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令和 2 年度 健康経営度調査 調査内容に関するＦＡＱ 

2020 年 10 月 9 日更新 

更新日 設問 Ｑ Ａ 

10/2 

 

訂 正 事 項

等 

SQ1 は「Q で「1.すべての事業場・職場に対

し担当者を定めている」とお答えの場合」とな

っているが、 

Q で「2.一部の事業場・職場に対し担当者

を定めている」を選択しても、SQ1 がグレーに

ならず、SQ1 を回答してもエラーメッセージが

出ない。 

Q23 の回答が「2」でも、SQ1 を回答して良

いか。 

⼤変申し訳ありません。設定に誤りがあ

りました。 

SQ1 は調査票の文言通り、「Q で「1.

すべての事業場・職場に対し担当者を

定めている」とお答えの場合のみご回答

ください。 

10/2 以降ダウンロード分より修正を⾏

っております。 

10/2 

 

訂 正 事 項

等 

下書き用シートについて、エラーメッセージが

全く表示されていないのに、最後のエラー件

数に 3 件と表示される。 

⼤変申し訳ありません。設定に誤りがあ

りました。 

10/2 以降ダウンロード分より修正を⾏

っております。 

10/9 

NEW! 

訂 正 事 項

等 

Q34 など、新型コロナウイルス感染症の影響

で施策等を休止した場合に「2」を選択できる

設問において、その他の選択肢に「2」を入力

した場合に、その他の具体的な内容を記入

する欄がクレーアウトしたままとなる。 

⼤変申し訳ありません。設定に誤りがあ

りました。 

このような状況においては、その他の具

体的な内容を記入する欄についてグレ

ーアウトした状態でも回答してください。 

10/9 

NEW! 

訂 正 事 項

等 

Q79 の （ a ） お よ び （ b ） に お い て 、

1,000,000 以上を入力した際に、「入力で

きるのは 100 から 300 までの値となります」な

どの規制メッセージが表示される。 

⼤変申し訳ありません。設定に誤りがあ

りました。 

入力可能な範囲は、実際に入力可能

である「0～999,999 まで」となります。 

9/7 全般 各設問の「その他」の自由記入欄は、どのよう

に取り扱われるのか。 

どの選択肢にも当てはまらない先進的

な取り組みをご記入いただくことを想定

しています。「その他」のみ実施されてい

る場合は、認定要件適合書上では

「△」を付した状態でお返しし、申請後

の認定審査において記述内容が適合

要件を満たしているかを判断させていた

だきます。 
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9/7 全般 各設問の「その他」の自由記入欄に記入して

も配点されないのか。 

先進的な取組は評価が難しく、公平性

の観点からあらかじめ設定している選択

肢で評価をする仕組みにさせていただい

ています。配点は⾏いませんが、記載頂

いた取組は来年度の選択肢に追加を

検討しますので、先進的な取組は是非

自由記入欄にご記載ください。 

9/7 全般 Q28 など、2016 年度の記入を求める箇所

がある。2019 年度だけ把握していて 2016

年度の回答ができない場合、「集計/把握し

ている」と回答してよいか。 

「集計/把握している」と回答し、2019

年度の数字をお書きいただき、2016

年度については空欄のままで問題ありま

せん。 

9/7 全般 健康経営度調査票の提出日を過ぎてから実

施する予定の取組を記載して良いか。 

調査回答日までに実施していない内容

は記載不可です。 

9/18 全般 各設問選択肢にある「費用補助」は健保に

よる補助でも良いか。 

自社が取り組みに関与し、自社の従業

員に周知していれば、健保による補助

も含めて構いません。 

9/7 Q4 常時雇用する従業員/その他従業員は、就

労時間数を元に判断すれば良いのか。例え

ば、週 1-2 日のパート社員等はどのように扱

うことになるのか。 

「常時使用する従業員」であれば、週

１勤務のパート社員であっても「③常時

使用する非正社員」に該当します。季

節限定などの短期雇用で、「常時使

用」に当てはまらない場合は含める必要

はありません。 

9/7 Q13 「親会社のレポートやサイトなどへの開示は除

いてください」とあるが、子会社が健康経営度

調査に回答するとき、親会社・子会社含めた

グループ会社全体の名義で健康宣言をして

親会社が開示しているケースでは、子会社が

開示したと見なされるか。 

このケースでは、子会社自身がグループ

会社全体の名義での健康宣言を自社

サイト等で開示していれば、子会社が

開示したと見なされます。 
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9/18 Q17 健康経営度調査に子会社も含めたグループ

企業の合算で回答している場合、Q17SQ2

の①、②もグループ企業各社の会議を合算

した回数で良いか。 

合算回数ではなく、グループ全社におけ

る健康経営の推進を議題にしうる会議

の総実施回数と、議題にした回数をご

回答ください。 

一般的に、子会社における会議ではグ

ループ全社における健康経営の推進を

議題にするとは考えられないため、各社

の回数を合算することはできません。な

お、ホールディングス形式のような場合

で、主要子会社がグループ全社におけ

る健康経営の推進を議題とする会議を

⾏っている場合は、その子会社 1 法人

における回数のみを回答してください。 

9/7 Q28(a) 定期健診受診率の算出について、社内の定

期健診ではなく、社外の健診を受けている場

合はどのように扱うべきか。 

社外健診を受診された場合も、その結

果が会社に提出されていれば（項目な

ど安衛法上の基準を満たしていれば）

受診とみなしてかまいません。 

9/7 Q28(a) 体調不良や長期海外出張などで当初予定

された日に健診を受診できず、その後年度中

に受診できなかった場合は、自社の判断で除

外者としてしまってもよいものか。 

除外者として扱えるのは、休職、年間を

通じて海外にいる場合のみです。 

受けられる機会があったのに受診されな

かった場合は未受診者として集計してく

ださい。 

9/18 Q28(a) 自社で定めた健診受診期間後に入社した

者はどのように扱うべきか。 

健診受診対象者として扱います。 

雇い入れ時健診を受けている場合の

み、(y)健診受診者数に含めてくださ

い。 

9/18 Q28(a) （w）健診受診期間後退職人数とは何を

記入すれば良いか。 

健診期間終了から年度末までに退職

した人数を記入してください。 

（u）期末時点人数に足して、(x)健

診受診対象人数を自動計算にて算出

しています。 

10/2 

 

Q28(b) 精密検査受診率の「精密検査」とは、文言

通り健診結果の判定が「精密検査」にあたる

ものだけを指すか。 

それとも、「要再検」「要医療」など要二次検

査全般を指すか。 

文言通り、健診結果の判定が「精密検

査」にあたる方だけを指します。 
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9/18 Q28(k) 、

(l)、(m) 

（l）の割合を算出する際の分母は何にすれ

ば良いか。治療中の者を分母として計算し入

力したところ、参考の%がマイナスになってしま

った。 

(k)、(l)、(m)全て、問診票回答者を

分母として回答してください。 

(l)は(k)の内数ですので、必ず(k)以下

の値になります。 

また、(k)＋(m)は必ず 100%を下回

ります。 

9/18 Q28 (d)喫煙率など、健保等保険者の問診票の

集計をベースとしている項目について、現時

点では2019年度の集計が終わっておらず回

答できない。 

どのように回答すれば良いか。 

自 社 で はな く 保 険 者 の 都 合 に よ り

2019 年度の集計が終わっていない場

合に限り、2018 年度の値を 2019 年

度の欄に記入してください。この場合、

2016 年度の欄には2015年度の値を

記入してください。 

また、備考欄に「自社ではなく保険者の

都合により 2019 年度の集計が終わっ

ていない」旨を記載してください。 

9/7 Q36SQ1 (a)について、本人からの申出があれば残業

時間が 0 時間でも面接指導を実施している

が、「0」時間と回答できない。 

当設問はあくまで「長時間労働者に対

する対応策」ですので、残業時間が

「0」時間であれば、Q33 自体に該当し

ません。 

10/2 

 

Q39、45、

46、48 な

ど 

アプリの提供については、費用負担などが必

須か。 

アプリの導入費用等の負担は必須では

ありません。 

自治体等の無料アプリの提供をもってア

プリを提供したとみなすこともできます

が、その場合は、自社内で利用状況や

結果等を把握・管理していることや、イ

ベント等の自社の施策で活用しているこ

と等事業者が関与して利用を促してい

る必要があります。 

9/18 Q40、41 選択肢「団体として保険に加入し、治療費や

休業補償を補助（健康保険組合からの一

時金は除く）」について、従業員と会社が出

資する「共済会」による給与補填を⾏っている

場合も含まれるか。 

「共済会」に対して自社が出資するなど

金銭的に関与しているのであれば、含

めて構いません。 

なお、純粋に社員のみが出資する互助

組織の場合は不可となります。 
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9/18 Q45 選択肢 6「朝食欠食対策として社員食堂な

どで朝食の提供を実施」について、無償提供

のみが該当となるのか。 

無償提供ではなく、軽食などを用意して購入

できるようにしている場合でも該当するのか。 

朝食欠食対策として朝食を提供してい

れば、有償、無償は問いません。 

ただし、食べ物を常備して購入可能と

するだけでは、従業員には朝食欠食対

策とは理解されないため、健康経営度

調査票 9 ページ【施策の主体】にあると

おり、朝食欠食対策の取組であるとして

従業員に周知することが必要です。 

10/2  

 

Q45 選択肢 2「栄養バランスに配慮した仕出弁当

や食事を提供できる環境の整備（1 の給食

施設を除く）」は、 

選択肢 1 に該当しない給食施設を設置して

いることで該当するか。 

選択肢 2 については、カッコ書きの通り

給食施設は除きます。 

給食施設に関連する施策については、

選択肢 1、5、6 のみが該当します。 

9/18 Q50～52 健康経営度調査票 4 ページにある認定要

件の表では、「⑬従業員の感染症予防に向

けた取り組み」の該当設問が「Q50、51、

52」となっている。 

Q50、51、52 を全て実施しないと適合では

ないということか。 

不明確な記載ですが、正しくは「Q50 

or Q51 or Q52」であるため、Q50～

52 のいずれか一つが実施されていれば

適合になります。 

9/7 Q58 新型コロナ対応で、回答日時点では、全面

禁煙にしているが、今後、喫煙室の使用を再

開して分煙にする可能性がある。 

この場合、「◎」扱いとするべきか、分煙に戻

す可能性があるということで「○」扱いで回答

するべきか。 

回答日時点で現に全面禁煙であれ

ば、「◎」扱いでご回答頂いて構いませ

ん。 

9/7 Q69SQ1、

Q72 

2 つ分の回答欄があるが、１つ書いた場合と

2 つ書いた場合では評価に違いがあるのか。 

特に評価の優劣はありませんので、2 つ

無理にご回答頂く必要はありません。 

9/18 Q74 健保分費用について、自社が加入している

健保組合では健保全体での費用しか把握し

ておらず、自社分の費用を算出していない。

この場合はどのように記入すれば良いか。 

健保組合等の保険者が自社分の費用

を算出していない場合は、空欄のままで

構いません。 

9/7 Q86 協会けんぽ加入の事業者だが、協会けんぽ

はメールで評価結果を受領できないと聞い

た。 

送付先の欄はどのように記入すればよいか。 

協会けんぽ加入の事業者の場合、「担

当部署名」と「Email」の欄は記入せ

ず、空白のままとしてください。 

「必ず送付先をご回答ください」とのエラ

ーメッセージが表示されますが、無視し

て構いません。 

その他質問の定義については、調査票「補足説明」シートに記載がございますのでそちらをご確認ください。 
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・健康経営優良法人 2021（中小規模法人部門）申請に係る Q&A は、以下ファイルをご確認ください。 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieiyuryo

hojin2021_chusho_qa.pdf 

 


