
データヘルス計画
第2期計画書

最終更新日：平成 30 年 09 月 27 日最終更新日：平成 30 年 09 月 27 日
東京都洋菓子健康保険組合東京都洋菓子健康保険組合



STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 26861
組合名称 東京都洋菓子健康保険組合
形態 総合
業種 食料品・たばこ製造業

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

13,990名
男性46.2%

（平均年齢41.9歳）*
女性53.8%

（平均年齢36.7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 20,079名 -名 -名
適用事業所数 158ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

0ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

99.7‰ -‰ -‰

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 1 - - - -
保健師等 0 0 - - - -

事業主 産業医 1 40 - - - -
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 5,659 ∕ 7,221 ＝ 78.4 ％
被保険者 5,035 ∕ 5,782 ＝ 87.1 ％
被扶養者 624 ∕ 1,439 ＝ 43.4 ％

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 85 ∕ 967 ＝ 8.8 ％
被保険者 82 ∕ 927 ＝ 8.8 ％
被扶養者 3 ∕ 40 ＝ 7.5 ％

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 71,742 5,128 - - - -
特定保健指導事業費 3,079 220 - - - -
保健指導宣伝費 17,370 1,242 - - - -
疾病予防費 155,841 11,139 - - - -
体育奨励費 3,077 220 - - - -
直営保養所費 0 0 - - - -
その他 24,886 1,779 - - - -
　
小計　…a 275,995 19,728 0 - 0 -
経常支出合計　…b 5,304,993 379,199 - - - -
a/b×100 （%） 5.20 - -
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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)

(千人)

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

2 1 0 1 2
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)

(千人)

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

0 2 4 6 8 10
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）
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 77人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 490人 25〜29 730人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 756人 35〜39 830人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 992人 45〜49 862人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 574人 55〜59 594人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 359人 65〜69 179人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 68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 15〜19 162人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,072

人 25〜29 1,333
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 1,155
人 35〜39 972人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 836人 45〜49 684人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 531人 55〜59 368人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 227人 65〜69 82人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 28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
0〜4 483人 5〜9 512人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 434人 15〜19 426人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 204人 25〜29 39人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 13人 35〜39 12人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 4人 45〜49 3人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 3人 55〜59 6人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 8人 65〜69 4人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 11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
0〜4 446人 5〜9 437人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 462人 15〜19 437人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 187人 25〜29 142人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 255人 35〜39 382人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 392人 45〜49 309人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 236人 55〜59 194人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 159人 65〜69 135人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 63人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴

総合健保組合（被保険者13,990人　被扶養者6,435人　加入者数合計20,425人）である。
被保険者の男女比・平均年齢　男46.2％・41.86歳　女53.8％・36.71歳　（全体平均年齢39.11歳）　
被扶養者の男女比・平均年齢　男34％・12.06歳　女66％・29.36歳　（全体23.52歳）　
扶養率は46.1％と低い。
前期高齢者数・加入率　被保険者357人　被扶養者213人　全体570人　加入率2.8％
男性被保険者者は35〜49歳の間に全体の約42％が集中している。
女性被保険者は20〜34歳の間に全体の約48％が集中している
人員構成において、40歳以上の被保険者の割合が毎年約1.5％増加しており、平均年齢が上がり続けている。
適用事業所の多くは東京都内に所在しているが、店舗・工場等全国に拠点を構える適用事業所多数のため「対象となる拠点数」は不明。
事業所の規模　1,000人以上3事業所　500人〜999人2事業所　100人〜499人20事業所　99人未満131事業所
1,000人以上3事業所の被保険者数が全体の被保険者数のうち約40％を占める。
100人以上の25事業所の被保険者数が全体の被保険者数のうち約80％を占める。
※人員構成表は平成29年9月30日時点の数値を使用。（平成30年度見込み加入者数の構成に直近であるため。「基本情報から見える特徴」は人員構成表の数値を
使用。）
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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
被扶養者の健診受診率が低い。被扶養者に対する健診の重要性を周知する必要がある。
特定保健指導の実施率が低い。特定保健指導について周知を強化する。
保健指導宣伝事業は全体的に健保からの発信に対する反応が見えてこない。
生活習慣病リスク保持者に対する積極的な介入のために事業主と連携し、健康相談室の利用などを推進する。
運動習慣を身に付けてもらうためのスポーツクラブ利用者が少ないため、広報を強化する。

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 　健康管理委員会
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　広報誌（洋菓子ＫＥＮＰＯ）の発行
　保健指導宣伝 　情報誌（すこやかファミリー）の発行
　保健指導宣伝 　ホームページの開設
　保健指導宣伝 　医療費通知
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 　育児本（赤ちゃんとママ）の発行
　保健指導宣伝 　健診結果報告書の送付
　疾病予防 　一般健診
　疾病予防 　生活習慣病予防健診（被保険者）
　疾病予防 　生活習慣病予防健診（被扶養者）
　疾病予防 　婦人生活習慣病予防健診（被保険者）
　疾病予防 　婦人生活習慣病予防健診（被扶養者）
　疾病予防 　人間ドック（被保険者）
　疾病予防 　人間ドック（被扶養者）
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種
　疾病予防 　健康相談室の開設
　疾病予防 　電話健康相談・メンタルヘルスカウンセリング
　体育奨励 　潮干狩り大会
　体育奨励 　秋の味覚狩り（芋掘り）大会
　体育奨励 　ウォーキング大会
　体育奨励 　ミニマラソン大会
　体育奨励 　プール利用補助
　その他 　短期契約（夏季限定）保養所
　その他 　契約保養所
　予算措置なし 　スポーツクラブ法人契約
　予算措置なし 　家庭用常備薬の斡旋
事業主の取組事業主の取組
　1 　定期健康診査
※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

3,4,5,
6,8

健康管理委員
会

【目的】事業所担当者の知識の向上と健保組合の事業への
理解。
【概要】翌年度における保健事業や法改正についての説明
会を開催。

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 205
平成28年度
159事業所中36事業所30人参加
平成29年3月に開催

新年度に変更される保健事業や直近で
変更された法改正などの情報がいち早
く知ることができる。
説明会と併せて健康に関連した特別講
習会を開催し、担当者の知識の向上に
役立てる。

参加担当者が毎年あまり変わらず、加
入時期が新しい事業所の担当者が参加
しないため保健事業への理解を深める
ことができていない。

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

5
広報誌（洋菓
子ＫＥＮＰＯ
）の発行

【目的】加入者に対し、医療保険制度および健康管理など
の意識の向上を図る。
【概要】事業所経由で被保険者に配付。

被保険者 全て 男女
18
〜
74

全員 6,886
年度内に４回１・４・７・１０月に約1
1,000部配付。
事業主に対して行ったアンケート調査
により、必要部数を発送。

発行時期のタイムリーな情報を発信。
組合ホームページでもバックナンバー
を閲覧可能。

事業所経由での配付であるため、被保
険者の手にどれだけ届いているか把握
できていない。

4

5
情報誌（すこ
やかファミリ
ー）の発行

【目的】被扶養者を有する被保険者に対し、医療保険制度
および保健衛生の認識を啓発する。
【概要】被扶養者を有する被保険者の自宅宛に配付。

被保険者 全て 男女
18
〜
74

基準該
当者 4,257

年度内に4回１・４・７・９月に約3,40
0部配付。
対象者全てに配付できるように、宛所
不明者に関しては事業所に確認のうえ
再発送を行っている。

情報誌の発行に合わせ、体育奨励事業
および健診の案内を行なうことで参加
率・受診率の向上を図っている。

被扶養者の健診受診率の向上のための
活かし方を考える。 5

2,5 ホームページ
の開設

【目的】健保組合の情報および医療保険制度情報の発信。
【概要】
加入者への情報提供ツールとしてホームページを利用。
各種申請用紙フォーマットの印刷。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 240
ホームページの随時更新。
平成28年4月〜平成29年3月のアクセス
数46,240件

タイムリーな情報を幅広く提供ができ
、各種申請用紙などの取得にも役立っ
ている。

どれだけの加入者が組合ホームページ
の存在を知っているか把握できない。 -

5 医療費通知 【目的】医療費への関心を促す。
【概要】事業所経由で対象となる被保険者に送付。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 359
年度内に４回３・６・９・１２月に送
付。
３か月分の診療情報を基に、医療費情
報を外部から見えない工夫を施した医
療費通知を送付している。

期間中に掛かった医療費を確認するこ
とができる。
医療費控除の参考にすることができる
。
高額療養費・付加金に該当するかどう
か確認することができる。

被保険者の手にどれだけ届いているか
把握できない。 5

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】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】事業主が行なう定期健康診断と併せて実施。費用
の一部を補助。

被保険者 全て 男女
40
〜
74

全員 52,913
平成28年度　 対象者　6,193人
　　　　　　　　　 受診者　4,533人
　　　　　　　　　 受診率　73.2％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

事業所巡回健診・会場別巡回健診・健
診機関での受診など受診方法が多種あ
る。

対象者の中には、人間ドック受診者も
いるため受診率が割れる。 3

3
特定健診　　
　　（被扶養
者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】費用の全部を補助。

被扶養者 全て 男女
40
〜
74

全員 9,995
平成28年度　 対象者　1,560人
　　　　　　　　　 受診者　　637人
　　　　　　　　　 受診率　　40.8％
実施時期：平成27年4月〜
　　　　　　　　平成28年3月

全国の約600箇所の契約健診機関での受
診が無料であるため受診率の向上に寄
与。
契約健診機関での受診については費用
を全額補助。

対象者の健診に対する理解不足。
健診の重要性の周知不足。 2

特
定
保
健
指
導
事
業

4 特定保健指導
【目的】メタボリックシンドロームの予防と改善。実実施
率の向上。
【概要】特定保健指導基準該当者を対象に東振協への業務
委託にて実施。

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 1,362

平成28年度　
対象者（本人家族計）　997人
実施者　　　　　　　　　　 　 97人
実施者割合　　　　　　　　 9.7％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

全額組合負担により、対象者は無料で
保健指導を受けることができる。

特定保健指導についての周知不足。
対象者・事業所担当者の理解不足。 1

保
健
指
導
宣
伝

5
育児本（赤ち
ゃんとママ）
の発行

【目的】育児支援を行なうとともに健保組合の事業への関
心を高める。
【概要】（家族）出産育児一時金の支給対象者に対し、給
付金支給月の翌月から１年間発送。

被保険者 全て 男女
18
〜
74

基準該
当者 881

平成28年度
対象者　200人
配付時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

読者アンケートより、情報量が調度い
い・参考になる記事が多い・共感でき
る記事があるなどの反響がある。

- 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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5 健診結果報告
書の送付

【目的】事業所における従業員の健康管理。
【概要】被保険者の同意を得て健診結果の提供依頼があっ
た事業所あてに健診結果を送付。

被保険者 一部の
事業所 男女

18
〜
74

基準該
当者 359 158事業所中、届出のあった57事業所の

被保険者の健診結果を送付。
健診結果から医療機関への受診勧奨を
行える。
産業医や労基署への情報提供。

全事業所との連携には個人情報保護の
問題や健診結果の管理について理解し
てもらうことが困難である。

1

疾
病
予
防

3 一般健診
【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】事業主が行なう定期健診と併せて共同実施。費用
の一部を補助。

被保険者 全て 男女
18
〜
29

全員 16,170

平成28年度
対象者　4,006人
受診者　3,286人
受診率　82.0％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

事業所巡回健診・会場別巡回健診・健
診機関での受診など受診方法が多種あ
る。

新規加入被保険者などの健康保険加入
後の健診受診者が少ないと考えられる
。

4

3
生活習慣病予
防健診（被保
険者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】事業主が行なう定期健診と併せて実施。費用の一
部を補助。

被保険者 全て 男女
30
〜
39

全員 17,259

平成28年度
対象者　3,705人
受診者　2,457人
受診率　66.3％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

事業所巡回健診・会場別巡回健診・健
診機関での受診など受診方法が多種あ
る。

女性被保険者の中には婦人健診受診者
もいるため受診率が割れる。 3

3
生活習慣病予
防健診（被扶
養者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上
【概要】費用の全額を補助。

被扶養者 全て 男女
30
〜
39

全員 81

平成28年度
対象者　722人
受診者　　11人　
受診率　　1.5％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

契約健診機関での受診については費用
を全額補助。

女性被扶養者の健診受診者の多くが婦
人健診を受診するため受診率が極めて
低い。
対象者の健診に対する理解不足。
健診の重要性の周知不足。

1

3
婦人生活習慣
病予防健診（
被保険者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】事業主が行なう定期健診と併せて実施。費用の一
部を補助。

被保険者 全て 女性
30
〜
39

全員 11,863

平成28年度
対象者　2,083人
受診者　　853人
受診率　　41.0％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

生活習慣病予防健診の検査項目に婦人
科項目をプラスした健診を実施。
春・秋２回全国に600以上の会場を設け
実施。

対象者の多くは生活習慣病予防健診を
実施している。 2

3
婦人生活習慣
病予防健診（
被扶養者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】費用を全額補助。

被扶養者 全て 女性
30
〜
39

全員 3,829

平成28年度
対象者　695人
受診者　287人
受診率　41.3％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

生活習慣病予防健診の検査項目に婦人
科項目をプラスした健診を実施。
春・秋２回全国に600以上の会場を設け
実施。
費用を全額補助。

対象者の健診に対する理解不足。
健診の重要性の周知不足。 2

3 人間ドック（
被保険者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】特定健診項目に検査項目を上乗せするかたちで実
施。費用の一部を補助。

被保険者 全て 男女
30
〜
74

全員 18,984

平成28年度
対象者　6,193人
受診者　　843人
受診率　　13.6％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

全国約600箇所の契約健診機関で受診可
能。
契約健診機関が遠隔な対象者には補助
金を支給。

対象者のうち特定健診受診者が多数の
ため受診率は低めである。 1

3 人間ドック（
被扶養者）

【目的】生活習慣の改善および疾病の早期発見。受診率の
向上。
【概要】特定健診項目に検査項目を上乗せするかたちで実
施。費用の一部を補助。

被扶養者 全て 男女
40
〜
74

全員 754

平成28年度
対象者　1,560人
受診者　　　27人
受診率　　1.7％
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

全国約600箇所の契約健診機関で受診可
能。
契約健診機関が遠隔な対象者には補助
金を支給。

対象者の健診に対する理解不足。
健診の重要性の周知不足。 1

3 インフルエン
ザ予防接種

【目的】インフルエンザの疾病予防および重症化予防。
【概要】費用の一部を補助。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 7,803

平成28年度
対象者　被保険者13,904人　被扶養者6,
533人　合計20,437人
実施者　被保険者　3,662人　被扶養者
　1,514人　合計　5,176人
実施率　25.3％
実施時期：平成28年10月〜
　　　　　　　　平成29年2月

契約医療機関で実施の場合、窓口での
自己負担額が軽減される。また、医療
機関が事業所等への巡回での実施が可
能。
契約外医療機関で実施した場合も、補
助金請求することで費用の一部を補助
している。

自己負担が必要。
インフルエンザ予防接種の有効性につ
いて理解不足。
医療機関へ出向く手間。

1

4,5,6 健康相談室の
開設

【目的】被保険者・被扶養者の健康に関する相談。
【概要】毎月隔週水曜日に内科医師による無料健康相談の
実施。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 1,112
平成28年度　相談件数　995件
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

-
健診結果における「要経過観察」と判
定された有所見者への積極的な介入。
事業主との連携。

1

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因

6



6
電話健康相談
・メンタルヘ
ルスカウンセ
リング

【目的】被保険者・被扶養者の健康に関する電話相談。
【概要】外部委託による24時間受付の無料電話相談。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 2,022

平成28年度　年間相談件数
電話健康相談　245件
メンタルヘルス・カウンセリング　33
件
実施時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

気になる症状や健康状態などについて
２４時間利用可能な電話相談の実施。
臨床心理士などの専門家による電話お
よび面談によるメンタルヘルスカウン
セリングの実施。

- 1

体
育
奨
励

8 潮干狩り大会
【目的】家族や会社の仲間との触れ合いの場を設け、心身
のリフレッシュを図る。
【概要】被保険者・被扶養者およびその家族を対象とし、
潮干狩りを行なう。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 593 平成28年度　参加者数　376人
平成28年5月21日（土）実施

経年による周知と口コミにより年々参
加者数が増加している。

木更津での開催のため首都圏在住の対
象者のみの参加となっている。 1

8
秋の味覚狩り
（芋掘り）大
会

【目的】身近な自然と触れ合うことで心身のリフレッシュ
を図り、活力を養う。
【概要】被保険者・被扶養者およびその家族を対象として
芋掘りを行なう。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 283 平成28年度　参加者数　332人
平成28年10月1日（土）実施

経年による周知と口コミにより年々参
加者数が増加している。

川越での開催のため首都圏在住の対象
者のみの参加となっている。 1

8 ウォーキング
大会

【目的】メタボリックシンドロームの要因となる運動不足
の改善へのきっかけ作りと健康の保持・増進。
【概要】被保険者・被扶養者およびその家族を対象として
ウォーキング大会を開催。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 461 平成28年度　参加者数　124人
平成28年11月26日（土）実施

経年による周知と口コミにより参加者
は増加傾向にある。

首都圏での開催のため首都圏在住の対
象者のみの参加となっている。
ウォーキングコースの選定や天候の影
響により参加者の減少がありうる。

1

8 ミニマラソン
大会

【目的】被保険者・被扶養配偶者の健康保持・増進の支援
【概要】東振協主催のミニマラソン大会参加費用の補助

被保険者
被扶養者 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 12 平成28年度　参加者数　　8人

平成29年3月5日（日）実施 - - 1

8 プール利用補
助

【目的】健康保持・増進および心身のリフレッシュ
【概要】契約プール施設で利用できる補助券を発行し、施
設利用料の補助をする。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 242 平成28年度　利用者数　254人
実施時期：平成28年7月〜9月

機関誌に利用補助券を挟み込むことで
利用者の人数が増加傾向。

機関誌（利用補助券）の配付数に対す
る利用者の割合が少ない。 1

そ
の
他

8
短期契約（夏
季限定）保養
所

【目的】組合員等の心身のリフレッシュおよび親睦
【概要】軽井沢プリンスホテルを期間限定でコテージ２棟
を借り上げ、利用者を募り、抽選のうえ利用してもらう。
費用の一部を補助する。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

全員 3,567 平成28年度　215人
平成28年8月開設

人気リゾート地である軽井沢の施設を
夏季限定で保養所として借り上げてい
る。
宿泊費用の大部分を組合負担としてい
るため、利用申込み多数。

利用者が限定される。
首都圏外の利用者が少ない。
費用対効果が不明。

1

8 契約保養所
【目的】組合員の心身のリフレッシュおよび親睦等。
【概要】年間契約保養所として、ラフォーレ倶楽部・健保
共同利用保養所・東振協共同利用保養所・ＪＴＢ契約保養
所システム等の利用に対し費用の一部を補助する。

被保険者
被扶養者 全て 男女

0
〜
74

全員 7,106
平成28年度　延べ1,078人
開設時期：平成28年4月〜
　　　　　　　　平成29年3月

機関誌による広報に加え、情報誌への
チラシの投げ込みやホームページでの
広報など幅広く行っている。

費用対効果が不明。
幅広く広報しているが、利用者が偏っ
ている。

1

予
算
措
置
な
し

- スポーツクラ
ブ法人契約

【目的】組合員の健康保持増進。
【概要】スポーツクラブルネサンスに法人会員料金で利用
可能。

被保険者
被扶養者 全て 男女

15
〜
74

全員 0 平成28年度　会員登録数　29人
平成28年4月〜平成29年3月 -

機関誌では、毎号広報し、ホームペー
ジでもキャンペーンの案内などの広報
を随時しているが、登録件数が伸びて
いない状況。

1

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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3,8 家庭用常備薬
の斡旋

【目的】疾病予防および医療費削減に寄与。
【概要】家庭用常備薬をリーズナブルな価格で斡旋。 被保険者 全て 男女

18
〜
74

全員 0
平成28年度　申込件数　94件
実施期間　平成28年12月中旬〜平成29
年1月31日
（平成27年度　申込件数　65件）

事業所経由での配付の他、情報誌「す
こやかファミリー」への投込みにより
前年度比44.6％増。

事業所経由での配付であるため、被保
険者の手元にどれだけ届いているか把
握できていない。
冬季の感染症流行時期に斡旋の案内を
配付したが、各家庭で流行対策として
既に常備薬を購入済みであったことが
考えられる。

1

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．訪問指導  ８．その他
注２) １．39%以下  ２．40%以上  ３．60%以上  ４．80%以上  ５．100%

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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事業主の取組事業主の取組

定期健康診査 労働安全衛生法で定める定期健康診査を健保組合で実施する健診で
共同実施。 被保険者 男女

18
〜
74
平成28年度　被保険者数　13,904人
　　　　　　　　　受診者数　　11,972人
　　　　　　　　　受診率　　　　86.1％

全国の約600箇所の契約健診機関で受診可能。
遠隔地の拠点については、健診費用の補助をし
ている。
事業所巡回健診・会場別巡回健診などの実施ご
とに広報。

全国に拠点があるため、健診機関から離れた所
在地の被保険者については網羅できていない。 有

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 被扶養者の健診受診率と男女比① 加入者構成の分析 -

イ 女性被扶養者の医療費について① 医療費・患者数分析 -

ウ 65〜74歳の医療費について② 医療費・患者数分析 -

エ 三大生活習慣病リスク保有者の抽出③ 健康リスク分析 -

オ 特定保健指導の実施について④ 特定保健指導分析 -

カ 年度別医療費総額および一人当たり医療費比較 医療費・患者数分析 -

10



キ 平成28年度　疾病19分類別　年齢階層別傷病分配医療費 医療費・患者数分析 -

ク 平成28年度　悪性新生物　年齢階層別医療費 医療費・患者数分析 -

ケ 平成28年度　生活習慣病　年齢階層別医療費 医療費・患者数分析 -

コ 平成28年度　循環器系疾患　年齢階層別医療費 医療費・患者数分析 -
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26861 - 東京都洋菓子健康保険組合

被保険者 被扶養者
平成26年度 86.8 39.5
平成27年度 87.8 38.2
平成28年度 86.1 42.6 男 女

平成26年度 4 96
平成27年度 3 97
平成28年度 3 97

被扶養者の健診受診率と男女比①

86.8 87.8 86.1

39.5 38.2
42.6
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平成26年度 平成27年度 平成28年度

被保険者・被扶養者 健診受診率

被保険者 被扶養者

健診受診率が被保険者（85％以上）に比べ、被扶養者がかなり低い割合（40％程度）となっている。
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26861 - 東京都洋菓子健康保険組合

周産期発生病態 36,755
先天奇形変形・染色体異常 30,522 その他の悪性新生物 21,824,380 悪性リンパ腫 128,345
新生物 25,852 良性新生物 16,513,500 乳房の悪性新生物 49,213
妊娠・分娩・産じょく 19,054 乳房の悪性新生物 12,746,090 その他の悪性新生物 40,267
腎尿路生殖器系疾患 9,874 悪性リンパ腫 7,572,330 子宮の悪性新生物 30,493
循環器系疾患 7,936 子宮の悪性新生物 5,915,500 胃の悪性新生物 20,163
精神・行動障害 7,721 胃の悪性新生物 1,572,660 気管・肺の悪性新生物 18,360
ワープロ病名等 7,534 気管・肺の悪性新生物 1,211,700 肝・肝内胆管の悪性新生物 13,477
損傷・中毒・外因性 7,346 結腸の悪性新生物 889,730 良性新生物 12,558
内分泌・栄養・代謝疾患 5,343 肝・肝内胆管の悪性新生物 498,630 白血病 10,494
筋骨格系・結合組織疾患 4,883 白血病 220,360 結腸の悪性新生物 10,346
神経系疾患 4,699 直腸の悪性新生物 58,810 直腸の悪性新生物 4,524
感染症・寄生虫症 4,562
耳・乳様突起疾患 4,406
呼吸器系疾患 4,291
血液・造血器・免疫障害 3,475
他に分類されないもの 3,299
消化器系疾患 3,248
皮膚・皮下組織感染症 3,106
健康影響・保健サービス 2,690
眼・付属器疾患 2,524
重症急性呼吸器症候群など 0

女性被扶養者の医療費について①

平成２8年度の医療費実績より分析。

女性被扶養者にかかる医療費（疾病別内訳）からレセプト１件当たりの医療費が高額な「新生物」に着目。

女性被扶養者の「新生物」にかかる医療費の内訳から婦人科項目に該当する「乳房」および「子宮」の悪性新生物が上位であった。
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26861 - 東京都洋菓子健康保険組合

構成人数 一人あたり医療費 その他の心疾患 63,263
0-4歳 918 195,715 高血圧性疾患 54,674
5-9歳 947 117,703 糖尿病 50,915

10-14歳 873 95,357 その他の消化器系疾患 43,563
15-19歳 1,003 70,924 他に分類不能 41,112
20-24歳 1,932 64,415 内分泌・栄養・代謝疾患 35,867
25-29歳 2,337 73,055 その他の悪性新生物 33,389
30-34歳 2,222 82,338 脳梗塞 31,905
35-39歳 2,196 94,531 直腸の悪性新生物 29,269
40-44歳 2,222 117,563 腎不全 27,907
45-49歳 1,849 139,345

50-54歳 1,316 176,185

55-59歳 1,164 227,314

60-64歳 763 295,412

65-69歳 410 349,072

70-74歳 157 536,036

65～74歳の医療費について②

65～74歳の一人当たり医療費が高い。

65～74歳の一人当たり医療費の内訳を見たところ、３大生活習慣病である「高血圧」「糖尿病」「高脂血症」が上位にあった。
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26861 - 東京都洋菓子健康保険組合

三大生活習慣病リスク保有者の抽出について③

特定健診受診者の中から「HbA1cの数値が6.5以上の者」

・「収縮期血圧140以上および拡張期血圧90以上の者」を

三大生活習慣病リスク保有者として抽出する。

抽出したリスク保有者の中で医療機関の受診・未受診別に

さらに抽出する。

※対象者は左記の 箇所の人数。

1/1
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26861 - 東京都洋菓子健康保険組合

対象者 実施者
平成26年度 947 115
平成27年度 924 91
平成28年度 967 85

特定保健指導の実施について④

947
924

967

115
91 85

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

平成26年度 平成27年度 平成28年度

特定保健指導実施状況

対象者 実施者
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実施率 平成26年度 12.1％
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平成28年度 8.8％
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医療費総額（千円）一人当たり医療費（円）
本人・男（26年度）752,997 115,431

本人・男（27年度）818,307 125,723

本人・男（28年度）816,283 125,531

本人・女（26年度）729,933 98,131

本人・女（27年度）753,775 101,060

本人・女（28年度）775,367 103,247

家族・男（26年度）349,986 152,218

家族・男（27年度）347,742 153,281

家族・男（28年度）324,232 146,750

家族・女（26年度）632,476 137,008

家族・女（27年度）681,374 152,059

家族・女（28年度）670,938 154,390

計（26年度） 2,465,394 118,090
計（27年度） 2,601,200 125,558
計（28年度） 2,586,822 125,771

医療費総額は、対象人数が少ない家族・男を除き、本人・男女および家族・女は約7～8億円となっている。
平成26年度から平成27年度の伸び率が5.5％と大きく増加している。

一人当たり医療費は、組合平均と比較すると、本人・男はほぼ等しく、本人・女は約25,000円少ない。
また、家族・男女は20,000円～25,000円多い。
家族・男の医療費総額は少ないものの、一人当たり医療費は多くなっている。
家族・女の一人当たり医療費は、高い水準で増加傾向にある。
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疾病19分類 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳

01：感染症・寄生虫症 8,882 6,941 3,225 1,633 2,953 4,869 3,893 2,797 5,384 4,913 4,038 11,059 6,756 13,257 6,388

02：新生物 713 329 336 5,575 2,364 2,493 4,228 6,379 11,001 16,018 35,780 32,163 54,822 33,654 67,739

03：血液・造血器・免疫障害 833 114 261 682 311 532 598 736 1,068 792 1,845 2,197 1,121 15,797 3,268

04：内分泌・栄養・代謝疾患 3,259 4,532 13,296 5,238 2,101 2,649 3,629 5,676 6,300 9,858 16,696 25,103 26,882 33,735 54,124

05：精神・行動障害 1,455 3,115 2,525 2,687 4,164 6,126 3,745 4,074 4,187 7,993 4,654 2,031 4,480 2,486 29,370

06：神経系疾患 1,735 720 965 7,151 1,348 1,083 1,777 7,435 6,706 4,704 4,231 4,463 6,143 6,979 8,551

07：眼・付属器疾患 6,817 6,457 5,362 3,016 2,232 2,791 3,347 2,568 2,915 3,691 6,447 6,256 14,983 19,479 23,558

08：耳・乳様突起疾患 10,301 3,745 1,045 460 604 725 646 1,091 786 1,045 685 574 2,229 998 5,322

09：循環器系疾患 1,842 273 1,022 1,520 4,139 2,380 2,140 2,113 6,989 14,526 21,246 42,558 41,029 65,880 103,705

10：呼吸器系疾患 74,759 45,229 24,575 12,314 9,382 9,582 11,446 13,425 11,907 15,403 11,756 13,060 13,745 16,085 21,233

11：消化器系疾患 9,002 829 1,990 2,192 3,656 5,371 4,288 4,494 8,761 8,351 14,768 14,542 19,110 39,857 27,148

12：皮膚・皮下組織感染症 19,901 8,989 6,995 8,032 5,762 4,991 4,901 4,629 5,046 4,457 4,173 3,785 5,574 3,810 8,571

13：筋骨格系・結合組織疾患 2,990 2,763 2,694 1,758 1,801 2,084 4,617 6,393 8,250 8,877 12,268 14,663 23,070 23,748 61,909

14：腎尿路生殖器系疾患 2,031 760 6,418 827 2,180 3,864 3,644 4,036 5,360 9,187 4,890 19,468 19,628 29,636 25,788

15：妊娠・分娩・産じょく 3 2 0 9 332 5,151 7,649 3,016 1,165 43 3 0 0 0 0

16：周産期発生病態 14,903 0 0 0 48 69 155 191 2 0 0 0 0 0 0

17：先天奇形変形・染色体異常 13,838 1,424 97 82 2,764 93 130 66 28 32 21 69 38 13 21

18：他に分類されないもの 2,909 1,598 1,182 732 1,836 1,076 1,117 1,375 1,810 1,772 2,397 2,105 4,747 4,037 36,855

19：損傷・中毒・外因性 4,052 6,119 7,860 5,667 2,628 1,944 1,594 1,699 4,763 4,146 2,914 4,758 4,764 2,897 3,616

21：健康影響・保健サービス 497 0 0 0 9 4 14 1,180 31 42 1,121 646 185 3,360 660

22：重症急性呼吸器症候群など 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88：ワープロ病名等 7,120 733 517 561 514 480 784 1,160 529 986 904 1,572 794 1,678 2,227

年齢階層別に見た一人当たり医療費において、20,000円を超える疾病分類を抽出した。

小児の呼吸器系疾患を除き、50歳以降における「新生物」「内分泌・栄養・代謝疾患」「循環器系疾患」「筋骨格・結合組織疾患」で高い医療費の傾向である。

高い医療費の傾向である各疾病分類は、生活習慣に高い関連性が伺えるものである。

他の疾病分類においても、65歳以上での一人当たり医療費が高いため、65歳到達以前における重症化予防の必要性がある。

「筋骨格系・結合組織疾患」においては、ロコモティブシンドロームやサルコペニアといった運動器に関連した生活習慣病対策が必要と思われる。

診療区分：医科計　／　性別：男女計　／　本人家族：本人家族

1人当たり医療費（円）

平成28年度　疾病19分類別　年齢階層別傷病分配医療費
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小児の呼吸器系疾患を除き、50歳以降における「新生物」「内分泌・栄養・代謝疾患」「循環器系疾患」「筋骨格・結合組織疾患」で高い医療費の傾向である。
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合計 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

口唇、口腔・咽頭 95 0 10 20 17 18 4,601 0

消化器 2,276 2,585 1,690 4,992 9,476 11,772 10,578 30,631

呼吸器・胸腔内臓器 552 228 128 1,080 2,758 3,598 982 844

骨・関節軟骨 0 0 0 0 0 0 0 0

皮膚 7 23 4 0 9 33 0 0

中皮・軟部組織 112 47 0 714 1,086 39 0 0

乳房 2,375 1,340 3,666 18,367 6,063 1,548 10,664 391

女性生殖器 1,156 1,521 2,387 1,557 3,565 9,672 150 124

男性生殖器 146 46 99 102 652 951 1,877 2,055

腎尿路 505 35 197 527 1,349 7,245 1,254 8,367

眼、脳・中枢神経 106 0 0 1 0 27 0 13,876

甲状腺・内分泌腺 113 45 85 120 716 39 210 232

疾病19分類で、一人当たり医療費が高い傾向にあった「新生物」において、悪性新生物に焦点を当てると「消化器」「乳房」で高い水準であった。

※40歳未満は１人当たり医療費が低いため、非表示。

「消化器」では、55歳以降徐々に増加しているが、「乳房」では50～54歳でピークとなっている。

「消化器」「乳房」のがん検診は、早期発見早期治療の科学的根拠が示されているので、「上部消化管Ｘ線検査」「便潜血検査」「婦人科検査」の受診を

勧奨することで医療費の抑制に繋がると思われる。

1人当たり医療費（円）

診療区分：医科計　／　性別：男女計　／　本人家族：本人家族計

平成28年度　悪性新生物　年齢階層別医療費
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合計 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

糖尿病 3,400 2,858 4,640 8,330 11,672 13,532 18,357 29,673

（再掲）ｲﾝｽﾘﾝ治療 911 967 1,397 2,019 1,941 3,207 3,227 9,604

（再掲）腎障害 10 9 15 21 35 24 94 64

（再掲）網膜症 77 68 26 317 362 425 249 333

（再掲）神経障害 8 4 11 3 54 56 35 37

脳血管疾患 1,035 207 3,131 635 4,028 1,329 15,988 3,002

虚血性心疾患 593 210 267 2,793 3,936 1,166 1,967 3,734

動脈閉塞 0 0 0 0 0 3 0 0

高血圧症 3,474 1,923 4,503 9,674 13,987 18,572 21,800 31,618

高尿酸血症 217 198 303 430 847 1,102 1,044 1,025

高脂血症 1,855 1,235 2,510 4,691 6,772 9,027 10,959 16,733

肝機能障害 65 75 67 143 147 111 234 817

高血圧性腎臓障害 0 0 0 0 2 2 3 0

人工透析 1,956 455 3,311 972 19,929 5,827 12,595 0

（再掲）糖尿病 174 0 0 0 2,885 383 98 0

（再掲）高血圧症 122 25 140 149 1,416 327 408 0

増え続け、65歳以上では20,000円に近い一人当たり医療費となるため、65歳以上の医療費が高くなる要因の一つと考えられる。

※40歳未満は１人当たり医療費が低いため、非表示。

 1人当たり医療費（円）

平成２８年度　生活習慣病　年齢階層別医療費

糖尿病および高血圧症は、40歳から徐々に医療費が増加し、55歳からは一人当たり医療費が10,001円を超え、その後も年齢を増すごとに

診療区分：医科計　／　性別：男女計　／　本人家族：本人家族計
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合計 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

高血圧性疾患 3,605 1,955 4,651 9,824 15,479 18,907 22,241 31,903

虚血性心疾患 758 361 400 3,347 4,944 1,540 2,767 4,397

肺性心疾患・肺循環 239 464 0 920 67 552 0 75

その他の心疾患 2,658 1,046 4,052 3,891 8,133 8,169 10,834 52,001

脳血管疾患 2,127 2,263 3,967 2,232 9,972 3,126 25,773 9,850

動脈、細動脈、毛細血管 587 50 205 393 1,934 7,033 1,372 2,162

静脈、ﾘﾝﾊﾟ管、ﾘﾝﾊﾟ節 604 831 1,107 589 1,641 1,544 2,265 3,154

その他循環器系 49 0 121 40 333 1 0 163

平成28年度　循環器系疾患　年齢階層別医療費

1人当たり医療費（円）

※40歳未満は１人当たり医療費が低いため、非表示。

高血圧性疾患は、50歳を超えると高い水準で増加していく。

それに伴い、心疾患および脳血管疾患についても一人当たり医療費が多くかかっている。

診療区分：医科計　／　性別：男女計　／　本人家族：本人家族計
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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

年齢階層別一人当たり医療費を疾病19分類別で見ると「新生物」「内分泌・
栄養・代謝疾患」「循環器系疾患」「筋骨格・結合組織疾患」で高い医療費
の傾向で、生活習慣と関連性の高い疾病であった。

 「新生物」おいては、「消化器」「乳房」が高い医療費の傾向であるた
め、健診における「上部消化管Ｘ線検査」「便潜血検査」「婦人科検査
」の受診を勧奨することに努める。
「内分泌・栄養・代謝疾患」「循環器系疾患」においては、健診結果で
高血圧・高血糖・高脂質となった受診者を対象に健康情報の提供を含む
重症化予防に取り組む。
「筋骨格・結合組織疾患」においては、加齢に伴う運動器障害を考慮し
つつ、ロコモティブシンドロームやサルコペニアなどに関する情報提供
を若年層に発信することで生活習慣の改善策を講ずる。



2
健診受診対象年齢である30歳以上の被扶養者の95％以上が女性であり、健
診受診率が低いため、「婦人科検査」未受診が多くいることから、女性被扶
養者の「新生物」にかかる医療費に着目したところ、「乳房」および「子宮
」の悪性新生物が上位にあった。

 コラボヘルスによる被扶養者の健診受診率の低さの解消と医療費の抑制
に繋がる仕組みを作る。
「乳房」および「子宮」の悪性新生物を始めとする婦人科系疾患に関心
を持ってもらうために被扶養者に直接届くようなＰＲ方法を考える。

3
65〜74歳の一人当たり医療費が高い。
三大生活習慣病に影響がある「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」にかか
わる一人当たり医療費が高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象者が多数いると考えられる。

 65〜74歳を対象とし、ジェネリック医薬品の使用促進を図る。 

4
40歳以上の健診受診者のうち「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」のリス
ク保有者で医療機関未受診者が多く見られる。  コラボヘルスによる医療費の抑制および重症化予防に繋がる仕組みを作

る。「高血圧」「高血糖」「高脂質」と判定される対象者を抽出し、受
診勧奨を行なう。

5
健康課題1.3.4の解消ににも繋がる特定保健指導の実施率が低い。  事業所および特定保健指導対象者に対し、特定保健指導の効果や重要性

・必要性を周知する。
特定保健指導の申込みが無かった対象者に対し、実施に向けてアプロー
チをする。

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
総合健保組合（被保険者13,990人　被扶養者6,435人　加入者数合計20,425人）である。
被保険者の男女比・平均年齢　男46.2％・42.11歳　女53.8％・37.06歳　（全体平均年齢3
9.41歳）　※平均年齢は平成30年2月末時点
被扶養者の男女比・平均年齢　男34％・12.06歳　女66％・29.36歳　（全体23.52歳）

 人員構成では被扶養者・男の比率は一番低く、医療費総額も低いが、一人当たり医療費
が高いため医療費に関する対策を留意すべき。

2 前期高齢者数・加入率　被保険者357人　被扶養者213人　全体570人　加入率2.8％  前期高齢者の加入率は低いが、一人当たり医療費が非常に高いため対策が必要。前期高
齢者到達前の段階での対策に留意すべき。

3 男性被保険者者は35〜49歳の間に全体の約42％が集中している。
女性被保険者は20〜34歳の間に全体の約48％が集中している  年齢階層の応じた事業の企画・実施が求められる。

カ，キ，ク，
ケ，コ

ア，イ

ウ，キ，ク，
ケ，コ

エ，キ，ケ，
コ

オ
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4 人員構成において、40歳以上の被保険者の割合が毎年約1.5％増加しており、平均年齢が上
がり続けている。  年齢別人員構成において、40歳以上の割合が増加し続けているため、特定健診・特定保

健指導を中心とした対策に留意すべき。
5 適用事業所の多くは東京都内に所在しているが、店舗・工場等全国に拠点を構える適用事業

所多数のため「対象となる拠点数」は不明。  地域性に考慮した事業の企画・実施が求められる。
コラボヘルスによる事業の実施が必要。

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
被扶養者の健診の受診率の底上げが必要。  第３期特定健康診査等実施計画の目標値の達成。

事業量を考慮のうえ、未受診者に個別に対応した受診勧奨等の事業の実施を展開する。
対象を区分けして事業量を調整する。

2 特定保健指導実施率が低下している。  第３期特定健康診査等実施計画の目標値の達成。
未実施者に対する情報の発信と参加を促がすアプローチが必要。

3 体育奨励事業・保養所事業における参加者・利用者の一部固定化。  新規参加者・利用者を増やすための広報が必要。
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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 　健康管理委員会
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　情報提供ツールの活用
　保健指導宣伝 　医療費通知
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 　育児本（赤ちゃんとママ）の配付
　保健指導宣伝 　健診結果報告書の送付
　保健指導宣伝 　ジェネリック医薬品使用促進
　疾病予防 　一般健診
　疾病予防 　生活習慣病予防健診（被保険者）
　疾病予防 　生活習慣病予防健診（被扶養者）
　疾病予防 　婦人生活習慣病予防健診（被保険者）
　疾病予防 　婦人生活習慣病予防健診（被扶養者）
　疾病予防 　人間ドック（被保険者）
　疾病予防 　人間ドック（被扶養者）
　疾病予防 　脳検査（脳ドック）
　疾病予防 　インフルエンザ予防接種
　疾病予防 　健康相談室の開設
　疾病予防 　電話健康相談・メンタルヘルスカウンセリング
　体育奨励 　潮干狩り大会
　体育奨励 　秋の味覚狩り（芋掘り）大会
　体育奨励 　ウォーキング大会
　体育奨励 　ミニマラソン大会
　体育奨励 　プール利用補助
　その他 　短期契約（夏季限定）保養所
　その他 　契約保養所
　予算措置なし 　スポーツクラブ法人契約
　予算措置なし 　家庭用常備薬の斡旋
※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
・組合員の健康寿命の延伸と生活の質の向上
・加入事業所の経営資源であり基盤である被保険者（従業員）の健康維持増進による生産性の向上
・被保険者を支える被扶養者の健康維持増進
・「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」「悪性新生物」等の生活習慣病にかかる医療費の削減

事業全体の目標事業全体の目標
・特定健診（人間ドックを含む）受診率の向上。特に「上部消化管Ｘ線検査」「便潜血検査」「婦人科検査」の受診率を向上させる。
・「高血圧」「高血糖」「高脂質」のリスク保有者の重症化予防。および、医療機関未受診者への受診勧奨を行う。
・特定保健指導実施率の向上による生活習慣の改善、高齢期での「高血圧」「高血糖」「高脂質」の悪化を未然に防ぐ。
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職場環境の整備職場環境の整備
- - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

5 既
存

健康管理委員
会 全て 男女

18
〜
74

基準該
当者 １ シ,ス - ア,ス -

3月に開催。
必要に応じて、随時開催
する。
前年度不参加事業所に対
し、電話等で直接参加を
呼びかける。

継続 継続 継続 継続 継続
事業所の担当者に向けて、保険事業や法改
正についての説明をするとともに、健診受
診・特定保健指導への参加を促がす。
外部講師を招いて健康に関する講演を行う
。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

開催回数(【実績値】1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)- 会議体であるためアウトカム指標の設定が困難であるため。
(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
- - - - - -

保
健
指
導
宣
伝

2 既
存

情報提供ツー
ルの活用 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ア,エ - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
年4回1・4・7・10月に約1
1,000部発行。
情報誌「すこやかファミ
リー」年4回1・4・7・9月
に約3,400部発行。
ホームページの更新によ
り健康情報等を発信する
。

前年度の継続。
ICTツール導入の検討およ
び事業者の選定。

継続。
ICTツール導入。

継続。
ICTツール利用者の拡充。 継続。 継続。

広報誌「洋菓子ＫＥＮＰＯ」、情報誌「す
こやかファミリー」、ホームページで組合
の概況、健診の案内、健康情報等を発信す
ることで加入者の健康意識の向上をはかる
。
ICTツールと基幹システムの連携による健診
情報・医療費情報を発信する。

該当なし

配付率(【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
％)全対象者への配付

情報提供事業であるためアウトプット指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

利用率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：0％　平成32年度：25％　平成33年度：30％　平成34年度：40％　平成35年度：50％)ICTツール導
入初年度の利用率25％および平成35年度の利用率50％を目指した広報を展開していく。
ICTツールの利用者に対するインセンティブの付与による利用率の向上をはかる。

-

- - - - - -

2 既
存 医療費通知 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ エ,ス - ス -

年4回3・6・9・12月に事
業所経由で対象となる被
保険者に紙媒体の通知を
配付する。

前年度の継続。
ICTツールの導入の検討お
よび事業者の選定。
紙媒体の通知の廃止また
は送付回数を減らす事を
検討。

ICTツールの導入。
（ICTツールとの連携が可
能であれば紙媒体の通知
の廃止または送付回数を
減らす。）

継続 継続 継続 医療費への関心を促す。 該当なし

配付率(【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
％)紙媒体の通知を配付する間の配付率。

情報提供事業であるためアウトプット指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

利用率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：0％　平成32年度：25％　平成33年度：30％　平成34年度：40％　平成35年度：50％)ICTツール導
入初年度の利用率25％および平成35年度の利用率50％を目指した広報を展開していく。
ICTツールの利用者に対するインセンティブの付与による利用率の向上をはかる。

-

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

基準該
当者 ３ イ,ウ,ケ,シ - ア,サ -

受診率向上に向けた事業
主への周知を強化。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供に向けた整備。資
料の選定等。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の整備。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への発信情報の
見直し。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
前年度に見直した各事業
所への情報の発信。
疾病リスク保有者への情
報提供内容の見直し。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への各種健診情
報の発信。
見直した疾病リスク保有
者への情報提供の発信。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診者の健康維持・増進をはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。
40歳以上の健診受診者のうち「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」のリスク保有者で医療機関未受
診者が多く見られる。
65〜74歳の一人当たり医療費が高
い。
三大生活習慣病に影響がある「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」にかかわる一人当たり医療費が
高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象
者が多数いると考えられる。

受診率(【実績値】91.6％　【目標値】平成30年度：88％　平成31年度：89％　平成32年度：90％　平成33年度：91％　平成34年度：92％　平成35年度：93％)事業
主と協働で行う定期健康診断を組合主体で実施する。
特定健診・婦人健診・人間ドックを合わせた目標値として受診率を設定する。
目標値については、第三期特定健診・特定保健指導目標実施率による。

医療機関受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：5％　平成32年度：5％　平成33年度：10％　平成34年度：10％　平成35年度：10％)受診勧奨の結果を追う。

受診勧奨実施率(【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％)受診率が向上することにより、医療機関への受診勧奨を行う対象者（医療機関未受診者）がより多く選別される。
医療機関未受診者に受診勧奨の対象となる疾病に関する情報提供をするとともに受診勧奨を実施する。

-

9,717 - - - - -

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(

法
定)

特定健診　　
　　（被扶養
者）

全て 男女
40
〜
74

被扶養
者 １ イ,ウ,ケ,シ - ア,サ -

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の収集・選定
。（被扶養者が重篤な病
に罹患した場合の家庭内
における影響およびその
ことによる生産性の低下
について等）

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨。（対象者の住所
付近の契約健診機関情報
を含む健診の受診方法を
同封。）

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨の継続。
事業主を介した未受診者
に対する受診勧奨の検討
。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨の継続。
理解を示した事業主を介
した未受診者に対する受
診勧奨の実施。（アンケ
ートにより、事業主の理
解把握する。等）

健診受診者を増やすために受診率の向上を
目指した周知・広報を行う。
受診者の健康維持・増進にはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。
特に婦人科系悪性新生物の早期発見・治療
に繋げる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。
健診受診対象年齢である30歳以上
の被扶養者の95％以上が女性であ
り、健診受診率が低いため、「婦
人科検査」未受診が多くいること
から、女性被扶養者の「新生物」
にかかる医療費に着目したところ
、「乳房」および「子宮」の悪性
新生物が上位にあった。
40歳以上の健診受診者のうち「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」のリスク保有者で医療機関未受
診者が多く見られる。
65〜74歳の一人当たり医療費が高
い。
三大生活習慣病に影響がある「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」にかかわる一人当たり医療費が
高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象
者が多数いると考えられる。

健診の周知(【実績値】7回　【目標値】平成30年度：10回　平成31年度：10回　平成32年度：10回　平成33年度：10回　平成34年度：10回　平成35年度：10回)広
報誌・情報誌・ホームページ、事業所への通知等による被扶養者への健診の周知

受診率(【実績値】44.5％　【目標値】平成30年度：43.5％　平成31年度：44.0％　平成32年度：44.5％　平成33年度：45.0％　平成34年度：45.5％　平成35年度：46.0％)特定健診・婦人健診・人間ドックを合わ
せた目標値として受診率を設定する。
目標値については、第三期特定健診・特定保健指導目標実施率による。

受診勧奨実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：0％　平成32年度：0％　平成33年度：33％　平成34年度：33％　平成35年度：33％)平成
33年度から実施予定の健診未受診者に対する受診勧奨は、業務量を考慮して、毎年対象者の1/3に対して行う。 -

3,079 - - - - -

特
定
保
健
指
導
事
業

2,4,8

既
存(

法
定)

特定保健指導 全て 男女
40
〜
74

基準該
当者 １ オ,ク,シ - ア,ケ -

特定保健指導対象者につ
いて、東振協への業務委
託にて実施。
当該年度に40歳になる特
定保健指導対象者につい
て、㈱ベネフィットワン
ヘルスケアへの業務委託
にて実施。

前年度の継続。
未実施者への勧奨方法を
検討。

前年度の継続。
未実施者への勧奨を実施
。

前年度の継続。
㈱ベネフィットワンヘル
スケアへの業務委託対象
者の拡充を検討。

前年度の継続。
㈱ベネフィットワンヘル
スケアへの業務委託対象
者の拡充。

前年度の継続。
特定保健指導対象者への適切な指導の実施
および改善。
改善者が再度該当しないための予防。

健康課題1.3.4の解消ににも繋がる
特定保健指導の実施率が低い。
65〜74歳の一人当たり医療費が高
い。
三大生活習慣病に影響がある「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」にかかわる一人当たり医療費が
高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象
者が多数いると考えられる。

実施率(【実績値】8.2％　【目標値】平成30年度：17.5％　平成31年度：20.0％　平成32年度：22.6％　平成33年度：25.1％　平成34年度：27.6％　平成35年度：3
0.1％)東振協への業務委託については、事業所を通じて実施。
㈱ベネフィットワンヘルスケアへの業務委託については、対象者あてに案内等を行い実施。
目標値については、第三期特定健診・特定保健指導目標実施率による。

特定保健指導対象者減少率(【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％)実施率が向上することによる、特定保健指導
対象者の減少を確認する。
減少率は、対前年度比

-
検査数値等の改善率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：20％　平成32年度：20％　平成33年度：20％　平成34年度：20％　平成35年度：20％)特定保健指導終了後の「腹囲」「体重」「行
動変容」における改善を確認する。
翌年度健診における「腹囲」「空腹時血糖・HbA1c」「中性脂肪・HDLコレステロール」「血圧」の数値の改善を確認する。

1,250 - - - - -
保
健
指
導
宣
伝

5,8 既
存

育児本（赤ち
ゃんとママ）
の配付

全て 男女
18
〜
74

基準該
当者 １ ス - ス -

出産育児一時金付加金お
よび家族出産育児一時金
付加金の支給対象者に対
し、給付金支給月の翌月
から１年間発送を行う。

前年度の継続。 前年度の継続。 前年度の継続。 前年度の継続。 前年度の継続。 育児支援の一助として配付するとともに健
保組合の事業への関心を高める。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

対象者情報の取得(【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％)出産育児一時金（付加金）請求による対象者情報の取得

出産育児一時金（付加金）請求者を対象とし、100％実施しているため
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

1,5 既
存

健診結果報告
書の送付

一部の
事業所 男女

18
〜
74

被保険
者 １ イ,ク - ア -

健診結果報告書の送付事
業所数の拡充。
未送付事業所に対し、健
診結果報告書の利用価値
を周知し、提供依頼書の
提出を求めるための文書
を発信する。

継続。 継続。 継続。 継続。 継続。

健診結果から有所見者への再検査や医療機
関への受診勧奨を事業主から行ってもらう
ためのツールとして活用し、重症化予防に
つなげる。
また、産業医や労基署への報告に利用して
もらう。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

未提供事業所への働きかけ(【実績値】0件　【目標値】平成30年度：89件　平成31年度：84件　平成32年度：79件　平成33年度：74件　平成34年度：69件　平成3
5年度：64件)健診結果を従業員の健康管理に活かす方法を提案（文書の発信）することで、健診結果の必要性を理解してもらい、提供事業所数を増やす
未提供事業所101件のうち被保険者数0人の事業所12件を除いた89件の事業所を対象とする。

健診結果報告書提供事業所の拡充(【実績値】0件　【目標値】平成30年度：5件　平成31年度：5件　平成32年度：5件　平成33年度：5件　平成34年度：5件　平成35年度：5件)健診結果を被保険者の健康管理に利
用してもらうことを目的とし、提供事業所数の拡充を図る

- - - - - -

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 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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7 新
規

ジェネリック
医薬品使用促
進

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

ジェネリック医薬品使用
促進資料の発送。
（検認・高齢受給者証発
送時等）
基幹システムにジェネリ
ック医薬品差額通知プロ
グラムの導入を検討。
差額通知の発送対象者お
よび対象疾患等の抽出条
件を検討。

ジェネリック医薬品使用
促進資料の発送。
（検認・高齢受給者証発
送時等）
差額通知の発送。

継続 継続 継続 継続 医療費の節減による組合財政の健全化をは
かる。

65〜74歳の一人当たり医療費が高
い。
三大生活習慣病に影響がある「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」にかかわる一人当たり医療費が
高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象
者が多数いると考えられる。

資料・差額通知発送件数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：500件　平成31年度：1,000件　平成32年度：1,000件　平成33年度：1,000件　平成34年度：1,000件
　平成35年度：1,000件)-

ジェネリック医薬品使用率(【実績値】75.3％　【目標値】平成30年度：76％　平成31年度：78％　平成32年度：80％　平成33年度：81％　平成34年度：82％　平成35年度：83％)国が提唱する目標値である平成3
2年9月までに80％を目指す。

- - - - - -

疾
病
予
防

1,2,3

既
存(

法
定)

一般健診 全て 男女
18
〜
29

被保険
者 ３ イ,シ - ア -

受診率向上に向けた事業
主への周知を強化。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供に向けた整備。資
料の選定等。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の整備。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への発信情報の
見直し。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
前年度に見直した各事業
所への情報の発信。
疾病リスク保有者への情
報提供内容の見直し。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への各種健診情
報の発信。
見直した疾病リスク保有
者への情報提供の発信。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診者の健康維持・増進をはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。
若年層からの健康意識の向上をはかる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。

受診率(【実績値】83.3％　【目標値】平成30年度：84％　平成31年度：85％　平成32年度：86％　平成33年度：87％　平成34年度：88％　平成35年度：89％)事業
主と協働で行う定期健康診断を組合主体で実施する。
事業所への通知等による被保険者への健診の周知。

二次検査・医療機関受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：5％　平成32年度：5％　平成33年度：10％　平成34年度：10％　平成35年度：10％)健診結果の判定で「要治療（D判定）」「
要二次検査（E判定）」と判定された者の二次検査・医療機関受診について追う。

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％)受診率が向上することにより、疾病リスク保有者がより多く選別される。
情報提供の対象となる疾病に関する情報提供を実施する。

-

- - - - - -

1,2,3

既
存(

法
定)

生活習慣病予
防健診（被保
険者）

全て 男女
30
〜
39

被保険
者 ３ イ,ウ,ケ,シ - ア,サ -

受診率向上に向けた事業
主への周知を強化。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供に向けた整備。資
料の選定等。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の整備。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への発信情報の
見直し。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
前年度に見直した各事業
所への情報の発信。
疾病リスク保有者への情
報提供内容の見直し。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への各種健診情
報の発信。
見直した疾病リスク保有
者への情報提供の発信。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診者の健康維持・増進をはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。
特定健診対象年齢前の年齢層から健康意識
の向上をはかる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。

受診率(【実績値】66.5％　【目標値】平成30年度：67％　平成31年度：68％　平成32年度：69％　平成33年度：70％　平成34年度：70％　平成35年度：70％)事業
主と協働で行う定期健康診断を組合主体で実施する。
事業所への通知等による被保険者への健診の周知。

二次検査・医療機関受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：5％　平成32年度：5％　平成33年度：10％　平成34年度：10％　平成35年度：10％)健診結果の判定で「要治療（D判定）」「
要二次検査（E判定）」と判定された者の二次検査・医療機関受診について追う。

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％)受診率が向上することにより、疾病リスク保有者がより多く選別される。
情報提供の対象となる疾病に関する情報提供を実施する。

-

- - - - - -

3 既
存

生活習慣病予
防健診（被扶
養者）

全て 男女
30
〜
39

被扶養
者 １ イ,ウ,ケ,シ - ア,ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業の案内
において、被扶養者の健
診ついて周知する。
事業所巡回健診等の通知
において各事業所に対し
て被扶養者の健診につい
て年4回広報する。

継続 継続 継続 継続 継続
生活習慣病予防健診のみでの受診率向上は
見込めないため、婦人健診受診率と合わせ
て受診率40％を目指す。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。

健診の周知(【実績値】5回　【目標値】平成30年度：5回　平成31年度：5回　平成32年度：5回　平成33年度：5回　平成34年度：5回　平成35年度：5回)広報誌、
事業所への通知等による被扶養者への健診の周知 受診率(【実績値】1％　【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％)-

- - - - - -

3

既
存(

法
定)

婦人生活習慣
病予防健診（
被保険者）

全て 女性
30
〜
39

被保険
者 ３ イ,ウ,ケ,シ - ア,サ -

受診率向上に向けた事業
主への周知を強化。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供に向けた整備。資
料の選定等。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の整備。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への発信情報の
見直し。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
前年度に見直した各事業
所への情報の発信。
疾病リスク保有者への情
報提供内容の見直し。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への各種健診情
報の発信。
見直した疾病リスク保有
者への情報提供の発信。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診者の健康維持・増進をはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。
婦人科系疾患、特に「乳がん」「子宮頚部
がん」の早期発見による改善をはかる。
特定健診対象年齢前の年齢層から健康意識
の向上をはかる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。

受診率(【実績値】22.5％　【目標値】平成30年度：24％　平成31年度：25％　平成32年度：26％　平成33年度：27％　平成34年度：28％　平成35年度：29％)事業
所への通知等による被保険者への健診の周知

二次検査・医療機関受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：5％　平成32年度：5％　平成33年度：10％　平成34年度：10％　平成35年度：10％)健診結果の判定で「要治療（D判定）」「
要二次検査（E判定）」と判定された者の二次検査・医療機関受診について追う。

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％)受診率が向上することにより、疾病リスク保有者がより多く選別される。
情報提供の対象となる疾病に関する情報提供を実施する。

-

- - - - - -

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 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

婦人生活習慣
病予防健診（
被扶養者）

全て 女性
30
〜
39

被扶養
者 １ イ,ウ,ケ,シ - ア,ス -

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の収集・選定
。（被扶養者が重篤な病
に罹患した場合の家庭内
における影響およびその
ことによる生産性の低下
について等）

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨。（対象者の住所
付近の契約健診機関情報
を含む健診の受診方法を
同封。）

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨の継続。
事業主を介した未受診者
に対する受診勧奨の検討
。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨の継続。
理解を示した事業主を介
した未受診者に対する受
診勧奨の実施。（アンケ
ートにより、事業主の理
解把握する。等）

健診受診者を増やすために受診率の向上を
目指した周知・広報を行う。
受診者の健康維持・増進にはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。
特に婦人科系悪性新生物の早期発見・治療
に繋げる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。
健診受診対象年齢である30歳以上
の被扶養者の95％以上が女性であ
り、健診受診率が低いため、「婦
人科検査」未受診が多くいること
から、女性被扶養者の「新生物」
にかかる医療費に着目したところ
、「乳房」および「子宮」の悪性
新生物が上位にあった。

健診の周知(【実績値】7回　【目標値】平成30年度：10回　平成31年度：10回　平成32年度：10回　平成33年度：10回　平成34年度：10回　平成35年度：10回)広
報誌・情報誌・ホームページ、事業所への通知等による被扶養者への健診の周知

受診率(【実績値】39.5％　【目標値】平成30年度：40％　平成31年度：41％　平成32年度：42％　平成33年度：43％　平成34年度：44％　平成35年度：45％)生活習慣病予防健診受診率と合わせた目標値として4
5％を目指す

受診勧奨実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：0％　平成32年度：0％　平成33年度：33％　平成34年度：33％　平成35年度：33％)平成
33年度から実施予定の健診未受診者に対する受診勧奨は、業務量を考慮して、毎年対象者の1/3に対して行う。 -

- - - - - -

3 既
存

人間ドック（
被保険者） 全て 男女

30
〜
74

被保険
者 １ イ,ウ,ケ,シ - ア,サ -

受診率向上に向けた事業
主への周知を強化。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供に向けた整備。資
料の選定等。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所の前年度受診率
・有所見者数等を事業所
に発信。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の整備。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への発信情報の
見直し。
疾病リスク保有者への情
報提供の継続。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の開始。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
前年度に見直した各事業
所への情報の発信。
疾病リスク保有者への情
報提供内容の見直し。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診率向上に向けた事業
主への周知の継続。
各事業所への各種健診情
報の発信。
見直した疾病リスク保有
者への情報提供の発信。
ハイリスク者の選定およ
び受診勧奨の継続。

受診者の健康維持・増進をはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。
40歳以上の健診受診者のうち「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」のリスク保有者で医療機関未受
診者が多く見られる。
65〜74歳の一人当たり医療費が高
い。
三大生活習慣病に影響がある「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」にかかわる一人当たり医療費が
高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象
者が多数いると考えられる。

受診率(【実績値】91.6％　【目標値】平成30年度：88％　平成31年度：89％　平成32年度：90％　平成33年度：91％　平成34年度：92％　平成35年度：93％)事業
主と協働で行う定期健康診断を組合主体で実施する。
特定健診・婦人健診・人間ドックを合わせた目標値として受診率を設定する。
目標値については、第三期特定健診・特定保健指導目標実施率による。

医療機関受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：5％　平成32年度：5％　平成33年度：10％　平成34年度：10％　平成35年度：10％)受診勧奨の結果を追う。

受診勧奨実施率(【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％)受診率が向上することにより、医療機関への受診勧奨を行う対象者（医療機関未受診者）がより多く選別される。
医療機関未受診者に受診勧奨の対象となる疾病に関する情報提供をするとともに受診勧奨を実施する。

-

- - - - - -

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 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

人間ドック（
被扶養者） 全て 男女

40
〜
74

被扶養
者 １ イ,ウ,ケ,シ - ア,ス -

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の収集・選定
。（被扶養者が重篤な病
に罹患した場合の家庭内
における影響およびその
ことによる生産性の低下
について等）

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨。（対象者の住所
付近の契約健診機関情報
を含む健診の受診方法を
同封。）

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨の継続。
事業主を介した未受診者
に対する受診勧奨の検討
。

広報誌・情報誌・ホーム
ページによる被扶養者へ
の健診の周知の継続。
事業主および被保険者に
対し、被扶養者の健診の
必要性を啓発するための
資料・情報の発信の継続
。
未受診者本人に対する受
診勧奨の継続。
理解を示した事業主を介
した未受診者に対する受
診勧奨の実施。（アンケ
ートにより、事業主の理
解把握する。等）

健診受診者を増やすために受診率の向上を
目指した周知・広報を行う。
受診者の健康維持・増進にはかるため、健
康状態を把握し、疾病リスク保有者に対し
ては、リスクの早期発見による改善をはか
る。
特に婦人科系悪性新生物の早期発見・治療
に繋げる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。
健診受診対象年齢である30歳以上
の被扶養者の95％以上が女性であ
り、健診受診率が低いため、「婦
人科検査」未受診が多くいること
から、女性被扶養者の「新生物」
にかかる医療費に着目したところ
、「乳房」および「子宮」の悪性
新生物が上位にあった。
40歳以上の健診受診者のうち「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」のリスク保有者で医療機関未受
診者が多く見られる。
65〜74歳の一人当たり医療費が高
い。
三大生活習慣病に影響がある「高
血圧症」「糖尿病」「脂質異常症
」にかかわる一人当たり医療費が
高い。
長期に渡る投薬治療が必要な対象
者が多数いると考えられる。

健診の周知(【実績値】5回　【目標値】平成30年度：7回　平成31年度：7回　平成32年度：7回　平成33年度：7回　平成34年度：7回　平成35年度：7回)広報誌・
情報誌・ホームページ、事業所への通知等による被扶養者への健診の周知

受診率(【実績値】44.5％　【目標値】平成30年度：43.5％　平成31年度：44％　平成32年度：44.5％　平成33年度：45％　平成34年度：45.5％　平成35年度：46％)特定健診・婦人健診・人間ドックを合わせた目
標値として受診率を設定する。
目標値については、第三期特定健診・特定保健指導目標実施率による。

受診勧奨実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0％　平成31年度：0％　平成32年度：0％　平成33年度：33％　平成34年度：33％　平成35年度：33％)平成
33年度から実施予定の健診未受診者に対する受診勧奨は、業務量を考慮して、毎年対象者の1/3に対して行う。 -

- - - - - -

3 新
規

脳検査（脳ド
ック） 全て 男女

40
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ イ,シ

東振協契約による脳検査
事業への参加。
脳検査実施に対し、20,00
0円を上限に補助金を支給
。
契約健診機関以外で脳検
査・脳ドックを受診した
場合も事後申請により、2
0,000円を上限に補助金を
支給。

ア,サ -

脳検査事業の開始。
健康管理委員会での周知
。
広報誌春号およびホーム
ページ掲載により組合員
に周知。

事業所および組合員への
周知の継続。
前年度の受診者の数、年
齢構成、所属事業所、契
約医療機関での受診件数
、補助金申請による受診
件数、他の健診との兼ね
合い等、受診者の傾向を
分析する。

前年度実施計画の継続。
受診者の傾向に考慮した
周知方法を検討。

受診者の傾向に考慮した
周知により、新規受診者
を増やす。

継続 継続
受診者の健康維持・増進をはかるため、健
康状態を把握し、脳血管疾患のリスク保有
者に対しては、リスクの早期発見による改
善をはかる。

年齢階層別一人当たり医療費を疾
病19分類別で見ると「新生物」「
内分泌・栄養・代謝疾患」「循環
器系疾患」「筋骨格・結合組織疾
患」で高い医療費の傾向で、生活
習慣と関連性の高い疾病であった
。

受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：287人　平成31年度：300人　平成32年度：300人　平成33年度：330人　平成34年度：360人　平成35年度：390人)
平成30年度目標値は、予算決定時の受診見込み者数。 脳血管疾患にかかる医療費減少率(【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％)対前年度医療費。

- - - - - -

8 既
存

インフルエン
ザ予防接種 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ア -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内、秋号での補助金
事業の詳細な案内、ホー
ムページへの掲載、事業
所への通知により広報を
行う。
インフルエンザに関する
細やかな情報を発信する
。

継続 継続 継続 継続 継続
インフルエンザ予防接種に対し、補助金を
出すことでインフルエンザの感染を予防し
、重症化を防ぐことで医療費の抑制につな
げる。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

インフルエンザ予防接種補助金の周知(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：4回　平成31年度：4回　平成32年度：4回　平成33年度：4回　平成34年度：4回　
平成35年度：4回)広報誌・情報誌・ホームページ、事業所への通知等による被保険者・被扶養者への周知

予防接種受診率(【実績値】24.6％　【目標値】平成30年度：25％　平成31年度：26％　平成32年度：27％　平成33年度：28％　平成34年度：29％　平成35年度：30％)経年の周知による予防接種受診率の増加を
見込む。

- - - - - -

6 既
存

健康相談室の
開設 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ オ,ス - ウ -

毎月第2・4週水曜日の午
後に開設。
開設時間内の電話相談も
実施。
年4回発行の広報誌に毎号
PRページを掲載。
ホームページに随時掲載
。

前年度の継続。
年4回発行の情報誌にPR記
事を同封する。

継続 継続 継続 継続
組合員の健康関する気になる事について幅
広い相談に対応し、健診結果の見方や、二
次検査・医療機関受診についてのアドバイ
スにより、健康保持・増進につなげる。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

健康相談室開設の周知(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：4回　平成31年度：8回　平成32年度：8回　平成33年度：8回　平成34年度：8回　平成35年度：8回
)広報誌・情報誌・ホームページによる被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

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

電話健康相談
・メンタルヘ
ルスカウンセ
リング

全て 男女
0

〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

電話相談事業を事業委託
にて実施。
メンタルヘルス・カウン
セリングについては、面
談による相談も可能。
年4回発行の広報誌・情報
誌に毎号PR記事・チラシ
を掲載。

継続 継続 継続 継続 継続
電話による健康相談を24時間体制で行うこ
とで、組合員の健康をサポートする。
メンタルヘルスに対応した電話相談および
面談で、組合員の精神面の健康をサポート
する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

電話健康相談・メンタルヘルスカウンセリングの周知(【実績値】8回　【目標値】平成30年度：8回　平成31年度：8回　平成32年度：8回　平成33年度：8回　平成
34年度：8回　平成35年度：8回)広報誌・情報誌・ホームページでの被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

体
育
奨
励

8 既
存 潮干狩り大会 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員,基
準該当

者
１ ス - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号・情報誌「すこやか
ファミリー」4月号での開
催案内、ホームページへ
の掲載、事業所への通知
により広報を行う。

継続 継続 継続 継続 継続 家族や職場の仲間との交流の場を設け、心
身のリフレッシュの機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

潮干狩り大会開催の周知(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：4回　平成31年度：4回　平成32年度：4回　平成33年度：4回　平成34年度：4回　平成35年度：4
回)-

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

8 既
存

秋の味覚狩り
（芋掘り）大
会

全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員,基
準該当

者
１ ス - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内、夏号および情報
誌「すこやかファミリー
」９月号での開催案内、
ホームページへの掲載、
事業所への通知により広
報を行う。

継続 継続 継続 継続 継続
身近な自然に触れ合うことでの心身のリフ
レッシュにより、活力を養う機会を提供す
る。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

味覚狩り（芋掘り）大会の周知(【実績値】5回　【目標値】平成30年度：5回　平成31年度：5回　平成32年度：5回　平成33年度：5回　平成34年度：5回　平成35
年度：5回)広報誌・情報誌・ホームページ、事業所への通知等による被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

8 既
存

ウォーキング
大会 全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員,基
準該当

者
１ ス - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内、夏・秋号および
情報誌「すこやかファミ
リー」９月号での開催案
内、開催ごとにホームペ
ージへの掲載、事業所へ
の通知により広報を行う
。

継続 継続 継続 継続 継続
メタボリックシンドロームの要因となる運
動不足の改善のきっかけ、健康維持・体力
増進の機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

ウォーキング大会の周知(【実績値】5回　【目標値】平成30年度：7回　平成31年度：7回　平成32年度：7回　平成33年度：7回　平成34年度：7回　平成35年度：7
回)広報誌・情報誌・ホームページ、事業所への通知等による被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

8 既
存

ミニマラソン
大会 全て 男女

18
〜
74

被保険
者,基準
該当者

１ ス 東振協主催のミニマラソ
ン大会の参加費を補助。 ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内および冬号での開
催案内、開催案内をホー
ムページへの掲載、事業
所への通知により広報を
行う。

継続 継続 継続 継続 継続
組合員の身体活動や運動についての意識や
態度を向上させ、身体活動量を増加させる
きっかけとなる機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

ミニマラソン大会の周知(【実績値】1回　【目標値】平成30年度：4回　平成31年度：4回　平成32年度：4回　平成33年度：4回　平成34年度：4回　平成35年度：4
回)広報誌での被保険者・被扶養者への周知
平成29年度は、広報誌「洋菓子KENPO」春号で広報をするも、大会会場の補修工事の影響で開催がされなかった。

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

8 既
存

プール利用補
助 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内を掲載する。
広報誌「洋菓子KENPO」
夏号に利用案内の掲載す
ることで広報し、利用補
助券を挟み込む。

継続 継続 継続 継続 継続 組合員の心身のリフレッシュおよび家族や
職場の仲間との交流の機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

プール利用補助の周知(【実績値】2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
)広報誌での被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

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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そ
の
他

8 既
存

短期契約（夏
季限定）保養
所

全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

加入者
全員,基
準該当

者
１ ス - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内および情報誌「す
こやかファミリー」4月号
での開催案内、ホームペ
ージへの掲載、事業所へ
の通知により広報を行う
。

継続 継続 継続 継続 継続 組合員の心身のリフレッシュおよび家族や
職場の仲間との交流の機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

夏季限定保養所の周知(【実績値】4回　【目標値】平成30年度：4回　平成31年度：4回　平成32年度：4回　平成33年度：4回　平成34年度：4回　平成35年度：4回
)-

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

8 既
存 契約保養所 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

広報誌「洋菓子KENPO」
春号での保健事業全体的
な案内、ホームページへ
の掲載、事業所への資料
の送付により広報を行う
。

継続 継続 継続 継続 継続 組合員の心身のリフレッシュおよび家族や
職場の仲間との交流の機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

契約保養所の周知(【実績値】3回　【目標値】平成30年度：3回　平成31年度：3回　平成32年度：3回　平成33年度：3回　平成34年度：3回　平成35年度：3回)- アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -
予
算
措
置
な
し

5 既
存

スポーツクラ
ブ法人契約 全て 男女

15
〜
74

被保険
者,被扶

養者
１ ス - ス -

年4回発行の広報誌に毎号
PRページを掲載。
情報誌に不定期でキャン
ペーンチラシを同封。
ホームページに随時掲載
。

継続 継続 継続 継続 継続
組合員の身体活動や運動についての意識や
態度を向上させ、身体活動量を増加させる
きっかけとなる機会を提供する。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

スポーツクラブ法人契約の周知(【実績値】7回　【目標値】平成30年度：7回　平成31年度：7回　平成32年度：7回　平成33年度：7回　平成34年度：7回　平成35
年度：7回)広報誌・情報誌・ホームページでの被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(アウトカムは設定されていません)

- - - - - -

8 既
存

家庭用常備薬
の斡旋 全て 男女

16
〜
74

加入者
全員 １ ス - ス -

年に1回情報誌にチラシを
同封し薬の斡旋を行う。
同じタイミングで事業所
宛に案内を発送し、事業
所経由でも斡旋を行う。

継続 継続 継続 継続 継続 組合員の健康管理および疾病予防対策によ
る医療の節減。

該当なし（これまでの経緯等で実
施する事業）

家庭用常備薬の斡旋の周知(【実績値】1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)情報誌、事業所への通知等による被保険者・被扶養者への周知

アウトカム指標の設定が困難であるため。
(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

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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