
　当社は5期連続（15年間）最優秀販売会社賞を受賞致しました。部門優秀賞では乳製品人口比部門・化粧品インデックス値部門

で表彰されました。

　これからも、ヤクルトグループのリーディングカンパニーとして慢心することなく、私たちの使命を果たしていきます。

❖表彰式典の様子（2020年11月19日 ステーションカンファレンス東京）

5期連続（15年） 最優秀販売会社賞 受賞

スローガン

一人一人が主役、最高のチームを創ろう!
強い「つながり」を築こう!

最優秀販売会社賞 部門優秀賞�乳製品人口比部門 部門優秀賞�化粧品売上高インデックス値部門
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Special Feature

　SDGsは世界規模の目標ですが、一人一人ができることをみんなで協力し

て取り組むことが重要です。未来の子ども達が健康で過ごせる様に、群馬ヤク

ルトでは、従事者一人一人が協力してSDGs達成に取り組みます。

　群馬ヤクルトの使命は、一人でも多くのお客さまに「健康と美」をお届けすることです。創業時の想いや活動指針を信条にまとめ

20年以上前から全従事者で取り組んでいます。ヤクルトの信条にSDGｓに通じる想いが込められています。

一、�お客さまの健康と美しさに寄与することが私たちの使命である。�

一人でも多くの人にご利用していただき�

満足と幸せを提供しよう。

一、�お客さまから支持されるサービスを提供しよう。�

そして地域社会に心をこめて貢献しよう。

一、�仕事を通じ人生の夢と目標を達成しよう。�

互いに協力し全員が幸せになろう。

健康に役立つ商品の販売・お届
けを通じて、一人でも多くのお
客さまの健康に貢献します。

事業の生産性を高めつつ、従事
者がいきいきと働く会社であり
続けます。

子どもからご高齢の方まで、さ
まざまな世代に正しい健康情報
を提供します。

地域社会の一員として、住みよ
いまちづくりに貢献します。

ヤクルトスタッフの労働環境を
整備し、女性が活躍する社会の
実現を目指します。

関係する皆様とのつながりを大
切に、目標達成を目指します。

すべての人に
健康と福祉を

働きがいも
経済成長も

質の高い教育を
みんなに

住み続けられる
まちづくりを

ジェンダー平等を
実現しよう

パートーナーシップ
で目標を達成しよう

目標

3

目標

8

目標

4

目標

11

目標

5

目標

17

群馬ヤクルトのSDGs

企業理念とSDGsの関わり

群馬ヤクルトとSDGs

● 群馬ヤクルトの信条

● 群馬ヤクルトの特に関係の深い6つの目標

取り組み紹介

1
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Special Feature

自助

共助

公助

～群馬を元気にするために、群馬ヤクルトは“地域のみなさまとともに”歩んでまいります～

　群馬ヤクルトでは、自治体や消防・警察などと連携し、ヤクルトのお届けを通して、健康的な生活に貢献し、地域の皆さまと一緒に

安心・安全な地域づくりを目指します。

共助社会の
担い手としての群馬ヤクルト

共助社会で私たちにできること

取り組み紹介

2

自分で自分を守ること 市町村や消防・警察などの
公的な支援のこと

公助と共助をつなぐ
地域包括連携協定を締結しています!!
（2020年度までに1県7市6町2村1団体と締結）

地域の方々など、
周りの人たちと助け合うこと

秋季・春季火災予防運動での広報活動

健康情報・新型コロナウイルス感染症注意喚起チ
ラシの配布

地域の皆さまの見守りチラシの配布

振り込め詐欺啓発
チラシの配布

新型コロナウイルス感染症予防にお役立ち
するためNewヤクルトを学童・病院に寄贈 お届けを通した地域の見守り活動

地域サロン等での健康教室の開催

10 群馬ヤクルト　－2020年度事業活動報告書－



Special Feature

健康経営優良法人2021
（ブライト500）を認定

健康経営優良法人2021

健康経営優良法人 ブライト500とは

取り組み紹介

3

　群馬ヤクルトは、「健康経営優良法人2021（中小規模部門）」に認定されました。健康経営優良

法人とは、経済産業省の日本健康会議から、「地域の健康課題に即した取り組みや健康増進の取り

組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している」として認められた企業です。

　健康経営優良法人2021の中から「健康経営優良法人

の中でも優れた法人」かつ「地域において、健康経営の発信

を行っている法人」として優良な上位500法人のことです。

　当社は、全従事者自身が健康であることが、最も重要と位置づけ、健康経営の実現に向け様々な取り組みを行っております。

　同時に、群馬県の市町村と包括連携協定を締結し、健康経営に取り組んでいる企業様や学校などの教育機関等で、健康教室や食

育教室を開催し、共助社会の担い手として地域の健康増進活動にも取り組んでいます。

● 選定基準

● 群馬ヤクルトの取り組み

◦�健康経営優良法人の中でも優れた法人であることを重視し、選択項目15項目中12項目以上適合していることを条件とする

◦�「健康経営の評価項目における適合項目日数」および、申請する「健康経営の取り組みに関する地域への発信状況」を評価する

その上で、以下のウエイトで配点し上位500法人を選定する

ヤクルトスタッフによる職
場への宅配サービス

乳酸菌自動販売機のご案
内

美容体感会の開催 健康情報の提供 福利厚生（須藤病院様） 福利厚生（ジュンコーポレ
イション様）

分類 ウエイト
健康経営の評価項目における適合項目数 3
健康経営の取り組みに関する自社からの発信状況（自社HPへの掲載等） 2
健康経営の取り組みに関する外部からの発信依頼を受けての発信状況（取材、講演会の対応等） 2
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Special Feature

新型コロナウイルスに関する対応策

取り組み紹介

4- 1

群馬ヤクルトの社内取組み

● 自社の新型コロナウイルス対策ガイドラインの策定

● 全従事者への新型コロナウイルス対策及び対応

◦�コロナ禍におけるお届けルール策定と�
ご協力のお願い
◦�全従事者へマスクの支給
◦�全従事者へ消毒液の支給
◦�全従事者へハンドクリームの支給
◦�全スタッフへお届け業務に対する特別感
謝金の支給

◦�全センターへパーテーションの設置
◦�月収が減ってしまったスタッフへの収入
補償
◦�健康アドバイザーの時短勤務
◦�エッシェンシャルワーカーとしての認識と
評価

『新型コロナウイルス』感染に対するガイドライン

サービスセンター所属従事者（本人・同居家族）

本人

同居家族

事象

℃以上の発熱・強い倦怠感、咳、
息苦しさ、味覚、嗅覚の異変など
体調不良の症状がある場合

保健所が濃厚接触者と１ｍ以内、
１５分以上の接触をした可能性が

あると判断された場合

保健所に濃厚接触者と
判断された場合

検査にて新型コロナウイルス
感染者 陽性 と診断された場合

※勤務中に体調が悪くなった場合は、退勤すること

就業 自宅待機
濃厚接触者のＰＣＲ検査結果を待ち

自宅待機
本人のＰＣＲ検査を待ち

自宅待機
出勤停止

休業期間
新型コロナウイルスの感染ではないと医師より

診断されるか、症状がなくなってから 日間

原則、医療機関を受診すること

本人との濃厚接触者が陰性と確認されてから３日間

同居家族との濃厚接触者が陰性と確認されてから１日間

濃厚接触者と判断された日から

日間

（ 検査で陰性の場合）

保健所の指示に従い所定期間入院し、

医師の許可が出るまで

収入補償 あり ※１ あり ※１ あり ※１ あり ※１

エステルーム

キッズルーム

閉鎖 しない しない しない 保健所判断による

商品 通常使用 通常使用 通常使用 保健所判断による

※1 新型コロナウイルスの影響により、前年１年間の平均月間収入を下回った場合(１年未満の場合、在籍期間の平均月間収入で計算)
 
 
 

『新型コロナウイルス』感染に対するガイドライン

本店勤務従事者（本人・同居家族）

本人

同居家族

事象

℃以上の発熱・強い倦怠感、咳、
息苦しさ、味覚、嗅覚の異変など
体調不良の症状がある場合

保健所が濃厚接触者と１ｍ以内、
１５分以上の接触をした可能性が

あると判断された場合

保健所に濃厚接触者と
判断された場合

検査にて新型コロナウイルス
感染者 陽性 と診断された場合

※勤務中に体調が悪くなった場合は、退勤すること

就業 自宅待機
濃厚接触者のＰＣＲ検査結果を待ち

自宅待機
本人のＰＣＲ検査を待ち

自宅待機
出勤停止

休業期間
新型コロナウイルスの感染ではないと医師より

診断されるか、症状がなくなってから２日間

（原則、医療機関を受診すること）

本人との濃厚接触者が陰性と確認されてから３日間

同居家族との濃厚接触者が陰性と確認されてから１日間

濃厚接触者と判断された日から

１０日間

（ 検査で陰性の場合）

保健所の指示に従い所定期間入院し、

医師の許可が出るまで

休業補償 あり ※１ あり ※１ あり ※１ あり ※１

本店

閉鎖 しない しない しない 保健所判断による

商品 通常使用 通常使用 通常使用 保健所判断による

※1 会社の指示により休業となった場合、特別休暇とする（特別休暇：年次有給休暇には含まない休暇）
 

 
 

サービスセンター所属従事者（本人・同居家族）に陽性者発生時の対応

状況 事業活動 対応方法

陽性者に対し濃厚接触者なし 従来と同じ事業活動を行う

社外対応 第三者「お客様・得意先」に報告の必要なし

社内対応
該当 のメンバーには正しく説明するが、第三者に対し個人情報の流出は絶対にしない
コロナハラスメントをしない

陽性者に対し濃厚接触者あり 従来と同じ事業活動を行う

社外対応
濃厚接触者の方々に丁寧な説明をして納得していただく
関係者以外の第三者に「お客様・得意先」に報告の必要なし

社内対応
濃厚接触者や該当 のメンバーには正しく説明するが、それ以外の第三者には個人情報の
流出は絶対にしない
コロナハラスメントをしない

相談窓口 総務部 町田部長までお願いします。
作成日 2020.4.22

2020.6.1 改訂
2020.6.30 改訂

※赤字箇所を改定しました 2020.9.1 改訂

本店勤務従事者（本人・同居家族）に陽性者発生時の対応

状況 事業活動 対応方法

陽性者に対し濃厚接触者なし 従来と同じ事業活動を行う

社外対応 第三者「お客様・得意先」に報告の必要なし

社内対応
第三者に対し個人情報の流出は絶対にしない
コロナハラスメントをしない

陽性者に対し濃厚接触者あり 従来と同じ事業活動を行う

社外対応
濃厚接触者の方々に丁寧な説明をして納得していただく
関係者以外の第三者に「お客様・得意先」に報告の必要なし

社内対応
濃厚接触者には正しく伝えるが、それ以外の第三者には個人情報の流出は絶対にしない
コロナハラスメントをしない

相談窓口 総務部 町田部長までお願いします。
作成日 2020.4.1

2020.9.1 改訂 
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Special Feature

感染対策

自治体・警察からの協力要請

● 検温 ● マスク ● 消毒液
体温計を

各サービスセンターへ

45本

従事者へ

延べ100,000枚
従事者へ1本ずつ

合計920本

● 自治体からの協力要請
　渋川市、安中市との健康増進や福祉向上に向けた連携協定に基づき、

新型コロナウィルス感染予防啓発チラシの配布依頼がありました。どち

らのチラシも高齢者を対象にしたチラシになっており、安中市のチラシ

には椅子に座りながらできる体操などが掲載されています。

● 警察からの協力要請
　群馬県警察本部より新型コロナウィルスに便乗した詐欺等の啓発依

頼がありました。群馬ヤクルトは振り込め詐欺等根絶協議会の会員であ

り、ヤクルトのお届けを通じて振込詐欺を防止します。

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う見守り活動への要請と同時に、フレイル予防として高齢者世帯への運動指導チラシ配布の

協力依頼を受けました。それを受けヤクルトスタッフが、ご家庭へ見守りやお声がけを行い、自治体・警察からの要請に協力いたし

ました。

渋川市 安中市
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Special Feature
取り組み紹介

4- 2
新型コロナウイルスに関する対応策

病院・学童へNewヤクルト寄贈

●  2020年度 新型コロナウイルスにおける医療従事者及び児童へのNewヤクルト寄
贈状況　※2020年5月末現在

　社会貢献活動の一環としてNewヤクルトを県内の病院・老健・学童に寄贈しました。訪問先の理事長、病院長、事務長、医療スタッ

フ、介護従事者の皆さまから、「大変励みになり、感謝します」との声を何度も頂きました。

約127,200本

寄贈総本数

42施設

病院

43施設

老健

33箇所

学童

医療法人健英会�介護老人保健施設おうみ�様

日本赤十字社�原町赤十字病院�様

JA前橋市地域密着型介護ホーム上陽�様

富岡地域医療企業団�公立富岡総合病院�様
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Special Feature

訪問先の皆さまから様々なお声をいただきました！

　2020年はいまだ終息に至らぬ新型コロナウイルスとの戦いの1年でした。緊急事態宣言が発

令され医療従事者も未知のウイルスから患者さん・家族そして自分自身を守りながらの勤務を強

いられ、不安と恐れから、心身ともに少し疲弊しはじめた頃に、群馬ヤクルト様より全職員分のヤ

クルトを寄贈いただき、職員がみんな笑顔でヤクルトを持ち帰るシーンが思い浮かびます。�その

後、2回目の寄贈をいただきとても勇気づけられました。群馬ヤクルト販売様の医療従事者サ

ポートの取組みは単にヤクルトを無料で医療機関に配布するというものではなく、医療従事者

へ感謝の気持ちと優しさにヤクルトを添えて届けていただいたんだと思います。

　心は身体を動かす原動力ですが、感謝の気持ち・優しさは人を動かす原動力・勇気の源だと

私は思います。

医療法人
高柳会　赤城病院
鷲山　一麿 様

学童保育から
かわいいお礼の手紙を

頂きました
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Special Feature

　日新ビジネスプロモートでは日新電機従業員の皆さんが社内で快適に過ごせるようサ

ポートを行っています。以前から健康づくりの取り組みを行っていますが、

2020年は新型コロナの影響で40～50代を中心に健康意識がより高ま

っていると感じています。おおらかな社風なので、一人一人が感染症予防に取り組んで自分自身を守り、みんなで

会社を守っています。御社には8月に「飲用体感会」を食堂で実施していただき、よい雰囲気で好評でした。今後も、

従業員の皆さんに喜んでもらえるサポートをお願いしたいと思います。

　「従業員とその家族の『からだ』と『こころ』の健康は、会社の重要な財産であ

り、 みんなで楽しく健康づくりをはじめよう。」弊社では経営トップからも発

信し、健康経営を目指して、日々、様々な活動を行なっています。その一環とし

て健康教室を依頼させていただきました。

　「職場の健康応援DAY」では、従業員から、「血管年齢測定は初めて。健康状態をみる目安になるね」などの声や、数値で見る心身

の状態、毎日の食事に注意するなど、今までよりも更に健康を意識するようになったのではないかと感じてい

ます。

　今回、私たちも管理栄養士の方と一緒に従業員と直接対話をいたしました。管理栄養士の弊社従業員への接

し方に刺激をもらったり、普段よりも多くの従業員と関わることができたりと、とても良い機会となりました。

飲用体験の様子（社員食堂にて）

血管年齢測定の様子

　従事者様向けにヤクルト飲用体感会を実施しました。3日間昼食時間に

Yakult1000をお配りし、健康情報をお伝えしました。

　職場の健康応援DAYとして、Yakult1000の試飲や血管年齢測定、管理栄養士に

よる健康相談及び健康教室などを、前橋市内2か所の工場で計8回実施しました。

株式会社日新ビジネスプロモート
篠原　貴子 様

NSK ステアリングシステムズ株式会社
GL 人財開発室 保健師
大嶋　博美 様　小堀　美乃里 様

価値普及マーケティング開発部 健康推進課
GENKI応援プロジェクトチーム 始動!!

取り組み紹介

5

● 実施事例の紹介

主な提案項目：飲用体感会・職場の健康応援DAY・健康教室・福利厚生・健康情報の提示�etc...

群馬ヤクルトが県内企業を元気にする健康経営の提案へ

ヤクルト飲用体感会の実施

職場の健康応援DAY

日新電機株式会社 様（前橋市）

NSKステアリングシステムズ株式会社 様 （前橋市）
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　コロナ対応に追われる中、医療従事者に対して3ヶ月間のYakult1000の無償提供をいただ

きました。150名以上がエントリーしました。

　当院はコロナ感染症が群馬県で発症が確認された2020年3月以来、発熱外来、PCR検査セ

ンターを運営し、さらにコロナ感染症疑い患者さんの対応を行っています。

　ICD（感染専門医師）ICN（感染専門看護師）を中心に活動を続けてきましたが、群馬ヤクルトさんからの申し出は非

常にありがたく職員一同、さらにコロナ感染の戦いにモチベーションがあがりました。医療従事者の退職増が喧伝

されるなか、おかげさまで当院では一名の離職者もなく診療を続けられました。

　また今年からは健康経営を目指し、すべての従業員の定期検診のさらなる充実を図っています。これも群馬

ヤクルトさんから示された健康への思いが引き金になりました。3ヵ月経過後、当然ながら引き続きショ

ーケースを置かせて頂き、機会あるごとにヤクルト飲用を続けていることは言うまでもありません。

　ヤクルトの存在自体が人類の健康と美を守っている、社員の笑顔がみな心

からにじみ出ているヤクルト様には敬服いたします。20代のころ胃を痛め、

試行錯誤の結果、ヤクルトを飲みつづけて30年。風邪もひかず過ごせるのも

ヤクルトのおかげかもしれません。それならば、社員にも毎日1本配ることを

思いつき、即決しました。体質を根本から改善して免疫力のある体づくりを会社が担っていれば、ご家族

も安心して「いってらっしゃい」と送り出してくれることでしょう。「社員の健康は会社が守る！」です。

株式会社ジュンコーポレイション食堂にて

GENKI応援プロジェクトチームメンバー

2020年12月30日
上毛新聞より

　ヤクルト400LTを毎日1本飲めるよう、食堂にショーケースを設

置させていただきました。

　医療従事者の皆さまへ、3ヶ月間Yakult1000を提供し、感染症対策にお役立ていただきまし

た。それ以降は希望のタイミングで商品を購入できるよう、ショーケースを設置させていただいて

います。

株式会社ジュンコーポレイション
代表取締役
小板橋　義和 様

医療法人済恵会 須藤病院
病院長
須藤　英仁 様

福利厚生としてヤクルトの活用❶

福利厚生としてヤクルトの活用❷

医療法人済恵会 須藤病院 様（安中市）

株式会社ジュンコーポレイション 様（安中市）

上毛新聞に
掲載されました
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「ボイスの時間」
（1on1ミーティング）

取り組み紹介

6

　部下の成長支援を目的とした、部下のための時間です。対等な人間同士であるという姿勢で臨み、上司と部下がお互いに何でも話

せる関係の構築を目指すものです。

ボイスの時間とは

◦一人の部下に対し、月に最低1回以上、30分間で行う。（但し30分以内厳守）

◦必ず就業時間内で行う。

◦実施場所として、社内会議室の他、zoom等を利用したオンラインや、社外のカフェやファミレス等での実施も可とする。

● 「ボイスの時間」基本ルール

● 「ボイスの時間」が機能する仕組み

　ボイスの時間を実施してから、以前より上司との距離が近くなったと感じます。もともとコミュ

ニケーションが取れていなかったわけではありませんが、ボイスの時間でじっくりと話を聞いて

頂くことでさらに関係性が深まり、普段から悩みや自分の意見を話しやすくなりました。いつも話

を聞いてくださる上司に感謝しています。

宅配サービス部　主任
原田　栞

話す聴く

質問する 考える

頭の中が整理される

気づき

自発的行動

結果

信頼
関係

上司 部下
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● 実際の声

　「ボイスの時間」において最も大切なことは、上司の「傾聴」です。上司が部下に関心を持ち、心

の声に耳を傾けることで、部下の心理的安全性が高まり生産性向上にも繋がります。「ボイスの時

間」での対話で、群馬ヤクルトがこれまで以上に強い信頼関係のチームとなるよう、上司側は更に

研鑽し、部下にとって「価値ある時間」となることを目指していきたいと思います。

人材開発部　次長
竹垣　咲紀

「ボイスの時間」実施後アンケート　〈2020年9月 / 2021年1月〉

３０分だと
少し短く感じる。

何気ない話を上司と
できる時間はとても大切。

検討事項や課題について
話す機会になっている。

悩みを聴いていただき、
前向きになれた。

話をすると
軽くなる。

方向性が
共有できた。

●上司の傾聴　9月（全体導入開始時）

38％

8％

29％ 満足

普通

大変不満

4％不満

大変満足

21％

●上司の傾聴　1月

54％

満足

23％

普通 大変満足

23％

46％

4％

29％

8％

満足普通

大変不満

13％不満

大変満足

●満足度　9月（全体導入開始時） ●満足度　1月

42％

35％

19％
満足

普通

大変満足4％

不満
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