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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 25570
組合名称 ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
形態 単一
業種 卸売業

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

492名
男性47.0%

（平均年齢47.8歳）*
女性53.0%

（平均年齢45.0歳）*

467名
男性45.8%

（平均年齢48.1歳）*
女性54.2%

（平均年齢45.3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 0名 -名

加入者数 815名 757名 -名
適用事業所数 10ヵ所 4ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

11ヵ所 4ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

92‰ 92‰ -‰

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 0 0 - -
保健師等 0 0 0 0 - -

事業主 産業医 0 3 0 0 - -
保健師等 0 0 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 403 ∕ 469 ＝ 85.9 ％
被保険者 339 ∕ 362 ＝ 93.6 ％
被扶養者 64 ∕ 107 ＝ 59.8 ％

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 9 ∕ 16 ＝ 56.3 ％
被保険者 9 ∕ 15 ＝ 60.0 ％
被扶養者 0 ∕ 1 ＝ 0.0 ％

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 1,420 2,886 1,482 3,173 - -
特定保健指導事業費 1,000 2,033 1,115 2,388 - -
保健指導宣伝費 3,586 7,289 2,541 5,441 - -
疾病予防費 17,600 35,772 17,200 36,831 - -
体育奨励費 1,920 3,902 2,160 4,625 - -
直営保養所費 0 0 0 0 - -
その他 0 0 0 0 - -
　
小計　…a 25,526 51,882 24,498 52,458 0 -
経常支出合計　…b 326,889 664,409 253,894 543,670 - -
a/b×100 （%） 7.81 9.65 -
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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

(歳)

(人)
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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 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 0人 10〜14 0人 15〜19 0人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 11人 25〜29 13人 20〜24 11人 25〜29 15人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 15人 35〜39 12人 30〜34 10人 35〜39 13人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 15人 45〜49 37人 40〜44 10人 45〜49 32人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 60人 55〜59 37人 50〜54 60人 55〜59 30人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 22人 65〜69 8人 60〜64 28人 65〜69 4人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 1人 70〜74 1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 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 0人 10〜14 0人 15〜19 0人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 6人 25〜29 17人 20〜24 10人 25〜29 15人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 29人 35〜39 25人 30〜34 24人 35〜39 19人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 41人 45〜49 49人 40〜44 39人 45〜49 46人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 37人 55〜59 33人 50〜54 41人 55〜59 38人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 17人 65〜69 5人 60〜64 15人 65〜69 3人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 2人 70〜74 3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 13人 5〜9 16人 0〜4 11人 5〜9 13人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 12人 15〜19 41人 10〜14 12人 15〜19 34人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 24人 25〜29 0人 20〜24 22人 25〜29 1人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 1人 35〜39 1人 30〜34 1人 35〜39 0人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 0人 45〜49 2人 40〜44 0人 45〜49 3人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 0人 55〜59 0人 50〜54 0人 55〜59 0人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 0人 65〜69 0人 60〜64 0人 65〜69 0人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 0人 70〜74 0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 15人 5〜9 11人 0〜4 11人 5〜9 12人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 15人 15〜19 28人 10〜14 14人 15〜19 24人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 19人 25〜29 2人 20〜24 19人 25〜29 1人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 8人 35〜39 16人 30〜34 9人 35〜39 13人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 14人 45〜49 28人 40〜44 11人 45〜49 27人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 24人 55〜59 18人 50〜54 23人 55〜59 16人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 11人 65〜69 2人 60〜64 10人 65〜69 2人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 2人 70〜74 1人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴
1)平成28年度に比べ､40代以上の比率がさらに高まっている｡(H28- 55% ､H30- 57%)
2) 事業主の業種特性により､ 社外勤務形態の被保険者が多く､全国に点在している｡(被保険者の約37%) 
3) 健診対象(35歳以上)の加入者の約62%が女性である｡
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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
＊１　被保険者、被扶養者ともに健診の受診率は高いが､ 未受診者は経年未受診である｡
＊２　生活習慣病のﾘｽｸ保持者への対策が､特定保健指導事業のみである｡
＊３ 加入者自身が自分の健康ﾘｽｸについて関心を持つきっかけとなる保健事業を実施できていない｡
＊４　参加型保健事業(ｳｫｰｸﾗﾘｰ､健康教室､ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ費用補助)への参加者が固定されている｡ 参加すべき健康ﾘｽｸ保持者､生活習慣改善必要者の参加が少ない｡

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 　機関誌発行、WEBサイト、医療費通知配布
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 　健康教室
　保健指導宣伝 　ウォーキングイベント
　疾病予防 　生活習慣病健診
　疾病予防 　家族健診
　疾病予防 　家庭用常備薬配布
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種補助
　体育奨励 　スポーツクラブ利用補助
　その他 　健康増進スペース
事業主の取組事業主の取組
　1 　その他
※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

2,5
機関誌発行、
WEBサイト、
医療費通知配
布

【目的】健保情報・健康情報提供、健康意識啓発、医療費
に対する意識づけ
【概要】機関誌発行、WEBサイト公開、医療費通知配布

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 669

機関誌発行（年2回 4月､9月発行 被保険
者に配布）
WEBサイト（平成26年8月開設･以後随
時更新し情報発信）
医療費通知配布（該当者に毎月送付）
赤ちゃんとママ誌の配布（第一子出産
対象者に送付 28年度4名）

「機関誌､医療費通知」社内勤務者には
､各事業所担当者より配布｡社外勤務者
には郵送｡
ＷＥＢサイト(ホームページ)は随時情報
を更新でき､いつでも閲覧できる体制に
なった｡

WEBサイト(ホームページ)を加入者か
らのアクセスを容易にするため､パスワ
ード等の設定をしていない｡そのため、
情報発信に制限がでてしまう。

4

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】健康維持、管理
【概要】事業主が行う定期健診と併せて共同で実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 485

通期実施　
対象者：469名（被保険者362名、被扶
養者107名）
実施者：403名（被保険者339名、被扶
養者64名）
実施率：85.9％（被保険者93.6％、被扶
養者59.8％）

被保険者で社内勤務者は営業時間内で
実施。受診率が低かった社外勤務者に
対しては事業主よりの受診勧告が奏功
。

被扶養者の受診率が前年に比較して低
下。（27年度63.6％　28年度　59.8％
）新規事業所編入後の新規加入者への
広報、周知が徹底できなかった。

4

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導 【目的】生活習慣病リスク保有者の健康状態の改善
【概要】外部事業者を活用して実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 270

外部事業者を活用して7月〜4月実施
対象者：16名　実施者：9名　実施率56
.3％
[内訳]
【動機付け支援】対象者：7名　実施者
：4名（実施率57.1％）
【積極的支援】　対象者：9名　実施者
：5名（実施率55.6％）

外部事業者との連携。実施拒否者には
再受診勧奨をした。

連続年対象になっていても、未受診者
がいる。健診に比べて保健事業として
の認知度が低い。また「時間がとれな
い」「自分で改善する」等の理由で実
施拒否をするものが多く、自身の健康
リスクに対する意識も低い。

2

保
健
指
導
宣
伝

5 健康教室
【目的】健康維持、増進、リフレッシュ
【概要】外部事業者に委託して、健康増進スペースにて開
催

被保険者 一部の
事業所 男女

18
〜
74

全員 110
・時期　6月、10月　年2回開催
・内容　6月　エアロビクスセミナー
　　　　10月　目肩腰ケアセミナー

各事業所内に案内を掲示して告知。当
日事業所担当者が朝礼時に告知。 参加者が減少（1回10名前後の参加者） 1

5 ウォーキング
イベント

【目的】健康増進、運動習慣の定着
【概要】WEB上で歩数を登録、期間集計で成績優秀者にイ
ンセンティブ

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 278 9月〜11月に期間設定して実施。
28年度参加者：69名 機関誌配布時に案内書、申込書を配布

参加経験者からは毎年の実施要望が高
い事　業。しかし参加者が固定しがち
で、健康リスク保持者（保健指導対象
者等）の参加が少ない。

1

疾
病
予
防

3 生活習慣病健
診

【目的】生活習慣病の予防、早期発見
【概要】費用の一部負担 被保険者 全て 男女

35
〜
74

全員 8,290

被保険者：事業主が行う定期健診と併
せて実施
任意継続被保険者：希望者に実施
対象者：398名
実施者：373名
実施率：93.7％

社内勤務者は営業時間内で実施。
過去受診率の低かった社外勤務者へは
、引き続き案内書送付時に事業主より
受診勧告。

未受診者の内訳が、28年度の新規加入
者の割合が高い。新規加入者への勧奨
の強化が必要。

4

3 家族健診
【目的】被扶養者の生活習慣病の予防、早期発見。また自
身の健康に対する意識向上と健康管理、維持を促す。
【概要】35歳〜74歳の被扶養者について実施
　　　　対象被扶養者全員に契約医療機関にて実施。費用
全額負担

被扶養者 全て 男女
35
〜
74

全員 1,956
個別健診、案内書を被扶養者本人宛に
自宅へ送付。
実施機関　4月〜翌3月末まで（年間）
対象者：119名　実施者：71名　実施率
：59.7％

28年度新規事業所編入に伴い、健診機
関を増加。直接医療機関に加え、委託
契約機関（全国約600の医療機関で健診
可能）と契約。

28年度新規事業所編入に伴い、運営方
法を変更。変更したことの周知が徹底
できていなかった。

2

3 家庭用常備薬
配布

【目的】疾病の早期対応、セルフケアの促進
【概要】希望者に家庭用常備薬を配布 被保険者 全て 男女

18
〜
74

全員 1,309
家庭常備薬配布：11月に希望者に配布
対象者　508名
希望者　437名
希望申込率　86％

機関誌配布時に案内書、申込書、常備
薬一覧表を同封。
一覧表から3000円を上限に常備薬を選
択できる。

申込期間締切後の申込を防ぐための、
案内書配布後の申込期限の告知徹底。
社外勤務者のＦＡＸ申込受信もれの防
止策構築。

4

3
インフルエン
ザ予防接種補
助

【目的】インフルエンザの重症化予防
【概要】接種費用補助（上限2,000円）

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 665
11月〜3月実施
対象者：908名
接種者：227名
接種率：25.0％

期間中の接種であれば、加入者は、ど
のインフルエンザ予防接種機関であっ
ても、上限2000円まで接種費用を補助
。

接種者が固定化する傾向がある。未接
種者へのアピールが必要。 1

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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体
育
奨
励

8 スポーツクラ
ブ利用補助

【目的】健康維持、増進、リフレッシュ
【概要】外部事業者と契約
年間契約費、利用料金一部負担

被保険者
被扶養者 全て 男女

16
〜
74

全員 1,591
スポーツクラブと契約。
年間を通して、加入者の利用毎に料金
を一部補助。年間利用者　述べ242名

契約スポーツクラブ　全国（提携店含
む）店舗どこでも利用可能

利用者が固定化する傾向あり。健康リ
スク保持者の利用少ない。 1

そ
の
他

8 健康増進スペ
ース

【目的】健康維持、増進、リフレッシュ
【概要】健康教室開催、健康器具常設スペースの家賃 被保険者 一部の

事業所 男女
18
〜
74

全員 5,230 事業所内に健康増進スペースを設置。
健康器具を常設。 健康教室開催場所として利用 事業者移転に伴い、28年11月閉鎖。 1

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

6



事業主の取組事業主の取組

その他 - - -
-
〜
-
- - - -

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 健診の受診状況 特定健診分析 被保険者･･･ 特定健診､生活習慣病健診ともに受診率が高い｡ 被扶養者･･･特
定健診､家族健診とも60%前後をｷｰﾌﾟ｡

イ 特定健診の受診率を組合全体の平均と比較 特定健診分析 被保険者・被扶養者ともに組合全体より受診率は高い

ウ 家族（40歳以上被扶養者対象）健診の経年受診状況 特定健診分析 受診率は60％前後をキープしているが、平成27年度、28年度未受診者は、25年
度、26年度も未受診

エ 健診後、受診勧奨基準値以上で生活習慣病のレセプトの無い
者の割合

健康リスク分析 健診受診後、受診勧奨基準値以上で生活習慣病のレセプトが無い人が70％近く
いる。　とくに男性被保険者は70％以上が未受診

オ 被保険者､被扶養者別､生活習慣病の一人あたりの医療費の
組合全体と比較

健康リスク分析 被保険者の生活習慣病の医療費が組合全体に対して少ない｡=健診後､受診勧
奨基準値以上でも受診している人が少ない｡
被保険者女性の新生物の医療費は組合全体より高く､がん検診､婦人科健診に
て早期発見､早期治療につながっている｡
被扶養者の生活習慣病の医療費が組合全体より高い｡ 健診受診率をあげ､早期
発見､早期治療で重症化防止につなげることが必要｡

カ 03)④ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 03)⑤かぜ･感冒､鼻炎 一人あたり医療費の
組合全体との比較

医療費・患者数分析 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､かぜ､鼻炎 すべて一人あたりの医療費は組合全体に比べて低い｡
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キ 平成28年度のジェネリック使用率実績と目標値との差 後発医薬品分析 組合全体の使用率（68％）よりは高いが（72％）　目標値の80％には達していな
い。

ク 平成29年度特定保健指導対象者の特定保健指導実施率 特定保健指導分析 平成29年度（途中経過）の実施率は23.2％と、単一健保目標値の55％に対して
大幅に低い。

ケ 特定健診受診者（被保険者）の健診の値を組合全体と比較 健康リスク分析 肥満者の割合は組合全体に対して低いが、肥満者の97％は血圧、血糖値、脂質
のどれかが保健指導基準値以上もしくは服薬者。
非肥満者の保健指導基準値以上の者の割合が、組合全体に対して高い。

コ 健診の問診より、被保険者の生活習慣を組合全体の傾向値と
比較。

健康リスク分析 生活習慣を改善する必要のある人が多い。　喫煙者、運動不足者、就寝前夕食者
、睡眠で疲れがとれない睡眠不足者の割合が組合全体より多い。この値が、健診
の値（保健指導基準値以上者の割合が多い）につながっている。
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01) ① 健診受診率

( % )

93.6%

59.8%

85.9%

( % )

93.7%

( % )

59.7%

80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

被保険者

家族健診 被扶養者

生活習慣病健診

70

10 20 30 40 50 60 70

80 90 100

特定健診

被保険者

被扶養者

計

10 20 30 40 50 60

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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01) ② 特定健診受診率比較

( % )

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合 全健保組合

28年度 健診受診率 27年度健診受診率

70 80 90 100

被保険者

50 60

93.6%

87.3%

被扶養者

10 20 30 40

59.8%

42.1%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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01)③家族健診ﾌﾛｰ図

受診 受診
34名(62%) 22名

未受診
8名

受診
25名(56%)

27年度対象者数

55名 喪失(対象外)

4名
28年度対象者

45名
受診
3名

未受診
Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 20名(44%)

未受診 未受診
21名(38%) 12名

喪失(対象外)

6名

受診
39名

28年度新規対象者

62名

未受診
23名

受診計
64名(60%)

28年度対象者計

107名
未受診計
43名(40%)

全員 26年度以前も未受診

27年度 28年度

2018/3/13
ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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02) ① 生活習慣病･健診ﾚﾍﾞﾙと医療受診状況

( % )

68.1%

( % )

72.7%

54.5%

68.1%

70

被保険者計

10 20 30 40 50 60 70

特定健診･受診勧奨値以上
生活習慣病ﾚｾﾌﾟﾄなし

生活習慣病健診･
受診勧奨値以上
生活習慣病ﾚｾﾌﾟﾄ

なし

80 90 100

男･被保険者

女･被保険者

10 20 30 40 50 60

80 90 100

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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03)一人当たり医療費

(円)

(円)

(円)

糖尿病 5,092

脳血管障害 1,136

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

高血圧症

高尿酸値症

5,414
6,042

①  被保険者 生活習慣病

虚血性心疾患 1,404

動脈閉塞

6,000

0
0

③  被扶養者 生活習慣病

高血圧性腎臓障害

人工透析

高脂血症

新　生　物

②  被保険者 女性 新生物

10,000 12,000 14,000

102
0

0
0

肝機能障害

虚血性心疾患

動脈閉塞 0
0

6,000 11,000

糖尿病 2,048
1,924

脳血管障害

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10,704
663

50,000 52,000

51,583
17,172

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(平成28年度) 全健保組合(平成27年度)

高血圧性腎臓障害 0
2

人工透析

高脂血症

肝機能障害 28
39

2,000 4,000 6,000 8,000

高血圧症

高尿酸値症 0

1,383
1,432

623
338

3,785
2,138

1,419
0

2,593

215

99

498
249

1,684

2,459
0

16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000

41

3,170

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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03) ④ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 一人当たり医療費  (平成28年度)

( 円 )

03) ⑤ 風邪(感冒)･鼻炎 一人当たり医療費 (平成28年度)

( 円 )

全健保組合

4,500

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合

3,000 3,500

全健保組合

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合

1,828

500 1,000 1,500

1,500

4,000

3,772

4,019

2,000

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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04) 調剤費  (ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品使用率)

( % )

目標値 80%

72%28年度

50% 60% 70% 80% 90%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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05)① 特定保健指導 実施率

( %

目標値 55.0%

70% 80% 90%

29年度 23.2%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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05)② 被保険者 健康状態 比較

保健指導基準値以上
15.8%

服薬投与

基準範囲内 保健指導基準値以上

A. 非肥満者

59.8%

受診勧奨基準値以上 服薬投与

基準範囲内 18.6%

8.8%

12.1%

11.9%

基準範囲内

29.9%

7.4%

受診勧奨基準値以上
6.8%

7.2%服薬投与
6.5%

74.0% 26.0%

保健指導基準値以上

23.3%
受診勧奨基準値以上

25.7%

12.4%

7.1%

0.9%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合･
被保険者(平成28年度)

組合全体･被保険者(平成27年度)

A. 非肥満者 B. 肥満者

5.6%

B. 肥満者

40.2%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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05)③ 被保険者 生活習慣(平成28年度問診より)

( % )

( % )

( % )

( % )

女性
組合全体 (H27) 41.9% 58.1%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28) 57.8% 42.2%

80 90 100

男性
組合全体 (H27) 40.5% 59.5%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28)

睡眠で疲れがとれない 10 20 30 40 50

53.9% 46.1%

女性
組合全体 (H27) 21.1% 78.9%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28) 29.2% 70.8%

60 70

100

男性
組合全体 (H27) 44.3% 55.7%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28)

就寝前夕食 10 20 30 40 50

47.2% 52.8%

女性
組合全体 (H27) 80.9% 19.1%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28) 91.9% 8.1%

60 70 80 90

80 90 100

男性
組合全体 (H27) 76.5% 23.5%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28)

運動不足 10 20 30 40 50

81.5% 18.5%

女性
組合全体 (H27) 12.6% 87.4%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28) 16.8% 83.2%

60 70

70 80 90 100

男性
組合全体 (H27) 36.7% 63.3%

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合(H28) 44.4% 55.6%

はい いいえ

喫煙 10 20 30 40 50 60

ﾂｶﾓﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ健康保険組合
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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
ア､イ) 被保険者､被扶養者ともに組合全体に対して特定健診受診率は高い｡
エ)健診結果で受診勧奨基準値以上者のうち約70%が未受診
☆健診の受診率は高いが､自身の健康に対する意識が低く､健康改善に向けて
の行動ができていない｡

 事業主との共同実施を継続し､健診受診率を維持していく｡健康結果から
自身の健康状態に対しての意識を高める事業が必要｡

2
ア)ウ) 家族健診の受診率は60%前後をｷｰﾌﾟしているが､平成27年､28年度未
受診者は､25年､26年も未受診。
オ）被扶養者の生活習慣病の医療費が､組合全体に対して高い｡
☆経年未受診者は決まっており､その方々の受診の促進が必要｡

 被扶養者の健診受診率をｱｯﾌﾟさせ､生活習慣病やがん等の早期発見､予防
を促進する｡重症化を防ぐことにより医療費の増加を防ぐ｡ また被扶養者
自身の健康に対する意識も高める事業も必要

3

ア)生活習慣病健診受診率は､90%以上｡
オ)被保険者女性の新生物の一人あたり医療費が組合全体に対して高い｡
エ)男性生活習慣病健診受診者 健診結果で受診勧奨値以上者のうち約70%が
未受診
☆女性は生活習慣病健診時に合わせて行うがん検診､婦人科健診の効果によ
り､早期発見､治療につながっている｡ 男性は受診勧奨値以上の値でも未受診
が多く､自身の健康に対する意識が低い｡

 事業主との共同実施を継続し､健診受診率を維持していく｡健康結果から
自身の健康状態に対しての意識を高める事業が必要(特に男性)｡

4

ア)イ) 健診受診率は被保険者､被扶養者ともに高く､特定健診については､組
合全体と比較しても高い｡
エ)健診受診後､受診勧奨基準値以上者の約70%が未受診
オ)被保険者の生活習慣病の一人あたりの医療費が､組合全体に対して少ない
｡
☆健診は義務として受診しているが､健診結果に対しての興味が低い｡ 健康維
持､健康改善への各人の意識をあげる必要がある｡

 個別の健康情報も含め、加入者に対して健康情報を発信することにより
ヘルスリテラシーの向上を図る｡ 

5
キ)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品の使用率は72%と高いが､国の目標値の80%には達してい
ない｡
☆加入者に向けて､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品の使用を促す策を打てていない｡

 ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品の使用を促進するための取組を実行する｡

6 カ) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 一人あたり医療費組合全体と比較して低い
☆ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の費用補助の効果がでている｡  効果がでているので､予防接種費用補助は継続する｡今後より接種率を高

め、さらなる医療費の削減に努める
7 カ）かぜ・鼻炎の一人あたり医療費は組合全体と比較して低い。

☆軽度の疾病に対する処置策として、家庭用常備薬の効果がでている。  効果がでているので､家庭用常備薬の配布は継続していく｡

8
ク) 平成29年度(途中経過)の特定保健指導の実施率は23.2%で､単一健保目標
値の55%に対して大幅に低い｡
☆ 健診に比べ保健事業としての認知度が低い｡ 加入者の自身の健康状態に対
しての意識も低く､自覚症状も無いため､保健指導に参加しない｡

 個人毎に健康情報を発信し､自身の健康に対する意識を向上させる｡ 

ア，イ，エ

ア，ウ，オ

ア，エ，オ

ア，イ，エ，
オ

キ

カ

カ

ク
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9

ケ) 肥満者の割合は組合全体に対して低い｡ しかし肥満者の97%が血圧､血糖
値､脂質のどれかが保健指導基準値以上もしくは服薬者｡ また､非肥満者の保
健指導基準値以上の割合が､組合全体に対して高い｡
コ)生活習慣を改善する必要のある人が多い｡ この生活習慣が､健診の値の悪
化につながっていると思われる｡
☆特定保健指導対象ではない人の健康改善､生活習慣改善が必要である｡

 個人別の健康情報を生かし､個別に改善目標を設定して健康改善を図っ
ていく｡ 加入者のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｱｯﾌﾟのためにｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施する｡ 

10
コ)健診時の問診で､運動不足と回答している人の割合が､組合全体に比べ多
い｡
☆運動不足を自覚している人が多いのにもかかわらず､それを改善していな
い｡

 生活習慣改善のｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施のｱｼｽﾄ策としてｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄを実施｡ 運動
不足と回答した人に向けて参加勧奨をする｡
またｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞの利用費用補助も継続し､加入者が運動しやすい環境を整
える｡

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 40歳代以上の加入者の比率が高まっている｡  加入者の高齢化とともに､疾病へのリスクも高まってくるので､加入者自身の健康意識の
向上と､健康維持につながる保健事業を実施する｡

2 社外勤務形態の被保険者が多く､ 全国に点在しての勤務である｡  健康診断や保健指導を､全国どこでも受診できる環境を整える｡ また参加型の保健事業も
全員が参加できる事業を実施する｡

3 健康診断対象(35歳以上)の加入者のうち､約62%が女性である｡  婦人科疾病の早期発見､予防を促進するため､被保険者対象である生活習慣病健診､被扶養
者対象である家族健診時に、婦人科健診、がん検診（乳がん）を基本健診項目とする｡

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

1 健診事業⇒ 被保険者､被扶養者ともに受診率は高いが、未受診者は経年すべて未受診の人が多
い｡  健診案内時に前年未受診者に別途受診勧奨文同封し集中して受診勧奨を行う。

2 生活習慣病のﾘｽｸ保持者への対策が､特定保健指導事業のみである｡  特定保健指導対象外で､生活習慣病ﾘｽｸ保持者に向けて対策を打つ保健事業を実施する｡

3 加入者自身が､自身の健康について関心を持つきっかけとなる保健事業が実施できていない｡  健診受診後､個人別の「健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ」を配布して､自身の健康状態について知るき
っかけづくりをする｡

4
参加型保健事業(ｳｫｰｸﾗﾘｰ､健康教室､ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ費用補助)への参加者が固定されている｡ 参加す
べき健康ﾘｽｸ保持者､生活習慣改善必要者の参加が少ない｡  個人ﾚﾎﾟｰﾄ配布で自身の健康への関心を持つきっかけづくり ⇒改善ﾎﾟｲﾝﾄの指摘､目標設定 

目標達成ｲﾝｾﾃｨﾌﾞ贈呈によるﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ喚起 ⇒目標達成をするために生活習慣改善必要⇒生
活習慣改善へのｱｼｽﾄ事業として参加を促す勧奨文を個人ﾚﾎﾟｰﾄ配布時に同封｡

ケ，コ

コ
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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
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　②健康意識向上事業･･･各種情報提供
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　①健診事業･･･特定健診
　特定保健指導事業 　④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業･･･特定保健指導
　保健指導宣伝 　③医療費削減事業･･･ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品使用促進
　保健指導宣伝 　④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業･･･健康改善､生活習慣改善ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
　保健指導宣伝 　④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業･･･ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ
　疾病予防 　①健診事業･･･家族健診
　疾病予防 　①健診事業･･･生活習慣病健診
　疾病予防 　③医療費削減事業･･･予防接種補助
　疾病予防 　③医療費削減事業･･･家庭用常備薬配布
　体育奨励 　④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業･･･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ利用補助
※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
加入者自身の健康に対する関心､興味を持つきっかけをつくる｡ そこから､各個人が生活習慣改善､健康維持､改善に向けての行動をおこすアシストとして保健事業を実施する｡

事業全体の目標事業全体の目標
健診結果の数値で､保健指導基準値､受診勧奨基準値以上の数値を持つ人(健康リスク保有者)の割合が組合全体の平均を下回ること｡その結果として､生活習慣病医療費の増加を防止する｡
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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

2,276 2,276 2,276 2,276 2,276 2,276

保
健
指
導
宣
伝

2,4,5 新
規

②健康意識向
上事業･･･各種
情報提供

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ エ

1)広報誌の発行⇒組合情報
､連絡事項､受診勧奨､募集
等の発信
2)WEBｻｲﾄ運営
3)該当者に医療費通知配
布
4)該当者に小冊子配布(赤
ちゃんとﾏﾏ誌)
5)健診受診者全員に「個
人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ」
を配布

サ

1)広報誌⇒委託業者に製作
依頼､個別連絡案件は､各
担当者が作成
2)WEBｻｲﾄ⇒新規案件､変
更など発生時､随時更新
3)医療費通知⇒毎月末給付
〆後発行
4)「赤ちゃんとﾏﾏ誌」⇒該
当者届出後､出版社へ発送
依頼
5) 発行委託業者と契約｡ 健
診ﾃﾞｰﾀを業者送付し発行｡

1)広報誌 年2回 被保険者に
配布
3)医療費通知 該当者に月1
回配布
4)第一子出産者に配布
5) 4月〜6月受診者に9月､7
月〜9月受診者に12月､10
月〜12月受診者に3月､1月
〜3月受診者に6月 配布｡
医療機関受診勧奨、特定
保健指導対象者には､同時
に受診勧奨文を同封し受
診勧奨

1)広報誌 年2回 被保険者に
配布
3)医療費通知 該当者に月1
回配布
4)第一子出産者に配布
5) 4月〜6月受診者に9月､7
月〜9月受診者に12月､10
月〜12月受診者に3月､1月
〜3月受診者に6月 配布｡
医療機関受診勧奨、特定
保健指導対象者には､同時
に受診勧奨文を同封し受
診勧奨
･情報提供物必要に応じて
見直していく

1)広報誌 年2回 被保険者に
配布
3)医療費通知 該当者に月1
回配布
4)第一子出産者に配布
5) 4月〜6月受診者に9月､7
月〜9月受診者に12月､10
月〜12月受診者に3月､1月
〜3月受診者に6月 配布｡
医療機関受診勧奨、特定
保健指導対象者には､同時
に受診勧奨文を同封し受
診勧奨
･情報提供物必要に応じて
見直していく

1)広報誌 年2回 被保険者に
配布
3)医療費通知 該当者に月1
回配布
4)第一子出産者に配布
5) 4月〜6月受診者に9月､7
月〜9月受診者に12月､10
月〜12月受診者に3月､1月
〜3月受診者に6月 配布｡
医療機関受診勧奨、特定
保健指導対象者には､同時
に受診勧奨文を同封し受
診勧奨
･情報提供物必要に応じて
見直していく

1)広報誌 年2回 被保険者に
配布
3)医療費通知 該当者に月1
回配布
4)第一子出産者に配布
5) 4月〜6月受診者に9月､7
月〜9月受診者に12月､10
月〜12月受診者に3月､1月
〜3月受診者に6月 配布｡
医療機関受診勧奨、特定
保健指導対象者には､同時
に受診勧奨文を同封し受
診勧奨
･情報提供物必要に応じて
見直していく

1)広報誌 年2回 被保険者に
配布
3)医療費通知 該当者に月1
回配布
4)第一子出産者に配布
5) 4月〜6月受診者に9月､7
月〜9月受診者に12月､10
月〜12月受診者に3月､1月
〜3月受診者に6月 配布｡
医療機関受診勧奨、特定
保健指導対象者には､同時
に受診勧奨文を同封し受
診勧奨
･情報提供物必要に応じて
見直していく

情報を発信することにより､加入者が自身の
健康に対する関心､興味をもつきっかけをつ
くる｡

ア)イ) 健診受診率は被保険者､被扶
養者ともに高く､特定健診について
は､組合全体と比較しても高い｡
エ)健診受診後､受診勧奨基準値以
上者の約70%が未受診
オ)被保険者の生活習慣病の一人あ
たりの医療費が､組合全体に対して
少ない｡
☆健診は義務として受診している
が､健診結果に対しての興味が低い
｡ 健康維持､健康改善への各人の意
識をあげる必要がある｡
ア､イ) 被保険者､被扶養者ともに組
合全体に対して特定健診受診率は
高い｡
エ)健診結果で受診勧奨基準値以上
者のうち約70%が未受診
☆健診の受診率は高いが､自身の健
康に対する意識が低く､健康改善に
向けての行動ができていない｡
ア)生活習慣病健診受診率は､90%
以上｡
オ)被保険者女性の新生物の一人あ
たり医療費が組合全体に対して高
い｡
エ)男性生活習慣病健診受診者 健診
結果で受診勧奨値以上者のうち約7
0%が未受診
☆女性は生活習慣病健診時に合わ
せて行うがん検診､婦人科健診の効
果により､早期発見､治療につなが
っている｡ 男性は受診勧奨値以上の
値でも未受診が多く､自身の健康に
対する意識が低い｡
ケ) 肥満者の割合は組合全体に対し
て低い｡ しかし肥満者の97%が血圧
､血糖値､脂質のどれかが保健指導
基準値以上もしくは服薬者｡ また､
非肥満者の保健指導基準値以上の
割合が､組合全体に対して高い｡
コ)生活習慣を改善する必要のある
人が多い｡ この生活習慣が､健診の
値の悪化につながっていると思わ
れる｡
☆特定保健指導対象ではない人の
健康改善､生活習慣改善が必要であ
る｡
ア)ウ) 家族健診の受診率は60%前
後をｷｰﾌﾟしているが､平成27年､28
年度未受診者は､25年､26年も未受
診。
オ）被扶養者の生活習慣病の医療
費が､組合全体に対して高い｡
☆経年未受診者は決まっており､そ
の方々の受診の促進が必要｡

実施率(【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％)年
間で予定している情報提供物をすべて発行する｡

問診回答 生活習慣改善を実施率(【実績値】18％　【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：45％)健診受診者に対する､健診時におけ
る問診で､「生活習慣改善を実施している」と回答している人の割合

個別の事業個別の事業
1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

特
定
健
康
診
査
事
業

2,3,4,
5

既
存(

法
定)

①健診事業･･･
特定健診 全て 男女

40
〜
74

加入者
全員 ３ イ,ウ

1)事業主が行う定期健診
と併せて実施 
2)社内勤務被保険者に対
して､事業主が受診予約の
案内を出し､健診機関に予
約する｡
3)社外勤務被保険者と被
扶養者に対しては､健保か
ら健診案内状を送付し､各
人が契約健診機関に予約
を入れ受診する｡
4)被保険者は事業主が50
%健保が50％費用を負担
。被扶養者は健保が100％
費用を負担する。

ア,オ,コ,サ

1)18の医療機関と健診契
約｡1つの委託機関(600の
医療機関と契約)と健診契
約
2) 健診内容は､特定健診に
加えて､生活習慣病健診､
がん検診､婦人科健診も同
時に実施｡健診者の費用負
担は無
3)健診結果は､健診機関か
ら本人､事業主(被保険者
のみ)､健保に同時に送ら
れ､その後の保健指導など
に活用する｡

経年未受診者への受診勧
奨強化｡
健診後の個人別健診結果
分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布開始｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

特定健診受診率をさらにｱｯﾌﾟし､健診対象
者の健康維持､健康ﾘｽｸ早期発見､疾病の重
症化を防止し､医療費の適正化を
図る｡ また健診受診者へ個人別健診結果ﾚﾎﾟ
ｰﾄを配布し､加入者自身の健康意識を高め
る｡

ア､イ) 被保険者､被扶養者ともに組
合全体に対して特定健診受診率は
高い｡
エ)健診結果で受診勧奨基準値以上
者のうち約70%が未受診
☆健診の受診率は高いが､自身の健
康に対する意識が低く､健康改善に
向けての行動ができていない｡

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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特定健診受診率(【実績値】82.4％　【目標値】平成30年度：85％　令和元年度：87％　令和2年度：88％　令和3年度：89％　令和4年度：91％　令和5年度：92％)
特定健診対象人数に対する健診受診者数の割合｡

健康行動実施率(【実績値】57.2％　【目標値】平成30年度：58％　令和元年度：60％　令和2年度：63％　令和3年度：66％　令和4年度：68％　令和5年度：70％)健康行動を実施している人( 喫煙･運動･飲酒･睡
眠休養･食事の生活習慣を改善できている人)の割合(延べ人数比)

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

特
定
保
健
指
導
事
業

2,4,5

既
存(

法
定)

④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業
･･･特定保健指
導

全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 １ オ,ケ

･広報誌に「特定保健指導
とは」を掲載し､認知度を
ｱｯﾌﾟ｡
･対象者には､「個人別健
診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ」配布時
に参加勧奨する｡
･前年健診での対象で前年
中に参加しなかった人に､
4月に再度参加勧奨する｡

コ,サ

1)対象者が参加しやすい
環境を整備｡
･委託期間(約200の保健指
導可能医療機関と契約)と
契約｡
･対象者の都合に合わせら
れる訪問型の保健指導が
可能な業者と契約｡
2)参加費用は全額健保負
担。

･平成29年度健診後の特定
保健指導対象者で､未参加
者へ4月再参加勧奨｡
･平成30年度健診後 個人別
健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布時
に対象者へ案内を同封し､
参加勧奨する｡

･平成30年度健診後の特定
保健指導対象者で､未参加
者へ4月再参加勧奨｡
･平成31年度健診後 個人別
健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布時
に対象者へ案内を同封し､
参加勧奨する｡

･平成31年度健診後の特定
保健指導対象者で､未参加
者へ4月再参加勧奨｡
･平成32年度健診後 個人別
健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布時
に対象者へ案内を同封し､
参加勧奨する｡

･平成32年度健診後の特定
保健指導対象者で､未参加
者へ4月再参加勧奨｡
･平成33年度健診後 個人別
健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布時
に対象者へ案内を同封し､
参加勧奨する｡

･平成33年度健診後の特定
保健指導対象者で､未参加
者へ4月再参加勧奨｡
･平成34年度健診後 個人別
健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布時
に対象者へ案内を同封し､
参加勧奨する｡

･平成34年度健診後の特定
保健指導対象者で､未参加
者へ4月再参加勧奨｡
･平成35年度健診後 個人別
健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布時
に対象者へ案内を同封し､
参加勧奨する｡

個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄを配布し､加入者
自身の健康についての関心を高めることで､
保健指導対象者の参加率をあげる｡また保健
指導参加数が増え､健康改善を促進させ､保
健指導対象者数を減らす｡

ク) 平成29年度(途中経過)の特定保
健指導の実施率は23.2%で､単一健
保目標値の55%に対して大幅に低
い｡
☆ 健診に比べ保健事業としての認
知度が低い｡ 加入者の自身の健康状
態に対しての意識も低く､自覚症状
も無いため､保健指導に参加しない
｡

特定保健指導参加率(【実績値】23.3％　【目標値】平成30年度：28％　令和元年度：32％　令和2年度：37％　令和3年度：42％　令和4年度：48％　令和5年度：5
5％)特定保健指導対象者人数に対する､保健指導参加､終了した人数の割合｡

特定保健指導対象者率(【実績値】11.3％　【目標値】平成30年度：10.5％　令和元年度：10％　令和2年度：9.5％　令和3年度：9.0％　令和4年度：8.5％　令和5年度：8.0％)特定健診対象者人数に対する特定保健
指導対象者数の割合

60 60 60 60 60 60
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7 新
規

③医療費削減
事業･･･ｼﾞｪﾈﾘ
ｯｸ医薬品使用
促進

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ キ

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙを
作成(全加入者分)し､被保
険者に配布
2)該当者へｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品
促進通知(変更した場合の
差額通知)を送付

サ

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 平
成30年度 広報誌春号に同
封 以降は保険証発行毎に
配布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 年2回送付(4月
､10月) 広報誌に送付予告

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 作
成｡ 広報誌春号に同封して
配布(加入者全員分)
以降は､保険証発行毎に配
布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 4月に前年7月
〜12月の使用状況を､10月
に同年1月〜6月の使用状
況を送付し､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品使用を促す｡

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 保
険証発行毎に配布
希望者には都度配布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 4月に前年7月
〜12月の使用状況を､10月
に同年1月〜6月の使用状
況を送付し､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品使用を促す｡

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 保
険証発行毎に配布
希望者には都度配布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 4月に前年7月
〜12月の使用状況を､10月
に同年1月〜6月の使用状
況を送付し､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品使用を促す｡

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 保
険証発行毎に配布
希望者には都度配布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 4月に前年7月
〜12月の使用状況を､10月
に同年1月〜6月の使用状
況を送付し､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品使用を促す｡

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 保
険証発行毎に配布
希望者には都度配布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 4月に前年7月
〜12月の使用状況を､10月
に同年1月〜6月の使用状
況を送付し､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品使用を促す｡

1)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ使用希望ｼｰﾙ 保
険証発行毎に配布
希望者には都度配布
2)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品促進通知
(差額通知) 4月に前年7月
〜12月の使用状況を､10月
に同年1月〜6月の使用状
況を送付し､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬
品使用を促す｡

国が掲げるｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品使用率80%の達
成を目指すとともに､医療費の削減をする｡

キ)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品の使用率は72%
と高いが､国の目標値の80%には達
していない｡
☆加入者に向けて､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品
の使用を促す策を打てていない｡

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品使用率(【実績値】70.4％　【目標値】平成30年度：72.0％　令和元年度：73.6％　令和2年度：75.2％　令和3年度：76.8％　令和4年度：78.4％　令
和5年度：80.0％)ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品がある薬剤の総使用数に対する､ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品を使用した割合

調剤費差額(【実績値】18,900円　【目標値】平成30年度：20,200円　令和元年度：21,500円　令和2年度：22,800円　令和3年度：24,100円　令和4年度：25,300円　令和5年度：26,600円)すべて先発医薬品を使用
した場合の調剤費と実際の調剤費実績との差額 (単位 千円)

800 800 800 800 800 800

2,4,5 新
規

④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業
･･･健康改善､
生活習慣改善ｲ
ﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

全て 男女
35
〜
74

被保険
者 １ ア,イ,エ,ケ

･健診受診者全員参加可能
｡
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄから改善項目を選択､目
標値設定｡
･目標値達成者にｲﾝｾﾝﾃｨﾌ
ﾞを付与

サ

･健保で受診者の健康ﾚﾍﾞﾙ
毎に改善目標値単位を設
定､参加者はそれを選択し
､目標値とする｡
･翌年の健診結果で､数値､
問診回答を確認｡ 健診結果
という客観的数値で判断
する｡

･広報誌春号配布時に開催
告知書同封し参加勧奨｡
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に参加申込書を同
封｡
･参加者は､申込時目標値
も提出(健保設定選択性)
･健保は参加者､その目標
値を管理｡

･広報誌春号配布時に､開
催告知書と前年参加状況
を同封し､参加勧奨｡
･前年参加者の 当年健診結
果を確認し目標値達成者
にｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを付与する｡
･当年個人別健診結果分析
ﾚﾎﾟｰﾄ配布時に参加申込書
を同封｡
･参加者は､申込時目標値
も提出(健保設定選択性)

･広報誌春号配布時に､開
催告知書と前年参加状況､
目標達成者状況を同封し､
参加勧奨｡
･前年参加者の 当年健診結
果を確認し目標値達成者
にｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを付与する｡
･当年個人別健康ﾚﾎﾟｰﾄ配
布時に参加申込書を同封｡
･参加者は､申込時目標値
も提出(健保設定選択性)

･広報誌春号配布時に､開
催告知書と前年参加状況､
目標達成者状況を同封し､
参加勧奨｡
･前年参加者の 当年健診結
果を確認し目標値達成者
にｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを付与する｡
･当年個人別健康ﾚﾎﾟｰﾄ配
布時に参加申込書を同封｡
･参加者は､申込時目標値
も提出(健保設定選択性)

･広報誌春号配布時に､開
催告知書と前年参加状況､
目標達成者状況を同封し､
参加勧奨｡
･前年参加者の 当年健診結
果を確認し目標値達成者
にｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを付与する｡
･当年個人別健康ﾚﾎﾟｰﾄ配
布時に参加申込書を同封｡
･参加者は､申込時目標値
も提出(健保設定選択性)

･広報誌春号配布時に､開
催告知書と前年参加状況､
目標達成者状況を同封し､
参加勧奨｡
･前年参加者の 当年健診結
果を確認し目標値達成者
にｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞを付与する｡
･当年個人別健康ﾚﾎﾟｰﾄ配
布時に参加申込書を同封｡
･参加者は､申込時目標値
も提出(健保設定選択性)

被保険者が､個人別健診結果ﾚﾎﾟｰﾄから自身
の健康について関心を持ち､さらにこのｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝにより改善点を明確にすることにより
､生活習慣改善､健康改善を図る｡ 被保険者
の健康を維持し､今後の医療費の適正化を目
指す｡

ケ) 肥満者の割合は組合全体に対し
て低い｡ しかし肥満者の97%が血圧
､血糖値､脂質のどれかが保健指導
基準値以上もしくは服薬者｡ また､
非肥満者の保健指導基準値以上の
割合が､組合全体に対して高い｡
コ)生活習慣を改善する必要のある
人が多い｡ この生活習慣が､健診の
値の悪化につながっていると思わ
れる｡
☆特定保健指導対象ではない人の
健康改善､生活習慣改善が必要であ
る｡

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：30％　令和元年度：35％　令和2年度：40％　令和3年度：45％　令和4年度：50％　令和5年度：55％)生活習
慣病健診受診者人数に対するｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加者数の割合｡ 目標値達成者率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　令和元年度：70％　令和2年度：75％　令和3年度：80％　令和4年度：85％　令和5年度：90％)ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加人数に対する目標値を達成した人数の割合
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2,5 既
存

④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業
･･･ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍ
ﾞﾝﾄ

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 １ ア,ケ

･健康改善､生活習慣改善ｲ
ﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ事業のｱｼｽﾄ策と
して実施｡
･期間を決めて､年1回実施
｡
･広報誌秋号配布時に参加
案内書､申込書を同封
･定めた目標値達成者にｲﾝ
ｾﾝﾃｨﾌﾞを付与

サ

･個人の機器(ｽﾏﾎ等)で自
己管理､期間終了後結果提
出｡
･達成しやすい目標を設定
し､誰でも参加しやすいも
のにする｡

･9月〜12月の間に期間を
設定して実施｡
･運動不足回答者､健診結
果生活習慣病ﾘｽｸ保持者に
は､案内書配布時に参加勧
奨も同時配布し参加を促
す。

･9月〜12月の間に期間を
設定して実施｡
･運動不足回答者､健診結
果生活習慣病ﾘｽｸ保持者に
は､案内書配布時に参加勧
奨も同時配布し参加を促
す。

･9月〜12月の間に期間を
設定して実施｡
･運動不足回答者､健診結
果生活習慣病ﾘｽｸ保持者に
は､案内書配布時に参加勧
奨も同時配布し参加を促
す。

･9月〜12月の間に期間を
設定して実施｡
･運動不足回答者､健診結
果生活習慣病ﾘｽｸ保持者に
は､案内書配布時に参加勧
奨も同時配布し参加を促
す。

･9月〜12月の間に期間を
設定して実施｡
･運動不足回答者､健診結
果生活習慣病ﾘｽｸ保持者に
は､案内書配布時に参加勧
奨も同時配布し参加を促
す。

･9月〜12月の間に期間を
設定して実施｡
･運動不足回答者､健診結
果生活習慣病ﾘｽｸ保持者に
は､案内書配布時に参加勧
奨も同時配布し参加を促
す。

健康改善､生活習慣改善ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのｱｼｽﾄ策と
して実施｡ 運動不足者が運動をはじめるき
っかけとなる環境づくりをして､運動不足者
の減､生活習慣改善を目指す｡

コ)健診時の問診で､運動不足と回
答している人の割合が､組合全体に
比べ多い｡
☆運動不足を自覚している人が多
いのにもかかわらず､それを改善し
ていない｡

ｲﾍﾞﾝﾄ参加率(【実績値】16％　【目標値】平成30年度：18％　令和元年度：20％　令和2年度：22％　令和3年度：24％　令和4年度：26％　令和5年度：28％)被保
険者人数に対する参加者人数の割合

運動不足回答者率(【実績値】87％　【目標値】平成30年度：87％　令和元年度：84％　令和2年度：82％　令和3年度：80％　令和4年度：78％　令和5年度：76％)健診受診で､問診回答者人数に対する､運動不足
と回答した人数の割合
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2,3,4,
5

既
存 ①健診事業･･･

家族健診 全て 男女
35
〜
74

被扶養
者 １ イ,ウ

1)個別健診
2)対象者へ4月に健康診断
案内発送
3)健診実施期間 4月〜3月 
対象者が直接健診機関に
申込
4)健診費用は全額健保負
担(がん検診､婦人科健診
含め)

オ,サ

1)18の医療機関と健診契
約｡1つの委託機関(600の
医療機関と契約)と健診契
約
2) 健診内容は､特定健診に
加えて､生活習慣病健診､
がん検診､婦人科健診も同
時に実施｡健診者の費用負
担は無
3)健診結果は､健診機関か
ら本人､健保に同時に送ら
れ､健診受診状況を都度ﾁｪ
ｯｸする｡

･対象者全員に受診案内送
付
･前年未受診者には､受診
勧奨を兼ねた､理由を確認
するｱﾝｹｰﾄを同封｡
･被扶養者検認時に､同年
まだ受診していない対象
者に､確認のため､受診勧
奨文を同封｡

･対象者全員に受診案内送
付
･前年未受診者には､受診
勧奨を兼ねた､理由を確認
するｱﾝｹｰﾄを同封｡
･H30年度の受診状況､ｱﾝｹ
ｰﾄ回答等から､被扶養者状
況早見表を作成し､個別の
状況を整理､把握する｡
検認時､前年上期受診で､
同年未受診者､ 前年未受診
同年未受診者に受診勧奨
文同封｡

･対象者全員に受診案内送
付
･状況早見表から内容別に
未受診者への受診勧奨を
進める｡(ｱﾝｹｰﾄも同封)
･ｱﾝｹｰﾄ回答から環境に課
題があれば､H32までに再
度受診環境を整備する｡
･検認時､前年上期受診で､
同年未受診者､ 前年未受診
同年未受診者に受診勧奨
文同封｡

･対象者全員に受診案内送
付
･整備した環境､被扶養者
情報を活用して､連続未受
診者へ個別に受診勧奨｡(ｱ
ﾝｹｰﾄ同封)
検認時､前年上期受診で､
同年未受診者､ 前年未受診
同年未受診者に受診勧奨
文同封｡

･対象者全員に受診案内送
付
･連続未受診者の被保険者
への受診勧奨､ｱﾝｹｰﾄ同封
･検認時､前年上期受診で､
同年未受診者､ 前年未受診
同年未受診者に受診勧奨
文同封｡

･対象者全員に受診案内送
付
･連続未受診者の被保険者
への受診勧奨､ｱﾝｹｰﾄ同封
検認時､前年上期受診で､
同年未受診者､ 前年未受診
同年未受診者に受診勧奨
文同封｡

健診受診率をｱｯﾌﾟし､対象者の健康維持､ﾘｽ
ｸの早期発見､疾病予防､重症化の防止をし
て､医療費の適正化を図る｡

ア)ウ) 家族健診の受診率は60%前
後をｷｰﾌﾟしているが､平成27年､28
年度未受診者は､25年､26年も未受
診。
オ）被扶養者の生活習慣病の医療
費が､組合全体に対して高い｡
☆経年未受診者は決まっており､そ
の方々の受診の促進が必要｡

前年未受診者へ送付したｱﾝｹｰﾄの回収率(【実績値】33％　【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：80
％　令和5年度：80％)健診案内と同送する前年未受診者へのｱﾝｹｰﾄの発送件数に対する回収件数の割合｡ 家族健診受診率(【実績値】55.9％　【目標値】平成30年度：56％　令和元年度：58％　令和2年度：61％　令和3年度：64％　令和4年度：67％　令和5年度：70％)家族健診対象者に対する､健診受診者の割合｡

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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10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

2,3,4,
5

既
存

①健診事業･･･
生活習慣病健
診

全て 男女
35
〜
74

被保険
者,任意
継続者

３ イ,ウ

1)事業主が行う定期健診
と併せて実施
2)社内勤務被保険者に対
して､事業主が受診予約の
案内を出し､健診機関に予
約する｡
3)社外勤務被保険者に対
しては､健保から健診案内
状を送付し､各人が契約健
診機関に予約を入れ受診
する｡
4)被保険者は費用負担無(
事業主が50%健保が50％
費用を負担)

ア,オ,コ,サ

1)18の医療機関と健診契
約｡1つの委託機関(600の
医療機関と契約)と健診契
約
2) 健診内容は､生活習慣病
健診に加えて､がん検診､
婦人科健診も同時に実施｡
健診者の費用負担は無
3)健診結果は､健診機関か
ら本人､事業主､健保に同
時に送られ､その後の保健
指導などに活用する

経年未受診者への受診勧
奨強化｡
健診後の個人別健診結果
分析ﾚﾎﾟｰﾄ配布開始｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

未受診者への受診勧奨
健診受診者の生活習慣(問
診回答)の改善状況ﾁｪｯｸ｡
個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰﾄ
配布時に未改善項目指摘､
改善を促す｡

健診受診率をさらにｱｯﾌﾟし､健診対象者の
健康維持､健康ﾘｽｸ早期発見､疾病の重症化
を防止し､医療費の適正化を図る｡
また健診受診者へ個人別健診結果ﾚﾎﾟｰﾄを
配布し､加入者自身の健康意識を高める｡

ア)生活習慣病健診受診率は､90%
以上｡
オ)被保険者女性の新生物の一人あ
たり医療費が組合全体に対して高
い｡
エ)男性生活習慣病健診受診者 健診
結果で受診勧奨値以上者のうち約7
0%が未受診
☆女性は生活習慣病健診時に合わ
せて行うがん検診､婦人科健診の効
果により､早期発見､治療につなが
っている｡ 男性は受診勧奨値以上の
値でも未受診が多く､自身の健康に
対する意識が低い｡

生活習慣病健診受診率(【実績値】89％　【目標値】平成30年度：93％　令和元年度：94％　令和2年度：95％　令和3年度：96％　令和4年度：97％　令和5年度：9
8％)生活習慣病健診対象者人数に対する健診受診者数の割合｡

健康行動実施率(【実績値】54.2％　【目標値】平成30年度：55％　令和元年度：58％　令和2年度：61％　令和3年度：64％　令和4年度：67％　令和5年度：70％)健康行動を実施している人(喫煙･運動･飲酒･睡眠
休養･食事の生活習慣を改善できている人)の割合(述べ人数比)

800 800 800 800 800 800

3 既
存

③医療費削減
事業･･･予防接
種補助

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 ３ ケ

1)期間を定め､その期間中
にｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防接種を
したら､どの接種機関でも
上限2000円まで費用を負
担｡

ア

1)契約機関 ① 特定機関(2
機関) 事業主経由で予約｡
当日支払無､天引き｡ ② そ
れ以外契約機関 個人で予
約｡補助金額を超えた金額
を当日医療機関に支払｡
2)契約外医療機関で接種 
当日全費用支払､後日領収
証を事業主に提出し、補
助金を受け取る。
3)事業主は、補助金額を
健保に請求する。

･9月に案内状送付(広報誌
秋号に同封)
･10月〜2月を接種期間と
する。
･10月以降のﾚｾﾌﾟﾄ状況を
ﾁｪｯｸする｡

･9月に案内状送付(広報誌
秋号に同封)
･10月〜2月を接種期間と
する。
･10月以降のﾚｾﾌﾟﾄ状況を
ﾁｪｯｸする｡

･9月に案内状送付(広報誌
秋号に同封)
･10月〜2月を接種期間と
する。
･10月以降のﾚｾﾌﾟﾄ状況を
ﾁｪｯｸする｡

･9月に案内状送付(広報誌
秋号に同封)
･10月〜2月を接種期間と
する。
･10月以降のﾚｾﾌﾟﾄ状況を
ﾁｪｯｸする｡

･9月に案内状送付(広報誌
秋号に同封)
･10月〜2月を接種期間と
する。
･10月以降のﾚｾﾌﾟﾄ状況を
ﾁｪｯｸする｡

･9月に案内状送付(広報誌
秋号に同封)
･10月〜2月を接種期間と
する。
･10月以降のﾚｾﾌﾟﾄ状況を
ﾁｪｯｸする｡

予防接種の費用を補助しｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防接
種率をあげる｡ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの罹患数を減らし
､医療費増を防ぐ｡

カ) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 一人あたり医療費組
合全体と比較して低い
☆ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の費用補助の
効果がでている｡

予防接種接種率(【実績値】27.8％　【目標値】平成30年度：28％　令和元年度：29％　令和2年度：30％　令和3年度：31％　令和4年度：32％　令和5年度：33％)
加入者に対する予防接種した人の割合

一人当たり医療費(【実績値】1,650円　【目標値】平成30年度：1,540円　令和元年度：1,480円　令和2年度：1,430円　令和3年度：1,380円　令和4年度：1,330円　令和5年度：1,290円)ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 1年間の一人当た
り医療費

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

8 既
存

③医療費削減
事業･･･家庭用
常備薬配布

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 １ ス

年1回 11月 配布した常備
薬一覧表から被保険者は3,
000円を上限に選択､申込｡

ス
常備薬業者と業務契約｡常
備薬ｱｿｰﾄ､梱包､発送まで
業務委託｡

･広報誌秋号配布時に､常
備薬一覧表､申込書を被保
険者に配布
･常備薬内容は､軽度の疾
病､けがの処置に対応でき
るもの(感冒､鼻炎､胃腸薬
､外用薬､目薬、絆創膏な
ど）
・上限3,000円で申し込ま
れた常備薬を申込被保険
者へ配布｡

広報誌秋号配布時に､常備
薬一覧表､申込書を被保険
者に配布
･常備薬内容は､軽度の疾
病､けがの処置に対応でき
るもの(感冒､鼻炎､胃腸薬
､外用薬､目薬、絆創膏な
ど）必要に応じて内容変
更
・上限3,000円で申し込ま
れた常備薬を申込被保険
者へ配布｡

広報誌秋号配布時に､常備
薬一覧表､申込書を被保険
者に配布
･常備薬内容は､軽度の疾
病､けがの処置に対応でき
るもの(感冒､鼻炎､胃腸薬
､外用薬､目薬、絆創膏な
ど）必要に応じて内容変
更
・上限3,000円で申し込ま
れた常備薬を申込被保険
者へ配布｡

広報誌秋号配布時に､常備
薬一覧表､申込書を被保険
者に配布
･常備薬内容は､軽度の疾
病､けがの処置に対応でき
るもの(感冒､鼻炎､胃腸薬
､外用薬､目薬、絆創膏な
ど）必要に応じて内容変
更
・上限3,000円で申し込ま
れた常備薬を申込被保険
者へ配布｡

広報誌秋号配布時に､常備
薬一覧表､申込書を被保険
者に配布
･常備薬内容は､軽度の疾
病､けがの処置に対応でき
るもの(感冒､鼻炎､胃腸薬
､外用薬､目薬、絆創膏な
ど）必要に応じて内容変
更
・上限3,000円で申し込ま
れた常備薬を申込被保険
者へ配布｡

広報誌秋号配布時に､常備
薬一覧表､申込書を被保険
者に配布
･常備薬内容は､軽度の疾
病､けがの処置に対応でき
るもの(感冒､鼻炎､胃腸薬
､外用薬､目薬、絆創膏な
ど）必要に応じて内容変
更
・上限3,000円で申し込ま
れた常備薬を申込被保険
者へ配布｡

被保険者に家庭用常備薬を配布することで､
軽度の疾病やけがの処置に家庭で対応でき､
医療費の適正化をする｡

カ）かぜ・鼻炎の一人あたり医療
費は組合全体と比較して低い。
☆軽度の疾病に対する処置策とし
て、家庭用常備薬の効果がでてい
る。

希望申込率(【実績値】85％　【目標値】平成30年度：88％　令和元年度：89％　令和2年度：90％　令和3年度：91％　令和4年度：92％　令和5年度：93％)被保険
者数に対する常備薬希望者数の割合

一人当り医療費(【実績値】4,300円　【目標値】平成30年度：4,270円　令和元年度：4,220円　令和2年度：4,170円　令和3年度：4,130円　令和4年度：4,080円　令和5年度：4,040円)薬の申込数の多い､感冒(かぜ)
･鼻炎の一人当り医療費計

1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
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2,5 既
存

④ﾍﾙｽｱｯﾌﾟ事業
･･･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
利用補助

全て 男女
16
〜
74

加入者
全員 １ ケ

契約ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 入会すれ
ば､全国(提携店含む)の店
舗どこでも利用可能｡

ス
･契約ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 入会金全
額補助
･入会者 利用毎の料金を一
部補助

･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞと年間契約。
･広報誌春号配布時に､案
内書同封。
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に「運動不足回答
者」で未入会者に利用案
内を同封し､入会を促す｡

･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞと年間契約。
･広報誌春号配布時に､案
内書同封。
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に「運動不足回答
者」で未入会者に利用案
内を同封し､入会を促す｡

･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞと年間契約。
･広報誌春号配布時に､案
内書同封。
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に「運動不足回答
者」で未入会者に利用案
内を同封し､入会を促す｡

･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞと年間契約。
･広報誌春号配布時に､案
内書同封。
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に「運動不足回答
者」で未入会者に利用案
内を同封し､入会を促す｡

･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞと年間契約。
･広報誌春号配布時に､案
内書同封。
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に「運動不足回答
者」で未入会者に利用案
内を同封し､入会を促す｡

･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞと年間契約。
･広報誌春号配布時に､案
内書同封。
･個人別健診結果分析ﾚﾎﾟｰ
ﾄ配布時に「運動不足回答
者」で未入会者に利用案
内を同封し､入会を促す｡

健康改善､生活習慣改善ｷｬﾝﾍﾟｰﾝのｱｼｽﾄとし
て実施｡ 運動不足者が運動をはじめるきっ
かけとなる環境づくりをして､運動不足者の
減､生活習慣改善を目指す｡

コ)健診時の問診で､運動不足と回
答している人の割合が､組合全体に
比べ多い｡
☆運動不足を自覚している人が多
いのにもかかわらず､それを改善し
ていない｡

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ利用率(【実績値】6％　【目標値】平成30年度：6％　令和元年度：8％　令和2年度：9％　令和3年度：10％　令和4年度：10％　令和5年度：10％)利用
可能者に対するｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ利用者の割合

運動不足回答者率(【実績値】87％　【目標値】平成30年度：87％　令和元年度：84％　令和2年度：82％　令和3年度：80％　令和4年度：78％　令和5年度：76％)健診受診で､問診回答者人数に対する､運動不足
と回答した人数の割合

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

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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