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 平成30年度から保険者機能強化アクションプラン（第4期）がスタートした。 
同プランでは、3年後を見据えたKPIを定めており、各年度の事業計画では、それを単年度の進捗に置き換えることとしている。 
このため、平成31年度においては、保険者機能の発揮を確実なものとするため、平成30年度における各取組の進捗状況をKPI
の達成状況等により把握・検証した上で、平成31年度の目標を定め、保険者機能強化アクションプラン（第4期）の最終年度
である平成32年度に確実にKPIを達成できるよう、保険者機能強化アクションプラン（第4期）及び第2期保健事業実施計画
（データヘルス計画）に基づき取組を着実に実施する。 

平成３1年度事業計画のコンセプト 

 【目的・目標】  
   基盤的保険者機能を盤石なものとするため、現金給付等の業務の標準化・簡素化・効率化を徹底する。併せて、 
  日々の業務量の多寡や優先度に応じた柔軟な業務処理体制を構築し、業務の生産性を向上させるとともに、 
  次期システム構想を見据えた業務処理体制の見直しを進める。 
 
 【主な重点施策】 
  ●現金給付の適正化の推進、効果的なレセプト点検の推進 
    ・現金給付を受給するためだけの資格取得が疑われる申請の重点審査 
   ・傷病手当金と障害年金等の併給調整の確実な実施  
   ・システムを活用した効果的なレセプト点検の推進   
  ●新規返納金債権の発生防止のための保険証回収強化、債権回収業務の推進 
    ・資格喪失処理後、すみやかな保険証返納回収の徹底 
   ・債権の早期回収と、保険者間調整及び法的手続きによる返納金債権回収率の向上 
   

（１）基盤的保険者機能       

平成３1年度全国健康保険協会事業計画の概要（案） 
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 【目的・目標】 
  戦略的保険者機能の発揮をより確実なものとするため、保険者機能強化アクションプラン（第4期） 、第2期保健事業実施計
画（データヘルス計画）に基づく取組を着実に実施するとともに、ビックデータを活用するなどして、将来を見据えた戦略的な対応を
検討する。 
 【戦略的保険者機能の発揮により実現すべき目標】 
  Ⅰ 医療等の質や効率性の向上 
  Ⅱ 加入者の健康度を高めること 
  Ⅲ 医療費等の適正化 
 【主な重点施策】 
  ●ビックデータを活用した個人・事業所単位での健康・医療データの提供  
   ・事業所健康度診断（事業所カルテ）などの「見える化」する情報ツールなど健康づくり機会の提供 
  ●データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）の着実な実施 
  ⅰ） 特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 
  ⅱ）特定保健指導の実施率の向上 
  ⅲ）重症化予防対策の推進 
  ⅳ）コラボヘルスの推進 
  ●ジェネリック医薬品の使用促進 
  ●地域の医療提供体制への働きかけや医療保険制度改正等に向けた意見発信 

（２）戦略的保険者機能       

 【目的・目標】 
  保険者機能の基盤となる組織体制について、標準人員に基づき人的資源の最適配分を行うとともに、OJTを中心に 
 据えた各種研修の充実により、自ら育ち組織を変えていける人材を育成する。 
 
 【主な重点施策】 
    ●ＯＪＴを中心とした人材育成 
    ・ＯＪＴを中心とした効果的な研修の組み合わせによる組織基盤の底上げ  

（３）組織・運営体制の強化       
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【滋賀支部】 

平成30年度事業実施状況及び平成31年度事業計画の概要（案） 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
１ 現金給付の適正化の推進 
 
（1）不正の疑いのある事案については、支部の保険

給付適正化プロジェクト会議の議論を経て事業主へ
の立入検査を積極的に行う。特に、現金給付を受給
するためだけの資格取得が疑われる申請について重
点的に審査を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）傷病手当金と障害年金の併給調整について、会

計検査院からの指摘も踏まえ、確実に実施する。 
 

 
 
 
・資格取得から申請までの期間が90日未満の申請全 
件について、事業主に雇用契約や雇用保険の加入状
況の調査を実施。 

 
・特に重点的な審査が必要な申請等については支部の
保険給付適正化プロジェクトチームにおいて審議を行
い適正化に努めた。  

 
  
 
  
   
 
 
 
・会計検査院の処置要求を受けて、平成30年6月より
日本年金機構に照会する年金給付データの範囲を従
来の１年から５年に拡大し、併給調整事務を実施。 

 
 
 
  
 
 
 

 
１ 現金給付の適正化の推進  
 
（1）不正の疑いのある事案については、支部の保険
給付適正化プロジェクト会議の議論を経て事業主への
立入検査を積極的に行う。特に、現金給付を受給す
るためだけの資格取得が疑われる申請について重点的
に審査を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）傷病手当金と障害年金等との併給調整について、
会計検査院からの指摘も踏まえ、確実に実施する。 

 
 

（１）基盤的保険者機能関係 

雇用状況調査 37件

プロジェクト会議開催 5月、9月

（平成30年9月末現在）

障害年金 44件

老齢年金 16件

（平成30年9月末現在）

併給調整による返納金調定件数
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
２ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 
 
（1）多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回

（施術日数が月15日以上）の申請について、加入
者に対する文書照会を強化するとともに、いわゆる
「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変
更することによる過剰受診に対する照会を強化する。 

 
 
 
  
   

 
 
 
 ・多部位・頻回受診及び長期施術を中心に患者 
  照会を強化。 
 
  患者照会件数   1,312件（平成30年9月末） 

  （対前年同期比＋280件） 
  
  
    

 
２ 柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 
 
（1）多部位（施術箇所が３部位以上）かつ頻回

（施術日数が月15日以上）の申請について、加
入者に対する文書照会を強化するとともに、いわゆる
「部位ころがし」と呼ばれる、負傷部位を意図的に変
更することによる過剰受診に対する照会を強化する。 

 
  
◇ＫＰＩ 
 柔道整復施術療養費の申請に占める、施術箇所

３部位以上、かつ月15日以上の施術の申請の割
合について対前年度以下とする 

        （支部ごとの本部指定目標値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜新設＞ 
３ あんまマッサージ指圧・鍼灸施術療養費の適正化 
   の推進 
 
 （1）受領委任制度導入に伴い、文書で作成された

医師の再同意の確認を徹底する等審査を強化し、
不正の疑いがある案件は厚生局に情報提供を徹底
する。 

（１）基盤的保険者機能関係 

表1 申請に占める、多部位・頻回施術の申請の割合 

  
28年度 29年度 

30年度 
（10月末現在） 

患者照会件数 1,615件 2,075件 1,560件 

3部位以上かつ 
15日以上の申請件数 732件 727件 480件 

3部位以上かつ 
15日以上の申請割合 0.6% 0.6% 0.6% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

柔道整復施術療養費の申請に占める

施術箇所３部位以上、かつ月15日以

上の施術の申請の割合

対前年度以下
柔道整復施術療養費の申請に占める

施術箇所３部位以上、かつ月15日以

上の施術の申請の割合

0.6%
対前年比　±0％

（平成30年9月末）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

４ サービス水準の向上 
 
（1）お客様満足度調査を活用したサービス水準の
向上に努めるとともに、現金給付の申請受付から支
給までの標準期間（サービススタンダード：10日
間）を遵守する。 
 
 
 

 
 

 
 
・適正な事務処理の進捗管理に努め、対象の現金
給付のサービススタンダードを遵守。 

 
・事業主、加入者への周知広報等により申請の郵
送化率の向上を図った。 

 
 
 

 

４ サービス水準の向上 
 
（1）お客様満足度調査を活用したサービス水準の
向上に努めるとともに、現金給付の申請受付から支
給までの標準期間（サービススタンダード：10日
間）を遵守する。 

 
 
 
◇ＫＰＩ 

① サービススタンダードの達成状況を100％とする 
                       （全支部一律） 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を 

  90.0％以上とする 
 （支部ごとに設定） 

 

（１）基盤的保険者機能関係 

表２ サービススタンダードの達成状況 

  
28年度 29年度 

30年度 
（10月末現在） 

達成率 100% 100% 100% 

表３ 現金給付等の申請に係る郵送化率 
  

28年度 29年度 
30年度 

（10月末現在） 

郵送化率 80.0% 85.4% 87.9% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

サービススタンダード達成状況 100%

現金給付等の申請に係る郵送化率 87.0%以上

サービススタンダード達成状況 100%

現金給付等の申請に係る郵送化率
87.9％

対前年同期比

＋0.7％

（平成30年9月末現在） （平成30年9月末）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
５ 限度額適用認定証の利用促進 
 
（1）事業主や健康保険委員に対してチラシやリーフ 

レットによる広報を実施するとともに、地域の医療機
関と連携し、医療機関の窓口に申請書を配置する
など利用促進を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
・広報誌等による利用促進 
 納入告知書同封チラシ（事業主向け） 
 健康保険委員ＮＥＷＳ（健康保険委員向け） 
 
・会議等による利用促進 
 市町の後期高齢医療保険担当者会議において 
  公費医療受給者に対する利用勧奨を依頼。 
 
・医療機関での申請書配置 
 病院協会加盟の医療機関に継続配置。 
  
 

 
 

 
５ 限度額適用認定証の利用促進 
 
（1）事業主や健康保険委員に対してチラシやリーフ

レットによる広報を実施するとともに、地域の医療機
関や市町村と連携し、窓口に申請書を配置するなど
利用促進を図る。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
◇ＫＰＩ 

高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使
用割合を84.0％以上とする 

       （支部ごとに設定） 

（１）基盤的保険者機能関係 

表４ 高額療養費制度に占める限度額適用認定証の使用割合 

  
28年度 29年度 

30年度 
（8月末現在） 

限度額適用認
定証発行件数 

12,076件 12,887件 6,667件 

高額療養費制
度に占める割合 

80.0% 80.8% 81.9% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

高額療養費制度に占める

限度額適用認定証の使用割合
83.0％以上

高額療養費制度に占める

限度額適用認定証の使用割合

80.5％
　対前年度比

△1％

　（平成30年6月末現在　全国順位　26位）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

６ 被扶養者資格の再確認の徹底 
 
（1）被扶養者資格の確認対象事業所からの回答

率を高めるため、未提出事業所への勧奨による回
答率の向上、未送達事業所の調査による送達の
徹底を行う。 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
・住所変更等が未届けなどの理由により、送付出来
なかった未送達事業所 24事業所に対しては、所
在地調査を行い送達を実施。 

（最終送付先不明 7事業所） 
 
・未提出事業所への勧奨 
 10月12日 提出勧奨文書送付 2,066事業所 
 11月  6日 再勧奨文書送付   1,419事業所 
 
 

  
   
  

６ 被扶養者資格の再確認の徹底 
 
（1）被扶養者資格の確認対象事業所からの回答

率を高めるため、未提出事業所への勧奨による回
答率の向上、未送達事業所の調査による送達の
徹底を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
◇ＫＰＩ 
被扶養者資格の確認対象事業所からの確認書の 
提出率を90.0％以上とする 
     （支部ごとに設定） 

 

（１）基盤的保険者機能関係 

表５ 被扶養者資格確認書の提出率 

  

28年度 29年度 
30年度 

（11月末現在） 

提出事業所数 9,877件 10,608件 10,947件 

提出率 85.52% 89.21% 89.80% 

被扶養者削減数 669人 655人 660人 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

被扶養者資格の確認対象事業所

からの確認書の提出率
89.30％以上

被扶養者資格の確認対象事業所

からの確認書の提出率
89.80%

（平成30年11月16日現在）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
７ 効果的なレセプト点検の推進 
 
          （※1） 

（1）レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システ
ムを活用した効果的なレセプト点検を推進するととも
に、新たな点検ノウハウの習得等を目的とした内容点
検の外注化を進める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 ※1 レセプト 
    医療機関等が診療に要した費用の請求時に 
    提出する明細書 
 ※2 社会保険診療報酬支払基金 
    レセプト内容の一次審査と費用の支払業務を 
    担当する機関 

 ※3 査定率 
     レセプト点検により査定（減額）した額 
             ÷協会けんぽの医療費総額 

 
 
 
 

・レセプト内容点検効果向上計画に基づき、システムを
活用した効果的なレセプト点検を推進するとともに、
新たな点検ノウハウの習得等を目的とした内容点検
の外注化を実施した。 

 
・新規採用レセプト点検員のスキルアップのため、専門業

者を活用した本部研修に参加した。 
 
・平成30年度診療報酬改定説明会に参加し、改定の

変更点などの情報の共有化を行った。 
 
 
    

 
７ 効果的なレセプト点検の推進 
 
 

（1）レセプト点検効果向上に向けた行動計画に基づ
く、システムを活用した効果的なレセプト点検の実施 

 
  ・専門的な内容点検研修、及び、近隣支部との 
   定期的な勉強会の実施により、点検員のスキルアッ 
     プを図り、点検効果額の向上につなげる。 
 
  ・再審査結果の分析により、点検員の強み弱みを 
   把握して点検範囲を拡大することにより、点検効果 
   額の向上を図る 
 
 
 ◇ＫＰＩ 
 

  社会保険診療報酬支払基金と合算したレセプト点 
  検の査定率について対前年度以上とする。 
              （支部ごとの本部指定目標値） 

 

（１）基盤的保険者機能関係 

表６ レセプト点検の査定率 

  28年度 29年度 30年度（11月末現在） 

医療費総額 45,574,913,970円 46,756,381,760円 31,772,430,630円 

査定額 165,845,770円 190,836,850円 121,219,950円 

査定率 0.363% 0.408% 0.382% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

社会保険診療報酬支払基金と合算した

　

レセプト点検の査定率

0.408％以上

（※2） 

（※3） 

社会保険診療報酬支払基金と合算した

　

レセプト点検の査定率

0.382%

　（平成30年11月末　9月末時点全国順位　12位）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

８ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強
化、債権回収業務の推進 

                                 （※1） 

（1）日本年金機構の資格喪失処理後２週間以  
  内に、協会けんぽから保険証未回収者に対する返 
  納催告を行うことを徹底する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）発生した債権の早期回収に取り組むとともに、 
                （※2）           （※3） 

  保険者間調整及び法的手続きの積極的な実施  
  により、返納金債権の回収率の向上を図る。 
 
 
 
 
 
 
※1 資格喪失 
  退職などにより健康保険の加入が終了すること 
※2保険者間調整 
  国民健康保険から債務者に代わり支払いを受け

る仕組み 
※3 法的手続き 
  裁判所に申し立てる支払督促などの手続き 

 
 
 

 ・日本年金機構の資格喪失処理後２週間以内に、
協会けんぽから保険証未回収者に対する返納催
告を行うことを徹底した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ・保険者間調整の案内文書 全件送付 
 

 ・法的手続き 上期実施件数 38件 
  （年間目標件数 30件） 
 
 
 
   

８ 返納金債権の発生防止のための保険証回収強
化、債権回収業務の推進 

 
KPI①及び③を達成するために、下記を実施する。 
・保険証未返納者への電話催告を実施する。 
・保険証未返納者への文書催告を資格喪失処理

後、1か月以内に3回実施する。 
（日本年金機構実施分含む） 
・保険証返納および適正利用、資格喪失届への保

険証の添付を周知するため、広報活動を行う。 
（KPI③については、上記を実施することにより返納

金の新規発生を防止する） 
 
 
KPI②を達成するために、下記を実施する。 
・債権回収計画を策定し、計画的に文書や電話、

訪問による催告を実施する。 
・保険者間調整を積極的に活用するため、債務者

に利用勧奨を行う。 
・未反応や不履行である債務者につき、訴訟手続

等を実施する。 
・訴訟手続等を実施してなお返納がない者について、

強制執行を実施する。 
 

 

（１）基盤的保険者機能関係 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
   

 
 
 
◇ＫＰＩ 

① 日本年金機構回収分も含めた資格喪失後1か

月以内の保険証回収率を94.0％以上とする 
                    （支部ごとに設定） 

② 返納金債権（資格喪失後受診に係るものに

限る。）の回収率を対前年度以上とする 
               （支部ごとの本部指定目標値） 

③ 医療給付費総額に占める資格喪失後受診に

伴う返納金の割合を対前年度以下とする 
               （支部ごとの本部指定目標値） 
 

（１）基盤的保険者機能関係 

表７ 資格喪失後1か月以内の保険証回収率 

  
28年度 29年度 

30年度 
（10月末現在） 

保険証回収率 － － 93.03% 

表８ 資格喪失後受診に限る返納金回収率 
 

  
28年度 29年度 

30年度 
（10月末現在） 

返納金回収率 61.55% 45.30% 33.71% 

表９ 医療給付費総額に占める資格喪失後受診に伴う返納金の割合 
 

  

28年度 29年度 
30年度 

（8月末現在） 

返納金割合 0.059% 0.052% 0.074% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

日本年金機構回収分も含めた資格喪

失後1か月以内の保険証回収率
94.0％以上

返納金債権（資格喪失後受診に係る

ものに限る）の回収率
45.30％以上

医療給付費総額に占める資格喪失後

受診に伴う返納金の割合
0.052％以下

日本年金機構回収分も含めた資格喪

失後1か月以内の保険証回収率
93.03%

(平成30年10月末）

返納金債権（資格喪失後受診に係る

ものに限る）の回収率

33.71％

(平成30年10月末）

医療給付費総額に占める資格喪失後

受診に伴う返納金の割合
0.074％

（平成30年8月末）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

９ オンライン資格確認の利用率向上  
 
（1）現在、協会けんぽが独自に実施しているオンラ  
 イン資格確認については、引き続きその利用率向上 
 に向けて取り組む。 
 
（2）国が検討中のオンライン資格確認については、 
 新被保険者番号の発行などの保険者統一的な検 
 討事項は国の動向を注視して準備を進めるとともに、 
 協会けんぽのシステム改修に係る費用対効果の検 
 証や、より効果を高めるための工夫についても検討を 
 行う。 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
※ＵＳＢ＝資格確認システムのプログラムを内蔵した

パソコン用ＵＳＢメモリ 

 
 
・実施医療機関に対して、その利用率向上に  
 向けた利用勧奨に取り組んだ。 
 
 
・国が検討中のオンライン資格確認については、加入
者番号の発行などの保険者統一的な検討事項は
国の動向を注視して準備を進めるとともに、協会け
んぽのシステム改修に係る費用対効果の検証や、
より効果を高めるための工夫についても検討を行う。 

 
 
 
 
 

  
       

９ オンライン資格確認の利用率向上  
 
（1）医療機関におけるUSBの利用率を向上する
ため、参加医療機関への電話、訪問による利用促
進を実施 

 
（2）医療機関における資格確認業務の稼働率向
上に向けた取り組みの推進 

 
 
 
 
 
 
 
 ◇ＫＰＩ 

現行のオンライン資格確認システムについて、 
ＵＳＢを配布した医療機関における利用率を
70.0％以上とする 
（設定方法が本部により定められているもの） 

 

（１）基盤的保険者機能関係 

表10 ＵＳＢを配布した医療機関における利用率 

  28年度 29年度 
30年度 

（9月末現在） 

利用率 40.00% 46.15% 66.67% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

ＵＳＢを配布した医療機関における

利用率
60.0％以上

ＵＳＢを配布した医療機関における

利用率
66.60%

（平成30年9月末）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

１ ビッグデータを活用した個人・事業所単位での健
康・医療データの提供 

 

（1）事業所健康度診断（事業所カルテ）などの
「見える化」する情報ツールなど健康づくり機会の提
供を行い、健康経営の普及促進に向けた取り組み
を継続して実施するとともに、健康宣言事業の基準
の標準化を踏まえた宣言事業所の拡大を図る 

 
 
 
 
 
 
（2）個人単位の健康・医療データの提供については、
国における検討状況も踏まえながら、保険者として先
行実施が可能な部分がないかなど、戦略的な検討
を行う。 

 

 
 
 
・第二期データヘルス計画に基づき、健診受診者リス
ト等を用いて事業所健康度診断「わが社の健康」
を健康宣言事業所に提供した。事業所へ送付する
際のガイドラインより、提供不可の事業所については、
支部にて打ち出しを行い宣言前と宣言後において
経年比較できるようにしている。 

 
・健康経営宣言事業所・・・176事業所 
                （H31.1.15日現在） 
 
 

１ ビッグデータを活用した個人・事業所単位での健
康・医療データの提供 

 
（1）事業所健康度診断（事業所カルテ）などの
「見える化」する情報ツールなど健康づくり機会の提
供を行い、健康経営の普及促進に向けた取り組み
を継続して実施するとともに、健康宣言事業の基準
の標準化を踏まえた宣言事業所の拡大を図る 

 
 
 
 
 
 
（2）個人単位の健康・医療データの提供については、
国における検討状況を踏まえながら、実現に向けた
議論が進められていく場合には、加入者にとってより
良い仕組みとなるよう、戦略的な検討を行う。 

（２）戦略的保険者機能関係 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

２ データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画
（データヘルス計画）の着実な実施 
 
（1）「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘ

ルスの取り組み」、「重症化予防の対策」を基本
的な実施事項とする第２期保健事業実施計画
（データヘルス計画）に基づく取り組みを着実に
実施する。 

  また、本部主導のもと全国の好事例を取り入れた
事業展開や支部ごとの加入者の健康・医療デー
タをまとめた支部別スコアリングレポートによるデー
タ分析を行う。 

 
 
 

□上位目標（10年程度先に成果を評価する目標） 

滋賀県の健康寿命の延伸を見据え、虚血性心疾
患及び他の心疾患の発症予防と医療費の適正化
を図る 
（目標：年間一人当たり入院医療費を 
      4,600円より下回る） 
 

□中位目標（6年後に達成すべき目標） 
生活習慣の改善による血圧のリスク因子保有率の
減少（中間目標：36.6％） 

 

 
 
 
 取り組みについては次ページ以降 

２ データ分析に基づいた第2期保健事業実施計画
（データヘルス計画）の着実な実施 
 
（1）「特定健診・特定保健指導の推進」、「コラボヘ 

ルスの取組」、「重症化予防の対策」を基本的な 
実施事項とする第２期保健事業実施計画
（データヘルス計画）に基づく取組を着実かつ効
果的、効率的に実施する。 
また、支部ごとの加入者の健康・医療データをまと
めた支部別スコアリングレポートは、後述する 
ⅰ）の調査研究結果を踏まえ、項目の見直しを
行う。 

 
 
 
 □上位目標（9年程度先に成果を評価する目標） 

  滋賀県の健康寿命の延伸を見据え、虚血性心疾  
  患及び他の心疾患の発症予防と医療費の適正化 
  を図る 
 （目標：年間一人当たり入院医療費を 
       4,600円より下回る） 
 
 □中位目標（5年後に達成すべき目標） 
  生活習慣の改善による血圧のリスク因子保有率の 
  減少（中間目標（2020年度）：36.6％） 

（２）戦略的保険者機能関係 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 

 
 ①健診の受診勧奨対策 
  ・特定健診受診率等の底上げを図るための調査

研究を行い、その結果を踏まえ、ボトルネックの類
型に応じた対応方針を策定する。 

 
  ・また、事業者健診データの取得促進に向けて、滋

賀労働局や関係団体と連携した取り組みを継続
実施する。 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 

 
 
 
ア.被保険者 
 

・健診推進経費を活用。 
（18の健診機関とインセンティブ契約） 
目標値を設定し、目標値を超えた場合にインセンテ 
イブを支払う。 
 
・事業者健診については、今年度のシステム改修に対
応できていない健診機関があったことから、データの修
正等に時間がかかり取込が遅れていたが、事象も解消
できたことから、下期に随時取込を予定している。 
 
 

イ.被扶養者 
 

・より多くの地域で受診の機会を増やすため、 
 無料健診会場を昨年度より増やして実施。 
 
 
  
 
 
 
・市町との連携により、がん検診を同時に受けることが 
 できる会場を設けたり、貧血検査や、血管年齢測定 
 をオプション健診として実施する等、利便性の向上や 
 内容の充実を図った。 
  

i）特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 
 

 ①健診の受診勧奨対策 
  ・健診推進経費（インセンティブ）を活用し、健診

機関のモチベーション向上につなげることで、生活
習慣病予防健診の受診率向上及び事業者健
診データの提供につなげる。 

 
  ・生活習慣病予防健診を利用していない事業所

や利用率の低い事業所へ、電話による利用勧奨
を実施する。なお、電話勧奨結果を分析等する
ことで、利用しない要因等を把握し、ボトルネック
に応じた対応策等を検討する。 

 
  ・事業者健診結果データの取得促進に向けて、 
   滋賀労働局や関係団体と連携した取り組みを 
   継続実施する。 
 
  ・事業者健診結果データの提供についての同意書

をすでに協会けんぽへ提出している事業所の健
診結果データの進捗管理を行い、健診機関から
のデータ提出漏れを防ぐ。 

 
  ・被扶養者の特定健診について、受診者の利便性

の向上や内容の充実を図るため、市町との連携
によるがん検診同時実施や、オプショナル健診等
の付加価値を活用した集団健診を継続実施す
る。 

 
  ・本部主導による特定健診受診率等の底上げを

図るための調査研究結果を踏まえ、ボトルネック
の類型に応じた対応方針を検討する。 

（２）戦略的保険者機能関係 

　実施状況

平成30年度 36会場 66日間

平成29年度 31会場 56日間
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
 
  
 
  
  
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

◇ＫＰＩ 

①生活習慣病予防健診受診率 62.8%以上 

（実施見込者数：84,946人） 

 

②事業者健診データ取得率 10.7％以上 

（取込見込者数：14,474人） 

 

③被扶養者の特定健診受診率 32.3％以上 

（実施見込者数：12,931人） 

           （設定方法が本部により定められているもの） 

 

（２）戦略的保険者機能関係 

表11 特定健診受診率及び事業者健診データの取得率 

  
28年度 29年度 30年度 

（11月末現在） 

①生活習慣病予防 59.9% 61.4% 38.2％  

  健診受診率 （73,199人） （78,045人） （49,214人）  

②事業者健診 8.4% 5.1% 2.3％  

  データ取得率 （10,314人） （6,506人）  （3,165人） 

③被扶養者の特定 26.6% 30.4% 20.0％  

  健診受診率 （10,368人） （11,894人） （7,979人）  

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

①生活習慣病予防健診実施 62.7％以上

（実施見込者数） （80,827人）

②事業者健診データ取得率 10.7％以上

（取得見込者数） （13,752人）

③被扶養者の特定健診受診率 32.3%以上

（実施見込者数） （12,922人）

①生活習慣病予防健診実施 27.30%

（実施者数） （35,308人）

②事業者健診データ取得率 1.40%

（取込者数） （1,830人）

③被扶養者の特定健診受診率 16.60%

（実施者数） （6,636人）

　受診対象者数

被保険者（40歳以上）　 128,958人

被扶養者　　 39,967人

受診対象者数

被保険者（40歳以上） 135,264人

被扶養者 40,032人

①と②の計算式（四捨五入） 
80,827人 ÷ 128,958人 ＝ 62.7％ 
13,752人 ÷ 128,958人 ＝ 10.7％ 
 
③の計算式（四捨五入） 
12,922人 ÷ 39,967人 ＝32.3％ 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

ii）特定保健指導の実施率の向上 
 
 ①保健指導の受診勧奨対策 
 
 ・平成30年度からの制度見直しを契機とし、「健 

診当日に初回面談の分割実施」ができるよう健
診実施機関へ強力に働きかける。 

 
 ・加えて、平成30年度からの特定保健指導の実

施方法の見直しを契機として、新たな特定保健
指導の手法の検討など、これまでの延長線上に
ない対策を検討する。 

 
 

 
 
 
 
・「健診当日における初回面談の分割実施」について
被扶養者の無料健診において積極的に実施推奨 

 
 
 
  
 
 
・被保険者への特定保健指導については、特定保
健指導の対象者が多く、実施率の低い事業所への
訪問による勧奨や、ツール（案内文書等）の見直
しを検討したうえで実施する。 

 
 
・一部の市町や県栄養士会との連携協力により、 
 無料健診受診者で特定保健指導に該当した方を
対象に、健診結果の説明会「お返し会」を開催。 

 
 

 

ii）特定保健指導の実施率の向上 
 
 ①特定保健指導の受診勧奨対策 
 
・健診、保健指導を一貫して行うことができるよう健
診当日の初回面談について、健診機関への働きか
けを行う。 

 
・また、平成30年度からの特定保健指導の実施方
法の見直しにより可能となった新たな手法を検討し
実施する。 

 
・特定保健指導の対象者が多くかつ実施率の低い
事業所へのトップセールス（訪問勧奨）を行う。 

 

（２）戦略的保険者機能関係 

初回面談分割実施率 19.0%

　　　　　　　（実施者数） 215人

（平成30年9月末現在）

健診結果の説明会「お返し会」

　開催回数 5回

　初回面談実施率

（実施者数÷対象者数）
40.40%

　　　　（実施者数） 21人

（平成30年9月末現在）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
◇ＫＰＩ 

特定保健指導の実施率を20.2％以上とする 
             （設定方法が本部により定められているもの） 

 

（２）戦略的保険者機能関係 

表12 特定保健指導の実施率 

  28年度 29年度 
30年度 

（11月末現在） 

実施率 18.0% 17.9% 9.2％  

（被保険者） （2,735人） （2,824人） （1,587人）  

実施率 11.4% 6.6% 6.7％  

（被扶養者） （103人） （80人）  （75人） 

　受診対象者数

被保険者　 17,213人

被扶養者　　 1,124人

　受診対象者数

被保険者　 18,492人

被扶養者　　 1,254人

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

17.5％以上

20.40%

3,516人

協会保健師実施分 18.40%

（実施見込者数） 3,171人

アウトソーシング分 2.00%

（実施見込者数） 345人

　被扶養者

17.50%

197人

特定保健指導の実施率

　被保険者

（実施見込者数）

特定保健指導の実施率

内訳

特定保健指導の実施率

（実施見込者数）

20.40%

3,772人

協会保健師実施分 17.10%

（実施見込者数） 3,171人

アウトソーシング分 3.30%

（実施見込者数） 601人

　被扶養者

17.50%

219人

特定保健指導の実施率

（実施見込者数）

内訳

特定保健指導の実施率

（実施見込者数）

　被保険者

7.3%

7.3%

1,264人

協会保健師実施分 6.6%

（実施者数） 1,130人

アウトソーシング分 0.7%

（実施見込者数）  134人

　被扶養者

5.9%

 66人

（平成30年9月末現在）

特定保健指導の実施率

（実施見込者数）

特定保健指導の実施率

　被保険者

特定保健指導の実施率

（実施者数）

内訳
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

iii）重症化予防対策の推進 
 
 ①未治療者に対する受診勧奨における二次勧奨 
   実施予定人数 833人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 
 ・糖尿病の重症化予防については、かかりつけ医と 

の連携等による取り組みを継続して実施し、また、
人工透析間近の者については、糖尿病の専門
医と連携した生活指導プログラムの導入を進める。 

 
 ・滋賀県、滋賀県医師会、滋賀県保険者協議会

との連携による「糖尿病性腎症重症化予防に係
る連携協定」の取り組みにより滋賀県の未治療
者の医療機関受診を高める。 

 

 
 
・二次勧奨実施人数 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
・圏域との連携による糖尿病性腎症重症化予防事業
（甲賀圏域） 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ⅲ）重症化予防対策の推進 
 
 ①未治療者に対する重症化予防事業 
 ・協会けんぽ本部が実施する一次勧奨後に、支部 
からより重症域の対象者へ、文書勧奨及び電話勧
奨の二次勧奨を実施する。 

 
 ・二次勧奨時の文書勧奨に使用するリーフレットの
内容を見直し、より視覚的に医療機関への受診の
必要性を感じてもらえるようにする。 

 
 
 ②糖尿病性腎症に係る重症化予防事業 
 ・甲賀健康福祉事務所との連携協力により、健診
受診後に、早期に診断し適切な治療を受けられる
連携体制を作ることで（勧奨文書に連携医リスト
を同封）、医師の指示に基づき、協会けんぽの保
健師が保健指導を実施し生活改善の介入を図る
ことで、重症化を予防する。 

 
 ・この事業を継続し、他の圏域で連携医の協力体
制等が整っている圏域への展開を検討する。 

 
 ・滋賀県、滋賀県医師会、滋賀県保険者協議会
との連携による「糖尿病性腎症重症化予防に係る
連携協定」の取り組みにより、滋賀県の未治療者
の医療機関受診を高める。 

 
 

（２）戦略的保険者機能関係 

文書勧奨 325人

電話勧奨 164人（再掲）

電話指導件数 64人（再掲）

（平成30年9月末現在）

①連携医への受診勧奨

　 案内文書送付件数
79件

②医師連絡票返送件数

　 （①に対する回答）
10件

③糖尿病性腎症重症化

　 予防保健指導件数

 （②後の保健指導実施件数）

7件
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
 

 
 
 
 
  
 
                （本部にて実績抽出のため） 

 

 
 
◇ＫＰＩ 
受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の
割合を12.0％以上とする 
   （支部ごとに設定） 

 

（２）戦略的保険者機能関係 

表13 受診勧奨後３か月以内に医療機関を受診した者の割合 

  
28年度 29年度 

30年度 
（11月末現在） 

二次勧奨 
実施人数 

590人 662人  510人  

受診した割合 8.60%  11.0％ （集計中）  

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

受診勧奨後３か月以内に

医療機関を受診した者の割合
11.1％以上

受診勧奨後３か月以内に

医療機関を受診した者の割合
未確定
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

iv）健康経営（コラボヘルスの推進） 
 
①滋賀県、滋賀労働局、経済三団体等の地域・職
域との連携を強化し、健康宣言を中心とした健康
経営の普及促進の取り組みを進める。 

 
 
②健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、
取組の質を向上させる観点から、宣言事業所に対
するフォローアップを強化し、事業所ごとの健康度の
改善度合いをデータとして提供する。 

 
 
 
 
 
 
 
③事業所健康度診断（事業所カルテ）などの「見
える化」する情報ツールなど健康づくり機会の提供を
行い、健康経営の普及促進に向けた取り組みを継
続して実施するとともに、健康宣言事業の基準の
標準化を踏まえた宣言事業所の拡大を図る。 

 【再掲】 

 
 
・健康経営の普及促進に際し、勧奨媒体に滋賀労
働局との連名表記を行い、関係団体との協同によ
り事業を進めている。 

 
 
・健康宣言事業所数の拡大について、4月から6月
にかけて実施している事務講習会等において健康
経営についての周知を行った。 

 
・健康機器の貸し出しの申込みのあった事業所に対
して健康宣言事業所への登録の勧奨を行った。 

 
・フォローアップ事業として、四半期ごとに事業所場内
での健康意識の醸成を図ることを目的に健康情報
をまとめた冊子を配布した。 

 
・事業所健康度診断については、前述のとおり。 

 

ⅳ）コラボヘルスの推進 
 
・健康宣言事業所数の更なる拡大を図るとともに、
取組の質を向上させる観点から、宣言事業所に対
するフォローアップを強化し、事業所ごとの健康度の
改善度合いをデータとして提供する。 

 
・事業所健康度診断（事業所カルテ）などの「見え
る化」する情報ツールなど健康づくり機会の提供を
行い、健康経営の普及促進に向けた取り組みを継
続して実施するとともに、健康宣言事業の基準の
標準化を踏まえた宣言事業所の拡大を図る。 

 【再掲】 
 

（２）戦略的保険者機能関係 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

３ 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の
理解促進 

 
（1）広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に

回していくため、加入者を対象とした理解度調査を
実施し、前年度からの改善を踏まえた広報計画の
検討を行う。また、理解度が低い部分については、
健康保険委員を通じた制度周知を積極的に行い、
理解度の向上を図る。 

 
（2）健康保険委員活動の活性化を図るため、研修

会を開催や広報誌等による情報提供を実施する
とともに、健康経営の普及促進とあわせた委嘱の
拡大を図る。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
・各グループが横断的に取り組みを行っている広報部
会で、健康保険委員を対象とした健康保険冊子を
作成し、健康保険委員を対象に配付。 

 
・健康保険委員を対象に、新任事務講習会、算定
基礎届説明会、社会保険大会、社会保険委員
事務講習会を開催。 

 
・新たに健康経営宣言を申し出た事業所で、健康
保険委員が未登録となっている事業所について、同
時に健康保険委員にご登録いただくよう勧奨を行う
ことで、健康保険委員の登録数の拡大につながった。 

 
 
  

３ 広報活動や健康保険委員を通じた加入者等の
理解促進 

 
（1）広報分野におけるＰＤＣＡサイクルを適切に

回していくため、加入者を対象とした理解度調査を
実施 し、前年度の結果を踏まえて広報計画を検
討を行う。また、理解度が低い部分については健
康保険委員を通じた制度周知を積極的に行い、
理解度の向上を図る。 

 
（2）健康保険委員活動の活性化を図るため、研修

会を開催するとともに、広報誌等を通じた情報提
供を実施するとともに、健康経営の普及促進とあわ
せた委嘱の拡大を図る。 

 
 
◇ＫＰＩ 

①広報活動における加入者理解率の平均について

対前年度以上とする 
（支部ごとの本部指定目標値） 

②全被保険者数に占める健康保険委員が 

  委嘱されている事業所の被保険者数の割合を 

  39.0％以上とする 
  (支部ごとに設定） 

 
 

（２）戦略的保険者機能関係 

表14 健康保険委員の移植者数の推移及び被保険者に占める割合 

  28年度 29年度 
30年度 

（9月末現在） 

委嘱者数 1,249人 1315人 1,344人 

被保険者 
カバー率 

－ 33.32% 34.16% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

広報活動における

加入者理解率の平均
対前年度以上

全被保険者数に占める

健康保険委員が委嘱されている

事業所の被保険者数の割合

36.0％以上

広報活動における加入者理解率の

平均
未確定

全被保険者数に占める

健康保険委員が委嘱されている

事業所の被保険者数の割合

34.16%

（平成30年9月末現在）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

4 ジェネリック医薬品の使用促進 
 
（1）支部ごとの阻害要因を数値化したジェネリックカ

ルテを更に活用するため、各支部の取組によるジェ
ネリック医薬品の使用割合の変化を経年で分析す
ることにより、改善の弱い部分に着目してマンパワー
を重点配分する。 

 
（2）滋賀県薬剤師会との連携による、保険薬局ご

との使用状況等の情報を提供するサービスを継続
して実施することや保険薬局・薬剤師会を通じた
患者への働きかけを強化するとともに、滋賀県後発
医薬品安心使用促進協議会等においてレセプト
データの分析結果などのエビデンスに基づく意見発
信を行う。 

 
 

  
 

 
 
・平成30年度後発医薬品使用促進事業において、
レセプトデータを活用し保険薬局向けに後発医薬
品実績リストを送付した。（550薬局） 

 
・抽出データを活用した分析結果で呼吸器管系用
薬の去たん剤の使用率の伸び率が全国で1位と
なった。 

4 ジェネリック医薬品の使用促進 
 
（1）新たな指標を追加したジェネリックカルテ等を活 

用し、支部の後発医薬品の促進の取り組みを行う。 
 
 
（2）個別の医療機関・調剤薬局に対する見える化

ツールの活用を効果的に行うために県担当部局、
関係機関等への働きかけを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
◇ＫＰＩ 
 ジェネリック医薬品使用割合を79.3 ％以上とする 
             （設定方法が本部により定められているもの） 

 
 

（２）戦略的保険者機能関係 

表15 ジェネリック医薬品使用割合 

  
28年度 29年度 

30年度 
（8月現在） 

使用割合 
（数量ベース） 69.0% 72.5% 76.1% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

ジェネリック医薬品使用割合 75.1％以上 ジェネリック医薬品使用割合 76.1%

（平成30年8月診療分）
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

５ インセンティブ制度の本格導入 
 
・新たに平成30年度から導入する制度であることから、
まずは制度の周知広報を丁寧に行うとともに、初年
度の実施結果を迅速に検証してその後の検討につ
なげる。 

 
 

 
 
・インセンティブ制度についての効果的な周知を目的
に、びわ湖放送による広報番組を作成。 

 指標項目のうち、特定健診の受診率向上をテーマ
とし、実際に健診会場の風景を撮影するなど、どの
ような健診を行っているかを分かりやすく伝え、最後
に支部職員からインセンティブ制度の説明を行う内
容とした。 

 
・健康保険委員向けの広報誌等にインセンティブの
重要性についての記事を掲載。 

５ インセンティブ制度の本格導入 
 
・平成30年度の実施結果を迅速に検証し、その後
の検討につなげるとともに、加入者への広報の重要
性が高まることから様々なメディアを活用して制度の
周知広報を丁寧に行う。 

 
 【評価項目】 
   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（ジェネリック医薬品）の使用

割合 
 

（２）戦略的保険者機能関係 
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平成30年度 平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

６ 医療データの分析に基づく地域の医療提供体制
への働きかけ 

 
・地域ごとの診療行為別の標準化レセプト出現比
（ＳＣＲ）を分析するためのツールを活用し、地
域差の要因分析を行う。 

 
・また、地域医療を見える化したデータベースも活用
し、地域ごとの医療提供の実態や偏りも踏まえ、エ
ビデンスに基づく意見発信を行う。 

 
・医療提供体制等に係る分析結果について、加入
者や事業主へ情報提供を行う。 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
・2025年に向けて、地域医療構想の実現に向けた
議論を活性化させていくためには、調整会議におい
て医療保険者が病床機能の分化・連携に資する
発言を行うことが重要となるため、今後開かれる会
議の場で、機会があれば意見発信を行えるよう、分
析を進めていく。 

 
 ・地域医療構想調整会議へは他の被用者保険も  

含めて、100％参加している。協会けんぽでは、湖
南、東近江、湖東、甲賀の調整会議に参加。 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

６ 地域の医療提供体制への働きかけや医療保険
制度改正等に向けた意見発信 

 
・協会が保有するレセプトデータ等や地域ごとの診療
行為別の標準化レセプト出現比（SCR）を分析
するためのツール等を活用し、加入者の医療機関へ
の受診傾向や医療費の動向等について、地域差の
要因分析を行う。 

 
・地域医療構想調整会議等において、医療データ
等の分析結果や地域医療を見える化したデータ
ベース等を活用し、エビデンスに基づく意見発信等を
行う。 

 
・医療データ等の分析結果を踏まえ、医療費の地域
間格差の要因等について、ホームページ等により、
加入者や事業主へ情報提供を行う。 

 
◇ＫＰＩ 

①他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療

構想調整会議への被用者保険者の参加率を

100％とする 
（設定方法が本部により定められているもの） 

②「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データベー

ス」などを活用した効果的な意見発信を実施する 

 

（２）戦略的保険者機能関係 

表16 他の被用者保険者を含めた、地域医療構想調整会議への 
     被用者保険者参加率 

  
28年度 29年 

30年度 
（7月末現在） 

参加率 100% 100% 100% 

ＫＰＩ　（重要業績評価指標）

他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療

構想調整会議への被用者保険者の参加率
100%

「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データ

ベース」などを活用した効果的な意見発信を実施
実施

他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療

構想調整会議への被用者保険者の参加率
100%

「経済・財政と暮らしの指標「見える化」データ

ベース」などを活用した効果的な意見発信を実施
未実施
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

１ 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく 
   人員配置 
 

・標準人員に基づく人員配置を実施していく。また、
業務処理のあり方の見直しに伴う生産性の向上も
見据え、標準人員のあり方を検証する。 

 
 
 
 

２ 人事評価制度の適正な運用 
 
・四半期毎の評価者面談や評価者研修などにより、
実態に即した効果的な評価制度を確立する。 

 
 
 
 
３ ＯＪＴを中心とした人材育成 
 
・「自ら育つ」職員を育成するためにＯＪＴを中心と
しつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基
盤の底上げを図る。 

 
・戦略的保険者機能の更なる発揮のための人材育
成の仕組みについて、その導入に向けた検討に着
手する。 

 

 
 
 
・業務部においては「山崩し方式」の導入により、業
務量の調整を行い、業務効率化を図り、残業時間
数が減少、計画的な休暇取得につながった。 

・企画総務部については将来的な「山崩し方式」の
導入を想定して、業務分担の見直し等を行う予定。 

 
 
 
・日々の業務遂行を通じて目標達成できる仕組みと
した人事評価制度を適切に運用し、その評価を適
正に処遇に反映させることで、支部を支える人材の
育成を図っている。 

 
 
 
・新規採用者については、各部門をローテーションさせ
ることで部門ごとの業務知識を広く習得できるような
体制をとっている。また、専任の指導員が新規採用
者を担当することにより、理解度の確認や研修内容
の見直し等を迅速に行い、研修を効率的に運用で
きるようにした。同様に一定の業務経験を積んだ職
員においても適宜ローテーションを行い幅広い業務
を経験することで、戦略的保険者機能を発揮できる
事業提案を行うことができる人材の育成を図った。こ
の結果、先進的で他支部に先駆けて行うパイロット
事業の提案を行い、平成30年度事業として現在
進行中である。 

１ 人事制度の適正な運用と標準人員に基づく 
   人員配置 
 
・移行計画の最終年度として、標準人員に基づく人
員配置を実施していく。また、業務の効率化等の状
況も踏まえ標準人員の見直しについても検討する。 

 
 
 
 
２ 人事評価制度の適正な運用 
 
・四半期ごとの評価者面談や評価者研修などにより、
実態に即した効果的な評価制度を確立する。 

 
 
 
 
３ ＯＪＴを中心とした人材育成 
 
・「自ら育つ」職員を育成するためにＯＪＴを中心と
しつつ、効果的に研修を組み合わせることで組織基
盤の底上げを図る。 

 
・戦略的保険者機能の更なる発揮のための人材育
成の仕組みについて、その導入に向けた検討を進め
る。 

 

（３）組織体制関係 
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平成30年度 

平成31年度事業計画 
事業計画 実施状況 

4 支部業績評価の本格実施に向けた検討 
 
・支部業績評価の本格実施への移行を検討し、他
支部との比較を通じて自支部の業績を向上する仕
組みの本格的な導入を検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 
 
・調達における競争性を高めるため、一者応札となっ
た入札案件については、入札説明書を取得したが
入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査
等を実施し、一者応札案件の減少に努める。 

 

 
 
・支部業績評価の導入において自支部の現状を把
握するとともに、他支部と比較して改善が必要とな
る事項について取組みの強化を行っている。 

 
・強化項目の一つとして広報事業に注力し、横断的
な組織として広報部会を開催。各グループの代表
者が出席し、わかりやすい広報につながるよう合議を
行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・一者応札を行った入札案件（企画競争入札）に
ついてアンケート調査を実施。「要求する内容が高
度で自社での対応が難しかった。」「時間的に余裕
がなく企画書まで作成できなかった。」との意見が
あった。 

・今後の入札にあたり、仕様書の内容変更は難しい
が、入札公告から企画書の提案までの期間を十分
とることにより一者応札とならいように調達を行う。 

 

４ 支部業績評価の実施 
 
・毎月実施している進捗会議において、支部業績評
価項目の進捗管理を行う。 

 
・他支部との業績評価の比較を通じ、自支部の業
績を向上させ、取組の底上げを図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 費用対効果を踏まえたコスト削減等 
 
・調達における競争性を高めるため、一者応札となっ
た入札案件については、入札説明書を取得したが
入札に参加しなかった業者に対するアンケート調査
等を実施し、一者応札案件の減少に努める。 

 
◇ＫＰＩ 
一般競争入札に占める一者応札案件の割合につい
て、23％以下とする 
 

（３）組織体制関係 
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平成30年度 
平成31年度事業計画 

事業計画 実施状況 

 
6 コンプライアンスの徹底 
 
・法令等規律の順守（コンプライアンス）について、職
員研修等を通じてその徹底を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 リスク管理 
 
・大規模自然災害や個人情報保護・情報セキュリティ
事案への対応など、より幅広いリスクに対応できるリス
ク管理体制の強化を図る。 

 
・特に、情報セキュリティ対策については、
CSIRT(Computer Security Incident 
Response Team)において迅速かつ効率的な初
動対応を行う。加えて、危機管理能力の向上のため
の研修や訓練を実施し、平時から有事に万全に対
応できる体制を整備する。 

 

 
 
 
・コンプライアンスについて、職員に行動規範小冊子を
配付し、常時携行させコンプライアンス基本方針、行
動規範、通報制度に対する意識の醸成を図っている。
また、全職員を対象としたコンプライアンス研修を平成
30年7月に実施。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
・台風等で事前に想定される場合は役職者会議を随
時開催し、対応を決定。 

 
・予測が不可能な地震等については、あらかじめ初動
体制を構築し、災害が発生した場合に迅速に支部の
被害状況の確認、職員の安否確認が行える体制を
整えている。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 コンプライアンスの徹底・リスク管理 
 
・法令等規律の遵守（コンプライアンス）について、職
員研修等を通じてその徹底を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 リスク管理 
 
・個人情報保護・情報セキュリティ事案への対応など、
より幅広いリスクに対応できるリスク管理体制の強化
を図る。 

 
 

（３）組織体制関係 
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【滋賀支部】 

 平成31年度 支部保険者機能強化に係る予算（案） 
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平成31年度滋賀支部保険者機能強化に係る予算（案） 

１．支部医療費適正化等予算 

事業区分 経費の内容 支部予算（案） 

医療費適正化対策 
・保険薬局に対するジェネリック医薬品使用状況等の情報提供サービス、滋賀支部

のポテンシャル分析などの経費 
9,667千円 

広報・意見発信 
・納入告知書に同封するリーフレット、任意継続申請セット、メディアを活用した協会

けんぽ広報などの経費 
3,136千円 

合計 12,803千円 

２．支部保健事業予算 

事業区分 経費の内容 支部予算（案） 

保健指導委託経費 保健指導機関委託費、中間評価時の血液検査費など 393千円 

健診及び保健指導に係る事務経費 集団健診、事業者健診の結果データの取得、健診受診勧奨等経費など 23,239千円 

その他の保健事業経費 コラボヘルス事業、未治療者受診勧奨、重症化予防対策、その他の保健事業 9,271千円 

合計 32,903千円 

○平成31年度の支部予算については、支部からの保険者機能を更に強化するための予算措置要望も踏まえ、支部への予算

配分を拡充するとともに、これまでの特別計上については廃止することとしました。この見直しに伴い新設した「支部保

険者機能強化予算」は、「支部医療費適正化等予算」と「支部保健事業予算」に大別することとしました。 
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（内訳）支部医療費適正化等予算 

区分 分野 事業名 事業概要 経費見込み 

医
療
費
適
正
化
対
策 

医療費適

正化対策

経費 

（継続） 
保険薬局に対するジェネリック医薬品使用状

況等の情報提供サービス 

・レセプトデータ等から滋賀県内の使用割合が高い薬効を通知や実

績リストに「見える化」した情報誌を保険薬局や医療機関へ提供する。 
4,872千円 

（継続） 
関係団体との連携によるお薬手帳カバーを活

用したジェネリック医薬品使用促進 

・滋賀県薬剤師会との事業連携として、滋賀県内の保険薬局・薬剤

師から患者に対してお薬手帳カバーとジェネリック切替シールを配付す

る。 

945千円 

（新規） 滋賀支部のポテンシャル分析 
・支部のポテンシャル分析を行い支部の抱える課題等のレポートを作

成し、保健事業を円滑かつ効果的に推進する資料とする。 
3,850千円 

広報・意

見発信経

費 

（継続） 
納入告知書に同封するリーフレット 

「協会けんぽしが」 

・毎月、年金事務所が事業所あてに送付する納入告知書に協会け

んぽのチラシを同封し、制度周知や事業案内等を行う。 
791千円 

（継続） 
事務手続き冊子 

「健康保険委員必携」 

・事業所の事務担当者を対象に、制度説明や申請手続きをまとめた

冊子を配付し、健康保険事業の理解を深める。 
280千円 

（継続） 任意継続申請セット 
・退職後の任意継続申請に必要な書類をまとめた申請セットにより、

加入者のスムーズな申請続きを促す。 
575千円 

（継続） 限度額適用認定申請セット 
・入院時の限度額適用認定申請に必要な書類をまとめた申請セット

により、加入者のスムーズな申請続きを促す。 
401千円 

（新規） メディアを活用した協会けんぽ広報 
・インセンティブ制度が導入され、支部加入者への広報の重要性が高

まることから様々なメディアを活用して広報を行う。 
1,089千円 
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（内訳）支部保健事業予算 

区分 分野 事業名 事業概要 経費見込み 

保
健
事
業
予
算 

保健指導

委託経費 
（継続） 中間評価時の血液検査費 ・中間評価時の血液検査費 393千円 

健診及び

保健指

導に係る

事務経

費 

（継続） 協会主催の集団健診の実施 

・7月から3月にかけて、滋賀県内各地でオプション検査として簡易測定機

器を用いた無料健診を実施する。加えて、被扶養者の未受診者に対し

て10～11月頃に再勧奨を行う。 

9,525千円 

（新規） 
健診実施未確認事業所への 

電話勧奨業務 

・特定健診対象者が10人未満かつ生活習慣病予防健診受診率が低

い事業所に対して、生活習慣病予防健診の利用促進および事業者健

診データの取得のため、勧奨文書の送付および電話勧奨を民間業者へ

委託する。 

1,080千円 

（継続） 
健診実施未確認事業所への 

電話勧奨業務 

・事業者健診結果データの取得のため、事業所に対して労働局との連名

通知を送付した事業所に対して、同意書取得の電話勧奨を民間業者へ

委託する。 

1,437千円 

（継続） 健診受診案内（年次案内） 
・新年度の健診案内（年次案内）に同封する送付書及びリーフレット等

を作成する。 
1,251千円 

（継続） 健診受診勧奨（任意継続加入者） 
・平成31年度に任意継続被保険者及び被扶養者になった加入者へ生

活習慣病予防健診等の案内を支部から直接送付する。 
243千円 

（継続） 健診受診勧奨（新規被扶養者） 

・新年度特定健診受診対象者の抽出日以降に、日本年金機構におい

て新たに認定した被扶養者等に対して、特定健診の案内を支部から直

接送付する。 

253千円 

（継続） 健診受診勧奨（新規適用事業所） 

・平成30年度の健診受診案内抽出日以降に日本年金機構において新

規適用した事業所に対して、生活習慣病予防健診の案内を支部から直

接送付する。 

93千円 
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（内訳）支部保健事業予算 

区分 分野 事業名 事業概要 経費見込み 

保
健
事
業
予
算 

健診及び

保健指

導に係る

事務経

費 

（継続） 特定保健指導の受診勧奨（被扶養者） 
・被扶養者に対する特定保健指導対象者に利用券の案内等のチラシを

作成し同封する。 
71千円 

（新規） 
被保険者特定保健指導の事業所勧奨用

パンフレットの作成 

・パンフレットを用いた勧奨により特定保健指導の受入れ事業所を増加さ

せ、特定保健指導実施率を向上させる。 
202千円 

（新規） 
被保険者特定保健指導の個人勧奨用文

書の作成 

・特定保健指導の勧奨用文書（健康づくりリーフレット、特定保健指導

広報チラシ、周知文書）を健診受診者（被保険者）に渡すことにより、

特定保健指導実施率を向上させる。 

1,210千円 

（継続） 
健康ファイルを活用した特定保健指導の書

類管理と満足度調査の実施 

・保健指導の実施に際して書類管理の利便性を向上させ、特定保健指

導中断率の減少を図る。 
388千円 

（継続） 健診推進経費 
・健診推進経費（インセンティブ）を活用し、生活習慣病予防健診の受
診率向上及び事業者健診データの提供につなげる。 

7,189千円 

（その他） 健診及び保健指導に係る事務経費（その他） ・保健指導用パンフレット作成経費等 297千円 

その他の

保健事

業経費 

（継続） 
健康アクション宣言事業所を対象とした健

康情報誌の提供 

・健康アクション宣言をした事業所に対し、他の宣言事業所の取り組みや、

健康経営についてのタイムリーな情報を提供することで、事業所における

健康経営の取り組みを促進する。 

270千円 

（継続） 
健康経営の推進 

（健康アクション宣言の勧奨） 

・滋賀支部で実施している健康アクション宣言事業所の登録勧奨を行い、

宣言事業所数が増加することで、事業所における健康経営の取り組みを

推進する。また、宣言事業所数を増加させることにより、滋賀支部加入事

業所全体における波及効果も考えられる。 

324千円 
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（内訳）支部保健事業予算 

区分 分野 事業名 事業概要 経費見込み 

保
健
事
業
予
算 

その他の

保健事

業経費 

（継続） 
健康経営の推進 

（測定器による健康意識啓発） 

・健康測定機器（血管年齢測定器、血圧計）を事業所へ一定期間

貸し出すことにより事業場内での健康意識の醸成及び健康宣言事業所

数を増加させる。 

1,631千円 

（継続） 
健康経営の推進 

（健康教室の実施） 

・委託事業者による事業場での健康づくり出前講座を実施することにより

事業場内での健康意識の醸成及び健康宣言事業所数を増加させる。 
2,759千円 

（継続） 未治療者受診勧奨に係る実施計画 

・健診の結果、血圧値・血糖値が「要治療・要精密検査」の方へ医療機

関への受診を勧奨する。本部から一次勧奨を行い、より重症域の方に対

して、支部から文書及び電話勧奨を実施する。 

216千円 

（継続） 
重症化予防対策 

（滋賀県医師会との連携による糖尿病対策） 

・滋賀県医師会との事業連携として、地域の医療機関等との協力連携

による未治療者への受診勧奨を行う。 
54千円 

（継続） 
自治体・関係団体と連携した健康づくり啓

発（イベントでの出展） 

・協定を締結している自治体・関係団体との連携強化及びイベント参加

者に対する健康づくり意識啓発並びに健診受診の必要性の周知を図る。 
670千円 

（継続） 
関係団体と協働で行う健康づくり啓発（ス

ポーツイベントでの出展） 

・関係団体との連携強化及びイベント参加者に対する健康づくり意識啓

発並びに健診受診の必要性の周知を図る。 
136千円 

（継続） 
自治体（11市町）との連携による健診受

診啓発（ラッピング電車） 

・東近江市との連携事業の一環として、近江鉄道沿線の11市町と連名

で健診受診啓発のラッピング電車を運行することで、近江鉄道の利用者

及び地域住民に対して受診に係る啓発活動を行う。 

374千円 
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（内訳）支部保健事業予算 

区分 分野 事業名 事業概要 経費見込み 

保
健
事
業
予
算 

その他の

保健事

業経費 

（新規） 健康経営セミナーの開催 

・健康経営セミナーを開催し、健康経営の必要性を理解してもらうことで

健康アクション宣言事業所の増加にもつながり、事例等の紹介に健康経

営を取り入れる事業所の参考にもなる。県や関係団体との協力により開

催することも波及効果を得られることから連携等も視野に入れて実施する

予定。 

629千円 

（継続） 

自治体等との連携による健診行動の意識

啓発（健康推進アプリ）及び周知ポスター

の作成 

・自治体等との連携事業の一環として、11市町が共同で作成した健康

推進アプリを活用した健康行動の意識啓発による健診受診率及び健康

リスクの改善を図る。なお、健康推進アプリは、滋賀支部の全加入者が利

用することができる。また、周知ポスターの作成により効果的な広報も可能

となる。 

500千円 

（新規） 
メデイアを活用した健診行動の意識啓発

（健康増進アプリ）の普及啓発 

・アプリ登録をしていない人や、アプリの登録はしているが使用方法がわから

ず利用できていない人へ、視覚的にわかりやすいＴＶを通じて使用方法

及び活用方法を周知することでより効果的に、健診行動の意識啓発につ

なげる。 

1,526千円 

（その他） その他の保健事業経費（その他） ・保健事業計画アドバイザー経費等 182千円 
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【滋賀支部】 

平成31年度 パイロット事業（案） 
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平成31年度滋賀支部 パイロット事業（案） 
（継続事業） 

事業名 最新の人工知能技術（AI）を用いた集団健診会場・日程の最適化モデル構築事業 

事業概要 

（目的） 

●会場・日程の選定時の問題 

 ・一部の集団健診日程がとても混んでいる。この場合、健診日程を増やすと受診率は上がるのか？ 

  それとも、これ以上は来ないのか？逆に、空いている日程はなくして、他の日程で吸収できるか？ 

 ・土日の実施や、地域の祭りがあるときは、混んでいるように感じる。休日の健診日程を増やすと受診率が上がるのか？ 

●これまでの分析手法は、アンケート結果などのデータから個別的又は専門性の単一化であったが、人工知能（AI） 

 では複合的・多角的に人の行動を分析できる。人の行動は、細かい地域性など多岐にわたり影響を受けるため、 

 人の思考能力だけでは不十分だった分析が人工知能で改善できる。 

 

 

●協会では、過去10年間、被扶養者の特定健診受診率向上に向けて様々な取り組みを講じてきたものの、目に見える受診率向上 

 には至らなかった。 

●しかし、最新の人工知能技術（AI）を用いることで、単に回数を増やすといった対策しか講じていなかった集団健診会場や日程を、 

 人工知能により理想的なロケーションでの会場・日程を最適化することができる。 

●これにより、継続的に最適な会場・日程での受診勧奨を実施することができることから、効果的に受診率を向上させる。 

事業効果 ●最新の人工知能技術を用いて、被扶養者のこれまでの特定健診受診履歴、健診結果などのビッグデータに高度な解析を加え、集団 

 健診の開催場所・時期・頻度を最適化することで、被扶養者の特定健診を向上させる。 

●会場等の選定と同時に従来のオプショナル健診等の付加価値を活用することで相乗効果が期待できる。 

事業手段 ●過去5年間の健診情報（健診データ）から事業者の人工知能技術を用いて、集団健診を受診する確率を高精度に予測し、従来の 

 GISによる分析手法とは異なる健診会場の座標点を算出する。 

●被扶養者の特定健診未受診者に対して、最適な会場・日程による再勧奨を実施する。 

●AIにより選定した健診会場の実施結果と、過去の近隣地域の実施結果を比較して、受診者数や受診率の検証を行う。 

●検証結果を次年度の被扶養者の特定健診実施の際に活用する。 

経費見込み  4,947千円（平成30年度経費、平成31年度は支部において効果検証を行うため、経費は0円です。） 
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