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STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 73124
組合名称 川崎重工業健康保険組合
形態 単一
業種 機械器具製造業

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

28,400名
男性87.2%

（平均年齢41.0歳）*
女性12.8%

（平均年齢40.8歳）*

28,500名
男性87.2%

（平均年齢41.40歳）*
女性12.8%

（平均年齢41.26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 58,343名 58,473名 -名
適用事業所数 -ヵ所 45ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

-ヵ所 284ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

90‰ 90‰ -‰

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 1 0 1 - -
保健師等 8 0 8 0 - -

事業主 産業医 13 32 12 3 - -
保健師等 38 3 25 0 - -

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 16,340 ∕ 21,282 ＝ 76.8 ％
被保険者 12,556 ∕ 13,525 ＝ 92.8 ％
被扶養者 3,784 ∕ 7,757 ＝ 48.8 ％

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 1,536 ∕ 2,667 ＝ 57.6 ％
被保険者 1,494 ∕ 2,381 ＝ 62.7 ％
被扶養者 42 ∕ 286 ＝ 14.7 ％

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 30,901 1,088 37,121 1,302 - -
特定保健指導事業費 71,120 2,504 54,563 1,914 - -
保健指導宣伝費 80,927 2,850 72,550 2,546 - -
疾病予防費 304,557 10,724 322,447 11,314 - -
体育奨励費 0 0 0 0 - -
直営保養所費 151,838 5,346 145,577 5,108 - -
その他 182,459 6,425 180,625 6,338 - -
　
小計　…a 821,802 28,937 812,883 28,522 0 -
経常支出合計　…b 17,571,553 618,717 17,461,950 612,700 - -
a/b×100 （%） 4.68 4.66 -
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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)
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5-9
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男性(被保険者) 男性(被扶養者) 女性(被保険者) 女性(被扶養者)

(歳)
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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 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 259人 10〜14 0人 15〜19 176人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,522

人 25〜29 2,959
人 20〜24 1,381

人 25〜29 2,895
人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 3,625
人 35〜39 3,359

人 30〜34 3,576
人 35〜39 3,400

人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 2,978
人 45〜49 3,203

人 40〜44 3,072
人 45〜49 3,179

人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 2,855
人 55〜59 2,111

人 50〜54 3,081
人 55〜59 2,185

人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 1,131
人 65〜69 628人 60〜64 1,142

人 65〜69 582人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 139人 70〜74 170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 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 19人 10〜14 0人 15〜19 17人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 192人 25〜29 428人 20〜24 189人 25〜29 428人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 464人 35〜39 519人 30〜34 451人 35〜39 501人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 513人 45〜49 616人 40〜44 472人 45〜49 632人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 436人 55〜59 283人 50〜54 501人 55〜59 291人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 132人 65〜69 23人 60〜64 144人 65〜69 30人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 6人 70〜74 5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 2,585

人 5〜9 2,545
人 0〜4 2,529

人 5〜9 2,616
人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 2,278
人 15〜19 2,005

人 10〜14 2,291
人 15〜19 2,056

人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 978人 25〜29 85人 20〜24 1,069
人 25〜29 107人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 39人 35〜39 22人 30〜34 38人 35〜39 16人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 6人 45〜49 6人 40〜44 9人 45〜49 7人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 6人 55〜59 6人 50〜54 7人 55〜59 5人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 6人 65〜69 10人 60〜64 7人 65〜69 6人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 4人 70〜74 9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 2,439

人 5〜9 2,635
人 0〜4 2,452

人 5〜9 2,380
人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 2,140
人 15〜19 1,856

人 10〜14 2,215
人 15〜19 1,903

人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 937人 25〜29 542人 20〜24 967人 25〜29 469人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 1,257

人 35〜39 1,570
人 30〜34 1,189

人 35〜39 1,587
人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 1,639
人 45〜49 1,825

人 40〜44 1,622
人 45〜49 1,745

人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,475
人 55〜59 1,061

人 50〜54 1,642
人 55〜59 1,045

人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 655人 65〜69 305人 60〜64 666人 65〜69 296人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 153人 70〜74 150人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴
成人男性加入者は、55歳以降が少なく、25歳〜54歳が多い。成人女性加入者は、35歳〜49歳が多い。
被保険者のうち、母体事業所が約7割を占める。
母体の主要事業所（本社・工場）と、それを中心に所在する関連会社が主要拠点だが、全国各地に中小規模の営業所等が点在する。
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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
全体的にデータ分析の基盤が弱かったため、保健事業の利用者・　未利用者の分析等、事業の効果検証が不十分であった。
40歳未満の健診結果が未入手のため、同年齢層の特徴に応じた事業展開が困難である。
被扶養者について、特定健診をはじめ保健事業の利用が低迷している。
前期高齢者に対して、有効な対策が未検討である。

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　健康管理事業推進委員会
　保健指導宣伝 　事業所健康プロフィール作成
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　データ分析推進による情報発信
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健診（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被保険者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被扶養者）
　保健指導宣伝 　機関紙発行
　保健指導宣伝 　ホームページ
　保健指導宣伝 　医療費通知
　保健指導宣伝 　ｼﾞｪﾈﾘｯｸ差額通知
　保健指導宣伝 　ｶﾜｻｷ健康ﾁｬﾚﾝｼﾞ
　保健指導宣伝 　健康教室開催（健保主催）
　保健指導宣伝 　健康教室開催（事業所共催）
　保健指導宣伝 　若年者健診後保健指導支援
　保健指導宣伝 　禁煙活動推進
　保健指導宣伝 　柔整療養費通知
　保健指導宣伝 　家庭訪問健康相談
　疾病予防 　人間ﾄﾞｯｸ補助(一泊ﾄﾞｯｸ・半日ﾄﾞｯｸ・追加検診）
　疾病予防 　人間ﾄﾞｯｸ（主婦ﾄﾞｯｸ）
　疾病予防 　脳ﾄﾞｯｸ補助
　疾病予防 　胃部検診補助（一次検診）
　疾病予防 　胃部検診補助（二次検診）
　疾病予防 　大腸がん検診（二次検診）
　疾病予防 　子宮がん乳がん検診補助
　疾病予防 　住民検診補助
　疾病予防 　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費補助
　疾病予防 　歯科検診補助
　疾病予防 　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策
　疾病予防 　重症化予防事業
　その他 　泉郷荘運営
　その他 　健康推進ｾﾝﾀｰ運営
　その他 　契約保養所
　その他 　事業報告書が決算概要表の金額と一致しない理由
事業主の取組事業主の取組
　1 　雇入時健康診断
　2 　定期健康診断
　3 　胃がん検診
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　4 　大腸がん検診
　5 　健康診断事後措置に伴う個別指導
　6 　特定業務従事者健診
　7 　特殊健診
　8 　海外派遣者健康診断
　9 　長時間勤務者健診
　10 　メンタルヘルス教育
　11 　メンタルヘルス研修会
　12 　カワサキ健康チャレンジ
　13 　ヘルスアップセミナー
　14 　体力測定
　15 　歯科検診
　16 　社内診療所
　17 　インフルエンザ予防接種
　18 　機関紙発行
　19 　ストレスチェック
　20 　健康相談
※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

1 健康管理事業
推進委員会

【目的】
・健康管理施策の協議
・定例的開催（4〜5回/年）により、会社・健保が川重グル
ープ全体の従業員（家族含む）の健康維持向上に向けた情
報・意志交換、施策を検討
・従来からの健康事業実施協力体制の強化およびグループ
全体の健康意識の向上
【概要】
会社・労組・健保から委員を選定し、年４〜５回開催予定

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 -

主な議題として、本社安全衛生管理規
定の改定についてと第１期データヘル
ス計画の分析・評価説明を実施。第２
期計画に向けての提案と方向性につい
て情報共有と意見交換を行った。
今年度1回開催（Ｈ29年11月）。

本社人事本部の幹部並びに、主要工場
の代表に、健保組合において取り組む
べき健康課題について一定の理解を得
られた。

本来であれば小委員会等で、課題に対
する議案を練ってから上程すべきであ
るが、その体制が築けず、1回の開催に
終わった。

1

1
事業所健康プ
ロフィール作
成

【目的】
会社・健保双方が従業員の健康状況の特徴の認知による保
健事業の効率的、積極的展開
【概要】
・健保連システムおよび26年度より導入した委託業者の医
療費等分析システムを活用し、事業所ごとの従業員の健康
状況をまとめた健康プロフィールを作成する。
・健康管理事業推進委員会において上記の分析結果を報告
し、川崎重工グループにおける健康情報や課題を共有・解
決する。

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 -
健康プロフィールの様式について意見
交換を実施。
母体：1事業所

意見交換は、産業医等の医療スタッフ
のみでなく安全衛生担当部門スタッフ
にも同席を依頼。

・健保組合が保有する健診、問診デー
タは40歳以上のみのため、事業所全体
の健康度評価（プロフィール）が難し
い。

1

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
データ分析推
進による情報
発信

【目的】
加入者の保健事業の利用・参加率を高めるため、データ分
析による根拠に基づいた情報発信を行い、保健事業の意義
の理解を深める。
【概要】
機関紙・ホームページ等を通じて加入者に有益な情報を発
信。

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 4,058

【継続】
当健保の医療費の状況を広報誌で報告
。
特定健診結果とﾚｾﾌﾟﾄ突合により、高血
圧および糖尿病重症化ﾘｽｸ該当且つ未受
診者に受診勧奨。(健診受診６ヵ月後に
通知)
【新規】
外部機関に委託し、医療費分析等を実
施。
次年度の広報誌に結果の一部を掲載。

健保連のﾚｾﾌﾟﾄ管理分析ｼｽﾃﾑと、委託業
者から導入した分析ﾂｰﾙ、各々の特徴を
活かした分析が実施できる体制が整っ
ている。

会議用資料として散発的に分析結果を
用いたが、加入者向け活用としては「
実施状況」に挙げた実例にとどまって
いる。

1

個別の事業個別の事業

特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健診（被
保険者）

【目的】
健診受診率の向上
【概要】
事業主実施の定健結果を受領。委託業者が結果をﾃﾞｰﾀ管理
・階層化し、情報提供資料の自宅郵送。
【事業主の役割】
定健としての実施と結果の提供。

被保険者 全て 男女
40
〜
74

全員 43,745

【H29年度】※予算執行上の実績(年度
内得喪含む)
健診費用は定健として事業主負担。健
保はXML登録等ﾃﾞｰﾀ処理、特定健診結
果の情報提供を実施。
予算対象者数　　 14,421名　
データ処理件数　 13,160名
実施率　　　　　 　91.3％
　
【H28度】
予算対象者数　 　 14,348名　
データ処理件数 　 12,772名
実施率　　　　 　 　89.0％

事業主の理解と協力があり、結果収集
が滞りなく実施できている。

一部の事業所にて、結果未提出割合が
高い。 4

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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3 特定健診（被
扶養者）

【目的】
健診受診率の向上
【概要】
原則自己負担なしで受診可
①主催（自己負担なし）
ﾚﾃﾞｨｰｽｾﾐﾅｰ(午前は特定健診・骨密度・歯科検診、午後は健
康教育) 
②委託（自己負担なし）
巡回健診(H25から胸部X線・心電図・子宮がん乳がん検診
等付加) 
③集合契約(自己負担なし)　A・Bとも可
④費用補助（自己負担あり）
人間ドック（自己負担4割）、主婦ドック（節目年齢、自己
負担5,000円）
⑤パート先等受診結果収集
⑥その他
　　年度内在職中に定健受診、退職後任継加入　　(管理上 
被扶養者扱い)

被扶養者 全て 男女
40
〜
74

全員 46,446

【H29年度】※予算執行上の実績
(年度内得喪含む)
予算対象者数　　　　8,651名
データ処理件数　　　3,900名
処理件数内訳
①ﾚﾃﾞｨｰｽｾﾐﾅｰ　　 　　331名
②巡回健診　　 　　　1,420名
③集合契約　　　 　 　 744名
小計(健診予算執行分) 2,495名
④人間ﾄﾞｯｸ分　　　 1,232名
⑤ﾊﾟｰﾄ先等受診分　 　 105名
⑥その他(年度内任継加入)68名
合計(ﾃﾞｰﾀ処理件数)　 3,900名
実施率　　　　　　　　 45.1%
【28年度】※予算実執行上の実績
合計（データ処理件数）4,110名
実施率　　　　　　　　46.5%

・6月上旬の巡回健診締め切り時点での
未申し込み者を対象に、はがきによる
再案内を実施。
・1月にパート勤務者（H28時点で収入
がある被扶養者）の未受診者に、健診
結果記入用紙を同封し結果登録を促す
再案内を実施。
・H28以降、地図情報システムをもと
に、未受診者の住所データから最寄り
の巡回健診会場を10月中旬に個別に案
内。

対象者の受診行動（毎年受診、数年毎
に受診等）を考慮した受診勧奨に至っ
ていない。

2

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導
（被保険者）

【目的】
メタボリックシンドロームの予防・改善
【概要】
階層化された該当者全員を対象に実施。対象者の約10%を
健保保健師が担当し、それ以外は業者に委託。面談は就業
時間中に実施。
【事業主の役割】
就業時間中実施の許可、対象者の在籍状況確認、案内通知

被保険者 全て 男女
40
〜
74

全員 47,004

【H29年度】※予算執行上の実績
対象者数　　　 2,626名
　　（該当率：　20.0%)
初回面談実施数 2,039名
　　（実施率：　77.6％）
【H28年度】※予算執行上の実績
対象者数　　　 2,422名
　　 （該当率：　19.0%)
初回面談実施 　1,833名
　　 （実施率：　75.7％）

従来、重症域対象者は保健指導を実施
していなかったが、Ｈ29年度より受診
勧奨を含めた保健指導の実施をするこ
とで保健指導実施者を増やすことが出
来た。

・効果測定の実施
・第3期に向けて特保の進め方について
要検討

4

4 特定保健指導
（被扶養者）

【目的】
メタボリックシンドロームの予防・改善
【概要】
階層化された該当者全員を対象に、家庭訪問で実施。

被扶養者 全て 男女
40
〜
74

全員 2,752

【H29年度】※予算施行上の実績
対象者数　　　　257名
　　（該当率：　6.6％）
初回面談実施数　 100名
　　（実施率：　38.9％）
【H28年度】※予算施行上の実績
対象者数　　　　268名
　　（該当率：　6.5％）
初回面談実施数　 93名
　　（実施率：　34.7％）

初回面談を家庭訪問で実施することに
より、対象者の利便性を図った。

・対象者のリピート率が高くなってい
る。
・保健指導プログラムが家庭訪問のみ
である。

1

保
健
指
導
宣
伝

8 機関紙発行

【目的】
健康保険組合を知ってもらうこと
情報発信、健康意識の醸成
【概要】
機関紙（健保の運営、収支、健康診断、健康情報及び公示
）の発行（４回∕年）

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 12,356 ・機関紙発行　年４回
・被保険者に会社経由で配布

・タイムリーな情報提供により健保が
実施する保健事業の周知及び参加率の
向上に寄与

・読ませる工夫不足
・自宅へ持ち帰らない被保険者（家族
と共有無）が多い 2

8 ホームページ

【目的】
　健康保険組合を知ってもらうこと
　情報発信、健康意識の醸成
【概要】
　各種手続きの説明及び申請
　書類のダウンロード
　直営保養所他保健事業の案内

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 -
・H27年からスマホにも対応
・機関紙の最新号掲載ページをより見
やすい形に更新

・タイムリーな情報提供により健保が
実施する保健事業の周知及び参加率の
向上に寄与

・適時発信できるが、来訪者の反応は
不明 5

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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8 医療費通知

【目的】
医療費を知らせることにより、「医療費についての関心」
と「家族全体で健康管理に対する意識」を持ってもらう。
【概要】
年2回、レセプトのある者全員を対象に、被保険者（世帯ご
と）に通知。健康に関するリーフレットも同封。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 3,156

【Ｈ29年度】
1回目：　23,810世帯（6月）
2回目：　24,048世帯（12月）
【Ｈ28年度】
1回目：　23,639世帯（6月）
2回目：　23,898世帯（12月）

事業所を経由して配付しているが、事
業所担当者の理解・協力もあり問題な
く配付できている。また、個人の医療
費に関することで自宅に持ち帰ってい
るものとみられるため、医療費や健康
管理に関するリーフレットを同封し、
啓発に努めている。

特になし 5

8 ｼﾞｪﾈﾘｯｸ差額通
知

【目的】ジェネリック医薬品へ切り替えを促進することに
より、個人の薬代の軽減と健保組合財政の改善につなげる
。
【概要】生活習慣病等の服薬者で、切り替えにより一定の
自己負担額が軽減する者に、年2回通知する。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 586

【Ｈ29年度】
1回目：2,338人（10月）
2回目： 452人（3月）
【Ｈ28年度】
1回目：2,053人（10月）
2回目： 586人（3月）

自宅への郵送 未切替者への対応 5

8 ｶﾜｻｷ健康ﾁｬ
ﾚﾝｼﾞ

【目的】
生活習慣改促進、セルフケア能力の向上
【概要】
健保・事業主・労組の三者共催。
対象者：被保険者・被扶養者（配偶者と小学生）。
達成者には図書カード進呈のインセンティブ。
実施時期8月〜9月。全10コース。
【事業主の役割】
社長メッセージ等参加奨励の広報、冊子等の配布、記録表
回収、達成賞配付

被保険者
被扶養者 全て 男女

6
〜
74

全員 21,097

【Ｈ29年度】
　　　　　　参加者数　参加率
被保険者　　11,177名　40.2％
配偶者　 　 　3,110名　28.4％
大人小計 　 14,287名　36.9％
小学生　 　 1,958名　36.8％
合計　 　 　 16,245名　36.9％
【Ｈ28年度】
　　　　　　参加者数　参加率
被保険者　　 7,852名 　28.3％
配偶者　　 　2,473名 　21.9％
大人小計 　10,325名 　26.4％
小学生　　　 1,459名 　28.3％
合計　　 　11,784名　 26.6％

・事業主、労組が取り組む「あいさつ
運動」を本事業のコースに組み込み、
相乗効果を期待。
・H29年度から、事業所に推進責任者
を設置した。また、推進責任者と担当
者を集め、健チャレ推進会議を開催し
、事業所の健チャレ推進体制を強化し
た。
・H29年度から、健チャレガイドを冊
子からパンフレットタイプに変更し、
取組みやすさを重視した。

・地域や事業所により参加者数の格差
がある。
・参加希望者の自由参加のため、飛躍
的に参加者数が伸びることがない。

4

5 健康教室開催
（健保主催）

【目的】
健康管理についての正しい知識の習得
特定健診受診率の向上（レディースセミナー）
【概要】
①レディースセミナー（無料）
健康チェック（40歳以上被扶養者は特定健診として実施）
、骨密度測定、大腸がん検診、食生活講話、運動体験、ヘ
ルシー弁当提供（一部地区のみ）
②健康アップセミナー（無料、8月六甲山荘）
保健師講話、運動体験、ヘルシー弁当提供、託児開設
③生活習慣病改善セミナー（無料）
希望者、血糖測定、保健師講話、管理栄養士講話
【事業主の役割】
東京地区および六甲山荘研修施設の会場提供

被保険者
被扶養者 全て 男女

6
〜
74 全員 11,084

【Ｈ29年度年度】
・レディースセミナー　
　　14回（559名）
・健康アップセミナー　
　 　4回 (161名）
・生活習慣病改善セミナー
　 2回 (68名)
【Ｈ28年度】
・レディースセミナー　
　　13回（533名）
・健康アップセミナー
　　　4回（214名）
・高血糖改善セミナー
　　　2回（33名）
・高血圧改善セミナー
　　　1回（20名）

（レディースセミナー）
・各種広報を活用し、主に主婦層への
ＰＲを強化した。
・申込数の少ない地域で40歳未満の若
年者を対象に再案内を実施した。
（健康アップセミナー）
・プログラムの再構築と、家族で参加
しやすい開催日程とした。
（生活習慣病改善セミナー）
・血糖自己測定や動脈硬化測定など、
客観的に評価できるプログラムを提供
した。

（レディースセミナー）
・新規参加者の開拓（参加者の半数が
リピーター）
（健康アップセミナー）
・特になし
（生活習慣病改善セミナー）
・開催地区が限定

4

5
健康教室開催
（事業所共催
）

【目的】
正しい知識の習得および生活習慣病予防
【概要】
・全事業所調査により希望事業所に実施：食生活セミナー
、ヘルスアップセミナー等
・啓発用冊子の配布
【事業主の役割】
対象者選定、参加者募集、会場確保、費用一部負担

被保険者 全て 男女
18
〜
65

全員 2,808

【Ｈ29年度】
・開催数　69回/年
・参加事業所数　32事業所（事業所参
加率　62％）
【H28年度】
・開催数　64回/年
・参加事業所数　27事業所（事業所参
加率52%）

H28年度から実施している食堂を活用
したイベントの活用が積極的であった
（１６回）

・事業所ごとの健康課題の把握および
事業所との共有ができていない。 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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4 若年者健診後
保健指導支援

【目的】
若年被保険者のメタボリックシンドロームの予防、改善
若年者対策の強化
【概要】
全事業所調査により希望事業所に実施。
40歳未満被保険者で「BMI25以上且つメタボ判定基準該当
1項目以上」を対象（その他、事業所希望に応じた対象を設
定）。
健保保健師及び委託業者による個別面談1回・健保保健師に
よる3ヵ月後フォローを実施。
【事業主の役割】
対象者選定、案内通知、会場確保

被保険者 全て 男女
18
〜
39

基準該
当者 1,480

【H29年度】
委託業者は4業者
・参加事業所　23事業所
・個別面談実施数(初回面談)
　197名※外部委託・健保実施計
【H28年度】
委託業者は4業者
・参加事業所　24事業所
・個別面談実施数(初回面談)
　179名※外部委託、健保実施計

H28年度面談実施者中137名（72％）の
体重変化を把握。そのうち約60％に改
善がみられた。

若年層の健診結果未把握のため、対象
者の全体像（課題）が掴めない。 3

5 禁煙活動推進

【目的】
喫煙の危険性警告、喫煙者の禁煙意識啓発
【概要】
禁煙外来・市販の禁煙補助剤を利用し、禁煙を達成した被
保険者への費用補助、禁煙ポスター事業所配布、タールサ
ンプル等教材貸出し、広報活動
【事業主の役割】
社内禁煙(分煙）の実施、禁煙達成費用補助の利用呼びかけ
、ポスター掲示、教材の展示

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74 全員 261

【H29年度】
・禁煙チャレンジ申請者32名。
　うち禁煙達成費用補助17名利用
・ポスター配布枚数　1,060枚
・教材貸出事業所数9事業所（延べ18回
）
【H28年度】
・ポスター配布枚数　1,120枚
・教材貸出事業所数　8事業所（延べ17
回）

禁煙希望者へのサポート（費用補助）
に重点を置き実施した。 喫煙者の実態把握ができていない。 4

8 柔整療養費通
知

【目的】
受療者に「柔整療養費についての関心」を持ってもらうと
同時に「接骨院や整骨院からの施術内容の確認」をしても
らう。
【概要】
年2回、一定の請求件数の者を対象に、個別に個人宅へ郵送
。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 2,220

【Ｈ29年度】
1回目：1,297人（8月）
2回目：1,582人（3月）
【H28年度　新規事業】
1回目：1,939人
2回目：1,537人

効果検証は未実施 効果検証実施後に課題等を検討予定 5

6 家庭訪問健康
相談

【目的】
糖尿病重症化予防のため、コントロール不良者に適切な医
療・服薬管理ならびに生活習慣改善を目指す。
【概要】
H27年度に糖尿病で服薬があり、H27・28年度の健診結果
でHbA1c7.0％以上の被保険者に家庭訪問・電話フォローを
実施。

被保険者 全て 男女

40
〜（

上
限
な
し）

基準該
当者 1,107

【H29年度】
・対象者数　123名
・家庭訪問実施数　31名
（実施率　25.2％）
・電話フォロー実施数　59名（延べ数
）
※H29年度は、新規対象者に加え、前年
度訪問を実施しなかった者も対象とし
、案内を実施した。

対象者全員にアンケートを実施（返送
率33％）。回答者の内、訪問指導を受
けた者からは「有益な内容であった」
との回答が大多数であった。

・実施率が低い。（25.2％）
・主治医がいることを理由とした辞退
者が多く、主治医連携なし（現状は厳
しい）の本事業の継続が難しい。

1

疾
病
予
防

3
人間ﾄﾞｯｸ補助(
一泊ﾄﾞｯｸ・半
日ﾄﾞｯｸ・追加
検診）

【目的】
疾病の早期発見
【概要】
直接契約医療機関(55ヵ所)と健保連指定機関のみ。補助率6
0%、上限25,000円
人間ドック追加検診費用も含む（但し、金額のみ）

被保険者
被扶養者 全て 男女

20
〜
74

全員 45,262

【H29年度】
被保険者・被扶養者共
一泊136名、半日1,320名
（計1,456名）
（H29年度4〜3月 成人加入者実数平均4
0,769名の3.6％）
【H28年度】
被保険者・被扶養者共
一泊155名、半日1,267名
（計1,422名）
（H28年度4〜3月 成人加入者実数平均4
0,837名の3.5％）

ﾄﾞｯｸ受診の適齢層(55歳以降)が減少傾向
(H27:8,170人、H28:7,484人、
H29:7.035人)だが、受診者数は横ﾊﾞｲを
維持している。健康への意識が定着し
つつあるのではないかと思われる。

受診者ﾃﾞｰﾀの分析基盤が未整備。しか
し、本来別用途で導入したﾂｰﾙを、受診
実績を経年管理できるよう工夫し、分
析基盤として活用目途を立てた。

5

予予
算算
科科
目目
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3 人間ﾄﾞｯｸ（主
婦ﾄﾞｯｸ）

【目的】
女性被扶養者に対し、安価な自己負担により充実した健診
内容を提供、受診誘導し疾病を早期発見
【概要】
対象機関は同上（健保連契約については半日ドック費用上
限設定）。対象者は35歳から60歳までの5歳刻みの節目年
齢。自己負担5,000円のみ。

被扶養者 全て 女性
35
〜
60

基準該
当者 47,879

【H29年度】
対象者：年度内該当年齢到達者
（4月〜3月実数平均）
　　　　対象者　　受診者数
35歳　　 317名　　180名
40歳　 　336名　　218名
45歳　 　412名　　218名
50歳　 　284名　　170名
55歳　 　232名　　122名
60歳　 　227名　　 99名
　計　　1,808名　1,007名
　受診率　　55.7％
【H28年度】
対象者：年度内該当年齢到達者
（4月〜3月実数平均）
　　　　対象者　　受診者数
35歳　　 299名　　174名
40歳　 　347名　　206名
45歳　 　388名　　234名
50歳　 　205名　　108名
55歳　 　204名　　124名
60歳　 　271名　　133名
　計　　1,714名　　979名
　受診率　　57.1％

60歳を除き、いずれも受診率が50〜60
％に達している。35歳からの節目年齢
・自己負担5,000円という設定が絶妙と
言える。

受診者ﾃﾞｰﾀの分析基盤が未整備。
手厚い補助内容だが、それでも対象者
の半数弱が未利用。

5

3 脳ﾄﾞｯｸ補助

【目的】
脳血管障害の早期発見・予防
【概要】
脳ドック（頭部MRI・MRAと学会推進項目）実施機関であ
れば可。人間ドック時のMRI・MRAのオプション受診も「
追加検診補助」と別枠扱いで当該補助対象（CTは非該当→
追加検診扱い）。なお、MRI・MRAのみ受診は不可。
補助率60％、上限25,000円

被保険者
被扶養者 全て 男女

20
〜
74

全員 8,540

【H29年度】　受診者数
　　被保険者　　332名
　　被扶養者　　189名
　　　　計　　　521名
【H28年度】　受診者数
　　被保険者　　329名
　　被扶養者　　167名
　　　　計　　　 496名

― 高ﾘｽｸ年齢層の把握・重点的広報、いず
れとも未完の状態である。 5

3 胃部検診補助
（一次検診）

【目的】
胃がんの早期発見・予防
【概要】
事業所実施の一次検診に対し、2,700円上限に、事業所へ補
助金交付。（検診機関の制限なし）

被保険者 全て 男女
35
〜
74

全員 28,119

【H29年度】
受診者数（被保険者）10,425名
対象者数14,603名
受診率71.4％
【H28年度】
受診者数（被保険者）10,196名
対象者数14,508名
受診率70.3％
(関係会社の基準が不明だが母体基準に
合わせた場合、対象者数は、一般被保
険者満35歳+40歳以上)

―
事業所の企画・実施によるため、受診
促進等広報が事業所次第となる。
受診者ﾃﾞｰﾀが把握できていない。

4

3 胃部検診補助
（二次検診）

【目的】
胃がんの重症化予防
【概要】
事業所実施の一次検診による要精検者の二次検診に対し、
事業所へ補助金交付。（検診機関は原則健保契約先。契約
先以外の場合は13,500円上限の補助）

被保険者 全て 男女
35
〜
74

基準該
当者 4,243

H29年度】
受診者数（被保険者）290名
要精検率は2.8％
【H28年度】
受診者数（被保険者）298名
要精検率は2.9％

―

事業所の企画・実施によるため、受診
促進等広報が事業所次第となる。
要精検の該当者ﾃﾞｰﾀが把握できていな
い。

5

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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3 大腸がん検診
（二次検診）

【目的】
大腸がんの重症化予防
【概要】
事業所実施の一次検診による要精検者の二次検診に対し、
事業所へ補助金交付。（検診機関は原則健保契約先。契約
先以外の場合は25,000円上限の補助）

被保険者 全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 4,895

【H29年度】
受診者数（被保険者）213名
1次検診受診者数を把握していないため
、要精検率は不明。
【H28年度】
受診者数（被保険者）198名
1次検診受診者数を把握していないため
、要精検率は不明。

ー
事業所の企画・実施によるため、受診
促進等広報が事業所次第となる。
受診者ﾃﾞｰﾀの分析基盤が未整備。

4

3 子宮がん乳が
ん検診補助

【目的】
子宮がん乳がんの早期発見・予防
【概要】
巡回健診や婦人科で子宮がん乳がん検診受診の場合と、人
間ドックの当該部位のオプション受診に対して、費用全額
補助。（検診機関の制限なし）※特定健診の巡回健診時の
受診も対象

被保険者
被扶養者 全て 女性

20
〜
74

全員 46,107

【H29年度】
巡回健診（被扶養者のみ）
　子宮がん： 1,029名
　乳　 がん：1,263名
巡回以外（被保険者、被扶養者）
　子宮がん：1,607名
　乳　 がん：1,743名
※子宮・乳両方受診者は双方に重複計上
している。
【H28年度】
巡回健診（被扶養者のみ）
　 子宮がん： 927名
　乳　 がん：1,215名
巡回以外（被保険者、被扶養者）
　子宮がん：1,521名
　乳　 がん：1,682名
※子宮・乳両方受診者は双方に重複計上
している。

一昨年の有名人の闘病報道の影響か、
受診者数は全体的に増加傾向にある。

受診者ﾃﾞｰﾀの分析基盤が未整備。しか
し、本来別用途で導入したﾂｰﾙを、受診
実績を経年管理できるよう工夫し、分
析基盤として活用目途を立てた。

3

3 住民検診補助
【目的】
自治体検診の積極的利用
【概要】
加入者居住地の自治体実施の住民検診費用を全額補助。

被保険者
被扶養者 全て 男女

20
〜
74

全員 521

【H29年度】　受診者数
　　被保険者　 　74件
　　被扶養者　　167件
　　　　計　　　241件
【H28年度】　受診者数
　　被保険者　 　64名
　　被扶養者 　　178名
　　　　計　　 　 242名

―

受診者ﾃﾞｰﾀの分析基盤が未整備。しか
し子宮がん・乳がん検診分については
、本来別用途で導入したﾂｰﾙを、受診実
績を経年管理できるよう工夫し、分析
基盤として活用目途を立てた。

4

8 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防
接種費補助

【目的】
被扶養者のインフルエンザ罹患予防
【概要】
被扶養者・任継被保険者の予防接種に対し4,000円を上限に
補助。接種機関の制限なし。

被扶養者 全て 男女
0

〜
74

全員 38,023

【H29年度】　受診者
　　申請者数　　 　4,803件
　　接種者数　　　10,214名（0〜14
歳 5,267名、15歳以上 4,947名）
（H29年度被扶養者数＋任継本人31,08
0名の32.8％）　　
【H28年度】　受診数
　　申請者数　 　　4,769件
　　接種者数　　　10,108名（0〜14
歳 5,364名、15歳以上 4,744名）
（H28年度被扶養者数+任継本人30,983
名の32.6％）

ﾜｸﾁﾝ供給不足が懸念されたが、昨年度
並みの件数あり。Ｈ28年度の補助金額
増額による経済的負担軽減が接種を促
進していると思われる。

事業の効果検証までには至っていない
。 5

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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3 歯科検診補助
【目的】
被保険者の歯科疾患の早期発見・予防
【概要】
事業所が健保委託業者で実施した検診費を全額補助。

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 52,064

【H29年度】
43事業所のうち38事業所実施
受診者数 11,568名
(H29年度 4〜3月被保険者数27,855名の
41.5%)
【H28年度】
43事業所のうち38事業所実施
受診者数 11,051名
(H28年度 4〜3月被保険者数27,683名の
39.9%)

明石工場において、診療所新築により
、定健と歯科検診が同一ﾌﾛｱでの導線で
実施可能となり、約300人受診増。

事業の効果検証までには至っていない
。 5

6 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策

【目的】
初期メンタルヘルス不調者への早期対応
【概要】
外部専門機関に委託し「心の健康相談所」を開設しカウン
セリングを実施。
面談費用補助：5回まで全額補助。6回目以降は全額自己負
担。電話相談費用は全額補助。
ホームページにて委託機関による情報を発信
【事業主の役割】
事業の紹介（各種教育および社内広報物等）

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 2,696

【Ｈ29年度】
面談相談　　39件
電話相談　 212件
【H28年度】
面談件数　 27件
電話相談 　161件

プライバシー保護により、利用しやす
い条件となっている。

事業所が課題と感じている内容の把握
及び共有ができていない。 3

4 重症化予防事
業

【目的】
・糖尿病の重症化予防
・高血圧の重症化予防
【概要】
ＨｂＡ１ｃ7.0％以上または血圧180/110mmHg以上で、か
つ未受診者を対象に文書による受診勧奨を実施。同時にア
ンケート調査にて、未受診者の実態把握を行う。

被保険者 全て 男女
40
〜
74

全員 12

【Ｈ29年度】
〈糖尿病〉
・実施者数：27名
・アンケート返送者数：5名
　　　　　　　（返送率18.5％）
〈高血圧〉
・実施者数：34名
・アンケート返送者数：16名
　　　　　　　（返送率47％）
★健診受診4月から9月分までを計上。
★受診率は、レセプトによる確認のた
め次年度まとめとなる。
【H28年度】
〈糖尿病〉
　・実施者数：30名
　　　　　　（送付率100％）
　・受診者数：8名
　　　　　　（受診率26.7%）
　・アンケート返送者数：20名
　　　　　 （返送率66.7％）
〈高血圧〉
　・実施者数：28名
　　　　　　（送付率100％）
　・受診者数：8名
　　　　　　（受診率28.6%）
　・アンケート返送者数：21名
　　　　　　（返送率75％）

・経年対象者には送付物を変更して啓
発
・保健師による個別文書指導を実施 ・経年対象者への対策 3

そ
の
他

8 泉郷荘運営

【目的】
リフレッシュ、家族や職場仲間との懇親を深める、セミナ
ー会場
【概要】
被保険者とその家族の保養や健保主催の健康セミナー等に
使用

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 128,146
直営保養所：1ヶ所
利用者数：11,181名
（H28年度実績：事業費：118,156千円
、利用者数：10,799名）

・日本の名湯、有馬温泉街の一等地に
立地
・低価格かつこだわりの料理
・心づくしのおもてなし
・ＷＥＢによる簡単予約

・固定客、リピーター以外の新規利用
者の拡大
・平日の稼働率アップ
・施設の特徴を活かした運用、集客

4

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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8 健康推進ｾﾝﾀｰ
運営

【目的】
リフレッシュ、家族や職場仲間との懇親を深める、セミナ
ー会場
【概要】
被保険者とその家族の保養や健保主催の健康セミナー等に
使用

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 138,178
保養所：1ヶ所
利用者数：7,541名
（H28年度実績：事業費：127,597千円
、利用者数：7,921名）

・平成25年4月開設の新しい施設、最新
設備とデザイン。
・低価格かつこだわりの料理
・心づくしのおもてなし
・ＷＥＢによる簡単予約

・固定客、リピーター以外の新規利用
者の拡大
・平日の稼働率アップ
・施設の特徴を活かした運用、集客

3

8 契約保養所
【目的】
リフレッシュ、家族や職場仲間との懇親を深める
【概要】
被保険者とその家族の保養

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 8,942

リゾートトラスト法人会員契約で「エ
クシブ」「サンメンバーズ」等のリゾ
ートホテル
利用者数：2,092名
（H28年度：事業費：7,603千円、利用
者数：2,072名）

・全国に多数施設を展開（拡大中）
・非日常なリゾートを低価格で提供
・契約口数を増やしたことにより、予
約が取りやすくなった
・ＷＥＢによる申込（Ｈ26年11月から
導入）

・認知度の向上
・固定客、リピーター以外の新規利用
者の拡大

3

-
事業報告書が
決算概要表の
金額と一致し
ない理由

- - - -
-

〜
-

- -
決算概要表の疾病予防費の中には、保
健師の活動費用（労務費等を含む）、
広報宣伝・資料印刷費が含まれている
ため、事業報告書の金額と一致しない
。

- - -

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

雇入時健康診断 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
74
定期入社：３月末〜４月初
中途入社：都度 - - 無

定期健康診断 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
74
年間を通して各事業所で実施 - - 無

胃がん検診 健康増進法に基づき実施 被保険者 男女
40
〜
74
定期健診に合わせて各事業所で実施（35歳も節
目年齢として対象に含む） -

健診案内（胃透視）は、対象年齢全員に行うが
、労働安全衛生法の法定健診ではないことから
、全員が受診するわけではない。

有

大腸がん検診 健康増進法に基づき実施 被保険者 男女
40
〜
74 定期健康診断に合わせて各事業所で実施

- 健診案内（便潜血）は、対象年齢全員に行うが
、労働安全衛生法の法定健診ではないことから
、全員が受診するわけではない。

有

健康診断事後措置
に伴う個別指導 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女

18
〜
74
健康診断において所見のあった者に保健指導を
実施。必要に応じて二次検診と就業制限措置 - 保健指導を希望しない者への対応。

受診勧奨後の受診状況の把握が困難。 無

特定業務従事者健
診 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女

18
〜
74
年間を通して各事業所で実施 - - 無

特殊健診 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
74
年間を通して各事業所で実施 - - 無

海外派遣者健康診
断 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女

18
〜
74
海外赴任前、赴任中は年に1度、帰任時にそれぞ
れ都度実施 - - 無

長時間勤務者健診 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
74
毎月実施 - - 無

メンタルヘルス教
育

一般従業員向けのセルフケア教育、
管理職向けのラインケア教育を実施 被保険者 男女

18
〜
74
セルフケア　数回/年（階層別教育ごと）
ラインケア　１回/５年以上
その他、必要に応じて各事業所ごとで実施

- - 有

メンタルヘルス研
修会 精神科専門医による産業保健スタッフ向けの教育 被保険者 男女

18
〜
74
隔月でテーマを設けて実施 - - 無

カワサキ健康チャ
レンジ

全従業員の健康づくりのために、ポピュレーションアプローチとし
て、会社、労組、健保の三者共催事業として実施

被保険者
被扶養者 男女

6
〜
74
２０１２年度から年に1度、８月〜９月の2ヵ月
間に実施 年々参加者数が増加している。

事業所間で参加率にバラツキがある。
マンネリ化防止（チャレンジメニューの定期更
新等）。
冊子の配布や記録表の回収等で担当者の負担が
大きい。

有

ヘルスアップセミ
ナー 若年者向け食生活・運動等の生活習慣指導 被保険者 男女

18
〜
40
各事業所ごとでテーマ、対象者を設定し、それ
ぞれ１回/年実施

特定健診・特定保健指導の対象年齢になる前に
生活習慣改善に向けての教育ができる。 - 有

体力測定 加齢に伴う体力年齢の低下について自覚を促し、業務中の災害を防
ぐ 被保険者 男女

35
〜
45
３５歳、４５歳の従業員に対し、１回/年実施 - - 無

歯科検診 口腔ケアの推進 被保険者 男女
18
〜
74
１回/年 就業時間中に受診可 検診日程が限られるため、業務都合で受診でき

ないことがある 有

社内診療所 社内診療所の開設 被保険者 男女
18
〜
74
- 就業時間内に受診可 - 無

インフルエンザ予
防接種 希望者に実施 被保険者 男女

18
〜
74
１０月〜１２月に実施 就業時間内に受診可 - 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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機関紙発行 心身両面にわたる健康情報の提供 被保険者 男女
18
〜
74
全社：６回/年
各事業所：必要に応じて発行

全従業員に向けてのポピュレーションアプロー
チになる 配布したものの、目を通さない者もいる 無

ストレスチェック 労働安全衛生法に基づき実施 被保険者 男女
18
〜
74
年間を通じて各事業所で実施 - 集団分析に基づく職場環境改善が課題 有

健康相談 日常の健康管理 被保険者 男女
18
〜
74
従業員からの相談に都度対応 - - 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 医療費の分析 医療費・患者数分析 -

イ 特定健診結果の分析(検査結果・問診リスク状況) 健康リスク分析 -

ウ 特定健診の実施状況 特定健診分析 -

エ 特定保健指導実施状況および成果 特定保健指導分析 -

オ 40歳代の特定保健指導該当状況 特定保健指導分析 -

カ 未受診者状況 健康リスク分析 -
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STEP1-3. 医療費の分析

対象範囲：全年齢、分析年度：2015年度

ア．年間医療費の状況（被保被扶合計）

医科外来

52.4%

医科入院

0.3%

ＤＰＣ

0.4%

歯科

14.6%

調剤

32.4%

医科外来

52.5%

医科入院

1.6%

ＤＰＣ

1.9%

歯科

16.3%

調剤

27.7%

医科外来

43.4%

医科入院

6.7%

ＤＰＣ

15.6%

歯科

13.1%

調剤

21.1%

件数

628,192件

診療実日（回)数

930,779日

レセプト金額

7,856百万円

診療区分 件数 診療実日(回)数 レセプト金額
医科外来 329,465 488,336 3,407,309,520
医科入院 1,651 14,682 527,898,620

ＤＰＣ 2,339 17,619 1,227,835,410

歯科 91,435 151,927 1,032,656,470

調剤 203,302 258,215 1,660,085,630

17



STEP1-3. 医療費の分析

対象範囲：全年齢、分析年度：2015年度

川重健保 142,913 11.43 1.5 8,440

健保連 142,959 11.06 1.5 8,864

31,940 0.07 8.1 54,355

健保連 34,058 0.08 8.7 50,652

61,986 5.99 1.5 6,977

健保連 60,865 5.87 1.4 7,247

18,786 1.66 1.7 6,797

健保連 17,053 1.49 1.7 6,601

30,200 3.70 1.3 6,429

健保連 30,982 3.62 1.2 6,925

合計

1人当たり医療費(円) 1人当たり件数 1件当たり日数(日) 1日当たり医療費(円)

調剤

合計

医科入院

医科外来

歯科

川重健保

川重健保

川重健保

川重健保

イ．医療費3要素分解分析 健保連平均との比較
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STEP1-3. 医療費の分析

【健保連平均（単一）との比較：一人当たり医療費 医科入院（円）】 【健保連平均（単一）との比較：一人当たり医療費 医科外来（円）】

【健保連平均（単一）との比較：一人当たり医療費 歯科（円）】 【健保連平均（単一）との比較：一人当たり医療費 調剤（円）】

対象範囲：全年齢、分析年度：2015年度

0 50,000 100,000 150,000 200,000

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

全体

被扶養者

川重健保 健保連平均

200,000 150,000 100,000 50,000 0

被保険者

川重健保 健保連平均

(年齢階層)

(円) (円)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

全体

被扶養者

川重健保
健保連平均

40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

被保険者

川重健保
健保連平均

(年齢階層)

(円) (円)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

全体

被扶養者

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0

被保険者
(年齢階層)

(円) (円)
川重健保 健保連平均 川重健保 健保連平均

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000120,000140,000160,000

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

全体

被扶養者

川重健保
健保連平均

160,000140,000120,000100,00080,000 60,000 40,000 20,000 0

被保険者

川重健保
健保連平均

(年齢階層)

(円) (円)

ウ．一人当たり医療費 健保連平均との比較

アイウ
・加入者一人当たり医療費は健保連平均と同等であるが、「医科外来」「歯科」においてはやや高い。
・年齢階層別では「20歳未満」の「医科外来」および「調剤」の医療費が健保連比較において高い。
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STEP1-3 医療費の分析

対象範囲：全年齢、分析年度：2015年度、疑い病名：含まない、歯科レセプト：含まない

エ．疾病分類別医療費構成割合

エ
・19分類では「呼吸器」「循環器」「新生物」の順に高く、
3分類計で34.7％を占めている。
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STEP1-3. 医療費の分析

対象範囲：全年齢、分析年度：2015年度、疑い病名：含まない、歯科レセプト：含まない

14.7%

11.5%

10.0%

8.9%

8.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

循環器

消化器

呼吸器

新生物

内分泌

12.2%

10.1%

10.0%

9.1%

8.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

新生物

整形

呼吸器

腎尿路

循環器

【ｶﾃｺﾞﾘｰ別医療費割合 被保険者男性】 【ｶﾃｺﾞﾘｰ別医療費割合 被保険者女性】

13.6%

9.2%

8.8%

8.6%

8.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

新生物

呼吸器

循環器

整形

内分泌

36.1%

9.6%

7.3%

6.3%

5.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

呼吸器

皮膚

損傷

内分泌

感染症

【ｶﾃｺﾞﾘｰ別医療費割合 被扶養者子ども】 【ｶﾃｺﾞﾘｰ別医療費割合 被扶養者女性】

オ．カテゴリー別医療費内訳

オ
・被保険者男性では「循環器」が多い。
・女性では、被保険者、被扶養者ともに「新生物」が多い。
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STEP1-3.特定健診結果の分析(検査結果・問診リスク状況)

【同業他社との比較（被保険者・40歳以上）】 【健保連平均との比較：肥満】 【健保連平均との比較：血圧】

【健保連平均との比較：脂質】 【健保連平均との比較：血糖】 【健保連平均との比較：肝機能】

分析年度：2015年度、評価対象者数：健診結果の必要項目に欠損のない人 業態名：機械器具製造業

川重健保 業態平均

川重健保 川重健保

川重健保

川重健保 川重健保 川重健保 川重健保

川重健保 川重健保 川重健保 川重健保

カ．健診検査値の状況 健保連との比較

カ
・業態平均、健保連平均いずれと比べても「血圧」の有所見者が多い。
・特に、被保険者においては全ての年齢層において血圧有所見者が健保連平均より多い。
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【健保連平均との比較：30分以上の運動（いいえ）】 【健保連平均との比較：歩行または同等の運動（いいえ）】

【健保連平均との比較：歩く速度の速さ（遅い）】 【健保連平均との比較：食べる速度（速い）】 【健保連平均との比較：就寝前の食事（はい）】

【同業他社との比較（被保険者・40歳以上）】

分析年度：2015年度、評価対象者数：健診受診者数、回答者数：各問診項目の回答者数 業態名：機械器具製造業

川重健保 業態平均

川重健保 川重健保 川重健保 川重健保

川重健保 川重健保
川重健保 川重健保川重健保 川重健保

キ．問診のリスク状況 健保連との比較①

STEP1-3.特定健診結果の分析(検査結果・問診リスク状況)
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【健保連平均との比較：朝食を抜く（はい）】

【健保連平均との比較：お酒を飲む頻度（毎日）】

【健保連平均との比較：現在煙草をすっている（はい）】

【健保連平均との比較：睡眠で休養が取れている（いいえ）】

【健保連平均との比較：夕食後の間食（はい）】

【健保連平均との比較：1日の飲酒量（2合以上）】

対象範囲：40歳以上、分析年度：2015年度、評価対象者数：健診受診者数、回答者数：各問診項目の回答者数

川重健保 川重健保 川重健保 川重健保

川重健保 川重健保 川重健保 川重健保 川重健保 川重健保

キ．問診のリスク状況 健保連との比較②

川重健保
川重健保

STEP1-3.特定健診結果の分析(検査結果・問診リスク状況)

キ 健保連平均と比較して、「歩行速度」「お酒の頻度」「睡眠」についてリスク保有者割合が大きくなっている。
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STEP1-3　特定健診の実施状況

ク．特定健診の実施状況

特定健診受診率の推移（2013－2016）【全体】 特定健診受診率の推移（2013－2016）【被保険者】

特定健診受診率の推移（2013－2016）【被扶養者】

ク

・全体的には健康保険組合平均値を上回っているが、国の目標値には及

んでいない。

・被保険者は事業所の協力もあり高い受診率を維持しているが、第2期で

は若干ではあるが下降傾向にある。

 ・被扶養者は受診率が低迷しているものの、未受診者への受診勧奨を実

施し、特に2016年度はGISを用いた受診勧奨を実施したことで上向きに

なった。

 ・特定健診受診率の目標達成については、被扶養者の受診率向上対策

を第一優先と考える。

2013 2014 2015 2016

当健保組合受診率 75.4% 76.7% 76.3% 76.8%

健保組合平均値 71.8% 72.5% 72.8% 75.5%

全体計画値 74.2% 78.0% 83.0% 88.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

受
診
率

2013 2014 2015 2016

当健保組合受診率 97.6% 96.3% 95.6% 92.8%

健保組合平均値 84.6% 86.1% 85.5% 88.0%

全体計画値 96.8% 97.0% 97.0% 97.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

受
診
率

2013 2014 2015 2016

当健保組合受診率 42.0% 44.5% 44.1% 48.8%

健保組合平均値 39.0% 40.2% 42.1% 43.2%

全体計画値 40.5% 49.7% 62.2% 73.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

受
診
率

特定健診
国の目標値

90％
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STEP1-3　特定保健指導実施状況および成果

ケ．特定保健指導実施率の推移（2013－2016）

【全体】 【被保険者】

【被扶養者】 参考：被保険者のリピーター状況（2015）

ケ

・全体および被保険者・被扶養者すべてにおいて、健保組合平均を大幅に上回っているが、全体値として国の目標値の60％を下回る年度もある。

・被保険者について実施率の伸び悩みの要因に、リピーターが多数存在することによるマンネリ化が考えられる。

・被扶養者の実施率が2016年度に大幅に減少。

・特定保健指導については、被保険者の実施率の維持向上を優先とし、被扶養者の特定保健指導の利用拡大も図ることが必要と考える。

2013 2014 2015 2016

当健保組合実施率 57.3% 60.5% 62.3% 57.6%

健保組合平均値 18.0% 17.7% 15.2% 16.5%

全体計画値 63.1% 63.8% 64.4% 65.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

実
施
率

2013 2014 2015 2016

当健保組合実施率 60.2% 63.6% 65.4% 62.7%

健保組合平均値 16.5% 15.7% 15.7% 17.0%

全体計画値 65.7% 66.7% 67.7% 68.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

受
診
率

2013 2014 2015 2016

当健保組合実施率 32.8% 34.6% 33.3% 14.7%

健保組合平均値 7.0% 7.6% 7.6% 8.5%

全体計画値 41.6% 43.7% 46.6% 49.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

受
診
率

18.8%

16.6%

13.6%

11.6%

11.5%

10.2%

8.4%

9.3%

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

8回

8割がリピーター

特定保健指導

国の目標値
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STEP1-3　特定保健指導実施状況および成果

コ．特定保健指導の該当率の推移（2008－2016） サ．メタボ該当者・予備群該当率の推移（2008ー2016）

2008 2013 2014 2015 2016 2008 2013 2014 2015 2016

8.0% 7.6% 7.8% 8.0% 7.7% 13.7% 11.9% 11.5% 12.0% 11.2%

13.3% 8.7% 8.2% 8.6% 8.5% 14.2% 12.2% 12.2% 11.8% 11.7%

21.3% 16.4% 16.0% 16.6% 16.2% 27.9% 24.1% 23.7% 23.8% 22.9%

21.6% 18.7% 18.5% 18.3% ― 26.3% 25.2% 25.1% 24.9% ―

0.0% -23.0% -24.9% -22.1% -23.9% 0.0% -13.6% -15.1% -15.1% -17.9%

コ

サ

・これまでの特定保健指導の実施により、制度開始以降、特定保健指導該当率およびメタボリックシンドローム該当者および予備群の該当率が確実に減少している

が、ここ数年は下げ止まりの傾向が見られる。

動機付け支援 メタボ該当者

積極的支援 メタボ予備軍

当健保組合該当率（全体） 当健保組合該当率（全体）

健保組合平均値 健保組合平均値
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STEP1-3　40歳代の特定保健指導該当状況

 シ．特定保健指導対象者の年齢構成の推移 ス．新規対象者の年齢構成の推移（被保険者：2008-2015）

（被保険者：2008-2015）

セ．被保険者全体および満40歳における 参考：被保険者の特定保健指導該当者数 （人）

特定保健指導該当率の比較 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

該当者人数 3,015 2,646 2,512 2,529 2,516 2,458 2,428 2,464

新規対象者数 3,015 946 658 603 523 468 461 463

新規対象者割合 100% 35.8% 26.2% 23.8% 20.8% 19.0% 19.0% 18.8%

シ

ス

セ

・2010年度以降、特定保健指導該当者が横ばいに傾向にある中、特定保健指

導該当者の年齢構成は40歳台前半の占める割合が最も多くなおかつ増加してい

る。

・新規対象者においては、対象者数がわずかながら減少傾向にある中で、新規対象

者の年齢構成は40歳代前半の占める割合のみが増加し、2013年度以降はほぼ

6割に達している。

・満40歳の特定保健指導該当率が被保険者全体の該当率を上回っている。

19.9% 23.3% 25.5% 27.8% 28.4% 28.4% 28.3% 29.5%

15.5%
16.6% 18.0% 17.8% 20.9% 23.7% 24.6% 26.5%15.5%
13.7% 12.5% 12.5%

13.2% 14.5% 17.7% 17.4%33.3% 28.5% 23.7% 21.3% 17.0% 13.5% 11.2% 9.8%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

被保険者全体の該当

率
20.9% 19.8% 20.3% 19.7% 18.8% 18.7% 19.5%

満40歳のみの該当率 18.1% 20.1% 22.7% 22.9% 19.6% 21.4% 19.7%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

21.0%

22.0%
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STEP1-3 生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

《2014年度》

判定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ Ｄ２

（正常血圧） （正常高値血圧） （Ⅰ度高血圧） （II度高血圧） （III度高血圧）

収縮期血圧 -129mmHg 130-139mmHg 140～159mmHg 160-179mmHg 180mmHg-

拡張期血圧 -84mmHg 85-89mmHg 90-99mmHg 100-109mmHg 110mmHg-

6,869 1,650 1,024 234 57 42,148

536 407 380 117 33 1,514

高血圧症判定者

2,788人

《2015年度》

判定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ Ｄ２

（正常血圧） （正常高値血圧） （Ⅰ度高血圧） （II度高血圧） （III度高血圧）

収縮期血圧 -129mmHg 130-139mmHg 140～159mmHg 160-179mmHg 180mmHg-

拡張期血圧 -84mmHg 85-89mmHg 90-99mmHg 100-109mmHg 110mmHg-

6,439 1,711 1,158 272 81 41,966

593 416 443 152 42 1,696

高血圧症判定者

3,157人

＊1高血圧症レセ無：健診受診者において、当該年度に薬剤または処置がある高血圧症のレセプトが1件も無い

＊2高血圧症レセ有：健診受診者において、当該年度に薬剤または処置がある高血圧症のレセプトが1件以上ある

高血圧症判定者

総計 4,302人

【高血圧症患者の定義と人数分布（被保被扶合計）】

健

診

結

果

健診未受診

(含む健診値欠損)

高血圧症レセ無　＊1

高血圧症レセ有　＊2

健

診

結

果

健診未受診

(含む健診値欠損)

高血圧症レセ無　＊1

高血圧症レセ有　＊2

高血圧症判定者

総計 4,853人

対象範囲：全年齢かつ血圧データが2013年度からの3年間そろう人。分析年度：2014年度～2015年度、疑い病名：含まない、歯科レセプト：含まない

ソ．高血圧の治療とその後の状態変化の経年分析

ソ
・特定健診の結果、高血圧と判定された人で健診後受診していない人が一定数いる。
・高血圧治療中であっても、コントロール不良にある人が一定数いる。
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【糖尿病患者の定義と人数分布（被保被扶合計）】

《2014年度》

判定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３

検査値 ～5.5 5.6～5.9 6.0～6.4 6.5～6.9 7.0～7.9 8.0～

下記以外 7,497 2,587 452 70 16 1 40,910

FPG≧126 8 11 31 42 37 26 －

FPG≧126かつ

糖尿病性網膜症レセ有
0 0 0 1 0 1 －

479 349 245 167 148 93 1,798

糖尿病判定者

1,588人

《2015年度》

判定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３

検査値 ～5.5 5.6～5.9 6.0～6.4 6.5～6.9 7.0～7.9 8.0～

下記以外 6,227 3,397 655 69 17 2 40,616

FPG≧126 8 12 21 49 42 21 －

FPG≧126かつ

糖尿病性網膜症レセ有
0 0 2 0 2 1 －

465 486 301 200 192 92 2,092

糖尿病判定者

1,853人

＊1糖尿病レセ無：健診受診者において、当該年度に薬剤または処置がある糖尿病のレセプトが1件も無い

＊2糖尿病レセ有：健診受診者において、当該年度に薬剤または処置がある糖尿病のレセプトが1件以上ある

糖尿病レセ無　＊1

糖尿病レセ有　＊2

糖尿病判定者

総計 3,945人

HbA1c
健診未受診

(含む健診値欠損)

糖尿病レセ無　＊1

糖尿病レセ有　＊2

糖尿病判定者

総計 3,386人

HbA1c
健診未受診

(含む健診値欠損)

タ．糖尿病の治療とその後の状態変化の経年分析

対象範囲：全年齢かつHbA1cのデータが2013年度からの3年間そろう人。分析年度：2014年度～2015年度、疑い病名：含まない、歯科レセプト：含まない

STEP1-3 生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

タ
・特定健診の結果、糖尿病と判定された人で健診後受診していない人が一定数いる。
・糖尿病治療中であっても、コントロール不良にある人が一定数いる。
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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
事業所数が多く、その健康課題も多岐にわたるため対策実施に当たっては事
業所の協力が欠かせない。  ・会社、労組、健保組合とで定期的に会議を開催し、健康課題を共有、

論議し、健保組合事業への協力を働きかける。
・加入事業所と広く課題を共有し、健保組合事業への協力を働きかける
。

2
・被保険者の特定健診受診率は95％前後であり、事業主健診は受けているも
のの受診者全員の結果の提出が出来ていない事業所がある。
・被扶養者の特定健診受診率は40%台にとどまっており、生活習慣病の早期
発見ができていない加入者がいる。

 ・受診率が低い事業所については、事業所の責任者に対し健診受診の働
きかけおよび特定健診結果の提出要請を行う。
・特定健診の受診率向上に向け、特に被扶養者への健診案内を徹底する
。



3
・特定保健指導の実施率は約60%で健保平均を上回っているが、リピーター
が多数いる。また、未実施者がおり実施率のさらなる向上が課題である。  ・特定保健指導実施の徹底およびリピーター対策を強化する。

・初めて保健指導対象となった人のほうが、指導実施した際の次年度改
善効果が高かったことから、特に若年者の保健指導を強化する。



4
・加入者への健康情報提供や、当健保組合の施策の浸透が不十分である。  ・機関紙やホームページを活用した加入者への情報提供を継続、強化す

る。
・ICTツール導入を検討し、実現を図る。

5
・被保険者男性、被扶養者（子ども）、被扶養者（大人女性）を中心に、ジ
ェネリック医薬品への切り替えが十分に進んでいない。
・被保険者男性、被扶養者子どもを中心に、夜間・休日などの加算受診が目
立つ。

 ・医療費の実態や、ジェネリック切り替えのメリット、時間外受診によ
る医療費加算の仕組みを周知し、医療費抑制への協力を求める働きかけ
を継続する。

6
・喫煙率が男性29.6％、女性5.2%で、健保平均を下回るものの、引き続き
喫煙率を下げることが課題である。
・直近年度で喫煙をやめたケースにおいて医療費単価が高く、関連疾患への
罹患が目立っており、将来的な医療費抑制のためには喫煙率を下げることが
課題である。

 ・事業所と一体となった喫煙対策の推進、強化。

7

・被保険者女性、被扶養者（大人女性）は新生物の医療費が疾病19分類の中
で最も多い。また加入者全体でも新生物は3位で医療費の8.5％を占めている
。
・一方で、被扶養者（女性）を中心に、特定健診、人間ドック、がん検診の
受診率が低く、がんなどの早期発見ができていない加入者がいる。ヘルスケ
アリテラシーを高めて、早期発見の必要性を理解してもらうよう働きかけ、
がん検診の受診率を向上させる必要がある。

 特定健診受診促進と並行して若年層を含め、人間ドックや各種がん検診
の受診率向上を図る（特に被扶養者女性）。

8
・高血圧のリスク保有者は加入者の37.5%、血糖のリスク保有者は加入者の
26.1%を占めていて、特に被保険者の高血圧が健保平均と比較して多い。
・健診で高血圧症または糖尿病レベルと判定された加入者のうち、医療機関
を受療していない方が多い。

 ・家庭内での血圧測定などセルフケアの強化を促す。
・重症化を予防し将来の医療費を抑制するため、健診で高血圧症や糖尿
病レベルの判定となったにも関わらず医療機関で受療していない方に対
し受診勧奨を実施し、定期的な受療を促す。
・脳血管疾患に関する検査の推進を図る。



未選択

ウ

エ

未選択

ア

未選択

ア

イ，カ
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9
・季節性疾患等は被扶養者（子ども）での罹患が多く、家庭での予防のため
のリテラシー向上が課題。
・被扶養者がインフルエンザに罹患すると、被保険者の罹患率も高くなって
おり、BCPの観点でもインフルエンザ対策が欠かせない。

 ・インフルエンザ予防接種の被扶養者への利用促進。

10 ・歯科は健保平均と比較すると1人当たり医療費単価が高く、重症化予防対
策が求められる。  ・歯科検診の利用促進。

11
・メンタルヘルス不調は被保険者男性を中心に多く、業務との関連性が高い
可能性がある。対策に関し事業主と連携するとともに、組合としてもメンタ
ルヘルス不調者への早期対応を図り、医療費や傷病手当金の抑制を図ること
が欠かせない。

 ・初期メンタルヘルス不調者がカウンセリングを受けられる社外窓口の
設置継続、周知強化。

12
・生活習慣病は予防可能な疾病である一方で、医療費に占める生活習慣病の
割合が高く、また高額レセプトの多くを生活習慣病が占めていることから、
生活習慣病を予防することが引き続きの重要課題である。

 ・運動や食習慣など生活習慣全般の改善を働き掛ける。 

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 成人男性加入者は、55歳以降が少なく、25歳〜49歳が多い。成人女性加入者は、40歳〜49
歳が多い。  成人男性加入者は、55歳以降が少なく、25歳〜49歳が多い。成人女性加入者は、40歳〜

49歳が多い

2
被保険者の約7割が母体事業所に所属している。
母体の主要事業所（本社・工場）と、それを中心に所在する関連会社が主要拠点だが、全国
各地に中小規模の営業所等が点在する。

 ・加入者の多くが母体主要事業所に所属しているため、保健事業を効率的に展開するた
めには、これら主要事業所との協働（コラボヘルス）が重要。

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 特定健診受診率が目標値に到達していない。特に、被扶養者の受診率が伸び悩んでいる。  被扶養者への受診勧奨回数、方法を再検討する。
2 特定保健指導対象者において、リピータの占める割合が多い。  保健指導プログラムの見直しを行う。

3 若年層の健康状態の把握が困難である。
若年ハイリスク者への対策が十分でない。  ・加入事業所と若年者の健康課題について共有できるよう働きかけを行い、40歳未満の

メタボ予備群への保健指導実施数を増やす。

ア

ア

未選択

ア，イ，カ
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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 　健康レポート作成
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　ICTツール関連事業
　保健指導宣伝 　ｶﾜｻｷ健康ﾁｬﾚﾝｼﾞ
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　特定健診（被保険者）
　特定健康診査事業 　特定健診（被扶養者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被保険者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被扶養者）
　保健指導宣伝 　機関紙発行
　保健指導宣伝 　医療費通知
　保健指導宣伝 　柔整療養費通知
　保健指導宣伝 　ｼﾞｪﾈﾘｯｸ差額通知
　保健指導宣伝 　健康教室開催（健保主催）
　保健指導宣伝 　健康教室開催（事業所共催）
　保健指導宣伝 　若年者健診後保健指導支援
　保健指導宣伝 　禁煙活動推進
　保健指導宣伝 　高血圧対策事業
　疾病予防 　人間ﾄﾞｯｸ補助(一泊ﾄﾞｯｸ・半日ﾄﾞｯｸ・追加検診）
　疾病予防 　人間ﾄﾞｯｸ（主婦ﾄﾞｯｸ）
　疾病予防 　脳ﾄﾞｯｸ補助
　疾病予防 　子宮がん乳がん検診補助
　疾病予防 　住民検診補助
　疾病予防 　胃部検診補助（一次検診）
　疾病予防 　胃部検診補助（二次検診）
　疾病予防 　大腸がん検診（二次検診）
　疾病予防 　歯科検診補助
　疾病予防 　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種費補助
　疾病予防 　ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策
　疾病予防 　重症化予防事業
　直営保養所 　直営及び契約保養所等
※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
医療費に占める生活習慣病の割合が高く、重症化により高額レセプトにつながることから生活習慣病予防を目的に特定保健指導等の保健指導を中心に引き続き予防事業を強化する。
また、がんは１件当たりの医療費が高額となるため、がん検診等を通じて早期発見に努めることで重症化を防止する。
さらに、特定健診結果において高血圧リスク保有者が多いことから、高血圧対策に関する情報提供やイベントを通じリテラシーの向上・定着のための啓発事業を行うとともに、ポピュ
レーションアプローチとして実施しているコラボヘルス事業を通し加入者のセルフケア能力の向上を目指す。

事業全体の目標事業全体の目標
・被扶養者の特定健診受診率の向上
・特定保健指導利用率・継続率の向上
・高血圧リスク保有者割合の低減
・がん検診（特に婦人科）の受診率の向上
・カワサキ健康チャレンジ参加率の向上
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職場環境の整備職場環境の整備
700 700 700 - - -

保
健
指
導
宣
伝

1 既
存

健康管理事業
推進委員会 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ ケ,シ

コラボヘルス委員会を定
期開催。
振り返りと課題抽出、次
年度の目標設定を考慮し
たスケジュールを組んで
いる。

ア,イ,ス
事業所(産業医含む)、労組
、健保組合代表の合同会
議を実施。
また、事業所専門職スタ
ッフとの協議体を設置。

会社、労組、健保組合で
年４回程度定期的に会議
を開催し、健康課題を共
有、論議し、健保組合事
業への協力を働きかける

専門職との協議会（1回）
、事務局会議（2回）、コ
ラボヘルス委員会（1回）
年４回の定期開催で健康
課題を共有、議論し、グ
ループ全体の健康施策へ
反映させる

専門職との協議会（1回）
、事務局会議（2回）、コ
ラボヘルス委員会（1回）
年４回の定期開催で健康
課題を共有、議論し、グ
ループ全体の健康施策へ
反映させる

専門職との協議会（1回）
、事務局会議（2回）、コ
ラボヘルス委員会（1回）
年４回の定期開催で健康
課題を共有、議論し、グ
ループ全体の健康施策へ
反映させる

専門職との協議会（1回）
、事務局会議（2回）、コ
ラボヘルス委員会（1回）
年４回の定期開催で健康
課題を共有、議論し、グ
ループ全体の健康施策へ
反映させる

専門職との協議会（1回）
、事務局会議（2回）、コ
ラボヘルス委員会（1回）
年４回の定期開催で健康
課題を共有、議論し、グ
ループ全体の健康施策へ
反映させる

安全衛生健康管理計画(事業主)やデータヘ
ルス計画(健保)等、各々の次年度の保健事
業計画策定にあたり、実施状況の分析、評
価を行い、グループ全体の健康施策へ反映
させる

事業所数が多く、その健康課題も
多岐にわたるため対策実施に当た
っては事業所の協力が欠かせない
。

年間開催回数(【実績値】1回　【目標値】平成30年度：4回　令和元年度：4回　令和2年度：4回　令和3年度：4回　令和4年度：4回　令和5年度：4回)- 数量的指標評価が困難なため
(アウトカムは設定されていません)

3,996 3,944 4,033 - - -

1 既
存

健康レポート
作成 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ シ

①事業所ごとに健康レポ
ート(被保険者)を作成
②健康管理事業推進委員
会にて、健康レポートの
全体傾向を報告する
③三者共催健康づくり事
業(カワサキ健康チャレン
ジ)における課題抽出、評
価に活用

ア 健康レポートは外注にて
作成。

事業所プロフィールを使
って、事業所と健康課題
について対話を実施する

2018年度健康レポートを
、各事業所へ9月に配布。
順次、事業所訪問にて説
明を行う。

2020年度健康レポートを
、各事業所へ9月に配布。
順次、事業所訪問にて説
明を行う。

健康レポートを各事業所
へ配布し、事業所での健
康づくり施策立案、およ
び評価に活用してもらう

健康レポートを各事業所
へ配布し、事業所での健
康づくり施策立案、およ
び評価に活用してもらう

健康レポートを各事業所
へ配布し、事業所での健
康づくり施策立案、およ
び評価に活用してもらう

健康レポートを用いて事業所ごとの健康課
題を明確にし、課題に応じた保健事業の実
施につなげるとともに、自社従業員に対す
る健康意識の向上を図る

事業所数が多く、その健康課題も
多岐にわたるため対策実施に当た
っては事業所の協力が欠かせない
。

健康レポートの配布(【実績値】1回　【目標値】平成30年度：5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)- 数量的指標評価が困難なため
(アウトカムは設定されていません)

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
- 37,527 37,020 30,359 - -

保
健
指
導
宣
伝

2,5 既
存

ICTツール関連
事業 全て 男女

18
〜
75

被保険
者,被扶
養者,そ

の他
１ ア,エ,ク,ケ

・健診結果や健康年齢、
健康情報を発信する。
・PepUpを活用した健康
イベント等（カワサキ健
康チャレンジ、ウォーキ
ングラリー、血圧測定チ
ャレンジ、被扶養者健診
・検診推進キャンペーン
）を実施する。
・医療費通知・ジェネリ
ック差額通知について紙
媒体を廃止し、WEBで通
知する。
・インフルエンザ予防接
種補助申請をWEBから可
能にする。
・Pepポイントを付与し、
賞品選択の幅を広くする
とともに、健保や事業所
の事務作業を軽減する。

ア,コ,サ

・事業所へのPepUp利用
促進の働きかけとして、
事業所説明会等を開催す
る。
・事業所へのPepUp利用
促進の働きかけとして、P
epUp登録率を定期的に公
表する。
・事業所発信の広報強化
につなげるため、広報媒
体を作成し事業所担当へ
発信する。

-
カワサキ健康チャレンジ
を通し、事業所のPepUp
への利用促進の協力を得
て、PepUp登録率を上げ
る。

カワサキ健康チャレンジ
を通し、事業所のPepUp
への利用促進の協力を得
て、PepUp登録率を上げ
る。

・事業所の協力のもとPep
Upの登録会や説明会を実
施し、PepUp登録率を上
げる。
・事業所で実施する保健
事業でのPepUpの活用を
促進する。

・事業所の協力のもとPep
Upの登録会や説明会を実
施し、PepUp登録率を上
げる。
・事業所で実施する保健
事業でのPepUpの活用を
促進する。

・事業所の協力のもとPep
Upの登録会や説明会を実
施し、PepUp登録率を上
げる。
・事業所で実施する保健
事業でのPepUpの活用を
促進する。

・PepUp利用を通してWEBでの申請や健診
結果・健康情報などの閲覧が可能になるた
め加入者の利便性の向上につなげる。
・楽しく健康イベントに参加でき、かつ健
康イベント参加によってPepポイント（イ
ンセンティブ）獲得が可能になるため、健
康関心層はもちろんのこと健康無関心層を
巻き込み、加入者全体の健康度の向上につ
なげる。

事業所数が多く、その健康課題も
多岐にわたるため対策実施に当た
っては事業所の協力が欠かせない
。

広報実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-％　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％)・健
保加入者へ約３ヵ月ごとにIDを発行し、PepUp登録案内通知を配付する。
・PepUpの広報を定期的に行う。

登録率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：40％　令和2年度：40％　令和3年度：58％　令和4年度：59％　令和5年度：60％)-

- 5,602 34,626 4,597 - -

2,5 既
存

ｶﾜｻｷ健康ﾁｬ
ﾚﾝｼﾞ 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ ア,エ,キ,ケ

,シ,ス

①紙の記録表だけでなく
、スマホやパソコンから
でも参加できる体制を作
り、参加者の利便性向上
を図る
②ガイドやポスター等を
作成・配布し、広報を強
化
③全事業所担当者を対象
とした推進会議を開催し
、事業所の参加意欲の向
上を図る

ア,ウ,ケ,コ
,サ,ス

①健保・事業所・労組の
三者共催で実施
②実行委員会を年に数回
開催し、事業を進める
③各事業所に推進責任者
と担当者を設置
④推進責任者や担当者が
参加する推進会議を開催
し、事業所の実施をサポ
ートする

-
健保・事業所・労組の三
者共催で実施。目標達成
者にはインセンティブを
付与し、参加意欲を高め
る。

健保・事業所・労組の三
者共催で実施。目標達成
者にはインセンティブを
付与し、参加意欲を高め
る。
ICTツールからの参加促進
のため、Fitbitキャンペー
ンやポイント2倍キャンペ
ーンを実施する。

健保・事業所・労組の三
者共催で実施。目標達成
者にはインセンティブを
付与し、参加意欲を高め
る。
推奨コースを設定し、健
康課題の改善を目指す。

健保・事業所・労組の三
者共催で実施。目標達成
者にはインセンティブを
付与し、参加意欲を高め
る。
推奨コースを設定し、健
康課題の改善を目指す。

健保・事業所・労組の三
者共催で実施。目標達成
者にはインセンティブを
付与し、参加意欲を高め
る。
推奨コースを設定し、健
康課題の改善を目指す。

生活習慣改善による将来の発病リスクの軽
減を目指し、全加入者に対して、生活習慣
改善の働きかけを強化する。

・生活習慣病は予防可能な疾病で
ある一方で、医療費に占める生活
習慣病の割合が高く、また高額レ
セプトの多くを生活習慣病が占め
ていることから、生活習慣病を予
防することが引き続きの重要課題
である。

広報実施率(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：-％　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％)
- 参加率(【実績値】36.9％　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：48.0％　令和2年度：48.0％　令和3年度：50％　令和4年度：50％　令和5年度：50％)-

個別の事業個別の事業
19,228 0 0 0 0 0

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

34



特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健診（被
保険者） 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 ２ エ,オ,ケ

①事業主が実施する定期
健康診断結果を、事業主
委託の医療機関より原則
電子データで受領する。
　受領した健診結果を、
当健保組合にて健康管理
システムに取り込み階層
化を実施。
②結果に応じた情報提供
は、ＩＣＴによる健康管
理ツールにより、健診結
果に応じた情報提供を個
別に配信。
③特定健診結果未提出者
について、年末に未提出
者の把握を行いリストを
作成。各事業主へ情報提
供し、提出要請を行う。

ア,イ,コ,サ

・事業主が定期健診を実
施した場合、当健保組合
はそのデータのうち、特
定健診該当者の特定健診
にかかるデータ（原則と
して国が示す標準的なフ
ァイル仕様による作成さ
れたデータを記録した電
子媒体）を事業所から受
領する。なお、定期健診
費用は労働安全衛生法が
上位法になるため、事業
所の負担となる。

・H30から導入の健康管
理システムの確実な運用
に向けたマニュアルの策
定。
・健診結果の健康管理シ
ステムへの速やかかつ確
実な登録処理の実施。
・健診結果未提出者の把
握および、事業主への提
出要請の実施。

・健診結果の健康管理シ
ステムへの速やかかつ確
実な登録処理の実施。
・健診結果未提出者の把
握および、事業主への提
出要請の実施。
・ICTを活用した情報提供
資料の運用開始。

・健診結果の健康管理シ
ステムへの速やかかつ確
実な登録処理の実施。
・健診結果未提出者の把
握および、事業主への提
出要請の実施。
・ICTを活用した情報提供
資料の運用開始。

・健診結果未提出者の把
握および、事業主への提
出要請の実施。

・健診結果未提出者の把
握および、事業主への提
出要請の実施。

・健診結果未提出者の把
握および、事業主への提
出要請の実施。
・事業主に対する協力依
頼文書の送付。

被保険者の生活習慣病を中心とした健康状
態の把握と、健康情報収集のため、受診率
向上を図る。

・被保険者の特定健診受診率は95
％前後であり、事業主健診は受け
ているものの受診者全員の結果の
提出が出来ていない事業所がある
。
・被扶養者の特定健診受診率は40
%台にとどまっており、生活習慣
病の早期発見ができていない加入
者がいる。

事業主からの定健結果の受領割合(【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：1
00％　令和5年度：100％)- 被保険者特定健診受診率(【実績値】96.2％　【目標値】平成30年度：96.0％　令和元年度：96.4％　令和2年度：96.8％　令和3年度：97.2％　令和4年度：97.6％　令和5年度：98.0％)-

39,301 29,036 30,366 30,901 - -

3

既
存(

法
定)

特定健診（被
扶養者） 全て 男女

40
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

１ イ,エ,オ,ク
,ケ,コ

受診方法：委託機関の巡
回健診、集合契約の健診
機関、人間ドック、健保
主催の巡回健診、健診結
　　　　　果提出による
結果登録。
実施項目：厚生労働省が
定める標準的な健診項目
を最低限として実施。
実施時期：通年、該当者
への案内に基づく自発的
受診予約による受診。
周知・案内：５月中旬ま
でに対象者に健診案内を
自宅送付。未受診者に対
しては３回（8･10･1月）
　　　　　　に再案内を
実施。

カ,キ,サ
①当健保組合にて健診案
内から結果集計まで実施
。
②健診は健診機関に委託
。

・H30から導入の健康管
理システムの確実な運用
に向けたマニュアルの策
定。
・健診結果の健康管理シ
ステムへの速やかかつ確
実な登録処理の実施。
・未受診者への確実な受
診勧奨の実施。
・被扶養者の特定健診受
診率向上に向けた情報収
集。
・被扶養者の健診体制の
見直し検討。

・健診結果の健康管理シ
ステムへの速やかかつ確
実な登録処理の実施。
・未受診者への確実な受
診勧奨の実施。
・ICTを活用した情報提供
資料の運用開始。

・健診結果の健康管理シ
ステムへの速やかかつ確
実な登録処理の実施。
・未受診者への確実な受
診勧奨の実施。
・ICTを活用した情報提供
資料の運用開始。

・未受診者への確実な受
診勧奨の実施。
・被扶養者健診新体制の
確実な運用
・被扶養者健診新体制に
よる受診率向上に向けた
取り組み実施。

・被扶養者健診新体制に
よる受診率向上に向けた
取り組みの実施。

・被扶養者健診新体制に
よる受診率向上に向けた
取り組みの実施。

被扶養者の生活習慣病を中心とした健康状
態の把握と、健康情報収集のため、健診受
診率の向上を図る。

・被保険者の特定健診受診率は95
％前後であり、事業主健診は受け
ているものの受診者全員の結果の
提出が出来ていない事業所がある
。
・被扶養者の特定健診受診率は40
%台にとどまっており、生活習慣
病の早期発見ができていない加入
者がいる。

健診案内実施率(【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％)- 受診率(【実績値】48.1％　【目標値】平成30年度：52.2％　令和元年度：56.8％　令和2年度：61.5％　令和3年度：66.9％　令和4年度：70.9％　令和5年度：75.2％)被扶養者の健康状態の把握

９月末時点未受診者への再案内実施率(【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％)- -

50,397 51,606 58,751 71,120 - -

特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導
（被保険者） 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 １ イ,エ,キ,ケ

実施方法：原則、就業時
間内に、事業所内会議室
で実施。
実施項目：厚生労働省が
定める標準的な保健指導
項目を最低限として保健
指導を実施。
実施時期：特定健診結果
受領後、適切な時期。
対象者の選定：特定健診
の結果に基づき、厚生労
働省が示す階層化判定基
準に従って判定を行い対
象者
　　　　　　　の選定を
行う。原則、対象者全員
に対し保健指導を実施す
るものとする。
通知・案内：該当者への
通知は直接または所属長
経由にて案内する。

ア,イ,ウ,ケ
,コ,サ

①保健指導は健保保健師
が全体の約10％を実施し
、それ以外は外部委託す
る。
②保健指導（主に初回面
接）の実施に当たっては
、事業所担当者への協力
要請・連携体制を図る。

・委託機関における第3期
からの特定保健指導内容
・プログラムの情報収集
・整備。
・特定保健指導モデル実
施導入に向けた内容検討
および試験的実施。
・効果測定の実施

・委託機関における第3期
からの特定保健指導の確
実な運用。
・リピーター対策や事業
所からの要望を踏まえた
委託機関の見直し。
・ICTを活用した特定保健
指導の運用検討。

・委託機関における第3期
からの特定保健指導の確
実な運用。
・リピーター対策や事業
所からの要望を踏まえた
委託機関の見直し。
・ICTを活用した特定保健
指導の運用検討。

・ICTを活用した特定保健
指導の運用。
・効果測定の実施。
【中間見直し時に追加】
・リピーター対策として
、対象者の優先付けをお
こなう。

・ICTを活用した特定保健
指導の運用。
【中間見直し時に追加】
・リピーター対策として
、対象者の優先付けをお
こなう。
・効果測定を実施し、第
４期実施計画に向けた実
施方法を検討する。

・ICTを活用した特定保健
指導の運用。
【中間見直し時に追加】
・リピーター対策として
、対象者の優先付けをお
こなう。

生活習慣改善による将来の生活習慣病の発
病リスク軽減を目指し、保健指導の実施を
強化する。

・特定保健指導の実施率は約60%
で健保平均を上回っているが、リ
ピーターが多数いる。また、未実
施者がおり実施率のさらなる向上
が課題である。

該当者への保健指導案内実施率(【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％)- 被保険者特定保健指導実施率(【実績値】62.5％　【目標値】平成30年度：62.0％　令和元年度：62.0％　令和2年度：62.4％　令和3年度：62.6％　令和4年度：62.8％　令和5年度：63.0％)国報告データで集計

2,182 1,974 2,815 - - -

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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4

既
存(

法
定)

特定保健指導
（被扶養者） 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 １ イ,エ,オ,キ

,ケ,コ

実施方法：原則該当者の
居宅に訪問して実施。
実施項目：厚生労働省が
定める標準的な保健指導
項目を最低限として実施
。
実施時期：特定健診受診
後、適切な時期。
対象者の選定：特定健診
結果に基づき、厚生労働
省が示す階層化判定基準
に従って判定をおこない
、
　　　　　　　対象者の
選定をおこなう。原則、
直近で資格喪失予定のな
い対象者全員に対し実施
通知・案内：通知は当健
保組合から本人あての郵
送にておこない、案内は
保健指導委託機関が対象
者の
　　　　　　自宅等への
電話にておこなう。
効果検証：マンネリ化を
防ぐため、委託機関の効
果検証をおこない、見直
しを検討する。

ウ,キ,サ
保健指導は全面的に外部
委託にて実施、委託機関
との課題共有を図る。

・特定保健指導の分割実
施の導入。
・被扶養者特定保健指導
の実施率向上に向けた取
り組み等に関する情報収
集。

・特定保健指導の分割実
施の拡大。
・リピーター対策等を踏
まえた委託機関の見直し
。
・被扶養者特定保健指導
の実施率向上に向けた運
用方法について検討。

・特定保健指導の分割実
施の拡大。
・リピーター対策等を踏
まえた委託機関の見直し
。
・被扶養者特定保健指導
の実施率向上に向けた運
用方法について検討。

・被扶養者特定保健指導
の拡大実施定着。

・被扶養者特定保健指導
の拡大実施定着。

・被扶養者特定保健指導
の拡大実施定着。

生活習慣改善による将来の生活習慣病の発
病リスク軽減を目指し、保健指導の実施を
強化する。

・特定保健指導の実施率は約60%
で健保平均を上回っているが、リ
ピーターが多数いる。また、未実
施者がおり実施率のさらなる向上
が課題である。

案内実施率(【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
％)- 実施率(【実績値】34.1％　【目標値】平成30年度：18.0％　令和元年度：18.0％　令和2年度：22.8％　令和3年度：25.2％　令和4年度：27.6％　令和5年度：30.0％)-

28,740 28,160 28,560 15,140 - -
保
健
指
導
宣
伝

5 既
存 機関紙発行 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス

自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

ス 全回自宅郵送にて発行。
自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

自宅郵送により、加入者
（特に被扶養者）に対し
、確実に情報提供を行う
。

加入者への情報提供を通じ、健保事業への
理解や健康施策の浸透を図る。

・加入者への健康情報提供や、当
健保組合の施策の浸透が不十分で
ある。

自宅への全2回配布率(【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％)年間発行予定回数（令和2年度以降）：全2回（発行予定月:４月・１０月）
＊年間発行予定回数（平成30年度〜令和元年度）：全4回（発行予定月:４月・７月・１０月・１月）

数量的指標を設定した評価が困難なため。
(アウトカムは設定されていません)

3,698 2,400 2,500 - - -

8 既
存 医療費通知 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ケ

事業所経由にて、年1回（
11月〜翌年10月の12ヵ月
分）被保険者に2月に配付
。

ア,ケ,サ
医療費通知データは健保
組合にて基幹システムか
ら作成し、通知書の作成
・配付は委託業者が行う
。

事業所経由にて被保険者
に配付。
対象期間・発行月の見直
しにより、今年度はＨ29
年10月〜12月分をＨ30年
6月に発行、
Ｈ30年1月〜10月分をＨ3
1年2月に発行。

事業所経由にて、年1回（
11月〜翌年10月の12ヵ月
分）被保険者に2月に配付
。

事業所経由にて、年1回（
11月〜翌年10月の12ヵ月
分）被保険者に2月に配付
。

事業所経由にて、年1回（
11月〜翌年10月の12ヵ月
分）被保険者に2月に配付
。

事業所経由にて、年1回（
11月〜翌年10月の12ヵ月
分）被保険者に2月に配付
。

事業所経由にて、年1回（
11月〜翌年10月の12ヵ月
分）被保険者に2月に配付
。

医療費を知らせることにより、「医療費に
ついての関心」と「家族全体で健康管理に
対する意識」を持ってもらう。

・被保険者男性、被扶養者（子ど
も）、被扶養者（大人女性）を中
心に、ジェネリック医薬品への切
り替えが十分に進んでいない。
・被保険者男性、被扶養者子ども
を中心に、夜間・休日などの加算
受診が目立つ。

年間対象者全件送付回数(【実績値】2回　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2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)
対象者全件送付（年1回）

数量的指標を設定した評価が困難なため。
(アウトカムは設定されていません)

3,196 1,000 500 - - -

8 新
規

柔整療養費通
知 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 １ ク

加入者のうち、初めて柔
道整復療養を受けた人に
対して配付。（自宅送付
）（毎月実施）

サ 柔整療養費通知の作成・
配付は委託業者が行う。

柔整療養費の支払いがあ
る加入者に対し、年2回（
6月・12月）通知を配付。

柔整療養費の支払いがあ
る加入者に対し、年2回（
6月・12月）通知を配付。

加入者のうち、初めて柔
道整復療養を受けた人に
対して配付。（自宅送付
）（毎月実施）

柔整療養費の支払いがあ
る加入者に対し、年2回
（6月・12月）通知を配付
。

柔整療養費の支払いがあ
る加入者に対し、年2回
（6月・12月）通知を配付
。

柔整療養費の支払いがあ
る加入者に対し、年2回
（6月・12月）通知を配付
。

柔整療養費通知を実施することにより、受
療状況を確認してもらうとともに、健康保
険での適切な受診について啓蒙を行う。

・被保険者男性、被扶養者（子ど
も）、被扶養者（大人女性）を中
心に、ジェネリック医薬品への切
り替えが十分に進んでいない。
・被保険者男性、被扶養者子ども
を中心に、夜間・休日などの加算
受診が目立つ。

年間送付回数(【実績値】2回　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：12回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)- 数量的指標を設定した評価が困難なため。
(アウトカムは設定されていません)

1,126 0 0 - - -

7 既
存

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ差額通
知 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 １ キ,ク

薬剤支給の実績がある加
入者で、切り替えにより
一定の自己負担軽減とな
る者に、年4回のタイミン
グでポータルサイト上に
て情報を提供。

ケ,サ
ジェネリック差額通知は
レセプト情報から対象を
システムにより選定し、
通知書の作成・提供は委
託業者が行う。

生活習慣病薬の服薬者で
、切り替えにより一定の
自己負担軽減となる加入
者に、年2回配付。

生活習慣病薬の服薬者で
、切り替えにより一定の
自己負担軽減となる加入
者に、年2回配付。

薬剤支給の実績がある加
入者で、切り替えにより
一定の自己負担軽減とな
る者に、年4回のタイミン
グでポータルサイト上に
て情報を提供。

生活習慣病薬の服薬者で
、切り替えにより一定の
自己負担軽減となる加入
者に、年2回配付。

生活習慣病薬の服薬者で
、切り替えにより一定の
自己負担軽減となる加入
者に、年2回配付。

生活習慣病薬の服薬者で
、切り替えにより一定の
自己負担軽減となる加入
者に、年2回配付。

ジェネリック医薬品への切り替えを促進す
ることにより、個人の薬代の軽減と健保組
合財政の改善につなげる。

・被保険者男性、被扶養者（子ど
も）、被扶養者（大人女性）を中
心に、ジェネリック医薬品への切
り替えが十分に進んでいない。
・被保険者男性、被扶養者子ども
を中心に、夜間・休日などの加算
受診が目立つ。

対象者への年間送付回数(【実績値】2回　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：4回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)
対象者を選定して送付（年4回）

ジェネリック切替率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：75％　令和元年度：75％　令和2年度：75％　令和3年度：80％　令和4年度：80％　令和5年度：80％)医療費の適正化
H26年度新規事業で、具体的な目標値は未設定

14,349 12,471 9,841 1,802 - -

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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3,4,5 既
存

健康教室開催
（健保主催） 全て 女性

18
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

１ イ,ウ,オ,ク
,ケ

生活習慣病健診、大腸が
ん検診等を実施 ケ,サ

健保組合にて企画、集客
からセミナー実施まで行
う。

加入者のニーズにあわせ
、レディスセミナー、健
康アップセミナー、生活
習慣病予防セミナーの３
種類のセミナーを複数回
開催。

加入者のニーズにあわせ
、レディスセミナー、健
康アップセミナー、生活
習慣病予防セミナーの３
種類のセミナーを複数回
開催。

東京、岐阜、関西、香川
の各地区でレディスセミ
ナーを複数回開催。

健康測定(生活習慣病健診
、大腸がん検診、骨密度
測定)と健康相談、合わせ
て健康情報の提供を行う
セミナーを数回開催

健康測定(生活習慣病健診
、大腸がん検診、骨密度
測定)と健康相談、合わせ
て健康情報の提供を行う
セミナーを数回開催

健康測定(生活習慣病健診
、大腸がん検診、骨密度
測定)と健康相談、合わせ
て健康情報の提供を行う
セミナーを数回開催

生活習慣病による将来の発病リスクの軽減
に向け、加入者の健康リテラシー向上を図
る。

・生活習慣病は予防可能な疾病で
ある一方で、医療費に占める生活
習慣病の割合が高く、また高額レ
セプトの多くを生活習慣病が占め
ていることから、生活習慣病を予
防することが引き続きの重要課題
である。

実施回数(【実績値】20回　【目標値】平成30年度：19回　令和元年度：20回　令和2年度：12回　令和3年度：4回　令和4年度：4回　令和5年度：4回)- 参加者数(【実績値】788人　【目標値】平成30年度：870人　令和元年度：870人　令和2年度：600人　令和3年度：260人　令和4年度：260人　令和5年度：260人)-
6,537 7,634 7,910 6,118 - -

5 既
存

健康教室開催
（事業所共催
）

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 ３ ク,ケ

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

ア,イ,ケ,コ
①健保組合から働きかけ
を行う
②健保と事業所で役割分
担を行い、共同で開催す
る

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

共催で合意した事業所に
て、食生活改善セミナー
等を実施

生活習慣病の将来の発症リスク軽減に向け
、被保険者の健康リテラシーの向上を図る

・生活習慣病は予防可能な疾病で
ある一方で、医療費に占める生活
習慣病の割合が高く、また高額レ
セプトの多くを生活習慣病が占め
ていることから、生活習慣病を予
防することが引き続きの重要課題
である。

共催働きかけ事業所割合(【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％)- 実施事業所割合(【実績値】62％　【目標値】平成30年度：50％　令和元年度：50％　令和2年度：60％　令和3年度：60％　令和4年度：60％　令和5年度：60％)-

1,513 2,494 5,175 - - -

4,5 既
存

若年者健診後
保健指導支援 全て 男女

18
〜
39

基準該
当者 ３ イ,オ,キ,ク

,ケ

実施方法：原則、就業時
間内に、事業所内会議室
で実施。
実施項目：特定保健指導
に準ずる生活習慣改善指
導及び受診勧奨。
実施時期：定期健康診断
結果受領後、適切な時期
。
対象者の選定：定期健康
診断結果に基づき、メタ
ボリックシンドローム関
連項目の有所見者を中心
に事業所が選定する。原
則、対象者全員に対し保
健指導を実施するものと
する。
通知・案内：該当者への
通知は事業所が原則所属
長経由にて案内する。

ア,イ,ウ,ケ
,コ,サ

・本事業の実施を希望し
た事業所のみ実施する。
・本事業の主体は事業所
であり、保健指導の実施
部分を健保組合が担う。
・保健指導は当健保組合
保健師と外部委託機関と
で実施。

・今まで実施を希望しな
かった事業所に対し実施
を促すため
①各事業所の若年有所見
率を調査
②各事業所の40歳特保該
当率算出
①②より勧奨する事業所を
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟする。

実施事業所への報告書式
（評価アンケート結果を
中心に）をマニュアル化
する。

実施事業所への報告書式
（評価アンケート結果を
中心に）をマニュアル化
する。

・H32年度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟした1
〜2事業所へ実施を
促す（事業所担当者への
説明）。
・導入する事業所を１カ
所増やす。

・今まで実施を希望しな
かった事業所に対し実施
を促すため
①各事業所の若年有所見
率を調査
②各事業所の40歳特保該
当率算出
①②より勧奨する事業所を
ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟする。

・H34年度ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟした1
〜2事業所へ実施を
促す（事業所担当者への
説明）。
・導入する事業所を１カ
所増やす。

生活習慣改善による将来の生活習慣病の発
生リスク軽減を目指し、若年者の保健指導
レベル対象者に対する生活習慣の個別改善
指導を強化する。

・特定保健指導の実施率は約60%
で健保平均を上回っているが、リ
ピーターが多数いる。また、未実
施者がおり実施率のさらなる向上
が課題である。

実施を提案した事業所割合(【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％)・実施要領により全事業所へ実施を提案

実施した事業所の割合(【実績値】-　【目標値】平成30年度：38％　令和元年度：38％　令和2年度：40％　令和3年度：46％　令和4年度：49％　令和5年度：51％)【令和3年度以降】実施希望していても実際に
利用しないケースもあるため、実績として利用した事業所割合を指標とする。令和2年度の利用事業所割合（実績）が42.1％であることから、令和5年度に50％達成を目指し、段階的に利用事業所を増やしていくよ
う、健診結果取り込み後、各事業所に働きかけをおこなう。
【令和2年度まで】H29年度保健事業調査より調査を実施した55事業所のうち、21事業所が本事業の実施を希望した（希望事業所率38％）
実施を希望する事業所が1カ所増えると希望事業所率が2％上昇する。この根拠をもとに目標値を設定した。

585 388 290 187 - -

5 既
存 禁煙活動推進 全て 男女

20
〜
74

被保険
者 ３ ケ

・禁煙達成費用補助の利
用促進：事業所担当者へ
実施要領および電子掲示
用広報物を配布。
・禁煙指導教材貸し出し
の利用促進：事業所担当
者へ実施要領を配布。

ア,イ,サ 事業主と連携し啓発活動
を実施。

事業所と連携し、禁煙達
成費用補助、禁煙指導教
材貸し出し、広報などに
より禁煙啓発を実施する
。

事業所と連携し、禁煙費
用補助、禁煙指導教材貸
し出し、広報などにより
禁煙啓発を実施する。

事業所と連携し、禁煙費
用補助、禁煙指導教材貸
し出し、広報などにより
禁煙啓発を実施する。

事業所と連携し、禁煙費
用補助、禁煙指導教材貸
し出し、広報などにより
禁煙啓発を実施する。

事業所と連携し、禁煙費
用補助、禁煙指導教材貸
し出し、広報などにより
禁煙啓発を実施する。

事業所と連携し、禁煙費
用補助、禁煙指導教材貸
し出し、広報などにより
禁煙啓発を実施する。

事業所と一体となった喫煙対策の推進によ
り、喫煙率を低下させる。

・喫煙率が男性29.6％、女性5.2%
で、健保平均を下回るものの、引
き続き喫煙率を下げることが課題
である。
・直近年度で喫煙をやめたケース
において医療費単価が高く、関連
疾患への罹患が目立っており、将
来的な医療費抑制のためには喫煙
率を下げることが課題である。

禁煙事業を提案出来た事業所率(【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％)実施要領にて周知。 特定健診の男性の喫煙率(【実績値】29.6％　【目標値】平成30年度：28.4％　令和元年度：28.4％　令和2年度：27.8％　令和3年度：27.5％　令和4年度：27.2％　令和5年度：26.9％)-

- 特定健診の女性の喫煙率(【実績値】5.2％　【目標値】平成30年度：5.2％　令和元年度：5.2％　令和2年度：5.1％　令和3年度：5.1％　令和4年度：5.0％　令和5年度：5.0％)-
12,768 10,260 3,069 1,351 - -

2,5 新
規

高血圧対策事
業 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ア,ケ

当事業をキャンペーン化
し、健保ニュース、HP等
で積極的なPRを実施する
。

イ,サ
事業主の協力を得て、健
診や保健指導時等に当キ
ャンペーンの参加の働き
かけ行う。

当事業をキャンペーン化
し、けんぽニュース、HP
等で積極的なPRをし、事
業の利用促進を図る。

当事業をキャンペーン化
し、けんぽニュース、HP
等で積極的なPRをし、事
業の利用促進を図る。

当事業をキャンペーン化
し、けんぽニュース、HP
等で積極的なPRをし、事
業の利用促進を図る。

当事業をキャンペーン化
し、けんぽニュース、HP
等で積極的なPRをし、事
業の利用促進を図る。

当事業をキャンペーン化
し、けんぽニュース、HP
等で積極的なPRをし、事
業の利用促進を図る。

当事業をキャンペーン化
し、けんぽニュース、HP
等で積極的なPRをし、事
業の利用促進を図る。

高血圧予防・改善に関する知識の啓発およ
び家庭での血圧測定のセルフケアの強化を
促すことで、高血圧のリスク保有者の低減
を図る。

・高血圧のリスク保有者は加入者
の37.5%、血糖のリスク保有者は
加入者の26.1%を占めていて、特
に被保険者の高血圧が健保平均と
比較して多い。
・健診で高血圧症または糖尿病レ
ベルと判定された加入者のうち、
医療機関を受療していない方が多
い。

当事業の全加入者の周知率(【実績値】-　【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％)けんぽニュース配布時に広報物を同封。HPでの啓発 血圧計購入者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1,000人　令和元年度：1,000人　令和2年度：1,000人　令和3年度：500人　令和4年度：200人　令和5年度：200人)令和元年度で終了

- 血圧測定チャレンジ者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1,000人　令和元年度：1,000人　令和2年度：1,000人　令和3年度：3,650人　令和4年度：3,650人　令和5年度：3,650人)-
45,777 46,725 48,090 53,338 - -

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

3 既
存

人間ﾄﾞｯｸ補助(
一泊ﾄﾞｯｸ・半
日ﾄﾞｯｸ・追加
検診）

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ ウ,ケ 4月かわさきけんぽニュー

スやＨＰ等でＰＲ。 サ,ス
直接契約医療機関（約60
ヶ所）と健保連指定医療
機関を活用。

効果的広報により人間ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により人間ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により人間ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により人間ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により人間ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により人間ド
ックの受診者数増加を図
る。

がんを中心とした疾病の早期発見のため、
人間ドックの受診率向上を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

健診案内受診率(【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％)- 受診者数(【実績値】1,456人　【目標値】平成30年度：1,400人　令和元年度：1,400人　令和2年度：1,400人　令和3年度：1,530人　令和4年度：1,550人　令和5年度：1,550人)-

44,740 50,550 32,403 32,024 - -

3 既
存

人間ﾄﾞｯｸ（主
婦ﾄﾞｯｸ） 全て 女性

35
〜
60

基準該
当者 １ ウ,ク,ケ

対象者に主婦ドックガイ
ドを自宅送付。未受診者
には再案内を１回実施。

サ,ス 健保にて対象者に案内。
自己負担額を5,000円に抑
えることにより、節目年
齢での主婦ドックの受診
率向上を図る。

自己負担額を5,000円に抑
えることにより、節目年
齢での主婦ドックの受診
率向上を図る。

自己負担額を5,000円に抑
えることにより、節目年
齢での主婦ドックの受診
率向上を図る。

自己負担額を5,000円に抑
えることにより、節目年
齢での主婦ドックの受診
率向上を図る。

自己負担額を5,000円に抑
えることにより、節目年
齢での主婦ドックの受診
率向上を図る。

自己負担額を5,000円に抑
えることにより、節目年
齢での主婦ドックの受診
率向上を図る。

がんを中心とした疾病の早期発見のため、
人間ドックの受診率向上を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

健診案内実施率(【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％)- 受診率(【実績値】55.7％　【目標値】平成30年度：53％　令和元年度：53％　令和2年度：53％　令和3年度：58％　令和4年度：60％　令和5年度：60％)-

10月時点未受診者への再案内実施率(【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％)- -

8,943 8,624 8,684 8,684 - -

3 既
存 脳ﾄﾞｯｸ補助 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ケ 4月かわさきけんぽニュー

スやＨＰ等でＰＲ。 サ 健保にて対象者に案内。
効果的広報により、脳ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により、脳ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により、脳ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により、脳ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により、脳ド
ックの受診者数増加を図
る。

効果的広報により、脳ド
ックの受診者数増加を図
る。

脳血管障害の早期発見・予防のため、脳ド
ックの受診者数増加を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

けんぽニュースでの情宣回数(【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)- 受診者数(【実績値】521人　【目標値】平成30年度：548人　令和元年度：548人　令和2年度：520人　令和3年度：520人　令和4年度：600人　令和5年度：600人)受診者数目標:520名

43,680 44,444 62,550 63,200 - -

3,4 既
存

子宮がん乳が
ん検診補助 全て 女性

20
〜
74

加入者
全員 １ ウ,ケ 4月かわさきけんぽニュー

スやＨＰ等でＰＲ。 イ,サ,ス 健保にて広報。
自己負担額ゼロを強調し
、乳がん子宮がん検診の
受診者増加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、乳がん子宮がん検診の
受診者増加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、乳がん子宮がん検診の
受診者増加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、乳がん子宮がん検診の
受診者増加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、乳がん子宮がん検診の
受診者増加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、乳がん子宮がん検診の
受診者増加を図る。

子宮がん・乳がん検診の早期発見・予防の
ため、がん検診受診者数増加を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

事業主等への事業案内実施度(【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％)事業主には保健事業実施要領配布、被保険者には健保ニュース4月号で広報。 子宮がん検診受診者数(【実績値】2,636人　【目標値】平成30年度：1,650人　令和元年度：1,650人　令和2年度：3,600人　令和3年度：4,300人　令和4年度：4,300人　令和5年度：4,300人)-

10月時点未受診者への再案内実施率(【実績値】-　【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％)- 乳がん検診受診者数(【実績値】3,006人　【目標値】平成30年度：1,650人　令和元年度：1,650人　令和2年度：3,900人　令和3年度：4,300人　令和4年度：4,300人　令和5年度：4,300人)-

652 592 475 460 - -

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 住民検診補助 全て 男女

20
〜
74

加入者
全員 １ ウ,ケ ４月かわさきけんぽニュ

ースやＨＰ等でＰＲ。 ア,サ 検診機関の制限なし
自己負担額ゼロを強調し
、住民健診の受診者数増
加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、住民健診の受診者数増
加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、住民健診の受診者数増
加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、住民健診の受診者数増
加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、住民健診の受診者数増
加を図る。

自己負担額ゼロを強調し
、住民健診の受診者数増
加を図る。

がんを中心とした疾病の早期発見のため、
住民検診の受診者数増加を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

事業主等への事業広報実施度(【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％)事業主には保健事業実施要領配布、被保険者には健保ニュース4月号で広報。 受診者数(【実績値】241人　【目標値】平成30年度：273人　令和元年度：273人　令和2年度：250人　令和3年度：200人　令和4年度：200人　令和5年度：200人)-

29,700 33,920 34,080 34,080 - -

3 既
存

胃部検診補助
（一次検診） 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 ２ ケ 事業主に保健事業実施要

領配布。 ア,コ
事業所の定期健康診断と
合わせて事業主主体で実
施する。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

胃がんの早期発見・予防のため、胃部検診
受診者数増加を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

事業主等への事業広報実施度(【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％)事業主には保健事業実施要領配布、被保険者には健保ニュース4月号で広報。

受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：11,000人　令和元年度：11,000人　令和2年度：10,650人　令和3年度：10,650人　令和4年度：12,000人　令和5年度：12,000人)年齢構成の推移を勘案し最終12,0
00名程度を維持できるようにする。

4,443 2,280 2,250 1,275 - -

3 既
存

胃部検診補助
（二次検診） 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 ２ ケ 事業主に保健事業実施要

領配布。 ア,コ 事業主より対象者に受診
働きかけ。

事業主と連携し、受診者
増加を図る。

事業主と連携し、受診者
増加を図る。

事業主と連携し、受診者
増加を図る。

事業主と連携し、受診者
増加を図る。

事業主と連携し、受診者
増加を図る。

事業主と連携し、受診者
増加を図る。

胃がん早期発見のため、事業所実施の一次
検診による要精検者の二次検診費用を補助
し、二次検診の受診者増加を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

事業主等への事業広報実施度(【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％)事業主には保健事業実施要領配布、被保険者には健保ニュース4月号で広報。

受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：300人　令和元年度：300人　令和2年度：150人　令和3年度：75人　令和4年度：75人　令和5年度：75人)年齢構成の推移を勘案し最終340名程度を維持できるよ
うにする。

4,560 4,640 4,520 3,450 - -

3 既
存

大腸がん検診
（二次検診） 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 ２ ケ 事業主に保健事業実施要

領配布。 ア,コ 事業主より対象者に受診
働きかけ。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

事事業主と連携し、受診
者数増加を図る。

事業主と連携し、受診者
数増加を図る。

大腸がんの早期発見のため、事業所実施の
一次検診による要精検者の二次検診費用を
補助し、二次検診の受診者数増加を図る。

・被保険者女性、被扶養者（大人
女性）は新生物の医療費が疾病19
分類の中で最も多い。また加入者
全体でも新生物は3位で医療費の8.
5％を占めている。
・一方で、被扶養者（女性）を中
心に、特定健診、人間ドック、が
ん検診の受診率が低く、がんなど
の早期発見ができていない加入者
がいる。ヘルスケアリテラシーを
高めて、早期発見の必要性を理解
してもらうよう働きかけ、がん検
診の受診率を向上させる必要があ
る。

事業主等への事業広報実施度(【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％)事業主には保健事業実施要領配布、被保険者には健保ニュース4月号で広報。

受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：200人　令和元年度：200人　令和2年度：200人　令和3年度：150人　令和4年度：240人　令和5年度：240人)年齢構成の推移及び当該疾患罹患の全国的傾向を踏
まえ最終240名程度を維持できるようにする。

54,083 52,535 53,075 - - -

3,4 既
存 歯科検診補助 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ ウ,キ,ケ

保健事業実施要領冊子に
て事業所担当者に案内。
事業所から実施計画申請
。未実施事業所への実施
勧奨。

ア,サ
事業所が実施した検診の
費用を健保が補助。

事業所に対し、健保契約
委託業者での歯科検診の
実施を継続的に働きかけ
、受診者数増加を図る。

事業所に対し、健保契約
委託業者での歯科検診の
実施を継続的に働きかけ
、受診者数増加を図る。

事業所に対し、健保契約
委託業者での歯科検診の
実施を継続的に働きかけ
、受診者数増加を図る。

事業所に対し、健保契約
委託業者での歯科検診の
実施を継続的に働きかけ
、受診者数増加を図る。

事業所に対し、健保契約
委託業者での歯科検診の
実施を継続的に働きかけ
、受診者数増加を図る。

事業所に対し、健保契約
委託業者での歯科検診の
実施を継続的に働きかけ
、受診者数増加を図る。

歯科疾患の重症化予防のため、歯科検診の
受診者数増加を図る。

・歯科は健保平均と比較すると1人
当たり医療費単価が高く、重症化
予防対策が求められる。

事業所への案内（保健事業実施要領の送付）の実施割合(【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％)- 受診者数(【実績値】11,568人　【目標値】平成30年度：12,200人　令和元年度：12,200人　令和2年度：11,850人　令和3年度：12,750人　令和4年度：12,750人　令和5年度：12,750人)-

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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42,400 42,205 51,196 50,747 - -

3 既
存

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防
接種費補助 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ エ,キ,ク,ケ

,シ

【被扶養者】
けんぽニュースやPepUp
で、周知する。
【被保険者】
事業所へ実施要領を配付
し、周知する。
母体事業所については、
本社の安全保健部が窓口
となって広報する。

ア,ケ,サ

【被扶養者】
個人が実施する予防接種
の費用の一部補助を行う
。申請しやすい環境づく
りとして、紙の申請書だ
けでなくWEB（PepUp）
からの申請もできる。
【被保険者】
事業所が行うインフルエ
ンザ予防対策を支援する
ため費用補助を行う。費
用は事業所へ一括支払。
構外出向者など一部の対
象者には個人に支払。

けんぽニュース等の媒体
を使って、インフルエン
ザ予防接種補助制度の周
知を図る。

けんぽニュース等の媒体
を使って、インフルエン
ザ予防接種補助制度の周
知を図る。

けんぽニュース等の媒体
を使って、インフルエン
ザ予防接種補助制度の周
知を図る。

【被扶養者】
けんぽニュース等の媒体
を使って、インフルエン
ザ予防接種補助制度の周
知を図る。
【被保険者】
本事業の周知を徹底し、
本事業の利用を促進する
。

【被扶養者】
けんぽニュース等の媒体
を使って、インフルエン
ザ予防接種補助制度の周
知を図る。
【被保険者】
本事業の周知を徹底し、
本事業の利用を促進する
。

【被扶養者】
けんぽニュース等の媒体
を使って、インフルエン
ザ予防接種補助制度の周
知を図る。
【被保険者】
本事業の周知を徹底し、
本事業の利用を促進する
。

【被扶養者】インフルエンザの発症予防と
重症化予防のため、被扶養者・任継被保険
者のインフルエンザ予防接種実施率を向上
させる。
【被保険者】事業所が行うインフルの予防
対策を支援することで、被保険者のインフ
ルエンザ予防接種実施率を向上させる。

・季節性疾患等は被扶養者（子ど
も）での罹患が多く、家庭での予
防のためのリテラシー向上が課題
。
・被扶養者がインフルエンザに罹
患すると、被保険者の罹患率も高
くなっており、BCPの観点でもイ
ンフルエンザ対策が欠かせない。

けんぽニュースでの案内回数(【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)被扶養者 予防接種人数(【実績値】10,214人　【目標値】平成30年度：10,000人　令和元年度：10,000人　令和2年度：10,000人　令和3年度：10,300人　令和4年度：10,400人　令和5年度：10,500人)被扶養者

実施要領での案内回数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-回　令和元年度：-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)被保険
者 利用事業所割合(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-％　令和元年度：-％　令和2年度：100％　令和3年度：100％　令和4年度：100％　令和5年度：100％)被保険者

2,592 2,741 2,442 2,398 - -

6 既
存 ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ケ

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

ウ,ケ,サ 面談および電話相談を外
部委託

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

「心の健康相談」を開設
していることを、機関紙
等を使って加入者に情宣

心の健康相談窓口開設により、メンタルヘ
ルス不調者の未然予防を図る

・メンタルヘルス不調は被保険者
男性を中心に多く、業務との関連
性が高い可能性がある。対策に関
し事業主と連携するとともに、組
合としてもメンタルヘルス不調者
への早期対応を図り、医療費や傷
病手当金の抑制を図ることが欠か
せない。

相談窓口の機関紙等での年間情宣回数(【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)―

数量的指標評価が困難なため
(アウトカムは設定されていません)

198 216 197 132 - -

3,4 既
存

重症化予防事
業 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 １ イ,ウ,キ,ク

健保にて対象者を抽出し
、郵送にて受診勧奨を実
施している。

サ
対象者抽出のために、健
診結果とレセプトを突合
して分析できるJMDCの分
析システムを導入してい
る。

高血圧または糖尿病で医
療機関未受診者を分析シ
ステムで洗い出し、文書
にて受診勧奨を実施。

高血圧または糖尿病で医
療機関未受診者を分析シ
ステムで洗い出し、文書
にて受診勧奨を実施。

高血圧または糖尿病で医
療機関未受診者を分析シ
ステムで洗い出し、文書
にて受診勧奨を実施。

高血圧または糖尿病で医
療機関未受診者を分析シ
ステムで洗い出し、文書
にて受診勧奨を実施。

高血圧または糖尿病で医
療機関未受診者を分析シ
ステムで洗い出し、文書
にて受診勧奨を実施。

高血圧または糖尿病で医
療機関未受診者を分析シ
ステムで洗い出し、文書
にて受診勧奨を実施。

重症化を予防し将来の医療費を抑制するた
め、健診で高血圧症や糖尿病のレベル判定
となったにも関わらず医療機関で受療して
いない方に対し、受診勧奨を実施し、定期
的な受療を促す。

・高血圧のリスク保有者は加入者
の37.5%、血糖のリスク保有者は
加入者の26.1%を占めていて、特
に被保険者の高血圧が健保平均と
比較して多い。
・健診で高血圧症または糖尿病レ
ベルと判定された加入者のうち、
医療機関を受療していない方が多
い。

受診勧奨実施率(【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％)対象：2年度前の対象者
（レセプトを活用しながら実施するため、対象にあがった年度と実施年度、評価年度が大きくずれる）

受診率(【実績値】40％　【目標値】平成30年度：30％　令和元年度：30％　令和2年度：30％　令和3年度：30％　令和4年度：30％　令和5年度：30％)対象：2年度前の対象者
（レセプトを活用しながら実施するため、対象にあがった年度と実施年度、評価年度が大きくずれる）

302,586 299,750 319,624 334,297 - -

直
営
保
養
所

8 既
存

直営及び契約
保養所等 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員 １ ケ

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

ス
泉郷荘及び健康推進セン
ターの２ヵ所の直営施設
と、契約保養所の運用

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

保養所の利用ができるこ
とを、機関紙等を使って
加入者に情宣。

加入者の心身のリフレッシュ、家族や職場
仲間との懇親の場の提供。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関紙等での年間情宣回数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：2回　令和元年度：2回　令和2年度：4回　令和3年度：2回　令和4年度：2回　令和5年度：2回)- 直営及び契約施設の利用者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：21,000人　令和元年度：21,000人　令和2年度：22,500人　令和3年度：15,000人　令和4年度：19,000人　令和5年度：23,500人)-

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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