
データヘルス計画
第2期計画書

最終更新日：平成 30 年 02 月 02 日最終更新日：平成 30 年 02 月 02 日
倉庫業健康保険組合倉庫業健康保険組合

平成30年4月06日  [ この内容は未確定です。] 



STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 25091
組合名称 倉庫業健康保険組合
形態 総合
業種 運輸業

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32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

20,740名
男性76.9%

（平均年齢45.31歳）*
女性23.1%

（平均年齢41.96歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*
特例退職被保険
者数

0名 -名 -名

加入者数 35,967名 -名 -名
適用事業所数 352ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

806ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

98‰ -‰ -‰

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 平成31年度見込み 平成32年度見込み
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 0 - - - -
保健師等 0 1 - - - -

事業主 産業医 0 0 - - - -
保健師等 0 0 - - - -

第2期における基礎数値
特定健康診査実施率
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 12,506 ∕ 17,054 ＝ 73.3 ％
被保険者 10,961 ∕ 12,618 ＝ 86.9 ％
被扶養者 1,545 ∕ 4,436 ＝ 34.8 ％

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 419 ∕ 2,853 ＝ 14.7 ％
被保険者 415 ∕ 2,709 ＝ 15.3 ％
被扶養者 4 ∕ 144 ＝ 2.8 ％

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32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 50,201 2,420 - - - -
特定保健指導事業費 14,564 702 - - - -
保健指導宣伝費 14,793 713 - - - -
疾病予防費 260,708 12,570 - - - -
体育奨励費 9,871 476 - - - -
直営保養所費 0 0 - - - -
その他 11,087 535 - - - -
　
小計　…a 361,224 17,417 0 - 0 -
経常支出合計　…b 10,071,286 485,597 - - - -
a/b×100 （%） 3.59 - -

平成30年4月06日  [ この内容は未確定です。] 
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平成30年度見込み 平成31年度見込み

平成32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 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 118人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 733人 25〜29 1,100

人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 1,329
人 35〜39 1,667

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 2,396
人 45〜49 2,646

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,980
人 55〜59 1,648

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 1,371
人 65〜69 738人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人

70〜74 213人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 871人 5〜9 1,025

人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 1,124
人 15〜19 1,145

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 533人 25〜29 80人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 38人 35〜39 19人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 10人 45〜49 5人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 4人 55〜59 7人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 10人 65〜69 12人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 17人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 56人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 346人 25〜29 515人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 514人 35〜39 560人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 734人 45〜49 728人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 531人 55〜59 401人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 260人 65〜69 113人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 43人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 829人 5〜9 956人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 1,080

人 15〜19 1,111
人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 482人 25〜29 245人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 437人 35〜39 643人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 917人 45〜49 967人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 790人 55〜59 690人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 583人 65〜69 404人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 193人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴

（１）総合健康保険組合で、加入事業所数は３５２社。事業主の拠点が全国にあり、加入者も点在している
（２）加入事業所３５２社のうち、被保険者が５０人未満の事業所は２５３社。
（３）１事業所の平均被保険者は５９人。被保険者数が２０人未満の事業所は１９６社で全体の５５．７％を占めている
（４）物流関連の作業に従事する被保険者が多い
（５）被保険者の７割強が男性。
（６）被保険者の平均年齢は４４．５４歳。男性の平均年齢は４５．３１歳、女性は４１．９６歳と男女ともに高く、年代構成は4０歳代〜5０歳代前半に偏って
いる。
（７）非常勤の保健師を採用

平成30年4月06日  [ この内容は未確定です。] 
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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．健康増進、疾病予防等幅広くサービスを提供しているが、参加率（利用率）があまり高くない。
２．法定健診と特定健診を共同事業で実施。
３．共同実施により、特定健診の受診率は年々微増傾向にあるが、被扶養者の受診率は被保険者と比較してかなり低い。
４．特定保健指導の取組みは、事業所の協力により実施。
５．事業主の取組については、定期健康診断を除き、事業名や目的、概要等の詳細は把握できていない。

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　事業所別健康情報の開示
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　個別情報提供
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 　機関誌発行
　保健指導宣伝 　事務説明会
　保健指導宣伝 　健保モニター
　保健指導宣伝 　解説書等の配布
　保健指導宣伝 　共同指導宣伝
　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 　ジェネリック医薬品利用促進通知
　疾病予防 　簡易生活習慣病健診
　疾病予防 　人間ドック
　疾病予防 　生活習慣病健診
　疾病予防 　婦人生活習慣病
　疾病予防 　保健指導
　疾病予防 　救急医薬品の配布
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種事業
　疾病予防 　メンタルヘルス相談事業
　疾病予防 　禁煙キャンペーン
　疾病予防 　歯みがきキャンペーン
　疾病予防 　脳検査事業
　疾病予防 　電話保健指導
　疾病予防 　健康管理等情報資料作成
　体育奨励 　健康ハイキング
　体育奨励 　健康づくり保養施設
　体育奨励 　地方支店が実施する体育奨励事業への補助
　体育奨励 　ミニマラソン大会
事業主の取組事業主の取組
　1 　定期健康診断
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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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 事業所別健康
情報の開示

【目的】事業所の健康状況の特徴を知ってもらう
【概要】収支状況・健診、保健指導の実施状況、疾病傾向
等を事業所ごとにまとめた資料を送付する。また、必要に
応じ事業所に訪問し、事業所管理者に説明を行う

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 0 新規事業として計画するも実施実績な
し

分析システム等から活用できる有益な
情報を提供することで、健康意識の向
上を図る

提供する健康情報の検討がされていな
い
分析システムの技術の向上

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

5 個別情報提供
【目的】加入者の健康意識を高め、自発的な健康増進行動
及び医療費節減につなげる
【概要】医療費通知、救急医薬品申込書配布時に、健康増
進又は医療費節減に関する冊子を被保険者ごとに配布

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 0 毎年４月、医療費通知発送時にジェネ
リックシールを同封

医療費通知と同時に送付することで、
おおむね全員に配布することができる

ジェネリック使用者に対して、毎回同
じ配布物が配られており、マンネリ化
している。
シールだけでない情報の提供の検討が
必要
１年間医療費を使っていない被保険者
が掌握できていない

1

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 特定健診
【目的】　特定健診の受診率向上
【概要】　被保険者は事業所巡回健診や生活習慣病健診・
人間ドック等で同時実施
被扶養者は生活習慣病健診・人間ドック等の他に健保連・
東振協の集合契約等を活用

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 37,801
特定健診受診者
　被保険者　12,051名
　被扶養者　 1,694名

事業所巡回健診や契約医療機関の拡大
等の受診しやすい環境づくり、健診の
受診費用補助による加入者の負担軽減

・被保険者：健保が実施する健診を利
用しない事業所からの健診結果の提出
が少ない
・被扶養者：健診の重要性の理解不足
、並びに周知不足

3

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導
【目的】特定保健指導の実施率の向上
【概要】初回面談実施の利便性を向上するため、被保険者
については勤務先で実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 9,642

特定保健指導初回面談実施者数
　【動機付け支援】 190名
　【積極的支援】 273名

事業主との協力（参加案内・勤務先で
就業時間内に初回面談を実施）
専門業者と契約し、全国の対象者をフ
ォロー

・保健指導を実施している事業所が固
定化している
・保健指導に対する事業主の理解が得
られない事業所が多数ある
・複数年連続で対象となっている者の
モチベーションの低下

3

保
健
指
導
宣
伝

5 機関誌発行 【目的】健康情報・健保事業に関する情報等の提供
【概要】機関誌「健保ニュース」を年4回事業所へ発送 被保険者 全て 男女

18
〜
74

全員 7,726 機関誌発行年4回（1.4.7.10月）
事業所を経由して被保険者に配布

発行数4回/年による情報発信量・時節
に合った健康情報の掲載している

被扶養者のフォロー不足（被保険者が
家に持ち帰らない：自宅送付はコスト
がかかる）

4

5 事務説明会
【目的】健保事務に対する理解の向上を図る
【概要】健康保険委員・事務担当者を対象に健保事務につ
いての説明会を開催

被保険者 全て 男女
18
〜
74

基準該
当者 569

参加者数
　健保事務説明会（3月29日　1日間開
催）：133名
　算定事務説明会（6月9・10日　2日間
開催）：170名

【健保事務説明会】
事業計画及び健保事務についての説明
会を開催
【算定事務説明会】
標準報酬月額決定のための説明会を開
催

東京での一極開催のため、地方に所在
する事業所への対応不足 3

8 健保モニター 【目的】保健事業の企画立案・評価の参考資料
【概要】健康保険委員を対象にアンケート調査を実施 被保険者 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 4

29年2月に、組合事業等に関するアンケ
ートと調査を実施
　対象者数 333名
　回答者数 277名　回収率83.2％

アンケート調査の集計結果や寄せられ
た意見に対する回答をまとめた「アン
ケート結果報告」を健保事務説明会開
催時に参加者に配布し、その内容の説
明を行なった

回答率が低い
アンケートの回答が多く得られるよう
、設問内容を工夫

2

5 解説書等の配
布

【目的】健康情報・健保事業に関する情報等の提供
【概要】健康増進や疾病予防、健康保険に関する情報提供
を行う

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 2,774

①育児情報誌「赤ちゃんとママ」配布
配布数　154名
②健保連発行「すこやか健保」を毎月
事業所に配布
③健康保険に関する解説書等を事業所
に配布（説明会開催時）

①親しみやすい誌面作り
②健康保険に関するタイムリーなテー
マ・情報提供
③説明会開催時にテーマに沿った内容
の解説書を配布

配布後の活用の度合いが不透明 3

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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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5 共同指導宣伝
【目的】健保連が主体となり健保組合の主張を訴求する
【概要】健保連が主体となって、新聞への意見広告やラジ
オCM等により、健保連の政策や主張を訴求

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 1,181 健保連が主体となり、テレビ・新聞等
を通じて広報活動を展開 健保連が主体となって実施 - 4

5 ホームページ 【目的】健保からの情報を広く発信する
【概要】健保のホームページを作成しＷＥＢで閲覧する

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 589 訪問者数：37,777件 タイムリーな情報提供により健保が実
施する事業の周知に寄与

・全面リニューアルを実施し、よりわ
かりやすい表現やレイアウトに変更
・スマートフォン対応ページの導入

3

8 医療費通知 【目的】加入員の健康意識の向上 被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 756
４月に前年1月から１２月までの医療費
通知を発行
発行実績：17,000件

事業所との協力（医療費通知の被保険
者への配布等）

対象者が医療費通知を実際に内容を確
認ているかが不明 3

8
ジェネリック
医薬品利用促
進通知

【目的】ジェネリック医薬品の利用を促進し、薬剤費の節
減を図る
【概要】自己負担額が一定以上軽減される対象者に通知を
送付

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

基準該
当者 0

年２回実施
７月実施：3,427人
１月実施：3,200人

ジェネリック医薬品使用時との差額を
提示し利用者の関心度を図る
ジェネリック差額通知の実施時期に、
組合広報誌に実施内容を掲載

ジェネリック医薬品の品質に対する不
信感、不安感 4

疾
病
予
防

3 簡易生活習慣
病健診

【目的】健康状態の把握と疾病の早期発見、早期治療の促
進
【概要】主に35歳未満の加入員を対象として、事業所巡回
健診・契約医療機関で受診した加入者に対し、受診費用の
一部を補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 24,015
受診者数
　被保険者　5,675名
　被扶養者 54名

首都圏では事業所巡回健診を実施
・健診制度が複雑（選択肢が多い、年
齢・目的別に一部負担を設定等）
・被扶養者の受診率が低い

3

3 人間ドック
【目的】健康状態の把握と疾病の早期発見、早期治療の促
進
【概要】40歳以上の加入員を対象として、契約医療機関で
受診した加入者に対し、受診費用の一部を補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

全員 92,282
受診者数
　被保険者　3,524名
　被扶養者 401名

全国の契約健診機関で受診可能

コストがかかる。
・他のコースより補助金額が高いので
コストがかかる
・健診制度が複雑（選択肢が多い、年
齢・目的別に一部負担を設定等。）
・被扶養者の受診率が低い

3

3 生活習慣病健
診

【目的】健康状態の把握と疾病の早期発見、早期治療の促
進
【概要】35歳以上の加入員を対象として、事業所巡回健診
・契約医療機関で受診した加入者に対し、受診費用の一部
を補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

35
〜
74

全員 70,608
受診者数
　被保険者　7,479名
　被扶養者 193名

全国の契約健診機関で受診可能
・健診制度が複雑（選択肢が多い、年
齢・目的別に一部負担を設定等。）
・被扶養者の受診率が低い
・コストが高い

3

3 婦人生活習慣
病

【目的】健康状態の把握と疾病の早期発見、早期治療の促
進
【概要】35歳以上の女性加入員を対象として、会場別巡回
健診・契約医療機関で受診した加入者に対し、受診費用の
一部を補助

被保険者
被扶養者 全て 女性

35
〜
74

全員 27,330
受診者数
　被保険者　1,086名
　被扶養者 1,102名

・東京都保健施設振興協会と共同で会
場別健診を春と秋に実施
・全国の契約健診機関で受診可能

・健診制度が複雑（選択肢が多い、年
齢・目的別に一部負担を設定等。）
・被扶養者の受診率が低い
・コストが高い

2

4 保健指導
【目的】健康の保持増進
【概要】特定保健指導の対象とならな40歳未満の者を対象
に実施

被保険者
被扶養者

一部の
事業所 男女

18
〜
74

基準該
当者 4 実施者数　63名 事業主との協力（参加案内・勤務先で

就業時間内に面談を実施）
組合保健師1名で対応。マンパワー不足
。 3

- 救急医薬品の
配布

【目的】健康づくり対策の一助
【概要】選択補助方式により申込者に1名に付き1,000円を
上限に補助金を支給

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 17,245 申込者数　17,451名
・事業所との協力（案内・医薬品の配
布等）
・特納品を中心に医薬品を廉価で提供

費用対効果が不明瞭 4

3
インフルエン
ザ予防接種事
業

【目的】インフルエンザ感染予防
【概要】（一社）東振協と協力して低廉な料金で接種を受
けられる医療機関を紹介

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 64 受診者数　1,158名
東振協との共同事業として、一般的な
接種費用よりも低額で接種できる医療
機関を紹介

受診者が少ない 1

6 メンタルヘル
ス相談事業

【目的】メンタル疾患者の不安解消と重症化防止
【概要】メンタルヘルスの専門相談窓口を設置（電話・面
接相談）

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 1,085 利用者数　193名
・自己負担無料
・毎号健保ニュースに相談ダイアルを
掲載とチラシを折り込みを行い周知し
ている

・利用率の向上 1

5 禁煙キャンペ
ーン

【目的】禁煙の推進、禁煙支援
【概要】希望者を禁煙サポートプログラムに参加させ、そ
の費用全額を補助

被保険者 全て 男女
20
〜
74

基準該
当者 32 参 加 数　8名

達成者数　5名
公益財団法人日本対がん協会が主催す
る禁煙らくらくコンテストに参加

参加者が少ない
喫煙者の禁煙に対する低意識 1

5 歯みがきキャ
ンペーン

【目的】口腔ケアの推進
【概要】口腔ケア習慣定着のため、1ヶ月のキャンペーン期
間を設け、1日3回の歯みがきを推奨

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 942 参加者数　861名　
達成者数　327名

指南書、歯みがきセットの無料提供
達成者を組合機関誌上で表彰 ・参加者の固定化 3

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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



3 脳検査事業
【目的】脳血管疾患の早期発見
【概要】（一社）東振協と協力し、低廉な費用で検査が受
けられる医療機関を紹介

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

全員 4 受診者数　20名
東振協との共同事業として、一般的な
検査費用よりも低額で検査できる医療
機関を紹介

・周知が不足している
・受診者負担が高い 1

4,6 電話保健指導
【目的】60歳代被扶養者の健康管理
【概要】健診受診率の低い60歳代の被扶養者を対象に電話
にて保健指導を実施 被扶養者 全て 男女

60
〜
68

基準該
当者 2,091

対象者数　514名
指導者数　208名 アンケート未提出者に督促を実施

・保健指導の受入れ率が低い
・対象者の保健指導に対する理解が不
足している 1

1,5 健康管理等情
報資料作成

【目的】レセプトデータの管理・分析
【概要】医療費適正化対策を推進するための資料を作成 被保険者 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 977 作成した資料を月例の幹部会に資料と

して提出。 − 分析技術の向上 3

体
育
奨
励

5 健康ハイキン
グ

【目的】運動習慣の定着
【概要】年2回ウォーキング大会を開催

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 3,905

春　　5月　8日　千葉県木更津市にて
潮干狩り大会を実施　参加者数　1,109
名
秋　10月30日　神奈川県横浜市「横浜
マリンタワー〜横浜万葉倶楽部」にて
健康ハイキング大会を実施　参加者数
　330名

・参加費の補助
・秋のハイキングは開催地を毎年変更
して実施

利用者および利用事業所が固定化して
いる傾向にある 3

8 健康づくり保
養施設

【目的】心身の保養、健康づくり
【概要】保養施設（宿泊・日帰り）の利用の際、補助金を
支給

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 4,879

日帰り施設利用者数
東京ディズニーリゾート 1,970名
大江戸温泉物語 143名
大江戸温泉物語浦安万華郷 207名
豊島園庭の湯 24名
東京ドームスパ・ラクーア 52名
新江ノ島水族館 118名
富士急ハイランド 58名
東京サマーランド 71名
スパリゾート・ハワイアンズ 21名
東武動物公園（プール）　96名
スポーツクラブルネサンス　2,639名
宿泊施設利用者数
ラフォーレ倶楽部 206名
共同利用保養所 97名
公的施設（３機関） 132名
山の家 24名
ハワイアンズホテル（３施設） 13名
ＪＴＢ契約保養所システム 652名

【日帰り施設利用】1人1回につき大人1
,000円、小人500円の補助金を支給
【宿泊施設利用】1人1泊につき2,000円
の補助金を支給

利用者および利用事業所が固定化して
いる傾向にある 3

8
地方支店が実
施する体育奨
励事業への補
助

【目的】運動習慣の啓発
【概要】組合が実施する健康ハイキングへの参加が困難な
地方在住者を対象に、事業所が企画・実施した体育奨励事
業に対し補助金を支給

被保険者 一部の
事業所 男女

18
〜
74

基準該
当者 59 1事業所　58名に補助金を支給 地方在住被保険者

1人1回を限度に1,000円の補助金を支給
利用者および利用事業所が固定化して
いる傾向にある 3

5 ミニマラソン
大会

【目的】運動習慣の啓発
【概要】東総協が実施するミニマラソン大会事業への参加

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 33

平成29年3月5日開催
スポーツの森「大井陸上競技場」にて
実施
参加申込者数：22名
参加者数：　　　17名

28年度より実施
参加者が費用負担

28年度から事業に参加したため、加入
者への事業が浸透していない 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%

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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

定期健康診断 労安衛法に基づく健診（法定項目、特定健診項目を満たした各種健
診コースを用意（健保と共同実施） 被保険者 男女

18
〜
74

通年実施
労安衛法に基づく健診（法定項目、特定健診）
項目を満たした各種健診コースを用意

受診期間を通年とし、対象医療機関を拡大した 健保の健診を利用しない事業所については、実
施状況の把握ができない 有

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]

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

8



ＳＴＥＰ１－３　特定健診・特定保健指導の実施状況等

9



特定健診の実施率は微増傾向にあるものの、被保険者が８割強の受診率に対して、被扶養者の受診率は３割台と低い

被扶養者は婦人生活習慣病健診の利用率が高い

ア－①②③

ア－⑤

10



ＳＴＥＰ１－３　特定健診・特定保健指導の実施状況等
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ＳＴＥＰ１－３　特定健診・特定保健指導の実施状況等

イ－① 特定保健指導の実施率は減少している

イ－② 特定保健指導対象者は、ほぼ横ばいに推移しているものの、特定保健指導の参加者は減少している

特定保健指導対象者のうち、経年対象者は約６０％、昨年度より悪化した者が約３０％、新４０歳となった者が４％

健保全体と比較して、メタボリックシンドローム該当者の減少率は低い

４０歳代のメタボリックシンドローム該当者の減少率が高い　　注60歳～の減少率が健保全体と高いのは母数が少なくなるため

イ－⑤ 健保全体と比較して、特定保健指導対象者の減少率が低い　　注70～74歳の減少率が突出して高いのは母数が少ないため

イ－③
昨年度の保健指導対象者から当該年度特定保健指導対象外となった者は、全体の約２３％。そのうち服薬による除外者は約６％

イ－④

12



ＳＴＥＰ１－３　一人当たり医療費
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ＳＴＥＰ１－３　一人当たり医療費
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ＳＴＥＰ１－３　一人当たり医療費
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ウ－①② １人当たり医療費は被保険者・被扶養者ともに「歯科」、「循環器系疾患」、「新生物」が高く、他の健保と比較しても高い

キ－③⑤ 入院の１人当たり医療費は、被保険者・被扶養者とも「循環器系疾患」、「新生物」が高い

ウ－④ 被保険者の外来の１人当たり医療費は「内分泌・栄養・代謝疾患」が高い

ウ－⑥ 被扶養者の外来の１人当たり医療費は「呼吸器系疾患」が高い

ウ－⑦
～⑩

１人当たり医療費は加齢とともに増加し、６５歳以上で顕著に増加している

※ウ－①②の１人当たり金額とウ－③～⑥の１人当たり金額の積み上げた合計と一致しない

16



ＳＴＥＰ１－３　一人当たり医療費（生活習慣病）
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ＳＴＥＰ１－３　一人当たり医療費（生活習慣病）

エ－①②

エ－③ 男性のがんの１人当たり医療費は、「消化器」、「呼吸器・胸腔内臓器」によるものが高い
エ－④ 女性のがんの１人当たり医療費は、「乳房」、「消化器」によるものが高い
エ－⑤ 男性の上位３位のがんにかかる１人当たり医療費は、６０歳代から増加
スー⑥ 女性の上位３位のがんにかかる１人当たり医療費は、４０歳代から増加

生活習慣病の「糖尿病」、「高血圧症」の１人当たり医療費は、被保険者・被扶養者ともに上位を占め、健保全体と比較しても高い。被扶
養者の人工透析の１人当たり医療費は、健保全体と比較して３倍以上

18



ＳＴＥＰ１－３　生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等
【リスクフローチャート】
オ－②　糖尿病

オ－③　脳卒中／心疾患

血圧測定実施者数 12,399
人

実施率 100.00
%

*3疾患治療の服薬あり *3疾患治療の服薬なし

2,616
人

21.10
%

9,783
人

78.90
%

140≦SBPまたは90≦DBP SBP＜140かつDBP＜90

1,782
人

18.22
%

8,001
人

81.78
%

*高血圧治療の服薬なし *高血圧治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

668
人

25.54
%

1,948
人

74.46
%

268
人

3.35
%

7,733
人

96.65
%

SBP＜130 ＆
DBP＜85mmHg

434
人

16.59
%

761
人

29.09
%

176
人

2.20
%

6,342
人

79.27
%

7,713
人

62.21
%

130≦SBP＜140
85≦DBP＜90

119
人

4.55
%

479
人

18.31
%

92
人

1.15
%

1,391
人

17.39
%

2,081
人

16.78
%

140≦SBP＜160
 90≦DBP＜100

93
人

3.56
%

533
人

20.37
%

1,275
人

13.03
%

1,901
人

15.33
%

160≦SBP＜180
100≦DBP＜110

18
人

0.69
%

140
人

5.35
%

390
人

3.99
%

548
人

4.42
%

180≦SBP
110≦DBP

4
人

0.15
%

35
人

1.34
%

117
人

1.20
%

156
人

1.26
%

脳卒中・心筋梗塞等リスクフローチャート

血圧

血圧 合計

*服薬あり/なしは、問診回答で判定

*3疾患治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症
 いずれか1つ以上の治療薬の服薬ありを指す

※２ ※４

HbA1c実施者数 11,818
人

実施率 95.31
%

*3疾患治療の服薬あり *3疾患治療の服薬なし

2,474
人

20.93
%

9,344
人

79.07
%

HbA1c 6.5%以上 HbA1c 6.4%以下

295
人

3.16
%

9,049
人

96.84
%

*糖尿病治療の服薬なし *糖尿病治療の服薬あり 特定保健指導終了者 特定保健指導未実施者

1,894
人

76.56 % 580
人

23.44
%

378
人

4.18
%

8,671
人

95.82
%

～5.5% 821
人

33.19
%

11
人

0.44
%

176
人

1.94
%

5,484
人

60.60
%

6,492
人

54.93
%

5.6～5.9% 690
人

27.89
%

21
人

0.85
%

150
人

1.66
%

2,627
人

29.03
%

3,488
人

29.51
%

6.0～6.4% 265
人

10.71
%

92
人

3.72
%

52
人

0.57
%

560
人

6.19
%

969
人

8.20
%

6.5～6.8% 65
人

2.63
%

116
人

4.69
%

100
人

1.07
%

281
人

2.38
%

6.9～7.3% 25
人

1.01
%

120
人

4.85
%

63
人

0.67
%

208
人

1.76
%

7.4%～ 28
人

1.13
%

220
人

8.89
%

132
人

1.41
%

380
人

3.22
%

[再掲]8.4%～ 7
人

0.28
%

95
人

3.84
%

74
人

0.79
%

176
人

1.49
%

糖尿病リスクフローチャート

HbA1c 数値

HbA1c 合計

*服薬あり/なしは、問診回答で判定

*3疾患治療の服薬ありは、糖尿病、高血圧症、脂質異常症
 いずれか1つ以上の治療薬の服薬ありを指す

※２ ※４
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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

オ－① 受診勧奨値以上の者で、生活習慣病に関するレセプトがない者は、全体の１６％

オ－②③ 内服治療を受けていない者で、血圧値、血糖値が受診勧奨値以上の者が多数確認された

オ－①② 喫煙率は男女ともに高く、全国平均を上回っている。特に女性の４０歳代の喫煙率が高い

男性の４０歳代から５０歳代の喫煙率の減少幅は、全国平均と比較して少ない

20



ＳＴＥＰ１－３　後発薬品の使用状況

カ－① 後発医薬品の使用割合は、健保全体と比較してやや高い

カ－② １人当たり薬剤費は、健保全体と比較して高く、５０歳代から薬剤費が大幅に上昇

21



ＳＴＥＰ１－３　疾病別　傷病手当金の1人当たり平均支給日数

キ 傷病手当金の1人当たり平均支給日数は、メンタル不全による疾病が一番長い

※皮下・皮下組織疾患については、支給者１人の熱傷によるもの
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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
（１）特定健診の実施率は微増傾向にあるが、健保全体と比較して若干低い
（２）被扶養者の実施率は被保険者と比較してかなり低い  （１）健診案内等の見直し、発信力の強化を図る

（２）被扶養者の実施率向上
（３）婦人科健診の充実
（４）事業主との協働による健診未受診者対策を検討



2
（１）特定保健指導の実施率の向上
（２）メタボリックシンドローム該当者、特定保健指導対象者の減少率が、
健保全体と比較して低い

 （１）特定保健指導を受けやすい環境・体制の整備
（２）特定保健指導の経年対象者への対策
（３）新たに保健指導対象者となる流入者（悪化者と新４０歳）に対す
る対策の検討
（４）被扶養者の実施率向上



3
（１）1人当たり医療費は、被保険者は「歯科」、被扶養者は「呼吸器系疾
患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢とともに増加し、６５歳以上で顕著に増加
している

 （１）歯周病・かぜ・インフルエンザ対策
（２）前期高齢者医療費低減に向けた対策
（３）６０歳以降に増加するがんに係る医療費を抑制するため、４０歳
代からのがん検診を強化

4
（１）生活習慣病の「糖尿病」、「高血圧症」の１人当たり医療費は、被保
険者・被扶養者ともに上位を占め、健保全体と比較しても高い
（２）「人工透析」に係る１人当たり医療費は、健保全体と比較して高く、
被扶養者では３倍以上の１人当たり医療費となっている

 （１）生活習慣病は、特定保健指導の介入効果が期待できる疾病のため
、特定保健指導の実施率の向上を図る
（２）糖尿病、高血圧を対象とした重症化予防に取り組む

5
（１）がんにかかる医療費は、男性では「消化器」、「呼吸器」が上位を占
め６０歳から増加傾向にある。女性では、「乳房」、「女性生殖器」が上位
を占め、４０歳代から増加傾向にある

 （１）がん検診（リスク検査の導入）の充実により、将来的な医療費を
抑制する
（２）婦人科系のがん検診の充実
（３）被扶養配偶者の健診受診率向上

6
（１）喫煙率が男女ともに全国平均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が高い
（２）男性の４０歳代から５０歳代の喫煙率の減少幅は、全国平均と比較し
て少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

 （１）禁煙事業の案内等の強化
（２）４０歳代の禁煙サポートの強化
（３）加入者の健康意識、行動変容を促すための効果的な情報提供方法
などを検討

7 （１）1人当たり薬剤費は、健保全体と比較して高い  （１）後発医薬品の使用促進
8 （１）メンタル不全による休業は長期間  （１）加入員のストレスの早期対応と心身状態の悪化を緩和する対策

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1 （１）総合健保で加入事業者が３５２社。事業主の拠点が全国にあり、加入者も点在してい
る  （１）当組合が加入者個々に対して直接的に働きかけることは、効果性・効率性から有

効的ではないと考えられるため、事業主との協働（コラボヘルス）が重要

ア

ア，イ，オ

ウ，エ

イ，ウ，エ，
オ

ア，エ

オ

カ
キ

平成30年4月06日  [ この内容は未確定です。] 
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2
（１）１事業所の平均被保険者数は５９人
（２）５０人未満の事業所は２５３社で、２０人未満では１９６社
（３）被保険者の７割強が男性

 （１）事業所規模ごとの分析や事業展開が必要であることに留意

3 （１）物流関連の作業に従事する被保険者が多い  （１）加入者の職種に考慮した事業展開が必要であることに留意

4 （１）平均年齢は４４．６２歳と高い　
　　　　　　　　　　　　　　（男性４５．３８歳∕女性４２．０６歳）  （１）将来的な加入者構成を考えると、４０歳代から５０歳代前半の加入者への対策を

重視

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
（１）法定健診と特定健診を共同事業として実施したことにより、実施率は微増傾向にある
が、被扶養者の実施率は被保険者と比較して、かなり低い
（２）被扶養者への健診案内の発信力が弱い

 （１）被扶養者への健診案内の発信力の強化
（２）被保険者・被扶養者の健康意識向上のための施策を検討
（３）婦人科健診の充実と受診環境の整備

2 （１）組合の健診利用のない対象者についての健診結果の情報提供が少なく、健診結果の情
報提供の案内が不十分  （１）組合の健診利用がない事業所を把握し、事業主との協働を図る（２）被扶養者へ

の健診結果情報提供の案内方法を検討
3 （１）保健事業に関しての、参加者・参加事業所が固定化している傾向がある  （１）事業主、加入者への情報提供方法について、幅広く検討　　　　

（２）加入者全員が参加できる事業を検討

平成30年4月06日  [ この内容は未確定です。] 
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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 　事業所別健康情報の開示
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　個別情報提供
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 　機関誌発行
　保健指導宣伝 　事務説明会
　保健指導宣伝 　健保モニター
　保健指導宣伝 　解説書等の配布
　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 　ジェネリック医薬品利用促進通知
　疾病予防 　簡易生活習慣病健診
　疾病予防 　人間ドック
　疾病予防 　生活習慣病健診
　疾病予防 　婦人生活習慣病
　疾病予防 　保健指導
　疾病予防 　重症化予防
　疾病予防 　救急医薬品の配布
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種事業
　疾病予防 　メンタルヘルス相談事業
　疾病予防 　禁煙キャンペーン
　疾病予防 　歯みがきキャンペーン
　疾病予防 　脳検査事業
　疾病予防 　電話保健指導
　疾病予防 　健康管理等情報資料作成
　体育奨励 　健康ハイキング
　体育奨励 　健康づくり保養施設
　体育奨励 　地方支店が実施する体育奨励事業への補助
　体育奨励 　ミニマラソン大会
※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
生活習慣病の発症や重症化は加齢や生活習慣の影響を多いに受けることから、加入員の健康状況の把握と生活習慣病のリスク者への早期対応を図ることで、将来的な医療費の上昇を抑制
することを目的とする
そのために、特定健康診査、特定保健指導の実施率向上を目指す

事業全体の目標事業全体の目標
（１）健診の受診環境の整備と、特に被扶養者に対しての健診の必要性を周知することにより、健診実施率の向上を目指す
（２）メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の健康状況の改善を促すために特定保健指導の実施率の向上を目指す
（３）血圧値と血糖値が受診勧奨判定値以上の高リスク者に対し早期治療への受診を勧奨し重症化を予防する

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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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 既
存

事業所別健康
情報の開示 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
３ ケ,シ,ス

組合の分析システムの活
用
３０年度は情報提供等の
内容・様式などの体制を
整える
３１年度以降は、被保険
者規模の大きい順に情報
提供を開始

ア,ス 組合内において分析
事業所の健康状況などの
提供する情報の内容・様
式などを検討

事業所に健康情報の提供
を実施し、必要な対策へ
の協力、参加を促す
対象事業所：被保険者数
３００人以上

事業所に健康情報の提供
を実施し、必要な対策へ
の協力、参加を促す
対象事業所：被保険者数
２００人以上

事業所に健康情報の提供
を実施し、必要な対策へ
の協力、参加を促す
対象事業所：被保険者数
１００人以上

事業所に健康情報の提供
を実施し、必要な対策へ
の協力、参加を促す
対象事業所：被保険者数
８０人以上

事業所に健康情報の提供
を実施し、必要な対策へ
の協力、参加を促す
対象事業所：被保険者数
５０人以上

事業所と健康課題を共有し、職場環境の整
備と職場の健康意識の改善につなげる

（１）がんにかかる医療費は、男
性では「消化器」、「呼吸器」が
上位を占め６０歳から増加傾向に
ある。女性では、「乳房」、「女
性生殖器」が上位を占め、４０歳
代から増加傾向にある
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

情報提供の実施体制(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：0％　平成32年度：0％　平成33年度：0％　平成34年度：0％　平成35年度：0％)
情報提供する様式等の実施体制の構築

事業所との情報共有のため、アウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

情報提供実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：10
0％)各事業所の健康情報を全ての対象事業所へ送付 -

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 新
規 個別情報提供 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス - 冊子等を選定のうえ、対

象者全員に配布
冊子等を選定のうえ、対
象者全員に配布

冊子等を選定のうえ、対
象者全員に配布

冊子等を選定のうえ、対
象者全員に配布

冊子等を選定のうえ、対
象者全員に配布

冊子等を選定のうえ、対
象者全員に配布

被保険者の健康意識ならびに医療費節減意
識の向上

（１）1人当たり薬剤費は、健保全
体と比較して高い
（１）1人当たり医療費は、被保険
者は「歯科」、被扶養者は「呼吸
器系疾患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢
とともに増加し、６５歳以上で顕
著に増加している
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

配布率(【実績値】100％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100
％)冊子等の配布

加入員の健康意識ならびに医療費節減の意識の向上のため数値化が困難
(アウトカムは設定されていません)

個別の事業個別の事業
50,201 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

特定健診 全て 男女
40
〜
74

被扶養
者,任意
継続者

１ ス

事業主と共同実施
健診案内の事業所への一
括送付
（被扶養者については、
事業主の協力により、被
保険者を通じて対象被扶
養者へ案内を送付）

ア,ス 東振協、健保連と集合契
を締結

被扶養者への健診案内用
の専用封書（カラーを変
更）を作成し、健診案内
の認知を図る

組合の健診利用のない事
業所の調査と健診実施状
況を把握

組合の健診利用のない事
業所へ、被保険者の健診
結果の情報提供の依頼文
書を送付

４０〜４４歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

４５〜４９歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

５０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

特定健診の実施率を上げて、健康状態の把
握と疾病の早期発見・治療を促進し、健康
維持・増進を図る

（１）特定健診の実施率は微増傾
向にあるが、健保全体と比較して
若干低い
（２）被扶養者の実施率は被保険
者と比較してかなり低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

健診実施促進通知(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年
度：100％)健診実施の促進 実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：75.4％　平成31年度：80.0％　平成32年度：82.0％　平成33年度：83.0％　平成34年度：84.0％　平成35年度：85.0％)４０歳以上の各健診全体の実施率

14,564 - - - - -

特
定
保
健
指
導
事
業

4

既
存(

法
定)

特定保健指導 全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 １ ク,ケ,コ,ス

年１回、１１月に事業所
に対象者一覧（兼調査票
）を送付し、健保事務担
当者に参加者のとりまと
を依頼
事業所訪問形式による集
団面談を実施

ア,コ,ス

保健指導の全国展開が可
能な委託先４社と健診機
関との連携（１機関）と
契約
委託先業者、健診機関、
組合保健師によ保健指導
を実施

スマフォのアプリ支援の
導入により利便性、経年
対象者の実施率の向上を
図る
実施通知の見直し

支援期間短縮によるプロ
グラムを実施
実施通知の見直し

実施通知の見直し
健診機関との連携先の増
設を検討

年２回、保健指導対象者
への通知を実施
健診機関との連携先の増
設

年２回、保健指導対象者
への通知を実施
健診機関との連携先の増
設

年２回、保健指導対象者
への通知を実施
健診機関との連携先の増
設

特定保健指導の実施率を上げることで特定
保健指導対象者の割合の減少を目指す

（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

特定保健指導の実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：18.5％　平成31年度：20.7％　平成32年度：23.2％　平成33年度：25.4％　平成34年度：27.6％　平
成35年度：30.0％)-

特定保健指導対象者の割合の減少(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：22.1％　平成31年度：21.8％　平成32年度：21.2％　平成33年度：20.8％　平成34年度：20.4％　平成35年度：20.0％)特定保健指導対象
者の割合の減少

7,837 - - - - -
保
健
指
導
宣
伝

2 既
存 機関誌発行 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ ス

年４回（４月、７月、１
０月、１月）発行
事業所に一括送付し、被
保険者へ配布
任意継続者は個人宅へ送
付

ス 組合と委託業者にて紙面
づくりを実施

年４回（4月、7月、10月
、1月）発行
各号、編集会議を実施し
、効果的な紙面づくりを
図る

年４回（4月、7月、10月
、1月）発行
各号、編集会議を実施し
、効果的な紙面づくりを
図る

年４回（4月、7月、10月
、1月）発行
各号、編集会議を実施し
、効果的な紙面づくりを
図る

年４回（4月、7月、10月
、1月）発行
各号、編集会議を実施し
、効果的な紙面づくりを
図る

年４回（4月、7月、10月
、1月）発行
各号、編集会議を実施し
、効果的な紙面づくりを
図る

年４回（4月、7月、10月
、1月）発行
各号、編集会議を実施し
、効果的な紙面づくりを
図る

組合事業の周知と加入員の健康意識の向上 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

配布率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)- 機関紙の情報等についてのアンケートを実施した場合は、健保モニター事業において結果報告
(アウトカムは設定されていません)

750 - - - - -

1 既
存 事務説明会 全て 男女

18
〜
74

その他 １ ス
事業所へ開催通知を送付
当健保会館において説明
会を実施

ア,ス -
年２回（６月、3月）実施
法改正・新年度事業にか
かる説明会、算定事務説
明会を実施

年２回（６月、3月）実施
法改正・新年度事業にか
かる説明会、算定事務説
明会を実施

年２回（６月、3月）実施
法改正・新年度事業にか
かる説明会、算定事務説
明会を実施

年２回（６月、3月）実施
法改正・新年度事業にか
かる説明会、算定事務説
明会を実施

年２回（６月、3月）実施
法改正・新年度事業にか
かる説明会、算定事務説
明会を実施

年２回（６月、3月）実施
法改正・新年度事業にか
かる説明会、算定事務説
明会を実施

健康保険事務の理解向上を図る 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

実施回数(【実績値】-回　【目標値】平成30年度：2回　平成31年度：2回　平成32年度：2回　平成33年度：2回　平成34年度：2回　平成35年度：2回)- 説明会開催のため
(アウトカムは設定されていません)

72 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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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8 既
存 健保モニター 全て 男女

18
〜
74

その他 １ ス
新年度事業の説明会開催
に合わせ、健保委員を対
象にアンケートを実施

ス -

年１回（３月）実施
健保委員を対象にアンケ
ートを実施
効果的、効率的な保健事
業の実施につながるアン
ケート内容を検討

年１回（３月）実施
健保委員を対象にアンケ
ートを実施
効果的、効率的な保健事
業の実施につながるアン
ケート内容を検討

年１回（３月）実施
健保委員を対象にアンケ
ートを実施
効果的、効率的な保健事
業の実施につながるアン
ケート内容を検討

年１回（３月）実施
健保委員を対象にアンケ
ートを実施
効果的、効率的な保健事
業の実施につながるアン
ケート内容を検討

年１回（３月）実施
健保委員を対象にアンケ
ートを実施
効果的、効率的な保健事
業の実施につながるアン
ケート内容を検討

年１回（３月）実施
健保委員を対象にアンケ
ートを実施
効果的、効率的な保健事
業の実施につながるアン
ケート内容を検討

組合事業の効果的・効率的な実施と事業所
との健康課題の共有

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

回答率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：90％　平成31年度：90％　平成32年度：90％　平成33年度：90％　平成34年度：90％　平成35年度：90％)アンケ
ート回答率 アンケートの結果報告(【実績値】-回　【目標値】平成30年度：1回　平成31年度：1回　平成32年度：1回　平成33年度：1回　平成34年度：1回　平成35年度：1回)アンケートの集計結果と対策・方針などを報告

3,807 - - - - -

5 既
存

解説書等の配
布 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者,そ

の他
１ ス - ス -

【事業所配布】
年１回　社会保険ガイド
毎　月　健保連機関紙（
すこやか健保）
【対象加入者】
１年間　育児雑誌（赤ち
ゃんとママ）

【事業所配布】
年１回　社会保険ガイド
毎　月　健保連機関紙（
すこやか健保）
【対象加入者配布】
１年間　育児雑誌（赤ち
ゃんとママ）

【事業所配布】
年１回　社会保険ガイド
毎　月　健保連機関紙（
すこやか健保）
【対象加入者配布】
１年間　育児雑誌（赤ち
ゃんとママ）

【事業所配布】
年１回　社会保険ガイド
毎　月　健保連機関紙（
すこやか健保）
【対象加入者配布】
１年間　育児雑誌（赤ち
ゃんとママ）

【事業所配布】
年１回　社会保険ガイド
毎　月　健保連機関紙（
すこやか健保）
【対象加入者配布】
１年間　育児雑誌（赤ち
ゃんとママ）

【事業所配布】
年１回　社会保険ガイド
毎　月　健保連機関紙（
すこやか健保）
【対象加入者配布】
１年間　育児雑誌（赤ち
ゃんとママ）

健康保険の仕組みの理解と健康意識の向上 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

配布率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)- 解説書の配布の活用状況などについては、健保モニター事業において設問を設定した場合に結果報告を行う
(アウトカムは設定されていません)

813 - - - - -

5 既
存 ホームページ 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

有益な情報提供、事業所
、加入者の利便性などを
検討し、情報発信力の強
化を図る

有益な情報提供、事業所
、加入者の利便性などを
検討し、情報発信力の強
化を図る

有益な情報提供、事業所
、加入者の利便性などを
検討し、情報発信力の強
化を図る

有益な情報提供、事業所
、加入者の利便性などを
検討し、情報発信力の強
化を図る

有益な情報提供、事業所
、加入者の利便性などを
検討し、情報発信力の強
化を図る

有益な情報提供、事業所
、加入者の利便性などを
検討し、情報発信力の強
化を図る

組合事業の周知と加入員の健康意識の向上
および利便性の向上

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

総アクセス数(【実績値】-件　【目標値】平成30年度：38,000件　平成31年度：38,500件　平成32年度：39,000件　平成33年度：39,500件　平成34年度：40,000件
　平成35年度：40,500件)アクセス数の向上

ホームページの情報提供など、必要に応じてアンケートを実施した場合は、健保モニター事業において結果報告
(アウトカムは設定されていません)

1,514 - - - - -

8 既
存 医療費通知 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

年１回　４月実施（前年
１月〜１２月分）
各年度、加入者と健康課
題を共有できる配布物を
検討し全件配布

年１回　４月実施（前年
１月〜１２月分）
各年度、加入者と健康課
題を共有できる配布物を
検討し全件配布

年１回　４月実施（前年
１月〜１２月分）
各年度、加入者と健康課
題を共有できる配布物を
検討し全件配布

年１回　４月実施（前年
１月〜１２月分）
各年度、加入者と健康課
題を共有できる配布物を
検討し全件配布

年１回　４月実施（前年
１月〜１２月分）
各年度、加入者と健康課
題を共有できる配布物を
検討し全件配布

年１回　４月実施（前年
１月〜１２月分）
各年度、加入者と健康課
題を共有できる配布物を
検討し全件配布

加入者の医療費の実情の理解と健康意識の
認識を深める

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

通知件数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)
全数通知

加入員の医療費に対する意識の向上のためアウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

2,7,8 既
存

ジェネリック
医薬品利用促
進通知

全て 男女
0

〜
74

基準該
当者 １ ク,ス 年２回、事業所に一括送

付し、対象者へ配布 ス -

年２回（７月、１月）実
施
【対象疾患】
慢性疾患（30疾患）
【抽出対象】
60歳未満が100円以上
60歳以上が1円以上
の効果がある被保険者、
被扶養者に実施

年２回（７月、１月）実
施
【対象疾患】
慢性疾患（30疾患）
【抽出対象】
60歳未満が100円以上
60歳以上が1円以上
の効果がある被保険者、
被扶養者に実施

年２回（７月、１月）実
施
【対象疾患】
慢性疾患（30疾患）
【抽出対象】
60歳未満が100円以上
60歳以上が1円以上
の効果がある被保険者、
被扶養者に実施

年２回（７月、１月）実
施
【対象疾患】
慢性疾患（30疾患）
【抽出対象】
60歳未満が100円以上
60歳以上が1円以上
の効果がある被保険者、
被扶養者に実施

年２回（７月、１月）実
施
【対象疾患】
慢性疾患（30疾患）
【抽出対象】
60歳未満が100円以上
60歳以上が1円以上
の効果がある被保険者、
被扶養者に実施

年２回（７月、１月）実
施
【対象疾患】
慢性疾患（30疾患）
【抽出対象】
60歳未満が100円以上
60歳以上が1円以上
の効果がある被保険者、
被扶養者に実施

後発医薬品の使用割合の上げることで、薬
剤費の軽減を図る

（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）1人当たり薬剤費は、健保全
体と比較して高い

実施回数(【実績値】-回　【目標値】平成30年度：2回　平成31年度：2回　平成32年度：2回　平成33年度：2回　平成34年度：2回　平成35年度：2回)実施回数 使用割合(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：80％　平成31年度：80％　平成32年度：80％　平成33年度：80％　平成34年度：80％　平成35年度：80％)後発医薬品の使用割合
24,922 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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

簡易生活習慣
病健診 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ シ,ス

事業所に健診案内を送付
。事業所から受診申込書
を提出

ア,コ,ス

被保険者の健診は事業主
との共同実施（法定健診
）
健診機関：東振協・独自
契約により実施
事業所巡回による健診を
実施

法定健診として全ての事
業所と共同実施（覚書の
締結・公表）
健診一部負担金の見直し
被扶養者への健診案内用
の専用封書（カラーを変
更）を作成し、健診案内
の認知を図る
健診案内の広報を強化

組合の健診利用のない事
業所の調査と健診実施状
況を把握

組合の健診利用のない事
業所へ、被保険者の健診
結果の情報提供の依頼文
書を送付

４０〜４４歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

４５〜４９歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

５０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

健診の実施率を上げて、健康情状態の把握
と疾病の早期発見・治療を促進し、健康維
持・増進を図る

（１）特定健診の実施率は微増傾
向にあるが、健保全体と比較して
若干低い
（２）被扶養者の実施率は被保険
者と比較してかなり低い
（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

健診実施促進通知(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年
度：100％)健診実施の促進 実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：75.4％　平成31年度：80.0％　平成32年度：82.0％　平成33年度：83.0％　平成34年度：84.0％　平成35年度：85.0％)４０歳以上の各健診全体の実施率

97,965 - - - - -

3 既
存 人間ドック 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 １ シ,ス

事業所に健診案内を送付
。事業所から受診申込書
を提出

ア,ス
被保険者の健診は事業主
との共同実施（法定健診
）
健診機関：健保連・東振
協・独自契約により実施

がん検診（リスク検査・
胃内視鏡導入）の充実
健診案内の広報を強化

組合の健診利用のない事
業所の調査と健診実施状
況を把握

組合の健診利用のない事
業所へ、被保険者の健診
結果の情報提供の依頼文
書を送付

４０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

５０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

６０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

健診の実施率を上げて、健康情状態の把握
と疾病の早期発見・治療を促進し、健康維
持・増進を図る

（１）特定健診の実施率は微増傾
向にあるが、健保全体と比較して
若干低い
（２）被扶養者の実施率は被保険
者と比較してかなり低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）がんにかかる医療費は、男
性では「消化器」、「呼吸器」が
上位を占め６０歳から増加傾向に
ある。女性では、「乳房」、「女
性生殖器」が上位を占め、４０歳
代から増加傾向にある
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い
（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い

健診実施促進通知(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年
度：100％)実施促進 実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：75.4％　平成31年度：80.0％　平成32年度：82.0％　平成33年度：83.0％　平成34年度：84.0％　平成35年度：85.0％)４０歳以上の各健診全体の実施率

80,332 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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

生活習慣病健
診 全て 男女

35
〜
74

基準該
当者 １ シ,ス

事業所に健診案内を送付
。事業所から受診申込書
を提出

ア,ス
被保険者の健診は事業主
との共同実施（法定健診
）
健診機関：東振協・独自
契約により実施

法定健診として全ての事
業所と共同実施（覚書の
締結・公表）
健診一部負担金の見直し
がん検診（リスク検査導
入）の充実
被扶養者への健診案内用
の専用封書（カラーを変
更）を作成し、健診案内
の認知を図る
健診案内の広報を強化

組合の健診利用のない事
業所の調査と健診実施状
況を把握

組合の健診利用のない事
業所へ、被保険者の健診
結果の情報提供の依頼文
書を送付

４０〜４４歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

４５〜４９歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

５０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

健診の実施率を上げて、健康情状態の把握
と疾病の早期発見・治療を促進し、健康維
持・増進を図る

（１）特定健診の実施率は微増傾
向にあるが、健保全体と比較して
若干低い
（２）被扶養者の実施率は被保険
者と比較してかなり低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）がんにかかる医療費は、男
性では「消化器」、「呼吸器」が
上位を占め６０歳から増加傾向に
ある。女性では、「乳房」、「女
性生殖器」が上位を占め、４０歳
代から増加傾向にある
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い
（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い

健診実施促進通知(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年
度：100％)受診促進 実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：75.4％　平成31年度：80.0％　平成32年度：82.0％　平成33年度：83.0％　平成34年度：84.0％　平成35年度：85.0％)４０歳以上の各健診全体の実施率

33,533 - - - - -

3 既
存

婦人生活習慣
病 全て 女性

35
〜
74

基準該
当者 １ シ,ス

事業所に健診案内を送付
。事業所から受診申込書
を提出

ア,ス
被保険者の健診は事業主
との共同実施（法定健診
）
健診機関：東振協・独自
契約により実施

法定健診として全ての事
業所と共同実施（覚書の
締結・公表）
健診一部負担金の見直し
がん検診（リスク検査・
乳房検査導入）の充実
被扶養者への健診案内用
の専用封書（カラーを変
更）を作成し、健診案内
の認知を図る
健診案内の広報を強化

組合の健診利用のない事
業所の調査と健診実施状
況を把握

組合の健診利用のない事
業所へ、被保険者の健診
結果の情報提供の依頼文
書を送付

４０〜４４歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

４５〜４９歳代の未受診
被扶養者への受診勧奨

５０歳代の未受診被扶養
者への受診勧奨

健診の実施率を上げて、健康情状態の把握
と疾病の早期発見・治療を促進し、健康維
持・増進を図る

（１）特定健診の実施率は微増傾
向にあるが、健保全体と比較して
若干低い
（２）被扶養者の実施率は被保険
者と比較してかなり低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）がんにかかる医療費は、男
性では「消化器」、「呼吸器」が
上位を占め６０歳から増加傾向に
ある。女性では、「乳房」、「女
性生殖器」が上位を占め、４０歳
代から増加傾向にある
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い
（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い

健診実施促進通知(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年
度：100％)実施促進 実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：75.4％　平成31年度：80.0％　平成32年度：82.0％　平成33年度：83.0％　平成34年度：84.0％　平成35年度：85.0％)４０歳以上の各健診全体の実施率

56 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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 保健指導 一部の

事業所 男女
18
〜
74

基準該
当者 １ イ,ク,シ,ス

特定保健指導と同時に、
４０歳未満の生活習慣病
のリスクが高い対象者に
実施
特定保健指導対象者以外
、事業所からの依頼によ
り保健指導を実施

ア,コ,ス 組合保健師による実施

４０歳未満の生活習慣病
リスクの高い被保険者
特定保健指導対象外の加
入員
事業所における健康事業
のサポート

４０歳未満の生活習慣病
リスクの高い被保険者
特定保健指導対象外の加
入員
事業所における健康事業
のサポート

４０歳未満の生活習慣病
リスクの高い被保険者
特定保健指導対象外の加
入員
事業所における健康事業
のサポート

４０歳未満の生活習慣病
リスクの高い被保険者
特定保健指導対象外の加
入員
事業所における健康事業
のサポート

４０歳未満の生活習慣病
リスクの高い被保険者
特定保健指導対象外の加
入員
事業所における健康事業
のサポート

４０歳未満の生活習慣病
リスクの高い被保険者
特定保健指導対象外の加
入員
事業所における健康事業
のサポート

事業所の健康事業への協力・加入員の健康
維持・増進

（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

受診者数(【実績値】-人　【目標値】平成30年度：50人　平成31年度：50人　平成32年度：50人　平成33年度：50人　平成34年度：50人　平成35年度：50人)受診
希望者全員実施

指導実施者が少数のため、全体に与える影響が少ないため
(アウトカムは設定されていません)

115 - - - - -

4 既
存 重症化予防 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 １ イ,ク,ス

前年の健診結果より、毎
年、糖尿病・高血圧症の
重症化のリスクが高い未
受診者を対象者を抽出
事業所経由で対象者へ受
診勧奨の文書を送達
糖尿病のリスク対象者に
ついては、個人あてに継
続的に文書による指導を
実施

ス 組合保健師による実施

前年度の健診結果を基に
対象者を抽出し、対象者
全員に受診勧奨文書と個
別調査票を送付し、当該
年度の検査値と比較する
【基準値】
HbA1c：8.4％以上
収縮期血圧：180㎜Hg
拡張期血圧：110㎜Hg

前年度の健診結果を基に
対象者を抽出し、対象者
全員に受診勧奨文書と個
別調査票を送付し、当該
年度の検査値と比較する
【基準値】
HbA1c：8.4％以上
収縮期血圧：180㎜Hg
拡張期血圧：110㎜Hg

前年度の健診結果を基に
対象者を抽出し、対象者
全員に受診勧奨文書と個
別調査票を送付し、当該
年度の検査値と比較する
【基準値】
HbA1c：8.4％以上
収縮期血圧：180㎜Hg
拡張期血圧：110㎜Hg

前年度の健診結果を基に
対象者を抽出し、対象者
全員に受診勧奨文書と個
別調査票を送付し、当該
年度の検査値と比較する
【基準値】
HbA1c：8.4％以上
収縮期血圧：180㎜Hg
拡張期血圧：110㎜Hg

前年度の健診結果を基に
対象者を抽出し、対象者
全員に受診勧奨文書と個
別調査票を送付し、当該
年度の検査値と比較する
【基準値】
HbA1c：8.4％以上
収縮期血圧：180㎜Hg
拡張期血圧：110㎜Hg

前年度の健診結果を基に
対象者を抽出し、対象者
全員に受診勧奨文書と個
別調査票を送付し、当該
年度の検査値と比較する
【基準値】
HbA1c：8.4％以上
収縮期血圧：180㎜Hg
拡張期血圧：110㎜Hg

対象者の健康意識の改善と早期受診による
重症化の回避

（１）特定保健指導の実施率の向
上
（２）メタボリックシンドローム
該当者、特定保健指導対象者の減
少率が、健保全体と比較して低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い

実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)
実施率 改善率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：50％　平成31年度：50％　平成32年度：50％　平成33年度：50％　平成34年度：50％　平成35年度：50％)対象者の糖尿病の検査値の改善率

17,626 - - - - -

8 既
存

救急医薬品の
配布 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ ス

事業所を経由して案内を
送付
各事業場単位で申込

ス 健保組合と健保共済会と
の共同実施

年１回　８月実施
救急医薬品の補助を実施
被保険者1人につき1,000
円の補助

年１回　８月実施
救急医薬品の補助を実施
被保険者1人につき1,000
円の補助

年１回　８月実施
救急医薬品の補助を実施
被保険者1人につき1,000
円の補助

年１回　８月実施
救急医薬品の補助を実施
被保険者1人につき1,000
円の補助

年１回　８月実施
救急医薬品の補助を実施
被保険者1人につき1,000
円の補助

年１回　８月実施
救急医薬品の補助を実施
被保険者1人につき1,000
円の補助

加入員の体調管理・病気を予防し、医療費
の節減を図る

（１）1人当たり医療費は、被保険
者は「歯科」、被扶養者は「呼吸
器系疾患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢
とともに増加し、６５歳以上で顕
著に増加している

申込率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：90％　平成31年度：90％　平成32年度：90％　平成33年度：90％　平成34年度：90％　平成35年度：90％)申込率 市販薬の効果検証が困難
(アウトカムは設定されていません)

66 - - - - -

1,2,8 既
存

インフルエン
ザ予防接種事
業

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ ケ,ス

事業所へ案内を一括送付
事業所に申込者の取りま
とめを依頼

ス 東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加

１０月〜２月実施
東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加
健診機関への直接支払い
に変更し利便性を図る
実施案内の見直し

１０月〜２月実施
東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加
ネット申込による受診券
発券による利用者の利便
性の向上を図る
実施案内の見直し

１０月〜２月実施
東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加
実施案内の見直し

１０月〜２月実施
東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加
実施案内の見直し

１０月〜２月実施
東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加
実施案内の見直し

１０月〜２月実施
東振協のインフルエンザ
予防接種事業に参加
実施案内の見直し

インフルエンザの罹患率の減少

（１）1人当たり医療費は、被保険
者は「歯科」、被扶養者は「呼吸
器系疾患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢
とともに増加し、６５歳以上で顕
著に増加している

受診者数(【実績値】-人　【目標値】平成30年度：1,800人　平成31年度：1,800人　平成32年度：1,800人　平成33年度：1,800人　平成34年度：1,800人　平成35年
度：1,800人)受診者数の向上（対前年度）

インフルエンザ予防接種による効果検証が困難
(アウトカムは設定されていません)

1,086 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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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6 既
存

メンタルヘル
ス相談事業 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス フリーダイヤルによる電

話・面談による相談 ス 業者へ委託

年間を通して、電話、面
談の相談窓口を開設
各号の健保ニュースにメ
ンタルヘルス相談の案内
チラシを配布し、加入員
の認知に努める

年間を通して、電話、面
談の相談窓口を開設
各号の健保ニュースにメ
ンタルヘルス相談の案内
チラシを配布し、加入員
の認知に努める

年間を通して、電話、面
談の相談窓口を開設
各号の健保ニュースにメ
ンタルヘルス相談の案内
チラシを配布し、加入員
の認知に努める

年間を通して、電話、面
談の相談窓口を開設
各号の健保ニュースにメ
ンタルヘルス相談の案内
チラシを配布し、加入員
の認知に努める

年間を通して、電話、面
談の相談窓口を開設
各号の健保ニュースにメ
ンタルヘルス相談の案内
チラシを配布し、加入員
の認知に努める

年間を通して、電話、面
談の相談窓口を開設
各号の健保ニュースにメ
ンタルヘルス相談の案内
チラシを配布し、加入員
の認知に努める

メンタル不全の発症の未然防止と早期発見 （１）メンタル不全による休業は
長期間

利用件数の増減率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：2％　平成31年度：2％　平成32年度：2％　平成33年度：2％　平成34年度：2％　平成35年度：2％)当
該年度利用件数（電話・面談）÷前年度利用件数（電話・面談）＝増減率

メンタル不全の医療費の減少等の成果が不透明なため
(アウトカムは設定されていません)

101 - - - - -

2,5 既
存

禁煙キャンペ
ーン 全て 男女

20
〜
74

被保険
者 １ ス

事業所へ事業案内を一括
送付し、参加者を募る
委託業者が主催する１か
月間の禁煙サポートプロ
グラムの参加に加え、組
合保健師による支援メー
ルを実施

ス 委託契約機関と組合保健
師

年１回　８月実施
１か月間の禁煙サポート
プログラムに参加
事業案内と同時に、喫煙
率が全国平均を超える事
業所を対象に喫煙状況等
の情報を提供
費用：全額組合負担

年１回　８月実施
１か月間の禁煙サポート
プログラムに参加
事業案内と同時に、喫煙
率が全国平均を超える事
業所を対象に喫煙状況等
の情報を提供
費用：全額組合負担

年１回　８月実施
１か月間の禁煙サポート
プログラムに参加
事業案内と同時に、喫煙
率が全国平均を超える事
業所を対象に喫煙状況等
の情報を提供
費用：全額組合負担

年１回　８月実施
１か月間の禁煙サポート
プログラムに参加
事業案内と同時に、喫煙
率が全国平均を超える事
業所を対象に喫煙状況等
の情報を提供
費用：全額組合負担

年１回　８月実施
１か月間の禁煙サポート
プログラムに参加
事業案内と同時に、喫煙
率が全国平均を超える事
業所を対象に喫煙状況等
の情報を提供
費用：全額組合負担

年１回　８月実施
１か月間の禁煙サポート
プログラムに参加
事業案内と同時に、喫煙
率が全国平均を超える事
業所を対象に喫煙状況等
の情報を提供
費用：全額組合負担

事業所内の喫煙状況の把握・職場の健康意
識の改善のサポートと喫煙者の減少を目指
す

（１）喫煙率が男女ともに全国平
均を大幅に上回っている。
特に、４０歳代の女性の喫煙率が
高い
（２）男性の４０歳代から５０歳
代の喫煙率の減少幅は、全国平均
と比較して少ない
（３）禁煙事業の参加率が低い
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている

参加者の増加率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：3％　平成31年度：3％　平成32年度：3％　平成33年度：3％　平成34年度：3％　平成35年度：3％)当該
年度参加者÷前年度参加者×100＝増減率 終了率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：80％　平成31年度：80％　平成32年度：80％　平成33年度：80％　平成34年度：80％　平成35年度：80％)プログラム終了率

1,237 - - - - -

2,5 既
存

歯みがきキャ
ンペーン 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
１ ス

キャンペーン終了後、参
加者から記録表兼アンケ
ートを提出させる

ス 組合職員
年１回　６月実施
１ヵ月間、１日３回の歯
みがき習慣による口腔ケ
アの定着を推進し、歯周
病の予防を図る

年１回　６月実施
１ヵ月間、１日３回の歯
みがき習慣による口腔ケ
アの定着を推進し、歯周
病の予防を図る

年１回　６月実施
１ヵ月間、１日３回の歯
みがき習慣による口腔ケ
アの定着を推進し、歯周
病の予防を図る

年１回　６月実施
１ヵ月間、１日３回の歯
みがき習慣による口腔ケ
アの定着を推進し、歯周
病の予防を図る

年１回　６月実施
１ヵ月間、１日３回の歯
みがき習慣による口腔ケ
アの定着を推進し、歯周
病の予防を図る

年１回　６月実施
１ヵ月間、１日３回の歯
みがき習慣による口腔ケ
アの定着を推進し、歯周
病の予防を図る

加入員の歯周病の予防対策

（１）1人当たり医療費は、被保険
者は「歯科」、被扶養者は「呼吸
器系疾患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢
とともに増加し、６５歳以上で顕
著に増加している
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている

参加者の増加率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：1％　平成31年度：1％　平成32年度：1％　平成33年度：1％　平成34年度：1％　平成35年度：1％)当該
年度参加者÷前年度参加者×100＝増減率 達成率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：50％　平成31年度：50％　平成32年度：50％　平成33年度：50％　平成34年度：50％　平成35年度：50％)達成率

8 - - - - -

3 既
存 脳検査事業 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス 東振協の脳検査事業に参

加
東振協の脳検査事業に参
加

東振協の脳検査事業に参
加

東振協の脳検査事業に参
加

東振協の脳検査事業に参
加

東振協の脳検査事業に参
加

東振協の脳検査事業に参
加 脳血管障害の早期発見

（１）1人当たり医療費は、被保険
者は「歯科」、被扶養者は「呼吸
器系疾患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢
とともに増加し、６５歳以上で顕
著に増加している
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている

受診者(【実績値】-人　【目標値】平成30年度：30人　平成31年度：30人　平成32年度：30人　平成33年度：30人　平成34年度：30人　平成35年度：30人)受診者
数の向上

組合の補助がなく高額な検査のため利用者が少ないく医療費の分析が困難なため、アウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

2,623 - - - - -

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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 電話保健指導 全て 男女

60
〜
68

基準該
当者 １ ク,ス

事業所経由で対象者へ案
内を送付
調査票の提出者に、専門
の保健師等による電話保
健指導を実施

ス 組合職員と委託業者によ
る実施

年１回　８月〜２月実施
【対象者】
当該年度６０歳代の偶数
年齢に達する被扶養者
対象者に健康調査票を送
付し回答者に対して電話
保健指導に実施

年１回　８月〜２月実施
【対象者】
当該年度６０歳代の偶数
年齢に達する被扶養者
対象者に健康調査票を送
付し回答者に対して電話
保健指導に実施

年１回　８月〜２月実施
【対象者】
当該年度６０歳代の偶数
年齢に達する被扶養者
対象者に健康調査票を送
付し回答者に対して電話
保健指導に実施

年１回　８月〜２月実施
【対象者】
当該年度６０歳代の偶数
年齢に達する被扶養者
対象者に健康調査票を送
付し回答者に対して電話
保健指導に実施

年１回　８月〜２月実施
【対象者】
当該年度６０歳代の偶数
年齢に達する被扶養者
対象者に健康調査票を送
付し回答者に対して電話
保健指導に実施

年１回　８月〜２月実施
【対象者】
当該年度６０歳代の偶数
年齢に達する被扶養者
対象者に健康調査票を送
付し回答者に対して電話
保健指導に実施

前期高齢者の生活習慣の維持・改善と定期
的な健康診断、適正な医療機関受診行動を
促す

（１）1人当たり医療費は、被保険
者は「歯科」、被扶養者は「呼吸
器系疾患」が一番高い
（２）１人当たり医療費は、加齢
とともに増加し、６５歳以上で顕
著に増加している
（１）生活習慣病の「糖尿病」、
「高血圧症」の１人当たり医療費
は、被保険者・被扶養者ともに上
位を占め、健保全体と比較しても
高い
（２）「人工透析」に係る１人当
たり医療費は、健保全体と比較し
て高く、被扶養者では３倍以上の
１人当たり医療費となっている
（１）がんにかかる医療費は、男
性では「消化器」、「呼吸器」が
上位を占め６０歳から増加傾向に
ある。女性では、「乳房」、「女
性生殖器」が上位を占め、４０歳
代から増加傾向にある
（１）1人当たり薬剤費は、健保全
体と比較して高い

調査票の回収率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：48％　平成31年度：50％　平成32年度：52％　平成33年度：53％　平成34年度：54％　平成35年度：55％
)調査票の回収率（参加率） 電話指導完了率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：80％　平成31年度：80％　平成32年度：80％　平成33年度：80％　平成34年度：80％　平成35年度：80％)電話指導修了者の率

1,038 - - - - -

8 既
存

健康管理等情
報資料作成 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

毎月の統計資料を組合役
員へ送付
レセプトデータ等を分析
し、定例の幹部会におい
て報告し組合の現状を把
握する
医療費適正化等の対策を
推進するために活用

毎月の統計資料を組合役
員へ送付
レセプトデータ等を分析
し、定例の幹部会におい
て報告し組合の現状を把
握する
医療費適正化等の対策を
推進するために活用

毎月の統計資料を組合役
員へ送付
レセプトデータ等を分析
し、定例の幹部会におい
て報告し組合の現状を把
握する
医療費適正化等の対策を
推進するために活用

毎月の統計資料を組合役
員へ送付
レセプトデータ等を分析
し、定例の幹部会におい
て報告し組合の現状を把
握する
医療費適正化等の対策を
推進するために活用

毎月の統計資料を組合役
員へ送付
レセプトデータ等を分析
し、定例の幹部会におい
て報告し組合の現状を把
握する
医療費適正化等の対策を
推進するために活用

毎月の統計資料を組合役
員へ送付
レセプトデータ等を分析
し、定例の幹部会におい
て報告し組合の現状を把
握する
医療費適正化等の対策を
推進するために活用

組合職員および組合役員と健康課題等の情
報を共有

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

実施率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：100％)
定例幹部会および統計資料の送付

情報の共有のためアウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

4,972 - - - - -
体
育
奨
励

5 既
存

健康ハイキン
グ 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

年２回実施
【春】潮干狩り大会
【秋】毎年、開催地を変
更して実施

年２回実施
【春】潮干狩り大会
【秋】毎年、開催地を変
更して実施

年２回実施
【春】潮干狩り大会
【秋】毎年、開催地を変
更して実施

年２回実施
【春】潮干狩り大会
【秋】毎年、開催地を変
更して実施

年２回実施
【春】潮干狩り大会
【秋】毎年、開催地を変
更して実施

年２回実施
【春】潮干狩り大会
【秋】毎年、開催地を変
更して実施

加入員の健康保持・増進 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

春の参加率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：80％　平成31年度：80％　平成32年度：80％　平成33年度：80％　平成34年度：80％　平成35年度：80％)参
加者数∕1,100人＝参加率

加入員の健康維持・増進のため数値化が困難
(アウトカムは設定されていません)

秋の参加率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：80％　平成31年度：80％　平成32年度：80％　平成33年度：80％　平成34年度：80％　平成35年度：80％)参
加者数∕600人＝参加率 -

4,778 - - - - -

5 既
存

健康づくり保
養施設 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

日帰り・宿泊施設を開設
契約施設の利用者に、年
間を通して10,000円を上
限に補助金を支給
【宿泊施設】
１人１泊につき　　　　2,
000円
【日帰り施設】
大人：１人１回につき　1,
000円
小人：１人１回につき　 5
00円

日帰り・宿泊施設を開設
契約施設の利用者に、年
間を通して10,000円を上
限に補助金を支給
【宿泊施設】
１人１泊につき　　　　2,
000円
【日帰り施設】
大人：１人１回につき　1,
000円
小人：１人１回につき　 5
00円

日帰り・宿泊施設を開設
契約施設の利用者に、年
間を通して10,000円を上
限に補助金を支給
【宿泊施設】
１人１泊につき　　　　2,
000円
【日帰り施設】
大人：１人１回につき　1,
000円
小人：１人１回につき　 5
00円

日帰り・宿泊施設を開設
契約施設の利用者に、年
間を通して10,000円を上
限に補助金を支給
【宿泊施設】
１人１泊につき　　　　2,
000円
【日帰り施設】
大人：１人１回につき　1,
000円
小人：１人１回につき　 5
00円

日帰り・宿泊施設を開設
契約施設の利用者に、年
間を通して10,000円を上
限に補助金を支給
【宿泊施設】
１人１泊につき　　　　2,
000円
【日帰り施設】
大人：１人１回につき　1,
000円
小人：１人１回につき　 5
00円

日帰り・宿泊施設を開設
契約施設の利用者に、年
間を通して10,000円を上
限に補助金を支給
【宿泊施設】
１人１泊につき　　　　2,
000円
【日帰り施設】
大人：１人１回につき　1,
000円
小人：１人１回につき　 5
00円

加入員の健康保持・増進 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

利用率(【実績値】-％　【目標値】平成30年度：2％　平成31年度：2％　平成32年度：2％　平成33年度：2％　平成34年度：2％　平成35年度：2％)総利用者数（4
月〜３月）∕総加入者（4月〜3月）＝利用率

加入員の健康維持・増進のため数値化が困難なため、アウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

91 - - - - -

5 既
存

地方支店が実
施する体育奨
励事業への補
助

一部の
事業所 男女

18
〜
74

被保険
者,基準
該当者

２ ス ち ス -

事業所が企画した体育奨
励事業に補助金を支給
【対象事業所】
組合のハイキングに参加
できない地方支店
１人１回を限度に1,000円
を補助

事業所が企画した体育奨
励事業に補助金を支給
【対象事業所】
組合のハイキングに参加
できない地方支店
１人１回を限度に1,000円
を補助

事業所が企画した体育奨
励事業に補助金を支給
【対象事業所】
組合のハイキングに参加
できない地方支店
１人１回を限度に1,000円
を補助

事業所が企画した体育奨
励事業に補助金を支給
【対象事業所】
組合のハイキングに参加
できない地方支店
１人１回を限度に1,000円
を補助

事業所が企画した体育奨
励事業に補助金を支給
【対象事業所】
組合のハイキングに参加
できない地方支店
１人１回を限度に1,000円
を補助

事業所が企画した体育奨
励事業に補助金を支給
【対象事業所】
組合のハイキングに参加
できない地方支店
１人１回を限度に1,000円
を補助

事業所の運動習慣の啓発 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

参加者数(【実績値】-人　【目標値】平成30年度：100人　平成31年度：100人　平成32年度：100人　平成33年度：100人　平成34年度：100人　平成35年度：100
人)-

健康ハイキング事業に参加できない地方の事業所を対象に実施する運動習慣の啓発のため事業のため、アウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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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30 - - - - -

5 新
規

ミニマラソン
大会 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 １ ス 事業所を通じて実施通知

を送付 ス 東振協主催のマラソン大
会に参加

年１回　３月
東振協のミニマラソン大
会に参加
【対象者】
被保険者および女子の被
扶養配偶者のみ
実施通知、ホームページ
上で参加案内を周知

年１回　３月
東振協のミニマラソン大
会に参加
【対象者】
被保険者および女子の被
扶養配偶者のみ
実施通知、ホームページ
上で参加案内を送付

年１回　３月
東振協のミニマラソン大
会に参加
【対象者】
被保険者および女子の被
扶養配偶者のみ
実施通知、ホームページ
上で参加案内を周知

年１回　３月
東振協のミニマラソン大
会に参加
【対象者】
被保険者および女子の被
扶養配偶者のみ
実施通知、ホームページ
上で参加案内を周知

年１回　３月
東振協のミニマラソン大
会に参加
【対象者】
被保険者および女子の被
扶養配偶者のみ
実施通知、ホームページ
上で参加案内を周知

年１回　３月
東振協のミニマラソン大
会に参加
【対象者】
被保険者および女子の被
扶養配偶者のみ
実施通知、ホームページ
上で参加案内を周知

加入員の運動習慣の定着 該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

参加増減率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1％　平成31年度：1％　平成32年度：1％　平成33年度：1％　平成34年度：1％　平成35年度：1％)前年の参加
者の増加率

加入員の運動習慣の定着のための事業の一つのため、アウトカムを設定しない
(アウトカムは設定されていません)

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

平成30年4月06日 [ この内容は未確定です。]
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 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35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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