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176,768人

4.5% 生活習慣病予防健診実施機関の新規委託先候補への勧奨（訪問）

約32,000件県内全事業所への平成27年度健診申込書等の案内発送※

生活習慣病予防健診ＰＲスピーチの実施
（商工会連合会の代表者会・新潟市主催の胃がん講演会）

生活習慣病予防健診実施機関に対する事務説明会（35機関） 2回

3機関

60.7%

任意継続被保険者への案内発送 約1,000人

生活習慣病予防健診受診勧奨及び事業者健診結果データ取得にお
ける提供依頼（委託業者による電話勧奨、支部職員による訪問）

65.2%

189,810人
商工会を会場とした生活習慣病予防健診の案内

約1,000件

3商工会

生活習慣病予防健診36人
事業者健診12人協会けんぽ主催の集団健診の実施（三条市）

1）　生活習慣病予防健診・事業者健診データ取得（被保険者）

計画 結果
実施数実施内容

平成26年度

実施率

実施人数

事業者健診
結果データ

実施率

実施人数

生活習慣病
予防健診

66.9%

189,000人

61.6%

174,000人

5.3%

・前年度と比較すると、生活習慣病予防健診の実施人数と事業者健診結果データ取得（実施）人数はどちらも増加している。
　　生活習慣病予防健診　　　　　　　　　104.5％（平成25年度：169,108人）
　　事業者健診結果データ　　　　　　　　102.4％（平成25年度：  12,738人）

※案内パンフレットは、生活習慣病予防健診を「魅力的な健診」として知っていただき、利用していただくために、メリットを
　強調し、文字は少なくしたうえでわかりやすいイラストを挿入し、送付した。
　（健康サポート（特定保健指導）が無料で受けられる、各種がん検診を含んだ健診、費用の補助がありお得な健診）

・全国平均と比べ、生活習慣病予防健診の実施率は高いが、事業者健診結果データ取得（実施）率は低い。
　  生活習慣病予防健診実施率　　　　　　　60.7％（全国  3位）　　（全国１位：山形支部 65.7％　全国平均：50.4％）
　　事業者健診結果データ取得（実施）率　 　 4.5％（全国28位）　   （全国１位：岩手支部 15.4％　全国平均：  5.4％）
　　合　　計　　　　　　　　　  　　　　 　65.2％（全国  6位）　   （全国１位：山形支部 73.7％　全国平均：55.8％）

実施率

実施人数 15,000人 2会場13,042人

1．平成26年度保健事業の実施結果について 
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未受診者への健診案内発送（三条市の対象者への発送） 4,009人

協会けんぽ主催の集団健診の実施（三条市）※

約1,000枚

1～3月の新規加入被扶養者への受診券発送

特定健診受診勧奨カードの配布

149人

27.8% 27.0%

25,024人

約92,000人

任意継続加入者への案内資料の発送 約10,000人

3,158人

・前年度と比較すると、実施人数は増加している。
　　特定健康診査　　　　　104.1％（平成25年度：24,022人）

※協会けんぽ主催の集団健診を初めて実施し、年度末にもかかわらず受診者は予想よりも多かった。

2）　特定健康診査（被扶養者）

特定健康診査受診券の発送

・全国順位は高いが、実施率が低調。
　　　特定健康診査実施率　　27.0％（全国3位）        （全国１位：山形支部　36.1％　全国平均：20.5％）

平成26年度
実施内容 実施数

計画 結果

実施人数 26,000人

県内各市町村の広報紙掲載 30市町村

実施率



＊リレー支援…特定保健指導を初回面接担当とそれ以降の継続支援担当に分け、効果的効率的に実施する方法 3

11.8%実施率

被
保
険
者

特定保健指導の業務委託の推進

・特定保健指導を効率的に実施する仕組み（リレー支援）の27年度本格実施に向け、モデル実施を行った。

初回面接　25人

見附市における健診結果説明会会場での特定保健指導 10人

健診機関での健診日当日の特定保健指導

・全国平均と比べ、協会保健師分はやや低く、委託機関実施分はやや高い。
　  被保険者実施率　　　　　　　   11.8％ （全国35位）　  （全国１位：香川支部   38.5％　   全国平均：  14.7%）
　　　協会保健師等分　　　　　　2,754人 （全国27位）　   （全国１位：東京支部 9,811人      全国平均：3,265人）
　　　委託機関分　　　　　　　　   907人 （全国17位）      （全国１位：東京支部 7,495人     全国平均：   822人）
　　被扶養者実施率　　　　　　　     3.0% （全国21位）　   （全国1位：富山支部    17.0%     全国平均：     3.3%）

・前年度と比較すると、協会保健師等実施分は減少し、委託機関実施分、被扶養者実施数は増加している。
　　被保険者保健指導　　　　　　  93.3%（平成25年度：3,922人）
 　　　協会保健師等分　　　　　    89.6％（平成25年度：3,075人）
　　　 委託機関分　　　　           107.1％（平成25年度：  847人）
　　被扶養者保健指導　　　　　　163.4%（平成25年度：     41人）

実施率 5.1% 3.0% 県内全事業所へ平成27年度案内資料の送付

19機関

907人

274人

3,300人 2,754人

ITを活用した特定保健指導の実施

集団会場での休日保健指導会の実施

6回協会保健師の保健指導技術向上のための支部内研修会実施

3,661人

12回
（92人）

生活習慣病予防健診委託機関に対する事務説明会 1回

3）　特定保健指導（被保険者・被扶養者）

平成26年度
実施内容 実施数

計画 結果

被
保
険
者

協会
保健師等分

委託機関分

実施率 3.1%

実施人数 1,000人

実施人数

実施人数

被
扶
養
者

4,300人

13.3%

約32,000件

実施人数 120人 67人
被
扶
養
者

集団会場での休日保健指導会の実施
12回

（24人）

2.9%

協会保健師・委託機関保健師等合同のj情報交換会実施 2回

実施率 10.2% 8.9%
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効果・課題

これまでの学校での講演会が
評価され、新潟市教育委員会
依頼により、生活習慣病健診
時の健康指導会を新規実施し
た。
生活習慣病予防講演をより多
くの学校へ広げるための対策
を検討する。

様々なイベントの協働によ
り、関係機関との情報共有や
協会けんぽの知名度向上を図
ることができた。
課題として、さらに効果的に
実施していくことが求められ
る。
今後も関係機関との協働のあ
り方や事業の効果的な実施方
法について検討していく。

連携体制の構築により、デー
タヘルス計画実施の基盤とす
ることができた。
それ以外は、情報提供のみの
事業になってしまっているこ
とが課題。
事業の在り方を含めて検討を
重ねる。

（２）関係機関との協働事業

・健幸フェスタ2015（見附市）

・新潟市民健康福祉まつり（新潟市）

・佐渡健康ウォーク（佐渡市）　　　　　　　　　　  　　　 　　　

事　　業 内　　　容

・事業所あての健康情報「けんこうサポート通信」の発行

・二者間連携会議（三条市・協会けんぽ）　　　　　　　　　　　

・三者間連携会議（三条市内35事業所・三条市・協会けんぽ）  　　

・事業所訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

毎月1回

6回

・新潟県糖尿病対策推進会議総会にて糖尿病医療費について報告
（新潟県医師会）

100人

127人

200人

健康相談・血圧測定

肌年齢測定

肌年齢測定

健康相談

・三条マルシェ（三条市）　　　　　　　　　　　　　

1回

34事業所

（１）事業主等と協会けんぽ新潟支部、
　　　三条市との連携による加入者と
　　　事業所の健康度向上事業
        （連携事業所：三条市内35事業所）

（３）学校での健康づくり教育事業

4）　その他の保健事業

（４）事業所の喫煙対策支援事業

・喫煙対策に関する講演

（事業所での講演２ヶ所、衛生管理担当者実務講習会）

・喫煙対策広報チラシ配布

（事業所向け、喫煙者向け、小・中学生保護者向け）

喫煙率への実際の効果につい
てはとらえていない。
県の特性として重要な課題で
はあるが、保健事業として大
きなウェイトをさけないこと
が課題。特定保健指導やデー
タヘルス計画の中で実施して
いく。

・学校での生活習慣病予防講演　小学校６校
（児童372人　保護者128人）

・生活習慣病健診（小学4年・中学1年希望者対象）時の健康指導会
（7会場　児童生徒、保護者790人）

208人

1人

79人

75人

血管年齢測定

健康相談
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・被扶養者
実施率：28.3%
（見込数26,500人）

(1)5～12月
(2)6月
(3)5～11月
(4)1月
(5)12月

・被扶養者
実施率：27.0%
（25,024人）

２．特定保健指導
　〈被保険者〉
　（１）特定保健指導支部内実施体制の改善計画と実施（リレー支援体制の整備等）
　（２）契約保健師・管理栄養士の業務効率化の検討と実施
　（３）休日の特定保健指導会の開催【縮小】
　（４）支部来所特定保健指導の効果的な企画と開催【新規】
　（５）効果的な特定保健指導を目的とした委託機関との地域別打合せ会開催【拡大】

・被保険者
実施率：15.4％
（見込数4,600人）
・協会保健師実施
実施率：11.4％
（見込数3,400人）
・委託機関
実施率：4.0％
（見込数1,200人）

(1)通年
(2)通年
(3)4月～
　1回/２ヶ月
(4)7月～
　1回/2ヶ月
(5)8～9月

・被保険者
実施率：11.8%
（3,661人）
・協会保健師実施
実施率：8.9%
（2,754人）
・委託機関
実施率：2.9%
（907人）

事業概要とポ
イント

具体的な施策 目標数値 実施時期 前年数値

特定健診及び特
定保健指導の推
進

1．特定健診
　〈被保険者〉
　（１）健診委託機関による集団健診実施（商工会および商工会議所）時の受診勧奨
　（２）健診委託機関との地域別打合せ会の開催【新規】
　（３）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【新規】
　（４）健診委託機関数の増【拡大】
　（５）健診委託機関から事業所への結果データ提供勧奨の促進【拡大】
　（６）新潟県・労働局との三者間連名による提供同意依頼文の事業主宛て発信【拡大】
　（７）関係機関との連携による事業主宛てデータ取得勧奨文書の送付および電話・訪問による
　　　　勧奨【拡大】

・被保険者
実施率：69.1％
（見込数202,000人）

・生活習慣病予防健診
実施率：64.0％
（見込数187,000人）

・事業者健診データ取得
実施率：5.1％
（見込数15,000人）

(1)9～11月
(2)8～10月
(3)9～11月
(4)通年
(5)通年
(6)4月
(7)7～10月

・被保険者
実施率：65.2%
（189,810人）
・生活習慣病予防健診
実施率：60.7%
（176,768人）
・事業者健診データ取得
実施率：4.5%
（13,042人）

　〈被扶養者〉
　（１）健診と同日の特定保健指導実施の個別契約期間の拡大に向けた企画と実施【拡大】
　（２）休日の特定保健指導会の開催【縮小】

・被扶養者
実施率：3.8％
（見込数80人）
・協会保健師実施
実施率：1.4％
（見込数30人）
・委託機関
実施率：4.0％
（見込数50人）

(1)通年
(2)通年

・被扶養者
実施率：3.0%
（67人）
・協会保健師実施
実施率：0.9％
（21人）
・委託機関
実施率：2.1％
（46人）

　〈被扶養者〉
　（１）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【新規】
　（２）新規加入者の受診券抽出と送付【拡大】
　（３）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及び受診
　　　　促進依頼【新規】
　（４）三条市・見附市による特定健診・がん検診同時実施日程の被扶養者への案内
　（５）支部主催集団健診の効果的な開催

２．平成27年度保健事業の計画及び進捗状況について 
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7月、12月
２．開催結果の評議会への報告（協議会開催後）
　（１）迅速な事業実施報告による保健事業への意見反映

事業概要と
ポイント

具体的な施策 目標数値 実施時期 前年数値

重症化予防に係
る取組み強化

１．未受診者に対する受診勧奨の強化
　（１）効果的な文書の作成と二次受診勧奨【拡大】
　（２）効果的な勧奨マニュアルの作成と電話による受診勧奨【拡大】

(1)1,680人
(2)360人

(1)通年
(2)通年

(1)－
(2)5人

事業所と加入者
との健康度向上
事業

健康づくり推進
協議会の開催と
更なる活性化

１．各委員に理解いただくための的を得た簡潔な説明と提言や意見の保健事業への積極的な反映
　（１）保健事業の効果的推進に繋がる健康づくり推進協議会の開催

年2回 6月、12月

関係機関との健
康イベント協働
事業

１．健康づくりに関する関係各市との連携強化及び健康づくりに関する行動変容を起こさせる
　　ストーリー性と加入者へのインセンティブのあるイベント企画と実施
　（１）見附市「健幸フェスタ2015」への参画
　（２）三条市健康づくり課との共同による「三条マルシェ」への参画【拡大】
　（３）新潟県社会保険協会との共同による「新潟市民健康福祉まつり」への参画
　（４）新潟県社会保険協会への後援による「佐渡健康ウォーク」【拡大】

－

(1)6月
(2)10月
(3)11月
(4)9月

１．健康づくりに関する定期発行機関紙の事業所への提供
　（１）三条市との協働による事業所・加入者に役立つ健康づくり情報の定期的発信 (1)12回 (1)毎月1回

－

小中学生とその
親世代への生活
習慣病予防事業

１．小中学校での生活習慣病予防に関する講演と親世代への周知
　（１）児童生徒および保護者対象とする学校での生活習慣病予防に関する講演会の開催 (1)８校 (１)7～1月 (1)6校

２．新潟市教育委員会主催の健診会場における健康講話
　（１）児童生徒および保護者対象とする健診会場での生活習慣病予防に関する健康講話実施
　【縮小】

(1)3会場 (１)7～8月 (1)7会場

－

４．関係機関への協力依頼（商工会・商工会議所）
　（１）効果的効率的な事業推進のための協力依頼の実施【新規】 (1)3か所程度 (1)6月～ －

２．健康度向上事業に関する市との打合せ会開催
　（１）三条市との共通認識のもとでの協働事業実施など連携促進に向けた打合せ会の開催 (1)20回程 (1)通年 －

３．加入者の健康づくりに関する事業所及び市との三者間連携会議の開催
　（１）事業所・加入者の健康度向上に繋がる保健事業への意見交換情報共有 (1)5回

(1)各市年2
回

－



7

３．主な新規事業の紹介 

 実施状況 

15事業所を訪問し、すべての事業所の協力を得られた。（15事業所 1,592名へ送付） 

協会けんぽ加入事業所の事業主と協会けんぽ新潟支部長の連名による「健康診断受診のお

願い」文書を自宅へお送りし、併せて被扶養者の健診受診実態を把握する為にアンケート

を同封して、アンケート調査に協力いただいた。（「参考資料」参照） 

株式会社本間組様、竹井機器工業株式会社様、星田建設株式会社様にもご協力いただきました。 
 

  今後の取組み 

(ⅰ) 特定健診受診率向上のための次の展開 

  ・アンケート集計結果の事業所への報告 

  ・アンケート分析結果からの対応 

  ・協会けんぽ主催の集団健診を周知広報し、再受診勧奨 
 

(ⅱ) 被扶養者の特定保健指導の実施促進 

  協力を得られた事業所の加入者を対象とした、休日の保健指導会を開催 
 

(ⅲ) 事業所・被保険者への取組み 

  各事業所の現状把握・分析のうえで、今後の取り組みを検討 

（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 
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 送付時期：平成27年6月1日 ～ 6月9日  

 アンケート送付数：622名（6事業所） 

 

 回収数：196名 回収率：31.5％（平成27年6月30日現在） 

 アンケート集計結果（中間結果） 

 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」と回答 
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①新潟支部におけるデータヘルス計画と進捗状況 

３
つ
の
柱

 

健康意識の向上を目的とした、事業主・加入者向け広報物の作成 

県や市町村など、関係機関との連携を目的とした、加入者統計データの作成 

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 

 新潟支部のデータ分析（レセプトデータ・健診結果データ）に基づき、医師監修の下、リスクごと（高血圧・がん対策・

糖尿病・喫煙対策など）に出来る限りビジュアルで分かりやすい冊子を順次作成し提供する。 

  

 新潟支部のデータ分析に基づく加入者の分布地図など、出来る限りビジュアルな資料（高血圧・がん対策・糖尿病・喫煙対

策など）を、市町村などの地域ごとに順次作成のうえ提供を行い、新潟県や市町村をはじめとした、関係機関との連携を推進

する。 

 関係機関との連携を目的とした統計データの作成を、検討中。 

（２）新潟支部のデータヘルス計画の実施について 

〈目的〉 

①事業主が職場の具体的な健康づくりを意識・実現することで、健康経営®に取り組む事業所を増やす。 

②従業員の健康意識を高め、健康づくりを習慣化することで、従業員や家族、事業所、または地域全体が健康となる。 

健康経営®とは・・・*「健康経営」は、ＮＰＯ健康経営研究会の登録商標 

従業員の健康を重要な経営資源と捉え、健康増進に積極的に取り組む企業経営スタイルのこと。 
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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 

事業所のメリット 

・「健康づくりメニュー」により事業主が従業員の健康づくりを具体的に実施できる。 

・チャレンジ従業員の健康意識が高まる。 

・健康リスクを保有する従業員の割合が減る。 

従業員の健康増進によって、疾病による欠勤者・退職者が減り、作業効率が向上する 

①自分に合った健康づくりを選び「楽しみながら」体験する 

②健康づくりを行うための「きっかけ」となる 

以上を目的とし、「スモールチェンジ」をコンセプトとした企画。 

なお、生活習慣病対策に精通している医師監修の元に、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」をチャレンジしていただく。（「参考資料」健康づくりメニュー参照）  

 

  「まずは、やってみる」から「続ける楽しみを味わっていただく」そして、「気がつけば少し健康を感じられる！」 
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三条モデルの実施 

協会けんぽ新潟支部・三条市と三者連携している三条市内の35事業所に対し、他に先がけて「けんこう職場おすす

めプラン」を提案。「三条モデル」とし、モデル実施を行う。 

平成27年2月9日 三者連携会議 3月4日 3月23日 

「けんこう職場おすすめプラン」 

三条モデルの提案 
 

 ◆会議中のグループトークにて、 

  「健康づくりメニュー」「インセンティブ」に 

  ついて協議し、事業所の意見をプランに反映 

三者連携会議 

欠席事業所への 

会議資料送付 

35事業所向け 

健康づくり情報誌 

に三者連携会議の 

内容を掲載 

4月30日～5月8日 

事業所へ 

訪問によるアポイント 

（電話による） 

5月26日～6月12日 

事業所訪問・ 

「けんこう職場おすす

めプラン」提案 

7月1日～ 

事業所にて 

チャレンジ！ 

事業所の主な意見 
「新しいことを始めるの

は難しいが、現在取り

組んでいることの継続

や改善ならできそう」 

「従業員の健康が一番

のインセンティブ」 



12

(ⅲ) チャレンジの流れ 

選んだ「健康づくりメニュー」を以下の①→②→③の順で取り組む。 

①お試し2週間チャレンジ 

②本番1か月チャレンジ 

③3か月チャレンジ 
※それぞれのチャレンジ前に取り組む「健康づくりメニュー」を選ぶ。 

 もちろんずっと同じ「健康づくりメニュー」でも構わない。 

「健康づくりメニュー」は次の3つに分かれている。 

 ★：ベーシック（初級編） 

 ★★：ステップアップ（中級編） 

 ★★★：エキスパート（上級編） 

①会社（事業所）が取り組む「健康づくりメニュー」を、「会社（事業所）向けメニュー」又は「個人向けメ

ニュー」から１つ選ぶ。 

②チャレンジする皆様各自で取り組む「健康づくりメニュー」を「個人向けメニュー」から自由に１つ選ぶ。 

会社（事業所）で決めた開始日になったら、一斉にスタートします。 

ルール説明（三条モデル） 

(ⅱ) 「健康づくりメニュー」の見方 

(ⅰ) 取り組む「健康づくりメニュー」の選択 

(ⅳ)Ｌｅｔ'ｓ チャレンジ‼ 
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実施状況 

事業所を訪問し、「けんこう職場おすすめプラン」を提案 

◆対  象：三条市内35連携事業所 

◆訪問件数：28事業所（期間：平成27年5月26日 ～ 6月12日） 

◆エントリー事業所：12事業所（平成27年7月15日現在） 

※上記の事業所の他に竹井機器工業株式会社様にも実施していただく。 

 

今後の取組み 

(ⅰ) 健康づくりメニューのリニューアル 

  「三条モデル」における事業所・チャレンジャーのアンケートを集約し、メニューの改善と改訂を行う 

 

(ⅱ)「金融機関との連携モデル」の実施 

  平成27年度は「三条モデル」の次に「金融機関との連携モデル」として10月から実施予定 

 

(ⅲ)より多くの事業所への提案方法の策定 

  効率的に事業所へ「けんこう職場おすすめプラン」を提案できる仕組みを検討し、より多くの事業所より 

       チャレンジを実施していただく 

 

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 


