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平成 29 年度 第４回 新潟支部評議会 議事概要 

 

開 催 日 時 平成 30 年 3 月 22 日（木） 15：00～16：50 

会     場 全国健康保険協会新潟支部 会議室 

出 席 評 議 員  青柳評議員、桐生評議員、佐藤評議員、髙野評議員、筒井評議員、藤田評議員、

渡邊評議員〔五十音順〕 

議     題  

１．インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の取り組みについて 

２．第 2 期データヘルス計画について 

３．平成 30 年度健康経営宣言事業について 

４．平成 30 年度調査研究事業について 

 

【報告事項】 

１．平成 30 年度保険料率の決定について 

議 事 概 要  

支部長あいさつ 

 支部の移転完了について 

・年金機構、事務センターを始めとする各関係団体の協力のもと、広報誌による移転周知等をして 

いただき、無事に支部移転が完了できた。 

・2 月 10 日（土）からの三連休で移転を進め、13 日（火）から通常営業に入ることができた。窓 

口の来訪者への対応も問題なく行われ、また、システムも正常に稼働している。 

 30 年度健康保険料率の決定について 

・新潟支部の都道府県単位保険料率は 9.63％と 29 年度よりも 0.06％引き下げとなり、4 年連続で

全国一低い保険料率となる（1 番保険料率が高い支部は佐賀支部で 10.61％）。 

・全国 47 支部で引き上げとなる支部は 18 支部、引き下げとなる支部は 24 支部であり、30 年度保 

険料率が 10％以上の支部は 23 支部、10％以下の支部は 23 支部となった。 

 ・30 年度の介護保険料率は 1.57％と 29 年度よりも 0.08％引き下げとなっている。 

 ・保険料率改定の広報は、本部より 2 月分の納入告知書に保険料額表のチラシを同封、支部では 3 

月のけんぽ通信や社会保険にいがたで広報した。また、新潟日報（3 月 4 日朝刊）に掲載。19 日 

（月）～24 日（土）に BSN ラジオ、FM 新潟で保険料率改定の広報を実施している。 

 全国健康保険協会の 28 年度業績結果について 

協会けんぽの健康保険事業及び船員保険事業の業績評価の結果について、1 月 23 日付で厚生労働

大臣より通知された。参考資料に掲載。また、厚生労働省のホームページにも掲載されている。 
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議 題 

１． インセンティブ制度の評価項目における新潟支部の取り組みについて 

 評価項目について 

１．特定健診等の受診率 

２．特定保健指導の実施率 

３．特定保健指導対象者の減少率 

４．医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 

５．後発医薬品の使用割合 

 それぞれの項目の取り組みについて、新規事業を中心に説明 

 

 

評議員からの意見等 

1.インセンティブ制度の項目における新潟支部の取り組みについて 

【事業主代表】 平成 28 年度実績を見ると、全体的に全国順位が高いと思われるが、「4 医療機関へ

の受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率」の全国順位がとても低い。全国で

受診率の高い都道府県の具体例を参考にしてみてはどうか。  

 

＜事 務 局＞ 受診につながらない理由は、ご本人が結果についてそんなに悪いと思っていなかっ 

た、時間がないため受診しなかった等が挙げられます。 

これは、保健師がより重症度の高い約 150 名の方に事業所経由でご本人と面談して 

わかりました。 

現在、ご本人の了解を得ていて、事業所の担当者にも説明し、事業所からも受診勧 

奨していただくような取り組みを行っています。 

また、受診率の高い支部については、例えば神奈川支部では民間業者による受診勧 

奨を行っております。 

そちらを参考に、新潟支部でも平成 29 年度から始めたところです。民間業者には、 

こちらから約 240 名の方のデータを提供して電話勧奨したところ、電話がつながっ 

た方は約 120 名でした。 

その後、その方々が実際に受診したかどうかを当支部でレセプトを確認していこう 

と思います。 

 

【学識経験者】 生活習慣病は自覚症状が出にくいので、数値を見ただけでは悪いと感じないかもし

れない。 

 

＜事 務 局＞ 本人だけでなく、事業主の協力も必要だと考えています。 
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【学識経験者】 「1 特定健診等の受診率」のところで、運輸支局との連携とあるが、そこを対象と

しているのは、運転手の健診受診率が低いことが理由か？ 

また、民間業者に委託するとあるが、民間業者とはどういうところを指しており、

また個人情報の取り扱い等は大丈夫か？  

 

＜事 務 局＞ 新潟県だけでなく、全国的に運輸業のリスクが 1 番高くなっています。それは運転

手がなかなか健診を受診しない、運動不足が原因で生活習慣病リスクがどの項目に

おいても高い数値になっていることなどが挙げられます。 

協会けんぽから運輸業の事業主に対し、勧奨を行っていますが、なかなか実績につ

ながっていないことから、運輸支局に協力のお願いをしました。 

運輸支局から事業主に伝える、また連名で文書を出すことで、健診受診率も上がる

と思いますし、保健指導も受け入れやすくなることを期待しています。 

リスクが高い状態をそのままにしておくと、脳血管疾患や心疾患を発症し、事故を

起こすリスクも高くなるので、それを防ぐためにも運輸支局にお願いしています。 

 

【学識経験者】 交通事故を起こすと、運輸支局も問題になることがあるので、お互いに Win-Win の

関係でできる取り組みだと思う。 

 

＜事 務 局＞ 加入者数に対して、こちらのマンパワーが足りないので、本部の方針もあり、民間

業者を活用して受診勧奨を実施しています。 

        ただ、個人情報の取り扱いについては、仕様書の中で個人情報、医療情報の扱いに

ついて記載しており、また確認事項に沿って確認したり、実際の現場を調査し、個

人情報の取り扱い状況や管理状況を確認したうえで、委託をしています。 

 

【学識経験者】 具体的にどういう業者に委託しているのか？  

 

＜事 務 局＞ 全く知らない業者ではなく、委託事業を専門に行っている業者にしています。 

新潟支部だけではなく、全国でも同じようなところに委託しています。 

 

【事業主代表】 「2 特定保健指導の実施率」のところで、実績算出方法で特定保健指導対象者数が

分母になっているが、この指導対象者とはどのような方を指すのか？また、どのよ

うな方法で何を実施するとカウントされるのか？ 

 

＜事 務 局＞ 分母の特定保健指導対象者数は、健康診断の結果等から、メタボリックシンドロー

ムのリスクがある方を対象者としています。これは全国統一の基準となっています。 
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そのうえで、特定保健指導の実施者数は、対象者に対して 6 ヵ月間、保健師または

管理栄養士が指導して、6 ヵ月間継続して保健指導を実施した数をカウントしていま

す。 

初回は協会の保健師、管理栄養士、または委託した健診機関の保健師、管理栄養士

が Face to Face で指導を行い、その後電話やメール等で 6 ヵ月間継続支援を行って

います。 

 

【事業主代表】 特定保健指導は対象者全員に対して実施しているのか？  

 

＜事 務 局＞ 全員に対して実施したいですが、新潟支部でも対象となる方が約 40,000 人いまし

て、支部の保健師、管理栄養士は 20 人しかおらず、健診機関の保健指導担当者にも

お願いしているところではありますが、マンパワー不足は否めません。 

さらに、事業所の一部をお借りして保健指導を実施する関係で、事業所が受け入れ

てくれるところでないと、実施できません。 

 

【被保険者代表】 健康診断については、事業主が従業員に年に 1 回は受診させないといけないと決ま

っていることもあり、受診されている方が多いが、二次検査については、2/3 の事

業所が対象者本人に有給を取ってもらって受診してもらう、また二次検査を受診し

たかの確認まではしていないなど体制が整っていないように感じた。 

従業員だけでなく、事業主への理解、さらに事業主を対象としたセミナー等が必要

ではないか。 

また、ぜひ長岡市とも協定を結んでほしいと思った。 

 

＜事 務 局＞ 長岡市へは約 2 年前から協定に向けてのアプローチを行っていますが、なかなか了

解が出ない状況です。市長のところまでまだ話がいっていないのではないかと思わ

れます。 

協会けんぽであっても国保であっても同じ長岡市民なので、協会けんぽのデータと

国保のデータを合わせて分析すれば、もっと長岡市の健康実態がわかってくると話

はしていますが、なかなか進まない状況です。 

また、各地でいろいろなセミナーや研修会を実施しているものの、参加者は事業所

の担当者や課長クラスの人が多いです。 

事業主の理解がないと事業は進んでいきませんので、本来は事業主にも参加してほ

しいと考えています。 

 

 



 

 5 / 10 

2.第 2 期データヘルス計画について 

 日本再興戦略の中で「国民の健康寿命の延伸」を目指す新たな取り組みとして、すべての保険者が

レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画としてデータヘル

ス計画が整備された。 

 レセプトや健康診断結果等のデータ分析に基づいて、加入者の健康状態である生活習慣においた適

切な対策を実施することで、効果的、効率的な保健事業を実施する。 

 平成 27 年度から始まった第 1 期データヘルス計画は平成 29 年度で終了。平成 30 年度から始ま

る第 2 期から本格稼働となる。 

 新潟支部の健康課題、新潟県の特徴から特定健診、特定保健指導の推進、重症化予防対策、コラボ

ヘルスの取り組みを 3 本柱として、第 2 期データヘルス計画を策定。 

 

 

３.平成 30 年度健康経営宣言事業について 

 データヘルスの一環として、加入事業所・事業主の健康経営宣言をサポートし、健康づくりへの

きっかけを目的とした企画「けんこう職場おすすめプラン」を平成 27 年度より実施。 

 第 3 期の実績は宣言事業所数 641 件、チャレンジャー数 6,390 名。 

 健康経営優良法人 2018 に新潟支部加入の事業所が大規模法人部門 2 法人、中小規模法人部門 21

法人認定された。 

 第 4 期は導入コース、顕彰制度チャレンジコースに加え、新たに高血圧改善コースを設定。健康

宣言事業所目標数は 300 事業所、健康経営優良法人 2019 目標数は大規模法人部門 5 法人、中小

規模法人部門 30 法人。 

 

 

評議員からの意見等 

2.第 2 期データヘルス計画について 

３.平成 30 年度健康経営宣言事業について  

【学識経験者】 事業所にとって健康宣言するために色々なことに取り組むことが重要になってくる 

と思われる。 

健診受診率が低いところは事業所の意識が低いことも考えられるので、健康宣言す 

るために事業所単位でけんこう職場おすすめプラン等に取り組むことはいいことだ 

と思う。 

おすすめプランはどういったメニューがあるのか？その成果はどうか？ 

また、事業所が従業員に対して積極的に健康に対する働きかけをしているところは 

いいが、それ以外に個人で直接協会けんぽの事業に参加できるような機会はある 

か？  
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＜事 務 局＞ おすすめプランのメニューは「誰でもいつでも簡単にできる」をコンセプトにして

います。例えば、会社のビルはエレベーターではなく階段を使うとか、会社内は禁

煙にするなど、取り組みやすい内容を約 100 種類用意しています。 

おすすめプランチャレンジ事業所に訪問した際、血圧を毎日測定するというメニュ

ーに取り組んだ方から血圧が下がったとか、会社内禁煙というメニューを選んだ事

業所から禁煙に成功したなどの話を聞きました。 

また、協会けんぽの事業としまして、歯科医師会にお願いして、事業所へ訪問して

ブラッシングの指導を実施したり、支部の保健師が事業所にお伺いして健康講話を

実施したりしています。 

今後もこのような事業を展開していこうと思います。 

 

 

４.平成 30 年度調査研究事業について 

 保険者機能の発揮による総合的な取り組みを推進するために、既存の枠組みに捉われない斬新な

取り組みかつ全国展開の実現可能性が認められる提案を採用。 

 テーマは、地域別、業態別、年代別にみたメタボリックシンドローム新規発症に関連のある生活

習慣の調査研究。 

 期待される成果は、メタボ新規発症の生活習慣を詳細に分析し、それに応じた資料を作成・活用

することでリスクの高い層に対する効果的なアプローチが可能となる。その結果、特定保健指導

対象者は、検査データの改善、特定保健指導対象者の減少、特定保健指導非対象者は、メタボの

新規発症の抑制につながると考える。 

 

 

評議員からの意見等 

４.平成 30 年度調査研究事業について 

【学識経験者】 協会けんぽは忙しい中、調査研究までやると大変だと思うが、新潟県の特性をつか

むために、ある程度突っ込んだ研究も必要だと思うので、やる以上はしっかりやっ

てほしい。 

 

【事業主代表】 メタボリックシンドロームが重要で、さらに健康に関する問題でメタボリックシン 

ドロームを原因とする病気が背景にあると思われるが、どのくらいのウエイトで決 

められたのか？ 

        実際、メタボリックシンドロームは一般の方にはあまり恐れられていないと思う。 

また、基準が曖昧であまり深刻に考えられていない気がする。 
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＜事 務 局＞ お腹周りが男性 85ｃｍ以上、女性 90ｃｍ以上であったとしても健康な人もいます

し、色々な状況が考えられますが、特定健診が始まって、メタボリックシンドロー

ムにより病気が悪化したという話を聞くようになりました。 

今回、新潟支部で取り組んでみて、正直傾向が出るか出ないかはわからない部分も

ありますが、調査研究を活用して今後の特定保健指導につなげていこうと考えてい

ます。 

 

【学識経験者】 この調査を全国規模でやろうとすると、データが膨大過ぎて、難しいと思われるが、

支部規模でやると検証しやすいと考えているのではないか。 

本部が了承したのも、成績がいい支部でやってみることでの期待感もあると思う。 

 

 

報告事項 

平成 30 年度保険料率の決定について 

 平成 30 年度保険料率の広報については、新潟日報で新聞広告を実施。 

 これまで取り組んだことがない事業として、ラジオ CM 広告を実施。3 月 19 日（月）～24 日（土）

まで BSN ラジオ、FM 新潟それぞれで 20 秒 CM を 45 本放送。 

働き世代の通勤時間・勤務時間、運輸業がターゲット。 

 

 

評議員からの意見等 

平成 30 年度保険料率の決定について 

【学識経験者】 全国のラジオ CM 広告の実施状況は？  

 

＜事 務 局＞ 具体的な数字はわかりませんが、秋田支部や山形支部でも過去に実施していました。 

山形支部においては、保険料率に限らず、健康情報や健診の案内を職員が説明した 

ように記憶しています。 

前回の評議会で新聞広告以外の意見をいただいたので、そちらを反映しました。     

        バナー広告等も検討しましたが、新潟支部では 1 番ラジオ CM 広告がいいと思い、

決定しました。 

 

【被保険者代表】 FM 長岡のあるコーナーで健康保険や経営に関する内容を話せる場があり、保険料率

が決まった後に、「新潟支部の保険料率は全国で 1 番低い」と話をした。 

 

【学識経験者】 新聞広告はどのぐらいの効果があるのか？また、費用対効果は？  
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        ちなみに JR の車内広告など検討してみてはどうか？ 

＜事 務 局＞ 新聞広告は全国統一で本部の予算にて実施しており、新潟支部は新潟日報への広告 

を掲載しました。 

昨年度は新潟日報と日本経済新聞で広告を出しました。 

新聞広告の費用対効果までは把握できておりませんが、費用対効果も気にしながら

考える必要があると思いました。 

 

【被保険者代表】 最近、新潟支部の保険料率が全国で 1 番低いことを知らない人が多いことに驚いた。 

広報のやり方を色々考え、そして試しながらやっていかないといけないと思ったし、

こちらも新潟支部の事業にできる限り協力していこうと思う。 

        質問だが、南魚沼地域との連携、専門医への受診とあるが、新潟県の中で結果が悪

いから集中的にやるのか？ 

        また、健康経営を進めていくためには、事業主の理解が必要だと思うが、新潟支部

の事業所数に対して、もう少し健康経営宣言事業所目標数を広げる努力をした方が

いいのではないか？ 

 

＜事 務 局＞ 南魚沼市と湯沢町では健康診断の結果から、腎臓の専門医に受診した方がいい人に

つきまして、国保の結果が出た後、ご本人に南魚沼市立病院と基幹病院などの腎臓

専門医に受診できるようなスキームができています。 

腎臓は専門性の高い疾患なので、専門医に診ていただいて、治療法をきちんと決め

る必要があるので、国保へ協会けんぽの加入者も参画できないかとお願いして、次

年度よりモデル実施を行っていきます。 

新潟県内全体に広げられるかというと、専門医確保の問題があります。県内の腎臓

の専門医は他県と比較すると多いのですが、新潟大学付属病院に集中しているそう

です。 

今後は南魚沼地域でモデル実施をして、少しずつ拡大していきたいと考えています。 

 

【学識経験者】 すべての地域でやることは難しいと思うので、条件の整ったところで国保と協力し 

てターゲットを絞ってやっていくことがいいと思うので、結果を期待したい。 

 

【事業主代表】 ラジオ CM で保険料率が低いことは言っているが、その要因である健康志向に関す 

る取り組みについての表現があってもいいと思う。 

また、健康志向に関する取り組みでメタボ回避、減塩運動など県や市町村の政策と 

一致している部分が多いので、行政と連携して、効果的な広報、広告はできないの 

か？  
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＜事 務 局＞ おすすめプランにしても、協定を結んでいる県や市、経済団体に広報の協力をお願

いしています。 

何を行うにしても、事業主の理解が必要だと思います。 

また、先ほど話がありました第 4 期おすすめプランの事業所目標数は 300 としてい

ますが、健康経営を進めていくため、多くの多くの事業所に取り組んでいただける

ように働きかけしていきます。 

 

【学識経験者】 保険料率が低いのは、健康診断でひっかかっても受診しないから、医療費が抑えら

れていることもあると思うので、保険料率が低いことをどのように解釈して、そし

てどのように伝えていくかが、今後大事になってくる。 

保険料率が 1 番低いこと伝えることはいいが、併せて何か行動を起こさせるような

メッセージ性のある広報も必要だと思う。 

 

【学識経験者】 広報の難しさで、マスコミ特にテレビ局は「画」にならないと、どんないいことを

してもあまり取り上げてくれない。 

やはり自治体と連携して「画」になるようなことをやる必要があると思う。 

 

【学識経験者】 保険料率が 1 番低くなった 1 年目はマスコミも取り上げてくれたが、2 年目以降続 

いてもなかなか取り上げてくれない。 

協会けんぽからマスコミに対して発信することを考える必要がある。例えば、保険 

料率が決まった時に支部長が記者会見を開くとか、事業を展開した時に発表するな 

どどうか？  

 

【学識経験者】 自治体と連携して事業を展開することが 1 番いいのかもしれないし、それを広報す

れば、協会けんぽのアピールにもなる。 

 

＜事 務 局＞ マスコミに取り上げてもらえそうな内容は、「働き方改革」や「健康経営」などと思

いますので、そのあたりも含めまして、自治体とコラボできる事業を検討していきます。 

 

 

全体を通した意見等 

 特になし。 

 評議会終了後、新しい支部内を見学。 
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特 記 事 項  

・竹津評議員、大橋評議員は所用により欠席 

・傍聴者：なし 

・次回評議会は、平成 30 年 7 月開催予定 
 


