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 本ＷＧにおける議論のフレームワーク         【第10回健康投資ＷＧ会議資料より一部改変】 

○健康経営銘柄の選定 
  （株式市場での評価） 

大企業（健保） 
 

中小企業（協会けんぽ） 
 

自治体（国保） 
 

○ 金融・労働市場での評価 
 

２.健康投資主体への 
 インセンティブの設計 

○ 成果報酬型ビジネスモデル 
(SIB)の導入促進 

 
 

１.見える化 

○ 経営層の理解不足 
○ 健康経営のメリットのエビデンス不足 
○ 情報発信の不足 

○ 健康経営のメリットのエビデンス不足 
○ ノウハウの不足 

 ○ 無関心層の行動変容を起こす 
    効果的手法 

対象者 ： ２，９５０万人 対象者 ： ３，４８８万人 対象者 ： ３，５２０万人 

○ 健康経営度調査の実施と 
   活用 
 

○ 情報発信の手引書の策定 
○ 投資対効果の測定手法の 
   研究・開発 

○ 健康経営優良法人認定 
  制度の創設 

 

 
 
 
 
 
３.健康投資に取り組む 
  環境の整備 

 
 

現状の課題 

健康投資の主体 

黒字：施策定着（継続実施） 
青字：検討・設計中 
赤字：今後の取組事項 

必要な対策 

○ 健康経営アドバイザー 
  制度の創設 

 ○ 健康・医療情報等を活用した行動変容サービスの育成 

 ● 企業・保険者と民間サービスのマッチング(データヘルス見本市の開催等)  

ITシステム 

制度・仕組み 

ノウハウ 

人 材 

マッチング 

取 組 

成 果 

 ● 保険者へのインセンティブの見直し（後期高齢者支援金の加算･減算、保険者努力支援制度等） 
 ● 個人への予防インセンティブ提供の取組（ヘルスケアポイント等）の推進   

○ 健康経営ハンドブック 
 （事例集）の策定 

○ 「企業の『健康投資』ガイドブック」
（第10回健康投資ＷＧにて改訂） 

【中小企業版】 
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今回の報告・討議事項② 
（事務局説明資料②） 
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 健康経営の取り組みに係る顕彰制度の整合性について 
 健康経営の“取り組みの見える化”に向けて複数の懸賞制度を立ち上げる中、制度の活用に向けて、それぞれの関

係性を整理し、対外的に分かりやすい制度としていくことが必要。 

 そこで、「日本健康会議500社登録」と「健康経営優良法人認定制度」の両制度の整合を図っていってはどうか。 

※「中小企業・中小規模医療法人」とは、①製造業その他：300人以下、②卸売業：100人以下、③小売業：50人以下、④医療法人・サービス
業：100人以下とし、「大企業・大規模医療法人」とは、 「中小企業・中小規模医療法人」以外の法人とする。 

【 大企業 等 】 【 中小企業 等 】 

（健康経営の“リーディングカンパニー”） 

0 

中小企業・中小規模医療法人※ 

健康宣言に取り組む法人・事業所 
(日本健康会議) 

３３社 

５００社 

10,000法人 
大企業・大規模医療法人※ 

健康経営優良法人 
日本健康会議登録 

健康経営度調査への回答 



顕彰制度① 健康経営銘柄について 
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 「健康経営銘柄2016（健康経営度調査）」においては、前回から回答企業数が８０社増加し、更に回答内容
においても、経営層による関与が広がっていることが確認できるなど、「健康経営銘柄(健康経営度調査)」の継続的
実施により、大企業における健康経営に対する関心の高まりが確かなものになりつつある。このため、今年度におい
ても、健康経営銘柄を継続実施する。 

 他方で、第１回(2014年度)回答したものの、第２回(2015年度)に回答しなかった企業が約180社存在。今後
の新規・継続回答企業の増加に向け、これらの回答辞退企業へのヒアリング結果をもとに、以下の対策を検討中。 

    －設問の見直し（業務多忙等により回答数が減少することを防ぐため、調査項目の必要性をそれぞれ検証し、
例えば、①必要性の低い設問の削除や、②重複感のある設問の削除などを検討） 

    －更なるインセンティブ増加（健康経営度調査に回答した企業に対してフィードバックする情報の質の向上、この
他、連続選定企業の殿堂入りなどを検討） 

 顕彰制度① 健康経営銘柄2017の選定について 

今年度のスケジュール（案） 第２回の回答を辞退した企業の辞退理由 

 

７月６日【済】     第１回基準検討委員会  
  調査実施方針、調査票の検討 

８月８日         第２回基準検討委員会  
                     調査票の決定、インセンティブの検討 

８月中      調査票の発出 

９月初旬      企業向け説明会の開催 

１０月初旬      評価票の回収、分析 
１月下旬      健康経営銘柄の発表 
             ＆フィードバックシートの発送 

理由 全体 健康経営度
が上位20％ 

健康経営度
が中位30％ 

健康経営度
が下位50％ 

 業務多忙 51 2 10 39 

 回答できない箇所が多い 19   4 14 

 昨年と状況が変わらない 10   4 6 

 任意の調査は拒否 8     8 

 質問量が多い 3   3   

 回答のメリットがない 3     3 

 その他 3     3 

→ ①回答コスト（設問数、収集困難なデータの設問）の低減 
  ②回答インセンティブの設定    等 
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(参考)健康経営度調査の回答数増加に向けたインセンティブ(結果サマリーの改良)について 
 結果サマリー(フィードバックシート)とは、自社の総合評価及び業種内での位置づけを把握できるようにするととも

に、具体的課題を明示し、その後の改善施策の企画・立案をサポートするもの。本サマリーは、調査に回答するイン
センティブとして企業に好評。 

 今後は、こうした健康経営銘柄以外の回答インセンティブの向上の検討を進め、銘柄の選定対象とならない中小
企業等の非上場企業からの回答数増加、取組の裾野拡大を図っていく。 

 また、調査結果を分析することにより、企業の健康経営の取組と企業実績等の関係性について分析・研究を実施。 
＜ 「結果サマリー(フィードバックシート)」とは ＞ 

 

■ 経年情報の活用 
 連続回答企業には、インセンティブとして前
回回答との比較や経年での取組の進捗等を
提示。 
 
■ フィードバック情報の細目化 
 より具体的な課題の把握を通じ、その後の
施策改善への活用に繋げる。 
 
■ 調査票発送時の結果サマリー 
  (フィードバックシート)のサンプル同封 
  回答メリットの見える化により、担当部局
(担当者)における回答作業の優先順位を底
上げ。 
 

※健康経営度調査の回答企業全社に対して送付している成績表。自社の総合評
価・業種内での偏差値、具体的課題等を記載し、同業他社との比較を通じて、その
後の施策改善の企画・立案をサポート。 

＜結果サマリーの今後の改良方針(案)＞ 



顕彰制度② 健康経営優良法人認定制度 
           について 
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健康経営優良法人 
認定委員会 

申請の窓口 
(都道府県拠点の組織) 

中小企業等 

③ 審査 

④ 認定 

認定フロー（中小企業等） 

 顕彰制度② 健康経営優良法人認定制度について(概要) 

① 申請 

② 推薦 

【第９回健康投資WG会議資料より一部改変】 

 地域の健康課題に即した取組や日本健康会議の進める健康増進の取組をベースに、特に優良な健康経営を実
践している大企業・大規模医療法人、中小企業・中小規模医療法人（中小企業等）等を認定。 

 認定を受けた中小企業等には、金融市場や労働市場でのインセンティブの措置を検討。 

 平成2８年秋頃の運用開始を目標に具体的設計を推進。 

認定の流れとインセンティブ（中小企業等） 

中小企業 等 

３８５万社 

○金融市場 
（低金利融資等） 
Ex) 地銀、信金など 
 
 

○労働市場 
（採用広告等） 
Ex) 人材紹介・派遣
会社 など 

 

○公共調達 
（入札評価等） 
Ex) 地方自治体 

健康経営優良法人 

数百社 

健康宣言内容の達成 

健康宣言に取り組む中小企業等 
（※日本健康会議 宣言５） 

１万社 

健康宣言の実施 

インセンティブの 
付与主体（想定） 
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※ 認定基準は、厚生労働省

と経済産業省で策定 



大 
項目 中項目 小項目 評価項目 ヒアリング結果 

(８社中の適合者数) 事務局案 (参考)日本健康会議 
健康宣言の基準 

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

②組織体制 健康づくり担当者の設置(健康経営アドバイザー等の活用) 全て適合 必須 設定が望ましい 

 

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％) ４/４適合 ０社 
３/４適合 ７社 
２/４適合 １社 
１/４適合 ０社 
適合無し ０社 
(平均 2.9個)  

２/４ 
以上 

少
な
く
と
も
１
つ 

②受診勧奨の取り組み(例：健診時間の出勤認定又は特別休暇認定 等) 

③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) 

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 
３/３適合 ２社 
２/３適合 ３社 
１/３適合 ３社 
適合無し ０社 
(平均1.9個) 

１/３ 
以上 

ワークライフバランス 
（過重労働の防止） 

⑥適切な働き方実現に向けた取り組み 
 (例：時消灯・退出日の設定、有休取得目標の設定 等) 

職場の活性化 
(メンタルヘルス不調の防止) 

⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み 
 (例：挨拶運動、社員旅行、社員運動会 等) 

 
 

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 ⑧保健指導の実施及び特定保険指導実施機会の提供 

７/７適合 ０社 
６/７適合 ０社 
５/７適合 １社 
４/７適合 ５社 
３/７適合 ２社 
２/７適合 ０社 
１/７適合 ０社 
適合無し ０社 
(平均3.9個) 

３/７ 
以上 

健康増進・ 
生活習慣病 
予防対策 

⑨食生活の改善に向けた取り組み 
 (例：自販機メニューの検討、朝食摂取を促す貼り紙 等) 

⑩運動機会の増進に向けた取り組み 
 (例：階段利用の推奨、朝ストレッチの導入 等) 

⑪受動喫煙対策(禁煙又は完全分煙) 

感染症予防対策 ⑫従業員の感染症予防に向けた取り組み 
 (例：予防接種の出勤認定、感染者の出勤停止等拡大防止 等) 

 

過重労働対策 ⑬長時間労働者への対応に関する取組 (例：休暇取得の勧奨、出社制限 等) 

 

メンタルヘルス対策 ⑭不調者への対応に関する取組 
 (例：対応方針・職場復帰支援ルールの策定 等) 

④評価・改善 保険者との連携 (求めに応じて)40歳以上の従業員の健診のデータの提供 必須 設定が望ましい 

⑤法令遵守・リスクマネジメント 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) 必須 設定が望ましい 

ヒアリング企業中 認定基準適合数 ８/８社 － 8 

 第10回健康投資WGで審議した評価項目に基づき、全国で優良事例とされている企業(８社)に対し、基準の
適合状況をヒアリングして基準を検証。その結果をもとに認定基準を設定してはどうか。なお、今後、評価項目の
審査マニュアルを作成する予定。 

 顕彰制度② 健康経営優良法人認定制度について(中小企業等用認定基準) 



大項目 中項目 小項目 評価項目 事務局案 

①経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信(※1) 必須 

②組織体制 健康づくり責任者が役員以上(※2) 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 

１２項目以上 
(全14項目) 

②受診勧奨の取り組み 

③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) 

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 

ワークライフバランス 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 

 
 

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 ⑧保健指導の実施及び特定保険指導実施機会の提供 

健康増進・ 
生活習慣病予防対策 

⑨食生活の改善に向けた取り組み 

⑩運動機会の増進に向けた取り組み 

⑪受動喫煙対策 

感染症予防対策 ⑫従業員の感染症予防に向けた取り組み 
 

過重労働対策 ⑬長時間労働者への対応に関する取組 
 

メンタルヘルス対策 ⑭不調者への対応に関する取組 

取組の質の確保 専門資格者の関与 産業医又は保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与 必須 

④評価・改善 取組の効果検証(※3) 健康保持・増進を目的とした導入施策への効果検証を実施 必須 
⑤法令遵守・リスクマネジメント 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) 必須 

前回(2015年度)健康経営度 基準適合企業数 約130社 
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 大企業における認定基準は、これまで議論してきた中小企業等用の評価項目(全て「健康経営度調査」で習得す
る情報)を用いつつ、取組の“量”・“質”をいずれも高い水準を求めた認定基準を設定してはどうか。なお、取組の
質については、「専門資格者の関与」により、全ての取組の質の評価を担保することとしたい。 

 顕彰制度② 健康経営優良法人認定制度について(大企業等用認定基準) 

(※1) 「健康宣言の社内外への発信」は、従業員の健康保持・増進の考え方が企業理念・経営方針などに明文化され、情報開示がされていることでも可とする。 
(※2) 大企業においては、組織行動により発言力が求められることから、 「担当者の設置」を、経営判断の権限を持つ「役員以上を責任者とする」ことに変える。 
(※3) 中小企業等用では協会けんぽ加入者を想定し「保険者との連携(健診データの提供)」としていたが、大企業に対してはPDCAの実施までを求め、「取組の効果検証」とした。 



(参考)全国の宣言活動の状況 
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 協会けんぽ、自治体等の主導により、全国各地で健康(経営)宣言が進んでいる。評価基準の整合等、各取組と
の連動を図りつつ「健康経営優良法人認定制度」の普及を図る。 

 また、自治体や民間企業による従業員の健康増進に係る取組に対するインセンティブ措置(金利優遇等)を行って
いる事例は全国約30件。こうした取組の応援とともに、認定制度との連動商品等の開発を促していく。 
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(参考)健康宣言活動の実施状況と関連するインセンティブ措置 

【地図上の配色】 
オレンジ：宣言活動、認定制度実施地域 
灰色  ：宣言活動、認定制度未実施地域 

※配色には市町村単位の取組は含んでいない 

(平成28年6月30日現在、経済産業省ヘルスケア産業課調べ) 

【青森銀行】(青森県)ながいきエール 

【北日本銀行(岩手県)】 
きたぎん「いわて健康経営宣言」 

事業所応援ローン 

【足利銀行】(栃木県) 
健康経営応援ローン 

【福島銀行】(福島県) 
社員の健康づくり宣言事業所応援融資 

【常陽銀行】(茨城県) 
常陽健康経営サポートローン 

【東邦銀行】(福島県) 
スーパーローン「健康経営応援プラン」 

【筑波銀行】(茨城県) 
あゆみ「復興支援ローン」 

【広島銀行】(広島県) 
＜ひろぎん＞健康経営評価融資制度 
独自の『〈ひろぎん〉健康経営評価』を用いて、 

評価結果および資金使途に応じて最大1.1％の金利引下げ 

【十六銀行】(岐阜県)エブリサポート21『健康経営プラン』 

【埼玉信用保証協会】(埼玉県) 
健康保険協会・組合連携保証制度「健やか」 

「従業員等の健康増進に積極的に取組む企業」認定中小企業に対し 
最大１０％保証料率を割引 

【岐阜県】(岐阜県) 
岐阜県中小企業資金融資制度(雇用支援資金) 
「協会けんぽ岐阜支部から『健康経営推進事業所認定書』の 

発行を受けた事業者」を融資対象者に追加。 

【伊予銀行】(愛媛県)いよぎんビジネスサポートローンH「ヘルスマネジメント』 

【肥後銀行】(熊本県) 
ひぎん健康企業おうえん融資制度 

大分県「健康経営事業所認定制度」 

掛川市「かけがわ健康づくり実践事業所」 
HP掲載、講師派遣、協力機関サービス 

青森市「あおもり健康アップ実践起業認定制度」 

前橋市「まえばしウェルネス企業」 

新潟県 
「元気いきいき健康企業登録制度」 

兵庫県 
「兵庫県健康づくりチャレンジ企業登録制度」 

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」 

宮崎県「健康長寿推進企業等知事表彰」 

沖縄県「頑張る職場の健康チャレンジ」 

弘前市「ひろさき健やか企業」 
低金利融資、建設工事入札加点、奨励金交付 

大阪府「大阪府健康づくりアワード」 

山形県「やまがた健康づくり大賞」 

京都府「きょうと健康づくり実践企業登録制度」 

民間による主なインセンティブ 

自治体による主なインセンティブ 
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