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全国健康保険協会 愛媛支部
からのお知らせです
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愛媛支部

https://www.kyoukaikenpo.or.jp　☎089-947-2100（代表）

～職場内で掲示や回覧によりご周知ください～

健康経営が注目される理由
　「健康経営」が注目されている社会的背景として、少子高齢化による労働人口の減少、従業員の
高齢化、働き盛り世代の健康を脅かす生活習慣病、メンタルヘルス不調者の増加などといった問題が
挙げられます。これらは、少数精鋭の中小企業ほどダメージが大きいとされています。

事業所のメリット

生産性の向上
●モチベーションの向上
●欠勤率の低下
●業務効率の向上

イメージアップ

●企業ブランド価値の向上
●社内・対外的イメージの向上

負担軽減・リスクマネジメント
●業務効率の向上による手当等の人件費減少
●長期的には健康保険料負担の抑制
●労働災害の予防

健康経営をスタートさせるには、まず「健康づくり推進宣言」を！
　会社全体で「健康経営」を進めるには、経営者による｢健康づくり推進宣言」が効果的です。経営者が「健康づくり
推進宣言」に参加したことを社内外に決意表明（宣言）することで、会社一丸となった健康づくりの推進が期待
できます。協会けんぽ愛媛支部の「健康づくり推進宣言」に参加しましょう。
※経済産業省の「健康経営優良法人（中小規模法人部門）」の申請には、「健康づくり推進宣言」への参加が必須となっています。

愛媛支部では、すでに740社の事業所が宣言し、健康経営に取り組まれています！愛媛支部では、すでに740社の事業所が宣言し、健康経営に取り組まれています！
令和２年９月８日時点

「健康づくり推進宣言」への参加方法と流れ
STEP ❶

愛媛支部ホームページ
「参加方法」をクリック

STEP ❷
｢健康度チェックシート」
｢宣言書｣を記入

STEP ❸
協会けんぽ愛媛支部へ
「宣言書」をFAXで送付

STEP ❹
協会けんぽ愛媛支部から
｢宣言の証｣送付

協会けんぽホームページでの事業所名掲載、健康情報誌・
ポスターの無料配布、金融商品の割引など

・・・・特典の健康づくり
推進宣言
「

」

▼詳しい内容はホームページでご確認ください

健康づくり推進宣言 検 索

何をすればいいの？ 健康経営
協会けんぽ愛媛支部の加入事業所が実践されている一例をご紹介します。
詳しくは、愛媛支部ホームページの「宣言事業所取組事例」をご覧ください。

協会けんぽ 保健師 管理栄養士による無料特定保健指導（健康サポート）の利用

ヘルシー弁当の利用促進 階段利用促進 勤務時間中の禁煙実施 禁煙外来費用補助

され 由

はじめていますか？ 「健康経営®」
★「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です。

事業主の
皆さま



　協会けんぽでは、健診結果からメタボリックシンドロームによる生活習慣病発症リスクが高いものの、生活習慣の
改善等により生活習慣病予防の効果が期待できる方へ、無料の特定保健指導を実施しております。
　今年度より協会けんぽ愛媛支部では、従来の保健師等が事業所へお伺いする対面による保健指導に
加えて、新たにICT（スマートフォン、タブレット、カメラ付パソコン等）を使用したオンライン
（遠隔面談）による特定保健指導を実施しております。

こんな事はありませんか？

勤務時間中の　　い！勤務時間中の　　

　　実施が難しい
！ 面談場所の　　　い！面談場所の　　　

　　確保が難しい
！ 訪問による　　

　　面談が困難
！訪問による　　

　　面談が困難
！

○ライン作業従事の方

○シフト交代勤務の方

○ドライバーの方
○現場で作業をされる方
○各支店等に対象者が
　おられる場合

○なるべく外部との
　接触を減らしたい…
○感染症対策の実施が
　難しい…

ICT活用によるメリット
●対象者のご都合、働き方に合わせて時間調整、実施場所の選択が可能

●オンラインでの実施のため、遠隔地でも面談が可能

▼  対応可能日時（平日８：00～20：00 / 土曜日９：00～17：00）

▼ 実施場所もプライバシーを確保できる場所があれば、社用車や自宅でも実施可能

愛媛支部
からの

ひと言
　　　　　　自覚症状も無く血管を脆くし、重大な病気を引き起こす高血圧！ まずは計測を！

※協会けんぽご加入の事業所が対象となります。（健康保険証の記号はお手元の健康保険証をご確認ください。）

FAX 089-947-2133　協会けんぽ愛媛支部 保健グループ
下記をご記入のうえFAXにて令和２年11月10日（火）までにお申込みください。

協会けんぽ担当者よりご連絡のうえ、「ICTによる特定保健指導」の詳細をご説明いたします。

※ICTによる特定保健指導は、右記委託機関により実施しております。【令和２年度委託事業者】株式会社 ベネフィット・ワン

「ICTによる特定保健指導」をご活用ください！無料
事業主・健康保険ご担当者の皆さまへ

利　用　申　込　書

事業所名
健康保険証
の記号

（フリガナ）

ご担当者名

（7～8桁の数字）

ご連絡先
電話番号

★ICTを使用した遠隔面談による特定保健指導の対象者は、被保険者に限られます。
・・・・・・・・

に
ン

　日程調整が

難しい… 　　

これで 

  解決！

○

○
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