
健康経営®サポート企画 

「けんこう職場おすすめプラン」 

宣言 



「健康経営®」とは？ 

■健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資 
 であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。 
■企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の 
 活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織 
 としての価値向上へ繋がることが期待される。 

健康経営を知る経営者はまだ少ない 
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（％） 

健康経営を実践する上での課題 

（引用：経済産業省「健康経営の啓発と中小企業の健康投資増進に向けた実態調査」調査結果） 
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（ｎ＝10,231） 

（ｎ＝10,231） 
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 ※「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標 

「日本健康会議」の発足（平成27年7月） 

少子高齢化が急速に進展する日本において、国民の健康寿命の延伸・適正な医療につ
いて、経済団体・保険者・医療関係団体などの民間組織や自治体が連携し、厚生労働
省・経済産業省の支援のもと、具体的な対応策の実現に向けて活動。 

国民の健康寿命を延ばすためには、働く世代の健康づくりが不可欠 

つまり、従業員の健康づくり＝「健康経営®」がカギ 

産官学一体となった健康寿命延伸を目指す取組みの始動 
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健康経営に取組む上で 
「ノウハウの不足」、 
「何をしたら良いのか 
分からない」ことが課題 

「健康経営」を 
知っている企業は 
全体の1割程度に 
留まっている 
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高齢化率の上昇 

「選ばれる企業」へ 

少子高齢化による従業員の減少・高齢化 
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労働者人口 
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（引用：総務省「平成28年度版情報通信白書」） 

推計値 実績値 ＜日本の人口推計＞ 

医療費は 
毎年度 

数千億円規模
で増加 

医療費の増加は
保険料率の上昇
につながります 
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医療費の増加 （引用：厚生労働省「平成26年度 医療費の動向」） 

（兆円） （％） 

（年） 

■国民医療費   ●国民医療費の対国民所得比  

＜医療費の動向＞ 

約３割が 
生活習慣病による医療費 

生活習慣病を予防・改善することは 
医療費を抑える要因となります 

医療費に占める生活習慣病の割合 （参考：厚生労働省「平成２２年度国民医療費」） 

 求職者は、就職先を選ぶ際の基準として、何を重視しているでしょうか？ 
 近年、求職者の間で、生産性の維持・向上や、病気やケガによる従業員の欠勤・退職を防ぐため「従業員
の健康づくり」に取組んでいる企業を、いわゆる「ホワイト企業」の基準として捉える動きが出てきまし
た。 
 

 一方、以下の社会背景により、従業員の健康管理は“急務”と言っても過言ではない時代です。  
 

 協会けんぽ新潟支部は、企業の財産である従業員の健康を守り、求める人財に「選ばれる企業」をサポー
トする企画「けんこう職場おすすめプラン」を考案しました。 
 



職場の健康づくりをサポートする企画の誕生 ３ 

コラボヘルス（協働） 

協会けんぽ 
新潟支部の思い 

■職場単位で効果的・効率的な 
 健康づくりを提案できる 
■企業の健康経営®をサポート 
 したい 
■協会けんぽを活用してほしい 

 

経営者の悩み 
 

従業員の健康づくりに関して 
■時間がない 
■具体的な方法が分からない 
■プロのアドバイスがほしい 

健康経営®宣言サポート企画 

「けんこう職場おすすめプラン」を開発 

「けんこう職場おすすめプラン」 
エントリー 

健康経営®宣言 
  （健康経営®の実践を社内外へ宣言すること） 

※「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標 

医療保険者が策定する「データヘルス計画（３年度周期）」の一環として企画 

新潟支部オリジナルの「健康づくりメニュー」 

■協会けんぽ新潟支部保健師・管理栄養士作成 
■生活習慣病専門医師による監修 
■難易度別・主な業態へのおすすめ別に約100種類収載 
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≪掲示用宣言証≫ 



平成29年度「けんこう職場おすすめプラン」第３期 ４ 

経済産業省・日本健康会議「健康経営優良法人認定制度」への申請 
（大規模法人部門・中小規模法人部門あり） 

(１) 導入コース 

コンセプト 
■スモールチェンジ 
■きっかけづくり 

(２) 発展コース 

コンセプト 
■健康経営を社内外に発信 
■「健康経営優良法人認定制度」 
 認定基準の未達成項目をサポート 

内 容 
オリジナル「健康づくりメニュー」に取組む 
事業所共通のメニュー １つ以上 
個人ごとのメニュー  １つ以上 

期 間 ３か月 

人 数 従業員（被保険者）の3分の1以上が望ましい 

期間終了後 
➊新潟県「元気いきいき健康企業」登録事業への申請 
➋アンケートに回答・取組内容により、金賞・銀賞を決定 
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「健康づくりメニュー」 
   ■支部保健師・管理栄養士作成 
   ■生活習慣病専門医師による監修 
   ■約100種類収載 



健康経営実践事業所さまの声（平成29年度アンケートより） 5 

日頃の生活や食習慣の見直しなど、健康を意識するようになった 

第２期 
チャレンジ 

第２
期 
チャレ
ンジ 

■宣言事業所数      641社   
■チャレンジャー数    6,390名  
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第２期 
チャレンジ 

平成29年度6～9月実施 

× 
 あいさつや笑顔が増えた 

 血圧や食事などの雑談が増え、コミュニケーションが深まった 

 禁煙に成功した 

 会社内から灰皿がなくなった 

 現在の内容の「けんこう職場おすすめプラン」を継続してほしい 

現在のメニューより、レベルアップしたメニューを考案してほしい 
目に見えて結果がでるようなメニューがほしい  



6 国や県の動向・制度の新設 

平成27年9月 新潟県「元気いきいき健康企業」登録制度開始 

働く世代の健康づくりに焦点を当てた制度 
■ 従業員等の健康づくりに積極的に取組む県内企業などの取組みを後押しし、 
  新潟県民の健康寿命の延伸につなげる。 
■ 登録件数は159事業所（平成29年12月28日現在） 

「けんこう職場おすすめプラン」にて取組んだ内容を登録できます。 
 
 新潟県知事・協会けんぽ新潟支部長連名の「登録証」、 
 健康づくり応援グッズを進呈 

 ｚ
 

「けんこう職場おすすめプラン」チャレンジ事業所の 
「元気いきいき健康企業」登録事業所数 

105事業所 

平成28年8月「健康経営優良法人認定制度」創設 
（大規模法人部門・中小規模法人部門あり） 

■ 経済産業省・日本健康会議が共同で、上場企業に限らず、健康経営を実践している 
  大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度。 
■ 従業員・求職者・関係企業・金融機関等から、社会的に評価を受けられる環境を整備 
  することを目的としている。 
■ 「健康経営優良法人2017」にて、大規模法人部門に235法人、中小規模法人部門に 
  318法人が認定。 
■ 「健康経営優良法人2018」にて、大規模法人部門に541法人、中小規模法人部門に 
  776法人が認定。 
 

「けんこう職場おすすめプラン」にて取組んだ内容を申請できます。 
 
 「けんこう職場おすすめプラン」は、「健康経営優良法人認定制度」の 
 認定要件にも対応できる内容 

 
 

≪協会けんぽ新潟支部加入事業所≫ 

「健康経営優良法人2017」認定  中小規模法人部門 ２事業所 
（長岡運輸株式会社様、社会福祉法人なかよし福祉会様） 

≪認定事業所さま≫ 

「健康経営優良法人2018」認定 
（認定発表：平成30年2月20日（火）） 

 中小規模法人部門 21事業所 
 大規模法人部門  2事業所 
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「健康経営優良法人2018」認定事業所（新潟支部加入事業所） 

 大規模法人部門 
  ①製造業その他    ：301人以上 
  ②卸売業       ：101人以上 
  ③小売業       ： 51人以上 
  ④医療法人・サービス業：101人以上 の法人 

株式会社ブルボン 

一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 

 中小規模法人部門 
  ①製造業その他    ：300人以下 
  ②卸売業       ：100人以下 
  ③小売業       ： 50人以下 
  ④医療法人・サービス業：100人以下 の法人 

 

株式会社アプトシステムズ 

新井電機株式会社 

株式会社イイキ 

伊米ヶ崎建設株式会社 

大島電気株式会社 

株式会社開聞興業 

株式会社興和電気 

株式会社シアンス 

株式会社システム・クリエイト 

株式会社上越自動車学校 

株式会社高舘組 

株式会社達建設 

株式会社ソフトストラクチャ 

株式会社野水鋼鐵店 

パートナーズプロジェクト社会保険労務士法人 

株式会社平山電気商会 

株式会社三友組 

税理士法人ヤマダ事務所 

ヨコセＡＶシステム株式会社 

株式会社横瀬オーディオ 

株式会社ワイテム 

7 

認定式の写真 



平成30年度「けんこう職場おすすめプラン」第４期（概要） 7 

平成30年 第４期スタート‼ 

内 容 
オリジナル「健康づくりメニュー」に取組む 
 事業所共通のメニュー １つ以上 
 個人ごとのメニュー  １つ以上 

期 間 平成30年７月以降、任意の３か月（定められたチャレンジ期間から、通年でエントリー可能となりました） 

人 数 従業員（被保険者）の3分の1以上が望ましい 

(２) 導入コース 

コンセプト 
■スモールチェンジ 
■健康づくりのきっかけづくり 

こんな 
事業所さま 
におすすめ 

これから従業員の健康づくりを 
始めたい 

(１) 顕彰制度チャレンジコース 

コンセプト 

■社会的評価による健康経営の 
見える化 
■「健康経営優良法人認定制度」認定
基準の未達成項目をサポート 

こんな 
事業所さま 
におすすめ 

■すでに健康経営を実践している 
■「けんこう職場おすすめプラン（第
１期～３期）」チャレンジ経験あり 

チャレンジ 
終了後 

➊新潟県「元気いきいき健康企業」登録事業への申請 
（チャレンジ終了後、登録申請書を送付します） 
➋経済産業省・日本健康会議「健康経営優良法人認定制度」 
 への認定申請（下記を参照してください） 

ご安心ください！ 

各種申請にあたり、 
協会けんぽが 
サポートいたします 

「けんこう職場おすすめプラン」は、事業所及び従業員の目的やスタイルに合った健康経営
が実践できます！ 

「健康経営優良法人認定制度」の流れ 

■大規模法人部門  
  ①製造業その他    ：301人以上 
  ②卸売業       ：101人以上 
  ③小売業       ： 51人以上 
  ④医療法人・サービス業：101人以上 の法人 

■中小規模法人部門  
  ①製造業その他    ：300人以下 
  ②卸売業       ：100人以下 
  ③小売業       ： 50人以下 
  ④医療法人・サービス業：100人以下 の法人 

所属する保険者が実施している健康宣言等に参加 
→けんこう職場おすすめプランにエントリー（実施） 

11月中旬～12月上旬 
申請様式に取組み内容等を記載し、協会けんぽ新潟支部へ提出 

２月下旬 
日本健康会議健康経営優良法人認定委員会による認定 

9月 健康経営度調査開始（回答期限10月上旬） 
＊調査に回答 

経済産業省から、「健康経営度調査結果サマリー」 
と申請様式が送付 

＊「健康経営優良法人2018」のスケジュールをもとに 
作成しておりますので、変更となる場合がございます。 
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「けんこう職場おすすめプラン」第４期の手順 ８ 

協会けんぽ新潟支部から届く新潟県「元気いきいき健康企業登録」申込書 
を記入後、返送 

健康経営優良法人認定制度申請書を協会けんぽ新潟支部へ提出 
その後、経済産業省にて審査を実施 
※ 大規模法人部門申請の場合、9月頃、経済産業省による「健康経営度調査」の実施が必須 

職場でチャレンジャーを募り、「エントリーシート」をご記入の上、 
協会けんぽ新潟支部へ提出 （後日、チャレンジセットが届く） ① 

(顕) 

(導) 

届いたチェックシートを記入し、
協会けんぽ新潟支部へ提出 ② (顕) 

「健康づくりメニュー」の中から取り組むメニューを選ぶ ③ 
(顕) 

(導) 

開始月になったら一斉にチャレンジスタート！！ 
アイテムを職場内に掲示し、健康経営を社内外に発信 ④ 

(導) 

(顕) 

チャレンジ期間後に協会けんぽ新潟支部から届くアンケートを記入後、返送 ⑤ 
(導) 

(顕) 
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(２) 導入コース 

コンセプト 
■スモールチェンジ 
■健康づくりのきっかけづくり 

こんな 
事業所さま 
におすすめ 

これから従業員の健康づくりを 
始めたい 

(１) 顕彰制度チャレンジコース 

コンセプト 

■社会的評価による健康経営の 
見える化 
■「健康経営優良法人認定制度」認定
基準の未達成項目をサポート 

こんな 
事業所さま 
におすすめ 

■すでに健康経営を実践している 
■「けんこう職場おすすめプラン（第
１期～３期）」チャレンジ経験あり 



参考資料 
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