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１．協会けんぽの事業計画の体系 

２．令和２年度 滋賀支部 事業計画（案） 
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１．協会けんぽの事業計画の体系 
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協会けんぽの事業計画の体系① 

 保険者機能強化アクションプラン（第４期） 
○協会けんぽ全体の３か年の中期的な運営方針 

３か年の中期的な運営方針をもとに、単年度での事業計画を策定 

                     ・・・・・・ 

本

部

 

 事業計画（協会けんぽ全体） 
○単年度の事業計画 

事業計画（協会けんぽ全体）をベースに、支部ごとの事業計画を策定 

 事業計画（支部ごと） 
○単年度の事業計画 

支

部

 

 事業計画（支部ごと） 
○単年度の事業計画 

 事業計画（支部ごと） 
○単年度の事業計画 
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協会けんぽの事業計画の体系② 

平成３０年度 平成３１年度/令和元年度 令和２年度 

保険者機能強化 
アクションプラン 

（第４期） 

事業計画 

事業報告 

業績評価検討会 
（厚生労働省） 

 協会けんぽの３か年の中期的な運営方針 

プラン終了時を見据えたKPI設定 

単年度の事業計画 

単年度のKPI設定 

KPIの達成状

況について検証 

単年度の事業計画 

単年度のKPI設定 

単年度の事業計画 

単年度のKPI設定 

KPIの達成状

況について検証 

事業報告の内容を中

心とした第三者評価 

事業報告の内容を中

心とした第三者評価 

Ｐｌａｎ 

Ｄｏ 

Ｃｈｅｃｋ 

Ａｃｔｉｏｎ 

評価結果を 

事業計画に 

反映して改善 

プ

ラ

ン

期

間

全

体

の

評

価

 



２．令和２年度 滋賀支部 事業計画（案） ～基本方針及び主な重点施策～ 
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令和２年度 滋賀支部 事業計画（基本方針） 

• 加入者の健康度向上のため、保健事業を推進し、加入者・事業主への働きかけを
強化する。 

• 医療費の抑制・適正化を図るため、医療供給体制の在り方にかかる意見発信、ジェ
ネリック医薬品の使用促進を推進し、医療関係団体への働きかけを強化する。 

１．加入者の健康度向上、医療費の抑制・適正化に資する施策の実施 

• 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。 

２．効率的かつ質の高い医療サービスの実現 

• 人材育成による組織基盤の底上げを図り、組織力の強化を図る。 

３．保険者機能発揮の基盤となる組織体制の強化 
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令和２年度 滋賀支部 事業計画（主な重点施策） 

事業計画の分類 具体的施策等 

現金給付の適正化の推進 傷病手当金と障害年金・労災保険等との併給調整を確実に実施する。 

効果的なレセプト点検の推進  
・レセプト点検効果向上に向け、システムを活用した効果的なレセプト点検を実施する。 
・再審査結果を分析し、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。 

柔道整復施術療養費等の照会業務の強化 
多部位かつ頻回受診や部位ころがし等、過剰受診の疑いの高い施術所の分析を通じた、面接確認委員会を設置し
ている柔道整復施術療養費審査会への情報提供を行い、適正化を図る。 

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 

・保険証未返納者への電話催告、保険証返納及び適正利用、資格喪失届への保険証の添付を周知・広報を行う。 
・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。 

サービス水準の向上  
・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。 

限度額適用認定証の利用促進 
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。 

被扶養者資格の再確認の徹底  
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。 

オンライン資格確認の利用率向上 
・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。 
・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。  

（１）基盤的保険者機能関係 
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令和２年度 滋賀支部 事業計画（主な重点施策） 

事業計画の分類 具体的施策等 

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 

・健康アクション宣言事業所への事業所カルテの定期的な提供の実施を行う。 
・県及び市町との健康づくりの推進に係る覚書に基づき、自治体住民・加入者の健康増進を目的として協働で医療費分
析を行う。 

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 
  

特定健診受診率・事業者健診データ取得率の向上 
・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。 
・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。 
・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。 

〃 

特定保健指導の実施率の向上 
・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。 
・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）等を行う。 

〃 

重症化予防対策の推進 
・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。 
・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。 

〃 
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、宣言事業所に対するフォローアップを強化し、取組の質を向上させ
る観点から、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。 

（２）戦略的保険者機能関係① 
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令和２年度 滋賀支部 事業計画（主な重点施策） 

事業計画の分類 具体的施策等 

広報活動や健康保険委員を通じた加入者
等の理解促進  

・加入者を対象とした理解度調査の結果を踏まえて、理解度が低い部分については制度周知を積極的に行い、加入者
の理解度向上を図る。 
・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。また、広報誌等を通じた情報提供を実施し、健康
経営の普及促進とあわせた委嘱の拡大を図る。 

ジェネリック医薬品の使用促進  

・新たな指標を追加したジェネリックカルテ等を活用し、滋賀県後発医薬品安心使用促進協議会へ情報提供を行
い、支部の後発医薬品使用率向上の取り組みを推進する。 
・後発医薬品の使用促進を効果的に行うために、県担当部局や関係機関等へ積極的な働きかけを行う。 
・令和2年9月以降の新たな目標について、国の動向を踏まえつつ検討する。 

インセンティブ制度の本格導入  
令和元年度の広報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。 

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  

・支部において、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、適
切な医療機能の分化・連携に向けた意見発信のための分析を行う。 
・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。 

（２）戦略的保険者機能関係② 
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令和２年度 滋賀支部 事業計画（主な重点施策） 

事業計画の分類 具体的施策等 

ＯＪＴを中心とした人材育成 
  

・「ＯＪＴ」「集合研修」「自己啓発」を効果的に組み合わせて人材育成を推進する。 
「自ら育つ」という成長意欲を持ち、日々の業務遂行を通じて「現場で育てる」という組織風土を醸成する。 
また、役割定義を踏まえた職員のキャリア形成を計画的かつ効果的に行うための本部研修へ多くの職員を参加させる。 

個人情報保護・リスク管理等の徹底 
・個人情報保護や情報セキュリティについては、各種規程の遵守やアクセス権限、パスワードの適切な管理等の常時点
検及び、個人情報等日次チェックリストの活用によりリスク管理を徹底する。 

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。 
・調達審査委員会において予算執行等の適正化を図るとともに、ホームページ等で調達結果を公表することにより、透
明性の確保に努める。 
・業務の標準化・効率化・簡素化の徹底、業務進捗管理・労務管理の強化等を行い超過勤務時間の縮減を図る。 

（３）組織体制 



全国と支部のKPI一覧（案） 

具体的施策 
本部 

令和2年度事業計画（KPI設定） 
滋賀支部 

令和元年度事業計画（KPI設定） 
滋賀支部 

令和2年度事業計画（KPI設定） 

効果的なレセプト点検

の推進 

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 

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 

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 

柔道整復施術療養費

の照会業務の強化 

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 

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 

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 

返納金債権発生防止

のための保険証回収

強化、債権回収業務

の推進 

① 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95.0％以上とする 

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 

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 

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 

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 

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 

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（XX％以上）とする 

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 

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 

サービス水準の向上 ① 各年度におけるサービススタンダードの達成状況を

100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を92.0％以上

とする 

① サービススタンダードの達成状況を100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を90.0％以上と

する 

① サービススタンダードの達成状況を100％とする 

② 現金給付等の申請に係る郵送化率を（XX％以上）

とする 

限度額適用認定証の

利用促進 

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85.0％以上とする 

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 

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（XX％以上）とする 

被扶養者資格の再確

認の徹底 

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92.0％以上とする 

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 

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（XX％以上）とする 

オンライン資格確認の

導入に向けた対応 

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50.0％以上とする 

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 

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（XX％以上）とする 

基盤的保険者機能関係 
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具体的施策 
本部 

令和2年度事業計画（KPI設定） 
滋賀支部 

令和元年度事業計画（KPI設定） 
滋賀支部 

令和2年度事業計画（KPI設定） 

ⅰ）特定健診受診

率・事業者健診データ

取得率等の向上 

①生活習慣病予防健診受診率を55.9％以上とする 

②事業者健診データ取得率を8.0％以上とする 

③被扶養者の特定健診受診率を29.5％以上とする 

①生活習慣病予防健診実施率を62.8%以上とする 

②事業者健診データ取得率を10.7％以上とする  

③被扶養者の特定健診受診率を32.3％以上とする 

①生活習慣病予防健診実施率を（XX％以上）とする 

②事業者健診データ取得率を（XX％以上）とする  

③被扶養者の特定健診受診率を（XX％以上）とする 

ⅱ）特定保健指導の

実施率の向上 

特定保健指導の実施率を20.6％以上とする 特定保健指導の実施率を20.2％以上とする 特定保健指導の実施率を（XX％以上）とする 

ⅲ）重症化予防対策

の推進 

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12.9％以上とする 

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 

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（XX％以上）とする 

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広報活動における加入者理解率の平均を対前年度以

上とする 

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43.0％以上とする 

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 

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 

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 

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（XX％以上）とする 

ジェネリック医薬品の使

用促進 

令和2年9月までに、協会けんぽのジェネリック医薬品使用

割合を80.0％以上とする 

ジェネリック医薬品使用割合を79.3％以上とする 令和2年9月までに、ジェネリック医薬品使用割合を

（XX％以上）とする 

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 

 

①他の被用者保険者との連携を含めた、地域医療構想

調整会議への支部参加率を90.0％以上とする 

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全支部で実施する 

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 

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 

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 

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 

費用対効果を踏まえた

コスト削減等 

一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、

20％以下とする 

一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、

23.0％以下とする 

一般競争入札に占める一者応札案件の割合について、

（XX％以下）とする 

戦略的保険者機能関係 

全国と支部のKPI一覧（案） 
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