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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 63250
組合名称 タカラスタンダード健康保険組合
形態 単一
業種 その他の製造業

平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2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

6,150名
男性70.7%

（平均年齢41歳）*
女性29.3%

（平均年齢35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 11,333名 -名 -名
適用事業所数 1ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

60ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

70‰ -‰ -‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2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 0 0 - - - -

事業主 産業医 0 29 - - - -
保健師等 0 0 - - - -

第2期における基礎数値
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 - ∕ - ＝ - ％
被保険者 - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 - ∕ - ＝ - ％

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 - ∕ - ＝ - ％
被保険者 - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 - ∕ - ＝ - ％

平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2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 11,925 1,939 - - - -
特定保健指導事業費 17,940 2,917 - - - -
保健指導宣伝費 16,274 2,646 - - - -
疾病予防費 125,800 20,455 - - - -
体育奨励費 11,026 1,793 - - - -
直営保養所費 0 0 - - - -
その他 4,101 667 - - - -
　
小計　…a 187,066 30,417 0 - 0 -
経常支出合計　…b 2,225,719 361,906 - - - -
a/b×100 （%） 8.40 - -
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平成30年度見込み 令和元年度見込み

令和2年度見込み
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男性（被保険者）男性（被保険者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2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 26人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 197人 25〜29 467人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 445人 35〜39 539人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 695人 45〜49 711人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 441人 55〜59 446人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 163人 65〜69 10人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 0人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2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 3人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 184人 25〜29 442人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 357人 35〜39 279人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 215人 45〜49 154人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 86人 55〜59 61人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 19人 65〜69 0人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 0人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
0〜4 366人 5〜9 414人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 444人 15〜19 391人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 210人 25〜29 9人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 5人 35〜39 0人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 0人 45〜49 0人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 1人 55〜59 0人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 0人 65〜69 0人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 0人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
平成30年度見込み 令和元年度見込み 令和2年度見込み
0〜4 341人 5〜9 393人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 410人 15〜19 377人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 272人 25〜29 83人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 190人 35〜39 305人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 404人 45〜49 406人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 250人 55〜59 177人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 52人 65〜69 6人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 2人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴 ①被保険者・男性は40歳台が最多年齢層となっており、5年経過後辺りから医療費が如実に増加すると考えられる。
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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
当健保では、基本情報にもあるように医療専門職が常駐しない中、医療費分析に基づいて、以下の3点に注力してきた。
　1)乳幼児医療費の抑制
　　①低出生体重児出産に対する備え
　　②育児での呼吸器系・皮膚疾患系等への備え
　2)薬剤費の抑制
　3)歯科医療費の抑制
今後は、がんを含めた生活習慣病に対する予防にも注力する必要性を意識している。
外部への委託も含め、従来展開できなかった事業にも取り組む必要性を痛感している。

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　ホームページ開設
　保健指導宣伝 　医療費通知等の発行
　予算措置なし 　出産・育児に関する啓蒙書籍の配布
　予算措置なし 　ジェネリック医薬品使用促進
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健康診査
　特定保健指導事業 　特定保健指導
　保健指導宣伝 　健保だより発行
　保健指導宣伝 　高齢者訪問指導
　保健指導宣伝 　共同保健指導宣伝
　疾病予防 　各種がん検診
　疾病予防 　人間ドック補助
　疾病予防 　住民健診利用補助
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種補助
　その他 　契約保養所
　予算措置なし 　歯科医療費抑制策
　予算措置なし 　事業所用備付常備薬の配布
事業主の取組事業主の取組
　1 　新入社員入社時研修
　2 　生産関係交流会
　3 　定期健診と特殊健診
　4 　職種別並びに階層別研修
※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
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
保
健
指
導
宣
伝

5 ホームページ
開設

【目的】健保事業内容等のＰＲ
【概要】最新情報等の発信、スマホ対応

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 256
健康保険に関する情報（制度や法令、
仕組みなど）、健保組合に関する情報
（保険料率や保険料、給付内容、組織
など）、実施している事業などのコン
テンツを掲載している。

加入者のアクセス数が増えるよう、機
関誌のアーカイブや毎月の医療費支払
い状況、お役立ちリンク集をコンテン
ツとして更新数を増やしている。

スマホなど携帯からでも見やすい画面
に変更が必要。
ホームページを閲覧したくなるコンテ
ンツの導入が求められる。

2

5 医療費通知等
の発行

【目的】医療費適正化、給付費等の周知
【概要】全レセプトの医療費通知、健康保険しおり配布

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 0
本社・営業所でWeb閲覧が可能な者へ
は事業主のイントラ上での閲覧。
工場などWeb閲覧ができない者には従
前通り紙での通知を行っている。

毎月実施。 医療費抑制効果が出ているかどうかは
不明。 3

予
算
措
置
な
し

2,5
出産・育児に
関する啓蒙書
籍の配布

【目的】乳幼児医療費の抑制
【概要】０〜９歳医療費の抑制、特に目立つ呼吸器系や感
染症による医療費の抑制。また、低出生体重児出産による
高額入院費の抑制を図るため、出産に対する準備や育児に
対する知識習得を目指した書籍を作成し配布している。

被扶養者 全て 女性
20
〜
40

基準該
当者 0

平成２３年度に低出生体重児出産が多
発し、周産期や先天奇形など高額な長
期入院が急増し、医療費総額が増加し
たため、平成２４年度に、法研関西に
協力を仰ぎ、出産に臨む者への心構え
や出産後の育児に関する知識を載せた
啓蒙書籍「ソワン」を作成し、結婚・
出産した者に送付している。

届出してきた者に配布するので、ピン
ポイントのタイミングで注意喚起がで
きる。

10代の頃の生活習慣にまではさかのぼ
れない点。
所詮、書物の配布に限られているため
、活用状況が把握できない点。

3

5
ジェネリック
医薬品使用促
進

【目的】調剤費の抑制
【概要】慢性疾患（喘息・アレルギーなど）を患っている
者に対し、処方されている医薬品に後発の安価なものがあ
ることを通知し、医療費抑制に協力させる。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 19
毎月の薬剤費支払いの中から、継続し
て慢性疾患の治療を行っている者をピ
ックアップし、ジェネリック医薬品へ
の切り替えを促す通知を送付している
。

毎年繰り返すことで、ジェネリック医
薬品に関しての利点が広まってきてい
る。
ジェネリック医薬品に切り替えること
への抵抗が無くなって来ている。

通知送付後のフォローまではできてい
ない。 3

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健康診査 【目的】生活習慣病予防
【概要】任継被保険者、被扶養者に実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 2,729

被保険者は事業主の定期健診で受診。
被扶養者には毎年５月上旬に該当者宛
に案内と受診券を送付する。

被保険者の未受診者に対しては、事業
主の健診実施担当者が受診勧奨を行う
。

被扶養者に対しては、案内・受診券の
送付後フォローを行っていないため、
計画の第２期に入っているが受診率が
一向に増加しない。

3

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導 【目的】生活習慣病の改善
【概要】保健師等専門職による保健指導実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 4,963

被保険者の該当者に対しては、受診結
果と判定結果を送付する際、保健指導
の案内を同封している。

本社・工場勤務の該当者に対しては、
事業主との連携で就業時間中に事業所
内での全員参加（個別時間割による）
の指導を義務付けている。

被保険者の該当者の内営業所勤務者に
対しては、希望者のみへの指導を実施
しているため参加者が少なく、メタボ
判定に該当者数が年々増加傾向である
。
被扶養者の該当者に対しての保健指導
が未実施である。

1

保
健
指
導
宣
伝

5 健保だより発
行

【目的】事業内容等の広報
【概要】年２回発行

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 3,236
毎年４月と１０月に機関誌を発行。発
行部数は６３００部。事業主の所属宛
に送付している。
ホームページに発行した機関誌をアー
カイブとして掲載している。

年２回健保組合の情報を所属を通して
配布することで半強制的に閲覧しても
らう。
後で気になった点をホームページで確
認できる。

年２回では間延びしてしまう点。半強
制的とはいえ、配布されても読まない
者が多数居ると言う点。

4

7 高齢者訪問指
導

【目的】高齢者医療費対策
【概要】６５歳以上の高齢者を対象に訪問指導 被扶養者 全て 男女

65
〜
74

基準該
当者 406

前期高齢者である被扶養者１３名を対
象に実施。
実際に指導を受ける者は８名。

対象者全員にアプローチを行い、レセ
プトがある者には症状の確認を行った
うえで、現状を改善する方策を本人あ
るいは家族と相談している。

医者に掛かっていない者が必要性を感
じずに訪問指導を拒否するケースが見
受けられる。
今が健康であっても、高齢者が健康状
態を維持し続けるための訪問指導だと
言うことが伝わっていない。

3

5 共同保健指導
宣伝

【目的】医療保険情報等のPR
【概要】健康保険組合連合会との共同事業による広報

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 295 適宜実施 - - 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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疾
病
予
防

3 各種がん検診
【目的】癌に対する意識向上、早期発見・早期治療による
医療費抑制
【概要】定期健診・特定健診時に希望者に実施

被保険者
被扶養者 全て -

-
〜
-

基準該
当者 16,207

被保険者：事業主の定期健診実施時に
併せて胃・大腸・前立腺の検診ができ
るよう案内している
被扶養者：特定健診受診対象者に対し
て、特定健診案内配布時にがん検診の
セット受診を奨励している
費用負担は、全額健保組合負担として
いる

費用負担面での軽減策を実施している
点

ホームページでは紹介しているが、が
ん検診を奨める回数が少なく、周知徹
底されていない点
また、被保険者でクリニックなどで定
期健診を受ける者がセット受診できる
ような対策が必要

4

3 人間ドック補
助

【目的】生活習慣病対策
【概要】４０歳以上の希望者に実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 3,576

毎年事業主が定期健診の実施を案内す
る際、詳細な健診の受診希望者に推奨
している

受診者の費用負担（15,000円）が軽微
である点。定期健診案内時に同時に推
奨している点。ホームページに分かり
やすく紹介している点。

健保連契約機関での受診が前提なため
、地域によっては受診できる機関がな
い場合がある。 3

3 住民健診利用
補助

【目的】生活習慣病対策
【概要】住民健診受診者に補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

基準該
当者 342

主にがん検診受診者に対し、受診後に
申請された補助金支給申請書に基づき
、掛かった検診費用の全額を補助して
いる。

補助する額が掛かった費用全額である
点。 検診受診者が拡大しない。 3

3
インフルエン
ザ予防接種補
助

【目的】インフルエンザ対策
【概要】予防接種料金を一人当たり３０００円まで補助

被保険者
被扶養者 全て -

-
〜
-

全員 11,769
平成２５年度は、３，３８８名からの
補助金申請に対し、９，５３７千円を
支給した。

工場は、勤務時間中での集団接種に対
する補助も実施している。 接種割合が３割程度に止まっている。 4

そ
の
他

8 契約保養所 【目的】リフレッシュ
【概要】契約保養所開設

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 4,062
オテル・ド・マロニエ（全国３箇所）
、ダイワロイヤルメンバーズクラブ（
全国３０箇所）、ヴィラ北軽井沢、プ
ライムリゾート賢島、東急ハーヴェス
トクラブ南紀田辺、ヴィラ塩江

事業主の事業所が全国に展開している
が、各地方で利用できるよう契約して
いる。

利用者が限られる（リピーターが多い
） 2

予
算
措
置
な
し

5 歯科医療費抑
制策

【目的】歯科医療費抑制
【概要】けんぽだよりのアーカイブであるむし歯予防のペ
ージを、歯科治療者に配布し、むし歯になるメカニズムを
習得させ、以降のむし歯予防を行わせる。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 -
毎月の医療費調査の中から継続的に歯
科に通っている者に対し、むし歯にな
るメカニズムを記載したけんぽだより
のアーカイブを送付して、むし歯予防
の知識を習得させる。

将来の歯周病予防につなげるため 配布後のフォローまでには至っていな
い。 3

3 事業所用備付
常備薬の配布

【目的】疾病予防対策
【概要】各事業所に常備薬設置 被保険者 全て 男女

18
〜
74

全員 724 全事業所の常備薬備付 疾病の初期予防対策に活用 - 3

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
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事業主の取組事業主の取組
新入社員入社時研
修 入社後の自己管理と安全管理義務の習得 被保険者 男女

18
〜
24

総合職（営業・事務・技術別）、工場の生産現
場職、一般事務職などの職種別に実施。

本社人事部と配属される現場との連携により、
必要とされる知識習得を分担して実施。

健康管理と就業に関する啓発講習が行われてい
ない 無

生産関係交流会 工場作業長を集めての研修
特に、安全衛生健康管理面を主体 被保険者 -

-
〜
-

毎年当番工場が会場を段取りして開催
各工場の作業長が全員参加し、事業の目的に関
して1泊2日の情報交換およびレベル合せを図る

工場間での競争意識が高まり、場内の整理整頓
・安全確保等が進み、無災害時間数が著しく伸
びている

作業長の世代交代が進む中、しっかりと後進の
教育が必要と感じられる
産業保健の分野で、安全面が主体で健康管理部
分は触れる程度となっている

有

定期健診と特殊健
診 安衛法に基づき実施。 被保険者 男女

18
〜（

上
限
な
し）

定期健診：各事業所にて４月下旬〜５月中旬に
かけて一斉に実施。
特殊健診：金属加工、有機溶剤を扱う工場にて
対象者に対し毎年実施。

法令に基づき、勤務中に受診できるよう実施。
健診データの集約・管理は行っていない
再検査、精密検査などの受診確認は行っている
が、その後のフォローは行われていない

無

職種別並びに階層
別研修

スキルアップと併せて、パワハラ・セクハラ、安全衛生管理面での
知識習得 被保険者 男女

18
〜
59

役職昇格者に対する節目研修は毎年対象者に実
施。
営業所長、設計職、工事職、SRアドバイザーな
ど職種別研修は、毎年対象者を選定して実施。

社内でのステップアップに繋がる研修としての
意識付け。

会社の業務知識に関する教育のみが行われてい
る 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 2017健診結果（全年齢） 特定健診分析 2017年度より、従業員の健康管理を進めるため、現状把握として、年齢を問わず
健診結果の集計・管理を行うこととした。
リスク保有者が半数以上を占めることが判明した。

イ 2017健診結果（40歳以上） 特定健診分析 40歳以上の健診結果分析であるが、4人に3人がリスク保有者である。
中リスク以上のリスク保有者が45％超となっている。

ウ 2017健診結果（40歳未満） 特定健診分析 40歳未満の健診結果分析では、リスク保有者は4割弱となる。
40歳到達時点で、3人に1人がリスク保有となるため、特定保健指導対象者が減
少しない要因となっている。

エ 被保険者数推移・男性（2011-2016） 加入者構成の分析 年齢別の被保険者数構成の推移を調査した。
2012〜2014年度にかけて、事業主が関連会社の合併を行ったため、40歳以上
の被保険者数が大幅に増加している。
最多年齢層は40歳台となっている。

オ 被保険者数推移・女性（2011-2016） 加入者構成の分析 男性ほど顕著ではないが、合併の影響により、30歳以上の被保険者数増加が目
立っている。

カ 医療費推移・被保険者1人当たり（2011-2016） 医療費・患者数分析 2011年度と2016年度の医療費被保険者1人当たりの比較である。
構成する疾病内訳は変化があるが、40歳台からの増加傾向は変わらず、50歳台
後半から60歳台にかけては右肩上がりに拍車がかかる。
特に、循環器系疾病と新生物の発生が顕著となる。

8



キ 保健指導分析（積極的支援） 特定保健指導分析 2016年度に積極的支援対象者の保健指導結果である。
55%は、積極的支援該当のままであるが、13%の者は動機付け支援に良化してお
り、22%の者は情報提供にまで良化している。
保健指導を受けた3人に1人は、翌年の健診で良化する結果を残している。

ク 保健指導分析（動機付け支援） 特定保健指導分析 2016年度に動機付け支援対象者の保健指導結果である。
残念ながら、16%が積極的支援、2%が受診勧奨へと悪化しているが、31%は情
報提供へと良化している。
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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
40歳以上でのリスク保有者は、4人に3人。
全年齢では半数以上がリスク保有。
40歳未満でのリスク保有者は3人に1人。

 全年齢層に対する健康管理意識の醸成が必要である。 

2

直近の5年間に、事業主が小規模ではあるが関連子会社の合併を行った影響
が出始める。従来、新入社員入社以降、自然減となっていた中高年年齢層が
大幅に増加している。2016年度での男性の最多年齢層は40歳台。女性は30
歳台。また、年齢別医療費では、40歳台から右肩上がりが見え始め、50歳
台になると上昇カーブが激しくなる。このままの状態では、5年後以降には
最多年齢層が男性で50歳台。女性で40歳台に移り、医療費が急増すること
となる。

 年齢別医療費での50歳台上昇の最大要因は、新生物と循環器系の高額入
院頻発である。
①健診受診の徹底と有所見者に対するフォローの徹底
②被保険者全体に対する健康管理意識の醸成



3
特定健診対象である40歳以上の被保険者は、ほぼ4人に3人がリスク保有者
である。
2016年度のメタボ判定者の保健指導受診結果では、積極的支援・動機付け
支援双方で約3割が改善されている。

 健診結果、保健指導対象者、保健指導受診状況を事業主と共有し、各段
階での協働したフォローを行い、保健指導の実効率を高め、翌年度の健
診に繋げていく。



基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1

①前期高齢者の加入率が低く納付金額が少ないため、健康保険料率が他組合と比較して低く
現段階での財政状況は良好である。
②事業主が1社しかなく、その事業主も関連会社数が2社しかないため、40歳以上の被保険者
数が年々増加する一途である。
③事業主の福利厚生に対する取り組み意識が低く、従業員にもその考えが伝播しており、健
保組合の実施する保健事業に対する関心度が事業主・被保険者ともに低い。

 直面する課題に対する短期的対策と今後極めて高い確率で発生する医療費高騰に対する
中長期的対策を、効率的に進める必要が急務である。
事業主との、危険信号重要度の共有と健康経営への理解度アップ、コラボヘルス実施網
の構築が必要とされる。

2
健保組合が実施する保健事業に対する加入者の関心度が低い。
保健事業利用者が限られている。特に、人間ドック利用者は、ほぼほぼリピータ―のみであ
る。
被扶養者の特定健診受診率が3割台から上昇しない。

 従来の健保だより＋ホームページといった教宣ツールだけでは、加入者への保健事業関
心度アップには繋がらない。
関心度を高めるため、頻繁に情報に接することができる情報提供ツールが必要である。
受動的ではなく能動的な関心度アップにつながるようなツール・制度の導入が必要と考
える。

3
特定健診・特定保健指導の計画が未達である。
特に、被扶養者の特定健診受診率が3割台から上昇しないため、特定保健指導受診への繋がり
が作れていない。

 保険者インセンティブが導入され、特定健診・特定保健指導の実施状況が高齢者支援の
納付金に影響することとなる。従来の受診率アップ方策のレベル上げが必要である。ま
た、この情報を事業主と共有し、事業主と連携した受診率アップを考える必要がある。

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

ア，イ，ウ

エ，オ，カ

イ，キ，ク
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1
①被扶養者の一般健診受診全額補助（20歳以上）
②各種がん検診受診に対する補助金全額支給
③インフルエンザ等予防接種補助金支給

 健診など疾病予防事業では、全額補助を謳っているが、受診率は捗々しくない。
健保組合が実施する保健事業の認識度アップが大前提である。

2
①特定保健指導対象者と受診勧奨対象者が減少しない。
②リピーターが多い。
③40歳到達すると、時を置かずに対象となる者が多い。

 保健指導はきちんと受けるが、実効性が低い。
40歳未満の健康管理意識が低い。
「忙しい」を理由とされない方策を考える必要性。

19



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
　疾病予防 　定期健診時の各種がん検診の実施
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　THM（ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾍﾙｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）マイポータルの導入
　保健指導宣伝 　健康教室の開催
　疾病予防 　健診結果情報の提供
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　被扶養者の特定健診受診率アップ
　保健指導宣伝 　ヘルスケアポイント制度の導入
　疾病予防 　被扶養者向け一般健診の全額補助
　疾病予防 　住民健診費用全額補助
　疾病予防 　日帰り人間ドック費用の補助
　疾病予防 　55歳時脳検査の実施と費用補助
　疾病予防 　重症化予防指導
　疾病予防 　予防接種補助
　疾病予防 　医療費・健診データの分析
　体育奨励 　スポーツクラブとの新規契約と利用者への補助金支給
※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
①将来の医療費増加を抑制する
②能動的な健康管理意識の醸成

事業全体の目標事業全体の目標
①事業主とのコラボヘルス実施
②加入者の健康管理意識向上
③被扶養者の特定健診受診率アップ
④各種がん検診受診率アップと二次健診・再検査の徹底フォロー
⑤保健指導受診者への協働フォローによる完遂度アップ

20



職場環境の整備職場環境の整備
28,595 - - - - -

疾
病
予
防

3 既
存

定期健診時の
各種がん検診
の実施

母体企
業 男女

20
〜
74

被保険
者 １ ウ,サ,シ

次の検診項目の費用を健
保が全額負担する。
肺がん検診：35歳以上の
男女
胃がん検診：35歳以上の
男女
大腸がん検診：40歳以上
の男女
肝炎検査：40歳以上の男
女
乳がん検診：女性（年齢
を問わず）
子宮頸がん検診：女性（
年齢問わず）
前立腺がん検診：40歳以
上の男性
及び該当する二次検診

ア,コ

事業主が配布する定期健
康診断実施のお知らせに
、各種がん検診受診に対
する健保組合からの補助
金支給案内を添付する。
4月1日発行のけんぽだよ
りに、単独ガン検診案内
「がん検診に行こう」を
挟み込み、対象者に周知
する。
可能であれば、同時受診
を促し、受診率アップを
図る。

①事業主が配布する定期
健康診断実施のお知らせ
に、各種がん検診受診に
対する健保組合からの補
助金支給案内を添付する
。
②4月1日発行のけんぽだ
よりに、単独ガン検診案
内「がん検診に行こう」
を挟み込み、対象者に周
知する。

①事業主が配布する定期
健康診断実施のお知らせ
に、各種がん検診受診に
対する健保組合からの補
助金支給案内を添付する
。
②4月1日発行のけんぽだ
よりに、単独ガン検診案
内「がん検診に行こう」
を挟み込み、対象者に周
知する。

①事業主が配布する定期
健康診断実施のお知らせ
に、各種がん検診受診に
対する健保組合からの補
助金支給案内を添付する
。
②4月1日発行のけんぽだ
よりに、単独ガン検診案
内「がん検診に行こう」
を挟み込み、対象者に周
知する。

①事業主が配布する定期
健康診断実施のお知らせ
に、各種がん検診受診に
対する健保組合からの補
助金支給案内を添付する
。
②4月1日発行のけんぽだ
よりに、単独ガン検診案
内「がん検診に行こう」
を挟み込み、対象者に周
知する。

①事業主が配布する定期
健康診断実施のお知らせ
に、各種がん検診受診に
対する健保組合からの補
助金支給案内を添付する
。
②4月1日発行のけんぽだ
よりに、単独ガン検診案
内「がん検診に行こう」
を挟み込み、対象者に周
知する。

①事業主が配布する定期
健康診断実施のお知らせ
に、各種がん検診受診に
対する健保組合からの補
助金支給案内を添付する
。
②4月1日発行のけんぽだ
よりに、単独ガン検診案
内「がん検診に行こう」
を挟み込み、対象者に周
知する。

ガン検診の受診率をアップさせ、早期発見
・早期治療の意識を醸成させ、ガンによる
高額入院費の発生を30%以下に減少させる
。

直近の5年間に、事業主が小規模で
はあるが関連子会社の合併を行っ
た影響が出始める。従来、新入社
員入社以降、自然減となっていた
中高年年齢層が大幅に増加してい
る。2016年度での男性の最多年齢
層は40歳台。女性は30歳台。また
、年齢別医療費では、40歳台から
右肩上がりが見え始め、50歳台に
なると上昇カーブが激しくなる。
このままの状態では、5年後以降に
は最多年齢層が男性で50歳台。女
性で40歳台に移り、医療費が急増
することとなる。

受診率アップ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　令和元年度：30％　令和2年度：40％　令和3年度：50％　令和4年度：60％　令和5年度：70％)ガン検
診受診率のアップ

高額入院費の減少(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　令和元年度：40％　令和2年度：60％　令和3年度：80％　令和4年度：80％　令和5年度：80％)現在の年齢構成から、かなり近い将来に新生物と循
環器系の疾患による高額入院費が多数発生する状況となる。
この発生すると思われる高額入院費を極力抑えることを目標とする。
抑制率80%

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
5,049 - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

8 新
規

THM（ﾀｶﾗｽﾀﾝ
ﾀﾞｰﾄﾞ･ﾍﾙｽ･ﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ）マイポ
ータルの導入

全て 男女
20
〜
74

その他 １ ス

健保組合からの保健事業
を中心とした情報をスマ
ホやタブレットなどに発
信していく情報発信基地
。2017年度にベンダーの
アプリを導入し、2018年
から登録を開始。現在、
経年の健診データや医療
費通知を掲載。健診結果
に基づく健康管理コンテ
ンツやスポーツクラブ情
報などを順次掲載中。健
保組合の保健事業情報を
スマホやタブレット、PC
向けに提供する

ス

WEBで閲覧が可能な健康
情報コンテンツの拡大が
必須。
いつでも手元で簡単に閲
覧できる健康管理ツール
として活用できるようア
プリ開発業者と意見交換
中。

2017年度中にアプリは導
入済。
最大5年分の健診結果の閲
覧、2017年分以降の医療
費通知の閲覧、健康管理
コンテンツの閲覧、健診
予約状況の確認など健康
管理情報を集約して提供
する

2017年度中にアプリは導
入済。
最大5年分の健診結果の閲
覧、2017年分以降の医療
費通知の閲覧、健康管理
コンテンツの閲覧、健診
予約状況の確認など健康
管理情報を集約して提供
する

2017年度中にアプリは導
入済。
最大5年分の健診結果の閲
覧、2017年分以降の医療
費通知の閲覧、健康管理
コンテンツの閲覧、健診
予約状況の確認など健康
管理情報を集約して提供
する

2017年度中にアプリは導
入済。
最大5年分の健診結果の閲
覧、2017年分以降の医療
費通知の閲覧、健康管理
コンテンツの閲覧、健診
予約状況の確認など健康
管理情報を集約して提供
する

2017年度中にアプリは導
入済。
最大5年分の健診結果の閲
覧、2017年分以降の医療
費通知の閲覧、健康管理
コンテンツの閲覧、健診
予約状況の確認など健康
管理情報を集約して提供
する

2017年度中にアプリは導
入済。
最大5年分の健診結果の閲
覧、2017年分以降の医療
費通知の閲覧、健康管理
コンテンツの閲覧、健診
予約状況の確認など健康
管理情報を集約して提供
する

登録率５０％ 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

健康管理意識の醸成(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　令和元年度：30％　令和2年度：40％　令和3年度：50％　令和4年度：55％　令和5年度：60％)T
HMマイポータル登録率５０％

被扶養者の特定健診受診率アップ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：75％　令和4年度：80％　令和5年度：85％)健診予約情報や健診結果情報、健康
関連情報をスマホを通じて提供する。
紙媒体ではなく、常に身近で確認できる情報提供を行い、受診率アップにつなげる。

-
被扶養者の各種がん検診受診率アップ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：10％　令和元年度：20％　令和2年度：30％　令和3年度：40％　令和4年度：50％　令和5年度：60％)健診予約情報や健診結果情報、
健康関連情報をスマホを通じて提供する。
紙媒体ではなく、常に身近で確認できる情報提供を行い、受診率アップにつなげる。

1,800 - - - - -

2,5 新
規

健康教室の開
催

母体企
業 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ ケ,シ

年齢別・男女別・リスク
保有の有無・喫煙者等々
に分けて、健康管理の重
要性を認識させる。
生活習慣（食事・運動・
嗜好）ごとに専門職によ
るセミナーを実施する。

ア,ウ,コ,シ

事業主の教育研修担当と
コラボし、通常の研修体
系の中に系統的に組み込
む。
30歳、35歳、39歳の男女
別や非肥満の低リスク・
中リスク保有者等々、小
規模な体験型セミナーを
全国で体系立てて実施す
る。

30歳、39歳になる男女別
グループでの小規模な体
験型セミナーを実施する
。

前年度に加えて、非肥満
のリスク保有者へのセミ
ナーを加える。

前年度に加えて、喫煙者
向けのセミナーを加える
。

30歳、39歳になる男女別
グループでの小規模な体
験型セミナーを実施する
。

30歳、39歳になる男女別
グループでの小規模な体
験型セミナーを実施する
。

30歳、39歳になる男女別
グループでの小規模な体
験型セミナーを実施する
。

2018年度後半で、事業主が体系立てた健康
管理の教育研修制度を発表する。
計画の一部を実行し、健康管理意識の向上
を醸成する。

40歳以上でのリスク保有者は、4人
に3人。
全年齢では半数以上がリスク保有
。
40歳未満でのリスク保有者は3人に
1人。
特定健診対象である40歳以上の被
保険者は、ほぼ4人に3人がリスク
保有者である。
2016年度のメタボ判定者の保健指
導受診結果では、積極的支援・動
機付け支援双方で約3割が改善され
ている。

リスク保有率の減少(【実績値】57.2％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：45％　令和2年度：40％　令和3年度：35％　令和4年度：30％　令和5年度：3
0％)現在、被保険者の半数以上を占めるリスク保有率を減少させる。 特定保健指導対象者の減少(【実績値】75.1％　【目標値】平成30年度：70％　令和元年度：65％　令和2年度：60％　令和3年度：55％　令和4年度：50％　令和5年度：45％)-

9,882 - - - - -

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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疾
病
予
防

2 既
存

健診結果情報
の提供

母体企
業 男女

20
〜
74

加入者
全員 １ エ,シ

2018年度の健診受診後、
直近2年分の結果と併せて
、今年の健診結果による
リスク状況と改善すべき
生活習慣等の情報を提供
。

ス

事業主が実施する定期健
診データは全て電子デー
タで全年齢にわたって入
手する。（電子データ化
は外部業者に委託する）
このデータを健保システ
ムの健康管理アプリでデ
ータベース化し、事業主
と共有する。
並行して、入手した健診
結果に基づき、自動的に
外部業者が健診結果情報
を作成し、受診者にリス
ク保有別に健康情報を提
供し、保健指導該当者に
は専門職による保健指導
を実施する。

被扶養者の健診予約代行
・健診結果電子化：（株
）イーウェルに委託
健康管理アプリでデータ
ベース化：ベンダー（UB
S）のアプリ
健康情報の提供：（株）
メディヴァ
保健指導の実施：（株）
メディヴァ

被扶養者の健診予約代行
・健診結果電子化：（株
）イーウェルに委託
健康管理アプリでデータ
ベース化：ベンダー（UB
S）のアプリ
健康情報の提供：（株）
メディヴァ
保健指導の実施：（株）
メディヴァ

被扶養者の健診予約代行
・健診結果電子化：（株
）イーウェルに委託
健康管理アプリでデータ
ベース化：ベンダー（UB
S）のアプリ
健康情報の提供：（株）
メディヴァ
保健指導の実施：（株）
メディヴァ

被扶養者の健診予約代行
・健診結果電子化：（株
）イーウェルに委託
健康管理アプリでデータ
ベース化：ベンダー（UB
S）のアプリ
健康情報の提供：（株）
メディヴァ
保健指導の実施：（株）
メディヴァ

被扶養者の健診予約代行
・健診結果電子化：（株
）イーウェルに委託
健康管理アプリでデータ
ベース化：ベンダー（UB
S）のアプリ
健康情報の提供：（株）
メディヴァ
保健指導の実施：（株）
メディヴァ

被扶養者の健診予約代行
・健診結果電子化：（株
）イーウェルに委託
健康管理アプリでデータ
ベース化：ベンダー（UB
S）のアプリ
健康情報の提供：（株）
メディヴァ
保健指導の実施：（株）
メディヴァ

健康管理の出発点が健康診断の検査数値に
あることの理解度を高める。日々の生活習
慣の中に、この検査数値を左右する事項が
存在しており、健康状態を維持することが
、いかに難しくないことかを理解させる。
早期発見・早期治療は、心身と家族、職場
仲間への負担を軽減する。加入者が、健康
管理意識を向上させ、能動的な健康意識の
高い加入者の集まりとする。

該当なし

リスク保有者の割合減少(【実績値】57.2％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：45％　令和2年度：40％　令和3年度：35％　令和4年度：30％　令和5年
度：30％)2017年度で半数を超えていたリスク保有率を削減する。
まずは、50%以下に。

特定保健指導対象者の減少(【実績値】75.1％　【目標値】平成30年度：70％　令和元年度：65％　令和2年度：60％　令和3年度：55％　令和4年度：50％　令和5年度：45％)-

個別の事業個別の事業
4,018 - - - - -

特
定
健
康
診
査
事
業

3 既
存

被扶養者の特
定健診受診率
アップ

母体企
業 女性 40

〜
74

被扶養
者 １ ス - ス -

3月中旬に受診案内を発送
。
７〜８月で未受診者にハ
ガキで受診勧奨実施。10
月現在での未受診者には
ハガキ＋電話での受診勧
奨を実施。

3月中旬に受診案内を発送
。
７〜８月で未受診者にハ
ガキで受診勧奨実施。10
月現在での未受診者には
ハガキ＋電話での受診勧
奨を実施。

3月中旬に受診案内を発送
。
７〜８月で未受診者にハ
ガキで受診勧奨実施。10
月現在での未受診者には
ハガキ＋電話での受診勧
奨を実施。

3月中旬に受診案内を発送
。
７〜８月で未受診者にハ
ガキで受診勧奨実施。10
月現在での未受診者には
ハガキ＋電話での受診勧
奨を実施。

3月中旬に受診案内を発送
。
７〜８月で未受診者にハ
ガキで受診勧奨実施。10
月現在での未受診者には
ハガキ＋電話での受診勧
奨を実施。

3月中旬に受診案内を発送
。
７〜８月で未受診者にハ
ガキで受診勧奨実施。10
月現在での未受診者には
ハガキ＋電話での受診勧
奨を実施。

①早期発見・早期治療による重症高額入院
の減少。②特定健診受診率アップ。③生活
習慣の振り返りにより、健康管理意識を醸
成させる。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

被扶養者の特定健診受診率アップ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：70％　令和4年度：75％　令和5
年度：80％)- 生活習慣病医療費の抑制(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：101％　令和元年度：102％　令和2年度：103％　令和3年度：102％　令和4年度：101％　令和5年度：100％)-

2,000 - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

8 新
規

ヘルスケアポ
イント制度の
導入

母体企
業 男女

18
〜
74

被保険
者,基準
該当者,
任意継

続者
１ ア,エ

健保組合が実施する保健
事業への関心度を高める
ため。
各種健診の受診率向上。
保健指導への能動的な取
り組み姿勢への変化。
スマホやタブレットを中
心媒体としたTHMマイポ
ータルの活用を中心とし
て展開する。

ス
事業主の福利厚生との連
携を検討する必要がある
。

制度導入の基礎固め。
THMマイポータルの登録
率をアップさせる。

実質的、制度開始年度と
する。
ヘルスケアポイント利用
者３０％を目標とする。

ヘルスケアポイント利用
者３０％を目標とする

ヘルスケアポイント利用
者３０％を目標とする

ヘルスケアポイント利用
者３０％を目標とする

ヘルスケアポイント利用
者３０％を目標とする

能動的に健康管理に取り組む体制を作り上
げる。
家族ぐるみで健康管理に取り組む。（被扶
養者の特定健診受診率アップ。）

該当なし

ヘルスケアポイント利用者の獲得(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　令和元年度：25％　令和2年度：30％　令和3年度：35％　令和4年度：40％　令和5
年度：50％)- 被扶養者の特定健診受診率アップ(【実績値】35％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：70％　令和4年度：75％　令和5年度：80％)-

3,750 - - - - -

疾
病
予
防

3 既
存

被扶養者向け
一般健診の全
額補助

母体企
業 女性

20
〜
74

被扶養
者,基準
該当者

１ ス
イーウェルの健診予約シ
ステムにより、一般健診
を受診した被扶養者分の
検診費用は健保が全額負
担する。

ス

特定健診より詳細な健診
が受診できる一般健診で
補助を行い、被扶養者の
特定健診受診率アップに
つなげる施策。各種がん
検診も同時に受診できる
システム。
40歳未満の年齢層にも、
健康管理の意識付け、毎
年健診を受診することの
意識付けを浸透させる。

毎年、3月に翌年度の健診
案内を被扶養者宛に直接
送付。健診案内は、全国
の健診機関が、特定健診
・一般健診・人間ドック
・各種がん検診の受診が
可能か否かが表示されて
いる。

毎年、3月に翌年度の健診
案内を被扶養者宛に直接
送付。健診案内は、全国
の健診機関が、特定健診
・一般健診・人間ドック
・各種がん検診の受診が
可能か否かが表示されて
いる。

毎年、3月に翌年度の健診
案内を被扶養者宛に直接
送付。健診案内は、全国
の健診機関が、特定健診
・一般健診・人間ドック
・各種がん検診の受診が
可能か否かが表示されて
いる。

毎年、3月に翌年度の健診
案内を被扶養者宛に直接
送付。健診案内は、全国
の健診機関が、特定健診
・一般健診・人間ドック
・各種がん検診の受診が
可能か否かが表示されて
いる。

毎年、3月に翌年度の健診
案内を被扶養者宛に直接
送付。健診案内は、全国
の健診機関が、特定健診
・一般健診・人間ドック
・各種がん検診の受診が
可能か否かが表示されて
いる。

毎年、3月に翌年度の健診
案内を被扶養者宛に直接
送付。健診案内は、全国
の健診機関が、特定健診
・一般健診・人間ドック
・各種がん検診の受診が
可能か否かが表示されて
いる。

①早期発見・早期治療による重症高額入院
の減少。②特定健診受診率アップ。③生活
習慣の振り返りにより、健康管理意識を醸
成させる。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

被扶養者の一般健診受診率アップ(【実績値】20％　【目標値】平成30年度：25％　令和元年度：30％　令和2年度：32.5％　令和3年度：35％　令和4年度：37.5％
　令和5年度：40％)- 被扶養者の特定健診受診率アップ(【実績値】35％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：70％　令和4年度：75％　令和5年度：80％)-

3,200 - - - - -

3 既
存

住民健診費用
全額補助

母体企
業 男女

20
〜
74

加入者
全員 １ ケ

在住の市町村で住民検診
を受診した場合、受診費
用を全額補助する。

ス
特に、イーウェルが紹介
する健診機関が最寄りに
ない場合に利用を促す。
保健事業案内やホームペ
ージ上で周知する。

あくまでも、一般健診及
び人間ドックが主体であ
るため、2017年度と同程
度の実績。

あくまでも、一般健診及
び人間ドックが主体であ
るため、2017年度と同程
度の実績。

あくまでも、一般健診及
び人間ドックが主体であ
るため、2017年度と同程
度の実績。

あくまでも、一般健診及
び人間ドックが主体であ
るため、2017年度と同程
度の実績。

あくまでも、一般健診及
び人間ドックが主体であ
るため、2017年度と同程
度の実績。

あくまでも、一般健診及
び人間ドックが主体であ
るため、2017年度と同程
度の実績。

イーウェルが実施する健診予約システムが
利用できない場合に活用する。 該当なし

被扶養者の住民健診補助利用率アップ(【実績値】5％　【目標値】平成30年度：7.5％　令和元年度：8％　令和2年度：8.5％　令和3年度：9％　令和4年度：9.5％　
令和5年度：10％)イーウェルの健診予約システムを補完する制度。 被扶養者の特定健診受診率アップ(【実績値】35％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：70％　令和4年度：75％　令和5年度：80％)-

18,000 - - - - -

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

日帰り人間ド
ック費用の補
助

母体企
業 男女

40
〜
74

被保険
者,被扶
養者,任
意継続

者
１ イ,ウ,エ

イーウェルの健診予約シ
ステムにより、人間ドッ
クを受診した検診費用は
健保が全額負担し、利用
者からは利用料15,000円/
人を給与天引きする。

ス -

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。健診は
、HPにて全国の健診機関
リストから人間ドック・
各種オプション検査の受
診が可能か否かが表示さ
れている。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。健診は
、HPにて全国の健診機関
リストから人間ドック・
各種オプション検査の受
診が可能か否かが表示さ
れている。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。健診は
、HPにて全国の健診機関
リストから人間ドック・
各種オプション検査の受
診が可能か否かが表示さ
れている。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。健診は
、HPにて全国の健診機関
リストから人間ドック・
各種オプション検査の受
診が可能か否かが表示さ
れている。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。健診は
、HPにて全国の健診機関
リストから人間ドック・
各種オプション検査の受
診が可能か否かが表示さ
れている。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。健診は
、HPにて全国の健診機関
リストから人間ドック・
各種オプション検査の受
診が可能か否かが表示さ
れている。

通常健診より精度の高い健診を格安な自己
負担で受診できる体制を作り、健康管理意
識の醸成に役立てる。

該当なし

人間ドック利用者の増加(【実績値】150人　【目標値】平成30年度：200人　令和元年度：250人　令和2年度：300人　令和3年度：350人　令和4年度：400人　令
和5年度：500人)- 被扶養者の特定健診受診率アップ(【実績値】35％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：70％　令和4年度：75％　令和5年度：80％)-

1,920 - - - - -

3 既
存

55歳時脳検査
の実施と費用
補助

母体企
業 男女

55
〜
55

基準該
当者 １ ス - ス -

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。55歳に
なる者は、HPの全国の健
診機関リストから選んで
、受診する。費用は、通
常人間ドック受診時の15,
000円の負担で受診可能。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。55歳に
なる者は、HPの全国の健
診機関リストから選んで
、受診する。費用は、通
常人間ドック受診時の15,
000円の負担で受診可能。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。55歳に
なる者は、HPの全国の健
診機関リストから選んで
、受診する。費用は、通
常人間ドック受診時の15,
000円の負担で受診可能。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。55歳に
なる者は、HPの全国の健
診機関リストから選んで
、受診する。費用は、通
常人間ドック受診時の15,
000円の負担で受診可能。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。55歳に
なる者は、HPの全国の健
診機関リストから選んで
、受診する。費用は、通
常人間ドック受診時の15,
000円の負担で受診可能。

毎年、4月に当年度の保健
事業案内を配布。55歳に
なる者は、HPの全国の健
診機関リストから選んで
、受診する。費用は、通
常人間ドック受診時の15,
000円の負担で受診可能。

50歳を超えると急増する循環器系高額入院
を低減させるため導入。循環器系の中でも
、脳出血・脳梗塞といった脳卒中は、50歳
後半で多発することから、55歳到達時に健
保負担で受診勧奨している。

直近の5年間に、事業主が小規模で
はあるが関連子会社の合併を行っ
た影響が出始める。従来、新入社
員入社以降、自然減となっていた
中高年年齢層が大幅に増加してい
る。2016年度での男性の最多年齢
層は40歳台。女性は30歳台。また
、年齢別医療費では、40歳台から
右肩上がりが見え始め、50歳台に
なると上昇カーブが激しくなる。
このままの状態では、5年後以降に
は最多年齢層が男性で50歳台。女
性で40歳台に移り、医療費が急増
することとなる。

脳検査受診者の増加(【実績値】5％　【目標値】平成30年度：10％　令和元年度：20％　令和2年度：30％　令和3年度：40％　令和4年度：50％　令和5年度：75％
)- 脳卒中による高額入院費の逓減(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：99％　令和元年度：95％　令和2年度：92.5％　令和3年度：90％　令和4年度：85％　令和5年度：80％)-

27,216 - - - - -

4 既
存

重症化予防指
導

母体企
業 男女

20
〜
74

被保険
者 １ シ,ス

メタボ判定の非該当者で
高リスク以上のリスク保
有者に対しての保健指導
。

ウ,ス

健診データ収集業者⇒保健
指導実施業者のオートマ
ティック体制の確立。
健診データ、保健指導状
況を事業主・健保が共有
。

特定保健指導対象者を減
少させるため、40歳未満
の高リスク保有者に対し
て専門職による保健指導
を受けさせる。

特定保健指導対象者を減
少させるため、40歳未満
の高リスク保有者に対し
て専門職による保健指導
を受けさせる。

特定保健指導対象者を減
少させるため、40歳未満
の高リスク保有者に対し
て専門職による保健指導
を受けさせる。

特定保健指導対象者を減
少させるため、40歳未満
の高リスク保有者に対し
て専門職による保健指導
を受けさせる。

特定保健指導対象者を減
少させるため、40歳未満
の高リスク保有者に対し
て専門職による保健指導
を受けさせる。

特定保健指導対象者を減
少させるため、40歳未満
の高リスク保有者に対し
て専門職による保健指導
を受けさせる。

①毎年、特定保健指導実施の効果は出てい
るが対象者の人数は減少しない。40歳到達
と同時に特定保健指導対象となる者が後を
絶たないためである。故に、40歳未満のリ
スク保有者に保健指導を実施する。
②循環器系の高額入院発生が若年化（40歳
台）している。30歳台から保健指導を受け
させ、生活習慣を改善させるため。

40歳以上でのリスク保有者は、4人
に3人。
全年齢では半数以上がリスク保有
。
40歳未満でのリスク保有者は3人に
1人。

保健指導終了者の増加(【実績値】35％　【目標値】平成30年度：40％　令和元年度：45％　令和2年度：50％　令和3年度：60％　令和4年度：70％　令和5年度：8
0％)- リスク保有者の削減(【実績値】57.2％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：45％　令和2年度：40％　令和3年度：30％　令和4年度：25％　令和5年度：20％)-

20,400 - - - - -

3 既
存 予防接種補助 母体企

業 男女
0

〜
74

基準該
当者 １ ス

補助可能な予防接種は健
保HPにて確認。
医療機関で予防接種を受
ける。健保HPまたはTHM
マイポータルから、イー
ウェルが展開するKenkoB
oxに入り、予防接種補助
金支給申請を行う。

ス -

春（4月初旬）発行のけん
ぽだよりとHPに詳細を掲
載して周知する。
予防接種の種類と金額を
明記した領収書を申請書
に添付して申請。

春（4月初旬）発行のけん
ぽだよりとHPに詳細を掲
載して周知する。
予防接種の種類と金額を
明記した領収書を申請書
に添付して申請。

春（4月初旬）発行のけん
ぽだよりとHPに詳細を掲
載して周知する。
予防接種の種類と金額を
明記した領収書を申請書
に添付して申請。

春（4月初旬）発行のけん
ぽだよりとHPに詳細を掲
載して周知する。
予防接種の種類と金額を
明記した領収書を申請書
に添付して申請。

春（4月初旬）発行のけん
ぽだよりとHPに詳細を掲
載して周知する。
予防接種の種類と金額を
明記した領収書を申請書
に添付して申請。

春（4月初旬）発行のけん
ぽだよりとHPに詳細を掲
載して周知する。
予防接種の種類と金額を
明記した領収書を申請書
に添付して申請。

医療費分析では、家族医療費は0歳〜9歳が
非常に多い。その中で、予防できる疾病と
して感染症類がある。予防接種を積極的に
受け、感染症による重症化を防ぐことが、
医療費低減につながると模索する。

該当なし

予防接種利用者の拡大(【実績値】10％　【目標値】平成30年度：15％　令和元年度：20％　令和2年度：25％　令和3年度：30％　令和4年度：40％　令和5年度：5
0％)消化器系、呼吸器系等の感染症は罹患後、早急な治療ができないと重症化して高額な医療費が発生する。
当健保で最大の医療費発生ゾーンである0歳〜9歳の医療費は、呼吸器系を中心とした感染症の重症度に左右される。
予防接種を受けることにより、重症化を防ぎ、医療費の拡大を防止する。

感染症医療費の低減(【実績値】-　【目標値】平成30年度：5％　令和元年度：7.5％　令和2年度：10％　令和3年度：12.5％　令和4年度：15％　令和5年度：15％)消化器系、呼吸器系等の感染症は罹患後、早急な
治療ができないと重症化して高額な医療費が発生する。
当健保で最大の医療費発生ゾーンである0歳〜9歳の医療費は、呼吸器系を中心とした感染症の重症度に左右される。
予防接種を受けることにより、重症化を防ぎ、医療費の拡大を防止する。

2,000 - - - - -

1 既
存

医療費・健診
データの分析

母体企
業 男女

20
〜
74

加入者
全員 １ キ,シ

事業主の定期健診案内配
布時に、年齢を問わない
健診データの管理・分析
の実施を周知。
入手したデータと健保連
のレセ管データとで外部
業者に分析を依頼。

ア

事業主と健診データの管
理は共有し、コラボヘル
スの入り口とする。
健診結果のリスク保有状
況、保健指導の実施状況
も併せて共有し、職制か
らの健康管理アプローチ
体制を作り上げる。

4~5月に実施される定期健
診データをデータベース
に取り込み、9月下旬から
保健指導の実施、10月中
旬から分析実施。保健指
導状況は事業主と連携を
とり、職制を通じて進捗
管理を行う。

4~5月に実施される定期健
診データをデータベース
に取り込み、9月下旬から
保健指導の実施、10月中
旬から分析実施。保健指
導状況は事業主と連携を
とり、職制を通じて進捗
管理を行う。

4~5月に実施される定期健
診データをデータベース
に取り込み、9月下旬から
保健指導の実施、10月中
旬から分析実施。保健指
導状況は事業主と連携を
とり、職制を通じて進捗
管理を行う。

4~5月に実施される定期健
診データをデータベース
に取り込み、9月下旬から
保健指導の実施、10月中
旬から分析実施。保健指
導状況は事業主と連携を
とり、職制を通じて進捗
管理を行う。

4~5月に実施される定期健
診データをデータベース
に取り込み、9月下旬から
保健指導の実施、10月中
旬から分析実施。保健指
導状況は事業主と連携を
とり、職制を通じて進捗
管理を行う。

4~5月に実施される定期健
診データをデータベース
に取り込み、9月下旬から
保健指導の実施、10月中
旬から分析実施。保健指
導状況は事業主と連携を
とり、職制を通じて進捗
管理を行う。

①毎年、40歳到達時点で特定保健指導対象
となる者が後を絶たない。40歳未満への健
康指導の継続により、特定保健指導対象者
を減少させる。
②全加入者に健康管理の意識付けを行う。

直近の5年間に、事業主が小規模で
はあるが関連子会社の合併を行っ
た影響が出始める。従来、新入社
員入社以降、自然減となっていた
中高年年齢層が大幅に増加してい
る。2016年度での男性の最多年齢
層は40歳台。女性は30歳台。また
、年齢別医療費では、40歳台から
右肩上がりが見え始め、50歳台に
なると上昇カーブが激しくなる。
このままの状態では、5年後以降に
は最多年齢層が男性で50歳台。女
性で40歳台に移り、医療費が急増
することとなる。

特定保健指導対象者の減少(【実績値】-　【目標値】平成30年度：5％　令和元年度：10％　令和2年度：12.5％　令和3年度：15％　令和4年度：17.5％　令和5年度
：20％)- 一人当たり医療費高騰の抑制(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：101％　令和元年度：102％　令和2年度：103％　令和3年度：104％　令和4年度：105％　令和5年度：106％)-

11,026 - - - - -
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科科
目目
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事業事業
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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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体
育
奨
励

5 既
存

スポーツクラ
ブとの新規契
約と利用者へ
の補助金支給

母体企
業 男女

16
〜
74

被保険
者,被扶
養者,基
準該当
者,任意
継続者

１ ス
ルネサンス・コナミスポ
ーツと契約し、利用者に
はMAXで500円/回✖4回/月
の補助金を支給する。

ス -

2017年度はルネサンスと
契約していたが、利用施
設数が少ないため、2018
年度では新たにコナミス
ポーツとも契約し、利用
者への補助を実施する。

ルネサンス、コナミスポ
ーツと契約し、利用者へ
の補助を実施する。
ヘルスケアポイント制度
を絡めて、利用度を高め
る。

ルネサンス、コナミスポ
ーツと契約し、利用者へ
の補助を実施する。
ヘルスケアポイント制度
を絡めて、利用度を高め
る。

ルネサンス、コナミスポ
ーツと契約し、利用者へ
の補助を実施する。
ヘルスケアポイント制度
を絡めて、利用度を高め
る。

ルネサンス、コナミスポ
ーツと契約し、利用者へ
の補助を実施する。
ヘルスケアポイント制度
を絡めて、利用度を高め
る。

ルネサンス、コナミスポ
ーツと契約し、利用者へ
の補助を実施する。
ヘルスケアポイント制度
を絡めて、利用度を高め
る。

生活習慣病対策として、運動習慣面でのサ
ポートとしたい。 該当なし

クラブ利用者の拡大(【実績値】5％　【目標値】平成30年度：7.5％　令和元年度：8.5％　令和2年度：10％　令和3年度：11％　令和4年度：12.5％　令和5年度：1
5％)2017年度で50%超であったリスク保有者率を減少させる。 リスク保有者の減少(【実績値】57.2％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：45％　令和2年度：40％　令和3年度：30％　令和4年度：25％　令和5年度：20％)-

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) 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３) 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４) 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
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事業所事業所 性別性別 年年
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