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平成２７年度 第 1 回 健康づくり推進協議会 議事概要 

 

開 催 日 時 平成２７年７月 28 日（火） １５：００～１７：００ 

会     場 万代シルバーホテル ４階 千歳の間 

出 席 委 員 伊藤委員、小川委員、上村委員、関﨑委員、竹井委員、土田委員、 

星田委員、本間委員、山崎委員〔五十音順〕 

議     題  

 

１．平成２６年度保健事業実績について 

２．平成２７年度保健事業計画について 

３．主な新規事業の紹介 

  （１）事業主との連名による被扶養者への特定健康診査受診率向上の取り組み 

  （２）新潟支部のデータヘルス計画の実施について 

 

議 事 概 要  

議 題 

支部長あいさつ 

 ＊支部内見学では、6月 29日より新しくなった業務システムと、日頃の業務の状況を見

ていただき、職員も緊張して仕事ができて良かった。 

＊６月１6 日に協会けんぽにおいて、４台の職員端末が外部との不審な通信を行ってい 

たことが判明。現時点では個人情報を含む情報の漏えいは確認されていないが、念の 

ため外部とのネットワークを遮断し、事実関係の確認を行っている。 

 ＊医療保険制度改革法案が５月２７日に可決・成立し、協会けんぽの国庫補助率は期限

の定めなく１６.４％で維持されることになり、当面は協会の財政を安定的に運営でき

る見込みとなった。 

  今後も抜本的な対策として、現役世代に過度に依存するような高齢者医療制度の負担

構造の改革を始めとする医療保険制度全体の更なる改革に繋がる議論を､協会として

行っていくことが重要だと考える。 

 ＊地域医療構想に関して、最大の医療保険者として積極的に意見を述べる場を作り、発

信できるよう取り組んでいく。 

 ＊新潟支部のデータヘルス計画は 5 月より「三条モデル」を実施中。結果をまとめ、他
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の自治体や事業所に拡大していく。 

 ＊6 月 29 日より新しいシステムに無事移行しスタートすることができた。ペーパーレス

化や業務の外部委託を進め、生み出された時間を保険者機能の発揮につながる業務へ

シフトする。 

 

１．平成２６年度保健事業実績について 

（１）生活習慣病予防健診・事業者健診データ取得（被保険者） 

 ＊ 被保険者の健診（生活習慣病予防健診＋事業者健診結果データ取得） 実施率65.2% 

目標 66.9%に対し、目標達成できず。実施人数は目標 189,000 人に対し、189,910

人と目標達成できた。 

 ＊ 全国平均と比べ、生活習慣病予防健診受診率は全国３位と高いが、事業者健診結果

データ取得率は全国２８位と低い。 

   事業者検診結果データ取得について、新規の取得に向けた働きかけが不足。27年度

は、強化していく。 

 ＊ 広報媒体では、生活習慣病予防健診のメリットを強調し、見易さ重視に努めた。 

 

（２）特定健康診査（被扶養者） 

 ＊ 被扶養者健診（特定健診） 実施率 27.0% 目標 27.8%と計画達成できなかった。 

   費用対効果や他事業との優先度の兼ね合いから、例年よりも未受診者への勧奨事業

実施が少なかったことがあげられる。 

 ＊ 全国平均と比べ、全国３位と高い。 

 ＊ ２６年度の新規の取り組みとしては、協会けんぽ主催の集団健診を実施した。 

 

（３）特定保健指導（被保険者・被扶養者） 

 ＊ 被保険者の特定保健指導 実施率 11.8% 目標 13.3%と計画達成できなかった。 

   被扶養者の特定保健指導 実施率 3.0% 目標 5.1%と計画達成できなかった。 

   要因として、初回面接件数の確保ができなかったことがあげられ、27 年度はリレー

支援の推進や人員の確保を行っていく。 

＊ 全国平均と比べ、被保険者特定保健指導は全国 35 位、被扶養者特定保健指導は全国

21位と低い。 

＊ 支部内において、特定保健指導を効率的に実施する仕組みであるリレー支援のモデル

実施を行った。 
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（４）その他の保健事業 

 ①健康度向上事業 

 ②関係機関との協働事業 

 ③学校での健康づくり教育事業 

 ④事業所の喫煙対策支援事業 

 

２．平成 27 年度計画について 

  ・ 新規事業を中心に説明。 

  ・ いずれも現時点までの進捗状況については、ほぼ計画通り。 

1）特定健診および特定保健指導の推進 

（１）特定健診（被保険者） 

 ＊ 健診委託機関との地域別打ち合わせ会の実施。 

   生活習慣病予防健診、事業者健診結果データ取得のための勧奨への協働体制の構築。 

＊ 関係機関（商工３団体・トラック協会・三条工業会）との連携による受診促進、効果

的な広報の推進。 

   特定健診（被扶養者） 

＊ 事業主と協会けんぽ支部長との連名文書による受診勧奨。（詳細は議題３で） 

＊ 特定健診委託機関（かかりつけ医）への受診勧奨ポスターの配付と掲示依頼および受

診促進依頼。 

かかりつけ医でも受診できるポスターを掲示してもらい受診勧奨を行う。 

 

（２）特定保健指導（被保険者） 

 ＊ 支部来所特定保健指導の効果的な企画と開催。 

   就業時間に保健指導を受けることができない方等を対象に実施。 

 

2）重症化予防に係る取組み強化 

未受診者に対する受診勧奨の強化 

 ＊ 支部での 2次勧奨の実施。 

   電話、文書（現時点で未実施）での勧奨を行う。 

3）小中学生とその親世代への生活習慣病予防事業 

4）関係機関との健康イベント協働事業 
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5）事業所と加入者との健康度向上事業 

 ＊ 効果的効率的な事業推進のための協力依頼の実施 

 

〈委員からの意見等〉 

【学識経験者】 

・特定保健指導の協会保健師実施分は減っているが、委託分や被扶養者実施分が増え 

ている理由は？システム的に何かあるのか？ 

≪事務局≫ 

・システム的という事ではありません。 

・委託分については、25年度後半に健診機関に働きかけを実施して、初回面接を増 

やしたことが大きいです。 

・被扶養者については、受診券を使って人間ドックを受診した人に健診機関にて階層 

化のうえ、健診日当日に初回面接を行うよう働きかけました。 

また休日の被扶養者保健指導会を開催した事により、受診率を伸ばしました。 

【学識経験者】 

・協働事業でストーリー性の企画提案とあるが、具体例は何かあるのか？ 

≪事務局≫ 

・例えば、新潟は血圧が高いというデータがありますので、佐渡の健康ウォークで 

 は歩く前後に血圧を測り、歩いた後の下がった血圧の数値を見て、歩くことは良 

 いことだと体感できるような取り組み等を考えています。 

【学識経験者】 

・PDCA でどうしたら改善出来るのか提案することが大事。 

・運動指導や栄養指導だけ単独でするのではなく、運動した後３０分以内に牛乳を 

摂ると筋肉が落ちないなど、対象者のライフスタイル、ライフプランがイメージ 

できるようなストーリー性があれば良いと思う。 

 

３．主な新規事業の紹介 

（１）事業主との連名による被扶養者への特定健康診査受診率向上の取組み 

＊ 特定健診の現状・・・新潟支部の実施率 27.0％。 

          全国順位は高い（第 3 位）が、受診率は低調。 

          4人に 3 人が受診していない。 

          効果的な勧奨が必要。 
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＊ 協会けんぽ単独での勧奨より、事業所（事業主）からも勧奨されることにより、受診

に対する意識が高まることを期待する。 

 

① 実施状況 

＊ 15事業所を訪問し、すべての事業所より協力を得られた。（15 事業所 1,592名へ送

付） 

＊ 事業主と支部長の写真入りのメッセージを送付した。 

＊ 送付する封筒を開封していただくための工夫として、事業所の封筒を使用した。 

＊ 健診受診実態の把握のため、アンケート用紙を同封した。 

 案内・アンケートの様式は「参考資料」のとおり 

 

② 今後の取組み 

＊ 特定健診受診率向上のための次の展開。 

＊ 被扶養者の特定保健指導の実施促進。 

＊ 事業所・被保険者への取組み。 

 

③ アンケート集計結果（中間結果） 

＊ 加入者の 4 人に 3 人は特定健診を受診していないと思っていたが、アンケートに回答

いただいた 196 名中 177 名が「受診券を利用する」または「パート先での健診」ない

し「人間ドック受診」を受診すると回答。 

＊ 検討課題 

・ 人間ドックを受診している方や、パート先で健診を受診している方の受診券の使

用促進。 

・ 健診未受診者への勧奨。 

 

★「事業主との連名による被扶養者への特定健康診査受診率向上の取組み」にご協力いた

だいた委員からのコメント 

 

【事業主代表】 

・案内文書に会社の名前が入ることにより会社のイメージが良くなるということも 

ある。 
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・案内が届いた家族だけでなく社員も健康を意識しているようにみられる。 

【事業主代表】 

・毎月１日の全体朝礼時に、役員が社員に対して連名文書の紹介をし、家族の受診 

を勧めていた。結果はどうなのか？ 

≪事務局≫ 

・これから受診の方もいるので数的な効果はこれからになります。 

・同封したアンケートは、多くの皆様から会社の名前、自分の名前を任意で書いて 

返送していただきました。 

やはり事業主様のメッセージ付き、会社の封筒で郵送されたことの影響力は大き 

いと感じました。健診の実施率に結びつくことを期待しています。 

・ここで得たものを生かし、次の事業に展開していきたいと考えています。 

 

 

〈委員からの意見等〉 

【学識経験者】 

・同じような案内文書でも、PDCAのチェックとアクションで会社名、社長さんの 

 顔写真付きで届く場合は、少し行動が変わる。 

少しでも行動が変わり始める事は大きい。 

【被保険者代表】 

・事業主を経由するのは、これからの先取りの部分もあると思うが、厚労省と経産 

省が企画し健康経営について優良事業所の表彰を勧めようとしている。表彰が始 

まれば健康経営に取り組む事業主が多くなると思う。 

・アンケート結果で既に健診を受けている方が９割で、協会けんぽの仕組みを使わ 

ないで受診している分を協会けんぽ分として扱う必要性は何かという疑問を感 

じた。 

≪事務局≫ 

  ・正直申し上げて、そのことすら分かっていなかったことが分かりました。 

  ・27％の人しか受けていないと思っていましたが、実際は健診を全く受けていない 

人は１割しかいないという事が分かり、ピンポイントでこの方達をどうするかと 

いう課題がみえたことはプラスだと考えております。 
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【被保険者代表】 

・１割の方を対象にするのと 3,4 割の方を対象にするのでは組み立て方が変わるの 

で、効率的、費用対効果を考え、やり方を検討していく必要があるのではないか。 

・保健指導にしても協会けんぽ独自に行うのは限界があり、委託健診機関をどう使 

うかが非常に大きい。そこをどう組み立てていくか、健診機関に特典のようなも 

のを付けるなど、対応策を考える方が数字的には上がっていくのではないか。 

【保健医療関係者】    

・アンケートで実際に受診していないのは１割ということだが、受診券を利用する 

と回答した方が本当に受診したか分からない。 

・集団検診は町村合併が進み、健診会場が減ったことで集団健診が不便になったと 

いう調査結果がある。かかりつけ医でも予約の手間があるため、実際に受診した 

か疑問なところがある。 

・外来で診療していると、「今年は申し込み損ねた」「その日都合が悪くて行けなか 

った」という声も多い。1 年おきの受診の方も多く、実際には１割ではなく、 

もっと受診していない方は多いと思う。 

・受診勧奨は大事だが、もっと大事なのは、受診して異常があっても放置する人の 

問題。受けただけで安心して異常値があっても、放置する方達が非常に多い。 

・きちんと保健指導を受ける、或いは精密検査を受けるなど、該当者が医療に結び 

 付くことが一番大事。 

・どの保険者でも特定保健指導対象者は把握して指導に回るが、そうでない、痩せ 

ている高血圧、痩せている糖尿病など早く受診しなければ危ない方がそのままに 

なっていて、脳卒中、心筋梗塞で運ばれるということが減らない。その部分に対 

しどういった戦略を立てるかが、これから大事。重症化予防がこれから大事だと 

おっしゃっていたので、ぜひ検討していただきたい。 

 

（２）新潟支部のデータヘルス計画の実施について 

① 新潟支部におけるデータヘルス計画と進捗状況 

＊ データヘルス計画３つの柱 

・ 健康意識の向上を目的とした、事業主・加入者向けの広報物の作成。 

➢「高血圧」資料作成中 

➢「新潟県けんこう度 30 市町村ランキング」ＨＰ掲載 
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・ 県や市町村など、関係機関との連携を目的とした、統計データの作成。 

➢作成検討中 

・ 職場における健康づくりのきっかけとして、「健康づくりメニュー」を従業員にチ

ャレンジしていただくため、事業主に対する「けんこう職場おすすめプラン」の

促進。 

➢三条モデルの実施 

 

② 「けんこう職場おすすめプラン」について 

＊ 「けんこう職場おすすめプラン」とは 

・ 「楽しみながら」「きっかけ」を目的とし、「スモールチェンジ」がコンセプト。 

・ 医師監修を元に、新潟支部の保健師・管理栄養士が作成した「健康づくりメニ

ュー」をチャレンジ。 

 

＊ 三条モデルの実施 

・ 三者間連携会議にて「けんこう職場おすすめプラン」三条モデルの提案。 

➢グループワークでの意見を反映 

➢協会支部職員による 2週間のモデル実施 

 

＊ ルール説明（三条モデル） 

・ 「健康づくりメニュー」から、自身にあったメニューを選択。（事業所全体で取り

組むメニューを１つ、個人で取り組むメニューを１つ、合計２つ選択） 

※メニューを選べることが新潟支部のデータヘルス計画の最大の特徴 

・ チャレンジするメニューを選んでいただく際の参考として、難易度を星印、解説、

効能表示あり。 

・ チャレンジ期間：①お試しの２週間、②本番１か月、③３か月 合計４か月半。 

・ 最終ページに監修した医師と支部長のメッセージを掲載。 

 「参考資料」参照 

➢従業員への説明では、「健康づくりメニュー」で一番興味を集める。従業員間で

お互いの取り組む「健康づくりメニュー」について相談し合っていた。 

コミュニケーションの向上に繋がると感じた。 

➢今後の実施にあたり、ペア制やグループ制にするとで、コンセプトの「楽しみ

ながら」に繋がると考える。 
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③ 「けんこう職場おすすめプラン」の実施状況と今後の取り組みについて 

＊ 実施状況 

・ 三条市内 35 連携事業所を対象に「三条モデル」として、支部職員と三条市職員と

の同行により「けんこう職場おすすめプラン」を提案。 

・ 28事業所へ 5月 26日から 6月 12日に訪問。 

※未訪問 3 事業所（今後訪問予定）、訪問拒否 4 事業所 

・ チャレンジエントリー：12 事業所（27.7.15現在） 

※チャレンジ検討中 5事業所 

➢チャレンジ実施については、トップダウンで実施が決まると考えていたが、従

業員の意思に任せる事業所あり。 

➢支部職員による、従業員への説明会の実施の依頼あり。 

➢事業所担当者から従業員へ、容易に説明できる仕組みが必要。 

➢インセンティブへの関心が薄い。 

➢事業所訪問により、課題や改善点が見えてきたため、現在見直しを始めている。 

・ 健康づくり推進協議会委員を委嘱している事業所様にも取り組んでいただいた。 

 

＊ 今後の取組み 

・ 健康づくりメニューのリニューアル。 

・ 金融機関との連携モデルの実施。 

・ より多くの事業所への提案方法の策定。 

 

★「健康づくりメニュー」を監修された委員のコメント 

 

【保健医療関係者】 

・メニューの見直しは、またやっていく必要があるが、とりあえず具体的な提案をす 

 るということではメニューを提示することは非常に良いことだと思っている。 

・スタートした後の見直しと評価が問題。今後、この事業に対してどういった形で評 

価していくのかということも考えて進めていければと思っている。 

・7月 10日に日本健康会議が発足した。健康なまち職場づくり宣言 2020という宣言 

 がなされ、健康づくりに取り組む自治体 800市町村、広域連合 24 団体、健康経営 
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 に取り組む企業 500社以上、健康宣言等に取り組む企業 10,000 社以上という目標 

 が掲げられた。目標が示されると企業の方達もやってみようと関心を持つと思う。 

 協会けんぽから頑張っていただかないと、健康宣言等に取り組む企業の目標 10,000 

社の達成は難しい。この宣言が出る前に、このようなプランができたのは非常に良 

かったと思う。 

ぜひ三条モデルが県内全体に広まるように皆さんから頑張っていただきたい。 

 

★「けんこう職場おすすめプラン」を実施した委員のコメント 

 

【事業主代表】 

 ・まずは始めたばかりなので、リニューアルというよりは普及していくことが大切だ 

と思う。 

・職場の健康チャートを協会けんぽに作成してもらった。当社は機械器具製造業で新 

潟県 142社中 66 位と半分以下ではあるが、健康関係器具を作っている企業として 

はいかがなものかと、非常にインパクトがあった。他にも新潟の平均と当社の比較 

を細かく載せていただいた。 

・ナンバーワンの企業と当社が、いかにかけ離れているか良く分かったので、会社の 

 掲示板に掲示した。ますます個人の健康づくりメニューに取り組まなければいけな 

 いという気持ちになった。 

 

 〈委員からの意見等〉 

【被保険者代表】 

 ・メニューは、欲しいと言ったら何部でも冊子でいただけるのか？ 

≪事務局≫ 

・基本的には、チャレンジいただいた事業所様のみにお渡しすることになります。 

【被保険者代表】 

  ・今のところは三条地区だけ？今後広げる予定はあるか？ 

≪事務局≫ 

  ・厳密に言うと三条以外にもう少しありますが、ほぼ三条だけという状況です。 

  ・今後広げる予定もあります。 
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【被保険者代表】 

  ・私共のところで、職場の健康づくりに講師を派遣してほしいという依頼が事業所 

からあるが、そういった事業所に対しデータヘルス計画の話をする時に、メニュ 

ーの冊子が欲しいといった場合にいただけるのか？ 

≪事務局≫ 

・データヘルス計画自体が 27年度から 29 年度までの 3 年計画となっています。 

・新潟支部の場合は、28年度以降、数を増やすことに取り組んでいきます。 

・協会けんぽ加入の約 34,000 社に対してどんどん広げたいところですが、いかに 

手間をかけずにご理解をいただくか、従業員の健康診断結果に基づいた事業所ご 

との健康度のレーダーチャート等のデータを、いかに上手く利用して健康づくり 

に取り組んでいただくかが課題となります。 

・評価という点では、27年度はまずきっかけづくり。健康づくりは結構気持ちがい 

いと思ってもらえることが評価だと思っている。 

ゆくゆくは自主的に事業所の方で何らかの健康づくりに取り組んでいただくこと 

を評価・目的としています。 

・インセンティブということで表彰制度を設け、その条件の中で生活習慣病予防健 

診の実施率が何％以上や特定保健指導を受けていただくということを含めて考え 

ています。 

【学識経験者】 

・ただ、おたくの会社はダメだということではなく、スマート評価のように「具体 

的、測定可能、どうやったら改善できるのかわかる、実現可能、時期が決まって 

いる」というような流れがないと、やる気が起きず、成果も見えない。 

【被保険者代表】 

・BSNさんから 9月あたりから年内にかけて、健康経営のキャンペーンをするため、

経済団体に対して後援依頼が来ている。 

・啓蒙のコマーシャルと特集を組み番組を作り、実際の企業を取材して紹介してい 

くことを考えているよう。私共、商工会連合会と商工会議所、経営者団体と中央 

会に取材の企業を紹介してほしいと聞いている。そういった意味で、健康づくり 

メニュー等に取り組んでいる企業を紹介できると思う。 

・資料の中に金融機関との連携モデルとあるが、具体的にはどういったものか？ 
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≪事務局≫ 

・大変いいお話をいただき、ありがとうございます。最初の BSNさんのお話は、協 

会けんぽにもいただいており、健康経営を私達のデータヘルス計画と BSNさんの 

企画をどこかでリンクさせたいと考えております。 

・13 ページの今後の取り組み（ⅱ）金融機関との連携実施については、健診を受 

 けると利率を上げるということを実施している金融機関が新潟県にあり、話を聞 

 くと国民健康保険の加入者だけでしたので、ぜひ協会けんぽも家族の受診率もあ 

 るので、組み入れてもらえないか話をし、9月から進めていく予定です。 

・データヘルス計画も進めていましたので、信用組合の会員の方々への健康づくり 

ということで、会員の方の事業所に「けんこう職場おすすめプラン」を広げてい 

くことを計画中です。 

【被保険者代表】 

 ・貯蓄の利率をあげるということか？ 

≪事務局≫ 

  ・そうです。 

【被保険者代表】 

・健康経営の中では、東京商工会議所が絡み事業所への融資の金利について、金融 

機関側で考慮するというインセンティブがあるようだが、ある時期になるとデー 

タヘルス計画とダブりが生じるのではないか。 

・同じことを労働関係で動き出していると思うので、その辺は調整した方が良いの 

ではないか。 

≪事務局≫ 

・広島支部と広島銀行の企業への融資利率の引き下げなど、金融機関と健康経営に 

関する協会けんぽとしての協定を進めているところがあります。 

新潟支部としても、金融機関とゆくゆくは健康づくりに関する協定を結ぶ予定で 

ございます。 

【学識経験者】 

・学校で健康づくりの話がでているが、今はダイエット志向で特に女の子の痩せの 

肥満の問題がでている。 

・母親についても、運動を全くせずにダイエットだけで体重を減らすと筋肉量が落 
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ちてしまい、見た目は若いころと変わらない体系だがリスクが高いという問題が 

ある。母親と娘さんの痩せ志向の不健康さが怖い。 

・子供の痩せが心配なので、学校での健康づくりに入れてもらえるとありがたい。 

≪事務局≫ 

・新潟市では夏休み期間中に市内の全小中学校の小学 4 年生と中学 1年生の希望者 

に対して、生活習慣病の健診を実施しています。保護者も同席しているので、26 

年度は新潟市教育員会の依頼を受け、7 会場で約 700名の生徒と保護者に対し、 

生活習慣病予防講話を 15 分程度実施いたしました。 

・今年度も依頼を受けておりますので、今のお話を踏まえたシナリオを作り、生徒 

と保護者に対して、生活習慣病予防の講話をしたいと考えております。 

・県内広くより多くの生徒・保護者に対しての生活習慣改善をするため、学校の先 

生が使いやすい DVD等を作成することを考えています。訪問した学校や教育委員 

会からご意見をいただき、制作の計画をしているところです。 

【学識経験者】 

・お父さんのメタボ対策、お母さんのダイエットと高齢者の筋萎縮サルコペニアの 

三大話が出てくるかと思うが、メタボリックシンドロームだけが進行しており、 

他が隠れてしまっているところに少しリスクがあると感じている。 

・学校でも痩せている人の肥満の話をしていただけるのは非常にありがたい。 

 

★追加資料（データヘルス計画を実施してみてのアンケート結果）の説明 

 

【事業主代表】 

・健康づくりメニュー1か月チャレンジということで、本社の新潟工場 50 名の内、 

真面目に取り組んでもらうため、役職者の 16名を選び実施した。今後は全員に 

やらせようと考えている。 

・ベーシック、ステップアップの区分に挑戦した人が多く、エキスパートは少なか 

った。 

・チャレンジした理由としては、「簡単で、なおかつ続けられそう」という意見が多 

く、メニューを苦労されて作られた甲斐があったと思う。 

・取り組み状況は 8 割以上できたという人が多く、だいたいできたと思っている。 
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・健康づくりメニューの良いところとしては、「少しの時間でなおかつ意識の改革も 

できた」「無理せずできた」という意見がほとんどだった。 

・取り組みについては、「期間が短い」「効果の実感ができない」という意見もあっ 

たが、健康診断の 3,4 か月くらい前から取り組むと効果の実感も湧くと考えられる。 

・チャレンジした感想としては、全体的に、「思ったより簡単にできた」「メニュー 

が豊富で自分で選べて気軽にできた」「自分の健康意識も高まった」「少しは改善 

が見られた」「有意義な活動だった」「もう少し長く続ければ健康診断で具体的な 

結果が出そう」という意見があった。 

・今後の取り組みは、独自で取り組んでいる人を除いて、ほぼ今後も続けていきた 

いと考えており、チャレンジしたほとんどの人から好評だった。 

・健康診断の 3、4 か月前から始めていけば、実際に結果もでてくるだろうし、事 

 業所としての健康度の順位を上げていきたい。 

・メニューについて具体的に効能や解説も記載されているので、今後は、全員に実 

施していければと思う。新潟本社工場だけでなく、他の支店でも実施し、会社全 

体で取り組んでいければと考えている。 

【保健医療関係者】 

・このメニューに取り組み、健康を意識していただくということが、1日 1 回でも 

できるのは非常に大切な事。働き盛りの人達、特にまだ若い方は、1 日 1回も健 

康について考えない方がほとんど。体重計に乗った時に健康を考えるように、少 

し考えてもらう機会を作ってもらうのが大事。 

・メニュー取り組んですぐに成果がでるものではない。 

・けんこう職場チャートは企業の方にとって、とても参考になると思う。 

・複数年度でデータを見ることは良いことである。参考資料に市町村別の健康度ラ 

ンキングがあるが、1人でも大きな病気の人が出てしまうと、医療費がすごく上 

がってしまうことがあるので、単年度の医療費の比較は注意が必要。 

単年度だけではなく、少し長い期間で評価した方が良い。企業のチャートも複数 

年度で見た方が良い。 

・新潟県は 3年連続日本で 1番医療費が安い。医療構想の中で、いかに医療費を抑 

えていくかを考えた時に、医療と介護の方面はどんどん話が進んでいるが、保健 

と医療はもう少し一緒になっていかないといけない。 
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・こういった事業を保険者だけではなく、医療者も一緒にやらなくてはいけない時 

代。県の医療構想の会議でそういったことを強く言っていただき、医師会にも産 

業保健の分野もあるので、ぜひ協力依頼を呼びかけていただきたい。 

【健康保険委員代表】 

・当社も昨年の健康診断の結果を踏まえたチャートを出していただいたが、やはり 

数字で出していただけると、会社の健康度が目で見て分かり、社員にも周知をした。 

・建設会社なので、社員の健康には気を使っているが、それでも足りない部分はあ 

る。できることからやっていかなくてはならないという意識はある。今後もいろ 

んな取り組みをさせていただければと思う。 

【その他（行政）】 

・参考資料の医療費のランキングがあるが、県の一人当たり子供医療費（0～18 歳）

を見ると、都市部の方で高いという傾向がでており、このランキングと少し違っ 

ている。子供は少し悪くなっても受診する場所があると考えられ、大きな市で一 

人当たりの医療費がかかっている現状がある。 

・参考資料のランキングと違う傾向が出ているが、それも含めて全体で医療費のこ 

とを考えていければ良いと感じた。 

・BSNの関係については、県にも話があり、これから検討していく段階にきている。 

私共は私共で従業員の健康づくりに取り組む企業の登録制度について委員会を作 

って進めている。個々の事業ついては進めていき、その中で BSNとコラボして P 

R 等で連携していければと考えている。 

【その他（行政）】 

・協会けんぽには三条モデルという形で取り組ませていただいて非常にありがたく 

思っている。 

・保健師も事業所訪問に同行させていただく中で、なぜ協会けんぽと一緒に取り組 

むのかというところを理解している。 

・会社を辞めると国保の加入者になり、市として若い健康実態を見てみると 40,50 

代から医療費がかかったり、健診結果が悪くなったりというのが見て取れる。 

・三条市は特に血圧が非常に高い人が多い実態があり、協会けんぽの実態と三条市 

の実態もリンクしている。協会けんぽにお願いをしてさらに三条市を地区別で見 

る中で、市全体として取り組んでいきたいと考えている。 
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・27 年度も「ちょこっと筋トレ」のバージョンアップや、尿中塩分の測定等を事業 

所にお願いする中で、協会けんぽ加入事業所の従業員が元気になることは、将来 

的に三条市も健康寿命が延びる素晴らしい市ということに繋がるので、これから 

も協力していきたいと思っている。 

 

特 記 事 項   

   ・傍聴者なし 

   ・次回は平成 27 年 12月開催予定 

 

 


