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「健康経営・健康投資」とは 
健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考
えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。 
健康投資とは、健康経営の考え方に基づいた具体的な取組。 
企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは、従業員の活力向上や生産
性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが
期待される。 

    

組織の活性化 
生産性の向上 

従業員の健康増進 
従業員の活力向上 

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営） 

人的資本に対する投資 
（従業員への健康投資） 

業績向上 
企業価値向上 

社会への効果 
国民のQOL（生活の質）の向上 
ヘルスケア産業の創出 
あるべき国民医療費の実現 

優秀な人材の獲得 
人材の定着率の向上 
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【 大企業 等 】 

【 中小企業 等 】 

 健康経営に係る顕彰制度について（全体像） 

大企業・大規模医療法人等※ 

健康経営度調査への回答 

健康宣言に取り組む法人・事業所 
(日本健康会議 宣言５) 

中小企業・中小規模医療法人等※ 

健康経営銘柄 
33社 

500法人 

10,000法人 

健康経営優良法人 
健康経営に取り組む法人・事業所 
（日本健康会議 宣言４） 

健康経営優良法人 
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 健康経営に取り組む企業を顕彰する「健康経営銘柄」は社会的に大きな反響を得た。 
 「健康経営優良法人」については、日本健康会議との連携を図るため、大規模法人部門は2020
年までに500社以上を目指すこととし、中小規模法人部門は保険者が進める「健康宣言」に取り
組んでいる企業から認定することとしている。 
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【健康経営銘柄】 
 
 
 
 

健康経営優良法人 
【大規模法人部門】 

 
 
 
 

健康経営優良法人 
【中小規模法人部門】 

 
 
 
 

卸売業 

東京証券取引所 

上場会社 

101人以上 1人以上100人以下 

小売業 51人以上 1人以上50人以下 

医療法人・ 
サービス業 101人以上 1人以上100人以下 

製造業その他 301人以上 1人以上300人以下 

＜健康経営に係る顕彰制度の対象法人＞ 

健康経営に係る顕彰制度について（対象法人一覧） 
 健康経営に係る各種顕彰制度を推進することで、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、
従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦
略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備する。 



「健康経営優良法人2017」の認定 

＜「健康経営優良法人2017」発表会の様子＞ 

＜「健康経営優良法人2017」プレスリリースと認定法人一覧＞ 

http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170221008/20170221008.html 

（プレスリリース本文） （大規模法人リスト（一部）） 

（中小規模法人リスト①） （中小規模法人リスト②） 
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 日本健康会議が「健康経営優良法人2017」を認定。 
 初回となる今年は、大規模法人部門が235法人、中小規模法人部門が318法人が認定された。 



日本健康会議について 

【主な参加団体】 
・日本経済団体連合会 
・日本商工会議所 
・経済同友会 
・日本労働組合総連合会 
・健康保険組合連合会 
・全国健康保険協会 
・全国国民健康保険組合協会 
・全国知事会、市長会、町村会 
・日本医師会 
・日本歯科医師会 
・日本薬剤師会 
・日本看護協会 
・自治医科大学  他 7 

 経済界・医療関係団体・自治体のリーダーが手を携え、国民一人ひとりの健康寿命延伸
と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行
うために組織された活動体。2020年までに「健康経営」に係る数値目標２つを含む８つ
の宣言を達成すること目的に活動。 
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① 協会けんぽ支部や健康保険組合連合会支部が
実施している健康宣言事業※に参加。 

   ※地域によって名称が異なるため、詳しくは保険者に照会。 

② 健康宣言での宣言項目を中心としつつ、認定制
度の評価項目に掲げる事項に取り組む。 

  自社の取組状況が、認定条件に達しているか必
要書類を用意しつつ、自主確認を行う。 

③ ②の自主確認の結果、十分に取り組めていると
判断した場合は、申請書に必要書類を添付の
上、主として加入する保険者に12月８日迄に提
出する。 

   ※一度、受理した申請書は認定結果に関わらず返却しない。 

ステップ１ 

•健康宣言を行い、申請資格を
得る。 

ステップ２ 

•自社の取組状況を確認し、基
準の適合状況を自主確認す
る。 

ステップ３ 

•申請書に適合状況を記載し、
提出する。 

健康経営優良法人２０１８（中小規模法人部門）申請について 
 健康経営優良法人(中小規模法人部門)の申請に関する手続は以下のとおり。 
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大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件 

１．経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須 

２．組織体制 健康づくり担当者の設置 必須 

 

３
．
制
度
・
施
策
実
行 

従業員の健康課題
の把握と必要な 
対策の検討 

健康課題の把握 
①定期健診受診率(実質100％) 

左記①～④のうち 
２項目以上 

②受診勧奨の取り組み 

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 

対策の検討 ④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定 

健康経営の実践に 
向けた基礎的な 
土台づくりと 

ワークエンゲイジメント 

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定 

左記⑤～⑧のうち 
少なくとも１項目 

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み 

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み 

病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外) 

従業員の心と身体の 
健康づくりに向けた 
具体的対策 

保健指導 ⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み 

左記⑨～⑮のうち 
３項目以上 

健康増進・ 
生活習慣病 
予防対策 

⑩食生活の改善に向けた取り組み 

⑪運動機会の増進に向けた取り組み 

⑫受動喫煙対策に関する取り組み 
（※「健康経営優良法人2019」の認定基準では必須項目とする） 

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み 

過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み 

メンタルヘルス対策 ⑮不調者への対応に関する取り組み 

４．評価・改善 保険者へのデータ提供 
（保険者との連携） (求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須 

５．法令遵守・リスクマネジメント 

定期健診を実施していること(自主申告) 

必須 
保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施（自主申告） 

50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること(自主申告) 

従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていないこと(自主
申告) 

 健康経営優良法人2018(中小規模法人部門)の認定基準 
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中小規模法人部門の認定基準解説書等について 
 「健康経営優良法人」の評価項目を踏まえた「健康経営優良法人認定制度（中小規模法人部
門）」の認定基準解説書を作成。 

 本年度行った評価項目の見直し等を踏まえ、認定基準解説書も見直しを行った。 

 ○「健康経営優良法人2018」評価項目に係る追記 
  ①必須項目の追加 
   ・定期健診の実施 
   ・保険者による特定健康診査・保健指導の実施 
   ・50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施 
  ②選択項目の追加 
   病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み 
 ○評価項目で求める内容の明確化 
  ・定期健康診断の健診項目の明記 
  ・特定健康診査・特定保健指導の解説 
  ・労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の解説 

 ○その他 
  ・申請内容に虚偽等があった場合の対処の方針の追記 

＜健康経営優良法人2017版からの主な変更点＞ 



12 

１．経営理念・方針（経営者の自覚）【必須項目】 
 （評価項目）健康宣言の社内外への発信・経営者自身の健診受診 

【項目番号１】（基準解説書４ページ、申請書4ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 経営者が、従業員やその家族の健康管理を経営課題として認識し、組織として対策に取り
組む旨を文書等への明文化を通じて意思表示することを通じ、従業員の健康保持・増進に向
けた取り組みを開始する契機とする等の観点から問うもの。 
 また、経営者本人が率先して従業員の行動規範になるべきことから、本項目において経営
者自身の健康管理の状況を問うもの。 

○適合基準（抜粋） 
以下①及び②のいずれも満たすことをもって適合とする。 
①全国健康保険協会等保険者のサポートを受けて、健康宣言書を策定等し、その文書等を
従業員その他の関係者に対し表示していること。また、健康宣言が明文化された文書は、
従業員及び取引先など社会一般のいずれもが閲覧できる状態にすること。 

②経営者自身が、年に１回定期的に健康診断を受診していること。 

【ポイント】 
①協会けんぽ等が実施する健康宣言事業に参加すること 
②経営者自身が健康診断を受診していること 
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２．組織体制【必須項目】 
 （評価項目）健康づくり担当者の設置 

【項目番号２】（基準解説書５ページ、申請書５ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 従業員の健康保持・増進に関する取り組みを実践する担当者を配置し、経営者、産業医、
保険者及び健康経営アドバイザー等と適切な報告、連絡及び相談等を行うことで、組織全体
に取り組みを展開するために必要な組織体制の構築を行っているかを問うもの。 

○適合基準（抜粋） 
 事業場ごとに従業員の健康管理(健康診断や保健指導の実施、特定保健指導の連絡窓口等
の実務)を担当する者を定めていること 

【ポイント】 
・基本的に全ての事業場に「健康づくり担当者」を設置す
ること 
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（小項目）健康課題の把握 
 （評価項目）受診勧奨の取り組み 

【項目番号３－１－２】（基準解説書７ページ、申請書７ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 自社の従業員の労働環境や健康課題を把握した上で、各従業員（及びその家族）が自身の
健康状態を把握・改善するために、事業主（経営者）の法的義務である「定期健康診断の実
施」に加えて、再診やがん検診等の任意健診を受診しやすい環境を整えているかを問うも
の。 

○適合基準（抜粋） 
以下①又は②のいずれかを満たすことをもって適合とする。【選択式】 
①定期健康診断等の結果、精密検査が必要あるいは要治療の従業員に対して、受診を促す
ための取り組み又は制度がある。  

②従業員に対し、がん検診等、任意検診の受診を促す取り組み又は制度がある。 

【ポイント】 
・「定期健康診断」を受診しやすい環境づくりへの取組等
は含まない 
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（小項目）健康課題の把握 
 （評価項目）５０人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 

【項目番号３－１－３】（基準解説書８ページ、申請書８ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 従業員の職業性ストレスを客観的に把握し、組織又は部署・部門別のストレス傾向等の状
況把握を行っているかを問うもの。 

○適合基準（抜粋） 
 従業員50人未満の事業場においても、ストレスチェック制度に準じて、ストレスチェッ
クを実施していること。 
 または、50人未満の事業場がなく、かつ、労働安全衛生法の義務である50人以上の事業
場におけるストレスチェックを実施している場合も、本項目を満たしているものとする。 

【ポイント】 
・５０人未満の事業場におけるストレスチェックも法令に
準じた手順で実施すること。 

・いわゆる「セルフチェック」は含まない 
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（小項目）健康増進・生活習慣病予防対策 
 （評価項目）食生活の改善に向けた取り組み 

【項目番号３－３－２】（基準解説書１６ページ、申請書１５ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の食生活改善を促す取り組みを行っ
ているかを問うもの 

○適合基準（抜粋） 
 従業員の健康課題に基づき、従業員の食生活の改善に向けた普及啓発等の取り組みを継
続的に行っていること 

【ポイント】 
・従業員の健康課題に基づいた取組であること 
・継続的に行っていること 
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（小項目）健康増進・生活習慣病予防対策 
 （評価項目）運動機会の増進に向けた取り組み 

【項目番号３－３－３】（基準解説書１７ページ、申請書１６ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の運動を促す取り組みを行っている
かを問うもの 

○適合基準（抜粋）     
 従業員の健康課題に基づき、従業員の運動機会の増進に向けた取り組みを継続的に行っ
ていること 

【ポイント】 
・従業員の健康課題に基づいた取組であること 
・継続的に行っていること 
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（小項目）健康増進・生活習慣病予防対策 
 （評価項目）受動喫煙対策に関する取り組み 

【項目番号３－３－４】（基準解説書１８ページ、申請書１７ページ） 

○設置趣旨（抜粋） 
 受動喫煙防止に向けて、適切な環境が整備されているかを問うもの 

○適合基準（抜粋） 
 従業員の受動喫煙防止に向け、全ての事業場において、敷地内禁煙、屋内完全禁煙又は
喫煙室内以外禁煙を行っていること 

【ポイント】 
・「健康経営優良法人2019」の認定基準では、「必須項
目」とする予定。適合基準の詳細は今後検討。 



19 

（小項目）保険者との連携【必須項目】 
 （評価項目）（求めに応じて）40歳以上の従業員の健康診断データの提供 

【項目番号４】（基準解説書２３ページ、申請書２１ページ） 

○設置趣旨 
 健康経営に取り組む各組織が、保険者へのデータ提供の重要性を認識することで、保険者
による健康医療情報の分析を通じた効果的・効率的な保健事業を推進する観点から問うもの 

○適合基準     
 以下①又は②のいずれかを満たすことをもって適合とする。【選択式】  
①保険者に対し、従業員の40歳以上の健康診断データを提供していること 
②保険者からの求めに応じ、40歳以上の従業員の健康診断データを提供する意志表示を保
険者に対し行っていること 

【ポイント】 
①データの提供日を保険者に確認し記載すること 
②あらかじめ保険者と「同意書」等を交わしその旨を記載
すること 
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法令遵守・リスクマネジメント【必須項目】 
 （評価項目）定期健診を実施していること 
          保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施 
          50人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること 
          その他、従業員の健康管理に関する法令について重大な違反をしていない

こと 

【誓約書】（基準解説書２４ページ、申請書２２ページ） 

○設置趣旨 
 健康経営優良法人の認定にあたり、法令違反や労働災害の発生等の安全衛生上の状況につ
いて問うもの。 
 なお、法人自身の自主申告(宣誓)をもって、評価を行う。 
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【誓約書】（基準解説書２４ページ、申請書２２ページ） 
○適合基準 
誓約書により、以下を誓約すること 
・労働安全衛生法第66条に基づき、健康診断を行っていること。 
・労働安全衛生法第66条の10に基づき、従業員50人以上の事業場における医師、保健師、
その他厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査（スト
レスチェック）を行っていること。 

 
・過去３年以内に、以下の事実がないこと。 
①労働基準法、労働安全衛生法等の従業員の健康管理に関する法令に係る違反により、送
検されている、行政機関により法人名が公表されている、又は是正勧告を受けたが是正
措置を講じていないこと。 
➁長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令の同一条項に複数回違反していること。 
③労働安全衛生法第78条又は第79条に基づき安全衛生管理特別指導事業場に指定されてい
ること。 

【ポイント】 
①「保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施」は、
主たる保険者において確認 

②「長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令」を基
準解説書に記載 
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健診制度の解説、申請内容に虚偽等があった場合の対処方針等 

○制度の解説（基準解説書２５ページ～２７ページ） 
 ・定期健康診断について 
 ・保健指導について 
 ・特定健康診査・特定保健指導について 
 ・ストレスチェック制度について 

○申請内容に虚偽等があった場合の対処の方針（基準解説書２８ページ） 
 本制度への申請にあたって、虚偽の申請を行っていた場合又は「５．法令遵守・リスクマネ
ジメント」において誓約する事項に違反があった場合は、認定を行わない又は取り消すこととす
る。 

○その他 
 ・個人情報の取扱には十分注意してください。 
 ・経営者と一部の担当者のみが本制度への申請を認知するのではなく、健康経営は経営マ
ネジメントという観点からも従業員に対し、健康経営に取り組んでいることや本制度へ申請
すること等を周知するよう努めてください。 
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認定基準の適合状況の公表について 
 健康経営優良法人2018に認定された法人については、各法人が評価された項目を具
体的にアピールすることや、法人自身のコミットメントを社内外に示す観点から、どの評価
項目を満たしているのかを公表することとしている。 

各社のアピールする取組

①定期健診
受診率(実
質100％)

②受診勧奨
の取り組み

③50人未
満の事業場
におけるスト
レスチェックの
実施

④健康増
進・過重労
働防止に向
けた具体的
目標(計画)
の設定

⑤管理職又
は一般社員
に対する教
育機会の設
定

⑥適切な働
き方実現に
向けた取り
組み

⑦コミュニケ
－ションの促
進に向けた
取り組み

⑧病気の治
療と仕事の
両立の促進
に向けた取り
組み(⑮以
外)

⑨保健指導
の実施又は
特定保健指
導実施機会
の提供に関
する取り組み

⑩食生活の
改善に向け
た取り組み

⑪運動機会
の増進に向
けた取り組み

⑫受動喫煙
対策に関す
る取り組み

⑬従業員の
感染症予防
に向けた取り
組み

⑭長時間労
働者への対
応に関する
取り組み

⑮不調者へ
の対応に関
する取り組み

A法人 ②受診勧奨の取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B法人 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

C法人 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

D法人 ⑩食生活の改善に向けた取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E法人 ⑮不調者への対応に関する取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

F法人
⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設
定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

G法人 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H法人 ⑪運動機会の増進に向けた取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

I法人 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J法人 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

【公表イメージ】 
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1.健康経営優良法人認定制度について 
 

2.中小規模法人部門認定基準解説書のポイント 
 

3.今後のスケジュール 
 

4.（参考１）各地の支援事業の紹介 
 

5.（参考２）今後の「健康経営」の方針等 

本日の説明 



今後のスケジュール 
 「健康経営優良法人2018」に係るスケジュールは以下のとおり。 

２０１７年 ２０１８年 

11月 12月 1月 2月 ３月 … 

健
康
経
営
優
良
法
人
２
０
１
８ 

大
規
模
法
人 

中
小
規
模
法
人 

審査 
期間 

認定期間 
 
 

～2019年 
3月31日 

健
康
経
営
優
良
法
人 

２
０
１
８
の
発
表 申請受付期間 

（１１月６日～ 
   １２月８日） 
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申請受付期間 
（１１月中旬
～１２月８
日） 
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1.健康経営優良法人認定制度について 
 

2.中小規模法人部門認定基準解説書のポイント 
 

3.今後のスケジュール 
 

4.（参考１）各地の支援事業の紹介 
 

5.（参考２）今後の「健康経営」の方針等 

本日の説明 



 協会けんぽの健康宣言事業と連動した自治体による表彰制度や、地銀、信金等民間企
業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に対し、インセンティブを
付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ措置例 

①金融機関が提供するインセンティブ（取組数：70） 

・融資優遇 ・保証料の減額や免除 

④自治体が提供するインセンティブ（取組数：8） 

・融資優遇、保証料の減額 ・奨励金や補助金 

③公共調達加点評価（取組数：4） 

・自治体が行う公共工事・入札審査で入札加点 

⑤求人票への記入（取組数：4） 

・ハローワーク等で求人資料にロゴやステッカーを使用 

②自治体などによる認定表彰制度（取組数：35） 

・自治体など独自の健康経営企業認定 

・県知事による表彰 

（参考）地域住民対象のインセンティブ（取組数：14） 

・健診受診者を対象とした定期預金等 
27 



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に対し、イン
センティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ（北海道） 

北洋銀行（ほくよう健康増進サポートローン） 

岩見沢市 公共調達加点評価 

（参考）日高信用金庫（ひだかしんきん健康サポート預金） 

北海道信用保証協会（すこやか北海道） 

札幌商工会議所 （健康企業宣言運動） 
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空知信用金庫（選択型事業ローン（飛翔）） 



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に対し、イン
センティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ（東北） 

青森県 求人票への記入 

つがる市（つがる健康経営企業認定） 

むつ市（むつ市制度資金融資特別保証制度） 

東奥信用金庫（とうしんレディースマイカーローン） 

青森銀行（ながいきエール） 

みちのく銀行（ふるさと・いきいき） 

青森県信用組合（新フリーローン） 

青い森信用金庫（健康宣言登録事業所金利優遇） 
岩手銀行 

（いわぎん健康経営サポートローン） 

北日本銀行 
（きたぎん『いわて健康経営宣言』事業所応援ローン） 

秋田銀行 
（（あきぎん〉生活応援ローンＡサポート『ケアコース』」）） 

福島銀行（社員の健康づくり宣言事業所応援融資） 

東邦銀行（スーパーローン「健康経営応援プラン」） 

大東銀行（特別優遇金利） 

荘内銀行（ドリームコンシェル） 

二本松信用金庫（消費資金の金利優遇） 

（参考）相双五城信用組合（新地町健康応援定期） 

山形銀行（マイカーローン・教育ローン） 

青森県 公共調達加点評価（入札資格審査） 

弘前市 公共調達加点評価（建設・総合評価） 

宮城県 求人票への記入 

宮城県（スマートみやぎ健民会議優良会員認定） 

秋田県（健康づくり推薦事業者等表彰） 

山形県（やまがた健康づくり大賞） 

青森市（あおもり健康づくり実践企業認定制度） 

弘前市（ひろさき健やか企業認定制度） 

むつ市（むつ市すこやかサポート事業所） 

青森県（健康経営認定制度） 

宮城県（がんばる中小企業応援資金信用保証料軽減） 

七十七銀行（マイカー・教育・フリープラン） 

仙台銀行（「職場健康づくり宣言制度」支援） 

石巻商工信用組合（目的ローン・フリーローン） 
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 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に対し、イン
センティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ （関東） 

群馬銀行（ぐんぎんスモールビジネスローン） 

千葉市（千葉市健康づくり推進事業所） 

神奈川県（CHO構想推進事業所登録事業） 

横浜市（横浜健康経営認証制度） 

前橋市（まえばしウェルネス企業） 

東和銀行（生き活き 健康事業所宣言） 

高崎信用金庫（生き活き 健康事業所宣言） 

アイオー信用金庫（生き活き 健康事業所宣言） 

利根郡信用金庫（生き活き 健康事業所宣言） 

館林信用金庫（生き活き 健康事業所宣言） 

北群馬信用金庫（生き活き 健康事業所宣言） 

あかぎ信用組合（生き活き 健康事業所宣言） 

群馬県信用組合（生き活き 健康事業所宣言） 

足利銀行（健康経営応援ローン） 

（参考）足利小山信用金庫（健康サポート定期） 

常陽銀行（常陽健康経営サポートローン） 

筑波銀行（地域復興支援プロジェクト「あゆみ『振興支援ロー
ン』」の金利割引） 

みずほ銀行（東京都中小企業制度融資「政策特別融資」健
康アシスト） 

西武信用金庫（健康優良企業サポートローン） 

東京信用保証協会（健康企業応援・ダイバーシティ推進保証
制度） 

（参考）横浜信用金庫（「《よこしん》健康ライフ応援定期」） 

（参考）湘南信用金庫（ちがさき生涯現役定期預金） 

埼玉県信用保証協会（健やか） 

長野県（中小企業振興資金しあわせ信州創造枠） 

（参考）松本信用金庫（健康寿命延伸定期積金） 

新潟県（元気いきいき健康企業登録制度） 

第四銀行（地方創生応援資金） 

掛川市（かけがわ健康づくり実践事業所） 

静岡県（ふじのくに健康づくり推進事業所宣言） 

（参考）静岡銀行（しずぎん健康応援定期） 

（参考）横浜銀行（伊勢原市と連携した「特別金利定期預金」） 

（参考）塩沢信用組合（いきいき健康特別金利定期預金） 
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東京東信用金庫（健康経営従業員向け金利優遇） 

横浜市（よこはまプラス資金融資利率割引） 



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に
対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ （中部） 

十六銀行 
（エブリサポート２１『健康経営Ⓡプラン』） 

愛知銀行（事業者応援ローン健康経営応援プラン） 

名古屋銀行（名銀健康経営サポートローン） 

中京銀行（多目的ローン【フリー・プラン】） 

愛知県信用保証協会（あいち健康宣言応援保証） 

岐阜県（岐阜県中小企業資金融資制度） 

富山県（「のばそう健康寿命」チャレンジ補助金） 

大府市（大府市企業チャレンジ） 

東海市（健康づくり推進優良事業所） 

石川県（健康づくり優良企業表彰） 富山県（『のばそう健康寿命！健康づくり企業大賞』） 

魚津市（健康づくり宣言） 
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高山信用金庫（健康経営推進事業所） 



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に
対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ （近畿） 

みなと銀行（みなとマイカーローン・みなと教育ローン） 
京都信用金庫（パートナーLINE） 

兵庫県（健康づくりチャレンジ企業 補助金等） 

和歌山県（わかやま健康推進企業認定制度） 

滋賀県（健康寿命延伸プロジェクト表彰事業） 

京都府（きょうと健康づくり実践企業認証制度） 

池田泉州銀行（人財活躍応援融資 “輝きひろがる”） 

大阪府（大阪府健康づくりアワード） 
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枚方信用金庫（職域サポート） 



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に
対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ （中国） 

鳥取銀行（地域振興ファンド活力 健康経営プラン、ローン
金利引き下げ） 

山陰合同銀行（ビジネスクイックローンII） 

島根銀行（ヘルス・マネジメント認定事業所金利優遇） 

中国銀行（ちゅうぎん健活企業応援ローン） 

トマト銀行（トマト健活企業応援ローン） 

広島銀行（〈ひろぎん〉健康経営評価融資制度） 

広島県信用保証協会 （ヘルスケア企業保証） 

（参考）西中国信用金庫（下関市健康チャレンジ応援定期
預金） 

山口県 公共調達加点評価（優先指名入札評価項目）  

【県】山口県 求人票への記入 

岡山市（健康経営・ワークライフバランス推進事業者表彰
制度） 

山口県（やまぐち健康経営企業認定制度） 

鳥取県（健康経営マイレージ事業） 

島根県（しまねいきいき健康づくり実践事業所） 
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山陰合同銀行（ローン金利引き下げ） 



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に
対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ （四国） 

伊予銀行（いよぎんビジネスサポートローン） 

愛媛銀行（ひめぎんフリーローン・プレステージ） 

四国銀行（「健康経営サポート融資」） 

徳島銀行（とくぎんトモニ成長戦略ファンド） 

徳島県（健康とくしま応援団健康づくり推進活動功労者知
事表彰） 

香川県（健康経営優良取組事業所） 

高知県（職場の健康づくりチャレンジ表彰） 
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 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等民間企業による低利融資など、企業による従業員の健康増進に係る取組に
対し、インセンティブを付与する自治体、銀行、機関が増加している。 

 （参考）健康経営の推進に関連する地域のインセンティブ （九州沖縄） 

福岡県信用保証協会 
（健康経営応援保証 「すこやか」） 

西日本シティ銀行 
（住宅ローン金利優遇） 

肥後銀行 
（ひぎん健康企業おうえん融資制度） 

（参考）熊本県信用組合（定期預金の利率上乗せ） 

（参考）佐賀東信用組合                  
（佐賀市・鳥栖市健康サポート定期預金） 

大分銀行（地域産業振興資金（働き方改革等推進特
別融資）） 

豊和銀行（地域産業振興資金（働き方改革等推進特
別融資）） 

大分信用金庫（地域産業振興資金（働き方改革等推
進特別融資）） 

大分みらい信用金庫（地域産業振興資金（働き方改
革等推進特別融資）） 

日田信用金庫（地域産業振興資金（働き方改革等推
進特別融資）） 

大分県信用組合（地域産業振興資金（働き方改革等
推進特別融資）） 

（参考）鹿児島興業信用組合（いっど健診） 

那覇市（「頑張る職場の健康チャレンジ」助成事業） 

福岡県 求人票への記入 

沖縄県（沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表
彰）） 

大分県（健康経営事業所認定） 

宮崎県（宮崎県健康長寿推進企業等知事表彰） 

商工中金（地域産業振興資金（働き方改革等推進特
別融資）） 

（参考）宮崎県南部信用組合（たまるくん） 
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1.健康経営優良法人認定制度について 
 

2.中小規模法人部門認定基準解説書のポイント 
 

3.今後のスケジュール 
 

4.（参考１）各地の支援事業の紹介 
 

5.（参考２）今後の「健康経営」の方針等 

本日の説明 



「健康経営の企業価値」への寄与 

従業員のメンタルヘルスと利益率との関係 

（出所）RIETI Discussion Paper Series 14-J-021 
    「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績」－企業パネル 
    データを用いた検証－ 
    黒田祥子（早稲田大学）、山本勲（慶應義塾大学） 

○経済産業研究所の研究プロジェクト（黒田・山本）により、従 
 業員規模100人以上の451企業に対し、メンタルヘルスの不 
 調が企業業績に与える影響を検証。 
○メンタルヘルス休職者比率の上昇した企業は、それ以外の 
 企業に比べ、売上高利益率の落ち込みが大きい。 

メンタルヘルス休職者比率と利益率との関係 

健康経営への投資に対するリターン 

○Ｊ＆Ｊがグループ世界250社、約11万4000人に健康教 
 育プログラムを提供し、投資に対するリターンを試算。 
○健康経営に対する投資１ドルに対して、３ドル分の投資リター 
 ンがあったとされている。 

（出所）「儲かる『健康経営』最前線」ニューズウィーク誌2011年3月号を基に作成 

健康経営への 
投資額（１ドル） 

投資リターン（３ドル） 

 心身の不調は生産性を低下させることが明らかになっている。 
  また、健康経営に対する投資１ドルに対するリターンが３ドルになるとの調査結果もある。 
 健康経営は従業員の生産性向上やコスト削減、企業のイメージアップ等に繋がっていることが示唆される。 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

血圧リスク者率 

脂質異常症リスク者率 

空腹時血糖値リスク者率 

喫煙リスク者率 

メタボ該当率 

高スコア群 

低スコア群 

健康経営の効果① 健康経営と業績の関係性（昨年度調査の結果） 
 東京大学等が、土木建築業種の大企業２３社に対し、健康経営度調査を実施するとともに、健診・レセプト

データ（過去３年分）を突合。 
 健康経営度調査結果の中央値で高スコア群と低スコア群の2群に分け、医療費、各種リスクとの関係性を分析。 
 年間医療費平均、メタボ該当率、喫煙リスク者率、空腹時血糖値リスク者率、脂質異常症リスク者率、血圧リス

ク者率において、高スコア群が低スコア群をいずれも下回る結果が得られた。 

(＊p<0.05) 

170,060  

147,422  

135,000 140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000

年間医療費平均 

高スコア群 低スコア群 

円 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

※リスクの割合は、健康経営度調査に回答した企業個社ごとに、特定健診を受けた者のうちリス
ク者が占める割合を算出し、高スコア群企業、低スコア群企業の中で平均化したもの。 38 



 健康経営の効果② 健康経営と労働市場の関係性（昨年度調査の結果） 
 就活生及び就職を控えた学生を持つ親に対して、健康経営の認知度及び就職先に望む勤務条件等につい

てアンケートを実施。就活生は「福利厚生の充実度」・「従業員の健康や働き方への配慮」との回答が4割を超
え、親では「従業員の健康や働き方への配慮」・「雇用の安定」が4割以上を占める結果となった。 

 「従業員の健康や働き方への配慮」は就活生・親双方で特に高い回答率であった。 
 併せて、就活生が親の意見を参考するか否か調査したところ、７割が考慮すると答え、就職先を検討する上で

親が持つ企業イメージ・情報が重要な要素を占めることが分かった。 

企業理
念･使命
に共感で
きる 

事業に
社会的
な意義が
ある 

知名度
が高い 

企業規
模が大き
い 

従業員
の健康や
働き方に
配慮して
いる 

給与水
準が高い 

雇用が
安定して
いる 

企業の
業績が
伸びてい
る 

企業の
業績が
安定して
いる 

魅力的
な経営
者･人材
がいる 

福利厚
生が充
実してい
る 

その他 無回答 

就活生 38.1 21.7 10.9 9.3 43.8 23.9 24.2 10.9 21.4 26 44.2 2.5 0

就活生の親 18 15.3 2.3 6.7 49.6 31.3 44.5 18 22.4 11.9 18 0.3 8.3

0

10

20

30

40

50

60
就活生 
就活生の親 

（%） 

Ｑ．（就活生）将来､どのような企業に就職したいか。(３つまで) 
Ｑ．（  親  ）どのような企業に就職させたいか｡（3つまで） 

※就活生のN数1399、親のN数1000における複数回答数を就活生、親それぞれで百分率にして比較 

10% 

60% 

23% 

7% 

非常に参考にする 
ある程度参考にする 
あまり参考にしない 
全く参考にしない 

(参考) 
(就活生)就職にあたり親の
意見を参考にするか。 

N=1,399 
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 本年２月に日本健康会議が認定した健康経営優良法人（中小規模法人部門）の ９５社に対し、認定を
受けた効果や具体的なエピソード、今後必要と考えられるサポート等についてのアンケートを実施。 

 今後、今回のアンケート結果を踏まえ、中小規模法人の認定制度等の検討を行っていく。 
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○認定を受けた効果として感じるもの（複数回答） ○具体的なエピソード 

•協会けんぽとの接点が増えた。アドバイス等、協力してもらっている。 
•給与明細等にも「健康経営宣言｣の通知や「禁煙キャンペーンの
案内」を同封することによって家族も巻き込んでの意識向上に繋
がっている。 

•顧客との話のきっかけとなり、健康経営への取組について情報の交
換・提供を行う機会が増えた。 

•名刺交換の際、認定ロゴをきっかけに健康経営についての話題が
広がった。 

•健康経営の取組みについて、医師会、労働基準監督署等講演
依頼が増えた。 

•新聞・雑誌に健康づくりの取組み内容が掲載された。 
•採用の際に健康に配慮した働きやすい職場というイメージが定着
し、女性社員の入社が増えた。 

•新卒者からの問合せが増え、女子学生からの応募が増えた。 
•採用活動の際、求職者からこの認定が志望動機のひとつと言われ
た。 

•健康経営の認定を受け、希望者が大変多くなり、昨年より倍以
上の希望者、採用ができた。 

中小企業向け健康経営の進捗～健康経営優良法人アンケート～ 



 健康経営と企業業績等の関係性などに関する分析・研究結果等の紹介 

 
 

健康経営について 
よく知らない企業 

健康経営に関心を 
持ち始めた企業 

健康経営を始め、 
質を高めようとする企業 

 健康経営を実践することの
メリットについて普及活動 

 健康経営を実践する企業に
対する自治体や民間企業に
よるインセンティブの紹介 

 就職市場における効果な
ど、実践企業のエピソード
紹介 

 

 知識、資金、体制の不備を補 
  う仕組み（健康経営アドバイ 
  ザー等専門人材を各地で活用 
  できる環境の整備等） 
 企業・保険者と健康経営 
  サービス・商品とのマッ 
  チング 
 保険者と連携した健康宣言 
  の促進 

 
 健康経営優良法人の事例紹 
  介等による健康経営の実践 
  に向けたノウハウ提供 
 健康経営において優秀な企 
  業のプレイアップ 
  ①健康経営優良法人認定制 
   度による認定 
  ②メディアでの紹介 
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 ①中小企業への健康経営の更なる普及 

健
康
経
営 

実
践
フ
ェ
ー
ズ 

各
種
取
組 

 中小企業等への健康経営の普及には、企業の認知度・実践度に応じた対策が必要。 



 健康経営度調査のデータ等を活用し、健康経営と企業業績等との相関関係に関する調
査を実施予定。調査を実施するにあたり、既に実施されている民間企業や大学等における
研究・分析の結果やエビデンス等も収集し活用していく。 

 ②健康経営と企業業績等の関係性を調査 
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健
康
経
営
の
実
践 

企
業
業
績
等
の
向
上 

心身の健康 
例）アブセンティーイズム・プレゼンティーイズム損失の低

減、医療費の抑制や事故労災リスクの低減 

企業価値 
例）優秀な人材の確保や企業信頼度の向上 

 

組織 
例）コミュニケーションの活性化や組織への帰属意識、 

コンプライアンス意識の向上 
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出典：健康経営に関する実務者連絡会（※）参加者アンケート 
 ※「丸の内健康街作りを通した、全国ヘルスケアインフラ基盤
の構築に向けた実証事業」 
  （平成２７年度補正予算ＩｏＴ推進のための新産業モデル創
出基盤整備事業 （企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を
活用した行動変容促進事業）） 

 ③健康経営における女性の健康への取組について 
 健康経営を積極的に推進する企業においては、特に女性特有の健康問題対策に高い関
心が寄せられている。女性の健康問題に関する従業員のニーズや企業の取組のベストプラ
クティスを収集し、企業に対して発信していくことが必要。 

 女性の社会進出等の観点から、女性特有の健康課題に対する取組を健康経営銘柄や
健康経営優良法人の基準等において明確化し、優良な取組事例を発信していく。 

7% 

14% 

26% 

30% 

35% 

37% 

37% 

42% 

44% 

49% 

56% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

その他 

ヘルスケアポイントの活用 

対面での健康イベントの実施 

健診結果、医療費、ジェネリック利用等 
の見える化による、従業員への啓蒙 

若手社員への健康に対する 
意識改革、行動変容 

データヘルス計画の立案 

禁煙対策 

各従業員の状態に応じた 
健康増進施策のレコメンド、誘導 

重症化予防等のリスクアプローチ 

40～50代男性のメタボ、 
健康意識対策 

女性特有の健康問題対策 

「健康経営」の取り組みで関心が高いものをお聞かせください。（複数選択可） 

N=43 



【問合せ先】 
 「健康経営優良法人2018」に関するご質問等は、以下のメール 
アドレスまでお問い合わせください。 
 

  健康経営優良法人2018認定委員会事務局 
  E-mail：kenkokeiei@hakuhodo.co.jp 
 
【経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」ＨＰ】 
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/ken
koukeiei_yuryouhouzin.html 
 



  

最後に 
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 昨年度の先行研究の結果を踏まえ、平成29年度より日本医療研究開発機構（AMED）の研究事
業として、より大規模にかつ長期間（2,000名程度、３年間）にわたる厳格な実証事業を実施する。 

 あわせて、平成28年度に策定した「健康情報等交換規約定義書」（交換規約）により、介入研究を
通じて得られる質の高い健康情報等を収集・解析し、生活習慣病改善等に資する行動変容サービス
の高度化につながる人工知能（AI）アルゴリズムの開発等を目指す。 

日本糖尿病学会 植木浩二郎 常務理事（国立国際医療研究センター）を代表とする団体
が採択され、2,000名程度の糖尿病軽症者を対象とした大規模臨床試験を行う。 
その際、先行研究で効果が高かった「七福神アプリ」を使用する。 

糖尿病重症化予防プロジェクト －今年度以降の取組（より厳格な実証の実施） 

【事業の概要】    

共通データベースに 
データを蓄積 

データ解析手法や 
基礎アルゴリズム等の研究開発 

【交換規約を介したデータ収集イメージ】    

健康情報等を活用した 
ヘルスケア産業の創出・高度化 

歩数計、 
体重計等 

セルフモニタリング 
プッシュ通知 

デバイス 
データベース 

クラウド 
データベース 

参加者 

医師、保健師等 

参加者の日々のデータをもと
に、療養指導・保健指導し、
行動変容を支援 

がんばっておられ、 
うれしゅうござい 
ます。 

血液検査 
データ等 

「交換規
約」により
質の高い
健康情報
等を統合
的に収集 

研究フィールドA 

研究フィールドB 
…

 

研究フィールドX 

臨床研究 
データサーバ 



研究事業への参加者募集に協力いただける企業・健保を募集しています 

企業・健保様にお願いしたいこと 
 対象者のリストアップ 等（詳細は応相談） 
※企業様・健保様の費用負担はございません。 

スケジュール案 
 17年 9月～   企業様・健保様等募集 
 17年12月頃～ 対象者へのご案内 
 18年 1月～    被験者の登録 研究開始 

ご参加いただける方の主な条件 
 HbA1cが6.0%以上、8.9%以下の患者 

参加者に実施いただくこと 
 研究参加への同意の上、IoTデバイスにより
歩数・活動量、体重、血圧を毎日測定し、
3ヶ月ごとの血液検査を行う。 

 ランダムに介入群、対照群に割り付けられる。
介入群は『七福神アプリ』を使用する。 

 期間：２年間（研究1年＋経過観察1年） 

【七福神アプリのイメージ】 

従業員の健康改善、健康経営の推進につながるプロジェクトです。 
ご興味お持ちの方は経済産業省ヘルスケア産業課高熊・入江・首藤までご一報ください！ 

お問い合わせメールアドレス：healthcare-jouhou@meti.go.jp 

七福神に見立てた7種類のキャラクターが登場し、取得した歩数等のデータを基に、 
行動変容を促すメッセージを個人のスマートフォンに配信。 
「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先生が企画・開発。 

 日常的にスマートフォンを使用している 
 20歳以上、75歳未満  他 

昨年度実施した先行研究では、『七福神アプリ』の活用が健康状態の改善に有意な効果を発揮するこ
とが示唆されました。（HbA1c：６．９９→６．４３ ※投薬治療なしの被験者の平均値） 
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