煙

■「すぐ禁煙.jp」のサイトの紹介により、禁煙を支援

■ストレスチェックを実施し、高ストレス者には医師による面接指導を実施

■インフルエンザの予防接種を推奨

■健康保険組合主催の食育、睡眠、運動促進キャンペーンを実施

■あらかじめ付与した福利厚生サービスポイント制度により、インフルエン
ザ予防接種費用や健診時の追加検査費用の一部を会社が負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100%、肺がん 100%、大腸がん 100%（R2年度実
績）

■建物内禁煙

■ハラスメント相談窓口を設置

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■がん検診費用は全額会社負担、インフルエンザ予防接種費用の一部を会社
負担



認定番号 第59号

事業所名 株式会社栄研

認定期間 平成30年8月14日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字藤野一丁目４番地１

事業内容 製造業

認定番号 第58号

事業所名

認定期間 平成30年7月25日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字品川町１９番地

事業内容 医療業

認定番号 第57号

事業所名 吉川建設株式会社

認定期間 平成30年6月11日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字富田町１７４番地

事業内容 建設業

認定番号 第56号

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 98.4% 大腸がん 98.0%（R1年度実績）

■建物内禁煙

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■ひろさき健幸増進リーダー養成講座へ８名を輩出

■社内のひろさき健幸増進リーダーによる体力測定事業を実施

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■がん検診費用を全額会社負担、インフルエンザ予防接種費用の一部を会社
負担

一般財団法人医療と育成のための研究所清明会鳴海病院

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 93.1%（R1年度実績）

■敷地内禁煙

■ストレスチェックを実施し、高ストレス者には医師による面接指導を実施

■インフルエンザの予防接種を職員、同居家族へ推奨

■ストレスチェック費用、医師との面接指導費用は全額病院負担

■がん検診費用は全額病院負担、インフルエンザ予防接種費用は職員は全額
病院負担、同居家族は病院が一部負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 70.0%、肺がん 100.0%、大腸がん 96.7%、子宮
がん 66.7%、乳がん 66.7%（R1年度実績）

■建物内禁煙

■禁煙を勧奨し情報提供

■ストレスチェックを実施し、相談窓口を設置

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■がん検診費用、除雪業務に従事する社員のインフルエンザ予防接種費用は
全額会社負担



事業所名 一般財団法人愛成会

認定期間 平成30年3月9日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字北園一丁目６番地２

事業内容 医療業

認定番号 第55号

事業所名 一般財団法人医療と育成のための研究所清明会弘前中央病院

認定期間 平成30年2月15日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字吉野町３番地１

事業内容 医療業

認定番号 第54号

事業所名 株式会社ビジネスサービス弘前支店

認定期間 平成29年11月16日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字高田三丁目６番地７

事業内容 小売業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 97.5%（R1年度実績）

■建物内分煙

■「心の健康づくり計画」によりストレスチェック等を実施

■院内感染症対策の指針によりインフルエンザの予防接種を推奨

■青森県による「青森県健康経営事業所」に認定されている

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■市町村で実施の子宮がん、乳がん、前立腺がん検診の個人負担分を法人が
負担

■がん検診費用、インフルエンザ予防接種費用は全額法人負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 31.7%、肺がん 100.0%、大腸がん 91.1%（H30年
度実績）

■敷地内禁煙

■ストレスチェックの実施

■インフルエンザの予防接種を推奨

■予防接種・感染予防研修等を実施

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■全国健康保険協会青森支部による「健康宣言」を行っている

■青森県による「青森県健康経営事業所」に認定されている

■青森県医師会及び健やか力推進センターによる「健やか隊員育成プログラ
ム」を受講している

■がん検診費用、インフルエンザ予防接種費用は全額病院負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 36.7%　肺がん 100.0%　大腸がん 30.0%　子宮
がん 100.0%　乳がん 33.3%（H30年度実績）

■建物内禁煙

■禁煙サポート制度の創設により禁煙外来治療費を補助

■メンタルヘルス相談窓口を設置



認定番号 第53号

事業所名 弘前ガス株式会社

認定期間 平成29年11月1日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字松ヶ枝一丁目２番地１

事業内容 都市ガス製造･供給業

認定番号 第52号

事業所名 株式会社旭組

認定期間 平成29年10月6日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字神田四丁目6番地27

事業内容 管工事業

■青森県による「空気クリーン施設」に認定

■社内に血圧計を設置

認定番号 第51号

事業所名 株式会社堀江組

認定期間 平成29年10月2日 ～ 令和4年8月31日 （1回更新）

所在地 弘前市大字西茂森二丁目18番地5

健康づくりの
取組

■インフルエンザの予防接種を推奨

■安全衛生管理委員会を開催し健康に関する産業医からの情報をメール配信

■インフルエンザの予防接種費用を助成

■がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん  100%、肺がん 100%、 大腸がん 100%、子宮が
ん100%、乳がん 100% 　前立腺がん 100%（R1年度実績）

■建物内分煙

■生命保険会社が提供しているメンタルヘルス対策によりカウンセリングを
実施

■インフルエンザの予防接種を推奨

■就業時間内の予防接種可

■社員がひろさき健幸増進リーダー養成講座を受講

■がんマーカー検査費用を全額会社負担

■がん検診費用は全額会社負担。インフルエンザ予防接種は半額負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100%、子宮がん 50%、乳がん 100%（R1年度実
績）

■建物内禁煙

■禁煙推奨のポスターを掲示

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■社員がひろさき健幸増進リーダー養成講座を受講

■ひろさき健幸増進リーダーによる血圧指導を実施

■がん検診、インフルエンザ予防接種費用は全額会社負担



事業内容 建設業

■食生活改善に関する社内講習会を実施

■青森県による「空気クリーン施設」に認定

認定番号 第50号

事業所名 株式会社小山田建設

認定期間 平成29年7月11日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字野田二丁目４番地１

事業内容 建設業

認定番号 第49号

事業所名 株式会社兼建興業

認定期間 平成29年7月10日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字兼平字猿沢２６番地１

事業内容 建設業

■ハラスメント窓口を設置

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100%　大腸がん 94.4%　前立腺がん 5.6%（R1年
度実績）

■建物内禁煙

■社内会議においてインフルエンザの予防接種を推奨

■社員がひろさき健幸増進リーダー養成講座を受講

■健康情報通信を作成し従業員に配布

■青森県による「青森県健康経営事業所」に認定

■がん検診、インフルエンザの予防接種費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん100.0%、肺がん87.5%、大腸がん100.0%（R3年度
実績）

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を推奨

■たばこの健康被害情報を提供し、禁煙を勧奨

■インフルエンザ、新型コロナ予防接種を推奨

■感染症予防のため消毒液を設置

■禁煙外来受診、予防接種は就業時間内可

■がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 97.6%（R3年度実績）

■建物内禁煙

■禁煙支援として禁煙補助剤を支給

■感染症予防対策として、消毒液、体温検知器を設置

■青森県による「空気クリーン施設」に認証されている

■がん検診費用は全額会社負担



認定番号 第48号

事業所名 株式会社セーフティテック

認定期間 平成29年6月9日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字撫牛子二丁目４番地１０

事業内容 建設業

認定番号 第47号

事業所名 株式会社相馬土木

認定期間 平成29年5月29日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字城東一丁目３番地１

事業内容 建設業

認定番号 第46号

事業所名 嶽開発株式会社

認定期間 平成29年5月29日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字馬屋町３番地

事業内容 建設業

■血圧計の設置・計測により健康意識の醸成、知識の向上を図っている

■青森県健康経営事業所に認定されている

■禁煙外来受診費用の1/2を補助

■がん検診受診率：肺がん、大腸がん、前立腺がん 100.0%（R3年度実績）

■建物内禁煙

■青森県による「空気クリーン施設」に認証されている

■メンタルヘルス対策として安全衛生推進者による面接指導を実施

■インフルエンザの予防接種を勧奨。感染症予防のため消毒液を設置

■全国健康保険協会による「健康宣言」を実施

■がん検診費用は全額会社負担。インフルエンザ接種費用は一部負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん、肺がん、大腸がん、100.0%（R3年度実績）

■建物内禁煙

■禁煙外来受診推奨を就業規則へ明記

■インフルエンザの予防接種推奨を就業規則へ明記

■インフルエンザ予防接種、禁煙外来受診は有給休暇で受診可能

■がん検診費用は全額会社負担

■インフルエンザ予防接種、禁煙外来受診費用は会社が1/2負担

健康づくりの
取組

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん、大腸がん 100.0%（R3年度実績）

■建物内分煙

■禁煙外来受診（初回）費用の1/2を会社負担

■インフルエンザの予防接種を勧奨。感染症予防に空気清浄機を設置

■精密検査等は有給休暇で受診可能



認定番号 第45号

事業所名 藤村機器株式会社

認定期間 平成29年4月28日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字高田三丁目６番地２

事業内容 管工機材卸売業

認定番号 第44号

事業所名 株式会社長谷川建設

認定期間 平成29年4月20日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字亀甲町42番地

事業内容 建設業

認定番号 第43号

事業所名 フラワー観光株式会社

認定期間 平成29年2月23日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字和泉二丁目１番地１

事業内容 旅行代理業

健康づくりの
取組

■肺がん検診費用は全額会社負担。その他のがん検診費用は1/2会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 80.8%、肺がん 100.0％、大腸がん 100.0%（R2
年度実績）

■建物内禁煙

■たばこの健康被害情報を提供し、禁煙を勧奨

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■精密検査等は有給休暇で受診可能

■インフルエンザの予防接種、がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100.0%、肺がん 94.7％、大腸がん 100.0%（R2
年度実績）

■建物内禁煙

■たばこの健康被害情報、禁煙に関する情報提供を実施

■メンタルヘルス調査及び相談体制の構築。心の健康づくり計画の策定

■青森県医師会等による「健康づくり担当者更新研修」を受講

■インフルエンザの予防接種、がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 75.0%、肺がん 90.5％、大腸がん 100.0%（R2年
度実績）

■建物内分煙

■禁煙外来受診を勧奨

■インフルエンザの予防接種を推奨

■たばこの健康への影響についての勉強会を開催

■「食育ガイド」による勉強会を開催

■インフルエンザ予防接種、がん検診、禁煙外来受診費用は全額会社負担



認定番号 第42号

事業所名 株式会社セーフティロード

認定期間 平成29年2月17日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字撫牛子二丁目１番地16

事業内容 建設業

認定番号 第41号

事業所名 株式会社南建設

認定期間 平成29年2月17日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字堅田一丁目１番地４

事業内容 総合建設業

認定番号 第40号

事業所名 株式会社工藤工務所

認定期間 平成29年2月17日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字小沢字大開401番地５　　　　　　　　

事業内容 建設業

健康づくりの
取組

■禁煙外来受診は勤務時間内に受診可能

■スポーツジムと法人会員契約

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：大腸がん 100％、肺がん 100％、前立腺がん100%（R2年
度実績）

■建物内禁煙

■喫煙者に禁煙外来情報等のチラシを配布

■全従業員にインフルエンザの予防接種を勧奨

■感染症予防対策として消毒液及び空気清浄機を設置

■血圧計と体脂肪計を設置し、健康状態を確認

■インフルエンザ予防接種は勤務時間内受診可能

■がん検診費用は全額貴社負担

■インフルエンザ予防接種費用の一部を会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 87.2%、肺がん・大腸がん 100％（R2年度実績）

■建物内分煙

■全従業員にストレスチェック実施。産業医による面談を実施

■インフルエンザ予防接種を勧奨。

■精密検査や治療のための有給休暇を付与

■インフルエンザ予防接種及びがん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100％（R2年度実績）

■建物内分煙

■喫煙者に禁煙外来情報を提供し、禁煙を勧奨

■加湿器による湿度調整や消毒液設置により感染症予防対策を実施



認定番号 第39号

事業所名 共立設備工業株式会社

認定期間 平成28年9月6日 ～ 令和5年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字扇町二丁目４番地１

事業内容 管工事業

認定番号 第38号

事業所名 富士建設株式会社

認定期間 平成28年8月4日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字高田一丁目１０番地１２

事業内容 建設業

認定番号 第37号

事業所名 株式会社マル長

認定期間 平成28年5月19日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字門外三丁目８番地１

事業内容 建設業

■事業所内に自動血圧計を設置

■青森県による「健康づくり担当者更新研修」を受講

■精密検査等は有給休暇で受診可能

健康づくりの
取組

■全従業員にインフルエンザの予防接種を勧奨し勤務時間内に接種可能

■がん検診の費用は全額会社負担

■がん検診受診率：胃がん100％ 肺がん100％ 大腸がん100％(R2年度実績)

■建物内禁煙

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■年間を通して、アルコール消毒液を設置

■定期的に健康増進に関する講習会を開催

■玄関等に食育に係る情報提供を実施

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん100％　(R2年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を勧奨、勤務時間内に通院可能

■メンタルヘルスに対する取組として相談窓口を設け、医師による面接指導
を実施

■インフルエンザの予防接種を勧奨、勤務時間内に接種可能

■青森県医師会等による「健やか隊員」育成プログラム研修を２名が受講

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 92.3％、肺・大腸がん100％(R1年度実績)

■建物内禁煙



認定番号 第36号

事業所名 弘鉄電気工事株式会社

認定期間 平成28年4月26日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字城東中央二丁目３番地４

事業内容 電気工事業、電気通信工事業、消防施設工事業

認定番号 第35号

事業所名 株式会社共同設備

認定期間 平成28年4月26日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字兼平字猿沢７７番地５

事業内容 管工事業

健康づくりの
取組

■ハラスメント相談窓口を設置

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■消毒液、マスクを設置

■県医師会による「健康づくり担当者更新研修」を受講

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■青森県による「青森県健康経営事業所」に認定されている

■がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃・肺・大腸・前立腺がん 100％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙者に対する健康維持奨励金制度により禁煙を支援

■ニコチン依存度自己診断を実施

■全従業員に疲労蓄積度自己診断メンタルヘルスを実施し、負担度の大きい
従業員には休養・配置転換等を進言

■県医師会による「健康づくり担当者更新研修」を受講

■社員全員が毎日、血圧、体重等の測定を実施し、健康管理している

■３ヶ月以上の禁煙者に対して毎月健康維持奨励金を支給

■健康診査での要精密検査の場合、有給休暇を付与

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺・大腸がん 91.7％、乳がん 100％、子宮がん 50％
(R1年度実績)

■建物内禁煙、社有車禁煙

■禁煙外来受診を勧奨

■メンタルヘルス担当者を設置

■インフルエンザの予防接種を推奨

■血圧計を設置し、健康状態を管理

■青森県による「空気クリーン施設」「空気クリーン車」に認定されている

■インフルエンザ予防接種、禁煙外来受診は就業時間内に受診可能

■インフルエンザ予防接種、がん検診、禁煙外来受診の費用は全額会社負担



認定番号 第34号

事業所名 興産設備工業株式会社

認定期間 平成28年4月26日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字神田四丁目１番地１１

事業内容 建設業

認定番号 第33号

事業所名 阿保設備工業株式会社

認定期間 平成28年4月20日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字神田四丁目６番地３４

事業内容 管工事業

認定番号 第32号

事業所名 株式会社前山組

認定期間 平成28年4月20日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字中畑字旭岡３４番地

事業内容 建設業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん42.1％、肺がん、大腸がん 100％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来受診、禁煙補助剤購入を推奨

■メンタルヘルス等に関する相談を対面等にて専門家に相談が可能

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■掲示板に食生活指針、食事バランスガイドを掲示

■全社員にがんマーカー検査を実施

■インフルエンザの予防接種は勤務時間内に受診可能

■禁煙外来受診費用又は禁煙補助剤購入費用を1万円を上限に助成

■がん検診、がんマーカー検査の費用は全額会社負担、インフルエンザ予防
接種費用は半額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん 100％(R1年度実
績)

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を推奨

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■食育に関して管理栄養士の助言指導を受けることができる体制を整備

■甲状腺がん検診を実施

■健康診査での要精密検査を受診する従業員に有給休暇を付与

■インフルエンザの予防接種、禁煙外来受診、禁煙補助剤購入、がん検診費
用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 95.2％、大腸がん 90.5％(R1年度実績)

■建物内禁煙



認定番号 第31号

事業所名 株式会社東邦設備工業所

認定期間 平成28年4月20日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字神田四丁目６番地３６

事業内容 管工事業

認定番号 第30号

事業所名 アサヒ建設株式会社

認定期間 平成28年4月20日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地

事業内容 建設業

健康づくりの
取組

■禁煙外来受診を推奨

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■インフルエンザの予防接種、禁煙外来受診、健康診査での要精密検査へは
有給休暇を付与

■インフルエンザの予防接種、禁煙外来受診の費用は半額会社負担

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん、肺がん 、大腸がん 、子宮がん、乳がん 100％
(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を推奨

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■感染症予防対策として消毒液を設置

■青森県による「空気クリーン施設」、「空気クリーン車」に認定されてい
る

■インフルエンザ予防接種は、勤務時間内接種可

■要精密検査対象社員には、受診のために有給休暇を付与

■インフルエンザ予防接種、がん検診、禁煙外来受診費用は全額会社負担

弘前市大字川合字浅田２６番地１

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 85.2％、肺がん 96.9％、大腸がん 96.9％(R1年
度実績)

■建物内禁煙

■全社員を対象とした喫煙状況調査を実施し、該当者に禁煙補助剤を配布し
禁煙を勧奨

■受動喫煙に関する小冊子を配布し、禁煙外来受診を推奨

■ストレスチェックを実施し、希望者には専門医への受診を勧奨

■ハラスメント相談窓口を設置

■インフルエンザ予防接種を推奨

■休憩室に血圧計を設置

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■全国健康保険協会青森支部による「健康宣言」を行っている



認定番号 第29号

事業所名 猪股建設株式会社

認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字城東二丁目３番地１

事業内容 建設業

認定番号 第28号

事業所名 株式会社村上組

認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字藤代一丁目２番地１

事業内容 建設業

認定番号 第27号

事業所名 株式会社佐藤惣建設

認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字末広二丁目１番地１

事業内容 建設業

健康づくりの
取組

■青森県による「青森県健康経営事業所」に認定されている

■月例会議時に食生活改善に関する情報等を提供

■健康教養に関する資格取得や検定受験等に係る費用については全額会社負
担

■健診後の再検査に特別休暇を付与

■インフルエンザの予防接種、がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 91.3％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来の希望者に対する有給休暇制度を整備

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■空間等の除菌剤を設置

■社内の安全大会や各工事現場において、現場代理人が講師として定期的に
安全・健康教室を開催

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100％(R1年度実績)

■建物内分煙

■社内会議においてたばこの健康被害情報を定期的に発信し、禁煙を推奨

■「健康意識の向上」や「食生活改善」に関し、全従業員に定期的に説明

■肺がん検診やストレスチェックの面接指導は、就業時間中に受診可能

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100％(R1年度実績)

■建物内分煙



認定番号 第26号

事業所名 丸勘建設株式会社

認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字新里字中樋田９番地３

事業内容 建設業

認定番号 第25号

事業所名 東弘電機株式会社

認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地

事業内容 建設業

認定番号 第24号

事業所名 城東電気株式会社

健康づくりの
取組

■就業時間中に禁煙外来が可能

■インフルエンザの予防接種を勧奨。就業時間中に受診可能

■健康診断の再検査は特別有休休暇を付与

■がん検診、インフルエンザの予防接種の費用ha全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100％、肺がん 100％、大腸がん 100％、乳がん
100％　(R1年度実績)

■建物内分煙

■禁煙外来受診を推奨

■禁煙外来は、就業時間中に受診可能

■ハラスメント相談窓口を設置

■インフルエンザ予防接種を推奨、就業時間中に受診可能

■感染症予防対策として、マスク及び消毒液を設置

■健康診断の再検査は、有給休暇を付与

■がん検診、インフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担

弘前市大字神田二丁目７番地５

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100％、肺がん 100％、大腸がん 100％　(R1年
度実績)

■建物内禁煙、社有車禁煙

■禁煙外来受診を推奨

■保健師の資格を有する担当職員が、メンタルヘルス相談に随時対応

■全従業員にインフルエンザの予防接種を勧奨

■県医師会による健康づくり担当者養成講座を受講させその内容を社内で伝
達

■県医師会による「健やか隊員育成プログラム」を受講

■血圧計の設置、測定、記録により健康状態の把握、健康、健康教養に関す
る意識付けを実施
■がん検診の費用は全額会社負担、インフルエンザの予防接種、健康診査の
要検査の病院受診、禁煙外来受診は就業時間中に受診可能



認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字城東五丁目12番地３

事業内容

認定番号 第23号

事業所名 株式会社弘新建設

認定期間 平成28年3月30日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字神田一丁目４番地１

事業内容 建設業

認定番号 第22号

事業所名 株式会社弘前水道

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字茂森新町一丁目８番地６

事業内容 管工事業、土木工事業、水道施設工事業、消防施設工事業ほか

建設業（電気工事業、管工事業、電気通信工事業、消防施設工事業）

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん92.3％　肺・大腸がん 100％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙治療実施医療機関を紹介し、禁煙治療を推奨

■メンタルヘルス推進担当者が月１回、個別またはグループごとに面談

■インフルエンザの予防接種を推奨

■３５歳未満の社員への大腸がん検診の受診

■健康診断の再検査は、有給休暇を優先的に付与

■インフルエンザ予防接種及びがん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃・肺・大腸・前立腺がん100％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来の費用、禁煙補助剤の購入助成制度を整備

■メンタルヘルスの知識、教養を伝えるため掲示板に情報を掲示

■県医師会による「健康づくり担当者更新研修」を受講

■食生活改善に係るポスターを掲示

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■青森県による「青森県健康経営事業所」に認定されている

■事業所内に血圧計を設置し健康管理している

■禁煙外来を受診する際に有給休暇を付与

■禁煙外来の受診費用、禁煙補助剤の購入費用は全額会社負担

■がん検診の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 77.8％、肺がん 100％、大腸がん 88.9％、前立
腺がん 100％、子宮がん 100％、乳がん 100％(R1年度実績)

■建物内禁煙（屋外に喫煙室を設置）

■社内研修で喫煙の健康被害、禁煙の効果等についての情報を提供

■インフルエンザの予防接種を勧奨



認定番号 第21号

事業所名 株式会社東管サービス

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字山崎三丁目５番地９

事業内容

認定番号 第20号

事業所名 張山電氣株式会社

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字徳田町30番地１

事業内容 電気工事業、電気通信工事業、土木工事業

認定番号 第19号

事業所名 株式会社弘都電気

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字高田字苺原95番地７

事業内容 電気工事業

健康づくりの
取組

■健康づくり担当者養成研修修了者による健康教養に関する講習会を開催

■がん検診、インフルエンザ予防接種費用を全額会社負担

■禁煙補助剤購入費を全額会社負担

管・水道施設・建築・土木・電気・舗装・電気通信・消防施設・機械器具・とび土工・解体工事業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 100％、肺がん 100％、大腸がん 100％、子宮が
ん 100％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■ストレスチェックを実施

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■感染症予防対策としてマスクを支給、消毒液を設置

■血圧計の設置、血圧に関する情報提供により、健康状態の把握、健康、健
康教養に関する意識付けを実施

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■インフルエンザの予防接種は、就業時間中に受診可能

■がん検診、インフルエンザ予防接種費用を全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100％、大腸がん 100％、子宮がん 50％、乳が
ん 50％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■ストレスチェックを実施し、社員が相談できる体制を整備

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■ひろさき健幸増進リーダー養成講座を社員を輩出

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■健康診断，がん検診、再検査は、就業時間中に受診可能

■がん検診費用の大部分を会社負担



認定番号 第18号

事業所名 鎌田設備工業株式会社

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字藤野一丁目６番地２

事業内容 管工事業、水道施設工事業、土木工事業、電気工事業、消防施設工事業

認定番号 第17号

事業所名 株式会社日善電気

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字藤野一丁目７番地６

事業内容 電気工事業、土木工事業、管工事業、さく井工事業、消防施設工事業

認定番号 第16号

事業所名 株式会社永澤興業

認定期間 平成28年1月27日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字撫牛子二丁目３番地４

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん　86.2％、肺がん 100％、大腸がん 96.6％　子
宮がん100％　乳がん75％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来は、就業時間中に受診可能

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■対象年齢社員に高齢者肺炎球菌ワクチン接種を勧奨

■青森県による「空気クリーン施設」に認定されている

■がん検診、インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用
を全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃・肺・大腸がん100％　(R1年度実績)

■建物内禁煙

■ハラスメント相談窓口を設置

■感染症予防対策として抗菌マスクを支給し、消毒液を設置

■各種検診は勤務時間内受診可

■がん検診の費用は全額会社負担。

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん94.7％　肺・大腸・子宮・乳がん 100％(R1年度
実績)

■建物内禁煙（屋外に喫煙所を設置）

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■感染症予防対策として抗菌マスクを支給し、消毒液を設置

■青森県医師会による「健やか隊員」育成プログラムを受講し、健康に係る
情報を社員に提供

■スポーツジムの法人会員となり運動による健康増進を推奨

■がん検診の費用及びインフルエンザ予防接種費用を全額会社負担



事業内容 建設業

認定番号 第15号

事業所名 株式会社青南エクスプレス

認定期間 平成27年11月17日 ～ 平成29年11月16日 （認定期間の更新なし）

所在地 弘前市大字神田五丁目４番地５

事業内容 一般貨物自動車運送業

認定番号 第14号

事業所名 ニューメタル株式会社

認定期間 平成27年11月17日 ～ 平成29年11月16日 （認定期間の更新なし）

所在地 弘前市大字神田五丁目４番地11

事業内容 その他各種製造業

認定番号 第13号

事業所名 株式会社青南商事

認定期間 平成27年11月17日 ～ 平成29年11月16日 （認定期間の更新なし）

所在地 弘前市大字神田五丁目４番地５

事業内容 鉄・非鉄スクラップ卸売

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺・大腸・前立腺がん100％(R1年度実績)

■建物内禁煙（屋外に喫煙室の設置）、社有車内禁煙

■喫煙リスク情報を社員に回覧提供

■禁煙外来受診を推奨

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■感染症予防対策として消毒液を設置

■玄関に健康に係る情報を掲示

■社内に血圧計を設置

■がん検診の費用を全額会社負担。インフルエンザの予防接種の費用は一部
会社負担。禁煙外来受診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん　98％、肺がん 100％、大腸がん 98％　(H26年
度実績)

■建物内分煙（喫煙室の設置）、社有車内禁煙

■労働衛生コンサルタントによるカウンセリングを実施

■全従業員にインフルエンザの予防接種を勧奨

■インフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担。また、定期健診での精
密検査費用についても全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 100％、大腸がん 100％(H26年度実績)

■建物内分煙（喫煙室の設置）、社有車内禁煙

■労働衛生コンサルタントによるカウンセリングを実施

■全従業員にインフルエンザの予防接種を勧奨

■インフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担。また、定期健診での精
密検査費用についても全額会社負担



認定番号 第12号

事業所名 株式会社タムロン生産本部

認定期間 平成27年11月17日 ～ 令和4年8月31日 （2回更新）

所在地 弘前市大字清水三丁目３番地２

事業内容 光学機器製造業

認定番号 第11号

事業所名 株式会社ゆうネット

認定期間 平成27年6月1日 ～ 平成29年5月31日 （認定期間の更新なし）

所在地 弘前市大字駒越町7番地

事業内容 冠婚葬祭業

認定番号 第10号

事業所名 有限会社弘前一心堂

認定期間 平成27年6月1日 ～ 平成29年5月31日 （認定期間の更新なし）

所在地 弘前市大字大字森町2番地1

事業内容 神仏具小売業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん　82％、肺がん 100％、大腸がん 93％　(Ｈ26年
度実績)

■建物内分煙（喫煙室の設置）、社有車内禁煙

■労働衛生コンサルタントによるカウンセリングを実施

■全従業員にインフルエンザの予防接種を勧奨

■インフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担。また、定期健診での精
密検査費用についても全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん61.6%　肺がん100.0%　大腸がん8.3%　前立腺が
ん42.1%(Ｈ30年度実績)

■建物内分煙

■メンタルヘルス診断を実施

■インフルエンザ予防接種を勧奨

■感染症予防対策として、マスクの支給及び消毒液を設置

■がん検診の費用を助成

■社員及び家族のインフルエンザ予防接種費用を助成

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん100％(H26年度実績)

■建物内分煙（喫煙室の設置）

■市の健幸マイレージ制度を従業員に勧奨

■インフルエンザの予防接種を社員に勧奨、感染症予防対策として消毒液設
置

■がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん100％(H26年度実績)

■建物内禁煙



認定番号 第9号

事業所名 株式会社弘前公益社

認定期間 平成27年6月1日 ～ 平成29年5月31日 （認定期間の更新なし）

所在地 弘前市大字松森町16番地

事業内容 葬祭サービス業

認定番号 第8号

事業所名 津軽警備保障株式会社

認定期間 平成27年6月1日 ～ 令和5年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字神田三丁目３番地１７

事業内容 警備業

認定番号 第7号

事業所名 株式会社大成コンサル

認定期間 平成27年2月23日 ～ 令和5年8月31日 （3回更新）

所在地

事業内容 建設コンサルタント業務/測量業務/補償コンサルタント業務

健康づくりの
取組

■市の健幸マイレージ制度を従業員に勧奨

■インフルエンザの予防接種を社員に勧奨

■健康教養の講習会を実施

■がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん100％(H26年度実績)

■建物内分煙（喫煙室の設置）

■メンタルヘルスの個人面談を定期的に実施

■市の健幸マイレージ制度を従業員に勧奨

■インフルエンザの予防接種を社員に勧奨

■がん検診費用は全額会社負担

■インフルエンザ予防接種は就業時間内接種可

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 96.1%　肺がん 100.0%　大腸がん 100.0%　子宮
がん 100.0%　乳がん 100.0%（R2年度実績）

■敷地内禁煙

■禁煙外来受診を推奨し、費用の1/2を補助

■ストレスチェックを実施し、必要な社員には産業医による面談を実施

■心の健康相談窓口を設置

■インフルエンザの予防接種を勧奨

■従業員の健康教養の向上を図るため、社内誌「衛生委員会だより」を発刊

■健康及び食生活改善に関する講演会を実施

■がん検診、インフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担

弘前市大字取上五丁目12番地7



認定番号 第6号

事業所名 アップルウェーブ株式会社

認定期間 平成26年10月28日 ～ 令和5年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字土手町31番地

事業内容 放送業

認定番号 第5号

事業所名 和電工業株式会社

認定期間 平成26年10月28日 ～ 令和5年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字鍛冶町11番地

事業内容 電気工事業

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 95.2％、肺がん 96.7％、大腸がん 100.0％、子
宮がん 100.0%（R2年度実績）

■敷地内禁煙

■インフルエンザ予防接種を推奨

■感染症予防のためマスク、消毒液を設置

■職員のコーヒー用砂糖を撤去

■血圧計を設置し健康状態を把握

■新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを作成

■予防接種やがん検診等は就業時間中に受診可能

■精密検査には特別休暇を付与

■インフルエンザの予防接種、がん検診費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 81.8%、肺がん 97.7%、大腸がん 97.7%、子宮が
ん 52.2%、乳がん 82.6％(R1年度実績)

■建物内禁煙

■インフルエンザ予防接種を勧奨

■がん検診の費用については全額会社負担

■インフルエンザ予防接種の費用は一部会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 91.7%、肺がん 100.0%、大腸がん 100.0%、子宮
がん 100.0%、乳がん 100.0％(R2年度実績)

■建物内禁煙

■インフルエンザ予防接種を勧奨

■新型コロナ対策として飛沫感染防止アクリル板を設置

■ウイルス除去効果のある消臭器を設置

■社内で健康通信を発行し、従業員の健康教養の向上を図っている。

■「ひろさき健幸増進リーダー」養成講座に従業員１名を輩出

■血圧計を設置

■青森県による「空気クリーン施設」に認定

■健診後の再検査に特別休暇を付与

■がん検診及びインフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担



認定番号 第4号

事業所名 株式会社大伸管工業所

認定期間 平成26年10月28日 ～ 令和5年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字藤野一丁目6番地3

事業内容 管工事業

認定番号 第3号

事業所名 株式会社オアシス

認定期間 平成26年10月28日 ～ 令和5年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字館野一丁目3番地23

事業内容 有料老人ホーム/訪問看護ステーション/介護ステーション

認定番号 第2号

事業所名 株式会社ひろさき元気会計

認定期間 平成26年9月1日 ～ 令和4年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字取上二丁目2番地3

事業内容 会計業務代行

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん77.8%、肺がん 95.8%、大腸がん 100.0%(R2年度
実績)

■建物内禁煙

■メンタルヘルス研修会を開催

■感染症予防対策として、抗菌マスクの支給及び消毒液の設置

■「青森県健康経営事業所」に認定

■青森県医師会による「健やか隊員育成プログラム」を2名が受講

■がん検診の費用は全額会社負担

■健康手当自己申告書により、生活習慣や食生活改善の意識付けを実施

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：肺がん 95.7%(R1年度実績)

■建物内禁煙

■禁煙外来受診を勧奨し、希望する社員に有給休暇を付与

■脳卒中等に係る勉強会を開催

■青森県による「空気クリーン施設」に認定

■がん検診及びインフルエンザの予防接種の費用は全額会社負担

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 77.8%　肺がん 100.0%　大腸がん 94.4%（R1年
度実績）

■敷地内禁煙

■健康手当支給制度により禁煙を支援

■健康手当自己申告書により個人面談を実施

■インフルエンザの予防接種を推奨

■ひろさき健幸増進リーダー養成講座に２名を輩出



認定番号 第1号

事業所名 弘果弘前中央青果株式会社

認定期間 平成26年6月26日 ～ 令和4年8月31日 （3回更新）

所在地 弘前市大字末広一丁目２番地１

事業内容 青果物卸売業

■健康づくりに取り組む社員に毎月「健康手当」を支給

■がん検診及びインフルエンザの予防接種の費用を全額会社負担

■事業所内に血圧計、体重計を設置

■PET-CT検査の費用を半額会社負担

■社員及び家族は指定スポーツクラブの利用が無料

健康づくりの
取組

■がん検診の費用は全額会社負担

■三大疾病保障保険の保険料を全額会社負担

■インフルエンザ予防接種費用、健康関連検定等の受験費用を助成

健康づくりの
取組

■がん検診受診率：胃がん 87.8%　肺がん 97.9%、大腸がん 98.9%、子宮が
ん 79.4%、乳がん 93.3％(R2年度実績)

■建物内分煙（市場内の指定喫煙室以外は禁煙）、会社車両内禁煙

■非喫煙宣言者へ「無煙手当」を支給

■ハラスメント相談窓口を設置、ストレスチェックを実施

■インフルエンザの予防接種の集団接種を実施

■ひろさき健幸増進リーダー養成講座に７名を輩出


