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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。
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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）

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

企業の
成長ポテンシャルの

向上

イノベーションの
源泉の獲得・拡大

経営課題解決に向けた
基礎体力の向上

業績向上
企業価値向上



【 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

30,000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

※ヘルスケア産業課調べ

健康経営に係る顕彰制度について（全体像）



健康経営優良法人（中小規模法人部門）
健康経営を全国に浸透させるには、特に地域の中小企業における取り組みを広げることが不可

欠であり、中小規模法人部門においては、個社に合った優良な取組を実施する法人を積極的に認
定することで、健康経営のすそ野を広げるツールとしている。
今後、中小規模法人に対しては、引き続き自社の健康課題に応じた取組を実践し、地域におけ

る健康経営の拡大のために、その取組事例の発信等をする役割を求めていきたい。

健康経営銘柄及び健康経営優良法人への期待
 平成30年度の健康経営顕彰制度の見直しを行うにあたり、選定・認定された企業や法人に期待

する「役割」を改めて整理した。

健康経営銘柄
健康経営銘柄の方針は、「東京証券取引所の上場会社の中から『健康経営』に優れた企業を選

定し、長期的な視点からの企業価値の向上を重視する投資家にとって魅力ある企業として紹介を
することを通じ、企業による『健康経営』の取組を促進することを目指す」こととしている。
今後、健康経営銘柄企業に対しては、健康経営を普及拡大していく「アンバサダー」的な役割

を求めるとともに、健康経営を行うことでいかに生産性や企業価値に効果があるかを分析し、そ
れをステークホルダーに対して積極的に発信していくことを求めていきたい。

健康経営優良法人（大規模法人部門）
健康経営優良法人の方針は、「健康経営に取り組む優良な法人を『見える化』することで、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
に取り組んでいる法人』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」こととして
いる。
今後、大規模法人に対しては、グループ会社全体や取引先、地域の関係企業、顧客、従業員の

家族などに健康経営の考え方を普及拡大していく「トップランナー」の一員としての役割を求め
ていきたい。
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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回となる今年は大規模法人部門 539法人、中小規模法人部門775法人が認定されており、倍
以上の認定数となった。（平成30年8月1日現在）

「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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日本健康会議について
○ 平成27年7月に、「日本健康会議」が発足。
・保険者等における先進的な予防・健康づくりの取組を全国に広げるための民間主導の活動体。
・経済界・医療関係団体・自治体・保険者団体のリーダーが手を携え、健康寿命の延伸ともに医療費の適正化を図る
ことを目的。

・メンバーは、各団体のリーダーおよび有識者の計32名で構成。
○ 予防・健康づくりの目標を設定（８つの宣言）。進捗状況をＨＰで公表。

（※）データポータルサイトで「見える化」し取組を加速化

○ ４回目となる今年度（日本健康会議2018）は、平成30年８月27日に開催。
○ さらに今後は、地域版の日本健康会議の開催も進めていく。

（※）平成30年２月、静岡・宮城において県と連携して開催

日本健康会議2018の様子（平成30年８月27日開催）

WEBサイト上で全国の取組状況を可視化
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比較的小規模な大規模法人の扱いについて（申請区分の見直し）
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 今後、大規模法人に対しては健康経営の「トップランナー」の一員としての役割も期待するため、
整理上は大規模法人になる「比較的小規模な企業」に対しては負担感が増すおそれがある。また、
中小企業への健康経営の普及拡大の観点からも、中小企業に対する門戸を拡大することとしたい。

 よって、中小企業基本法上、本来であれば、中小規模法人に分類されるべき「比較的小規模な企
業」については、中小企業部門への申請も検討できる仕組みに変更している。（なお、「大規模法人」と
「中小規模法人」の重複申請は不可とする。）

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
中小企業
基本法上の

「中小企業者」に
該当する会社

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

＜健康経営顕彰制度の申請区分＞

※従業員を１人以上使用
していること



健康経営優良法人認定制度における従業員の定義について
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 企業等における健康経営の取組においては、対象者が自社において雇用している従業員に限ら
ない（派遣や出向により受け入れている者など）場合があるため、「健康経営優良法人2019」
においては、大規模法人部門と中小規模法人部門の区分に関わる従業員数を整理した。

 具体的には、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」（労働基準法第20条の規定に基づく
「予め解雇の予告を必要とする者」）は対象者として含めることを必須とし、「常時使用する
従業員」に該当しない場合も、健康経営の施策（運動機会の増進、食生活の改善等）の対象と
なっている場合は、本認定制度における「従業員」に含めることが出来るものとする。

常時使用する従業員・・・必ず対象に含める必要があります。
具体的には・・・
① 正社員
② 健康診断の実施義務がある出向正社員（他社へ・他社から共に）
③ 常時使用する、非正社員
（契約社員、パート、アルバイト、嘱託、再雇用など名称にかかわらず）

④ 常時使用する、貴法人が派遣元の派遣社員

「常時使用する従業員」以外の従業員等・・・対象に含めても含めなくても構いません。
具体的には・・・
① 常時使用しない非正社員
（臨時雇用のアルバイトなど）

② 健康診断実施義務が無い（他社に義務がある）出向正社員（他社へ・他社から共に）
③ 他社が派遣元で、貴法人が派遣先として受け入れている派遣社員
④ その他（常駐請負の他社社員など）



「健康経営優良法人2019」の申請スキームについて

認定委員会において認定審査

認定事務局に申請書を提出

評価項目や誓約書の内容のうち、保険者
の確認が必要な事項について確認
※ 認定事務局から全国健康保険協会

都道府県支部に照会

【全国健康保険協会（協会けんぽ）】 【健康保険組合連合会】

（認定基準適合の場合）
申請書の作成

保険者と連名で申請
（健康保険組合）

認定委員会において認定審査

認定事務局に申請書を提出

＜大規模法人部門＞ ＜中小規模法人部門＞

申請書の作成

健康保険組合連合会
都道府県連合会
に申請書を提出

健康保険組合連合会 本部にて申請書を集約

所属保険者に提出
（健康保険組合）

全国健康保険協会本部
にて申請書を集約

健康経営度調査
への回答

評価項目や誓約書の内容のうち、保険者の確認が必要
な事項について確認（健康保険組合）

（認定基準適合の場合）
申請書の作成

保険者と連名で申請
（全国健康保険協会支部）

※評価項目や誓約書の内容のうち、
保険者の確認が必要な事項に
ついて確認

＜大規模法人部門＞ ＜中小規模法人部門＞

申請書の作成

健康経営度調査
への回答

 全国健康保険協会（協会けんぽ）、健康保険組合連合会加入法人の申請スキーム
は以下のとおり。

健保連都道府県連合会
の「健康宣言」に参加

都道府県支部の
「健康宣言」に参加
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「健康経営優良法人2019」の申請スキームについて
 全国土木建築国民健康保険組合、共済組合・その他国保組合加入法人の申請ス

キームは以下のとおり。

認定委員会において認定審査

認定事務局に申請書を提出

評価項目や誓約書の内容のうち、保険
者の確認が必要な事項について確認
※ 認定事務局から共済組合・国保組

合に照会

【共済組合・その他国保組合】【全国土木建築国民健康保険組合】

（認定基準適合の場合）
申請書の作成

保険者と連名で申請
（全国土木建築国民健

康保険組合本部）

認定委員会において認定審査

認定事務局に申請書を提出

＜大規模法人部門＞ ＜中小規模法人部門＞

申請書の作成

所属保険者に提出
（全国土木建築国民健康
保険組合 健康支援室）

健康経営度調査
への回答

評価項目や誓約書の内容のうち、
保険者の確認が必要な事項について確認

（全国土木建築国民健康保険組合本部）

（認定基準適合の場合）
申請書の作成

保険者と連名で申請
(共済組合・その他国保組合)
※評価項目や誓約書の内容
のうち、保険者の確認が必要

な事項について確認

＜大規模法人部門＞ ＜中小規模法人部門＞

申請書の作成

健康経営度調査
への回答

土木建築国保組合の
「健康宣言」に参加

加入保険者の
「健康宣言」に参加

※保険者が「健康宣言」事業を
実施している必要がある
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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管理職又は従業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女性の健康保持・増進に向けた取り組み

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メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

受動喫煙対策 受動喫煙対策に関する取り組み 必須

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2019（中小規模法人部門）認定基準

13



14

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】（認定申請書７ページ、基準解説書５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】（認定申請書８ページ、基準解説書６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）
全ての事業場において従業員の健康管理（健康診断や保健指導の実施に関する手続き、

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】
・全ての事業場において「健康づくり担当者」を設置する
こと

・事業場間の担当者の兼務は、原則として不適合
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（小項目）健康課題の把握
（評価項目）①定期健診受診率（実質100％）

【項目番号３－１－１】（認定申請書９ページ、基準解説書７ページ）

○設置趣旨（抜粋）
組織又は部署・部門ごとの従業員の健康課題を把握し、必要な対策を講じるための前提と

して、従業員の定期健康診断の受診が徹底出来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やむを得ない理由がある者を除き、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近
の受診率が100％であること。

②やむを得ない理由がある者を除き、労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近
の受診率が95％以上であり、未受診者に対しては、早期に受診するように適切な受診勧
奨を行っていること。

【ポイント】
・法令上、定期健診の実施義務がある「常時使用する従業
員」数を母数として、受診率を算出すること

【やむを得ない理由の例】
長期の病気休職、産前産後休業及び育児休業により一年を超えて休業、
一年を超える期間で海外赴任 など
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（小項目）健康課題の把握
（評価項目）②受診勧奨の取り組み

【項目番号３－１－２】（認定申請書10ページ、基準解説書８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、再検査・精密検査の受診勧奨、がん検診等の任意検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、再検査や精密検査が必要とされた従業員に対して、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」の受診勧奨は含まない
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（小項目）健康課題の把握
（評価項目）③５０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】（認定申請書11ページ、基準解説書９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、労働安全衛生法に定められたストレスチェック

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を実施す
る場合は、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）対策の検討
（評価項目）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

【項目番号３－１－４】（認定申請書12ページ、基準解説書10ページ）

○設置趣旨（抜粋）
組織の健康課題や労働環境の改善に向けた計画・具体的な数値目標を設定し、その達成・

進捗状況の把握、評価等の実施（ＰＤＣＡサイクルの構築）を問うもの。

【ポイント】
・目標や計画の具体的な内容について記載すること

○適合基準（抜粋）
従業員の健康課題を踏まえ、従業員の健康保持・増進、過重労働防止に関する計画を策

定し、具体的な数値目標や計画、実施（責任）主体及び期限を定めていることをもって適
合とする。
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（小項目）ヘルスリテラシーの向上
（評価項目）⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定

【項目番号３－２－１】（認定申請書13ページ、基準解説書11ページ）

○設置趣旨（抜粋）
管理職や従業員に対し、健康管理の必要性を認識し、必要な健康保持・増進に係る知識

（ヘルスリテラシー）の向上のための機会を設定し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研修等による場合
１年度に少なくとも１回、管理職や従業員に対し、健康をテーマとした従業員研修を実

施している又は外部機関主催の研修等に参加させていること。
②定期的な情報提供による場合
少なくとも１か月に１回の頻度で、全従業員に対し、健康をテーマとした情報提供を

行っていること。

【ポイント】
・外部機関の研修を受講した場合は、他の受講すべき従業
員への伝達が必要

・情報提供の場合、月１回の頻度が求められる
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（小項目）ワークライフバランスの推進
（評価項目）⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

【項目番号３－２－２】（認定申請書14ページ、基準解説書13ページ）

○設置趣旨（抜粋）
従業員のワークライフバランスを維持・改善させる取り組みを促すことで、従業員のモチ

ベーションの向上など、組織の活性化の取り組みを問うもの。

○適合基準（抜粋）
組織として時間外勤務の縮減や有給休暇取得の促進など、仕事と家庭生活の両立に向け

た環境づくりのための取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。

【ポイント】
・超過勤務時間の把握のみであり、改善に向けた取り組み
が見られない場合や、一部の職種や従業員を対象とした
取り組みは不適合
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（小項目）職場の活性化
（評価項目）⑦コミュニケーションの促進に向けた取り組み

【項目番号３－２－３】（認定申請書15ページ、基準解説書14ページ）

○設置趣旨（抜粋）
役職や担当を越えた従業員同士の連携の強化やメンタルヘルス不調の防止等のため、組織

内のコミュニケーションを促進する取り組みを行っているかを問うもの。

○適合基準（抜粋）
従業員同士のコミュニケーション向上に寄与するイベント等の取り組み又は外部機関主

催のイベント等への組織としての参加を、１年度に少なくとも１回以上定期的に実施して
いることをもって適合とする。

【ポイント】
・単に従業員の有志によるものではなく、組織としての取
り組みが必要
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（小項目）病気の治療と仕事の両立支援
（評価項目）⑧病気の治療と仕事の両立支援の促進に向けた取り組み

【項目番号３－２－４】（認定申請書16ページ、基準解説書15ページ）

○設置趣旨（抜粋）
病気の治療を要する従業員の治療と仕事の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ

体制の整備等の必要な措置を講じているかを問うもの。

○適合基準（抜粋）
従業員の病気の治療と仕事の両立支援に向けて、組織としての取り組みを行っているこ

とをもって適合とする。
具体的には、治療を要する従業員の相談窓口等を明確にし、その周知を図っていること。

あるいは対象者の支援体制の整備等の対策を定めていること。

【ポイント】
・相談窓口を設置している場合は、周知方法の記載が必須
・メンタルヘルス不調者や、定期健診の再検査・精密検査
に関する取り組みついては、この項目では評価対象外
（他の評価項目において評価）
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（小項目）保健指導
（評価項目）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

【項目番号３－３－１】（認定申請書17ページ、基準解説書16ページ）

○設置趣旨（抜粋）
従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等を促す保健指導の実施又

は保険者による特定保健指導の実施のための時間的、空間的配慮等の取り組みを行っている
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労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断等の結果、特に健康の保持に努める必要があ
ると認められる従業員に対し、医師又は保健師による保健指導の機会を提供しているこ
と

②保険者による特定保健指導の実施を促すため、指導時間の就業時間認定又は特別休暇認
定や指導のための場所の提供等の取り組みを行っていること

【ポイント】
・①は定期健診の結果に基づく保健指導が対象
・②は協会けんぽ等保険者が実施する特定保健指導が対象
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（小項目）健康増進・生活習慣病予防対策
（評価項目）⑩食生活の改善に向けた取り組み

【項目番号３－３－２】（認定申請書18ページ、基準解説書17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
・食に関する研修等はこの項目の評価対象外（「⑤管理職
又は従業員に対する教育機会の設定」において評価）
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（小項目）健康増進・生活習慣病予防対策
（評価項目）⑪運動機会の増進に向けた取り組み

【項目番号３－３－３】（認定申請書19ページ、基準解説書18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
・ 運動に関する研修等はこの項目の評価対象外（「⑤管理
職又は従業員に対する教育機会の設定」において評価）
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（小項目）健康増進・生活習慣病予防対策
（評価項目）⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み

【項目番号３－３－４】（認定申請書20ページ、基準解説書19ページ）

○設置趣旨（抜粋）
女性従業員の健康保持・増進に向けた職場環境の整備や、従業員等の女性の健康に関する

リテラシー向上に向けた取り組みを行っているかを問うもの。

○適合基準（抜粋）
女性特有の健康課題に対応する環境の整備や、従業員が女性特有の健康課題に関する知

識を得るための取り組みを継続的に行っていること。

【ポイント】
・女性特有の健康課題への対応、健康保持・増進に着目し
た取り組みを継続的に行っていること

新
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（小項目）感染症予防対策
（評価項目）⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み

【項目番号３－３－５】（認定申請書21ページ、基準解説書20ページ）

○設置趣旨（抜粋）
従業員の感染症予防や感染者対策に関する環境を整えることで、欠勤、病休等を予防する

ための取り組みを行っているかを問うもの。

○適合基準（抜粋）
従業員の感染症予防に向けて予防接種に要する時間の出勤認定、感染者の出勤停止等、

感染症予防や感染拡大防止に向けた取り組みや制度を実施していること。

【ポイント】
・感染症の予防、拡大防止に関する具体的な取り組みを
行っていること
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（小項目）過重労働対策
（評価項目）⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

【項目番号３－３－６】（認定申請書22ページ、基準解説書21ページ）

○設置趣旨（抜粋）
従業員の超過勤務状況を把握し、長時間労働者に対する具体的な対策を事前に定めている

かを問うもの。

○適合基準（抜粋）
従業員の労働環境を踏まえ、長時間労働者（超過勤務８０時間を超える者）が発生した

場合（管理職を含む）の、過重労働防止に向けた具体的な対応策を事前に定めていること。
ただし、全ての従業員（管理職を含む）の１ヶ月あたりの超過勤務時間が４５時間を超

える月がない場合には、基準を満たすものとして取り扱う。

【ポイント】
・超過勤務時間が月45時間を超える従業員が存在する場合
に、80時間超の超過勤務が発生すると想定して対応策を
定めていること。
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（小項目）メンタルヘルス対策
（評価項目）⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

【項目番号３－３－７】（認定申請書23ページ、基準解説書23ページ）

○設置趣旨（抜粋）
従業員のメンタルヘルス不調予備群又は不調者に対するサポート体制や職場復帰支援策を

事前に策定することにより、メンタルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体
制を整えているかを問うもの。

○適合基準（抜粋）
メンタルヘルス不調予備群に対する相談窓口を設置し、その周知を図っていること又は

不調者が出た場合の支援体制の整備等の対策を定めていること

【ポイント】
・相談窓口を設置している場合は、周知方法の記載が必須
・ストレスチェック制度の範囲内に留まる医師の面接指導
等は評価対象外
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（小項目）受動喫煙対策【必須項目】
（評価項目）受動喫煙対策に関する取り組み

【項目番号３－３－８】（認定申請書24ページ、基準解説書24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、「労働安全衛生法
の一部を改正する法律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」（平成２７年
５月）の「４受動喫煙の防止のための措置」を基に、屋外喫煙所の設置（屋内全面禁煙）
又は喫煙室の設置（空間分煙）を行っていること。

※顧客が喫煙できることをサービスに含めている宿泊業、飲食店等で屋内全面禁煙又は空間分煙が困
難な場合においては、上記通達に基づき、喫煙可能区域を設定した上で当該区域において適切な換気
を行っている場合も適合とする。

【ポイント】
・喫煙室等においては、非喫煙場所にたばこの煙が漏れないよう
措置を講じていること

・改正健康増進法において求める受動喫煙対策については、遵守
に向けた取り組みを行うことを、誓約書により誓約すること

必須化
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（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】（認定申請書25ページ、基準解説書26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】
②については、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
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】（認定申請書26ページ、基準解説書27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。
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【誓約書】（認定申請書26ページ、基準解説書27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。

・2017年4月1日より申請日までに、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】
・「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

・「長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令」の条
項は基準解説書に記載
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【参考】健診等の制度の解説、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28ページ～30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31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、従業員に対して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。



認定基準の適合状況の公表について
 前回の「健康経営優良法人2018」認定から、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。
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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
又は従業
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
ケーション
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女性の
健康保
持・増進に
向けた取り
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メンタル
ヘルス不調
者への対
応に関す
る取り組み

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

2 B法人 ⑩食生活の改善に向けた取り組み ○ ○ ○ - ○ - ○ - ○ ○ - ○ ○ - ○

3 C法人 ⑪運動機会の増進に向けた取り組み ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ ○

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

5 E法人 ②受診勧奨の取り組み ○ ○ ○ - ○ - - - ○ - ○ ○ ○ - -

6 F法人 ⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定 ○ ○ ○ - ○ - - - ○ - ○ ○ - - -

7 G法人 ⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 H法人 ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 I法人 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み ○ ○ - - ○ ○ - ○ ○ ○ ○ - ○ - -

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

●●県

■■県

▲▲県

No. 都道
府県 法人名称 アピールしたい取り組み

評価項目（選択項目）の適合状況

従業員の健康課題の把握と
必要な対策の検討

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 従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策
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1. 健康経営優良法人認定制度について

2. 中小規模法人部門の評価項目のポイント

3. 今後のスケジュール

4.（参考１）中小企業への健康経営の普及について

5.（参考２）各地の「健康経営」支援事業

本日の説明



今後のスケジュール
 「健康経営優良法人2019」に係るスケジュールは以下のとおり。

２０１８年 ２０１９年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 ３月 …

健
康
経
営
優
良
法
人
２
０
１
９

大
規
模
法
人

中
小
規
模
法
人

審査
期間

認定期間
～2020年
3月31日

健
康
経
営
優
良
法
人

２
０
１
9
の
発
表申請受付期間

（８月３１日 ～ １１月３０日）
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健康経営度調査
回答期間

(8月27日～１0月5日)

申請
受付
期間

(11月中旬
～30日)

回答結果
の送付



健康経営アワード2019（案）
 ２０１９年２月に開催予定の「健康経営アワード2019」は、以下の３部構成で実施予定。
 第一部は、例年通り健康経営銘柄の発表を行い、第二部及び第三部は、大規模法人や中小

企業に対するテーマに特化したシンポジウムを検討中。

第一部：健康経営銘柄発表会

第二部：健康経営銘柄企業及び健康経営優良法人（大規模法人部門）認定法人向けシンポジウム
健康経営銘柄には「ステークホルダーに対して積極的に発信していくこと」を、健康経営優良法人（大規模法人
部門）には「健康経営の考え方を普及拡大していく『トップランナー』の一員としての役割」を求めていく観点か
ら、投資家とのセッションやいくつかのトピックについてのパネルディスカッションなどを実施する。

第三部：中小企業に対する健康経営の普及に関するシンポジウム
中小企業へ健康経営を普及していくため、地方の優良事例や自治体や各関係機関・団体の取り組みの紹介、課題や
ソリューションの共有を行い、中小企業に対する更なる健康経営の普及に関するパネルディスカッションなどを実
施する。

健康経営銘柄2018表彰式の様子

経済産業省及び東京証券取引所が共同で、従業員の健康管理を経営的な
視点で考え、戦略的に取り組む上場企業を、原則1業種1社「健康経営銘
柄」として選定し、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家
にとって魅力ある企業として紹介するための発表会を実施する。
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【問合せ先】
「健康経営優良法人2019」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。

健康経営優良法人認定事務局
E-mail：kenkokeiei@hakuhodo.co.jp

【参照】 経済産業省HP 「健康経営優良法人認定制度」
経済産業省HP ＞ 政策について ＞ 政策一覧 ＞ ものづくり/情報/流通・サービス
＞ ヘルスケア産業 ＞ 健康経営優良法人認定制度

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukei
ei_yuryouhouzin.html
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1. 健康経営優良法人認定制度について

2. 中小規模法人部門の評価項目のポイント

3. 今後のスケジュール

4.（参考１）中小企業への健康経営の普及について

5.（参考２）各地の「健康経営」支援事業

本日の説明



 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
 健康経営における女性特有の健康課題に対する取組の検討

健康経営を知らない・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

 健康経営のメリットの普及
 知識、資金、体制の不備を補う仕組みの検
討・構築

 健康経営を実践する企業に対するインセン
ティブの紹介や、企業とヘルスケアサービ
ス等とのマッチング機会の促進

 健康経営優良法人の事例紹介
等によるノウハウの提供

 健康経営において優良な企業
のプレイアップ
①健康経営優良法人の認定
②各種メディアでの紹介 等

 中小企業の健康経営の普及促進を進めるため、
①地域版次世代ヘルスケア産業協議会の枠組みを活用した自治体による健康経営顕彰制度との連

携・支援
②地域の商工会議所が推進する健康経営施策との連携・支援
を図っていくことで、引き続き、健康経営関連施策の普及促進を進める。

主に中小企業等

 健康経営を通じたコラボ
ヘルスの推進

 より出口（企業業績等）
を意識した健康経営度調
査の見直しの検討

主に大企業等

中小企業への普及促進

 地域版協議会を活用した自治体の健康経営顕彰制度との連携・支援
 商工会議所が推進する健康経営施策との連携・支援
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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

 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。

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%

43



44

 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。

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％



設問「健康経営という言葉をご存じでしたか」
設問「今後、健康経営に向けた取り組みを

してみたいと思いますか」

やってみたい

１３．１％

（８）

（参考）地域における健康経営に関する認知度調査
 北海道江別市と江別商工会議所において、市内企業を対象に「「健康経営」に関する意識調査」

を実施（平成30年2月～3月）
 全国における認知度調査と概ね同様の結果が示されており、地域のおける健康経営の認知度向

上が伺える。

知っている

２０．７％

（２８）

聞いたことがある

４０．０％

（５４）

知らない

３９．３％

（５３）
やってみたいが

具体的なことが

わからない

３９．３％

（８）

やる予定はない

１４．８％

（９）

わからない

３１．１％

（１９）

ぜひやってみたい

１．６％ （１）

（回答数：１３５社） （回答数：６１社）
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 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、
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。

46※第17回健康投資WG  資料２「アクションプラン2017の進捗報告について」を修正

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）

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)

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

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

① 金融機関・民間保険等が提供するインセンティブ（取組数：６３） 融資優遇、保証料の減額や免除

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

③ 公共調達加点評価（取組数：５） 自治体が行う公共工事・入札審査で入札加点

④ 自治体が提供するインセンティブ（取組数：９） 融資優遇、保証料の減額 ・奨励金や補助金

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

中小企業向け制度資金「地域産業振興資金」
「健康経営優良法人」等の認定を受けている中小企業・小規模事業者に

対して特別利率・保証料率により融資。（平成29年４月）

大分県

＜「健康経営優良法人」に対する優遇措置（一例）＞



 一部の信用保証協会は、「健康経営優良法人認定制度」や自治体の健康経営顕彰制度、協会
けんぽの健康宣言事業に関連したインセンティブとして、信用保証料率の優遇措置を実施している。
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各地の信用保証協会による取組例

※「保証協会」…保証協会独自の制度、「県」「市」…自治体の保証付き中小企業融資制度

都道府県 信用保証協会 保証料優遇制度 名称 制度区分
（※）

優遇措置の要件

北海道 健康宣言企業応援保証 保証協会 協会けんぽ等「健康事業所宣言」

秋田県 一般資金（働き方改革支援枠） 県 「健康経営優良法人」、厚労省「くるみん」認定等

福島県 ふくしま産業育成資金融資（県内育成枠） 県
「健康経営優良法人」
協会けんぽ「健康づくり優良事業所」

栃木県 健康・働き方応援保証「はつらつ」 保証協会
「健康経営優良法人」、厚労省「安全衛生優良企
業」「くるみん」認定等、栃木県「男女生き活き企業」

埼玉県 健康保険協会・組合連携保証制度「健やか」 保証協会
協会けんぽ「従業員等の健康増進に積極的に取組
む企業」認定

東京都 健康企業応援・ダイバーシティ推進保証制度 保証協会
協会けんぽ等「健康企業宣言」、国保組合「健康企
業チャレンジ」、厚労省「くるみん」認定等 他

横浜市 よこはまプラス資金（公的事業タイアップ） 市 横浜市「横浜健康経営認証」 他

長野県 中小企業振興資金（しあわせ信州創造枠） 県 「健康経営優良法人」 他

愛知県 あいち健康宣言応援保証 保証協会 協会けんぽ「健康宣言チャレンジ事業所認定」

広島県
全国健康保険協会連携保証制度
「ヘルスケア企業保証」

保証協会 協会けんぽ「ひろしま企業健康健康宣言」

徳島県 地域連携企業支援資金 県 徳島県「健康づくり推進活動功労者知事表彰」等

福岡県 健康経営応援保証「すこやか」 保証協会
協会けんぽ「従業員等の健康増進に積極的に取組
む企業」認定

大分県 地域産業振興資金（働き方改革等推進特別融資） 県
「健康経営優良法人」、大分県「健康経営事業所認
定」、厚労省「くるみん」認定等 他

（ヘルスケア産業課 調べ）
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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

25商工会議所連合会、9商工会議所が締結
（平成30年７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、静岡商工会議所
浜松商工会議所、沼津商工会議所、三島商工会議所
下田商工会議所、伊藤商工会議所、熱海商工会議所

【商工会議所連合会】
北海道、青森、岩手、宮城、福島、栃木、群馬、千葉
東京、新潟、富山、石川、愛知、滋賀、鳥取、島根、岡山
広島、山口、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 9,187名（平成30年６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



中小企業における健康経営の取り組み事例
健康経営ハンドブック
中小企業における健康経営の普及・促進のため、中小企業の健康経営の実践事
例や、健康経営に取り組む企業へのインセンティブ情報等をまとめた「健康経営ハン
ドブック」が、東京商工会議所より発行されています。
（経済産業省HP「健康経営の推進」のページにおいて掲載中）

株式会社浅野製版所

「健康経営ハンドブック2018」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/
kenkoukeiei_handbook2018.pdf
経済産業省HP ＞政策について＞政策一覧＞ものづくり/情報/サービス＞
ヘルスケア産業＞健康経営について＞健康経営の推進 「２．健康経営関連資料等」

平成30年7月25日に首相官邸で開催された「健康・医療戦略本部（第二十二
回）」において、「健康経営優良法人」認定法人である株式会社浅野製版所が、
中小企業における健康経営の取組事例についてプレゼンテーションを行いました。
健康経営の推進を推進する中小企業の優良事例としてご参照ください。
（経済産業省HP「健康経営の推進」のページにおいて掲載中）

株式会社浅野製版所「中小企業における健康経営の取組事例」

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles
/20180725_asanoseihansyo.pdf
経済産業省HP ＞政策について＞政策一覧＞ものづくり/情報/サービス＞
ヘルスケア産業＞健康経営について＞健康経営の推進「４．その他」
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ご興味お持ちの方は、PRISM-J研究支援事務局（三菱総合研究所）までご一報ください
【研究HP】http://prism-j.umin.jp/index.html

【Email】iot-ml@mri.co.jp 【TEL】03-6705-6016

ご参加いただくメリット
 先行研究で実績あるシステムを使用

HbA1c：6.99 → 6.43（3か月後） ※投薬治療なしの平均値

 ご自身の健康をスマートフォンを利用して健康管
理が可能

【最終案内】IoT活用による糖尿病重症化予防事業
への参加者を募集しています

参加済みの健保・企業（一例）
阪急阪神健康保険組合
キヤノン健康保険組合
富士フイルムグループ健康保険組合
東京海上日動火災保険株式会社
三井健康保険組合・三井物産健康保険組合
安田日本興亜健康保険組合
第一生命保険株式会社
LIXIL健康保険組合
日本航空健康保険組合
日産自動車健康保険組合
オムロン株式会社
日本電気株式会社（NEC）
イオン健康保険組合
ヤマトグループ健康保険組合
株式会社ローソン
東急百貨店健康保険組合、他
（PRISM-J研究HPより抜粋）

※研究班が全面的に参加者募集のサポートしま
す。また、企業様・健保様の費用負担はございませ
ん （参加者個人は電池交換費用等の費用負担がございます）

血圧計 体重計活動量計

研究参加者全員に、IoT対応機種を無償貸与！

みなさまの会社・健保も、糖尿病の重症化予防事業に取り組みませんか？

2000名限定！
18年12月末まで！

「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

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。

【七福神アプリのイメージ】

ご参加いただける方の主な条件
 HbA1cが6.0％以上8.9％以

下（8週以内）
 日常的にスマートフォンを使用
 20歳以上75歳未満
 8週間以上お薬の変更がない

参加登録のための説明会
 12月末まで東京都内を中心に週２回程

度開催（説明会予定は下記URL参照）
http://prism-j.umin.jp/schedule.html

参考
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1. 健康経営優良法人認定制度について

2. 中小規模法人部門の評価項目のポイント

3. 今後のスケジュール

4.（参考１）中小企業への健康経営の普及について

5.（参考２）各地の「健康経営」支援事業

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。こうした取組の一層の拡大を図る。

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：64）

・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：14）

・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：5）

・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：37）

・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
53

（平成30年7月現在）



 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（健康宣言企業応援保証すこやか北海道）

北海道商工会議所連合会・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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秋田県（中小企業振興資金（働き方改革支援枠））

福島県（ふくしま産業育成資金融資（県内育成枠））



（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（健康DS保証））

（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（健康保険協会・組合連携保証制度
「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）

松本市 公共調達加点評価

大和市（健康企業奨励金）

栃木県信用保証協会（健康・働き方応援保証“はつらつ”）

さいたま市（さいたま市健康経営認定制度）



（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）

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）

尼崎市（尼崎市まちの健康経営推進事業）



（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）

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）

宇部市（宇部市健康づくりパートナー）



（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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徳島県（地域連携企業支援資金）



（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）

（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）

（参考）宮崎県南部信用組合（たまるくん）
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大分県
（地域産業振興資金（働き方改革等推進特別融資））
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