
健康経営５００社、中小１万社健康宣言 
の認定について 

資料３ 



日本健康会議 実行委員会の設置について 

○第７回健康投資WGにおいて、次回以降、日本健康会議における「健康経営500社WG」、「中小
１万社WG」との合同開催することとされた。 

○今回、それぞれのWGが掲げるKPIを達成するための実行委員会（事務局）を日本健康会議内に
設置して、目標達成に必要な取組を行う。 

 

健康経営500社実行委員会 
（健康経営500社認定事務局） 

 

委員候補：健康経営500社に関係する日本健康会
議実行委員メンバーの所属機関 

  Ex) 日商、健保連、経団連、医療関係機関 など 

中小１万社健康宣言実行委員会 
（中小１万社健康宣言認定事務局） 

 

委員候補：中小1万社健康宣言に関係する日本健
康会議実行委員メンバーの所属機関 

  Ex) 日商、協会けんぽ、医療関係機関 など 

 

次世代ヘルスケア産業協議会 
 

座長：永井良三 自治医科大学学長 
委員：横倉会長、森教授 等 

 

【合同開催】 
 

健康投資WG・健康経営500社WG・中小１万社健康宣言WG 
 

 主査：森晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所教授 

 

日本健康会議 
 

発足人：三村日商会頭、横倉医師会会長 等 

事務局長：渡辺俊介氏 
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日本健康会議 

健康経営500社実行委員会（健康経営500社認定事務局） 
 【事務局代表団体：未定、 オブザーバー：厚労省・経産省】 
事務のイメージ：健康企業の登録受付、リスト化、公表  等 ） 

健康保険組合 ＆ 企業 

主催 

情報発信ガイダンスや健康
経営度調査（健康経営
銘柄）等を踏まえ、一定の
基準を満たす企業を抽出 

企業＆健康保険組合が連
名で、抽出候補先企業とし
て登録 

公表 

健康経営５００社の認定スキーム （案） 

○「宣言４：健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社以上とする。」の達成
に向け、選定基準の策定及び、日本健康会議内に選定業務の実施体制を整備することが必要。 

○経済産業省で実施・策定する健康経営銘柄や情報発信ガイダンス等との連携が重要。 

登録基準 （案） 
 

  経済産業省が実施
する「健康経営銘柄
（健康経営度調査）」や
「情報発信のガイダン
ス」を踏まえて設定。 

 
 
（基準）「情報発信ガイダン
ス」を踏まえた情報発信を
行うとともに、下記の項目
等について、達成されて
いること。 

・従業員の検診受診率を
100％にすること 

・○×▲の実施を行うこと 
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日本健康会議 

認定事務の代理機関（＝都道府県拠点を有する組織） 

中小企業 

主催 

事前チェックした上で提出 

健康宣言シート（仮称） 
の提出 

公表 登録基準 （案） 
 

  経産省及び厚労省
が策定する「健康経
営優良企業認定制
度」の認定基準を参
考に設定。 

 
 
（基準）下記の項目等に
ついて、実施することを
宣言していること。 

・従業員の検診受診率を
100％にすること 

・○×▲の実施を行うこと 
・その他、各地域におけ
る独自項目 

○「宣言５：協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を1万社以上とす

る。」の達成に向け、登録基準の策定及び、日本健康会議内に登録受付の実施体制を整備する
ことが必要。 

○各団体の地域拠点における取組を尊重しつつ、運営を設計することが重要。 
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中小１万社健康宣言の認定スキーム （案） 

中小１万社健康宣言実行委員会（中小１万社健康宣言認定事務局） 
 【事務局代表団体：未定、 オブザーバー：厚労省・経産省】 
事務のイメージ：健康宣言企業の登録受付、リスト化、公表  等 ） 



（参考資料） 
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日 本 健 康 会 議 
◆ 経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが手を携え、健康寿命の延伸とともに医療費の適正化を図る 

ことを目的として、自治体や企業、保険者における先進的な予防・健康づくりの取組を全国に広げるため、
民間主導の活動体である「日本健康会議」を2015年７月10日に発足。 

◆ 自治体や企業・保険者における先進的な取組を横展開するため、2020年までの数値目標（KPI）を入れた
「健康なまち・職場づくり宣言2020」を採択。 

◆ この目標を着実に達成するため、 
  ①取組ごとにワーキンググループを設置し、厚労省・経産省も協力して具体的な推進方策を検討し、              
   ボトルネックの解消や好事例の拡大を行う。 
  ②「日本健康会議 ポータルサイト」を開設し、例えば、地域別や業界別などの形で取組状況を 
   「見える化」し、競争を促す。 
日時：2015年7月10日（金）11:45－12:35 
会場：ベルサール東京日本橋 
人数：報道メディア、保険者、関係者など、計1,000名程度 

5 

(参考)第二部 先進事例の取組紹介（13:00－15:00）  
・津下一代（あいち健康の森健康科学総合センター長）・西川太一郎（東京都荒川区長）・向井一誠（協会けんぽ広島支部長） 
・谷村遵子（三菱電機健康保険組合）・南場智子（株式会社ディー・エヌ・エー 取締役会長） 

１． 趣旨説明 日本商工会議所 （会頭 三村 明夫） 
２． キーノートスピーチ 東北大学大学院 

医学系研究科 
（教授 辻 一郎 ） 

３． メンバー紹介        
４． ｢健康なまち・職場 
   づくり宣言２０２０｣ 

健康保険組合 
連合会 （会長 大塚 陸毅） 

５． 今後の活動について 日本医師会 （会長 横倉 義武） 
６． 来賓挨拶 厚生労働省 （大臣 塩崎 恭久） 
   （総理挨拶） （官房副長官 加藤 勝信） 
７． フォトセッション    

日本健康会議の様子 



 日本経済団体連合会  会長 榊原 定征 

 日本商工会議所 会頭 三村 明夫 

 経済同友会 代表幹事 小林 喜光 

 全国商工会連合会 会長 石澤 義文 

 全国中小企業団体中央会 会長 大村 功作 

 日本労働組合総連合会 会長 古賀 伸明 

 健康保険組合連合会  会長 大塚 陸毅 

 全国健康保険協会 理事長 小林 剛 

 全国国民健康保険組合協会 会長 真野 章 

 国民健康保険中央会  会長 岡﨑 誠也 

 全国後期高齢者医療広域連合協議会 会長 横尾 俊彦 

 全国知事会 会長 山田 啓二 

 全国市長会 会長 森 民夫 

 全国町村会  会長 藤原 忠彦 

 日本医師会  会長 横倉 義武 

 日本歯科医師会  会長 髙木 幹正 

 日本薬剤師会 会長 山本 信夫 

 日本看護協会 会長 坂本 すが 

 日本栄養士会 会長 小松 龍史 

 チーム医療推進協議会 代表 半田 一登 

 住友商事 相談役 岡 素之 

 自治医科大学 学長 永井 良三 

 東北大学大学院医学系研究科 教授 辻 一郎 

 あいち健康の森健康科学総合センター  センター長 津下 一代 

 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 教授 森山 美知子 

 千葉大学予防医学センター 教授 近藤 克則 

 京都大学産官学連携本部 客員教授 宮田 俊男 

 日本糖尿病学会 理事長 門脇 孝 

 東京都荒川区 区長 西川 太一郎 

 読売新聞グループ本社  取締役最高顧問 老川 祥一 

 テレビ東京  相談役 島田 昌幸 

 共同通信社 社長 福山 正喜 
○事務局は、実行委員会方式で運営（事務局長：渡辺俊介 元日経新聞論説委員） 

 
 日本健康会議   
実行委員  
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