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次世代ヘルスケア産業協議会 「アクションプラン2017」 の全体像
誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するため、これに貢献するヘルスケア
産業を育成し、国民生活の向上につなげる。

ヘルスケア産業政策の
基本理念
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【食・農×健康】
○ 地域食品事業者と連携した、食関連ヘルスケアの推進
【観光×健康】
○ 「スマート・ライフ・ステイ」の普及啓発を促進する。
○ ヘルスツーリズムに係る商品開発等に取り組む地域を支援

【ヘルスケア産業創出に向けた事業環境整備】
○ 自立的・持続的にビジネスが創出される仕組みの構築等

【スポーツ×健康】
○ 職域における運動習慣の構築やスポーツ文化ツーリズム等の推進

【評価の仕組みづくり】
○ サービスの品質確保に資するデータの収集等の検討

【関係法令の適応関係の明確化】
○ グレーゾーン解消制度を活用し関係法令の適応関係の明確化
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【保険外サービスに係る情報提供による活用促進】
○ ケアマネージャー等がアクセスしやすい環境整備・健康経営を支援
する事業者やヘルスケアサービスに係る情報の一元化

選択肢の壁
（新産業の創出・
利活用の促進）

情報の壁
（サービスや品質
の見える化）

【ソーシャル・インパクト・ボンドの導入促進】
○ ヘルスケア分野におけるSIBの導入の更なる推進
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【生涯現役社会の構築に向け重点的に取り組むべき分野の環境整備】
○ 高齢者、要支援者、軽度認知障害者らが継続的に社会参画できる環境の整備（「仕事付き高齢者向け住宅（仮称）」に資するサービス等）

生涯現役社会に
向けた施策検討 ○「生涯現役社会」の構築に向けた環境整備の具体的な施策について評価軸を明確にし、総合的な効果について検証

【企業・保険者と民間サービスのマッチング】
○ 日本健康会議と連携し、データヘルス見本市等を実施
【個人へのインセンティブの整備の促進】
○ 健康リスクの度合いに応じた民間保険商品の課題等の抽出
【職域における運動習慣の構築】
○ 通勤時間等を活用した運動・スポーツ習慣づくりの推進

大
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業

【認定制度（中小規模法人部門）の推進】
○ 保険者等が連携し都道府県単位で協働できる体制の検討等【健康経営銘柄等の継続実施と効果的な情報発信】

○ 健康経営を実践する企業の割合が３割を超える業種を倍増
【日本健康会議等との連携による裾野の拡大】
○ 「500社公表」の取組を通じ情報発信等を行う企業の見える化
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【行動変容効果の実証研究】
○ 糖尿病等の生活習慣病予防・重症化予防に向けた行動変容を促すための仕組みの構築に向け、医療分野の仕様に耐えられるAIの基盤を構
築しつつ、糖尿病に関する医学的エビデンス（HbA1c）を大規模に収集。また、糖尿病以外の生活習慣病領域への応用可能性を検討。

【保険者への健康増進等を促進するインセンティブ制度の準備】
○ 保険者種別の特性に応じた新たなインセンティブ制度に向けた準備
○ 国保保険者努力支援制度の本格実施に向けた準備

身体の壁
（健康経営の
推進）

価値観の壁
（健康情報活用に
よる行動変容）

イ
ン

フ
ラ

健
康
情
報

事
業
者
の
育
成

環
境

整
備

【健康経営の裾野の拡大に向けた環境整備、質の向上に資する施策の展開】
○健康経営の認知度調査、認定法人に関する情報発信のあり方の検討、健康経営に資するヘルスケアサービスの情報の一元化
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本ＷＧにおける議論のフレームワーク

２.健康投資等への
インセンティブの検討

○ 自治体等における予防等
サービスの活用環境の整備
(SIB等の導入促進）

１.健康経営の
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

○ 「健康経営銘柄」の選定

３.健康投資等に取り組む
環境・ツールの整備

現状の課題

黒字：施策定着（継続実施）
青字：今後の取組事項

必要な対策

○ 糖尿病等の生活習慣病予防・重症化予防に向けた行動変容を促すための仕組みの構築

優良な法人
の見える化

成果等の
見える化

○ 健康経営認知度調査
○ 健康経営ハンドブック
○ 健康経営アドバイザー制度 2

○ 「健康経営優良法人」の認定・公表、取組内容の公表の検討

○ 健康経営度調査と企業業績等の関係性調査
○ 「企業による「健康投資」に係る情報開示の方向性」の改訂
○ 健康経営に取り組む企業を優良な投資・取引・就職先として支援する
事業者等に関する情報の一元化

○ 企業・保険者と民間サービスのマッチング（健康経営に資するヘルスケアサービ
スの情報の一元化、データヘルス見本市の開催等）

○通勤時間等を活用した運動・スポーツ習慣づくりの推進

○ 健康宣言事業等の促進のため、保険者協
議会などの枠組みなどを活用した、経済団体、
自治体等と連携・協働できる体制の検討

○ 保険者種別の特性に応じた新たなインセンティブ制度の実施に向けた準
備（後期高齢者支援金加算・減算制度や保険者努力支援制度など）

大企業（健保） 中小企業（協会けんぽ） 自治体（国保）
対象者 ： ２，９１０万人 対象者 ： ３，６４０万人 対象者 ： ３，６００万人

健康投資の主体

○ 健康リスクの度合いに応じた民間保険商品の課題等の抽出

○ 「健康経営優良法人認定制度」と連動したインセンティブ措置の拡充の検討
（民間事業者等によるインセンティブ調査等）

第14回健康投資WG資料
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「アクションプラン2017｣の健康投資WG関連施策の概要

普及拡大
（面的展開）

質の向上
（質的進化）

・健康経営の顕彰制度の継続実施（健康経営銘柄、健
康経営優良法人）
・健康経営度調査と業績の関係性調査
・中小企業等に対する健康経営の認知度調査
・健康経営に取り組む企業を優良な投資・取引・就職先
として支援する事業者等に関する情報の一元化
・自治体等におけるヘルスケアサービスの活用環境整備
（SIB等の導入促進）

・「健康経営度調査」の項目や「健康経営銘柄」及び「健
康経営優良法人」の選定・認定項目の新設や見直し
・企業等の健康経営に資するヘルスケアサービスの情報の
一元化

・糖尿病等の生活習慣病予防・重症化予防に向けた行
動変容を促すための仕組みの構築 等

「アクションプラン2017」の主な施策

 健康経営を実践する企業等の質の向上及び健康経営の裾野の拡大を図り、健康投資を
促進するため、「生涯現役社会の構築に向けたアクションプラン２０１７」に基づき施策を
推進する。

今後の課題

・健康経営に積極的
な業界がある一方、
調査の回答率が低い
業界もある。また、中
小企業等の認知度
は高くない。

・企業等において実践
する健康経営の質の
向上

・糖尿病実証事業に
ついて医学的エビデン
スとしてより多くの情
報を収集

第16回健康投資WG資料



アクションプラン2017の進捗状況

4



業種名※ 選定企業名
建設業 住友林業
サービス業 ベネフィット・ワン
小売業 丸井グループ
食料品 味の素
繊維製品 ワコールホールディングス
化学 花王
医薬品 塩野義製薬
精密機器 テルモ
ゴム製品 バンドー化学

ガラス・土石製品 TOTO
鉄鋼 ジェイエフイーホールディングス

金属製品 リンナイ
非鉄金属 フジクラ
機械 ダイフク

電気機器 コニカミノルタ
輸送用機器 デンソー
その他製品 凸版印刷
卸売業 キャノンマーケティングジャパン

証券・商品先物取引業 大和証券グループ本社
保険業 東京海上ホールディングス
不動産業 フジ住宅
陸運業 東京急行電鉄
空運業 ANAホールディングス
銀行業 みずほフィナンシャルグループ

その他金融業 リコーリース
情報・通信業 ＳＣＳＫ

＜健康経営銘柄 2018選定企業一覧＞※業種は東京証券取引所の業種区分

「健康経営銘柄2018」の選定

 平成30年2月、「健康経営銘柄2018」として26社を選定。選定に用いる健康経営度調査には、
過去最高の1,239社(法人)からの回答があり、社会からの関心の高まりが見受けられる。

＜「健康経営銘柄2018」発表会の様子＞
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「健康経営優良法人2018」の認定

＜「健康経営優良法人2018（中小規模法人部門）」認定証授与＞

＜「健康経営優良法人2018」発表会＞
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 日本健康会議が「健康経営優良法人2018」を認定。
 初回となる昨年は、大規模法人部門が235法人、中小規模法人部門が318法人が認定されたが、
第2回となる今回は大規模法人部門541法人、中小規模法人部門776法人が認定され、昨年に
比べ倍以上の認定数となった。
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「健康経営優良法人」認定による変化・効果

＜「健康経営優良法人2018」発表会＞

 健康経営優良法人2017及び健康経営優良法人2018に連続して認定された法人に対し、健康経
営優良法人2017認定後の変化や効果についてアンケートを実施。

 大規模・中小規模ともに、「自社内での意識の高まり」が最も高く、「企業イメージの向上」、「コミュニ
ケーション等の向上」、「労働時間適正化や有給取得率の向上」が共通して上位を占めている。

0 20 40 60 80 100

その他

取引顧客数の増加

企業業績・売り上げの向上

知識創造活動の向上

医療費等の抑制

事故・労災件数の低下

コンプライアンス意識の向上

従業員離職率の低下

採用募集・求人への応募者増加

健康に関連する商品・サービス等の営業・売り込みの増加

従業員の生産性の向上

他社からの健康経営に関するヒアリング等の依頼

従業員の貢献意欲・帰属意識の向上

時間外労働の減少（労働時間の適正化）

有給休暇取得率の向上

従業員の仕事満足度・モチベーションの向上

社内コミュニケーションの活性化

講演・インタビュー・新聞露出等のPR機会の増加

顧客や取引先に対する企業イメージの向上

自社の健康経営の取り組みの更なる推進

従業員の健康に対する意識向上

0 50 100 150

採用コストの低減

知識創造活動の向上

取引顧客数の増加

従業員離職率の低下

その他

内定辞退率の減少

企業業績・売り上げの向上

事故・労災件数の低下

株価等投資市場・投資家からの評価

コンプライアンス意識の向上

医療費等の抑制

従業員の生産性の向上

従業員の貢献意欲・帰属意識の向上

採用募集・求人への応募者増加

健康に関連する商品・サービス等の営業・売り込みの増加

講演・インタビュー・新聞露出等のPR機会の増加

従業員の仕事満足度・モチベーションの向上

社内コミュニケーションの活性化

有給休暇取得率の向上

時間外労働の減少（労働時間の適正化）

顧客や取引先に対する企業イメージの向上

他社からの健康経営に関するヒアリング等の依頼

従業員の健康に対する意識向上

自社の健康経営の取り組みの更なる推進

健康経営優良法人2017認定以降の変化（健康経営優良法人2018認定法人へのアンケート）
＜中小規模法人部門＞＜大規模法人部門＞

自社内での
意識の高まり

企業イメージの向上

コミュニケーションや
モチベーションの向上

労働時間適正化や
有給取得率の向上

n=129 n=105



大企業向け健康経営の進捗 ～平成29年度健康経営度調査～

調査結果概要

調査名 平成29年度 健康経営度調査
（従業員の健康に関する取り組みについての調査）

調査期間 平成29年9月～10月

調査対象 国内の法人組織
（平成29年9月時点）

回答数 1,239社（法人）

（参考）前回
回答企業数 726社（法人） 493 573

第１回(平成26年度)第2回(平成27年度)

■過去４回の回答企業数の変化

第４回(平成29年度)

80社(法人)UP

513社(法人)UP

8

1,239

726

153社(法人)UP

第３回(平成28年度)

平成29年度健康経営度調査の回答法人数は、第3回(726法人)から513法人増加の「1,239
法人」であった。

 回答法人のうち、上場会社は718社、非上場会社(法人)は521社(法人)であり、上場企業の回
答企業数は、第３回（610社）から108社増加した。



平成29年度健康経営度調査の概要①

業種名 全回答数 うち上場企業
回答数

上場企業
対象数

上場企業
回答率

前年度上場企業
回答率 業種名 全回答数 うち上場企業

回答数
上場企業
対象数

上場企業
回答率

前年度上場企業
回答率

水産・農林業 2 2 11 18.2％ 18.2% その他製品 28 20 107 18.7% 18.8%

鉱業 1 1 7 14.3% 14.3% 電気・ガス業 15 15 24 62.5% 39.1%

建設業 58 35 184 19.0% 23.5% 陸運業 29 18 65 27.7% 15.6%

食料品 49 41 130 31.5% 22.6% 海運業 2 2 14 14.3% 21.4%

繊維製品 10 10 54 18.5% 12.7% 空運業 5 3 5 60.0% 40.0%

パルプ・紙 10 8 26 30.8% 26.9% 倉庫・運輸関連業 11 4 39 10.3% 15.8%

化学 50 47 214 22.0% 20.5% 情報・通信業 164 70 414 16.9% 12.5%

医薬品 33 22 66 33.3% 33.8% 卸売業 81 58 332 17.5% 13.0%

石油・石炭製品 6 4 12 33.3% 23.1% 小売業 111 43 358 12.0% 12.8%

ゴム製品 7 6 19 31.6% 26.3% 銀行業 51 44 91 48.4% 29.3%

ガラス・土石製品 6 5 58 8.6% 5.0% 証券、商品先物取
引業 5 4 42 9.5% 14.0%

鉄鋼 9 9 47 19.1% 19.1% 保険業 29 8 15 53.3% 53.8%

非鉄金属 10 9 36 25.0% 20.0% その他金融業 23 12 34 35.3% 34.4%

金属製品 13 10 91 11.0% 13.2% 不動産業 34 20 124 16.1% 15.1%

機械 44 40 232 17.2% 12.9% サービス業 162 53 415 12.8% 11.9%

電気機器 78 61 262 23.3% 18.6% その他（医療・社会
福祉法人・官公庁

等）
48 0 0 - -

輸送用機器 46 26 96 27.1% 20.4%

精密機器 9 8 52 15.4% 17.6% 総計 1,239 718 3676 19.5% 16.7％

 健康経営度調査の業界回答率は業種による差は存在するものの、上場企業における回答率が3割
を超える業種が昨年度の5業種から10業種に増加した。
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平成29年度健康経営度調査の概要②

 平成29年度健康経営度調査の回答をもとに、健康経営銘柄2018選定企業と健康経営度調査
回答企業全体を比較。

 健康経営銘柄2018選定企業はその他の企業と比較し、施策の実施率は高く、また、それら施策に
おける参加率の割合も高い。
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健康保持・増進やメ
ンタルヘルスに関する
教育の実施

健康に配慮した食
事・飲料の提供・補

助

職場内にジムや運動
室などを設置

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活性
化のための職場環境

整備

施策の実施状況比較

銘柄企業

全体
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健康保持・増進やメンタル
ヘルスに関する教育

食生活改善に向けた具体
的な支援

運動習慣の定着に向けた
具体的な支援

コミュニケーション促進に向
けた組織としての具体的な

取組

各施策における参加率50%以上の比較

銘柄企業

全体

単位：％
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 国内の中小企業12,000社程度に対して、健康経営の認知度及び実施状況の
アンケート調査を実施（回答期間：平成29年12月1日から平成29年12月27日まで／有効回
答数：3,476社（回答率29％））

 「健康経営」を知った情報源は「ニュース」「保険者」「商工会議所」の順になっている。

11

中小企業における健康経営に関する認知度調査①

健康経営に対する認知度（N=3,476）
*単一選択の設問に対し、複数回答している場合は未回答と扱った

「健康経営」を知った情報源（MA、知っている・聞いたこ
とがあるを選択した回答者n=1,616）

出所：経済産業省「中小企業における健康経営に関する認知度調査」平成29年12月実施

言葉も意味も
知っている

15%

聞いたことがあるが、
内容は知らない

32%

全く知らなかった
52%

未回答
1%

659

391

265

215

124

100

69

58

42

40

テレビや新聞等のニュース

医療保険者からの情報

商工会議所からの情報

不明、覚えていない

自治体からの情報

知り合いの経営者からの口コミ

その他

知り合い(経営者以外)からの口コミ

産業医からの情報

SNS



 現在、健康経営に取り組んでいる中小企業は約2割。現状取組んでいないという回答が約7割を
占めた。

 一方、現状取組んでいないが、今後取り組みたいという意向を持つ企業は5割に上った。
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中小企業における健康経営に関する認知度調査②

健康経営実践の現状と意向（N=3,476）
*単一選択の設問に対し、複数回答している場合は未回答と扱った

出所：経済産業省「中小企業における健康経営に関する認知度調査」平成29年12月実施

取り組んでおり、今後さらに拡大していきたい
4%

取り組んでおり、
継続していきたい

17%
取り組んでいるが、

縮小していきたい/やめたい
0%

取り組んでいないが、
近い将来具体的な実
践の予定がある

2%

取り組んでいないが、今後取り組みたい
53%

取り組んでおらず、
今後も取り組むつもりはない

13%

未回答*
11%

実践企業比率：21％

今後取り組みたい：53％



 健康経営優良法人認定制度や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、金融機関等が増加している状況。

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
13※各地域の制度等詳細については、Ｐ２７以降に掲載

中小企業における健康経営の推進（地域のインセンティブ措置）



中小企業における健康経営の推進（インセンティブ措置例）
 地域の銀行において「健康経営優良法人認定制度」に連動した優遇制度等が開始されている。
 また、地方自治体においても、公共入札の等級格付け等、 「健康経営優良法人」に対するインセン
ティブ制度が創設されている。

【健康経営優良法人に対する支援策】

※経済産業省ヘルスケア産業課調べ

人財活躍応援融資“輝きひろがる”
「健康経営優良法人」等の認定を取得している中小企業者に
対し、銀行所定金利より一律年▲0.10％の融資を実施。
（平成28年12月）

池田泉州銀行

「業務災害総合保険（超Ｔプロテクション）」
従業員が被った業務上の災害をカバーする保険商品において、
「健康経営優良法人認定割引」として5％の割引を適用。
（平成29年３月）

東京海上日動火災保険(株)

建設工事競争入札参加資格における等級格付け
「健康経営優良法人」認定を受けている市内業者に対して、
５点の加点評価。（平成29年１月）

北海道岩見沢市

長野県中小企業融資制度「しあわせ信州創造枠」
「健康経営優良法人」等の認定を受けている中小企業の運
転資金の貸付利率を0.2％引下げ。（平成29年４月）

長野県
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健康・働き方応援保証“はつらつ”
「健康経営優良法人」等の認定を取得している中小企業者に
対し、事業資金について基準保証料率から最大20％の割引を
実施。（平成29年12月）

栃木県信用保証協会

団体３大疾病保障保険「ホスピタＡ（エース）」
３大疾病を保障する団体保険において、健康経営優良法人
に対して健康経営割引プランを適用し、保険料を2％割引。
（平成30年４月）

住友生命保険相互会社 建設工事における総合評価落札方式の加点評価
「健康経営優良法人」認定を受けている事業者に対して、

100点満点中１.０点の加点評価。（平成30年4月）

長野県松本市
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・全国の商工会議所を挙げて健康経営の普及・推進に取り組んでおり、様々な取り組みが広がっている。
・中小企業の健康経営の認知度は、徐々に高まりつつあり、今後も更なる普及活動を行っていく。

中小企業における健康経営の推進（日本商工会議所の取り組み）

取り組みをしている

72%（267件）取り組みをしていた

が、今はしていない

2%（6件）

今後、何らかの取り

組みを検討

14%（51件）

特に何も実施せず、今

後も予定はない

12%（46件）

今年度の事業計

画に記載

58%（162件）

過年度は記載した
が、今年度ない

3%（8件）

記載せず

39%（111件）

■健康づくりに向け、協会けんぽや医師会との連携協定

22商工会議所連合会、3商工会議所が締結
（平成30年２月末日現在）

【商工会議所】
さいたま商工会議所、松本商工会議所、
浜松商工会議所

【商工会議所連合会】
北海道、青森、岩手、福島、栃木、群馬、千葉、東京、
新潟、富山、石川、滋賀、鳥取、島根、 岡山、広島、
徳島、香川、愛媛、高知、熊本、宮崎

主な取り組み内容

東京都商工会議所連合会、協会けんぽ、健康
保険組合連合会等、13団体による協定を締結

認定を受けた商工会議所

秋田 大曲商工会議所

〃 横手商工会議所

静岡 静岡商工会議所

〃 三島商工会議所（2017年認定も取得）

愛知 蒲郡商工会議所（2017年認定も取得）

和歌山 和歌山商工会議所

■日本健康会議が６商工会議所を「健康経営優良法人2018」として認定

日本健康会議の共同代表として健康経営
優良法人2017の認定証を授与する日商・
三村会頭（写真：日本健康会議2017より）

健康経営に関する取組みを事業計画へ記載したか

各地商工会議所における健康経営の取り組み状況

商工会議所の取り組み状況

※日本商工会議所より資料提供

H30年3月「商工会議所の健康経営に関する調査」
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中小企業における健康経営の推進（日本商工会議所の取り組み）

会員企業向けに健康経営や従業員の健

康づくりに関するセミナーを実施。

これまでは、大学教授や管理栄養士等

の専門家が登壇することが多かったが、

昨今では健康経営優良法人の認定を受

けた企業の経営者や人事担当者が登壇

するケースが増えている。

会員企業の事業主、従業員、そのご

家族の方の健康管理を目的として、

健診機関と提携し、労働安全衛生法

に定められた定期健康診断や、生活

習慣病健診、腹部・胃部の専門健診

等の各種健診を実施。

■セミナー・講演会

■各種健康診断

各地で実施されている様々な健康診断

日本商工会議所が発行している情報

誌「石垣」や「会議所ニュース」をはじめ

とする、各地商工会議所発行の会報

や新聞、メルマガ等の媒体で健康経営

に関する情報提供を行っている。

■情報提供

■健康経営アドバイザー制度

健康経営を特集した月刊「石垣」平成30年1月号

○各地の地銀・信金による低利融資

協会けんぽの健康宣言事業と連携した企業による従業員の健康増進

に係る取り組みに対し、各地商工会議所で会頭・副会頭を務める地銀、

信金等が低利融資などのインセンティブを付与し、地域企業の健康経

営を促進。

○日本商工会議所の保険「業務災害補償」の保険料を減免

日本商工会議所が東京海上日動火災保険

株式会社と包括契約し、全国の商工会議所

会員が割安な掛金で加入できる団体保険。

従業員が被った業務上の災害をカバーする

「業務災害総合保険」において、「健康経営

優良法人」の認定を受けた法人に対して、

2017年４月１日開始契約より 5％の割引

（健康経営優良法人認定割引）を適用。

■健康経営の推進に関連するインセンティブ措置

日商の保険制度で保険料を減免

健康経営に取り組みたい中小企業に対する支援を行う専門家の育成を
目的とする制度。経済産業省、東京商工会議所が制度化に向けた検討
を行い、平成28年に創設。
東京商工会議所が研修プログラムを実施、アドバイザーを認定している。
平成29年8月より、e-learningで受講可能。

認定アドバイザー数 8,811名（平成30年2月末現在）

主な取り組み内容

バラエティに富んだセミナー・講演会

※日本商工会議所より資料提供



【 大企業 等 】 【 中小企業 等 】

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。

 各地域においても、自治体等による健康経営の顕彰制度が広がっている。

全国規模の取組

地方自治体による表彰
・認定（登録）

自治体における取組

地域の企業等

（例）
● 青森県 健康経営認定制度

• 県入札参加資格申請時の加点
• 求人票への表示
• 県特別補償融資制度
● 静岡県 ふじのくに健康づくり推進事業所宣言

• 県によるPR
• 取組に関する相談・支援
• 知事褒章への推薦案内 等

首長による表彰

自治体による健康経営顕彰制度の拡大①

※ヘルスケア産業課調べ



 各地域の自治体等において、健康経営や健康づくりに取り組む企業等の認定・表彰制度等が実
施されており、健康経営に取り組む企業等の「見える化」が進んでいる。

自治体による健康経営等の顕彰制度
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青森県（健康経営認定制度）

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）

つがる市（つがる健康経営企業認定）

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）

新潟県（元気いきいき健康企業登録制度）

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）

静岡県（ふじのくに健康づくり推進事業所宣言）

掛川市（かけがわ健康づくり実践事業所）

前橋市（まえばしウェルネス企業）

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）

石川県（健康づくり優良企業表彰）

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）

滋賀県（健康寿命延伸プロジェクト表彰事業）

和歌山県（わかやま健康推進企業認定制度）

京都府（きょうと健康づくり実践企業認証制度）

大阪府（大阪府健康づくりアワード）

鳥取県（健康経営マイレージ事業）

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）

沖縄県（沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰））

高知県（職場の健康づくりチャレンジ表彰）

島根県（しまねいきいき健康づくり実践事業所）

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）

香川県（健康経営優良取組事業所）

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）

健康経営の顕彰制度

杉並区（健康づくり表彰）

三重県（健康づくり推進事業者）

北九州市（健康づくり活動表彰）

大牟田市（健康づくり表彰）

企業の健康づくり等に
関連した顕彰制度

※ヘルスケア産業課調べ



米国ギャラップ社では、エンゲージメントの状態について毎年全
世界で200社（200万人）に調査を実施し、優秀企業を毎年表彰。
過去に表彰された企業のうち17社を対象に、エンゲージメントとEPS
(一株当たり当期純利益)の伸び率との関係性についての調査を実施
したところ、表彰企業17社は同業他社と比較しEPSの伸び率が4.3倍と
なっていた。

丸井グループにでは生活習慣と仕事の取り組み姿勢との関連性分析の結果、
3年間連続で「食事の量や内容に気を付けている」と答えた従業員および
「良い睡眠がとれている」と答えた従業員は、そうでない従業員と比較し、
仕事の取り組み姿勢が前向きであることがわかった。

健康経営の効果についての検討①
健康経営の効果として、「個人の健康状態が改善されること」は非常に重要であり、健康経営を実施す
る多くの企業が従業員の健康状態の把握に取り組み始めているところ。

他方、健康経営の実践による企業価値等の向上等を測るためには、「組織」の活性化に着目していくこ
とが必要。

既に㈱丸井グループやギャラップ社などから研究事例の提供をいただいているが、今後も、健康経営と企
業業績等の関係性等の情報を収集し、効果の検討や結果の周知を行っていく。
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【事例①】㈱丸井グループによる研究

出典：2017年9月発行丸井グループ共創経営レポート2017

「食事の量や内容に気をつけ
ている」と答えた従業員とそう
でない従業員との比較

「良い睡眠がとれている」と答
えた従業員とそうでない従業
員との比較

【事例②】ギャラップ社による研究



健康経営の効果についての検討②
本年度調査において、健康経営の効果を①心身の健康関連（個人の心身の健康状態が改善され
生産性があがること）、②組織（組織の雰囲気が変わること）、③企業価値（ブランド価値が上がる
こと）、の３つに分類し以下のフロー図を作成。

健康経営の実践による②組織や③企業価値に関して、今後も調査・研究を行っていく。
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＜健康経営の組織への効果フロー＞

（出所）日本総研作成



健康経営による女性の健康課題への対応

健康経営の質を高めるためには、健康経営による女性特有の健康課題への対応も重要。
 また、月経随伴症状などによる労働損失は4,911億円という試算も発表されている。
国内の全従業員のうち約４４％（２０１６年）は女性であり、健康経営を通じて女性の健康課題
に対応し、女性が働きやすい職域の環境を整備していくことは、個人及び企業の生産性向上や企業
業績向上に結びつくと考えられる。

女性が比較的多い職種における課題
例）接客業・立ち仕事・コールセンターなどの職種
におけるメンタルヘルスや喫煙率の増加など

月経における課題
例）プレゼンティーイズムの損失や

女性の健康に対するリテラシーの不足など

女性特有の疾病における課題
例）仕事との両立や婦人科検診の有無など

妊娠・出産における課題
例）キャリアチャンスの喪失など

更年期障害における課題
例）キャリアチャンスの喪失など

アブセンティーイズム
の改善

プレゼンティーイズム
の改善

長期的な人材活用

エンゲージメント
の向上

職場における女性の健康に関する現在の課題 可能性のある改善・効果
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74%

48%

20%

18%

9%

6%

3%

月経関連の症状や疾病
（月経不順・月経痛など）

PMS（月経前症候群）等

メンタルヘルス

更年期障害

不妊・妊活

女性のがん・女性に多いがん

その他

女性従業員が抱える健康課題と仕事への影響
女性従業員の60％が女性特有の健康課題などにより職場で困った経験があると回答。そのうちの多
くが月経痛や月経前症候群によるもの。他方、管理者では45%が女性特有の健康課題への対処に
困っていると回答。最も多いのはメンタルヘルスであった。

【女性従業員】女性特有の健康課題や女性に多く現れる症状により、勤
務先で困った経験をしたことはありますか。（該当する方は複数選択回
答）

【管理者】管理者として対処に困った経験のある、女性従業員の健康課題
や症状を教えてください。 （該当する方は複数選択回答）

60% 40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
なんらか困った経験を有している 該当するものはない

※PMSとは、Premenstrual
Syndromeの略で、生理が
始まる前の3日~10日前に起こる、
心と身体の様々な不調を指す。

45% 55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
なんらか困った経験を有している 該当するものはない

n=1953

n=447
63%

44%

24%

18%

16%

9%

2%

メンタルヘルス

月経関連の症状や疾病
（月経不順・月経痛など）

更年期障害

PMS（月経前症候群）等

女性のがん・女性に多いがん

不妊・妊活

その他 22
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あきらめた
経験がある, 

46%

そういう
経験はない, 

54%

女性従業員が会社に求める女性特有の健康課題などにおけるサポートとして、「会社による業務分担・
適切な人員配置」や、「両立のための休暇制度や柔軟な勤務形態等のサポート」、「上司等部署内コ
ミュニケーション」が多く挙がった。

女性従業員が会社に求めるサポート

【女性従業員】女性特有の健康課題などにより職場
であきらめなくてはならないと感じた事はありますか。
（n=1953)

【女性従業員】その際に職場で必要と感じたもの、あれば助かったと思われ
るものはどんなものがありますか。
（複数選択、n=889）

45%

35%

35%

30%

28%

22%

16%

15%

7%

業務分担や適切な人員配置などのサポート

治療休暇や柔軟な勤務形態など両立サポート

上司や部署内でのコミュニケーション

総務部や人事部などからのアドバイスやサポート

ライフイベントなどによらないキャリアアップ制度

専門家相談窓口

保険者によるサポート

事前に意識啓発を図るための健康教育

その他
23



健康・医療情報を活用した行動変容促進事業の対象分野の拡大

健康関連データに基づ
きモニタリング・症状の
変化をアラート

医療機関等

臨床医

事業主／保険者
産業医
保健師等

健診データ

レセプトデータ

介入して
行動変容を支援

必要に応じて
情報を共有

健康関連
データベース

日々の行動を
自らモニタリング

歩数・活動量、体重、血圧等
の健康データを蓄積

（行動変容促進事業：イメージ）

対象者

（事業の対象の拡大）

 健康・医療情報の利活用により、医療やヘルスケアサービスの質の向上を図るためには、データの生成・提供元に
おける負担の軽減や、負担を上回る具体的なメリットの提示が重要。

 平成29年度より３年間、医学的に確立された診断指標が存在する糖尿病分野(診断指標：HbA1c)において、
ウェアラブル端末等で日々の健康情報を取得し、医師等の専門職と共有しながら、個人の状態にあった介入を
実施するサービスについて効果検証を実施している。平成30年度も糖尿病軽症者を対象にした介入研究を継
続する。

 一方で、同様のサービスは糖尿病分野以外でも効果があるが可能と考えられることから、平成30年度以降は、
糖尿病以外の生活習慣病分野（高血圧・高脂血症）や介護予防分野等におけるユースケースの構築を目
指し、実証事業等を実施する。

① 糖尿病以外の生活習慣病分野(高血圧・高脂血症)への拡大

② 介護予防分野等のにおける活用可能性の検討

高血圧症に関する事業の例
• 高血圧予防には減塩が有効であることから、ナトリ
ウム／カリウム比（Na/K比。食事に含まれる食塩
の量を推定可能）を測定できるIoTデバイス（ナ
トカリ計）を活用

• 歩数・活動量、体重、血圧に加え、Na/K比による
塩分摂取量を測定。

• 被験者自身のセルフモニタリングに加え、保健師・
栄養士等に共有し、食事指導等の介入を行うこと
で、高血圧予防に係る効果を検証する。

AMED「IoT活用による健康情報等を活用した行動変容等に関する基礎的研究」採択課題
IoTを基軸とした民・官・学連携による実効性の高い生活習慣病予防・改善モデルの開発
（研究代表者：京都大学大学院医学研究科付属ゲノム医学センター 田原康玄准教授）より作成

IoTデバイス（ナトカリ計）
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健康・医療情報の利活用に向けた民間投資の促進に関する研究会（ヘルスケアIT研究会）について

 現在、厚生労働省を中心に、2020年度の健康・医療・介護ＩＣＴインフラの本格稼働に向けて、データ利活用
基盤の整備が進められている（「未来投資戦略2017」でも大きな柱の一つに位置付けられている）。今後、医
療情報の利活用について、官民あげて推進することが重要である。

 一方、特に医療情報の利活用に関しては、公共性の高さや取り扱う情報の機微性にかんがみ、特別な配慮が必要
となる。そこで、医療情報については、制度に基づいて収集されたデータを、ルールに従って活用しつつ、民間
中心にイノベーションを実現する方策を議論することが必要である。

 医療情報の収集にあたっては患者や医師の理解・協力が不可欠であるところ、民間で起こったイノベーションが
医療現場や個人に還元され、医療の質の向上に繋がるものとすることで、国民や医師の理解が増進し、医療情報
の活用への理解・同意が促進される好循環を生み出すことが必要。

 米国をはじめとする諸外国においては、医療情報の利活用するビジネスに関して、民間企業による積極的な投資
が行われている一方、国内の投資は進んでいない。2020年度からデータ利活用基盤が本格稼働した際、日本国
内の患者や医師のニーズを踏まえていないサービスが市場を席巻することが危惧される。

 世界的に見ても、１億以上の人口に対して画一的な医療サービスが提供されている国は他になく、一定程度標準
化された質の高いデータ（クオリティーデータ）が１億人規模で集まりうる日本への関心は高い。

背景・問題意識

 健康・医療情報利活用に関し、民間活力を取り入れるに当たっての基本的考え方
 国内で健康・医療情報を活用した民間ビジネスの現状・背景
 国内で民間投資を進めるに当たっての課題・論点

論点（案）

 国内に豊富に存在する健康・医療情報が、保険外サービスの提供や研究開発の分野で、民間においても安全かつ効
率的に活用され、医療の質を高めるイノベーションが実現するために必要な施策の方向性について検討する。

趣旨
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平成３０年２月７日
ヘルスケアＩＴ研究会

（第１回）配布資料
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 平成28年度に案件形成を支援した神戸市及び八王子市において、SIB事業を本年度から開始。
 大規模(広域)のSIB導入モデルの案件形成を支援。広島県において県と市町の連携による「大腸がん検診受

診率向上」分野でのSIB事業を平成30年度から実施予定。
また、事業者・自治体主導で、県域を越えた市町連携での広域連携モデルの案件形成が進捗中。

 SIBの導入促進に向けて、神戸市及び八王子市の事例等を踏まえ、SIB導入のノウハウ集を作成。
 自治体、金融機関、サービス提供事業者を対象に、関係省庁も登壇の上、SIBの仕組みや各府省庁の取組の

情報提供のためのセミナーを開催。

＜SIB導入ノウハウ集＞

ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）の進捗

＜広域連携事例の概要＞

 SIBとは
 新たな官民連携手法としてのSIB
 地方公共団体におけるSIB導入の意義
 SIB事業実施の目的
 SIB事業化フロー
 STEP１ 対象テーマの設定
 STEP２ 可能性調査
 STEP３ 予算化のポイント
 STEP４ 公募資料作成
 STEP５ 事業者選定
 STEP６ 事業実施
 （参考）資金調達手法に関する事例

広島県＋市町 兵庫県川西市・新潟県見附市・
千葉県白子町

実施期間 3年間（評価期間2年含む） 5年間（評価期間2年含む）

事業内容
対象者の過去の検診・検査情報を人
工知能を活用して分析。オーダーメイド
の受診勧奨を行い、大腸がん早期発
見者数の増加を図る。

健康無関心層を行動変容させるヘルスケア
事業（健幸ポイントプログラム、生活習慣病
予防プログラム等）を行い、健康づくりを促進
する。

サービス対象者 各市町国保加入者 各市町の成人（約1割の参加を目標）

サービス提供者 保健指導事業者（今後公募予定） 株式会社タニタヘルスリンク、
株式会社つくばウェルネスリサーチ

資金提供者
未定※サービス提供者確定後に決定
（機関投資家、金融機関、財団、個
人投資家等）

常陽銀行、機関投資家、市民・地元企業等

案件組成支援 ケイスリー株式会社 株式会社つくばウエルネスリサーチ
筑波大学
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参考：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



 自治体よる表彰制度や、地銀、信金等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、銀行等が増加している。

（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））



（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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（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）



（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）



（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）



（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）



（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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（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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