
第二期データヘルス計画書

計画策定日：平成30年1月17日

最終更新日：平成30年1月26日



STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 53092
組合名称 長野県農業協同組合健康保険組合
形態 総合
業種 複合サービス業

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み

被保険者数
* 特例退職被保
険者を除く

24,000名
男性49.3%

（平均年齢43.6歳）*
女性50.7%

（平均年齢42.0歳）*

-名
 男性-%
（平均年齢-歳）*

女性-%
（平均年齢-歳）*

-名
 男性-%
（平均年齢-歳）*

女性-%
（平均年齢-歳）*

特例退職被保険
者数

1,100名 -名 -名

加入者数 25,100名 -名 -名
適用事業所数 95ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

95ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

101.6‰ -‰ -‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 0 - - - -
保健師等 3 0 - - - -

事業主 産業医 10 59 - - - -
保健師等 10 0 - - - -

第2期における基礎数値
特定健康診査実施率
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 - ∕ - ＝ - ％
被保険者 - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 - ∕ - ＝ - ％

特定保健指導実施率
(特定保健指導実施者数÷
特定保健指導対象者数)

全体 - ∕ - ＝ - ％
被保険者 - ∕ - ＝ - ％
被扶養者 - ∕ - ＝ - ％

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人
当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円）

保健事業費

特定健康診査事業費 37,614 1,567 - - - -
特定保健指導事業費 32,744 1,364 - - - -
保健指導宣伝費 119,328 4,972 - - - -
疾病予防費 454,797 18,950 - - - -
体育奨励費 10,906 454 - - - -
直営保養所費 0 0 - - - -
その他 24,465 1,019 - - - -
　
小計　…a 679,854 28,327 0 - 0 -
経常支出合計　…b 11,389,394 474,558 - - - -
a/b×100 （%） 5.97 - -

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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平成30年度見込み 平成31年度見込み

平成32年度見込み

(歳)

(人)
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平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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男性（被保険者）男性（被保険者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 44人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 645人 25〜29 1,323

人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 1,382
人 35〜39 1,344

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 1,495
人 45〜49 1,373

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,318
人 55〜59 1,501

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 1,111
人 65〜69 824人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人

70〜74 420人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 1,139

人 5〜9 1,149
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 1,228
人 15〜19 1,207

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 672人 25〜29 101人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 36人 35〜39 31人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 11人 45〜49 17人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 11人 55〜59 17人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 41人 65〜69 37人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 18人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 60人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,168

人 25〜29 1,567
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 1,229
人 35〜39 1,254

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 1,514
人 45〜49 1,413

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,418
人 55〜59 1,421

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 968人 65〜69 333人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 95人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 1,055

人 5〜9 1,083
人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 1,132
人 15〜19 1,196

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 550人 25〜29 223人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人
30〜34 432人 35〜39 515人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 590人 45〜49 500人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 548人 55〜59 591人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 501人 65〜69 505人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 228人 70〜74 -人 70〜74 -人

基本情報から見える特徴
1　被保険者は人、加入者人と県下最大の健保組合である。特例退職被保険者が人存在する。事業所は長野県下に存在
　 し、事業所にわたる総合健保である。
2　被保険者年齢構成はほぼ均等だが、35歳以上の加入者が多い。
3　健保に保健師が3名常勤し、事業所ではグループ内の病院に健康管理を担当する常勤医師・保健師が存在する。
4　男女別、5歳刻みの年齢階層別人数については、平成29年10月末現在の数値を記載。

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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STEP１-２ 保健事業の実施状況STEP１-２ 保健事業の実施状況
保健事業の整理から見える特徴保健事業の整理から見える特徴

職場環境の整備
1 ＪＡスマートライフプロジェクトによる職場環境の改善

加入者への意識づけ
1 個別情報提供ツール

個別の事業
1 特定健診受診会場調査
2 被扶養者の事業者健診データの提供依頼
3 特定健康診査の実施
4 未利用者への利用勧奨
5 特定保健指導
6 機関紙発行
7 職場健康づくり支援
8 健康相談
9 ホームページによる広報の強化

10 保健衛生資料の配布
11 研修会・講習会及び諸会議の開催
12 保健指導対策
13 家族健康づくり支援
14 年齢次健診
15 年齢次脳ドック
16 被保険者健康診断
17 ＰＥＴ-ＣＴ検診
18 配偶者健康診断
19 胃検診
20 肺がん検診（らせんＣＴ）
21 大腸がん検診
22 婦人検診
23 感冒薬配布

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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24 インフルエンザ予防接種
25 健康ウォーキング大会
26 体育大会
27 職場体力づくり

事業主の取組
1 定期健康診断
2 未利用者への特定保健指導利用勧奨
3 がん検診の受診推奨
4 メンタルヘルス対策
5 厚生大会の開催

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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ＪＡスマートライフプロジェクトによる職場環境の改善ＪＡスマートライフプロジェクトによる職場環境の改善

【 健保組合の取組 】職場環境の整備【 健保組合の取組 】職場環境の整備
No. 内容

1 事業名

予算科目
保健指導宣伝 事業の目的

および概要
メタボリックシンドローム該当者現象対策、メンタルリスク抑制対策、がんリスク抑制対策を重
点事項とし、これを達成するために健（検）診受診習慣、ストレス解消習慣、運動習慣、禁煙週
間、飲食習慣について被保険者への取り組みを促す計画策定、推進

事業分類 1-ウ

事業費(千円)
- 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 -

実施状況・時期実施状況・時期  -
成功・推進要因成功・推進要因  -
課題及び阻害要因課題及び阻害要因  -

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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個別情報提供ツール個別情報提供ツール

【 健保組合の取組 】加入者への意識づけ【 健保組合の取組 】加入者への意識づけ
No. 内容

1 事業名
予算科目 保健指導宣伝 事業の目的

および概要
加入者が自らの健康意識を高め、健康の維持、生活習慣の自発的改善を促す意識付けを目的とし
て、健康診査後にデータに基づく個別性を重視した情報提供を実施する

事業分類 2-ア

事業費(千円)
- 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 -

実施状況・時期実施状況・時期  -
成功・推進要因成功・推進要因  -
課題及び阻害要因課題及び阻害要因  -

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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特定健診受診会場調査特定健診受診会場調査

被扶養者の事業者健診データの提供依頼被扶養者の事業者健診データの提供依頼

【 健保組合の取組 】個別の事業【 健保組合の取組 】個別の事業
No. 内容

1 事業名
予算科目 特定健康診査事業 事業の目的

および概要
【目的】受診率の向上
【概要】特定健診受診会場調査を実施

事業分類 3-ア

事業費(千円)
616 千円

対象者
資格資格  被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  39 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

No. 内容
2 事業名

予算科目 特定健康診査事業 事業の目的
および概要

【目的】受診率の向上
【概要】事業者健診を受診した被扶養者の健診データ提供を求めた

事業分類 3-ア

事業費(千円)
400 千円

対象者
資格資格  被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  39 〜 74

振り返り

評価 ２．40%以上

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
調査対象者　6,048名
回答者　　　4,722名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・受診者への健康意識付け
・人間ドックの優先予約

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・対象者への間接周知
・受診者への理解不足

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
提供予定者　219名
提供者　　　104名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・的確な対象者把握
・提供謝礼の送付

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・提供依頼の不足
・周知不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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特定健康診査の実施特定健康診査の実施

未利用者への利用勧奨未利用者への利用勧奨

No. 内容
3 事業名

予算科目 特定健康診査事業 事業の目的
および概要

【目的】高確法に定める特定健康診査の実施
【概要】メタボリックシンドローム該当者とその予備群者を的確に抽出するための健診を実施

事業分類 3-ア

事業費(千円)
27,923 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  39 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

No. 内容
4 事業名

予算科目 特定保健指導事業 事業の目的
および概要

【目的】利用率の向上
【概要】利用拒否者に対する健保組合及び事業主からの勧奨

事業分類 3-ア

事業費(千円)
0 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  基準該当者
年齢年齢  39 〜 73

振り返り

評価 １．39%以下

No. 内容

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
受診対象者　　　19,085名
データ保有者　　15,993名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業主との共同実施
・健診機関との直接契約

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・事業者健診受診の徹底
・被扶養者受診率の低迷

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
利用勧奨者　845名
利用者　　　 87名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業主との協働事業
・事業主名での勧奨

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・該当者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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特定保健指導特定保健指導

機関紙発行機関紙発行

5 事業名

予算科目
特定保健指導事業 事業の目的

および概要
【目的】高確法に定める特定保健指導の実施
【概要】メタボリックシンドロームの減少を目的に保健指導を実施。利用率向上のため事業主と
共同実施契約を締結し利用推奨を図るとともに、指導機関での利用時間延長等を進める。

事業分類 4-ア

事業費(千円)
13,681 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  39 〜 73

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
6 事業名

予算科目
保健指導宣伝 事業の目的

および概要
【目的】健保情報、健康情報の周知
【概要】機関紙「健保の窓」を発行（210号〜213号）
特集として「保健事業活用ガイド」や「ちょこっと『ずく』だす」等の記事を掲載

事業分類 5-ウ

事業費(千円)
10,644 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

実施状況・時期実施状況・時期

 

【平成28年度】
積極的支援対象者　　　1,237名
積極的支援利用者　　　 523名
動機づけ支援対象者　　 884名
動機づけ支援利用者　　 471名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所との協働事業
・就労時間内での保健指導

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・該当者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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職場健康づくり支援職場健康づくり支援

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
7 事業名

予算科目

保健指導宣伝

事業の目的
および概要

【目的】職場環境の改善による健康寿命の延伸
【概要】・ＪＡスマートライフプロジェクトとして重点事項3点と5つの習慣化事
　　　　　項を事業主と協同で計画、実施
　　　　・健康課題から高血圧、脳卒中リスク軽減を目的として毎日の血圧、体
　　　　　重を自己測定記録する「チャレンジ健康記録を実施
　　　　・事業所とグループ内医療機関の連携を図るため、事業所、医療機関、
　　　　　健保の3者による協議会を設置し情報の共有を進める。

事業分類 5-イ

事業費(千円)
18,683 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

実施状況・時期実施状況・時期

 

機関紙発行　年4回　7月、10月、1月、4月
【一般被保険者】
・事業所経由の配布
【任継者、特退者】
・自宅直送

成功・推進要因成功・推進要因
 
・タイムリーな周知
・特集記事による生活習慣病予防周知

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・自宅へ持ち帰らない職員
・読ませる工夫不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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健康相談健康相談

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
8 事業名

予算科目

保健指導宣伝

事業の目的
および概要

【目的】健康相談
【概要】・保健師による5年に1度の健康相談及び積極的支援拒否者に対する重症
　　　　　化予防健康相談を継続実施。事業所から要望のあった者及び医療への
　　　　　受診がありがながら改善しない者に対して指導、相談も行う。
　　　　・健康課題から、健康診査の結果要精密検査、要治療に該当しながら医
　　　　　療機関へ受診しない者に、委託による健診アフターフォロー健康相談
　　　　　を実施。

事業分類 6

事業費(千円)
26,901 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

実施状況・時期実施状況・時期

 

【平成28年度】
・実施事業　108事業
・補助実績　10,800,402円
・電話健康相談件数　 840名（延べ）
・メンタル電話相談　 88名（延べ）
・面接カウンセリング 15名（延べ）
・血圧、体重測定事業summer/winter
　　　　　　参加者 3,208名（延べ）
　　　　　 完了者 2,290名（延べ）
・健康標語応募数　　　571作品

成功・推進要因成功・推進要因

 

・重点事業所の設置
・推進協議会の設置
・周知のための会議開催
・事業所の理解による協働体制

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・必要性の低意識
・周知不足

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・健康相談実施者　　　2,665名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所の理解、協力
・就労時間内での健康相談

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・対象者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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ホームページによる広報の強化ホームページによる広報の強化

保健衛生資料の配布保健衛生資料の配布

No. 内容
9 事業名

予算科目

保健指導宣伝
事業の目的
および概要

【目的】有意義な情報提供
【概要】・タイムリーな健保情報及びＪＡスマートライフプロジェクト情報を
　　　　　ホームページに掲載継続
　　　　・受診による医療費コストを再認識してもらうため、医療費通知につい
　　　　　てもＷＥＢを活用した提供方
　　　　　法を目指す。

事業分類 5-ウ

事業費(千円)
829 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  0 〜 74

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
10 事業名

予算科目
保健指導宣伝 事業の目的

および概要
【目的】医療費に対するコスト意識の喚起
【概要】医療費通知を毎月配布するとともに、ジェネリック医薬品使用を促進するため差額通知
を送付

事業分類 5-ウ

事業費(千円)
8,089 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  0 〜 74

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容

実施状況・時期実施状況・時期  ・ホームページ随時アップ
成功・推進要因成功・推進要因  ・タイムリーな周知
課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・パソコン環境の未整備（特に高齢者）

実施状況・時期実施状況・時期
 
・毎月の医療費通知
・ジェネリック医薬品差額通知
　2,350名に対し3か月間通知を実施

成功・推進要因成功・推進要因  ・具体的金額の例示による医薬品の切り替え
課題及び阻害要因課題及び阻害要因

 
・医療費通知への無関心
・読ませる工夫不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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研修会・講習会及び諸会議の開催研修会・講習会及び諸会議の開催

保健指導対策保健指導対策

家族健康づくり支援家族健康づくり支援

11 事業名

予算科目
保健指導宣伝 事業の目的

および概要
【目的】組合の現状理解と制度理解
【概要】各地区協議会で組合の現況及び医療情勢を報告するとともに、事業主のニー
ズを把握するため会議を開催。また、健康保険事務担当者に対する事務説明会を開催

事業分類 1-ア

事業費(千円)
1,852 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  基準該当者
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

No. 内容
12 事業名

予算科目 保健指導宣伝 事業の目的
および概要

【目的】健康管理活動活性化
【概要】関係団体、事業所安全衛生委員会等と連携を図り健康管理活動の推進を図る

事業分類 4-ア, 4-イ

事業費(千円)
6,518 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

No. 内容
13 事業名

実施状況・時期実施状況・時期
 
・地区協議会　　　2会場
・事業主懇談会 　 1会場
・事務説明会　　　2会場

成功・推進要因成功・推進要因
 
・的確な情報提供
・事業主の理解

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・時間的な制約
・地理的な制約

実施状況・時期実施状況・時期  地区連絡会、関係団体連絡会等で各種健診対策の検討を行った
成功・推進要因成功・推進要因  -
課題及び阻害要因課題及び阻害要因  -

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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年齢次健診年齢次健診

年齢次脳ドック年齢次脳ドック

予算科目
保健指導宣伝 事業の目的

および概要
【目的】家族ぐるみの健康習慣づけ
【概要】手軽に出来る予防対策を未就学児に習慣づける「うがい、手洗い、歯磨きチャレンジ3
か月」の実施及び第一子が生まれた被保険者に対し育児雑誌の1年間無料配布

事業分類 5-ウ, 8-イ

事業費(千円)
2,104 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  0 〜 74

振り返り

評価 １．39%以下

No. 内容
14 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】人間ドックの受診
【概要】35歳以上5歳毎の被保険者に日帰り人間ドック費用を補助

事業分類 3-ア

事業費(千円)
100,312 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  34 〜 74

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
15 事業名

実施状況・時期実施状況・時期
 
・うがい手洗い、歯磨きチャレンジ3か月の実施　　　　　　　　　　　　実施者　　420名
・育児雑誌の配布　　　　　　　　　105名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所の理解、協力
・無料配布

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・効果測定が出来ない
・参加者の固定化
・内容のマンネリ化

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・受診者数　2,867名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所での周知
・対象者向け通知の実施

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・病院の受け入れ枠
・対象者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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被保険者健康診断被保険者健康診断

ＰＥＴ-ＣＴ検診ＰＥＴ-ＣＴ検診

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】脳ドックの受診
【概要】45歳、50歳、55歳の被保険者を対象に費用の一部補助

事業分類 3-イ

事業費(千円)
23,000 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  44 〜 55

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
16 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】健康診査受診率の向上
【概要】事業主との共同実施等により費用の一部補助

事業分類 3-ア
事業費(千円) 23,000 千円 対象者 資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  - 年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
17 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】がんの早期発見対策
【概要】50歳以上の被保険者を対象に費用の一部補助

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・受診者数　620名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所での周知
・対象者向け通知の実施

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・対象者の理解不足

実施状況・時期実施状況・時期

 

【平成28年度】
・年齢時健診対象者を除く被保険者を対象に人間ドック補助を実施
　　　　7,251名内特退者684名
・人間ドック受診以外の被保険者を対象に健康診査補助を実施
　　　　　　　　　　　　　13,167名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業者健診受診の徹底
・事業所での受診管理

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・病院の受け入れ枠
・対象者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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配偶者健康診断配偶者健康診断

胃検診胃検診

事業分類 3-イ

事業費(千円)
2,800 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  49 〜 74

振り返り

評価 ３．60%以上

No. 内容
18 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】受診率の向上
【概要】特定健康診査対象外の健康診査費用及び40歳以上の人間ドック一部補助

事業分類 3-ア

事業費(千円)
6,347 千円

対象者
資格資格  被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  16 〜 74

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
19 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】消化器疾患の早期発見
【概要】40歳以上の被保険者及び必要と認められる者に巡回による胃検診を実施

事業分類 3-イ

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・受診者数　56名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所での周知
・医療機関からの周知

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・被保険者期間1回の補助

実施状況・時期実施状況・時期

 

【平成28年度】
・健康診査受診者数
　　　　　　　　78名内特退者0名
・40歳以上の人間ドック受診者
　　　　　　　　　　　　　　　606名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・対象者向け通知の実施
・事前申し込みとりまとめ

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・対象者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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肺がん検診（らせんＣＴ）肺がん検診（らせんＣＴ）

大腸がん検診大腸がん検診

事業費(千円)
1,592 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  39 〜 74

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
20 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】肺疾患の早期発見
【概要】40歳以上の被保険者及び喫煙者を対象に本体価格費用を補助

事業分類 3-イ

事業費(千円)
28,266 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  39 〜 74

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
21 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】大腸がんの早期発見
【概要】人間ドック受診以外の40歳以上の被保険者及び必要と認められる者に実施

事業分類 3-イ

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年】
・受診者　375名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・実施主体が健保組合
・事業所での周知

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・人間ドックの普及
・胃カメラの普及
・対象者の理解不足

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・受診者数
　　　　5,168名内特退143名

成功・推進要因成功・推進要因  ・事業所での周知
課題及び阻害要因課題及び阻害要因

 
・胸部レントゲンとの違いを理解していない
・非喫煙者の受診敬遠

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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婦人検診婦人検診

感冒薬配布感冒薬配布

事業費(千円)
4,794 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

No. 内容
22 事業名

予算科目
疾病予防

事業の目的
および概要

【目的】子宮がん、乳がんの早期発見
【概要】・健康課題から女性の新生物で医療費が一番高額であるものが「乳がん」であり「子宮
がん」を併せ
　　　　　ると半数を占める事から「婦人検診受診キャンペーン」を展開
　　　　・費用の一部補助

事業分類 3-イ

事業費(千円)
50,176 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  女性 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
23 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】風邪の予防、早期発見
【概要】感冒薬、うがい薬セットの配布

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年】
・受診者数
　　　　3,000名内特退10名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・実施主体が健保組合
・事業所での周知

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・対象者の理解不足

実施状況・時期実施状況・時期

 

【平成28年度】
・子宮がん検診受診者数
　　　　　5,273名　内特退112名
・乳房検診
　　　　　5,990名　内特退131名

成功・推進要因成功・推進要因  ・事業所での周知
課題及び阻害要因課題及び阻害要因

 
・若年層の受診が少ない
・乳がん検診受診者の事業所の偏りが大きい

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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インフルエンザ予防接種インフルエンザ予防接種

健康ウォーキング大会健康ウォーキング大会

事業分類 3-オ

事業費(千円)
15,920 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
24 事業名

予算科目 疾病予防 事業の目的
および概要

【目的】未就学児インフルエンザ脳症予防
【概要】未就学児である被扶養者の予防接種に対し費用の一部補助

事業分類 3-オ
事業費(千円) 1,509 千円 対象者 資格資格  被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員 年齢年齢  0 〜 6

振り返り

評価 ２．40%以上

No. 内容
25 事業名

予算科目 体育奨励 事業の目的
および概要

【目的】ＪＡスマートライフプロジェクトに掲げる運動習慣付け
【概要】県下1会場を設定し、日帰りのウォーキングを実施

事業分類 5-イ

事業費(千円)
1,159 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  0 〜 74

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・配布数　22,188セット

成功・推進要因成功・推進要因
 
・うがいによる予防効果
・早期服薬による治療

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・マンネリ化

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
実施者　1,154名（延べ）

成功・推進要因成功・推進要因
 
・周知による接種者の増加
・予防接種の有効性の認知

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  -

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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体育大会体育大会

職場体力づくり職場体力づくり

振り返り

評価 ５．100%

No. 内容
26 事業名

予算科目 体育奨励 事業の目的
および概要

【目的】体育大会の開催
【概要】役職員連盟等と共催により球技県大会を開催し、体力の維持増進を図る

事業分類 5-イ

事業費(千円)
4,200 千円

対象者
資格資格  被保険者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  18 〜 74

振り返り

評価 ４．80%以上

No. 内容
27 事業名

予算科目 体育奨励 事業の目的
および概要

【目的】体力の維持・増進
【概要】施設との契約により体力づくりを促す

事業分類 5-イ

事業費(千円)
839 千円

対象者
資格資格  被保険者・被扶養者 対象事業所対象事業所  全て 性別性別  男女 対象者分類対象者分類  全員
年齢年齢  0 〜 74

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・家庭での健康づくり意識を普及させ、また家族のコミュニケーションを図るため県下1会場で開催（参加者230名）

成功・推進要因成功・推進要因
 
・毎年実施コースを変更
・家族での参加

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・参加者の固定化
・参加者の安全確保

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
役職員連盟他包括団体での体育大会開催を奨励し共催した

成功・推進要因成功・推進要因  -
課題及び阻害要因課題及び阻害要因  -

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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振り返り

評価 ２．40%以上

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・施設利用希望者への利用券配布を行った

成功・推進要因成功・推進要因  -
課題及び阻害要因課題及び阻害要因

 
・利用者の減少
・施設立地の偏り

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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定期健康診断定期健康診断

未利用者への特定保健指導利用勧奨未利用者への特定保健指導利用勧奨

がん検診の受診推奨がん検診の受診推奨

【事業主の取組】【事業主の取組】
No. 内容

1 事業名
事業の目的および概要 労働安全衛生法に基づく健診 対象者 資格資格  被保険者 性別性別  男女 年齢年齢  18 〜 74

振り返り

共同実施 有

No. 内容
2 事業名

事業の目的および概要 利用拒否者に対する事業主からの勧奨 対象者 資格資格  被保険者 性別性別  男女 年齢年齢  18 〜 74

振り返り

共同実施 有

No. 内容
3 事業名

事業の目的および概要
ＪＡスマートライフプロジェクトに基
づき事業主が受診率目標を設定、受診
推奨

対象者 資格資格  被保険者 性別性別  男女 年齢年齢  18 〜 74

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度健診】
・健保データ保有率　83.80％

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所との協働事業
・事業所での受診状況管理

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・業務日程と巡回検診の調整
・受診者の拒否

実施状況・時期実施状況・時期
 
【平成28年度】
・利用勧奨者　845名
・利用者　　　87名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所との協働事業
・事業主名での勧奨

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・利用者の理解不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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メンタルヘルス対策メンタルヘルス対策

厚生大会の開催厚生大会の開催

振り返り

共同実施 無

No. 内容
4 事業名

事業の目的および概要 ラインケア研修会、セルフケア研修会
、ストレスチェックの実施 対象者 資格資格  被保険者 性別性別  男女 年齢年齢  18 〜 74

振り返り

共同実施 有

No. 内容
5 事業名

事業の目的および概要 ノルディックウォーキング大会、ボウ
リング大会等の開催 対象者 資格資格  被保険者 性別性別  男女 年齢年齢  18 〜 74

振り返り

共同実施 無

実施状況・時期実施状況・時期

 

【平成28年度】
・大腸がん検診　82.06％
・胃がん検診　　64.35％
・肺がん検診　　36.09％
・子宮がん検診　40.46％
・乳がん検診　　45.77％

成功・推進要因成功・推進要因
 
・事業所からの受診推奨
・巡回検診の実施

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・肺がん検診の低受診率
・乳がん検診の低受診率

実施状況・時期実施状況・時期
 
メンタルヘルス研修会　受講者数1,996名
ストレスチェック　　　受診者数18,399名

成功・推進要因成功・推進要因
 
・全員参加のための複数回の設定
・就業時間内の開催

課題及び阻害要因課題及び阻害要因
 
・無関心な事業所
・事業所の大型化に伴い、全員を対象とした研修会が難しい

実施状況・時期実施状況・時期  運動習慣事業　参加者数1,750名
成功・推進要因成功・推進要因

 
・事業主名での参加
・就業時間内での開催

課題及び阻害要因課題及び阻害要因  ・被保険者の関心不足

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

特定健診受診状況等概要

ア.特定健診受診率（2013～2016）

・被保険者の特定健診受診率は90％を超えている。しかし、一部に特定健診についての重要性を認識していない者も存在する。

・事業者健診での100％実施、データの確実な確保が重要となる。

・被扶養者の受診率については、未だ約半数が未受診となっている。また、特定健診のメニューだけでは受診メリットを感じない事や健診の必要性を理解

していない事などが考えられる。

92.3%

96.2%
97.8% 96.8%

59.4% 58.5%
60.0% 60.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

被保険者 被扶養者

25



53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

特定保健指導受診状況等概要

イ.特定保健指導の実績状況（2013～2016）

・被保険者については、変化はあるもののほぼ横ばいの状況となっており、対象者の理解不足が目立つ。

・被扶養者は、特定保健指導を理解していない者が多く、また人間ドック以外は特定保健指導が行われていないことから低迷している。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

生活習慣病リスクと医療機関の受診状況等

ウ.2016年度 ＪＡ長野健保全体における生活習慣病の分布

・健診の結果から、血糖・血圧・中性脂肪をレベル別にした。

・治療を受けるレベル及び治療の必要があるレベルにいながら、未受診の対象者は血糖 159名、血圧 1,515名、脂質 3,858名となっており、

早期受診のための対策が必要となる。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

健診（リスク）分析の概要

・健診結果から、血糖・血圧・脂質の有所見者の受診行動状況をみた。

・有所見者のうち血糖は15％・血圧は51％・脂質にいたっては71％が未受診であり、事業主との協働による対策が必要となる。

エ.2016年度 健診結果からの有所見者受診行動状況
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

オ.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 年齢別医療費の比較

・2013年度と2016年度のレセプト比較ではほぼ全ての年代で医療費総額及び一人当たり医療費額が増加傾向にある。

・レセプト総額比較では、2016年度では30歳代後半から医療費が急増している。また、50歳代後半では30歳代前半と比べレセプト総額が

約2倍と高くなっている。

・レセプト一人当たり額比較では、全ての年代でレセプト一人当たり額が増加傾向となっている。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

カ.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 疾患群別医療費の比較

・疾患郡別の医療費構成では、2013年度及び2016年度でも医療費が最も高い疾病群は「新生物」のままであり、金額も増加している。

・「循環器疾患」と「呼吸器疾患」は順位は変わっているが、上位三分類に変更はない。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

キ.2016年度 性別・年齢階級別の医療費

・男性の年齢階級別の医療費では、30歳代から循環器疾患が増加し50歳代以降は1位となっている。また、新生物も循環器疾患同様に

30歳代以降、増加している。

・女性の年齢階級別の医療費では、新生物が30歳代から増加し、40歳代、50歳代で1位となっている。また、年齢を重ねるごとに循環

器疾患が増加し70歳代では1位となっている。

ク.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の新生物内訳31



53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

・当組合における医療費が一番高額である新生物の内訳を男性の年齢階級でみた。

・2013年度と2016年度を比較すると新生物の医療費は全体的に低くなっているが、第一期データヘルス分析と同様に男性では40

歳代から消化器の新生物が増加し、50歳代、60歳代と増加する。

ク.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の新生物内訳

ク.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の新生物内訳32



53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要歳代から消化器の新生物が増加し、50歳代、60歳代と増加する。

ク.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の新生物内訳

・当組合における医療費が一番高額である新生物の内訳を女性の年齢階級でみた。

・2013年度と2016年度を比較すると新生物の医療費が高くなっている。

・特に40歳代からの乳房、女性生殖器の医療費が急増している要因として、婦人検診キャンペーンにより検診受診者数が増え、

医療機関への受診が増加した事等が考えられる。

ケ.2016年度 性別・新生物部位別医療費及び受診者数
33



53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

ケ.2016年度 性別・新生物部位別医療費及び受診者数

・新生物の内訳を部位ごとの医療費及び受診者数をみた。

・男性は「胃」が医療費・受診者数とも最も多く、女性は「乳房」が医療費・受診者数とも最も多い。

・注目するのは「気管・肺」であり、喫煙、非喫煙に関係なく男女ともに医療費・受診者数が多い。

コ.各種悪性腫瘍開始日年齢
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

コ.各種悪性腫瘍開始日年齢
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・2016年度レセプトより

各種悪性腫瘍の診療開始

年齢をみた。

・乳房、子宮については若

年層からの発症がみられ

る事から、対策が必要と

なる。

サ.全国平均とＪＡ長野健保（特定健診問診）喫煙率比較
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

サ.全国平均とＪＡ長野健保（特定健診問診）喫煙率比較

・2013～2016年までの年別、男女別、喫煙率をみた。

・喫煙は生活習慣病の大きなリスクであるが、男性の喫煙率は毎年全国平均を上回っている。

・女性の喫煙者は全国平均を下回ってはいるが、年々喫煙率が上昇傾向にあり、4年間で0.5％増加している。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

シ.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の循環器系疾患内訳

・当組合における医療費が高額である循環器疾患の内訳を性別・年齢階級でみた。

・男性は高血圧性疾患が、30歳代から増加傾向が現れ、50歳代から急増している。また、2016年では50代からの「その他心疾患」の増加がみられる。

・2013年度と2016年度を比較しても依然として高血圧性疾患は循環器系疾患の多くを占めており、日常からの血圧管理が重要となっている。

シ.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の循環器系疾患内訳
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

シ.2013年度（第一期データヘルス）と2016年度 性別・年齢階級別の循環器系疾患内訳

・当組合における医療費が高額である循環器疾患の内訳を性別・年齢階級でみた。

・女性は高血圧性疾患が、40歳代から増加傾向が現れ50歳代から急増している。

・男性同様に2013年度と2016年度を比較しても高血圧性疾患は循環器系疾患の多くを占めており、日常からの血圧管理が重要となっている。

ス.受診月・年齢階級別の季節性疾患受診者数
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

レセプト（コスト）分析の概要

・当組合における季節性疾患（インフルエンザ・風邪、感冒）を受診月、年齢階級別でみた。

・10月から受診者が増加し3月にピークを迎える。インフルエンザ脳症の発症リスクが高い未就学児を含む0～9歳は受診者数が多いため、対策が

必要と考えられる。

ス.受診月・年齢階級別の季節性疾患受診者数
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

健診（リスク）分析の概要

セ.長期欠勤者の疾病別要因（傷病手当金件数割合）

・長期欠勤者の疾病物要因をみると、精神及び行動の障害による者が41％となっており、2013年度と比較し約4％上昇している。

・メンタル疾患による休業期間は、他疾患に比べ2.5倍と長くなる事から、メンタルヘルス対策が必要と考えられる。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

健診（リスク）分析の概要

ソ.問診及びレセプトによる被保険者のメンタル分析

・問診による回答とレセプトに

よる分析を行った。

・不調者の2割にあたる935名

通院し、その内抗うつ剤処方

は65％にあたる601名となっ

ている。また、メンタル疾患

での1年以上の通院は572名と

なっている。
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53092 - 長野県農業協同組合健康保険組合

健診（リスク）分析の概要

タ.問診による性別・運動習慣（特定健診該当者）の状況

・問診から30分以上の運動習慣の状況を男女別でみた。

・2013年度の状況を100％とした場合、男女とも運動習慣は低下していることから、個人が行う運動習慣の動機付けの対策が必要と考えられる。
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STEP２ 健康課題の抽出STEP２ 健康課題の抽出
No. STEP1

対応項目 基本分析による現状把握から見える主な健康課題 対策の方向性 優先すべき
課題

1

被扶養者の特定健診・被保険者被扶養者の特定保健指導の受診率・利用率
が低い。  ・被扶養者の受診率向上には、被保険者からの働きかけ

　が重要であり、被保険者が被扶養者への働きかけを当
　然として行えるよう、事業主と協働し健康的な職場環
　境の整備を進める。
　⇒　コラボへルス 
・特定健診の対象とならない若年層の被保険者及び被扶
　養者を含めた全員の意識を高め、行動変容を促す目的
　で個人に対する情報提供の実施。
　⇒　ヘルスリテラシーの向上（PEP UP利用）

2
健診の結果から「患者予備群」「治療放置群」と分類され、治療が必要と
されるレベルにいながらも医療機関への未受診者が多い。  ・自らのリスクを正しく認識できていない可能性も考え

　られるため、早期治療のための受診勧奨を行う仕組み
　を講じる。
　⇒　職場環境改善（ＪＡスマートライフプロジェク
　　　ト）

3
医療費に占める割合は「新生物」が最も多く、男女ともに30代から上位と
なる。
更に新生物の部位別にみると、男女とも「胃」「気管、肺」が多く、女性
は特に「乳房」の新生物が多くなっている。

 ・「新生物」は検診により早期発見・早期治療が可能と
　なり、医療費適正化につながることから対策を講じて
　いく。
　⇒　重症化予防対策（ＪＡスマートライフプロジェク
　　　ト） 及び がん検診受診の強化

4
特定健診より問診分析を行った結果、男性の喫煙率は全国平均を上回る。
女性の喫煙率は全国平均を下回るが、年々増加傾向となっている。  ・喫煙による疾病の情報提供及び検診受診の強化

・受動喫煙防止等の対策実施
　⇒　職場環境改善（ＪＡスマートライフプロジェク
　　　ト）及び　がん検診受診の強化

5
医療費に占める「循環器疾患」は男性で30代から上位を占め、50代から一
位となる。
また、女性も高齢化に伴い上位を占める。

 ・循環器疾患は予防対策が可能であり、個人による日々
　の健康管理が重要となる。この事から介入効果が期待
　できる疾患に位置づけ対策を講じる。
　⇒　重症化予防対策（チャレンジ健康記録）

6

季節性疾患受診者数では未就学児を含む0〜9歳の受診者数が極めて高く、
10月〜3月にピークを迎える。  ・季節性疾患（インフルエンザ、風邪等）は医療費適正

　化のためにも、未然に防ぐ事が重要である。更にイン
　フルエンザ脳症の発症リスクが高い未就学児について
　は対策を講じていく。
　⇒　重症化予防対策（うがい、手洗い、歯磨きチャレ
　　　ンジ・感冒薬の配布）

ア，イ

ウ，エ

オ，カ，キ，
ク，ケ，コ

サ

オ，カ，キ，
シ

ス

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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7
「精神及び行動の障害」における長期欠勤者が増加しており、メンタル疾
患での通院が増加傾向にある。  ・メンタル不調者の多さは事業所共通の特徴であり、セ

　ルフケア・ラインケア・ストレスチェックの充実が図
　れる仕組みを検討する。
　⇒　職場環境改善（ＪＡスマートライフプロジェク
　　　ト）

8
特定健診より問診分析を行った結果、2013年度を100％とした場合、男女
ともに年々運動習慣が低下している。  ・運動習慣は生活習慣病やメタボリックシンドロームに

　関係することから、被保険者個人に対する情報提供及
　び行動変容を促す目的で対策を講じていく。
　⇒　ヘルスリテラシーの向上（PEP UP利用） 及び　
　　　重症化予防対策（チャレンジ健康記録）

基本情報基本情報
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1

・加入者数が多い、事業所が県内に点在、特退制度を実施。
・加入者の年齢構成は３０歳代後半から５０歳代が多い。
・健保組合に3名の保健師が常勤。
・適用事業所内の病院医師を産業医とする事業所が多い。

 ・加入事業所が多い当健保組合では、加入者個々への直接的働きかけ
　は有効ではないため、事業主との協働（コラボヘルス）が重要。展
　開中のＪＡスマートライフプロジェクトのスキームを活用
・生活習慣病発症が多く、加入者も多い３０歳代後半から５０歳代の
　対策を重視
・予防医学的な知識、経験が必要な場面では、事業主の専門職もしく
　は外部事業者の活用を検討

保健事業の実施状況保健事業の実施状況
No. 特徴 対策検討時に留意すべき点

1
・加入者数が多い、事業所が県内に点在、特退制度を実施。
・加入者の年齢構成は３０歳代後半から５０歳代が多い。
・健保組合に3名の保健師が常勤。
・適用事業所内の病院医師を産業医とする事業所が多い。

 ・ＪＡスマートライフプロジェクトの内容強化と周知徹底。
・健診受診勧奨と検診方法の見直し。
・事業内容の見直しを検討。

セ，ソ

タ

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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STEP３ 保健事業の実施計画STEP３ 保健事業の実施計画

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備

1 職場健康づくり支援
加入者への意識づけ加入者への意識づけ

1 個人健康情報提供ツールＰｅｐ　Ｕｐの普及
個別の事業個別の事業

1 被扶養者の事業者健診データの提供依頼
2 特定健康診査の実施
3 未利用者への利用勧奨
4 特定保健指導
5 機関紙発行
6 健康相談
7 ホームページによる広報の強化
8 保健衛生資料の配布
9 生活習慣改善アクション「チャレンジ健康記録」の実施

10 特例退職被保険者に対する「健康づくり自己チェック」の実施
11 未就学児風邪予防対策
12 年齢次健診
13 年齢次脳ドック
14 被保険者健康診断
15 ＰＥＴ-ＣＴ検診
16 配偶者健康診断
17 胃検診
18 肺がん検診（低線量ヘリカルCT検診）
19 大腸がん検診
20 婦人検診
21 感冒薬配布
22 インフルエンザ予防接種
23 体育大会

事業全体の目的事業全体の目的
職場環境改善
個人健康情報提供ツールの普及
健康年齢の引き下げ

事業全体の目標事業全体の目標
健康経営意識の浸透　　　　　　　　　50.0％
個人健康情報提供ツールの登録率　　　45.0％
健康年齢の引き下げ　　　　　　　　　-1.2歳

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標
職場環境の整備職場環境の整備

保
健
指
導
宣
伝

1,2,3,
4,5

既
存

職場健康づく
り支援 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３

ア,イ,ウ,
エ,ク,ケ,
シ

各事業所で策定するＪＡ
スマートライフプロジェ
クトによる・健（検）診
受診習慣・ストレス解消
習慣・運動習慣・禁煙習
慣・飲食習慣の実施に対
する支援

ア,イ,キ,
コ

事業所との協働によるＪ
Ａスマートライフプロジ
ェクトの確実な実践

43,605 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

全事業所での計画策定　
計画実施率　50％

全事業所での計画策定　
計画実施率　55％

全事業所での計画策定　
計画実施率　60％

全事業所での計画策定　
計画実施率　65％

全事業所での計画策定　
計画実施率　70％

全事業所での計画策定　
計画実施率　75％

全事業所で実施計画を策定するとと
もに100％実施

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

特定健診より問診分析
を行った結果、男性の
喫煙率は全国平均を上
回る。
女性の喫煙率は全国平
均を下回るが、年々増
加傾向となっている。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

「精神及び行動の障害
」における長期欠勤者
が増加しており、メン
タル疾患での通院が増
加傾向にある。

計画実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：50％　平成31年度：55％　平成32年度：60％　平成33年度：65％　平成34年度：70％　平成35年度：75％)事業
所で策定した実施計画の実施率

健康経営の意識(【実績値】-　【目標値】平成30年度：25％　平成31年度：30％　平成32年度：35％　平成33年度：40％　平成34年度：45％　平成35年度：50％)事業主が健康経営を理解し取り
組み方法も理解する

加入者への意識づけ加入者への意識づけ

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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保
健
指
導
宣
伝

2 既
存

個人健康情報
提供ツールＰ
ｅｐ　Ｕｐの
普及

全て 男女
0
〜
74

加入者
全員 １ ア,イ,ウ,

エ,キ

ＩＣＴを活用し加入者全
員の健康情報を個別に提
供するとともに、健診結
果から得られる健康年齢
等も提供する

ス

外部への委託

3,000 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率　20
％

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率　25
％

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率　30
％

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率　35
％

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率　40
％

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率　45
％

Ｐｅｐ　Ｕｐ登録率の向上を図り、
健康診査の結果から得られる健康年
齢を平成35年度において1.2歳引き下
げる。

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

特定健診より問診分析
を行った結果、男性の
喫煙率は全国平均を上
回る。
女性の喫煙率は全国平
均を下回るが、年々増
加傾向となっている。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

季節性疾患受診者数で
は未就学児を含む0〜9
歳の受診者数が極めて
高く、10月〜3月にピー
クを迎える。

「精神及び行動の障害
」における長期欠勤者
が増加しており、メン
タル疾患での通院が増
加傾向にある。

特定健診より問診分析
を行った結果、2013年
度を100％とした場合、
男女ともに年々運動習
慣が低下している。

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年
度：45％)平成35年度において、個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

健康年齢の引き下げ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.2歳　平成31年度：0.4歳　平成32年度：0.6歳　平成33年度：0.8歳　平成34年度：-1.0歳　平成35年度：-1.2歳)平成29年度と比較し
平成35年度において組合の健康年齢マイナス1.2歳とする

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3

既
存(

法
定)

被扶養者の事
業者健診デー
タの提供依頼

全て 男女
39
〜
74

基準該
当者 １ ウ

一般被扶養者（任継・特
退被保険者を含む）がパ
ート等の勤務先で事業者
健診を受診している場合
に、受診月の二か月後に
データ提供依頼文書を送
付する。

ス

前年度末までに次年度特
定健診の受診方法を調査
し、パート先での健診を
受診する被扶養者（任継
特退被保険者を含む）に
は組合内からデータ提供
の依頼を行う。

422 500 550 600 650 700
パート先での健診を受け
る被扶養者からのデータ
提供率を45％とし、提供
依頼を徹底する。

パート先での健診を受け
る被扶養者からのデータ
提供率を50％とし、提供
依頼を徹底する。

パート先での健診を受け
る被扶養者からのデータ
提供率を55％とし、提供
依頼を徹底する。

パート先での健診を受け
る被扶養者からのデータ
提供率を60％とし、提供
依頼を徹底する。

パート先での健診を受け
る被扶養者からのデータ
提供率を65％とし、提供
依頼を徹底する。

パート先での健診を受け
る被扶養者からのデータ
提供率を70％とし、提供
依頼を徹底する。

健診機関から提供されない特定健診
データの確実な保有

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

健診データ提供率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：45％　平成31年度：50％　平成32年度：55％　平成33年度：60％　平成34年度：65％　平成35年度：70
％)パート先での健診データ提供率の向上

受診率向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：60％　平成31年度：62％　平成32年度：64％　平成33年度：66％　平成34年度：68％　平成35年度：70％)被扶養者の特定健診受診率の向上

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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3

既
存(

法
定)

特定健康診査
の実施 全て 男女

39
〜
74

基準該
当者 ３ ウ

集合契約及び個別契約に
よる健診会場の確保によ
り、確実な特定健診の実
施 ス

高確法に定める特定健康
診査の実施 37,192 38,430 39,650 40,900 42,150 43,400

特定健診受診率
被保険者　　99％
被扶養者　　60％

特定健診受診率
被保険者　　99％
被扶養者　　62％

特定健診受診率
被保険者　　99％
被扶養者　　64％

特定健診受診率
被保険者　　100％
被扶養者　　 66％

特定健診受診率
被保険者　　100％
被扶養者　　 68％

特定健診受診率
被保険者　　100％
被扶養者　　 70％

平成35年度において特定健診受診率
を93.68％とする

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

特定健診受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：88.15％　平成31年度：89.70％　平成32年度：90.57％　平成33年度：92.16％　平成34年度：92.94％　平
成35年度：93.68％)事業主健診の徹底（平成35年度において除外者を除き100％）
被扶養者の特定健診受診率の向上（平成35年度において除外者を除き70％）

健康年齢の引き下げ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.2歳　平成31年度：0.4歳　平成32年度：0.6歳　平成33年度：0.8歳　平成34年度：-1.0歳　平成35年度：-1.2歳)平成29年度と比較し
平成35年度において組合の健康年齢マイナス1.2歳とする

特
定
保
健
指
導
事
業

2,4

既
存(

法
定)

未利用者への
利用勧奨 全て 男女

39
〜
73

基準該
当者 ３ ケ,シ

書面による特定保健指導
利用勧奨

ア,コ

健診当日に特定保健指導
を利用しない被保険者名
簿を健診機関より提供を
受け、事業主と連盟によ
り特定保健指導の利用勧
奨を行う

50 50 50 50 50 50
特定保健指導未利用者も
含めた特定保健指導利用
率の向上　　45％

定保健指導未利用者も含
めた特定保健指導利用率
の向上　　47％

定保健指導未利用者も含
めた特定保健指導利用率
の向上　　49％

定保健指導未利用者も含
めた特定保健指導利用率
の向上　　51％

定保健指導未利用者も含
めた特定保健指導利用率
の向上　　53％

定保健指導未利用者も含
めた特定保健指導利用率
の向上　　55％

特定保健指導利用拒否者の減少 被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

特定保健指導利用率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：45％　平成31年度：47％　平成32年度：49％　平成33年度：51％　平成34年度：53％　平成35年度：5
5％)特定保健指導利用拒否者の減少を図り、特定指導利用率を年2％ずつの向上とする

積極的支援該当者の減少(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.5％　平成31年度：-1.0％　平成32年度：-1.5％　平成33年度：-2.0％　平成34年度：-2.5％　平成35年度：-3.0％)継続して複数
年積極的支援に該当する者が平成29年度と比較し、平成35年度において3％減少する

1,2,4

既
存(

法
定)

特定保健指導 全て 男女
39
〜
73

基準該
当者 ３ コ,シ

高確法に定める特定保健
指導の実施

ア,キ,コ

集合契約及び個別契約に
よる特定保健指導会場の
確保により、確実な特定
保健指導の実施

32,694 34,150 35,600 37,050 38,500 39,950
特定保健指導利用率　　4
5％

特定保健指導利用率　　4
7％

特定保健指導利用率　　4
9％

特定保健指導利用率　　5
1％

特定保健指導利用率　　5
3％

特定保健指導利用率　　5
5％

平成35年度において特定保健指導利
用率を55％とする

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

特定保健指導利用率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：45％　平成31年度：47％　平成32年度：49％　平成33年度：51％　平成34年度：53％　平成35年度：5
5％)特定保健指導利用の促進（平成35年度において利用率55％）

積極的支援該当者の減少(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.5％　平成31年度：-1.0％　平成32年度：-1.5％　平成33年度：-2.0％　平成34年度：-2.5％　平成35年度：-3.0％)継続して複数
年積極的支援に該当する者が平成29年度と比較し、平成35年度において3％減少する

保
健
指
導
宣
伝

5 既
存 機関紙発行 全て 男女

18
〜
74

加入者
全員 １ エ,ス

季刊号として年4回健康情
報等の掲載

ア,ウ,ス

専門医、被保険者等の参
加による紙面構成 13,166 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

広報誌の配布　24,500冊
（年4回）

広報誌の配布　24,500冊
（年4回）

広報誌の配布　24,500冊
（年4回）

広報誌の配布　24,500冊
（年4回）

広報誌の配布　24,500冊
（年4回）

広報誌の配布　24,500冊
（年4回）

保健事業の周知及び健康情報の提供 該当なし（これまでの
経緯等で実施する事業
）

広報誌配布率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：10
0％)全被保険者を対象に広報誌の完全配布

健康管理の振り返り(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、個人
健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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6 既
存 健康相談 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ３ イ,ウ,オ,

ク,シ

20歳以上5歳刻みの被保険
者、前年度健康診査での
要精密検査・要治療者、
特定保健指導未利用者、
メンタル不調者、事業所
の指名する被保険者等に
対する健康相談

ア,イ,ウ,
キ,コ

事業所巡回による健康相
談の実施

26,648 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

健康相談実施者数　8,000
人

健康相談実施者数　8,100
人

健康相談実施者数　8,100
人

健康相談実施者数　8,200
人

健康相談実施者数　8,200
人

健康相談実施者数　8,200
人

年度健康相談対象者への実施率　100
％

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

特定健診より問診分析
を行った結果、男性の
喫煙率は全国平均を上
回る。
女性の喫煙率は全国平
均を下回るが、年々増
加傾向となっている。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

「精神及び行動の障害
」における長期欠勤者
が増加しており、メン
タル疾患での通院が増
加傾向にある。

特定健診より問診分析
を行った結果、2013年
度を100％とした場合、
男女ともに年々運動習
慣が低下している。

健康相談実施率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：
100％)年度健康相談の対象となった者に対する実施

健康年齢の引き下げ(【実績値】-　【目標値】平成30年度：0.2歳　平成31年度：0.4歳　平成32年度：0.6歳　平成33年度：0.8歳　平成34年度：-1.0歳　平成35年度：-1.2歳)平成29年度と比較し
平成35年度において組合の健康年齢マイナス1.2歳とする

2,5 既
存

ホームページ
による広報の
強化

全て 男女
0
〜
74

加入者
全員 １ エ

法改正等に的確に対応し
た情報提供 ス

委託による運営 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
加入者年間閲覧数　16,00
0件

加入者年間閲覧数　16,50
0件

加入者年間閲覧数　17,00
0件

加入者年間閲覧数　17,50
0件

加入者年間閲覧数　18,00
0件

加入者年間閲覧数　18,50
0件

ホームページの充実を図り平成35年
度における年間閲覧数を18,500件と
する

該当なし（これまでの
経緯等で実施する事業
）

ホームページ閲覧数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：16,000件　平成31年度：16,500件　平成32年度：17,000件　平成33年度：17,500件　平成34年度：18,0
00件　平成35年度：18,500件)加入者のホームページ閲覧数の向上

法改正等を主に伝える目的から、6年計画でのアウトカムの設定ができない
(アウトカムは設定されていません)

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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2,5,7 既
存

保健衛生資料
の配布 全て 男女

0
〜
74

加入者
全員 １ エ,キ,シ

毎月の医療費及びジェネ
リック切り替え差額通知
を紙媒体並びに個人健康
情報提供ツールを活用し
被保険者へ通知

ア

事業主を通じて該当者全
員に配布

10,680 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

ジェネリック数量ベース
比率　80％

ジェネリック数量ベース
比率　82％

ジェネリック数量ベース
比率　84％

ジェネリック数量ベース
比率　86％

ジェネリック数量ベース
比率　88％

ジェネリック数量ベース
比率　90％

平成35年度におけるジェネリック数
量ベース比率90％とする

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

特定健診より問診分析
を行った結果、男性の
喫煙率は全国平均を上
回る。
女性の喫煙率は全国平
均を下回るが、年々増
加傾向となっている。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

ジェネリック数量ベース比率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：80％　平成31年度：82％　平成32年度：84％　平成33年度：86％　平成34年度：88％　平成3
5年度：90％)毎月の確実な配布により、毎年2％ずつの数量ベース率向上

医療費削減効果(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1,200千円　平成31年度：1,200千円　平成32年度：1,200千円　平成33年度：1,200千円　平成34年度：1,200千円　平成35年度：1,200千円
)ジェネリック医薬品利用により、平成35年度までの6年間で7,200千円の医療費適正化

2,5 既
存

生活習慣改善
アクション「
チャレンジ健
康記録」の実
施

全て 男女
18
〜
74

加入者
全員 １ ア,エ,キ,

ケ

通年で体重・血圧・歩数
を毎日測定し、健康情報
提供ツールに登録

イ,ウ

3か月ごとの実施状況に応
じてインセンティブとし
てヘルスケアポイントを
付与 6,840 7,000 7,200 7,400 7,600 7,800

健康情報提供ツールを利
用した参加者数　　1,500
人

健康情報提供ツールを利
用した参加者数　　1,700
人

健康情報提供ツールを利
用した参加者数　　1,900
人

健康情報提供ツールを利
用した参加者数　　2,100
人

健康情報提供ツールを利
用した参加者数　　2,300
人

健康情報提供ツールを利
用した参加者数　　2,500
人

平成35年度において、積極的に自身
の健康維持に努める被保険者を2,500
人とする

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

「精神及び行動の障害
」における長期欠勤者
が増加しており、メン
タル疾患での通院が増
加傾向にある。

特定健診より問診分析
を行った結果、2013年
度を100％とした場合、
男女ともに年々運動習
慣が低下している。

事業参加者(【実績値】-　【目標値】平成30年度：1,500人　平成31年度：1,700人　平成32年度：1,900人　平成33年度：2,100人　平成34年度：2,300人　平成35
年度：2,500人)健康情報提供ツールを利用し日々の記録を登録する者

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

2,5

既
存(

法
定)

特例退職被保
険者に対する
「健康づくり
自己チェック
」の実施

全て 男女

0
〜（

上
限
な
し）

被扶養
者,特例
退職被
保険者

１ イ,ウ,エ,
キ,ク,ケ

初冬に健康づくり自己チ
ェック表を自宅に直送し
、農作業が始まる初春ま
でに結果を送付

ウ,キ

分析については専門機関
に委託

2,109 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150

チェック表を記入する特
例退職被保険者率　50％

チェック表を記入する特
例退職被保険者率　54％

チェック表を記入する特
例退職被保険者率　58％

チェック表を記入する特
例退職被保険者率　62％

チェック表を記入する特
例退職被保険者率　66％

チェック表を記入する特
例退職被保険者率　70％

特例退職被保険者に多い農作業事故
を防止することによる医療費の適正
化

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

特定健診より問診分析
を行った結果、2013年
度を100％とした場合、
男女ともに年々運動習
慣が低下している。

自己チェック回収率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：50％　平成31年度：54％　平成32年度：58％　平成33年度：62％　平成34年度：66％　平成35年度：7
0％)特例退職被保険者の自己チェック表の回収率が年4％ずつ向上

前期高齢者医療費適正化(【実績値】-　【目標値】平成30年度：5%以内　平成31年度：5%以内　平成32年度：5%以内　平成33年度：5%以内　平成34年度：5%以内　平成35年度：5%以内)平成
29年度と比較し、前期高齢者一人当たり医療費の増加が平成35年度において5％以内とする

5

既
存(

法
定)

未就学児風邪
予防対策 全て 男女

3
〜
6

被扶養
者 １ ア,ス

3〜6歳までの未就学児に
対する風邪予防事業「う
がい・手洗い・歯みがき
チャレンジ3か月」をイン
センティブ事業として実
施

ス

3〜6歳までの未就学児に
対する風邪予防
3〜6歳までの未就学児を
扶養する被保険者に対す
る医療費適正化の喚起

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
未就学児に対する風邪予
防事業参加率
25％

未就学児に対する風邪予
防事業参加率
30％

未就学児に対する風邪予
防事業参加率
35％

未就学児に対する風邪予
防事業参加率
40％

未就学児に対する風邪予
防事業参加率
45％

未就学児に対する風邪予
防事業参加率
50％

平成35年度において未就学児に対す
る風邪予防対策事業参加率を50％と
する

季節性疾患受診者数で
は未就学児を含む0〜9
歳の受診者数が極めて
高く、10月〜3月にピー
クを迎える。

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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参加率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：25％　平成31年度：30％　平成32年度：35％　平成33年度：40％　平成34年度：45％　平成35年度：50％)被保険者
の住所情報の整備を進め、自宅へ直送のダイレクトメール方式により参加者の増を図る

未就学児の医療費適正化(【実績値】-　【目標値】平成30年度：18％　平成31年度：20％　平成32年度：22％　平成33年度：24％　平成34年度：26％　平成35年度：28％)未就学児を扶養する被
保険者の未就学児医療費の8割が保険料により賄われている事を認識する

疾
病
予
防

1,2,3,
4

既
存 年齢次健診 全て 男女

35
〜
70

被保険
者 １ イ,ウ,エ,

ク

年度年齢35歳から5歳刻み
の被保険者を対象として
年齢次ドックを奨励し35,
000円を上限として実費を
補助する

ア,コ

最低でも5年に一度は人間
ドックを受診し、自身の
健康状況を認識する

113,750 116,564 119,098 121,632 124,166 126,700

年度対象者の90％が受診 年度対象者の92％が受診 年度対象者の94％が受診 年度対象者の96％が受診 年度対象者の98％が受診 年度対象者の100％が受診

平成35年度において対象者の100％
が年齢次健診（人間ドック）を受診

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

年齢次健診受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：90％　平成31年度：92％　平成32年度：94％　平成33年度：96％　平成34年度：98％　平成35年度：100
％)事業主との協働により人間ドック受診の必要性を周知し、毎年2％ずつの受診率向上

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

1,2,3,
4

既
存

年齢次脳ドッ
ク 全て 男女

40
〜
55

被保険
者 １ イ,ウ,エ,

ク

年度年齢40・45・50・55
歳の被保険者を対象とし
て脳ドックを奨励し20,00
0円を上限として実費を補
助する

ア,コ

脳疾患が増加する年齢層
をターゲットとした脳ド
ックの実施

31,400 33,750 36,000 38,250 40,500 42,750
年度対象者の70％が受診 年度対象者の75％が受診 年度対象者の80％が受診 年度対象者の85％が受診 年度対象者の90％が受診 年度対象者の95％が受診

平成35年度において対象者の95％が
脳ドックを受診

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

脳ドック受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：70％　平成31年度：75％　平成32年度：80％　平成33年度：85％　平成34年度：90％　平成35年度：95％)
事業主との協働により脳ドック検診の必要性を周知し、毎年5％ずつの受診率向上

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

1,2,3,
4

既
存

被保険者健康
診断 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ イ,ウ,エ

年齢次健診対象者以外の
被保険者を対象に人間ド
ック、健康診査を受診し
た被保険者に人間ドック1
1,000円・健康診査3,000
円を上限に実費を補助す
る

ア,コ

安衛法に定める事業者健
診を事業主と協働で実施
し、自身の健康状況を認
識する

126,170 126,200 126,200 126,200 126,200 126,200

除外者を除く被保険者の9
9％が受診

除外者を除く被保険者の9
9％が受診

除外者を除く被保険者の9
9％が受診

除外者を除く被保険者の1
00％が受診

除外者を除く被保険者の1
00％が受診

除外者を除く被保険者の1
00％が受診

平成33年度以降被保険者の100％が
健康診査を受診

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

被保険者健康診断受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：99％　平成31年度：99％　平成32年度：99％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35
年度：100％)事業主との協働により安衛法に定める事業者健診を確実な実施。

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 

51



1,2,3,
4

既
存

ＰＥＴ-ＣＴ検
診 全て 男女

50
〜
74

被保険
者 １ ウ,エ,ク

年度年齢50歳以上の受診
を希望する被保険者を対
象として、被保険者期間1
回に限りＰＥＴ-ＣＴ検診
を奨励し50,000円を上限
として実費を補助する

ア,コ

年度年齢50歳以上の受診
を希望する被保険者に対
し、全身のがん早期発見
を目的に実施 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000

受診を希望する被保険者
が70名受診

受診を希望する被保険者
が80名受診

受診を希望する被保険者
が90名受診

受診を希望する被保険者
が100名受診

受診を希望する被保険者
が110名受診

受診を希望する被保険者
が120名受診

平成35年度において受診を希望する
被保険者120名がＰＥＴ-ＣＴ検診を
受診

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

ＰＥＴ-ＣＴ検診受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：70人　平成31年度：80人　平成32年度：90人　平成33年度：100人　平成34年度：110人　平成35
年度：120人)受診回数の増加も検討しながらＰＥＴ-ＣＴ検診の必要性を周知し、毎年10人ずつの受診者数の向上

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

2,3 既
存

配偶者健康診
断 全て 男女

16
〜
74

被扶養
者 １ エ,ク,シ

40歳以上の配偶者には特
定健診費用8,933円を当組
合が負担し、人間ドック
を受診した場合には別途1
0,000円を上限に実費を補
助する。39歳以下の配偶
者が健康診断を受診した
場合には4,000円を上限に
実費を補助する。

エ,カ

個別契約による受診会場
の確保及び特定健診対象
者には集合契約も活用し
確実な実施

6,920 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950

配偶者健康診断受診率
被扶養者　　60％

配偶者健康診断受診率
被扶養者　　62％

配偶者健康診断受診率
被扶養者　　64％

配偶者健康診断受診率
被扶養者　　66％

配偶者健康診断受診率
被扶養者　　68％

配偶者健康診断受診率
被扶養者　　70％

被扶養者である配偶者健康診断受診
率の向上（平成35年度において除外
者を除き70％）

被扶養者の特定健診・
被保険者被扶養者の特
定保健指導の受診率・
利用率が低い。

配偶者健康診断受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：60％　平成31年度：62％　平成32年度：64％　平成33年度：66％　平成34年度：68％　平成35年度
：70％)全年齢を対象として特定健康診査と同率の受診率を設定し、平成29年度と比較し毎年2％ずつ受診率の向上

特定保健指導利用率の向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：45％　平成31年度：47％　平成32年度：49％　平成33年度：51％　平成34年度：53％　平成35年度：55％)人間ドック受診を奨
励し健診当日の特定保健指導を実施し、特定保健指導利用率の向上を図る

1,2,3,
4

既
存 胃検診 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 １ イ,ウ,エ,

ク

人間ドック受診以外の被
保険者を対象とし、年度
年齢1桁が4歳9歳の被保険
者を対象に胃リスク検診
を実施し5年間で現役被保
険者のスクリーニングを
行う

ア,コ

ヘリコバクターピロリと
ペプシノゲンに特化した
胃リスク検診を実施

13,846 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

現役被保険者の胃リスク
検診　3,000人

現役被保険者の胃リスク
検診　3,000人

現役被保険者の胃リスク
検診　3,000人

現役被保険者の胃リスク
検診　3,000人

未受検者・新規採用者の
胃リスク検診　300人

未受検者・新規採用者の
胃リスク検診　300人

人間ドックを受診しない被保険者の
胃リスク検診の完全実施

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

胃リスク検診受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：3,000人　平成31年度：3,000人　平成32年度：3,000人　平成33年度：3,000人　平成34年度：300人
　平成35年度：300人)平成33年度までに現役被保険者を胃リスク検診でスクリーニングし、平成34年度以降は未受検者・新規採用者を対象に全被保険者に実施する

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

1,2,3,
4

既
存

肺がん検診（
低線量ヘリカ
ルCT検診）

全て 男女
39
〜
74

被保険
者,被扶
養者,任
意継続
者,特例
退職被
保険者

１ ウ,エ,ク,
シ

年度年齢40歳以上の加入
者を対象に巡回低線量ヘ
リカルCTを受診した場合
、検診料5,940円を当組合
から健診機関へ直接支払
う。

ア,コ

健診機関の巡回車による
事業所巡回による低線量
ヘリカルCT検診を実施

42,650 46,915 51,180 55,445 59,710 63,975

低線量ヘリカルCT検診受
診率　50％

低線量ヘリカルCT検診受
診率　55％

低線量ヘリカルCT検診受
診率　60％

低線量ヘリカルCT検診受
診率　65％

低線量ヘリカルCT検診受
診率　70％

低線量ヘリカルCT検診受
診率　75％

増加する肺がんの早期発見を図り早
期治療へと繋げる医療費の適正化

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

特定健診より問診分析
を行った結果、男性の
喫煙率は全国平均を上
回る。
女性の喫煙率は全国平
均を下回るが、年々増
加傾向となっている。

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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低線量ヘリカルCT検診受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：50％　平成31年度：55％　平成32年度：60％　平成33年度：65％　平成34年度：70％　平成3
5年度：75％)肺がん医療費は乳房・胃に続いて高いが、がん検診受診率が一番低い肺がん検診の受診率を平成35年度に対象者の75％とする

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

1,2,3,
4

既
存 大腸がん検診 全て 男女

40
〜
74

被保険
者 １ ウ,エ,ク,

シ

人間ドック受診以外の40
歳以上の被保険者を対象
とし、大腸がん検診を受
診した場合、検診料1,598
円を当組合から健診機関
へ直接支払う。

ア,コ

健康診断時に便潜血2日法
により実施

4,826 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850

人間ドックを受診しない4
0歳以上の被保険者の大腸
がん検診　3,000人

人間ドックを受診しない4
0歳以上の被保険者の大腸
がん検診　3,000人

人間ドックを受診しない4
0歳以上の被保険者の大腸
がん検診　3,000人

人間ドックを受診しない4
0歳以上の被保険者の大腸
がん検診　3,000人

人間ドックを受診しない4
0歳以上の被保険者の大腸
がん検診　3,000人

人間ドックを受診しない4
0歳以上の被保険者の大腸
がん検診　3,000人

大腸がんの早期発見を図り早期治療
へと繋げる医療費の適正化

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

大腸がん検診受診者数(【実績値】-　【目標値】平成30年度：3,000人　平成31年度：3,000人　平成32年度：3,000人　平成33年度：3,000人　平成34年度：3,000
人　平成35年度：3,000人)人間ドックを受診しない40歳以上の被保険者への大腸がん検診完全実施

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

1,2,3 既
存 婦人検診 全て 女性

18
〜
74

加入者
全員 １ イ,ウ,エ,

シ

女性加入者に対しマンモ
グラフィー検査及び超音
波検査による乳房検診及
び子宮がん検診の実施を
奨励し、いずれも6,000円
を上限に実費を補助する

ア,エ,コ

個別契約及び医師会契約
に参加し女性加入者に対
し乳房検診、子宮がん検
診を実施 92,040 95,040 97,680 100,320 102,960 105,600

女性加入者婦人検診受診
率　70％

女性加入者婦人検診受診
率　72％

女性加入者婦人検診受診
率　74％

女性加入者婦人検診受診
率　76％

女性加入者婦人検診受診
率　78％

女性加入者婦人検診受診
率　80％

平成35年度において女性加入者の婦
人検診受診率80％

健診の結果から「患者
予備群」「治療放置群
」と分類され、治療が
必要とされるレベルに
いながらも医療機関へ
の未受診者が多い。

医療費に占める割合は
「新生物」が最も多く
、男女ともに30代から
上位となる。
更に新生物の部位別に
みると、男女とも「胃
」「気管、肺」が多く
、女性は特に「乳房」
の新生物が多くなって
いる。

婦人検診受診率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：70％　平成31年度：72％　平成32年度：74％　平成33年度：76％　平成34年度：78％　平成35年度：80％)
検診受診の促進（乳がん検診、子宮がん検診ともに80％以上）

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

2 既
存 感冒薬配布 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 １ エ,ス

被保険者を対象に10月に
かぜ薬・うがい薬を配布
と併せ、電話健康相談の
周知を行う

ス
事業所を通じ全被保険者
に配布 17,280 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300

感冒薬配布　24,500セッ
ト

感冒薬配布　24,500セッ
ト

感冒薬配布　24,500セッ
ト

感冒薬配布　24,500セッ
ト

感冒薬配布　24,500セッ
ト

感冒薬配布　24,500セッ
ト

かぜ薬配布に併せて電話健康相談の
周知

季節性疾患受診者数で
は未就学児を含む0〜9
歳の受診者数が極めて
高く、10月〜3月にピー
クを迎える。

感冒薬配布率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：100％　平成31年度：100％　平成32年度：100％　平成33年度：100％　平成34年度：100％　平成35年度：10
0％)全被保険者を対象に感冒薬の完全配布

ヘルスリテラシーの向上(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)平成35年度において、
個人健康情報提供ツール（Ｐep Ｕp）の登録率を45％とし自身の健康状況を把握できる被保険者が増加する

2,3 既
存

インフルエン
ザ予防接種 全て 男女

0
〜
6

被扶養
者 １ ク,シ

0〜6歳の未就学児へのイ
ンフルエンザ予防接種を
奨励し1,500円を上限に年
2回実費を補助する ス

0〜6歳までの未就学児に
対するインフルザ脳症の
予防
0〜6歳までの未就学児を
扶養する被保険者に対す
る医療費適正化の喚起

2,400 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
未就学児に対するインフ
ルエンザ予防接種率　30
％

未就学児に対するインフ
ルエンザ予防接種率　32
％

未就学児に対するインフ
ルエンザ予防接種率　34
％

未就学児に対するインフ
ルエンザ予防接種率　36
％

未就学児に対するインフ
ルエンザ予防接種率　38
％

未就学児に対するインフ
ルエンザ予防接種率　40
％

未就学児に対するインフルエンザ脳
症等の重症化予防

季節性疾患受診者数で
は未就学児を含む0〜9
歳の受診者数が極めて
高く、10月〜3月にピー
クを迎える。

インフルエンザ予防接種率(【実績値】-　【目標値】平成30年度：30％　平成31年度：32％　平成32年度：34％　平成33年度：36％　平成34年度：38％　平成35
年度：40％)インフルエンザ予防接種の推奨

未就学児医療費の理解度(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20％　平成31年度：25％　平成32年度：30％　平成33年度：35％　平成34年度：40％　平成35年度：45％)未就学児を扶養する被
保険者の医療費適正化意識の向上

体
育
奨
励

1,2,5 既
存 体育大会 全て 男女

18
〜
74

被保険
者 ２ ケ,シ

年度当初に事業所が策定
するＪＡスマートライフ
プロジェクトに基づき開
催された大会への補助
野球、排球、孔球の県大
会を予選、決勝として開
催

ア,コ

事業所が計画し実施する
役職員を対象とした体育
大会等への補助
役職員連盟との共催

8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200

役職員を対象とした運動
習慣づけ事業を実施する
事業所　20事業所

役職員を対象とした運動
習慣づけ事業を実施する
事業所　22事業所

役職員を対象とした運動
習慣づけ事業を実施する
事業所　24事業所

役職員を対象とした運動
習慣づけ事業を実施する
事業所　26事業所

役職員を対象とした運動
習慣づけ事業を実施する
事業所　28事業所

役職員を対象とした運動
習慣づけ事業を実施する
事業所　30事業所

事業主が実施計画し、職員の健康度
を向上させる大会等の積極的支援

特定健診より問診分析
を行った結果、2013年
度を100％とした場合、
男女ともに年々運動習
慣が低下している。

医療費に占める「循環
器疾患」は男性で30代
から上位を占め、50代
から一位となる。
また、女性も高齢化に
伴い上位を占める。

「精神及び行動の障害
」における長期欠勤者
が増加しており、メン
タル疾患での通院が増
加傾向にある。

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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体育大会開催事業所(【実績値】-　【目標値】平成30年度：20事業所　平成31年度：22事業所　平成32年度：24事業所　平成33年度：26事業所　平成34年度：28事
業所　平成35年度：30事業所)・ＪＡスマートライフプロジェクト実践の促進（加入事業所の100％）

健康経営の意識(【実績値】-　【目標値】平成30年度：25％　平成31年度：30％　平成32年度：35％　平成33年度：40％　平成34年度：45％　平成35年度：50％)事業主が健康経営を理解し取り
組み方法も理解する

予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

新新
規規
既既
存存

事業名事業名
対象者対象者 注2)注2)

実施実施
主体主体

注3)注3)
プロセスプロセス

分類分類
実施方法実施方法

注4)注4)
ストラクストラク

チャーチャー
分類分類

実施体制実施体制
予算額(千円)予算額(千円)

事業目標事業目標 健康課題との関連健康課題との関連実施計画実施計画
対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 平成30年度平成30年度 平成31年度平成31年度 平成32年度平成32年度 平成33年度平成33年度 平成34年度平成34年度 平成35年度平成35年度

アウトプット指標アウトプット指標 アウトカム指標アウトカム指標

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導・受診勧奨  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．後発医薬品の使用促進  ８．その他の事業
注２) １．健保組合  ２．事業主が主体で保健事業の一部としても活用  ３．健保組合と事業主との共同事業
注３) ア．加入者等へのインセンティブを付与  イ．受診状況の確認（要医療者・要精密検査者の医療機関受診状況）  ウ．受診状況の確認（がん検診・歯科健診の受診状況）  エ．ＩＣＴの活用（情報提供でのＩＣＴ活用など）  オ．専門職による対面での健診結果の説明  カ．他の保険者と共同で集計データを持ち寄って分析を実施

キ．定量的な効果検証の実施  ク．対象者の抽出（優先順位づけ、事業所の選定など）  ケ．参加の促進（選択制、事業主の協力、参加状況のモニタリング、環境整備）  コ．健診当日の面談実施・健診受診の動線活用  サ．保険者以外が実施したがん検診のデータを活用  シ．事業主と健康課題を共有  ス．その他
注４) ア．事業主との連携体制の構築  イ．産業医または産業保健師との連携体制の構築  ウ．専門職との連携体制の構築（産業医・産業保健師を除く）  エ．他の保険者との共同事業  オ．他の保険者との健診データの連携体制の構築  カ．自治体との連携体制の構築  キ．医療機関・健診機関との連携体制の構築

ク．保険者協議会との連携体制の構築  ケ．その他の団体との連携体制の構築  コ．就業時間内も実施可（事業主と合意）  サ．運営マニュアルの整備（業務フローの整理）  シ．人材確保・教育（ケースカンファレンス∕ライブラリーの設置）  ス．その他

平成30年1月17日  [ この内容は未確定です。] 
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