
STEP３ 保健事業の実施計画STEP３ 保健事業の実施計画

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　機関誌発行
　保健指導宣伝 　ホームページ
　保健指導宣伝 　電話健康相談
　疾病予防 　健康相談（嘱託医契約）
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
　保健指導宣伝 　健康チャレンジキャンペーン
　保健指導宣伝 　ICTツールを利用した情報提供
　保健指導宣伝 　シニア世代のトータルヘルスサポート事業
　疾病予防 　人間ドッグ等健診補助
　疾病予防 　35歳生活習慣病健診
　疾病予防 　配偶者人間ドッグ等健診補助
　疾病予防 　配偶者健診
　疾病予防 　受診勧奨レポート通知
　疾病予防 　糖尿病専門医紹介
　疾病予防 　糖尿病性腎症対策
　疾病予防 　喫煙対策
　疾病予防 　自治体健診補助
　疾病予防 　乳がん・子宮がん検診補助
　体育奨励 　体育・健康イベント
　その他 　ジェネリック医薬品の利用促進
　その他 　歯科対策
※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
生活習慣病の削減

事業全体の目標事業全体の目標
特定健診の結果に基づくリスク者へのサポート拡充
健康チャレンジキャンペーンの充実と参加率の向上
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職場環境の整備職場環境の整備
加入者への意識づけ加入者への意識づけ

- - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

2 既
存 機関誌発行 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員,被
保険者

１ ス

機関紙を活用して、時節
に合わせた健保事業の内
容、医療費の現状、健康
情報、健康施策などの情
報を発信するために、毎
回掲載内容や特集につい
て工夫している。

ス

年4回の発行することによ
り、時節に合わせた健保
事業の内容、医療費の現
状、健康情報、健康施策
などの情報を提供し、効
果的に健康リテラシーの
醸成を図る仕組みや体制
を整えている。

・時節に合わせた健保事
業の内容、医療費の現状
、健康情報、健康施策を
掲載（継続）。
・健康チャレンジにおけ
る事業所別データの掲載
を検討。

・特定健診における事業
所別データの掲載を検討
。

・アンケートの有効活用
について検討（ICTツール
に移行するか）。

・（ICTツール登録率80%
であれば）機関誌とICTツ
ールとの棲み分けについ
て検討。

・特定保健指導における
事業所別データ（該当率
・実施率・改善率など）
の掲載を検討。

・（ICTツール登録率100
%であれば）機関誌とICT
ツールとの棲み分けにつ
いて検討。

機関誌を定期的に発行することにより、健
保事業の理解・健康リテラシーの醸成を図
る。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

機関紙の発行(【実績値】4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)・年4回発行
：4月･7月・10月・1月
・発行部数：平均170,000部
事業主を介して被保険者全員に配布する。

基盤事業のため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

2 既
存 ホームページ 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス

HP上にお知らせ・健康情
報・各種手続き方法や申
請書類を提供するために
、毎年掲載内容について
工夫している。

ス

健保からのHPリニューア
ル案内を4月に実施し、健
康情報・各種手続き方法
や申請書類を効率的かつ
効果的に活用するための
仕組みや体制を整えてい
る。

・時節に合わせた健保事
業からのお知らせ、健康
情報、健康施策を掲載（
継続）。
・第二期データヘルス計
画や第三期特定健診・特
定保健指導等計画を掲載
するか検討。（要約版と
するか検討）

・健保内で掲載内容（健
診補助についてなど）を
検討し、定期的に新しい
情報を掲載。
・理事会や組合会の内容
について情報を掲載する
か検討。

・第二期データヘルス計
画や第三期特定健診・特
定保健指導等計画の前半
期（3年）の経過を掲載す
るか検討。

・健保内で掲載内容（喫
煙、ジェネリック、歯科
対策など）を検討し、定
期的に新しい情報を掲載
。

・健保内で掲載内容（シ
ニアサポートなど）を検
討し、定期的に新しい情
報を掲載。

・第二期データヘルス計
画や第三期特定健診・特
定保健指導等計画の結果
を掲載するか検討。

HP上にお知らせや健康情報を定期的に掲載
することにより、健保事業の理解・健康リ
テラシーの醸成を図る。
各種手続き方法や申請書類を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

ホームページのリニューアル案内(【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)・健保からのHPリニューアル案内を4月に実施する（継続）。
・アクセス数：40,000件

基盤事業のため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

2 既
存 電話健康相談 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス

相談者の状況にあった支
援の内容について工夫し
ている。

ス
加入者の健康相談に対し
て相談者の状況にあった
支援を提供する仕組みや
体制を整えている。

・機関誌での案内、折込
チラシ、医療費通知での
告知（継続）。

・認知度を高めるために
露出方法を検討（機関誌
及び「健康保険のしおり
」に掲載）。

・認知度を高めるために
露出方法を検討（HP目立
つところに掲載）。

・HPや機関誌などで、活
用例やQ&A集など特集を
検討。
・利用者の属性などの分
析を検討。

・一部ICTツールへの移行
を検討。

・（ICTツール登録率100
%であれば）電話健康相
談とICTツールとの棲み分
けについて検討。

医師保健師等による電話健康相談（国内・
海外）セカンドオピニオンサービス。健康
管理の方法や生活習慣の改善、医療機関の
受診に関すること、あるいは公的な福祉施
設の利用についてなどの相談に対して、専
門的立場から相談者の状況にあった支援を
行う。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

案内(【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)・機関誌での案内、
折込チラシ、医療費通知での告知する（継続）。
・露出度を高める（表紙に掲載する）。

基盤事業のため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

疾
病
予
防

2 既
存

健康相談（嘱
託医契約） 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ ス

電話相談では対応が困難
な難病相談や機微な健康
相談に対して相談者の状
況にあった支援の内容に
ついて工夫している。

ス

難病相談や機微な健康相
談に対して人事部との速
やかな連携かつ嘱託契約
医師による支援体制を整
えている（趣旨からして
大々的に実施するもので
はない）。

・対応の必要性が生じた
場合に実施する。

・対応の必要性が生じた
場合に実施する。

・対応の必要性が生じた
場合に実施する。

・対応の必要性が生じた
場合に実施する。

・対応の必要性が生じた
場合に実施する。

・対応の必要性が生じた
場合に実施する。

難病相談や機微な健康相談といった医療に
関する相談に対して、専門的立場から相談
者の状況にあった支援を行う。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

個別実施対応率(【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％)・難病相談や機微な健康相談に対して個別に対応する。

基盤事業のため。
(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
- - - - - -

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 １ ケ,シ

40から74歳の方に実施す
る。事業所が実施する定
期健診と特定健診は同時
期に実施し、参加を促す
ために人間ドック等健診
補助を補てん的に活用し
ている場合がある。特定
健診実施率など事業所別
データを事業主と共有す
る。

ア 事業所と連携し特定健診
を実施する。

・事業所別データ（実施
率）を事業所と共有。
・健診機関に働きかけ回
収率の向上を図る。
・年度末に除外要件を抽
出することを検討。

・健診未受診者への健診
受診勧奨を事業所連携で
実施。
・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の検討。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の試行。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の実施。

・健診関連の項目（BMI標
準、など）でインセンテ
ィブ導入を検討、項目検
討。

・健診関連のインセンテ
ィブ導入を検討。

生活習慣病を予防するために、特定健診受
診の関心を高め、受診率向上を図り、健康
状態（メタボ該当者割合、肥満率、など）
の改善を促す。

【特定健診受診率向上の必要性】
現状の特定健診実施率は目標に対
して乖離があり、引き続き事業所
の健康管理に対する意識を変革し
ていく必要がある。
被扶養者は健診実施率が低い傾向
となっており、より多くの人に健
診実施をしてもらえるような工夫
をする必要がある。

特定健診実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：85％　令和元年度：87％　令和2年度：89％　令和3年度：91％　令和4年度：93％　令和5年度：95％)・被
保険者目標95%（平成35年度）とする。国の定める目標（平成35年度特定健診実施率は全体で90%以上）に合わせて実施する。

メタボ該当者割合の前年度比減少率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.2％　令和元年度：0.4％　令和2年度：0.8％　令和3年度：1.2％　令和4年度：1.6％　令和5年度：2％)・メタボ該当者割合を前年度と
比較する。

- - - - - -

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(

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,
特例退
職被保

険者

１ エ,ケ,シ

配偶者を除く40歳以上の
被扶養者に対して特定健
診費用（集合契約Aの実費
）を補助する。対象者に
は「特定健康診査受診券
（集合契約Aのみ受診可）
」を事業所経由で被保険
者を通じて送付する。特
定健診の未受診者に対し
て受診勧奨をする。配偶
者かつ40歳以上の被扶養
者には「配偶者人間ドッ
ク等健診補助」を案内す
る。

ア
健診機関にて「特定健康
診査受診券（集合契約Aの
み受診可）」を提出し、
特定健診のみを受診し、
自己負担は発生しない。

・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
を検討（紙から電子化に
ついても検討）。
・未受診者に受診勧奨レ
ターを送付。

・HP上や機関誌で、パー
ト先などでの受診者に対
して健診結果の提出を促
すことを実施。
・連絡先、メールアドレ
ス取得・管理を検討。
・未受診者に対するアン
ケート実施（3年に1回）

・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
した際にインセンティブ
を付与するか検討。
・事業所（被保険者）経
由から直接案内に切り替
え。

・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
した際にインセンティブ
を付与を実施。
・未受診者にメールで受
診勧奨。

・未受診者に対するアン
ケート実施（3年に1回）。
・アンケート結果や実施
内容による分析に基づき
施策内容を検討。
・健診受診に向けた意識
改善の情報、冊子などを
配布。

・アンケート結果や実施
内容による分析に基づき
施策内容を実施。

生活習慣病を予防するために、特定健診受
診の関心を高め、受診率向上を図る。
事業所や被保険者と協力し、特定健診の案
内を工夫することにより、健診受診の関心
を高め、受診率向上を図る。

【特定健診受診率向上の必要性】
現状の特定健診実施率は目標に対
して乖離があり、引き続き事業所
の健康管理に対する意識を変革し
ていく必要がある。
被扶養者は健診実施率が低い傾向
となっており、より多くの人に健
診実施をしてもらえるような工夫
をする必要がある。

案内送付率(【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
％)・機関誌での案内する（継続1回）（ヘルシーファミリー4月号）。
（・パート先などでの受診者に対して、健診結果の提出を促す）

特定健診実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：30％　令和元年度：40％　令和2年度：50％　令和3年度：55％　令和4年度：60％　令和5年度：65％)・被扶養者目標65%（平成35年度）とする。国の定
める目標（平成35年度特定健診実施率は全体で90%以上）に合わせて実施する。

未受診者への受診勧奨率(【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％)・未受診者に受診勧奨レターを送付する。 -

- - - - - -

特
定
保
健
指
導
事
業

4 既
存 特定保健指導 全て 男女

40
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
１ キ,ク,ケ,コ

,シ

特定保健指導の対象者を
事業主に通知し、基本的
には会社会場で就業時間
内に実施する。外部会場
の設定やモバイル（アプ
リ）活用などを検討・実
施する。定量的な指標で
効果検証を実施し、委託
業者の評価・見直しを実
施する。事業所別データ
（特定保健指導該当率・
実施率・改善率など）を
事業主と共有し、効果的
な実施に向けた展開を検
討する。

ア,ウ,コ

被保険者に重点的に実施
する。前半期3年で事業所
ごとの特性を把握しなが
ら、事業主と連携した加
入者への働きかけ方法を
模索する。事業主と連携
し被保険者が就業時間内
に保健事業に参加できる
体制を整備する。

・人数規模の大きいとこ
ろ優先に事業所連携の強
化、協力依頼。
・事業所と連携し、早め
の実施場所確保、就業時
間の活用、面談シフトの
確定。
・ICTモバイル活用の検討
。
・特定保健指導の効果分
析を開始。

・保健師（産業保健）の
いる事業所と連携強化、
協力依頼。
・ICTモバイル活用の試行
（小規模事業所など）。
・面談シフト確定後、実
施直前に確認（電話、メ
ール、ICTモバイルなど）
。

・働き方が多様な事業所
と連携強化、協力依頼。
・ICTモバイル活用の試行
（深夜業務など就業状況
など）。
・効果なし、面談拒否へ
の対応策を検討（委託会
社と連携し参加勧奨通知
）。

・事業所との連携強化、
効果の上がった事業所の
事例を水平展開。
・ICTモバイル活用の実施
。

・事業所別データ（該当
率・実施率・改善率など
）の機関誌での公表を検
討。

・事業所別データ（該当
率・実施率・改善率など
）を機関誌で公表。

生活習慣病を予防するために、国の定める
基準の該当者に対して、特定保健指導を実
施し、特定保健指導の該当者割合を減少さ
せる。

【特定保健指導実施率向上の必要
性】
特定保健指導の該当者割合は経年
変化で横ばい傾向にあり、実施率
は低い傾向にあるため、特定保健
指導を本格的に実施する必要があ
る。

特定保健指導実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：15％　令和元年度：25％　令和2年度：35％　令和3年度：45％　令和4年度：55％　令和5年度：55％)
・被保険者に重点的に実施する。国の定める目標（平成35年度特定保健指導実施率55%以上）に合わせて実施する。

参加者の特定保健指導レベル改善率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　令和元年度：22％　令和2年度：24％　令和3年度：26％　令和4年度：28％　令和5年度：30％)・保健指導実施対象者の保健指導
レベルを下げる。目標30%以上（平成35年度）。

オンライン保健指導登録率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　令和元年度：5％　令和2年度：8％　令和3年度：10％　令和4年度：10％　令和5年度：10
％)・オンライン保健指導を平成30年度検討、平成31年度試行する。 -

- - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

2 既
存

健康チャレン
ジキャンペー
ン

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員 ３ エ,キ,ケ,シ

提示されたメニューから
２つ選んで、２か月間チ
ャレンジする。健チャレ
結果は本人に分かりやす
く個別性の高い情報とし
て提供される。

ア

今後のサービスの充実化
を図るために効果検証を
定量的な指標で実施し、
対象者の参加を促進する
ためイオン健康室と連携
する。

・イオン健康推進室との
連携による参加者の拡大
。
・ICT活用による健康情報
サービスと連携を検討（
健康ポイント付与）。
・参加者の属性分析、メ
ニュー項目の効果分析の
実施。
・参加者拡大へ向けた誘
導案内の工夫を検討。

・ICT活用による健康情報
サービスと連携を検討（
健康ポイント付与）。
・参加者の属性分析、メ
ニュー項目の効果分析を
実施、分析結果を活用し
参加者拡大へ向けた誘導
案内を実施。

・期間限定のイベントの
実施と年間企画の実施。
・Web活用による年間イ
ベントへの移行を検討。
・個々の健康状態・生活
習慣に合わせたメニュー
項目の案内を検討。

・個々の健康状態・生活
習慣に合わせたメニュー
項目の案内を実施。

・個々の健康状態・生活
習慣に合わせたメニュー
項目の案内と履歴の活用
を検討。

・個々の健康状態・生活
習慣に合わせたメニュー
項目の案内と履歴の活用
を実施。

生活習慣病を予防するために、全員参加型
のキャンペーンより、生活習慣病対策への
意欲向上を促し、よい生活習慣を身につけ
ること。

【ポピュレーションアプローチの
必要性】
被保険者で生活習慣病に大きく関
わる因子の肥満率が増加傾向にあ
り、体重増加に歯止めをかけるた
め、若年層を含めた全体に広く意
識改善を促す必要がある（ポピュ
レーションアプローチ）。

案内送付率(【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
％)・事業者経由、機関誌、ICT活用による案内、などから各個人に案内を送付する。

参加率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　令和元年度：25％　令和2年度：30％　令和3年度：34％　令和4年度：37％　令和5年度：40％)・アウトカム指標は、まずは参加率とする。今後、完了率とす
るかは検討する。

事業所連携率(【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：1
00％)・事業所毎の参加状況報告（継続）を全事業所に実施する（年1回実施して参加率を高める）。
（・ヘルシーファミリーで参加上位10社を発表することを検討する）

-

- - - - - -

2 既
存

ICTツールを利
用した情報提
供

全て 男女
18
〜
74

被保険
者 ２ ア,エ

ICTツールを利用し、健康
診断結果や個人別の情報
を提供する。複数年健診
結果を登録することによ
り、経年データの確認が
可能であり、本人の疾患
リスクのような個別性の
高い情報や生活習慣改善
等のアドバイスが掲載さ
れる。健康行動促進のた
めのインセンティブを活
用した事業の展開も検討
する。

ア
メインツールとしての位
置づけ。事業主と連携し
た加入者への働きかけを
実施し、登録率100%を目
指す。

・事業者経由、機関誌、
折込チラシなどから各個
人に案内を送付。
・登録者の属性などを分
析し、案内の工夫に活用
することを検討。

・事業者経由、機関誌、
折込チラシなどから各個
人に案内を送付（登録者
の属性などを分析し、案
内の工夫に活用する）。
・健保関連の申請をICTツ
ール経由にできるか検討
、項目事項も検討。

・新規加入者に対して、
例として保険証の申請、
保険証の受け取り確認をI
CTツール経由にすること
を実施。

・未登録者を抽出し、個
人宛に登録勧奨を実施。

・未登録者を抽出し、事
業主と連携し登録勧奨を
実施。

・未登録者を抽出し、事
業主と連携し登録勧奨を
実施。

個人別の情報を提供することにより、生活
習慣病の予防意識を高めること。

【ポピュレーションアプローチの
必要性】
被保険者で生活習慣病に大きく関
わる因子の肥満率が増加傾向にあ
り、体重増加に歯止めをかけるた
め、若年層を含めた全体に広く意
識改善を促す必要がある（ポピュ
レーションアプローチ）。

案内送付率(【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
％)・本人確認コードが記載された登録案内を事業者経由、機関誌、折込チラシ、一部メールなどから各個人に案内を送付する。
（・新規加入者には100%登録する仕組みを検討）

登録率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：30％　令和元年度：30％　令和2年度：70％　令和3年度：80％　令和4年度：90％　令和5年度：100％)・本人確認コードが記載された登録案内に従って登録する。

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

3



インセンティブの強化(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-個　令和元年度：-個　令和2年度：-個　令和3年度：20,000個　令和4年度：0個　令和5年度：0個)・
ICTツールの利用者にウェアラブル端末を無料貸与する。 -

- - - - - -

4,5 既
存

シニア世代の
トータルヘル
スサポート事
業

全て 男女
63
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
１ キ,ケ

健診結果とレセプトで健
康行動の悪化が危惧され
る前期高齢の対象者に改
善プログラムへの参加通
知を発送し、参加者に一
定期間サポートする。定
量的な指標で効果検証を
実施し、委託業者や対象
基準の評価・見直しを実
施する。また、セカンド
ライフセミナーとしての
内容も順次取り入れてい
く。

ウ
健診結果とレセプトから
選定される対象者に案内
を送付する。訪問や電話
による保健指導プログラ
ムを実施する。

・対象者に対して案内送
付、申込者に対して訪問
や電話にて健康サポート
を実施。
・サポート効果の分析を
開始。
・シニア世代サポートの
案内をHP上や機関誌など
で告知。

・個別ではなく集団によ
る健康セミナー開催を検
討、内容も座学以外の体
験型（血管年齢、肌年齢
、骨年齢、体力測定など
）についても検討。

・事業所と連携し、個別
ではなく集団による健康
セミナー開催（例モール
利用など）。
・参加者に健康以外のニ
ーズを調査。

・事業所と連携し、個別
ではなく集団による健康
セミナー開催（例モール
利用など）。
・内容も健康以外のニー
ズと合わせたセカンドラ
イフセミナーとすること
を検討。

・健康な人や健康サポー
ト参加者や健康セミナー
参加者にインセンティブ
を導入するか検討（対象
項目も検討）。

・シニア世代サポート関
連にインセンティブを導
入するか検討。

シニア世代の健康度向上を図るため、健診
結果より対象者を抽出し、健康サポートす
ることにより、効果的な治療に結ぶつけ、
シニア世代の健康度（受診日数など）を改
善させる。

【シニア世代の健康生活サポート
の必要性】
医科外来・調剤の年間受診日数は
、年齢が高いと日数も多い傾向に
あることから、シニア世代の健康
生活サポートによる適正受療を促
す施策が継続的に必要である。

案内送付率(【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
％)・63歳以上の対象者全員に案内を送付する（継続）。

参加者の受診日数改善率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：25％　令和元年度：-％　令和2年度：35％　令和3年度：40％　令和4年度：45％　令和5年度：50％)・効果検証を実施し、後発医薬品利用率の改
善・頻回受診者数の抑制が達成できたか確認する。

電話指導人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：150人　令和元年度：-人　令和2年度：170人　令和3年度：180人　令和4年度：190人　令和5年度：200人)・
電話指導：200人（平成35年度） -

面接指導人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：150人　令和元年度：-人　令和2年度：170人　令和3年度：180人　令和4年度：190人　令和5年度：200人)・
面接指導：200人（平成35年度） -

- - - - - -

疾
病
予
防

3 既
存

人間ドッグ等
健診補助 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 １ ケ,シ

40から74歳の方に実施す
る。事業所が実施する定
期健診と特定健診は同時
期に実施し、参加を促す
ために人間ドック等健診
補助を補てん的に活用し
ている場合がある。特定
健診実施率など事業所別
データを事業主と共有す
る。40歳以上の被保険者
に対して健診費用の実費
を補助する。対象者には
「人間ドック等健診受診
券」を事業所を通じて送
付する。

ア

「巡回ドック」と「施設
ドック」の方法で利用可
能である。事業所が実施
する定期健診時に特定健
診を含む健診として「巡
回ドッグ」が利用できる
。「人間ドック等契約健
診機関」で「人間ドック
等健診受診券」を提出し
て「施設ドック」を受診
するとき、11,200円（平
成30年度）を超える費用
のみ窓口で支払う。「人
間ドック等契約健診機関
」以外で「施設ドック」
を受診するとき、いった
ん全額自己負担して受診
し、必要書類を提出し11,
200円（平成30年度）限
度に補助を受ける。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の検討。
・節目年齢に利用案内送
付を検討。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の試行。
・節目年齢に利用案内送
付を試行。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の実施。
・節目年齢に利用案内送
付を実施。
・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・HP上や機関誌などで健
診補助についての補助額
などを見直し検討。

・人間ドックの利用によ
るインセンティブ導入を
検討。

生活習慣病を予防するために、健診受診の
関心を高め、受診率向上を図り、健康状態
（メタボ該当者割合、肥満率、など）の改
善およびがんなどの疾患の早期発見を促す
。

【特定健診受診率向上の必要性】
現状の特定健診実施率は目標に対
して乖離があり、引き続き事業所
の健康管理に対する意識を変革し
ていく必要がある。
被扶養者は健診実施率が低い傾向
となっており、より多くの人に健
診実施をしてもらえるような工夫
をする必要がある。

事業所連携率(【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：1
00％)・事業所への健診受診率途中報告と最終結果報告を実施する（継続）。

特定健診実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：85％　令和元年度：87％　令和2年度：89％　令和3年度：91％　令和4年度：93％　令和5年度：95％)・被保険者目標95%（平成35年度）とする。国の定
める目標（平成35年度特定健診実施率は全体で90%以上）に合わせて実施する。

- - - - - -

3 既
存

35歳生活習慣
病健診 全て 男女

35
〜
35

被保険
者 １ ケ,シ

35歳被保険者に対して、
定期健診（法定健診）受
診時に、健保指定の5項目
（尿酸・クレアチニン・H
bA1c・尿潜血・ウロビリ
ノーゲン）を追加した場
合について補助する。

ア

事業所が実施する定期健
診時に「35歳付加健診受
診確認票」を提出し受診
する方法と任意の健診機
関（病院）等でいったん
全額自己負担して受診し
必要書類を提出し補助を
受ける方法がある。

・HP上や機関誌などで健
診の重要性について再度
案内。
・35歳健診受診者の経過
分析の開始を検討。

・35歳健診受診者の経過
分析を実施。

・35〜39歳と対象を拡大
するか検討。

・35〜39歳と対象を拡大
し実施（例えば奇数歳）
。

・健診受診に向けた意識
改善の情報、冊子などを
配布。

・健診の利用によるイン
センティブ導入を検討。

生活習慣病を予防するために、健診受診の
関心を高め、受診率向上を図り、健康状態
（メタボ該当者割合、肥満率、など）の改
善、若年層の健康リテラシーの醸成および
がんなどの疾患の早期発見を促す。

【特定健診受診率向上の必要性】
現状の特定健診実施率は目標に対
して乖離があり、引き続き事業所
の健康管理に対する意識を変革し
ていく必要がある。
被扶養者は健診実施率が低い傾向
となっており、より多くの人に健
診実施をしてもらえるような工夫
をする必要がある。

事業所連携率(【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：1
00％)・事業主への健診受診率途中報告と最終結果報告を実施する（継続）。 健診実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：70％　令和元年度：74％　令和2年度：78％　令和3年度：82％　令和4年度：86％　令和5年度：90％)・35歳の健診実施率90%以上（平成35年度）。

- - - - - -

3 既
存

配偶者人間ド
ッグ等健診補
助

全て 男女
40
〜
74

被扶養
者,基準
該当者

１ ケ,シ

40歳以上の被扶養配偶者
に対して健診費用の実費
を補助する。対象者には
「人間ドック等健診受診
券」を事業所を経由して
被保険者を通じて送付す
る。

ア

「人間ドック等健診契約
健診機関」で「人間ドッ
ク等健診受診券」を提出
して「施設ドック」受診
するとき、7,000円（平成
30年度）を超える費用の
み窓口で支払う。「人間
ドック等契約健診機関」
以外で「施設ドック」を
受診するとき、いったん
全額自己負担して受診し
、必要書類を提出し7,000
円（平成30年度）限度に
補助を受ける。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。
・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
を検討（紙から電子化に
ついても検討）。
・未受診者に受診勧奨レ
ターを送付。

・HP上や機関誌で、パー
ト先などでの受診者に対
して健診結果の提出を促
すことを実施。
・連絡先、メールアドレ
ス取得・管理を検討。
・未受診者に対するアン
ケート実施（3年に1回）
。

・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
した際にインセンティブ
を付与するか検討。
・事業所（被保険者）経
由から直接案内に切り替
え。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。
・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
した際にインセンティブ
を付与を実施。
・未受診者にメールで受
診勧奨。

・未受診者に対するアン
ケート実施（3年位1回）
。
・アンケート結果や実施
内容による分析に基づき
施策内容を検討。
・健診受診に向けた意識
改善の情報、冊子などを
配布。

・アンケート結果や実施
内容による分析に基づき
施策内容を実施。

生活習慣病を予防するために、健診受診の
関心を高め、受診率向上を図り、健康状態
（メタボ該当者割合、肥満率、など）の改
善およびがんなどの疾患の早期発見を促す
。

【特定健診受診率向上の必要性】
現状の特定健診実施率は目標に対
して乖離があり、引き続き事業所
の健康管理に対する意識を変革し
ていく必要がある。
被扶養者は健診実施率が低い傾向
となっており、より多くの人に健
診実施をしてもらえるような工夫
をする必要がある。

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

4



案内送付率(【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
％)・機関誌での案内する（継続1回）（ヘルシーファミリー4月号）。
（・パート先などでの受診者に対して、健診結果の提出を促す）

特定健診実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：30％　令和元年度：40％　令和2年度：50％　令和3年度：55％　令和4年度：60％　令和5年度：65％)・被扶養者目標65%（平成35年度）とする。国の定
める目標（平成35年度特定健診実施率は全体で90%以上）に合わせて実施する。

未受診者への受診勧奨率(【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％)・未受診者に受診勧奨レターを送付する。 -

- - - - - -

3 既
存 配偶者健診 全て 男女

30
〜
39

被扶養
者,基準
該当者

１ ケ,シ
30歳以上40歳未満の被扶
養配偶者に対して、健診
費用の実費を補助する。

ア
いったん全額自己負担し
て受診し、必要書類を提
出し5,000円（平成30年度
）限度に補助を受ける。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。
・パート先などでの受診
者に対して健診結果提出
を検討（紙から電子化に
ついても検討）。

・HP上や機関誌で、パー
ト先などでの受診者に対
して健診結果の提出を促
すことを実施。
・連絡先、メールアドレ
ス取得・管理を検討。
・未受診者に対するアン
ケート実施（3年に1回）
。

・事業所（被保険者）経
由から直接案内に切り替
え。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・未受診者に対するアン
ケート実施（3年位1回）
。
・アンケート結果や実施
内容による分析に基づき
施策内容を検討。
・健診受診に向けた意識
改善の情報、冊子などを
配布。

・アンケート結果や実施
内容による分析に基づき
施策内容を実施。

生活習慣病を予防するために、健診受診の
関心を高め、受診率向上を図り、若年層の
健康リテラシーの醸成を促す。

【特定健診受診率向上の必要性】
現状の特定健診実施率は目標に対
して乖離があり、引き続き事業所
の健康管理に対する意識を変革し
ていく必要がある。
被扶養者は健診実施率が低い傾向
となっており、より多くの人に健
診実施をしてもらえるような工夫
をする必要がある。

案内送付率(【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
％)・機関誌での案内する（継続1回）（ヘルシーファミリー4月号）。 健診実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：10％　令和元年度：14％　令和2年度：18％　令和3年度：22％　令和4年度：26％　令和5年度：30％)・30から39歳の健診実施率30%以上（平成35年度）。

- - - - - -

4 既
存

受診勧奨レポ
ート通知 全て 男女

40
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
１ イ,エ,キ,ク

,ケ,シ

健診結果で重症化が危惧
される対象者に受診勧奨
通知し、アンケート返送
により受診を確認する。
未受診者に対して再通知
・電話にてフォローする
。定量的な指標で効果検
証を実施し、対象基準の
評価・見直しを実施する
。受診確認方法を本人確
認からレセプトによる確
認、ICTモバイルの活用を
検討し、事業の効果向上
を図る。

ア

健診結果が受診勧奨値と
なっている対象者に対し
、医療機関への受診勧奨
を促す。
【該当基準（厚労省基準
）】
血圧：収縮期140mmHg
以上、または拡張期90m
mHg以上
脂質：中性脂肪300mg/dL
以上、またはLDL-C140m
g/dL以上
血糖：空腹時血糖126mg/
dL以上、空腹時血糖がな
い場合HbA1c6.5％以上

・健診結果別に重症化が
危惧される対象者に受診
勧奨通知。
・未受診者に対して電話
による再案内。
・病院に受診したかアン
ケート返送・電話により
確認。
・レセプト確認を検討

・健診結果別に重症化が
危惧される対象者に受診
勧奨通知。
・レセプトによる確認を
実施。
・未受診者（レセプト）
に対して電話による再案
内。

・ICTモバイルを利用した
受診勧奨通知を検討。
・該当基準の見直しを検
討。

・ICTモバイルを利用した
受診勧奨通知を実施。
・レターとICTモバイルの
効果分析を実施。

・連続該当者に対して受
診勧奨通知の履歴やレセ
プトから、個人別の受診
勧奨方法を検討（レター
、ICTモバイル、両方、な
ど）。

・連続該当者に対しては
個人にあった方法による
受診勧奨通知。
・新規の該当者にも連続
該当者との属性相似から
個人にあったアプローチ
を試行。

生活習慣病の悪化を防ぐために、健診結果
より高リスク者を抽出し、医療機関受診を
勧奨することにより、高リスク者の未受診
者割合を減少させる。

【受診勧奨の必要性】
生活習慣病の高リスク者は、施策
によってカバーすることにより、
増加することなく推移しており、
今後も継続的に施策実施が必要で
ある。

案内送付率(【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
％)・受診勧奨対象者全員にレポートを送付する（継続）。

受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：30％　令和元年度：32％　令和2年度：34％　令和3年度：36％　令和4年度：38％　令和5年度：40％)・レター送付後6か月で受診率：40%達成（平成35年度）
（・項目ごとで目標を設定するかを検討する、血圧・血糖・脂質）

- - - - - -

4 既
存 糖尿病専門医

紹介 全て 男女
40
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
１ イ,オ,キ,ク

,ケ,シ

健診結果で糖尿病の重症
化が危惧される対象者に
専門医紹介の通知物を発
送し、効果的な治療に結
びつける。定量的な指標
で効果検証を実施し、委
託業者や対象基準の評価
・見直しを実施する。

ウ

健診結果が糖尿病の重症
化が危惧される対象者か
ら、糖尿病専門医紹介と
糖尿病性腎症予防に振り
分ける。糖尿病専門医紹
介の対象者に対し、医療
機関への受診勧奨を促す
。

・糖尿病高リスク者に案
内送付、糖尿病専門医紹
介に振り分けられた対象
者に電話のヒアリングを
通じて専門医を紹介。
・プログラムの効果分析
を開始。

・参加者の属性を分析、
糖尿病高リスク者になり
たての人（改善効果が見
込める）に参加を促すか
検討。

・糖尿病高リスク者にな
りたての人に参加を促し
、案内を複数実施
・レセプトによる継続受
診の監視を検討

・レセプトによる継続受
診がない人に再度参加を
促す
・連続参加者のマンネリ
化防止として、複数のプ
ログラム（ICT利用を含む
）を実施し並行して効果
を検証することを検討

・複数のうち個別でどち
らが適切かを判別する分
析を開始（個人にあった
プログラムの提供）を検
討

・個人にあったプログラ
ムを紹介
・複数のプログラムの実
施、効果分析を実施

糖尿病の悪化を防ぐために、健診結果より
糖尿病高リスク者を抽出し、糖尿病専門医
を紹介することにより、効果的な治療に結
ぶつけ、高リスク者の健康状態を改善させ
る。

【糖尿病対策の必要性】
糖尿病、透析、腎不全の人数は増
加傾向にあることから、糖尿病関
連の重症化予防の対策が今後も継
続的に必要である。

案内送付率(【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
％)・該当者全員に申し込み案内を送付する（継続）、専門職から電話での紹介する（継続）。 参加人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：80人　令和元年度：90人　令和2年度：100人　令和3年度：200人　令和4年度：300人　令和5年度：400人)・糖尿病専門医紹介目標：400人（平成35年度）

- - - - - -

4 既
存

糖尿病性腎症
対策 全て 男女

40
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
１ イ,オ,キ,ク

,ケ,シ

健診結果で糖尿病の重症
化が危惧される対象者に
生活改善プログラムへの
参加通知を発送し、参加
者には看護師が医師や保
健師と連携することによ
り６か月間サポートする
。定量的な指標で効果検
証を実施し、委託業者や
対象基準の評価・見直し
を実施する。

ア

健診結果が糖尿病の重症
化が危惧される対象者か
ら、糖尿病専門医紹介と
糖尿病性腎症予防に振り
分ける。糖尿病性腎症対
策の対象者に対し、医療
従事者による保健指導プ
ログラムを実施する。

・糖尿病高リスク者に案
内送付、腎症対策に振り
分けられた対象者に看護
師や医師や保健師が連携
して６か月間サポート
・かかりつけ医と連携
・プログラムの効果分析
を開始

・参加者の属性を分析、
透析間際の重度者に参加
を促すか検討

・透析間際の重度者に参
加を促し、案内を複数実
施

・透析間際の重度者に参
加を促し、案内を複数実
施
・連続参加者のマンネリ
化防止として、複数のプ
ログラム（ICT利用を含む
）を実施し並行して効果
を検証することを検討

・複数のうち個別でどち
らが適切かを判別する分
析を開始（個人にあった
プログラムの提供）を検
討

・個人にあったプログラ
ムを紹介
・複数のプログラムの実
施、効果分析を実施

糖尿病の悪化を防ぐために、健診結果より
糖尿病高リスク者を抽出し、看護師が医師
や保健師と連携することにより、人工透析
になる人を減少させる。

【糖尿病対策の必要性】
糖尿病、透析、腎不全の人数は増
加傾向にあることから、糖尿病関
連の重症化予防の対策が今後も継
続的に必要である。

案内送付率(【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
％)・該当者全員に申込み案内を送付する（継続）、専門職からの1人3回までは必ず電話での紹介する（継続）。

糖尿病性腎症対策(【実績値】-　【目標値】平成30年度：80人　令和元年度：90人　令和2年度：100人　令和3年度：120人　令和4年度：140人　令和5年度：150人)・該当リスク者の受入目標：150人（平成35
年度）

- プログラム実施者の透析移行人数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0人　令和元年度：0人　令和2年度：0人　令和3年度：0人　令和4年度：0人　令和5年度：0人)・プログラム実施者は、透析患者発生をゼ
ロ

- - - - - -

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

5



5 新
規 喫煙対策 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員,基
準該当

者
３ キ,ク,ケ,シ

事業所と連携し、制度の
案内・周知を図る。「保
険適用となる禁煙治療」
にかかる治療費の一部の
補助を行ない喫煙者減少
への支援を行う。

ア

禁煙外来に通院し6か月間
禁煙に成功したら外来の
通院費を補助する。また
、オンラインプログラム
、ノンスモ禁煙サポート
の参加者に費用補助をお
こなう。
事業所内に健康被害を訴
えるポスターを掲示、事
業所主催の禁煙セミナー
に補助、事業所における
禁煙デーの実施など事業
所連携で喫煙対策を推進
する。定量的な指標で効
果検証を実施し、委託業
者の評価・見直しを実施
する。

・禁煙外来や禁煙デーの
案内をHP上や機関誌など
で告知。
・喫煙者、禁煙者以外に
新規喫煙者の分析の検討
。

・禁煙デーの強化（閉鎖
など）。
・ICTモバイルを利用した
遠隔診療など検討。
・新規喫煙者に禁煙の働
きかけを検討。

・ICTモバイルを利用した
遠隔診療の開始。
・喫煙者かつ健診結果高
リスク者に禁煙の働きか
けを検討。

・ICTモバイルを用いた禁
煙関連の情報提供を検討
。
・禁煙成功者の分析の検
討（色々な案内に活用、
行動変容やその後につい
て）。

・喫煙なしや禁煙成功者
にインセンティブを導入
するか検討（対象項目も
検討）。

・禁煙関連にインセンテ
ィブを導入するか検討。

全体の健康状態向上を図るため、禁煙に向
けた取り組みを実施する。

【喫煙対策の必要性】
被保険者女性の喫煙率が高く人数
規模も大きいことから、喫煙対策
が必要である。

禁煙外来利用者(【実績値】-　【目標値】平成30年度：10人　令和元年度：15人　令和2年度：20人　令和3年度：30人　令和4年度：40人　令和5年度：50人)・禁
煙外来に通院し6か月間禁煙の成功者に外来の通院費を補助する。

喫煙者のうち禁煙達成率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.1％　令和元年度：0.1％　令和2年度：0.2％　令和3年度：25％　令和4年度：25％　令和5年度：25％)・喫煙者のうちの禁煙達成率（問診ベース
）。

ポスター作成(【実績値】-　【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：3回　令和4年度：3回　令和5年度：3回)・喫煙（受動喫
煙）による健康被害をテーマとしたポスターを作成（年3回を計画）、ポスターは全事業所に配布する。 -

禁煙セミナー実施の事業所率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：10％　令和元年度：10％　令和2年度：15％　令和3年度：15％　令和4年度：20％　令和5年
度：20％)・事業所と連携し事業所開催の禁煙セミナーに費用補助、企画する業者とも連携し反響・効果があったセミナーについては水平展開も検討、内容も毎年同
じではなく更新することとする。

-

オンライン禁煙プログラム利用者(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：500人　令和4年度：500人　令和5年
度：500人)・オンライン禁煙プログラムの参加費用を補助する。 -

ノンスモ禁煙サポート(【実績値】-　【目標値】平成30年度：-人　令和元年度：-人　令和2年度：-人　令和3年度：500人　令和4年度：500人　令和5年度：500人)
・ノンスモ禁煙サポート（お試し禁煙）費用を補助する。 -

- - - - - -

3 既
存

自治体健診補
助 全て 男女

30
〜
74

加入者
全員 １ ケ,シ

30歳以上の被保険者・被
扶養者に対して、自治体
（市区町村）の保健所、
保健センターやその委嘱
を受けた医療機関が実施
する「がん検診」｢肝炎検
査｣等を受診した場合の自
己負担分について実費を
補助する。対象者、受診
券、受診方法等について
は住民票のある自治体（
市区町村）で各自が確認
する。

ア

自治体（市区町村）のご
案内に従って自己負担分
を支払って受診し、必要
書類を提出し5,000円（平
成30年度）限度に補助を
受ける。補助金申請は年
度内1人1回であり、複数
回や複数項目受診した場
合はまとめて申請する。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の検討。
・節目年齢に利用案内送
付を検討。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の試行。
・節目年齢に利用案内送
付を試行。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の実施。
・節目年齢に利用案内送
付を実施。
・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・健診補助についての補
助額などを見直し検討。
・郵送がん検診などの導
入を検討。

・自治体健診の利用によ
るインセンティブ導入を
検討。

がん罹患による重篤化を予防するために、
健診受診の関心を高め、受診率向上を図り
、がんの早期発見・早期治療を促す。

【がん対策の必要性】
40代以降がんが増加する傾向にあ
ることから、早期発見・早期治療
のためにがん検診の実施が必要で
す。

案内送付率(【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
％)・事業所と連携しレターによる案内を実施する（予定）。 受診者(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100人　令和元年度：150人　令和2年度：200人　令和3年度：250人　令和4年度：300人　令和5年度：350人)・受診者目標350人（平成35年度）

- - - - - -

3 新
規

乳がん・子宮
がん検診補助 全て 女性

30
〜
74

加入者
全員 １ ケ,シ

30歳以上の被保険者・被
扶養者に対して、自治体
（市区町村）の保健所、
保健センターやその委嘱
を受けた医療機関が実施
する「婦人科がん検診」
等を受診した場合の自己
負担分について実費を補
助する。対象者、受診券
、受診方法等については
住民票のある自治体（市
区町村）で各自が確認す
る。

ア

自治体（市区町村）のご
案内に従って自己負担分
を支払って受診し、必要
書類を提出し3,000円（平
成30年度）限度に補助を
受ける。補助金申請は年
度内1人1回であり、複数
回や複数項目受診した場
合はまとめて申請する。

・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・補助額の見直しを検討
（5,000円）。
・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の検討。
・節目年齢に利用案内送
付を検討。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の試行。
・節目年齢に利用案内送
付を試行。

・ICTを利用した健診未受
診者に対する受診勧奨通
知の実施。
・節目年齢に利用案内送
付を実施。
・HP上や機関誌などで健
診補助についてのスキー
ム、補助額を再度案内。

・健診補助についての補
助額などを見直し検討。
・郵送がん検診などの導
入を検討。

・自治体健診の利用によ
るインセンティブ導入を
検討。

がん罹患による重篤化を予防するために、
健診受診の関心を高め、受診率向上を図り
、がんの早期発見・早期治療を促す。

【がん対策の必要性】
40代以降がんが増加する傾向にあ
ることから、早期発見・早期治療
のためにがん検診の実施が必要で
す。

案内送付率(【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％)・
事業所と連携しレターによる案内を実施する（予定）。 受診者(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100人　令和元年度：150人　令和2年度：200人　令和3年度：250人　令和4年度：300人　令和5年度：350人)・受診者目標350人（平成35年度）

- - - 20,000 20,000 20,000

体
育
奨
励

5 新
規

体育・健康イ
ベント 全て 男女

18
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員 １ ケ

動画による健康等の動画
をYouTubeチェンネルで
配信する（イオン元気
UPアカデミー）

ア
ウォーキングやヨガ等の
著名なインストラクター
がイオン元気UＰアドバイ
ザーとして動画を作成す
る。

- - - 年間260本の動画をユーチ
ューブで配信する。

年間260本の動画をユーチ
ューブで配信する

年間260本の動画をユーチ
ューブで配信する

毎日5分程度の運動等を実践することで加入
者の「心」と「身体」を元気にする

【ポピュレーションアプローチの
必要性】
被保険者で生活習慣病に大きく関
わる因子の肥満率が増加傾向にあ
り、体重増加に歯止めをかけるた
め、若年層を含めた全体に広く意
識改善を促す必要がある（ポピュ
レーションアプローチ）。

動画配信回数(【実績値】0回　【目標値】平成30年度：-回　令和元年度：-回　令和2年度：-回　令和3年度：260回　令和4年度：260回　令和5年度：260回)毎週
、月曜日から金曜日まで動画を配信する。
月:ヨガ、火:食事、水:ストレッチ&トレーニング、木:瞑想、金:ウォーキング

1人当たり週間視聴回数(【実績値】0回　【目標値】平成30年度：-回　令和元年度：-回　令和2年度：-回　令和3年度：1回　令和4年度：2回　令和5年度：3回)ポスター、ホームページ、Pep　Up等で事業を周知
し、認知度を上げていく。

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

6



- - - - - -

そ
の
他

7 既
存

ジェネリック
医薬品の利用
促進

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員 １ エ,ケ ジェネリック医薬品の利

用促進通知を配布する。 ス
委託業者に依頼しジェネ
リック医薬品の利用促進
通知を作成し配布する。I
CTモバイルの活用を検討
する。

・HPにジェネリック医薬
品特集を掲載
（かんじゃさんの薬箱）
・機関誌内での案内
・ICTモバイルによる差額
通知を検討

・ICTモバイルによる差額
通知を実施
・ジェネリック利用によ
る医療費削減効果が高い
人（慢性疾患など）の分
析を開始

・ジェネリック利用によ
る医療費削減効果が高い
人を対象とした案内を検
討

・ジェネリック利用で医
療費削減効果が高い人を
対象とした案内を開始（
レターかICTモバイルによ
る通知）

・ジェネリック利用で医
療費削減効果が高い人を
対象とし、ジェネリック
医薬品お願いカード（か
んじゃさんの薬箱）の送
付検討

・ジェネリック利用で医
療費削減効果が高い人を
対象とし、ジェネリック
医薬品お願いカード（か
んじゃさんの薬箱）を送
付

自己負担額の軽減や医療費の適正化を図る
ため、後発医薬品促進に向けた取り組みを
実施する。

【ジェネリック対策の必要性】
後発医薬品への置き換えによる医
療費削減効果にまだ余地があるこ
とから、引き続きジェネリック対
策が必要である。

案内送付率(【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
％)・機関誌で案内（継続）、利用促進通知を送付する(継続）。

置換え率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：77％　令和元年度：79％　令和2年度：81％　令和3年度：82％　令和4年度：83％　令和5年度：84％)後発医薬品の数量置換え率＝「後発医薬品の数量」/（「後
発医薬品のある先発医薬品の数量」＋「後発医薬品の数量」）

- - - - - -

4 新
規 歯科対策 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ エ,ケ

HPの関連リンク内の歯科
健診センターより予約す
る。歯科健診終了後、「
歯科健康診断票」にもと
づいた結果の説明を受け
る。

ス
無料健診（相談）は保険
外診療となり、二次健診
、治療には費用が発生す
る。

・無料で歯科健診が受診
できるサービス開始
・HPの関連リンクに歯科
健診センターのリンク先
を追加

・機関誌上での案内を検
討し、実施
・歯科関連の問診結果、
歯科レセプトの分析を開
始

・HP上で歯科特集を組む
か検討（、実施）
・歯科関連の問診結果、
歯科レセプトなしから対
象者を絞り、無料歯科健
診案内の送付を検討
・歯科治療の補助につい
て検討（対象を絞る、糖
尿病かつ歯周病）

・ICTモバイルを用いた歯
科関連の情報提供を検討
・歯科関連の問診結果、
歯科レセプト、無料歯科
健診の結果から、継続的
な歯科治療案内の送付を
検討

・健チャレ（歯磨き項目
）や無料歯科健診や歯科
レセプトの結果履歴に対
して、どの内容項目でイ
ンセンティブを導入する
か検討

・歯科項目のインセンテ
ィブ導入を検討

全体の健康状態向上を図るため、歯科疾患
の予防と早期治療を促す。

【歯科対策の必要性】
疾患別の医療費の内訳において歯
科の占める割合が高く、歯科レセ
プトのうち歯周病やう蝕の占める
割合が高いことから、歯科対策が
必要である。

案内送付率(【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％)無
料歯科健診の案内を送付する。

無料歯科健診利用者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1,000人　令和元年度：2,000人　令和2年度：3,000人　令和3年度：4,000人　令和4年度：6,000人　令和5年度：8,000人)無料歯科健診を利用した人
数8,000人（平成35年度）

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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