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Ⅰ. 「健康経営」への取り組みの契機
～危機感が後押ししたコラボヘルス体制の構築～

（2008～2011年度当時）
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＜会社の課題＞ 従業員の健康リスク

①定期健診後に受診勧奨を行うも、忙しさを理由に病院に行
かない従業員が存在
⇒翌年の定期健診でも要受診となり、病院の検査結果で

進行した疾病状況が判明

②脳・心臓系疾患による従業員の「突然死」
⇒健康そうに見えた人が突然帰らぬ人に・・・

1）メンタルヘルス不調による休務者数の増加（経営課題として認識）
2）従業員の高齢化に伴う生活習慣病および予備軍の増加

⇒労働生産性の低下懸念
【従業員の平均年齢】

具体的な事象としては



＜健保の課題＞ 健保財政の悪化

保険料率を2011年４月に67‰⇒84‰へ大幅引上げ

支出削減策（2010年度～）

保険料率の引き上げ

でき得る限りの改善策を実施
するも、財政状況は好転せず

・保有施設の営業停止と資産売却
・契約保養所の見直し
・前期高齢者への保健指導強化
・資格認定の適正化
・ジェネリック薬品への切り替え促進

会社・従業員の双方に、相当の負担増を強いることに・・・

（当時の健保組合の平均は74‰）
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1）納付金の増加
2）従業員の高齢化に伴う医療費の増加

健保財政の悪化



＜会社と健保＞ 一体運営に至る背景と想い

会 社 健 保

従業員の健康リスク
⇒労働生産性の低下懸念

財政状況の悪化

それぞれで課題に
取り組んでいる

表裏一体
の関係
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「従業員の健康度の向上」という課題は、

会社と健保の二つのリソースを最大限活用し、

それぞれの強みを活かして、取り組まないと解決できない。

会社と健保の一体運営（コラボヘルス）



Ⅱ .コニカミノルタにおける
「健康経営」の考え方
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持続的成長のベースとなる人財力

 付加価値型事業モデルへのシフト
・顧客の潜在課題/ニーズを把握し、ハードとソフトとサービスの組み合わせで、
課題解決を実現し、付加価値を提供

 社会的存在価値の向上

・社会が抱える本質的な課題解決に取り組み、社会・ビジネス・生活の質を改善
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持続的成長を成し遂げる為に、

・優れた戦略も実行するのは人であり、人財力が重要

・人財力のベースは健康（健康がすべての基盤）

⇒ そのためには、「健康第一の風土醸成」が必要

将来への戦略的「投資」 健康度向上 生産性向上



人財を最大限活用できる組織風土へ
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『健康経営』 と『ワークスタイル変革』の2軸で人財力の最大化を実現
・個が生き生きと輝く会社
・労働生産性を向上させ、チームで成果を出せる会社

健康経営 ﾜｰｸｽﾀｲﾙ変革

人財力の最大化

従業員の持つ本来的なパワーを引き出して、

企業業績の向上と従業員満足度の向上につなげる

エンパワーメント経営



Ⅲ .「健康経営」のアクション（2012年度～）

①理念

②体制
③施策（健康中計の策定）
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①【理念】 コニカミノルタの健康理念

「従業員の健康がすべての基盤」との認識の下、

健康第一の風土醸成のために

「会社の基本姿勢」として

１．健康を尊ぶ労働環境の提供
２．予防重視の積極的衛生管理

施策

１．自律的な健康維持・増進活動
２．健康第一の企業風土醸成

への参画

「従業員に求める意識行動」として
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「グループ健康宣言」を制定（2011年4月）
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①【理念】 「コニカミノルタグループ健康宣言」

『いきいきと働くことができる職場（会社）を目指して』

コニカミノルタグループは、

「従業員の健康がすべての基盤」であるとの認識の下、

健康第一の風土醸成を通じて健全な経営を推進し、

豊かな社会の実現に貢献することを宣言します。

従業員ひとりひとりの心と身体の健康こそが財産であると認識し、

安全で快適な職場（会社）の実現を図ります。

従業員の皆さんも、健康がご自身、家族そして会社の基盤であることを理解し

自律的な健康維持増進活動を心掛けるとともに、

健康第一の企業風土の醸成に積極的に参加して下さい。

代表執行役社長 山名昌衛



①【理念】 「健康宣言」の浸透
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職場でのポスター掲示 社内WEB上の公開
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②【体制】 健康施策を推進する組織

・適用・給付・庶務

＜一体運営領域＞

健診運営・健診データ分析
・安全衛生
・海外駐在者
支援

課題の掘り下げ
健康施策の立案・実行

1.ワンマネジメント化（2012年度～）会社の健康組織Lが健保常務理事を兼務

2.一体運営化（2013年度～）健診運営・データ分析と課題抽出・施策立案の2機能で

健康施策の実効性を高めるには、会社と健保の協働が不可欠

健 保会 社



③【施策】 健康中期計画の考え方

基本的な考え方

会社の中期経営計画の下、

「健康KM2016」(2014～2016年）を策定・実行

１）リスク者のミニマイズ化
フィジカル・メンタル両面でのリスク度合いに応じて、産業保健スタッフに
よる徹底した個別指導を実施

２）「見える化」による健康度の向上（健康ムーブメント）
・従業員の健康度を示す8つの指標を設定
・事業部門/関係会社ごとの立ち位置を「見える化」し、PDCAを回す
・各指標で、国内主要企業中上位10％に入ることを目指す

健康宣言の理念の実現に向け
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リスク度

 フィジカル
喫煙・運動・歩行・食事
・飲酒・歯磨き・睡眠

 メンタル
ストレスチェック項目

（職場のコミュニケーション）

全体の健康度
の底上げ

③【施策】 「健康KM2016」の概念図

リスク度による
２分類

リスク度による
４分類

産業保健スタッフ
による個別指導
の強化
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リスク者のミニマイズ化

健康ムーブメント



③【施策】 喫煙率の「見える化」（本体vs関係会社）

15

28.7

21.0

40.8
36.9

46.2

40.3

24.9 23.5

0

10

20

30

40

50

大手健診

機関の

平均値

コニカ

ミノルタ

本体

6,300人

A社

2,700人

B社

800人

C社

200人

（山梨）

D社

200人

（山梨）

E社

200人

F社

600人

％

販売系 生産系 サービス系



③【施策】 「健康KM2016」の目標値
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2. 健康ムーブメント（該当者比率：13年度BM → 16年度目標)

１．健康リスク者のミニマイズ化（13年度比での16年度目標）

【フィジカル】 【メンタル】

 就業制限対象者

50%

 特定保健指導対象者

23%

 長期再休務者

50%

 高ストレス状態者

25%

【飲食関連】 【運動関連】 【生活習慣】

 不適切な食事（独自基準）

25.4％→10.6%以下

 運動(30分以上/日を週2回以上）

18.3％→25.8%以上

 習慣喫煙

29.5%→22.3%以下

 飲酒 (2合以上/毎日)

7.4%→6.5%以下

 歩行（1時間以上/毎日）

33.8％→52.3%以上

 睡眠不足（自己診断）

49.0％→33.3%以下

 歯磨き

1日あたり2.0回→2.3回以上

 職場のコミュニケ―ション

（上司同僚の支援度合）

56.0％→65.0%以上

各目標値は、国内主要企業上位10％に入れる水準に設定



定量的成果（3項目を抜粋）
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※BMとなる年度を100とした指数での推移
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2011 2012 2013 2016

目標

達成には一層の
努力が必要！

達成可能な見込み！

フィジカル面

ハイリスク者（就業制限対象者）数 メンタル不調での再休務者数

特定保健指導対象者数

メンタル面



定性的成果

1）事業部門/関係会社ごとの健康度の「見える化」

による自部門、自社の立ち位置の認識

⇒部門長クラスの健康に関する意識レベルは着実に向上

2）第1回「健康経営銘柄」選定による意識向上
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一方で、一般従業員では健康意識の低い層が存在

⇒「ヘルスリテラシーの低い従業員をいかに巻き込み、

自律的な生活習慣の改善につなげるか」が今後の

重要課題

課題



ご清聴ありがとうございました
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