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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 26569
組合名称 伊藤忠連合健康保険組合
形態 単一
業種 卸売業

令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
被保険者数
* 平均年齢は
特例退職被保
険者を除く

58,000名
男性62.6%

（平均年齢43.45歳）*
女性37.4%

（平均年齢38.79歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*
特例退職被保険
者数

0名 -名 -名

加入者数 96,879名 -名 -名
適用事業所数 213ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

2,201ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

96‰ -‰ -‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 0 - - - -
保健師等 1 0 - - - -

事業主 産業医 3 134 - - - -
保健師等 14 14 - - - -

第2期における基礎数値
（平成28年度の実績値）

特定健康診査実施率
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 23,104 ∕ 31,371 ＝ 73.6 ％
被保険者 20,067 ∕ 22,291 ＝ 90.0 ％
被扶養者 3,037 ∕ 9,080 ＝ 33.4 ％

特定保健指導実施率
(特定保健指導実施者数÷
特定保健指導対象者数)

全体 335 ∕ 4,675 ＝ 7.2 ％
被保険者 330 ∕ 4,473 ＝ 7.4 ％
被扶養者 5 ∕ 202 ＝ 2.5 ％

令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人
当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円）

保健事業費

特定健康診査事業費 37,684 650 - - - -
特定保健指導事業費 72,345 1,247 - - - -
保健指導宣伝費 83,360 1,437 - - - -
疾病予防費 1,243,333 21,437 - - - -
体育奨励費 36,012 621 - - - -
直営保養所費 0 0 - - - -
その他 1,037 18 - - - -
　
小計　…a 1,473,771 25,410 0 - 0 -
経常支出合計　…b 28,170,425 485,697 - - - -
a/b×100 （%） 5.23 - -
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令和3年度見込み 令和4年度見込み

令和5年度見込み

(歳)

(百人)

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

100 50 0 50 100
男性(被保険者) 男性(被扶養者) 女性(被保険者) 女性(被扶養者)
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男性（被保険者）男性（被保険者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 76人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,757

人 25〜29 3,731
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 3,847
人 35〜39 4,357

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 4,691
人 45〜49 5,318

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 3,992
人 55〜59 3,044

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 2,297
人 65〜69 1,217

人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 657人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 71人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,671

人 25〜29 3,087
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 2,933
人 35〜39 2,819

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 2,520
人 45〜49 2,506

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,774
人 55〜59 1,167

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 603人 65〜69 168人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 61人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 3,480

人 5〜9 2,504
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 2,955
人 15〜19 2,633

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 1,496
人 25〜29 220人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 103人 35〜39 48人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 37人 45〜49 28人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 26人 55〜59 31人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 43人 65〜69 21人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 48人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
令和3年度見込み 令和4年度見込み 令和5年度見込み
0〜4 3,312

人 5〜9 2,379
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 2,955
人 15〜19 2,633

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 1,496
人 25〜29 220人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 103人 35〜39 48人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 37人 45〜49 28人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 26人 55〜59 31人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 43人 65〜69 21人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 48人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴
・大規模な健保組合（被保険者数58,000人、加入者数96,879人）平均年齢　41.79歳
・単一健保ながら事業所数が213もあり、全国に加入者が点在
・30歳代後半〜40歳代に加入者数が多い加入者構成
・当健保組合には、医療専門職が不在
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STEP１-２ 保健事業の実施状況STEP１-２ 保健事業の実施状況
保健事業の整理から見える特徴保健事業の整理から見える特徴
・被扶養者の特定健診受診率の低迷
・特定保健指導の実施率が低迷
・生活習慣病対策、重症化予防対策に重きをおいた幅広い施策を実施
・健康を啓発する各種イベントの実施や、ICT、インセンティブの活用等様々な角度から事業を展開
・健康経営に取り組む各事業所とのコラボヘルスを推進

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　健康管理事業推進委員会
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　ヘルシーファミリー倶楽部
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　健保ニュース
　保健指導宣伝 　健保事務資料配布
　保健指導宣伝 　ジェネリック医薬品通知
　保健指導宣伝 　電話保健指導
　保健指導宣伝 　メタボ流入阻止
　保健指導宣伝 　電話健康相談
　保健指導宣伝 　ホームページ維持費
　保健指導宣伝 　コミュニティーサイト維持費
　保健指導宣伝 　すこやかファミリー
　保健指導宣伝 　健康介護教室
　保健指導宣伝 　データヘルス関連
　保健指導宣伝 　無料歯科健診
　疾病予防 　40歳以上の検診（被保険者）
　疾病予防 　40歳以上の検診（被扶養者）
　疾病予防 　40歳以上の主婦検診
　疾病予防 　40歳未満の検診（被保険者）
　疾病予防 　40歳未満の検診（被扶養者）
　疾病予防 　巡回健診
　疾病予防 　婦人科検診（40歳以上）
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種補助・登録費
　体育奨励 　体育施設利用料補助・法人契約
　直営保養所 　契約保養所 CLUB　SPASS
事業主の取組事業主の取組
　1 　定期健康診断
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。
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職場環境の整備職場環境の整備
保
健
指
導
宣
伝

- 健康管理事業
推進委員会

【目的】事業運営の方針検討
【概要】健康管理事業推進委員会の開催 被保険者 一部の

事業所 男女
18
〜
74

基準該
当者 54 ・年1回（12月）に開催

・事業所の声を反映できる機会であり
、事業所と協同で事業の方向性を計画
出来る。

・一部の事業所の声に留まっている。 4

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
保
健
指
導
宣
伝

- ヘルシーファ
ミリー倶楽部

【目的】Webによる健康情報の提供
【概要】健康管理の総合コンテンツ。病気や薬、医療機関
の検索や週替わりで更新される健康記事などが満載

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 3,742 ・アクセス数：405件/年 ・コンテンツがリッチで確実な情報が
提供できている

・自発的にサイトに見にいく方式の為
、多様なコンテンツを活かし切れてい
ない。

3

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健診 【目的】特定健診の受診
【概要】人間ドック及び主婦健診、集合健診と併せて実施 被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 29,689

・受診者数　27,944名
　　本人　23,987名
　　家族　 3,957名
・受診率　73.3％
　　本人　 87.4％
　　家族　 37.0％

・健診費用の補助制度がある ・受診率約73％の水準で実施している
。 3

特
定
保
健
指
導
事
業

- 特定保健指導 【目的】特定保健指導の実施
【概要】複数の外部専門機関を活用して実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 14,891

・実施者数　793名
　　動機付け支援：303名
　　 積極的支援：490名

・事業所の特性に応じて面接方法を変
えている

・健診実施から初回面接実施までの期
間が長い 1

保
健
指
導
宣
伝

- 健保ニュース
【目的】情報発信、健康意識の醸成
【概要】健保運営、収支、健康診断などの情報を機関誌と
して配布

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 9,520 ・年3回（春・決算・新年）発行
・発行数：36,500部/回

・季節に応じたコンテンツが充実して
いる。 ・紙媒体を拒否する事業所がある 3

- 健保事務資料
配布

【目的】報酬月額の正確な手続き適正化
【概要】算定基礎届の手引き配布 被保険者 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 83 ・年1回（6月）配布

・配布数：250部
・配布により正しく手続きが実施され
ている

・被保険者の人数が多く、全部の事例
が掲載されていない。 3

- ジェネリック
医薬品通知

【目的】薬剤医療費の適正化
【概要】慢性疾患（長期投与）患者の内、ジェネリック医
薬品に変更する事で月額1,000円以上（65歳以上300円以上
）削減できる方を対象に通知書を交付

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 1,802 ・年4回通知

・通知者数　618名
・通知書に加えジェネリック医薬品促
進のパンフレットを配布

・ジェネリック医薬品使用率
H27　63.9％
H28　68.9％
H29　72.9％

3

- 電話保健指導
【目的】生活習慣の改善促進
【概要】健診結果からリスクの高い方を独自に抽出し、訪
問型から、電話による保健指導へ切替えて実施

被保険者 全て 男女
40
〜
64

基準該
当者 3,099 ・実施者数　200名 ・電話へ切り替えたことによって指導

人数が増加している
・改善が進んでいるかの検証が不十分
である 2

- メタボ流入阻
止

【目的】メタボ区分への移行を阻止、メタボ該当者を減ら
す
【概要】生活習慣を改善しないと、メタボ区分に該当する
恐れのある方を対象に情報提供を実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
64

基準該
当者 1,330 ・実施者数　約719名 ・生活習慣改善の意識啓発機会（動機

づけ）が提供できた ・事業効果が測りにくい 2

- 電話健康相談
【目的】専門職による健康相談の機会提供
【概要】健康から育児の相談、介護、メンタルヘルスなど
幅広い分野にて相談ができる電話相談システム

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 8,087 ・相談件数：約151件/月 ・機関誌、ホームページ等で告知して
いる ・特定の対象者の利用が多い 3

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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- ホームページ
維持費

【目的】情報発信、健康意識の醸成
【概要】健保ホームページ運営費用

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 0
・ホームページ更新作業
・29年度については業者に委託するホ
ームページの修正は無かった為、予算
を使用していない。

・- ・- 1

-
コミュニティ
ーサイト維持
費

【目的】個人情報登録・変更、医療費情報の公開
【概要】医療費情報の閲覧、住所、口座の変更登録、資格
取得情報、被扶養者認定情報、健診利用書発行情報などの
登録を行う専用サイト

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 7,066 ・通年実施 ・利便性が高く、業務の効率化ができ
ている ・- 4

- すこやかファ
ミリー

【目的】健康情報の発信
【概要】被扶養者認定されている奥様に健康情報誌を配布 被扶養者 全て 女性

18
〜
74

基準該
当者 12,332 ・年4回配布

・配布数：約13,900部/回
・健診案内と一緒に送付し、健康意識
を高める相乗効果が期待できる - 3

- 健康介護教室
【目的】健康・介護教室参加の促進
【概要】ふれあい健康事業推進委員会が主催する健康・介
護教室の参加費を負担

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 817 ・参加者数：51名 ・タイムリーなテーマに沿って参加者
を募集 ・特定の利用者しか参加しない 1

- データヘルス
関連

【目的】健診結果、医療費情報を使用し、効果的な保健事
業を実施
【概要】データヘルスの分析、計画書の策定を行う

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 3,743

受診勧奨64名
情報提供295名
ims・NCR年間費含む

外部機関に一部委託し、事業の効率・
精度が上がった 該当者からの反応が薄い 3

- 無料歯科健診 【目的】歯科の健康チェック
【概要】歯科健診センターへの年間費の支払い

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 93 参加者69名
無料で、むし歯、歯周病、歯並び・噛
み合わせ、歯垢・歯石のチェックが行
える

ウェブ上のみでの申し込みの為、参加
者が少ない 1

疾
病
予
防

-
40歳以上の検
診（被保険者
）

【目的】健康リスクの早期発見
【概要】28,000円を上限に健診費用の補助 被保険者 全て 男女

40
〜
74

全員 612,682 ・受診者数：21,631名
・受診率：78.8％ ・健診費用の補助制度がある ・- 3

-
40歳以上の検
診（被扶養者
）

【目的】健康リスクの早期発見
【概要】28,000円を上限に健診費用の補助 被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 62,000 ・受診者数：2,293名
・受診率：21.4％ ・健診費用の補助制度がある ・受診率が低い 1

- 40歳以上の主
婦検診

【目的】健康リスクの早期発見
【概要】主婦を対象に実施。負担金1,000円で受診出来るコ
ースを設定 被扶養者 全て 女性

40
〜
74

全員 37,628 ・受診者数：1,648名
・受診率：15.7％ ・安価な自己負担で受診ができる ・受診率が低い 1

-
40歳未満の検
診（被保険者
）

【目的】健康リスクの早期発見
【概要】12,000円を上限に健診費用の補助 被保険者 全て 男女

30
〜
39

全員 119,379 ・受診者数：11,463名
・受診率：80.7％ ・健診費用の補助制度がある ・- 3

-
40歳未満の検
診（被扶養者
）

【目的】健康リスクの早期発見
【概要】15,000円を上限に健診費用の補助 被扶養者 全て 男女

18
〜
39

全員 15,960 ・受診者数：975名
・受診率：13.0％ ・健診費用の補助制度がある ・受診率が低い 1

- 巡回健診 【目的】健診受診率の向上
【概要】健診車を派遣し、効率的に集合健診を実施 被保険者 全て 男女

30
〜
74

全員 88,417 ・受診者数：5,098名
・受診率：12.2％

・場所を選ばず、就業時間中の健診受
診ができる ・- 1

- 婦人科検診（4
0歳以上）

【目的】婦人科疾患の早期発見
【概要】40歳以上の婦人科を受診した方を対象に婦人科検
診費用の補助

被保険者
被扶養者 全て 女性

40
〜
74

全員 7,327 ・受診者数：7,001名
・受診率：38.7％

・健診費用の補助制度とは別に追加で
費用補助がある ・- 1

-
インフルエン
ザ予防接種補
助・登録費

【目的】インフルエンザ予防接種の促進
【概要】2,000円を上限にインフルエンザ予防接種費用の補
助

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 51,120 ・受診者数：25,699名
・受診率：27.8％ ・接種費用の補助制度がある ・- 1

体
育
奨
励

-
体育施設利用
料補助・法人
契約

【目的】運動機会の提供、健康づくりの推進
【概要】月会費制：月額3,000円、都度利用制：月3回（3,0
00円）を上限に補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 47,372 ・利用回数：77,791回 ・費用の補助制度がある ・特定の利用者が多い 3

直
営
保
養
所

- 契約保養所 CL
UB　SPASS

【目的】心身リフレッシュ、ビジネス時のサービス提供等
【概要】福利厚生として、国内・海外のホテル、レンタカ
ー等を割引料金で利用

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 1,620 ・利用者数：3,201名 ・幅広い分野で選択可能 ・特定の利用者が多い 3

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因

6



注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．訪問指導  ８．その他
注２) １．39%以下  ２．40%以上  ３．60%以上  ４．80%以上  ５．100%

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因

7



事業主の取組事業主の取組

定期健康診断 【目的】法定事業
【概要】労働安全衛生法による健康診断 被保険者 男女

18
〜
74
・通年実施
・受診率：　約90％

・社員の就業場所へ健診車を手配
・法律による健診義務の強化 ・- 無

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者 振り返り振り返り 共同共同

実施実施資格資格 性別性別 年年
齢齢 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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STEP１１-３３ 基本分析基本分析

登録済みファイル一覧登録済みファイル一覧
記号 ファイル画像 タイトル カテゴリ コメント
ア ヘルシーファミリークラブアクセス数 その他 -

イ 19分類歯科別 年間医療費の推移（2015-2017 医療費・患者数分析 -

ウ BMI重症度別人数推移（2015-2017） 特定健診分析 -

エ クラブエスパス　利用人数推移 その他 -

9



オ ジェネリック置換効果（2015-2017） 後発医薬品分析 -

カ スポーツクラブ 利用人数推移 健康リスク分析 -

キ 喫煙習慣と医療費の関係 特定健診分析 -

ク 健康リスクと医療費の相関分布 健康リスク分析 -

10



ケ 高額医療費分析 医療費・患者数分析 -

コ 受診勧奨 高血圧　対象者推移 特定健診分析 -

サ 受診勧奨　脂質異常　対象者推移 特定健診分析 -

シ 受診勧奨　糖尿病　対象者推移 特定健診分析 -

11



ス 特定健診 実施率実施目標（2018-2023） 特定健診分析 -

セ 特定保健指導　実施率実施目標（2018-2023）. 特定保健指導分析 -

ソ 年間医療費年齢別分析（2015-2017） 医療費・患者数分析 -

タ 年代別重点疾患別合計金額（2017） 医療費・患者数分析 -

12



チ 年齢階級別喫煙率（2017） 特定健診分析 -

ツ 保養所 利用人数推移 その他 -

13



ヘルシーファミリー倶楽部　アクセス数レポート

月 ログイン数 PV数

2017年4月 42 2,207
2017年5月 64 3,194
2017年6月 37 2,412
2017年7月 29 1,807
2017年8月 44 2,636
2017年9月 30 2,354
2017年10月 25 2,127
2017年11月 25 1,881
2017年12月 16 1,485
2018年1月 42 2,364
2018年2月 27 1,833
2018年3月 24 2,427
2018年4月 46 2,761
2018年5月 36 1,985
2018年6月 38 2,387
2018年7月 31 1,812
2018年8月 49 3,288
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19分類歯科別区分による医療費の推移
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BMI 重症度別人数推移

1:低 <18.5 2:正常18.5≦～<25 3:肥満度Ⅰ 25≦～<30

4:肥満度Ⅱ 30≦～<35 5:肥満度Ⅲ 35≦～<40 6:肥満度Ⅳ 40≦

16



平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用件数 1,841 1,940 2,014

利用人数は増加傾向で、心身のリフレッシュに貢献している
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2,050

平成27年度 平成28年度 平成29年度

クラブエスパス 利用件数利用件数
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年度（レセプト） 2015 2016 2017

後発品使用率 63.9% 68.9% 72.9%

63.9%
68.9% 72.9%
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80.0%

100.0%

2015 2016 2017

後発品使用率
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 12,468 13,044 15,225

施設数も年々増えており、利用者は増加傾向にある。組合員の約8％が利用している
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

スポーツクラブ 利用者数利用者数
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（円）

※40歳以上を対象に2014年度の健診問診票の喫煙状況の回答区分別にその後の医療費を分析

※喫煙が引き起こす主な疾患（以下参照_119分類）の一人あたり医療費

0205:気管、気管支及び肺の悪性新生物

0902:虚血性心疾患

0908:その他の脳血管疾患

0909:動脈硬化（症）

1009:慢性閉塞性肺疾患

喫煙習慣と医療費の関係
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50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

喫煙 非喫煙 喫煙 非喫煙 喫煙 非喫煙

2015年度 2016年度 2017年度
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（円） （円） （円） （円）

リスク数 2015年度 2016年度 2017年度

0個 143,319 150,889 148,690

1個 187,384 183,586 176,016

2個 188,045 203,378 202,596

3個 207,936 195,187 193,205

4個 173,367 180,817 176,451

リスク数＝「血圧・血糖・脂質」の健診各項目で境界域以上、
　　　　　　　ならびに喫煙で「はい」と回答した合計リスク数毎の一人当たり医療費

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2015年度 2016年度 2017年度

健康リスクと医療費の相関分布

0個 1個 2個 3個 4個
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被保険者　高額医療費分析 入院 被保険者　高額医療費分析　外来

ランク 2015年度 2016年度 2017年度 ランク 2015年度 2016年度 2017年度

1位 新生物 新生物 新生物 1位 呼吸器 呼吸器 新生物

2位 循環器 循環器 循環器 2位 消化器 内分泌 呼吸器

3位 消化器 消化器 消化器 3位 内分泌 新生物 内分泌

4位 損傷中毒 損傷中毒 妊婦分娩 4位 新生物 循環器 循環器

5位 妊婦分娩 筋骨格 筋骨格 5位 循環器 消化器 消化器

6位 筋骨格 妊婦分娩 損傷中毒 6位 腎尿路生殖系 腎尿路生殖系 腎尿路生殖系

7位 腎尿路生殖系 腎尿路生殖系 腎尿路生殖系 7位 筋骨格 筋骨格 筋骨格

8位 呼吸器 呼吸器 呼吸器 8位 眼 眼 眼

9位 神経 内分泌 神経 9位 皮膚 皮膚 皮膚

10位 感染症 神経 内分泌 10位 感染症 感染症 精神
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

対象者
（収縮期180以上、または拡張期110以上）

131 131 162

高血圧薬未使用者 79 71 94

受診勧奨対象者の割合 60% 54% 58%

高血圧による受診勧奨対象者は、約6割が存在し微減しているがほぼ変化がない
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高血圧薬未使用者
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

対象者
（中性脂肪1000以上）

34 35 29

脂質異常薬未使用者 20 21 18

受診勧奨対象者の割合 59% 60% 62%

脂質異常による受診勧奨対象者は、約2割が存在し減少傾向にある

20 21 18
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脂質異常薬未使用者
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

対象者
（血糖値160以上、HbA1c8.0以上）

245 266 300

糖尿病薬未使用者 58 48 58

受診勧奨対象者の割合 24% 18% 19%

糖尿病による受診勧奨対象者は、約2割弱が存在し、平成28年度に減少したが、
微増傾向にある
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■特定健診

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

被保険者 88.5% 93.7% 87.4% 92.5% 93.0% 93.5% 94.0% 94.5% 95.0%

被扶養者 35.6% 29.7% 37.0% 40.0% 40.5% 41.0% 41.5% 42.0% 42.5%

合計 72.7% 73.2% 73.3% 77.3% 77.8% 78.2% 78.7% 79.2% 79.7%

国の目標値 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
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特定健診実施率・実施目標

被保険者 被扶養者
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■特定保健指導

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

実施率・実施目標 7.40% 7.20% 7.20% 23.2% 23.3% 23.4% 23.5% 23.6% 23.7%

国の目標実施率 60% 60% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55%

7.40% 7.20% 7.20%

23.2% 23.3% 23.4% 23.5% 23.6% 23.7%
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特定保健指導実施率・実施目標

国の実施目標は55％以上であるが、平成28年度の実施率が7.2％のため、その3倍以上を目標に掲げ、
実施率を向上していく。
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■年間医療費 年齢区分別分析
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■年代別重点疾患別合計金額
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年齢階級別 喫煙率
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平成27年度 平成28年度 平成29年度

利用者数 535 375 245

平成29年度より施設数が４施設→2施設に現象したことに起因するが、
利用者数の減少傾向にある

0

100

200

300

400

500

600

平成27年度 平成28年度 平成29年度

保養所 利用者数利用者数

31



STEP２ 健康課題の抽出STEP２ 健康課題の抽出
No. STEP1

対応項目 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 優先すべき
課題

1

特定保健指導の実施率が低い  特定保健指導
実施率を上げるために
①事業主との連携
・・従来は、ほぼ業者任せにしていたが平成30年度からは健保組合から
も事業所訪問を1年掛けて実施し、事業所担当者との相互理解・提携を
深めていく。
②動機付け支援の実施
・・初回面談後、継続支援の無い動機付け支援を重点的に実施して完了
者を増やす。
③ICT（遠隔面談）の利用
・・対面式の初回面談が難しい事業所へは、ICTを使用した遠隔初回面
談を勧めていく。
④健診日に特定保健指導（初回面談）を実施する健診の活用
・・当組合と直接契約している病院のうち、健診当日に特定保健指導が
出来る病院と特定保健指導の契約を結ぶ。
⑤分母を減らす為のプログラム検討。禁煙対策
⑥若年層（40歳未満）へのプログラム



2
服薬者・通院者であっても、健診結果から改善されていないと思われる方々
がいる。  保健指導

対象者に保健指導を行う。なお、実施する保健指導については電話によ
るものとする。
実施人数は200人と参加者数は安定している。第２期においては、健診
データ等をベースに改善されているか、効果も検証する。



3
健診結果により重症化リスクの高い対象者や、治療が優先される対象者が多
い。また、必要な受診行動や服薬に至らない対象者も少なくない。  受診勧奨（重症化予防）

健康リスクに応じて優先順位づけを行い、対象者の治療を促すため受診
勧奨と情報提供を実施する。



4 メタボ該当者の推移と改善の状況から、メタボ該当者の改善を進めるととも
に、境界域の者がメタボ領域に突入しないよう予防対策も必要と思われる。  メタボ流入阻止事業

境界域の者がメタボ領域に突入しないよう予防対策事業を行う。 

5 被扶養者の健診受診率が低い  健康診断
様々な健診コースを用意して、健診コースを選択出来るようにする 

6 ヘルスリテラシーが低い  様々な事業を展開する上でのベースとなるヘルスリテラシーを高めてウ
ォーキングイベント等の実施を検討する。

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

キ，ス，セ，
チ

カ，ク，ケ，
ソ

コ，サ，シ

ウ

ス

ア，エ，オ，
カ，ツ
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1
①大規模な健康保険組合（被保険者数53,500人、被扶養者数30,229人、加入者数83,729人）
。平均年齢41.08歳
②適用事業所数201、全国に加入者が点在。

 ①加入者が全国に点在することから、健保組合が全国一律に対策を実施することが困難
であるための優先順位を明確化。
②将来に向けた健康リスクを抑える観点から予防に注力した対応。
③事業所に在籍している医療専門職若しくは外部委託業者から得られる専門的な知識・
経験を活用。

保健事業の実施状況保健事業の実施状況
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
特定保健指導の実施率が低迷  外部委託事業者の活用を推進。

制度変更（三ヶ月以上で完了・ICT（遠隔初回面談）等）を活かす。
健診受診から特定保健指導実施までの期間を短縮

2 受診勧奨事業の取り組みを開始したが対象者が多く対象者全員に実施できていない。  実施者数は、段階的に増やしていく。
3 健康を啓発する各種イベント参加者が一部の加入者に集中。  参加したくなるような魅力的なイベントを展開していく必要がある。
4 ヘルスリテラシーの向上  健康ポータルサイト等、web、電子媒体を活用する。
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STEP３ 保健事業の実施計画STEP３ 保健事業の実施計画

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　健康管理事業推進委員会
　保健指導宣伝 　コミュニティーサイト
　保健指導宣伝 　データヘルス関連
　予算措置なし 　健康経営推進
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　ホームページ
　保健指導宣伝 　健康ポータルサイト
　保健指導宣伝 　ヘルシーファミリー倶楽部
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　メタボ流入阻止（４０歳以上）
　保健指導宣伝 　メタボ流入阻止事業（若年層対策）
　保健指導宣伝 　重症化予防事業
　保健指導宣伝 　歯周病対策事業
　保健指導宣伝 　受診勧奨事業
　保健指導宣伝 　禁煙対策事業
　保健指導宣伝 　健保ニュース
　保健指導宣伝 　すこやかファミリー
　保健指導宣伝 　ジェネリック医薬品通知
　保健指導宣伝 　健康相談・メンタルヘルスカウンセリング
　保健指導宣伝 　介護健康教室
　保健指導宣伝 　健保事務資料配布
　保健指導宣伝 　電話保健指導
　保健指導宣伝 　無料歯科健診
　保健指導宣伝 　境界域に該当する方への情報提供事業
　疾病予防 　40歳以上の検診（被保険者）
　疾病予防 　40歳以上の検診（被扶養者）
　疾病予防 　40歳以上の配偶者検診
　疾病予防 　40歳未満の検診（被保険者）
　疾病予防 　40歳未満の検診（被扶養者）
　疾病予防 　巡回健診
　疾病予防 　婦人科検診（40歳以上）
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種補助・登録費
　体育奨励 　ヘルスアップキャンペーン
　体育奨励 　体育施設利用料補助・法人契約
　直営保養所 　契約保養所 CLUB　SPASS
　その他 　契約保養所　エクシブ
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

事業全体の目的事業全体の目的
・健康促進に向けた環境を整備するとともに、疾病の予防と早期発見に注力し重症化を防ぐ。

事業全体の目標事業全体の目標
・特定健診、特定保健指導の実施目標を計画通り達成する。
・生活習慣病、がん対策の推進。
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職場環境の整備職場環境の整備
100 100 100 100 100 100

保
健
指
導
宣
伝

1,8 既
存

健康管理事業
推進委員会

一部の
事業所 男女

18
〜
74

その他 ３ シ,ス 事業所の代表委員を交え
、事業運営の方針を検討 サ,ス 年に１回開催し、次年度

の保健事業計画を協議

・年1回開催（12月）
・健保職員、健保議員で
構成された委員会を開催
・委員会メンバーの入替
え

・年1回開催（12月）
・健保職員、健保議員で
構成された委員会を開催

・年1回開催（12月）
・健保職員、健保議員で
構成された委員会を開催
・委員会メンバーの入替
え

・年1回開催（12月）
・健保職員、健保議員で
構成された委員会を開催

・年1回開催（12月）
・健保職員、健保議員で
構成された委員会を開催
・委員会メンバーの入替
え

・年1回開催（12月）
・健保職員、健保議員で
構成された委員会を開催

事業所の意見を反映した保健事業計画の立
案や、効率がよく推進のしやすい保健事業
の実施に繋げる。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

年1回開催(【実績値】1回　【目標値】平成30年度：1回　令和元年度：1回　令和2年度：1回　令和3年度：1回　令和4年度：1回　令和5年度：1回)・年1回開催 意見集約(【実績値】1回　【目標値】平成30年度：1回　令和元年度：1回　令和2年度：1回　令和3年度：1回　令和4年度：1回　令和5年度：1回)・事業運営のための建設的な意見集約
- - - 12,965 12,965 12,965

8 既
存

コミュニティ
ーサイト 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ キ,ス

ID・パスワード入力でwe
bから個人又は担当者が入
力できる。
専用サイトの維持費

ス
個人住所・口座等の登録
、資格取得情報・被扶養
者認定情報・健診利用書
発行情報などの登録を行
える専用サイト

- - - 通年実施 通年実施 通年実施 インターネットを通して個人情報を入力・
変更、医療費情報の閲覧。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

コミュニティサイト更新(【実績値】12回　【目標値】平成30年度：-回　令和元年度：-回　令和2年度：-回　令和3年度：12回　令和4年度：12回　令和5年度：12
回)- アクセス数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-件　令和元年度：-件　令和2年度：-件　令和3年度：10,000件　令和4年度：10,000件　令和5年度：10,000件)・組合事務低減による効率化

- - - 2,047 2,047 2,047

8 既
存 データヘルス

関連
全て 男女 40

〜
74

加入者
全員 １ エ,キ,ク,ケ

,シ,ス

保健事業を実施するうえ
で基盤となる、適用・健
診・レセプトデータの蓄
積、分析、効果検証を行
うシステムを活用し保健
事業を円滑に推進する。

ア,イ,ス

月次で適用情報・健診情
報、レセプト情報を取り
込みデータを蓄積。
各事業所ごとのレポート
作成や他健保との比較分
析を行う。

- - -
データヘルス計画書作成
、及び保健事業を実施す
るための基盤となるデー
タの蓄積、分析、効果検
証

データヘルス計画書作成
、及び保健事業を実施す
るための基盤となるデー
タの蓄積、分析、効果検
証

データヘルス計画書作成
、及び保健事業を実施す
るための基盤となるデー
タの蓄積、分析、効果検
証

・データヘルス計画書の計画や報告の作成
の基盤となるデータの蓄積や分析、効果検
証を行う基盤となるシステムの活用

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

データ更新作業(【実績値】12回　【目標値】平成30年度：-回　令和元年度：-回　令和2年度：-回　令和3年度：12回　令和4年度：12回　令和5年度：12回)- 新たなデータ分析(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-件　令和元年度：-件　令和2年度：-件　令和3年度：1件　令和4年度：1件　令和5年度：1件)健診、レセプト結果から導きだされる新たなデータ分析を行
う

- 0 0 0 0 0

予
算
措
置
な
し

1 既
存 健康経営推進 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

その他 ３ ケ,シ
加入事業所への健康経営
の啓蒙と、健康経営優良
法人等の取得を目指す事
業所とのコラボヘルスの
推進。

ア,イ,コ

積極的に健康経営を推進
する各事業所への健診、
レセプト分析し健康課題
抽出。定期的なミーティ
ングを開催し、健保、各
事業所の健康づくりの取
組状況を共有する。

健康企業宣言/銀及び金認
定を目指す事業所や、健
康企業優良法人を目指す
事業所と連携する。
健康課題解決に向けた共
同での取り組みやデータ
分析を行い健康づくりの
支援を行う。

健康企業宣言/銀及び金認
定を目指す事業所や、健
康企業優良法人を目指す
事業所と連携する。
健康課題解決に向けた共
同での取り組みやデータ
分析を行い健康づくりの
支援を行う。

健康企業宣言/銀及び金認
定を目指す事業所や、健
康企業優良法人を目指す
事業所と連携する。
健康課題解決に向けた共
同での取り組みやデータ
分析を行い健康づくりの
支援を行う。

健康企業宣言/銀及び金認
定を目指す事業所や、健
康企業優良法人を目指す
事業所と連携する。
健康課題解決に向けた共
同での取り組みやデータ
分析を行い健康づくりの
支援を行う。

健康企業宣言/銀及び金認
定を目指す事業所や、健
康企業優良法人を目指す
事業所と連携する。
健康課題解決に向けた共
同での取り組みやデータ
分析を行い健康づくりの
支援を行う。

健康企業宣言/銀及び金認
定を目指す事業所や、健
康企業優良法人を目指す
事業所と連携する。
健康課題解決に向けた共
同での取り組みやデータ
分析を行い健康づくりの
支援を行う。

健康経営の推進に向け、事業所と保険者が
目指すべき方向性を共有し、従業員の予防
や健康づくりを増進する。

特定保健指導の実施率が低い
ヘルスリテラシーが低い

事業所数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1件　令和元年度：1件　令和2年度：1件　令和3年度：1件　令和4年度：1件　令和5年度：1件)健康企業宣言　銀認
定又は金認定取得事業所の創出 事業所数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：3％　令和元年度：3％　令和2年度：5％　令和3年度：5％　令和4年度：6％　令和5年度：6％)健康経営に取り組む事業所の増加

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
- - - 300 300 300

保
健
指
導
宣
伝

8 既
存 ホームページ 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ キ,ス ホームページによる健保

の情報発信 サ,ス 健保ホームページ運営費
用 - - - 健保ＨＰによる情報発信

を通年実施
健保ＨＰによる情報発信
を通年実施

健保ＨＰによる情報発信
を通年実施

・ホームページで情報発信することにより
、加入者の健康意識の醸成

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

更新作業(【実績値】0回　【目標値】平成30年度：-回　令和元年度：-回　令和2年度：-回　令和3年度：12回　令和4年度：12回　令和5年度：12回)ホームページ
更新作業 アクセス数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-件　令和元年度：-件　令和2年度：-件　令和3年度：13,000件　令和4年度：13,000件　令和5年度：13,000件)・HPの有効活用による健康意識の醸成

- - - 14,594 14,594 14,594

2,3,5,
6

既
存

健康ポータル
サイト 全て 男女

18
〜（

上
限
な
し）

被保険
者,任意
継続者

１ ア,エ,キ,ケ
インセンティブポイント
の付与と賞品交換やキャ
ンペーン等を行い、健康
ポータルサイトの利用促
進を行う

シ,ス
健保ニュース春号に啓発
冊子を同封し、健康ポー
タルサイトの利用促進活
動を行う。

- - -

令和元年度より個人の健
康を総合的に管理できる
健康ポータルサイトを活
用し加入者の健康意識の
醸成とヘルスリテラシー
の向上を図る

令和元年度より個人の健
康を総合的に管理できる
健康ポータルサイトを活
用し加入者の健康意識の
醸成とヘルスリテラシー
の向上を図る

令和元年度より個人の健
康を総合的に管理できる
健康ポータルサイトを加
入者の健康意識の醸成と
ヘルスリテラシーの向上
を図る

令和元年度より個人の健康を総合的に管理
できる健康ポータルサイトを活用し加入者
の健康意識の醸成とヘルスリテラシーの向
上を図る

服薬者・通院者であっても、健診
結果から改善されていないと思わ
れる方々がいる。
健診結果により重症化リスクの高
い対象者や、治療が優先される対
象者が多い。また、必要な受診行
動や服薬に至らない対象者も少な
くない。
メタボ該当者の推移と改善の状況
から、メタボ該当者の改善を進め
るとともに、境界域の者がメタボ
領域に突入しないよう予防対策も
必要と思われる。
ヘルスリテラシーが低い

登録者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：3,000人　令和4年度：3,500人　令和5年度：4,000人)- アクセス数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-件　令和元年度：-件　令和2年度：-件　令和3年度：15,000件　令和4年度：15,000件　令和5年度：15,000件)-
3,842 3,872 4,015 3,842 3,842 3,842

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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5 既
存 ヘルシーファ

ミリー倶楽部
全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ キ,ス

・ホームページ及び、健
康ポータルサイトを活用
した健康情報の提供

シ,ス

健康管理の総合コンテン
ツ。病気や薬、医療機関
の検索や運動動画、ヘル
シーレシピ等週替わりで
更新される健康記事が満
載。

・アクセス方法、魅力的
なコンテンツの検討。

・アクセス方法、魅力的
なコンテンツの検討。

・アクセス方法、魅力的
なコンテンツの検討。

・アクセス方法、魅力的
なコンテンツの検討。

・アクセス方法、魅力的
なコンテンツの検討。

・アクセス方法、魅力的
なコンテンツの検討。

・webによる健康情報の提供をすることに
より、加入者の健康意識を向上させる。 ヘルスリテラシーが低い

アクセス件数(【実績値】405件　【目標値】平成30年度：450件　令和元年度：450件　令和2年度：450件　令和3年度：2,000件　令和4年度：2,000件　令和5年度
：2,500件)・利用促進
・アクセス件数の5％アップ

利用人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：1人　令和2年度：-人　令和3年度：3,000人　令和4年度：3,000人　令和5年度：3,000人)健康ポータルサイトの利用向上

個別の事業個別の事業
35,062 36,942 36,248 35,062 35,062 35,062

特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健診 全て 男女
40
〜
74

被扶養
者 １ エ,オ,ス 特定健診の実施 ク,ス

人間ドック及び主婦健診
、集合健診と併せて実施
。※被保険者は、40歳以
上の健診補助に含まれる
。

・事業主と連携した対策
の検討
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の出
来るしくみの構築

・事業主と連携した対策
の検討
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施

・事業主と連携した対策
の検討
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施

・事業主と連携した対策
の検討
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施

・事業主と連携した対策
の検討
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施

・事業主と連携した対策
の検討
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施

被扶養者の受診率向上 被扶養者の健診受診率が低い

被扶養者受診者数(【実績値】3,957人　【目標値】平成30年度：4,000人　令和元年度：4,050人　令和2年度：4,100人　令和3年度：4,150人　令和4年度：4,200人
　令和5年度：4,250人)- 受診率(【実績値】76.1％　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：-％　令和2年度：80.2％　令和3年度：80.9％　令和4年度：81.5％　令和5年度：82.2％)被保険者+被扶養者の特定健診受診率

30,944 46,004 66,170 72,345 72,345 72,345
特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導 全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 １ ア,エ,キ,ケ

,コ
ＩＣＴを活用した遠隔初
回面談を中心に３か月プ
ログラムにて実施

ア,イ,キ,ケ
,コ,サ

特定保健指導対象者が多
く存在する事業所と連携
し、参加状況や停滞状況
を共有し推進

・対象者に対して保健師
等が生活習慣を見直すた
めの保健指導を行う。
・健診機関での特定保健
指導実施箇所を増やす。
・ICTを活用したプログラ
ムの導入
・モデル実施の導入
・事業所を訪問し産業医
・産業保健師と連携

・対象者に対して保健師
等が生活習慣を見直すた
めの保健指導を行う。
・実施効果の高い機関を
選定し保健指導方法を見
直しながら実施していく
。
・事業所を訪問し産業医
・産業保健師と連携

・対象者に対して保健師
等が生活習慣を見直すた
めの保健指導を行う。
・実施効果の高い機関を
選定し保健指導方法を見
直しながら実施していく
。
・事業所を訪問し産業医
・産業保健師と連携

・対象者に対して保健師
等が生活習慣を見直すた
めの保健指導を行う。
・実施効果の高い機関を
選定し保健指導方法を見
直しながら実施していく
。
・事業所を訪問し産業医
・産業保健師と連携

・対象者に対して保健師
等が生活習慣を見直すた
めの保健指導を行う。
・実施効果の高い機関を
選定し保健指導方法を見
直しながら実施していく
。
・事業所を訪問し産業医
・産業保健師と連携

・対象者に対して保健師
等が生活習慣を見直すた
めの保健指導を行う。
・実施効果の高い機関を
選定し保健指導方法を見
直しながら実施していく
。
・事業所を訪問し産業医
・産業保健師と連携

・健診結果から生活習慣病の発症リスクが
高い方に対して生活習慣を見直し改善を目
指す。
・対象者に対して保健師等が生活習慣を見
直す為の保健指導を実施する。

特定保健指導の実施率が低い

実施者人数(【実績値】793人　【目標値】平成30年度：1,300人　令和元年度：1,311人　令和2年度：1,876人　令和3年度：1,923人　令和4年度：1,970人　令和5
年度：2,017人)・動機付支援
・積極的支援

発生率(【実績値】18.7％　【目標値】平成30年度：19％　令和元年度：19％　令和2年度：18％　令和3年度：18％　令和4年度：18％　令和5年度：18％)特定保健指導に該当する人を減らす

2,160 3,996 5,768 2,160 2,160 2,160

保
健
指
導
宣
伝

4,5 既
存

メタボ流入阻
止（４０歳以
上）

全て 男女
40
〜
64

被保険
者,基準
該当者

１ ア,エ,キ,ケ
,ス

健診結果とレセプトより
特定保健指導対象予備軍
を抽出し、生活習慣改善
の啓発機会を提供

ケ,ス

全国に点在する対象者が
公平に参加できるようICT
を活用したプログラムに
て、運動・食事の改善を
行うオンラインセミナー
を実施するとともに、生
活習慣改善の継続状況の
モニタリングと実施前後
のBMI等の改善状況を検証
する

メタボ区分に該当する前
に生活習慣改善プログラ
ムを実施し、メタボ区分
への流入を防止する。

メタボ区分に該当する前
に生活習慣改善プログラ
ムを実施し、メタボ区分
への流入を防止する。
実施プログラムの見直し
を検討する。

メタボ区分に該当する前
に生活習慣改善プログラ
ムを実施し、メタボ区分
への流入を防止する。
実施状況により適宜プロ
グラムの見直しを行う。

メタボ区分に該当する前
に生活習慣改善プログラ
ムを実施し、メタボ区分
への流入を防止する。
実施状況により適宜プロ
グラムの見直しを行う。

メタボ区分に該当する前
に生活習慣改善プログラ
ムを実施し、メタボ区分
への流入を防止する。
実施状況により適宜プロ
グラムの見直しを行う。

メタボ区分に該当する前
に生活習慣改善プログラ
ムを実施し、メタボ区分
への流入を防止する。
実施状況により適宜プロ
グラムの見直しを行う。

・メタボ区分への移行を阻止しメタボ該当
者を減らすための事業。
・生活習慣を改善しないとメタボ区分に該
当する恐れのある方々を対象に情報提供を
実施

メタボ該当者の推移と改善の状況
から、メタボ該当者の改善を進め
るとともに、境界域の者がメタボ
領域に突入しないよう予防対策も
必要と思われる。

実施者数(【実績値】719人　【目標値】平成30年度：500人　令和元年度：400人　令和2年度：330人　令和3年度：300人　令和4年度：300人　令和5年度：300人
)４０歳以上の実施者数 メタボ発生率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：9.7％　令和元年度：9.7％　令和2年度：-1％　令和3年度：-1％　令和4年度：-1％　令和5年度：-1％)４０歳以上のメタボ発生率の減少

- - - 1,650 1,650 1,650

4,5 既
存

メタボ流入阻
止事業（若年
層対策）

全て 男女

18
〜（

上
限
な
し）

被保険
者,任意
継続者

１ ア,エ,ス
生活習慣病の発症リスク
の低い若年層に対し、早
期に健康意識の啓発機会
を提供

ス
ホームページや健康ポー
タルサイトにて年間を通
じた参加機会を提供

- - -

40歳に入る前の若年層、
及び65歳以上の前期高齢
者向けに90日間のダイエ
ットプログラムを提供し
、メタボへの流入を阻止
。

40歳に入る前の若年層、
及び65歳以上の前期高齢
者向けに90日間のダイエ
ットプログラムを提供し
、メタボへの流入を阻止
。

40歳に入る前の若年層、
及び65歳以上の前期高齢
者向けに90日間のダイエ
ットプログラムを提供し
、メタボへの流入を阻止
。

40歳に入る前の若年層、及び65歳以上の前
期高齢者向けにＢＭＩ改善プログラムとし
て90日間のダイエットプログラムを提供し
、メタボへの流入を阻止。

メタボ該当者の推移と改善の状況
から、メタボ該当者の改善を進め
るとともに、境界域の者がメタボ
領域に突入しないよう予防対策も
必要と思われる。

参加人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：300人　令和4年度：300人　令和5年度：300人)- 40歳のメタボ該当者割合の減少(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：-％　令和2年度：-％　令和3年度：-1％　令和4年度：-1％　令和5年度：-1％)-
- - - 15,830 15,830 15,830

4,5 既
存

重症化予防事
業 全て 男女

40
〜（

上
限
な
し）

被保険
者,任意
継続者 １ イ,エ,キ

健診結果とレセプトを掛
け合わせた分析を行い、
糖尿病腎症、及び血管病
の発症リスクの高い人を
抽出。モニタリング機器
による日々の記録と専門
職による保健指導を実施
。

ウ,ケ,ス

糖尿病腎症及び血管病の
将来発症予測が高リスク
の者に対し、個別に案内
を送付。
先着９０名にて申込受付
を行う。令和３年度より
自己負担２万円にて実施
。

- - -

健診結果とレセプトを掛
け合わせた分析を行い、
糖尿病腎症、及び血管病
の発症リスクの高い人を
抽出し、モニタリング機
器を用いた専門職による
保健指導を実施する。

健診結果とレセプトを掛
け合わせた分析を行い、
糖尿病腎症、及び血管病
の発症リスクの高い人を
抽出し、モニタリング機
器を用いた専門職による
保健指導を実施する。

健診結果とレセプトを掛
け合わせた分析を行い、
糖尿病腎症、及び血管病
の発症リスクの高い人を
抽出し、モニタリング機
器を用いた専門職による
保健指導を実施する。

効果的な医療費適正化に向け医療費抑制効
果の高い対象層への的を絞ったアプローチ
を行うべく、健診結果をレセプトを掛け合
わせ、糖尿病腎症や血管病発症の将来の発
症リスク予測を行ったうえで高リスク者に
対し、モニタリング機器を用いた重層化予
防プログラムを実施する

健診結果により重症化リスクの高
い対象者や、治療が優先される対
象者が多い。また、必要な受診行
動や服薬に至らない対象者も少な
くない。
服薬者・通院者であっても、健診
結果から改善されていないと思わ
れる方々がいる。

参加人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：90人　令和4年度：90人　令和5年度：90人)- 健診結果改善者の割合(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：-％　令和2年度：-％　令和3年度：30％　令和4年度：30％　令和5年度：30％)-
- - - 1,257 1,257 1,257

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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3,4 新
規

歯周病対策事
業 全て 男女

18
〜（

上
限
な
し）

被保険
者,任意
継続者

１ ア,ウ,キ,ク
,ケ

ＩＣＴを活用した行動支
援アプリと歯科セットを
用いて、遠隔型でむし歯
や歯周病の一次予防が行
う

イ,ケ,シ
事業所と連携し、特定健
診問診票より咀嚼不具合
者を抽出し、参加勧奨を
行う。

- - -

IＣTを活用した行動支援
アプリと歯科セットで行
うセルフケアプログラム
。遠隔で歯科の健康状態
判定から歯の保健指導を
行い、治療が必要な場合
は近くの歯科医院情報を
提供し受診勧奨までを実
施

IＣTを活用した行動支援
アプリと歯科セットで行
うセルフケアプログラム
。遠隔で歯科の健康状態
判定から歯の保健指導を
行い、治療が必要な場合
は近くの歯科医院情報を
提供し受診勧奨までを実
施

IＣTを活用した行動支援
アプリと歯科セットで行
うセルフケアプログラム
。遠隔で歯科の健康状態
判定から歯の保健指導を
行い、治療が必要な場合
は近くの歯科医院情報を
提供し受診勧奨までを実
施

糖尿病の重症化予防につながる歯周病対策
として、ICTを活用した歯の健康状態判定、
保健指導、受診勧奨までを一連で実施

ヘルスリテラシーが低い

実施者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：300人　令和4年度：300人　令和5年度：300人)- 歯の健康リテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：300人　令和4年度：300人　令和5年度：300人)-
529 1,049 660 660 660 660

4 既
存 受診勧奨事業 全て 男女

40
〜
74

被保険
者,基準
該当者

１ イ,オ,ス

特定健診結果の数値が治
療を要するレベルにある
が、まだ医療機関を受診
されてい合い方を対象に
受診勧奨のための保健指
導を実施

ケ,ス

東京連合会の共同事業に
参画。健診結果と医療機
関受診状況から受診勧奨
が必要な対象者を抽出し
、
個別に案内を行い保健指
導を実施

健診結果の数値が治療を
要するレベルにあるが該
当項目に関する疾患の薬
剤が処方されていない方
を対象に受診勧奨を実施
。

健診結果の数値が治療を
要するレベルにあるが該
当項目に関する疾患の薬
剤が処方されていない方
を対象に受診勧奨を実施
。
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。

健診結果の数値が治療を
要するレベルにあるが該
当項目に関する疾患の薬
剤が処方されていない方
を対象に受診勧奨を実施
。
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。

健診結果の数値が治療を
要するレベルにあるが該
当項目に関する疾患の薬
剤が処方されていない方
を対象に受診勧奨を実施
。
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。

健診結果の数値が治療を
要するレベルにあるが該
当項目に関する疾患の薬
剤が処方されていない方
を対象に受診勧奨を実施
。
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。

健診結果の数値が治療を
要するレベルにあるが該
当項目に関する疾患の薬
剤が処方されていない方
を対象に受診勧奨を実施
。
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。

・重症化予防のための事業。
・健診結果の数値が治療を要するレベルに
あるが該当項目に関する疾患の薬剤が処方
されていない方を対象に受診勧奨を実施

健診結果により重症化リスクの高
い対象者や、治療が優先される対
象者が多い。また、必要な受診行
動や服薬に至らない対象者も少な
くない。

実施者数(【実績値】64人　【目標値】平成30年度：100人　令和元年度：100人　令和2年度：300人　令和3年度：100人　令和4年度：100人　令和5年度：100人)
- 複数年連続該当者数(【実績値】10人　【目標値】平成30年度：8人　令和元年度：3人　令和2年度：7人　令和3年度：7人　令和4年度：6人　令和5年度：6人)複数年連続該当者の減少

- - - 6,616 6,616 6,616

5 既
存 禁煙対策事業 全て 男女

18
〜（

上
限
な
し）

被保険
者,任意
継続者

１ ア,エ,キ,ケ
ICTを活用した医師とのオ
ンライン診察と、自宅に
届く薬の処方を２か月間
行い、その後６か月間の
継続フォローを行う。

キ,ケ,ス

健保ニュース４月号に案
内チラシを同封し周知を
行い、先着120名に実施。
医師とのオンライン診察
・薬の処方を行う２か月
間とその後の禁煙継続状
況を６か月間モニタリン
グ。令和３年度より自己
負担１万円にて実施。

- - -

生活習慣病その他疾病の
重症化予防、及び特定保
健指導対象者の減少を目
指し、ICTを活用した医師
とのオンライン診察と、
自宅に届く薬の処方を２
か月間行い、その後６か
月間の継続フォローを行
う。

生活習慣病その他疾病の
重症化予防、及び特定保
健指導対象者の減少を目
指し、ICTを活用した医師
とのオンライン診察と、
自宅に届く薬の処方を２
か月間行い、その後６か
月間の継続フォローを行
う。

生活習慣病その他疾病の
重症化予防、及び特定保
健指導対象者の減少を目
指し、ICTを活用した医師
とのオンライン診察と、
自宅に届く薬の処方を２
か月間行い、その後６か
月間の継続フォローを行
う。

生活習慣病その他疾病の重症化予防、及び
特定保健指導対象者の減少を目指す。

メタボ該当者の推移と改善の状況
から、メタボ該当者の改善を進め
るとともに、境界域の者がメタボ
領域に突入しないよう予防対策も
必要と思われる。
健診結果により重症化リスクの高
い対象者や、治療が優先される対
象者が多い。また、必要な受診行
動や服薬に至らない対象者も少な
くない。

参加人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：120人　令和4年度：120人　令和5年度：120人)- 禁煙継続率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：-％　令和2年度：-％　令和3年度：70％　令和4年度：70％　令和5年度：70％)半年後の禁煙継続率
9,768 11,560 12,285 9,768 9,768 9,768

5 既
存 健保ニュース 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス

健保運営・収支等の周知
事項の情報発信と健康づ
くり・健康意識の醸成を
行う

ス
年２回　(春・秋）に発行
PDF版をホームページに
掲載

年3回配布　111,000部見
込み
事業所担当者を通じて配
布

年3回配布　105,000部見
込み
事業所担当者を通じて配
布
紙媒体を拒む事業所が年
々増加している

年3回配布　111,000部見
込み
事業所担当者を通じて配
布

年2回配布　64,000部見込
み
事業所担当者を通じて配
布

年2回配布　64,000部見込
み
事業所担当者を通じて配
布

年2回配布　64,000部見込
み
事業所担当者を通じて配
布

・健保ニュースを発行することにより、目
指すべき方向性や健保運営・収支等の周知
事項の情報発信と健康意識の醸成を目指す
。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

配布率(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：100％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5年度：100％)
・配布率　100％

配布回数(【実績値】3回　【目標値】平成30年度：3回　令和元年度：3回　令和2年度：3回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)・健保運営理解の向上
・健康意識の向上

13,432 10,074 7,076 13,432 13,432 13,432

5 既
存

すこやかファ
ミリー 全て 女性

18
〜
74

被扶養
者,基準
該当者

１ ス

旬な健康情報や健康意識
を高めるコンテンツを家
族の健康を支える配偶者
等に配布し、健康意識の
醸成を図る。

ス

４月に配布する健診案内
に同封し配布することに
より健康意識を高め健診
受診率向上への相乗効果
を促す。

・対象者の自宅へ郵送配
布
・年4回配布　年間約56,0
00部

・対象者の自宅へ郵送配
布
・配布回数の見直しを検
討。

・対象者の自宅へ郵送配
布

・対象者の自宅へ郵送配
布

・対象者の自宅へ郵送配
布

・対象者の自宅へ郵送配
布

被扶養者の健康リテラシー向上のため、健
康情報誌を送付 ヘルスリテラシーが低い

配布率(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：100％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5年度：100％)
・配布率　100％ 配布回数(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：1回　令和元年度：1回　令和2年度：2回　令和3年度：1回　令和4年度：1回　令和5年度：1回)-

2,173 2,142 1,358 1,648 1,648 1,648

7 既
存

ジェネリック
医薬品通知 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 １ キ,ク 年4回対象者に配布 ス

慢性疾患（長期投与）患
者のうちジェネリック医
薬品に変更することで月
額1,000円以上（65歳以上
300円以上）削減できる方
を対象に通知書を交付

・年4回実施
・医薬品削減効果が見込
める対象者へ通知を実施
。

・年4回実施
・医薬品削減効果が見込
める対象者へ通知を実施
。
・通知方法のWeb化を検
討

・年4回実施
・医薬品削減効果が見込
める対象者へ通知を実施
。

・年4回実施
・医薬品削減効果が見込
める対象者へ通知を実施
。

・年4回実施
・医薬品削減効果が見込
める対象者へ通知を実施
。

・年4回実施
・医薬品削減効果が見込
める対象者へ通知を実施
。

・薬剤医療費の適正化　 ヘルスリテラシーが低い

通知者数(【実績値】618人　【目標値】平成30年度：1,000人　令和元年度：700人　令和2年度：824人　令和3年度：824人　令和4年度：824人　令和5年度：824
人)・通知者数

後発医薬品切替率(【実績値】618％　【目標値】平成30年度：80％　令和元年度：80％　令和2年度：824％　令和3年度：80％　令和4年度：80％　令和5年度：80％)・医薬品切替えの促進
・薬剤医療費の低減

8,025 8,362 8,470 8,025 8,025 8,025

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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5,6 既
存

健康相談・メ
ンタルヘルス
カウンセリン
グ

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ エ,キ,ス

無料で電話による健康相
談が受けられる
電話・対面・WEBによる
メンタルヘルスカウンセ
リングが受けられる

ウ,ケ,ス 24時間対応可 外部委託事業者の専門職
によるアドバイス

・外部委託事業者の専門
職によるアドバイス
・健康から育児相談、介
護、メンタルヘルスなど
幅広い分野にて相談が出
来る電話相談システム
・メンタルヘルスについ
ては電話相談に加え、対
面での相談も出来る

外部委託事業者の専門職
によるアドバイス

・外部委託事業者の専門
職によるアドバイス
・健康から育児相談、介
護、メンタルヘルスなど
幅広い分野にて相談が出
来る電話健康相談、及び
電話・対面・WEBにて相
談できるメンタルヘルス
カウンセリング

・外部委託事業者の専門
職によるアドバイス
・健康から育児相談、介
護、メンタルヘルスなど
幅広い分野にて相談が出
来る電話健康相談、及び
電話・対面・WEBにて相
談できるメンタルヘルス
カウンセリング

・外部委託事業者の専門
職によるアドバイス
・健康から育児相談、介
護、メンタルヘルスなど
幅広い分野にて相談が出
来る電話健康相談、及び
電話・対面・WEBにて相
談できるメンタルヘルス
カウンセリング

専門職による健康相談、及び、メンタルヘ
ルスカウンセリングの機会提供 ヘルスリテラシーが低い

月間利用者数(【実績値】151人　【目標値】平成30年度：180人　令和元年度：180人　令和2年度：180人　令和3年度：180人　令和4年度：180人　令和5年度：1
80人)・利用促進（利用者数） 案内配布回数(【実績値】0件　【目標値】平成30年度：1件　令和元年度：1件　令和2年度：1件　令和3年度：1件　令和4年度：1件　令和5年度：1件)利用促進のための案内チラシ等配布

1,044 1,795 2,610 1,875 1,875 1,875

5 既
存 介護健康教室 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員,そ

の他
１ エ,シ,ス

年間を通じ、オンライン
講座にて健康や介護に係
る学習機会を提供

エ,ク,シ,ス

健保ニュース、及びホー
ムページでの周知と併せ
、事業所の健康課題の解
決に向け健康経営を積極
的に推進する事業所から
の周知協力を依頼

外部事業者による健康・
介護意識の醸成

外部事業者による健康・
介護意識の醸成
年度内には、外部事業者
に直接申込が出来る体制
を整える。

外部事業者による健康・
介護意識の醸成

約５０健保の協議会に参
画し、健康・介護意識の
醸成をオンライン講座に
て実施

約５０健保の協議会に参
画し、健康・介護意識の
醸成をオンライン講座に
て実施

約５０健保の協議会に参
画し、健康・介護意識の
醸成をオンライン講座に
て実施

・ふれあい健康事業推進協議会が主催する
各種健康・介護教室を提供し、各加入事業
所が抱える健康課題の解決に寄与するとと
もに介護健康知識を醸成

ヘルスリテラシーが低い

利用者数(【実績値】51人　【目標値】平成30年度：60人　令和元年度：100人　令和2年度：150人　令和3年度：150人　令和4年度：150人　令和5年度：150人)
・利用促進（利用者数） 事業所数(【実績値】1社　【目標値】平成30年度：1社　令和元年度：1社　令和2年度：1社　令和3年度：1社　令和4年度：1社　令和5年度：1社)各事業所の健康課題解決に活用する事業所の増加

100 - 0 - - -

8 既
存

健保事務資料
配布 全て 男女

18
〜
74

その他 １ ス - ス - 分かりやすい手引きの作
成と説明を実施 - 分かりやすい手引きの作

成と説明を実施 - - -
・算定基礎届の手引きを配布することによ
り、報酬月額の正確な把握、手続きを適正
化。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

事業所配布率(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：-％　令和2年度：0％　令和3年度：0％　令和4年度：0％　令和5年度：0％)・事業
所配布率　100％ 事業所配布率(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：1％　令和元年度：-％　令和2年度：0％　令和3年度：0％　令和4年度：0％　令和5年度：0％)・算定事務作業の効率化

3,819 2,402 - - - -

4 既
存 電話保健指導 全て 男女

40
〜
64

被保険
者,基準
該当者

１ ク,ス - ケ,ス -
対象者を抽出し健康状態
に関するアンケートを実
施。その回答内容にもと
づき電話保健指導を実施
する。

対象者を抽出し健康状態
に関するアンケートを実
施。その回答内容にもと
づき電話保健指導を実施
する。

対象者を抽出し健康状態
に関するアンケートを実
施。その回答内容にもと
づき電話保健指導を実施
する。

- - -
・生活習慣の改善促進。
・健診結果からリスクの高い方を独自に抽
出し訪問型による保健指導から電話による
保健指導に切り替えて実施。

服薬者・通院者であっても、健診
結果から改善されていないと思わ
れる方々がいる。

送付者数(【実績値】600人　【目標値】平成30年度：220人　令和元年度：120人　令和2年度：600人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)・送付
者数　

保健指導実施者数(【実績値】200人　【目標値】平成30年度：600人　令和元年度：300人　令和2年度：240人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)生活習慣の改善や医療機関の受診等の取り組
んだ実施者数

93 93 96 - - -

3 既
存 無料歯科健診 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ウ,ス - ス

歯科健診センターへの年
間費の支払いにより、加
入者が無料で歯科健診を
受けられる。

・歯科医療機関への定期
受診機会の提供

・歯科医療機関への定期
受診機会の提供
・利用促進。

・歯科医療機関への定期
受診機会の提供
・利用を高める。
・通知方法の見直し検討

- - - 無料で歯科健診を実施することによって、
歯科医療費の削減を目指す。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

利用者数(【実績値】69人　【目標値】平成30年度：100人　令和元年度：100人　令和2年度：100人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)・利用
促進（利用者数） 利用者数(【実績値】69人　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：100人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)・う歯、歯周病者の適正受診による医療費適正化

1,587 0 0 - - -

5 既
存

境界域に該当
する方への情
報提供事業

全て 男女
40
〜
74

被保険
者,基準
該当者

１ ス - ス -
境界域の対象者に対して
要治療区分に移行しない
ように情報提供を行う。

境界域の対象者に対して
要治療区分に移行しない
ように情報提供を行う
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。
健診結果より、個々に応
じた生活習慣の見直し等
のアドバイスを行う

境界域の対象者に対して
要治療区分に移行しない
ように情報提供を行う
実施状況により、適宜プ
ログラムの見直しを行う
。

- - -
・「正常値」と「要治療」の間に該当する
「境界域」の方々を対象に情報提供を実施
することにより要治療に移行しないように
する。

健診結果により重症化リスクの高
い対象者や、治療が優先される対
象者が多い。また、必要な受診行
動や服薬に至らない対象者も少な
くない。

実施者数(【実績値】295人　【目標値】平成30年度：300人　令和元年度：26,000人　令和2年度：0人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)- 個別性の高い情報提供内容への改善
(アウトカムは設定されていません)

565,040 717,350 773,316 843,321 843,321 843,321

疾
病
予
防

3 既
存

40歳以上の検
診（被保険者
）

全て 男女
40
〜
74

被保険
者 １ ウ,エ,オ,ス

約300の健診機関と契約を
し、健診受診から請求、
健診結果の提供までを効
率的に運用

キ,ケ,コ,サ
,ス

年間を通じ、各事業所の
状況に合わせた健診受診
機会を提供。
契約健診機関では利用書
を発行し、健診受診から
請求、健診結果の提供ま
でを一連で運用。
各健診機関では対面での
健診結果説明を行い、特
定健診結果を健康ポータ
ルサイトに反映。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の出
来るしくみの構築・

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の実
施。

・健康リスクの早期発見のため、28,000円
を上限に健診費用の補助を行い健診受診率
の向上を図る
・がん検診の拡充

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

受診者数(【実績値】21,631人　【目標値】平成30年度：20,000人　令和元年度：25,000人　令和2年度：26,107人　令和3年度：28,200人　令和4年度：28,823人
　令和5年度：29,450人)・受診者数の増加

受診率(【実績値】78.8％　【目標値】平成30年度：1％　令和元年度：1％　令和2年度：93.5％　令和3年度：94％　令和4年度：94.5％　令和5年度：95％)・健康ポータルサイト上で健診結果の閲覧、健診結果の
経年比較、健診結果別の情報提供を行う

72,284 67,116 71,800 72,123 72,123 72,123

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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3 既
存

40歳以上の検
診（被扶養者
）

全て 男女
40
〜
74

被扶養
者 １ ウ,エ,オ,ス

約300の健診機関と契約を
し、健診受診から請求、
健診結果の提供までを効
率的に運用

キ,サ,ス

４月に「被扶養者健診総
合案内」を自宅に送付し
周知。
年間を通じ、対象者の希
望時期に健診受診機会を
提供。
契約健診機関では利用書
を発行し、健診受診から
請求、健診結果の提供ま
でを一連で運用。
各健診機関では対面での
健診結果説明を行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の出
来るしくみの構築

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

28,000円補助あり。被扶養者健診受診率の
向上 被扶養者の健診受診率が低い

受診者数(【実績値】2,293人　【目標値】平成30年度：2,600人　令和元年度：2,400人　令和2年度：2,451人　令和3年度：2,484人　令和4年度：2,514人　令和5
年度：2,544人)受診促進（受診者数） 受診率(【実績値】21.4％　【目標値】平成30年度：1％　令和元年度：1％　令和2年度：41％　令和3年度：41.5％　令和4年度：42％　令和5年度：42.5％)・疾病の早期発見、健康維持

37,905 45,497 46,104 37,905 37,905 37,905

3 既
存

40歳以上の配
偶者検診 全て 女性

40
〜
74

被扶養
者 １ ウ,エ,オ,ス

配偶者に対し、自己負担
１０００円で受診できる
健診コースを設置し、敷
居の低い受診機会を提供

ク,ケ,サ,ス
４月に被扶養者健診総合
案内配布し周知。
協議会や健診代行機関と
連携しICTを活用した予約
方法等の運用体制を構築

・契約医療機関にて実施
・健康ポータルサイト上
での健診結果の閲覧と個
別性の高い情報提供の出
来るしくみの構築

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

・契約及び契約外医療機
関にて実施。
・利用状況により、適宜
契約の見直しを行う。

健康リスクの早期発見のため、自己負担1,0
00円で受けられる検診を選択肢に加えるこ
とにより被扶養者健診受診率の向上を図る

被扶養者の健診受診率が低い

受診者数(【実績値】1,648人　【目標値】平成30年度：1,500人　令和元年度：1,660人　令和2年度：1,639人　令和3年度：1,650人　令和4年度：1,676人　令和5
年度：1,696人)・受診促進（受診者数） 受診率(【実績値】15.7％　【目標値】平成30年度：1％　令和元年度：1％　令和2年度：41％　令和3年度：41.5％　令和4年度：42％　令和5年度：42.5％)・疾病の早期発見、健康維持

132,000 128,796 127,338 132,000 132,000 132,000

3 既
存

40歳未満の検
診（被保険者
）

全て 男女
30
〜
39

被保険
者 １ ス

約300の健診機関と契約を
し、健診受診から請求ま
でを効率的に運用

コ,ス

年間を通じ、各事業所の
状況に合わせた健診受診
機会を提供。
契約健診機関では利用書
を発行し、健診受診から
請求、健診結果の提供ま
での一連で運用。
各健診機関では対面での
健診結果説明を行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

健康リスクの早期発見のため、12,000円を
上限に健診費用の補助を行い健診受診率の
向上を図る

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

受診者数(【実績値】11,463人　【目標値】平成30年度：12,000人　令和元年度：12,000人　令和2年度：11,574人　令和3年度：12,000人　令和4年度：12,000人
　令和5年度：12,000人)・受診促進（受診者数） 受診率(【実績値】80.7％　【目標値】平成30年度：100％　令和元年度：83.6％　令和2年度：81.2％　令和3年度：83.6％　令和4年度：83.6％　令和5年度：83.6％)・疾病の早期発見、健康維持

13,230 14,353 13,898 12,799 12,799 12,799

3 既
存

40歳未満の検
診（被扶養者
）

全て 男女
18
〜
39

被扶養
者 １ ス

約300の健診機関と契約を
し、健診受診から請求、
健診結果の提供までを効
率的に運用

ス

４月に「被扶養者健診総
合案内」を自宅に送付し
周知。
年間を通じ、対象者の希
望時期に健診受診機会を
提供。
契約健診機関では利用書
を発行し、健診受診から
請求、健診結果の提供ま
でを一連で運用。
各健診機関では対面での
健診結果説明を行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

15,000円の補助あり。被扶養者健診受診率
の向上 被扶養者の健診受診率が低い

受診者数(【実績値】975人　【目標値】平成30年度：900人　令和元年度：980人　令和2年度：865人　令和3年度：900人　令和4年度：900人　令和5年度：900人
)・受診促進（受診者数　1,200名） 受診率(【実績値】13％　【目標値】平成30年度：13.1％　令和元年度：13.1％　令和2年度：23.4％　令和3年度：23.5％　令和4年度：23.5％　令和5年度：23.5％)・疾病の早期発見、健康維持

99,294 53,968 29,682 58,931 58,931 58,931

3 既
存 巡回健診 全て 男女

30
〜
74

被保険
者 １ ス 健診車を派遣し効率的に

集合健診を実施 コ,ス 事業所の状況に応じた集
合健診を実施 契約医療機関にて実施

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

契約及び契約外医療機関
にて実施。
利用状況により、適宜契
約の見直しを行う。

健康リスクの早期発見のため、一定期間に
短時間で効率的な受診機会として、30歳以
上の被保険者に対して巡回健診を実施。
40歳以上28,000円上限に補助。40歳未満1
5,000円上限に補助

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

受診者数(【実績値】5,098人　【目標値】平成30年度：5,700人　令和元年度：3,200人　令和2年度：2,031人　令和3年度：3,241人　令和4年度：3,241人　令和5
年度：3,241人)・受診促進（受診者数） 受診率(【実績値】12.2％　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：-％　令和2年度：7.2％　令和3年度：7.2％　令和4年度：7.2％　令和5年度：7.2％)・疾病の早期発見、健康維持

8,635 7,862 6,825 6,860 6,860 6,860

3 既
存

婦人科検診（4
0歳以上） 全て 女性

40
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ウ,ス

40歳以上の女性（被保険
者・被扶養者）に対して
補助。
契約外医療機関受診に対
して15,000円を上限に補
助

ス 原則人間ドックと同時受
診

・乳がん、子宮がん検診
を契約外医療機関での受
診者に対して補助金を支
給
・健診項目の拡充

・乳がん、子宮がん検診
を契約外医療機関での受
診者に対して補助金を支
給
・補助の上限額の見直し
を検討

・乳がん、子宮がん検診
を契約外医療機関での受
診者に対して補助金を支
給
・補助の上限額の見直し
を検討

・乳がん、子宮がん検診
を契約外医療機関での受
診者に対して補助金を支
給

・乳がん、子宮がん検診
を契約外医療機関での受
診者に対して補助金を支
給

・乳がん、子宮がん検診
を契約外医療機関での受
診者に対して補助金を支
給

乳がん及び子宮がんの早期発見 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

受診者数(【実績値】7,001人　【目標値】平成30年度：850人　令和元年度：9,000人　令和2年度：670人　令和3年度：660人　令和4年度：660人　令和5年度：
660人)・受診促進（受診者数）
・実績値については契約・契約外病院合計の人数であり、目標値は契約外病院のみの人数

受診率(【実績値】38.7％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：50％　令和2年度：47.5％　令和3年度：50％　令和4年度：50％　令和5年度：50％)・疾病の早期発見、健康維持
・実績値については契約・契約外病院合計の人数であり、目標値は契約外病院のみの人数

62,425 55,416 60,070 72,007 72,007 72,007

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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3 既
存

インフルエン
ザ予防接種補
助・登録費

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ ア,ス

インフルエンザ流行期前
の１０月〜１２月に予防
接種を受けた本人家族に
対し、２千円を上限に補
助。

ス
各事業所経由にて周知。
各事業所にて取り纏めの
うえ補助金請求書を提出
いただく。補助金は原則
委任払いと

利用者からの申請による
費用補助を実施

利用者からの申請による
費用補助を実施
事業所の負担軽減にむけ
申請方法の見直しを検討

利用者からの申請による
費用補助を実施

利用者からの申請による
費用補助を実施

利用者からの申請による
費用補助を実施

利用者からの申請による
費用補助を実施

医療費の削減を目的とし、インフルエンザ
予防接種者に2,000円を上限に補助 ヘルスリテラシーが低い

利用者数(【実績値】25,699人　【目標値】平成30年度：31,000人　令和元年度：31,000人　令和2年度：29,815人　令和3年度：35,777人　令和4年度：35,777人
　令和5年度：35,777人)・利用促進（利用者数） 接種率(【実績値】27.8％　【目標値】平成30年度：23,000％　令和元年度：23,000％　令和2年度：35.8％　令和3年度：36％　令和4年度：36％　令和5年度：36％)・重症化予防と発生を抑制

0 32,483 1,496 330 330 330

体
育
奨
励

5 既
存

ヘルスアップ
キャンペーン 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員 １ ア,ケ 目標達成に向け、達成者

へ健康ポイントを付与 ス

・健保ホームページ・健
保ニュースで周知（4月）
・健康ポータルサイトで
記録・管理
・二ヶ月間、自分で選択
した目標を継続実施する

50周年イベントの企画・
立案

50周年記念事業として、
健康ポータルサイトを構
築。
各自のバイタルや日々の
運動等の記録、健診結果
・健康情報の閲覧に加え
、健康インセンティブ付
与を行うサイトを構築す
る。

令和元年度より50周年記
念事業として導入したヘ
ルスアップキャンペーン
を継続実施し運動習慣の
改善とヘルスリテラシー
を高める

令和元年度より50周年記
念事業として導入したヘ
ルスアップキャンペーン
を継続実施し運動習慣の
改善とヘルスリテラシー
を高める

令和元年度より50周年記
念事業として導入したヘ
ルスアップキャンペーン
を継続実施し運動習慣の
改善とヘルスリテラシー
を高める

令和元年度より50周年記
念事業として導入したヘ
ルスアップキャンペーン
を継続実施し運動習慣の
改善とヘルスリテラシー
を高める

健康ポータルサイトを活用した運動習慣改
善を図ると同時に、健康ポータルサイト利
用率の向上を目指す

ヘルスリテラシーが低い

参加者人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0人　令和元年度：-人　令和2年度：300人　令和3年度：800人　令和4年度：800人　令和5年度：800人)ヘルス
アップキャンペーンの参加人数 達成人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0人　令和元年度：-人　令和2年度：150人　令和3年度：300人　令和4年度：300人　令和5年度：300人)５０万歩以上達成者の人数

47,718 64,342 63,132 36,012 36,012 36,012

5,8 既
存

体育施設利用
料補助・法人
契約

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員 １ ケ,ス

契約先スポーツクラブの
施設から希望施設を選択
し、利用頻度にあわせ、
法人月会員に対し毎月3,0
00円の補助、または利用1
回毎に1,000円（月間3回
まで）の補助

ケ,ス 全国に施設のあるスポー
ツクラブ大手４社と契約

外部委託業者と契約
利用料の補助を実施
月会費3,000円補助
都度利用1,000円を月3回
上限に補助

外部委託業者と契約
利用料の補助を実施
月会費3,000円補助
都度利用1,000円を月3回
上限に補助

外部委託業者と契約
利用料の補助を実施
月会費3,000円補助
都度利用1,000円を月3回
上限に補助

外部委託業者と契約
利用料の補助を実施
月会費3,000円補助
都度利用1,000円を月3回
上限に補助

外部委託業者と契約
利用料の補助を実施
月会費3,000円補助
都度利用1,000円を月3回
上限に補助

外部委託業者と契約
利用料の補助を実施
月会費3,000円補助
都度利用1,000円を月3回
上限に補助

契約先3社での利用者に対して利用料補助を
行い、定期的な運動習慣による健康づくり
を推進することで医療費削減する。

ヘルスリテラシーが低い

利用回数(【実績値】77,791回　【目標値】平成30年度：69,000回　令和元年度：88,000回　令和2年度：90,000回　令和3年度：70,000回　令和4年度：70,000回
　令和5年度：70,000回)・利用促進（利用者延べ人数） 利用率(【実績値】77,791％　【目標値】平成30年度：17％　令和元年度：17％　令和2年度：17％　令和3年度：15％　令和4年度：15％　令和5年度：15％)心身リフレッシュの促進

1,620 810 - - - -
直
営
保
養
所

8 既
存

契約保養所 CL
UB　SPASS 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス - 契約先との契約に基づく

割引料金による提供

契約先との契約に基づく
割引料金による提供
令和元年はエクシブの新
規契約により、半期の契
約（4月から9月で終了）

契約先との契約に基づく
割引料金による提供 - - -

契約先を通しての利用により割引料金で使
用出来るサービス。リフレッシュにより健
康増進を目的とする。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

利用者数(【実績値】3,201人　【目標値】平成30年度：3,300人　令和元年度：1,500人　令和2年度：0人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)・
利用促進（利用者数　1,800名） 利用者数(【実績値】3,201人　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：0人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)・心身リフレッシュの促進

- - - 71,143 71,143 71,143

そ
の
他

8 既
存

契約保養所　
エクシブ 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員 １ ス ワンランク上の質のよい

保養施設を提供 ス
全国のエクシブ・サンメ
ンバーズ施設を提供し、
心身のリフレッシュを推
進

- - -

令和元年度より５０周年
事業として契約した施設
。ワンランク上施設を家
族や友人と利用すること
により心身のリフレッシ
ュを向上する

令和元年度より５０周年
事業として契約した施設
。ワンランク上施設を家
族や友人と利用すること
により心身のリフレッシ
ュを向上する

令和元年度より５０周年
事業として契約した施設
。ワンランク上施設を家
族や友人と利用すること
により心身のリフレッシ
ュを向上する

50周年記念事業として、加入者の心身のリ
フレッシュを向上する 該当なし

利用泊数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-泊　令和元年度：-泊　令和2年度：-泊　令和3年度：348泊　令和4年度：348泊　令和5年度：348泊)契約泊数の利
用 利用人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：1,000人　令和4年度：1,000人　令和5年度：1,000人)心身リフレッシュの向上

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) 事業名の後に「*」がついている事業は共同事業を指しています。
注３) １．健保組合  ２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用  ３．健保組合と事業主との共同事業
注４) ア．加入者等へのインセンティブを付与  イ．受診状況の確認（要医療者・要精密検査者の医療機関受診状況）  ウ．受診状況の確認（がん検診・歯科健診の受診状況）  エ．ＩＣＴの活用（情報作成又は情報提供でのＩＣＴ活用など）  オ．専門職による対面での健診結果の説明  カ．他の保険者と共同で集計データを持ち寄って分析を実施

キ．定量的な効果検証の実施  ク．対象者の抽出（優先順位づけ、事業所の選定など）  ケ．参加の促進（選択制、事業主の協力、参加状況のモニタリング、環境整備）  コ．健診当日の面談実施・健診受診の動線活用  サ．保険者以外が実施したがん検診のデータを活用  シ．事業主と健康課題を共有  ス．その他
注５) ア．事業主との連携体制の構築  イ．産業医または産業保健師との連携体制の構築  ウ．専門職との連携体制の構築（産業医・産業保健師を除く）  エ．他の保険者との共同事業  オ．他の保険者との健診データの連携体制の構築  カ．自治体との連携体制の構築  キ．医療機関・健診機関との連携体制の構築  ク．保険者協議会との連携体制の構築

ケ．その他の団体との連携体制の構築  コ．就業時間内も実施可（事業主と合意）  サ．運営マニュアルの整備（業務フローの整理）  シ．人材確保・教育（ケースカンファレンス∕ライブラリーの設置）  ス．その他

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 令和元年度令和元年度 令和2年度令和2年度 令和3年度令和3年度 令和4年度令和4年度 令和5年度令和5年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
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