
データヘルス計画
第2期計画書

最終更新日：平成 30 年 03 月 28 日最終更新日：平成 30 年 03 月 28 日
トヨタ自動車健康保険組合トヨタ自動車健康保険組合

平成30年3月28日  [ この内容は未確定です。] 



STEP１-１ 基本情報STEP１-１ 基本情報
組合コード 56450
組合名称 トヨタ自動車健康保険組合
形態 単一
業種 機械器具製造業

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
被保険者数
* 平均年齢は
特例退職被保
険者を除く

110,800名
男性87.5%

（平均年齢41.0歳）*
女性12.5%

（平均年齢36.7歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*

-名
男性-%

（平均年齢-歳）*
女性-%

（平均年齢-歳）*
特例退職被保険
者数

0名 -名 -名

加入者数 244,078名 -名 -名
適用事業所数 41ヵ所 -ヵ所 -ヵ所
対象となる拠点
数

194ヵ所 -ヵ所 -ヵ所

保険料率
*調整を含む

83‰ -‰ -‰

健康保険組合と事業主側の医療専門職
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人) 常勤(人) 非常勤(人)

健保組合 顧問医 0 0 - - - -
保健師等 8 2 - - - -

事業主 産業医 21 54 - - - -
保健師等 207 1 - - - -

第2期における基礎数値
特定健康診査実施率
(特定健康診査実施者数÷
特定健康診査対象者数)

全体 66,481 ∕ 81,685 ＝ 81.4 ％
被保険者 49,028 ∕ 51,795 ＝ 94.7 ％
被扶養者 17,453 ∕ 29,890 ＝ 58.4 ％

特定保健指導実施率
(特定保健指導実施者数÷
特定保健指導対象者数)

全体 5,086 ∕ 9,200 ＝ 55.3 ％
被保険者 4,458 ∕ 8,089 ＝ 55.1 ％
被扶養者 628 ∕ 1,111 ＝ 56.5 ％

平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人
当たり金額（円） 予算額(千円) 被保険者一人

当たり金額（円）

保健事業費

特定健康診査事業費 2,259,331 20,391 - - - -
特定保健指導事業費 88,912 802 - - - -
保健指導宣伝費 41,080 371 - - - -
疾病予防費 263,706 2,380 - - - -
体育奨励費 674,532 6,088 - - - -
直営保養所費 469,137 4,234 - - - -
その他 291,069 2,627 - - - -
　
小計　…a 4,087,767 36,893 0 - 0 -
経常支出合計　…b 71,048,837 641,235 - - - -
a/b×100 （%） 5.75 - -
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平成30年度見込み 平成31年度見込み

平成32年度見込み

(歳)

(万人)

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

2 1 0 1 2
男性(被保険者) 男性(被扶養者) 女性(被保険者) 女性(被扶養者)

平成30年3月28日  [ この内容は未確定です。] 
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男性（被保険者）男性（被保険者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 1,829

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 8,518
人 25〜29 8,052

人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 11,435
人 35〜39 15,35

0人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 12,414
人 45〜49 11,81

9人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 11,089
人 55〜59 9,283

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 5,414
人 65〜69 1,166

人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 88人 70〜74 -人 70〜74 -人

男性（被扶養者）男性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 11,153

人 5〜9 10,68
8人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 9,081
人 15〜19 7,932

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 4,179
人 25〜29 288人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 162人 35〜39 70人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人
40〜44 20人 45〜49 27人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人
50〜54 18人 55〜59 27人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人
60〜64 42人 65〜69 59人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 72人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被保険者）女性（被保険者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 0人 5〜9 0人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人
10〜14 0人 15〜19 364人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人
20〜24 1,784

人 25〜29 1,643
人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 2,432
人 35〜39 2,187

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 1,876
人 45〜49 1,749

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 1,007
人 55〜59 556人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 256人 65〜69 102人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 8人 70〜74 -人 70〜74 -人

女性（被扶養者）女性（被扶養者）
平成30年度見込み 平成31年度見込み 平成32年度見込み
0〜4 10,770

人 5〜9 10,21
1人 0〜4 -人 5〜9 -人 0〜4 -人 5〜9 -人

10〜14 8,666
人 15〜19 7,654

人 10〜14 -人 15〜19 -人 10〜14 -人 15〜19 -人

20〜24 4,136
人 25〜29 2,567

人 20〜24 -人 25〜29 -人 20〜24 -人 25〜29 -人

30〜34 6,211
人 35〜39 8,252

人 30〜34 -人 35〜39 -人 30〜34 -人 35〜39 -人

40〜44 7,846
人 45〜49 7,945

人 40〜44 -人 45〜49 -人 40〜44 -人 45〜49 -人

50〜54 6,572
人 55〜59 4,901

人 50〜54 -人 55〜59 -人 50〜54 -人 55〜59 -人

60〜64 2,529
人 65〜69 1,012

人 60〜64 -人 65〜69 -人 60〜64 -人 65〜69 -人
70〜74 567人 70〜74 -人 70〜74 -人
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基本情報から見える特徴

【組合規模】①組合員数24万人と大規模。
　　　　　　②母体企業であるトヨタ自動車従業員が７割。
【企業属性】①職種　：機械製造が主。
　　　　　　②性別　：８割以上が男性。
　　　 　　　③年齢層：被保険者は３０〜40歳が多数。第１期に比べ、40代突入者が増えてくる。
　　　　　　　　　　　　→生活習慣病対策も必要
　　　　　　　　　　　被扶養者は他健保に比べても0〜19歳が多い割合。
　　　　　　　　　　　　→乳幼児の疾患対策も必要
【 地域特性 】①事業所の所在地は全国に点在。
　 　　　　　②ただし7割強の組合員は愛知県に居住。
　　 　　　　③健保組合も愛知県に所在。　　　　　　
　　　　　　　→地理的に連携がとりやすい事業主が多く、コラボヘルスも期待できる。
【医療職体制】①健康保険組合所属の医療専門職のほか、適用事業所が医療専門職を多く有している。

平成30年3月28日  [ この内容は未確定です。] 
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STEP１-２ 保健事業の実施状況STEP１-２ 保健事業の実施状況
保健事業の整理から見える特徴保健事業の整理から見える特徴
①過去からの実績もあり、幅広く保健事業を展開。
②健康増進の要としてインセンティブ制度を早い段階で設置。各事業と連携しながら運用。
③しかし健保事業によって、参加率・認知度が低い事業がある。
④本人・家族を含めた健診受診については、目標は未達成だが増加の傾向。
⑤配偶者の事業参加率が低く、また参加できる事業自体も少ない
⑥事業主が取組む健康増進について、連携ができていない取り組みもある。

事業の一覧事業の一覧
職場環境の整備職場環境の整備
　保健指導宣伝 　職場健康天気図
　保健指導宣伝 　事業主の健康通信簿
　体育奨励 　健康づくり助成
加入者への意識づけ加入者への意識づけ
　保健指導宣伝 　機関紙
　保健指導宣伝 　ホームページ・メールマガジン
　保健指導宣伝 　医療費明細
　保健指導宣伝 　るぷるレポート
　保健指導宣伝 　るぷる通知
　保健指導宣伝 　めざせ！トヨタ健保の達人
個別の事業個別の事業
　特定健康診査事業 　定期健診
　特定健康診査事業 　節目健診
　特定健康診査事業 　ファミリー健診
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被保険者）
　特定保健指導事業 　特定保健指導（被扶養者）
　特定保健指導事業 　がん精密検査の受診勧奨（被扶養者）
　特定保健指導事業 　非肥満リスク者（特定以外）保健指導（被扶養者）
　保健指導宣伝 　ジェネリック通知
　疾病予防 　診療所の無料歯科健診
　疾病予防 　レディース検診
　疾病予防 　脳ドック
　疾病予防 　予防接種
　疾病予防 　電話相談
　疾病予防 　元気っ子キャンペーン
　体育奨励 　るぷる（インセンティブ制度）
　体育奨励 　フィットネスクラブ（契約施設）
　体育奨励 　健康教室
　体育奨励 　禁煙対策
　体育奨励 　けんぽれんウォーキング
　体育奨励 　前期高齢者対策
　直営保養所 　直営保養所
　その他 　フォレスタヒルズ
事業主の取組事業主の取組
　1 　ワーク・ライフ・バランス施策①職場コミュニケーション活動
　2 　ワーク・ライフ・バランス施策②働き方改革
　3 　ワーク・ライフ・バランス施策③長時間勤務者対策

平成30年3月28日 [ この内容は未確定です。]
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　4 　健康づくり支援①カフェテリア制度
　5 　健康づくり支援②「トヨタ健康ハンドブック」の支給
　6 　健康づくり支援③禁煙対策
　7 　健康づくり支援④ＢＭＩ対策
　8 　健康づくり支援⑤食育活動
　9 　健康づくり支援⑥運動推進活動
　10 　健康づくり支援⑦いきいき活動
　11 　健康づくり支援⑧健康づくり活動表彰
　12 　健康教育・啓発①健康教育
　13 　健康教育・啓発②啓発
　14 　予防接種①海外出張・赴任
　15 　予防接種②インフルエンザ
　16 　健康診断①雇入健診
　17 　健康診断②定期健診・特殊健診
　18 　健康診断③胃がん検診
　19 　健康診断④大腸がん検診
　20 　健康診断⑤レディース検診（乳がん、子宮がん）
　21 　健診事後措置
　22 　メンタルヘルス推進
　23 　各種相談窓口
※事業は予算科目順に並び替えて表示されています。

平成30年3月28日 [ この内容は未確定です。]
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職場環境の整備職場環境の整備

保
健
指
導
宣
伝

1 職場健康天気
図

【目的】事業主との健康状況共有
【概要】健診結果の改善状況を天気図で表示 被保険者 全て 男女

-
〜（

上
限
な
し）

全員 0 回数：年2回
時期：1月・7月 ①事業主懇談会でのフォロー ①事業主側での活用方法の提案

②より詳細で有用性の高い情報 4

1 事業主の健康
通信簿

【目的】事業主と健康状況の共有
【概要】各事業主の詳細な健康・医療データの分析結果を
提示

被保険者 一部の
事業所 男女

-
〜（

上
限
な
し）

全員 0 発行回数：年1回
発行時期：10月

①事業主懇談会でのフォロー
②対象対象事業主の拡大
　（100人以上の事業主）

①データを基にコラボヘルスの推進
②事業主の意見・要望を反映
③より詳細で有用性の高い情報

4

体
育
奨
励

1,8 健康づくり助
成

【目的】事業主社内の健康づくり基盤構築 
【概要】事業主の健康づくりに対する助成 被保険者 全て 男女

-
〜（

上
限
な
し）

全員 40,454

実施時期：4月〜翌3月の健康づくり事
業
TMC国内： 5,848千円
TMC海外：23,783千円
TMC以外：10,823千円
活用事業主：17事業主

①事業主懇談会でのPR
②天気図や通信簿との関連づけ

①未活用の事業主が増加
②有用性の低い事業への助成 3

加入者への意識づけ加入者への意識づけ
保
健
指
導
宣
伝

2,5 機関紙 【目的】情報発信・健康意識醸成
【概要】機関紙発行（年4回）

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 13,067 発行部数：419,000部（2016年度） ①組合員の要望を活かした親しみやす
い紙面づくり ①より見やすい紙面づくり 3

2,5
ホームページ
・メールマガ
ジン

【目的】健保のプレゼンスアップ
【概要】情報発信

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 1,563 アクセス数：512,982回（2016年度） ①内製による情報更新の柔軟性
①無関心層への閲覧促進
②組合員が主体的に情報確認できる仕
組みづくり

3

2,5 医療費明細 【目的】医療費の適正化
【概要】医療費・還付金情報の通知 被保険者 全て 男女

-
〜
-

全員 15,192 発行枚数：1,105,433部（2016年度）
配布人数： 244,259名（2016年度） ①給与明細と同時配布 ①表示内容の見易さ向上 5

2,8 るぷるレポー
ト

【目的】健康づくり意識の醸成
【概要】るぷるポイント券と一緒に「年間獲得ポイント数
」「健診数値の経年変化」をまとめたレポートを送付。

被保険者 全て 男女
-

〜
-

全員 10,886
発行枚数：99,860名
発行回数：年1回
発行時期：5月下旬

①事業主から協力を得た個別配布
②配送方法の見直し

①発行時期の早期化
②より有用性の高い情報の提供 5

2,5,8 るぷる通知 【目的】健康づくり意識の醸成 
【概要】るぷるポイント獲得状況をお知らせ 被保険者 全て 男女

18
〜
74

全員 0
発行時期：2ヶ月ごと偶数月
配布枚数：147,366枚
医療費明細の裏面を活用

①給与明細と同時配布 直近の獲得状況が未反映
（４ヶ月遅れ） 3

2,5 めざせ！トヨ
タ健保の達人

【目的】健保事業案内 
【概要】新入社員向けの健保事業紹介冊子 被保険者 全て 男女

-
〜
-

全員 1,674 新入社員入社時に配布。
発行部数：5,702部（2016年度）

①新入社員向けで読みやすい紙面づく
り
②ライフシーンごとのページ分け

既読率の確認が取れず評価が困難 3

個別の事業個別の事業
特
定
健
康
診
査
事
業

3 定期健診 【目的】健康の保持増進
【概要】労働安全衛生法にもとづく実施+がん検診等 被保険者 全て 男女

18
〜
74

全員 154,606 事業主管理のもと実施。
受診者数：45,807名（2016年度）

①法定外検査項目（がん検診等）の費
用を健保が50％負担 ①健診結果のデータ連携の精度向上 4

平成30年3月28日 [ この内容は未確定です。]
予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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3,5 節目健診
【目的】早期発見・健康意識の向上
【概要】被保険者の36歳以上毎4年の定期健診時に、健康
支援センターウェルポ（または節目健診代替機関）にて配
偶者と一緒に人間ドックと結果説明+健康学習会を実施。

被保険者
被扶養者 全て 男女

36
〜
60

基準該
当者 648,438 被保険者：15,556名（2016年度）

被扶養者：　5,051名（2016年度）
①夫婦受診
②未受診者に対し電話受診勧奨

①受診者増への対応
　 ⇒新規節目健診機関の整備
②被扶養者の受診しやすい体制整備
③早退者の対応

3

3 ファミリー健
診

【目的】生活習慣病とがんの早期発見
【概要】契約医療機関、巡回バス健診、健保保有の健診セ
ンターでの 健診実施

被扶養者 全て 男女
36
〜
74

基準該
当者 484,778 受診者数：18,123名（2016年度）

①契約医療機関数の拡大
②特定健診にがん検査項目追加
　 （肺、胃、大腸、乳、子宮、前立腺
）
③電話受診勧奨

①健診受診率が目標未達
②無関心層への受診促進アプローチ
③毎年受診の習慣づけ

2

特
定
保
健
指
導
事
業

1,2,4 特定保健指導
（被保険者）

【目的】生活習慣改善によるメタボ・リスク改善
【概要】事業主が実施 被保険者 全て 男女

36
〜
74

基準該
当者 20,114 事業主が実施し、健保で助成。

被保険者：55％（2016年度）
①国基準での指導対象者の拡大
②保健指導費用を50%健保が負担 ①実施率の事業主格差 3

2,4 特定保健指導
（被扶養者）

【目的】生活習慣改善によるメタボ・リスク改善
【概要】健保内製∕保健指導機関へ委託 被扶養者 全て 男女

36
〜
74

基準該
当者 15,743 被扶養者：52.1％（2016年度）

①豊田市内は健保会館内で内製保健指
導
②豊田市外は委託で保健指導

①電話や手紙による参加勧奨 3

3
がん精密検査
の受診勧奨（
被扶養者）

【目的】がんの早期発見・早期治療
【概要】〔ウェルポ〕電話にて受診勧奨の上、紹介状・画
像送付
　　　　 〔ウェルポ以外〕受診調査、未回答者 へ電話にて
受診確認

被扶養者 全て 男女
36
〜
74

基準該
当者 19,313 精密検査受診率：89％

〔ウェルポ〕
①病診連携により受診予約
〔ウェルポ以外〕
①健診結果票に精密検査PR文書添付
②精検対象者の放置対策として、健診
時に啓発活動

①健診機関による精密検査受診率の格
差
②健康リテラシーの低さ（精検判定を
軽視傾向）

4

2,4
非肥満リスク
者（特定以外
）保健指導（
被扶養者）

【目的】高血圧・糖尿病予防とリスク改善
　　　　 糖尿病の重症化予防
【概要】対面式の保健指導

被扶養者 全て 男女
36
〜
74

基準該
当者 9,941

高血圧支援　　：127名（2016年度）
血糖支援　　　：171名（2016年度）
糖尿病教室　　：152名（2016年度）
糖尿病患者支援： 39名（2016年度）
透析予防ＰＧ　： 13名（2016年度）

①自宅への訪問指導
②糖尿病予防のため、血糖値に応じて
事業を体系化

①糖尿病未治療者
②糖尿病コントロール不良者対応 2

保
健
指
導
宣
伝

5,8 ジェネリック
通知

【目的】ジェネリック医薬品の推進
【概要】新薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合の
削減可能額を通知

被保険者 全て 男女
-

〜
-

基準該
当者 0

発行時期：2ヶ月ごと奇数月
配布枚数：147,366枚（2016年度）
医療費明細の裏面に掲載。

①給与明細と同時配布
①切り替え率の頭打ち
②高額新薬層へのアプローチ
③切替率が低い年代への個別アプロー
チ

5

疾
病
予
防

3 診療所の無料
歯科健診

【目的】口腔内のプロフェッショナルケア
【概要】口腔内確認・歯面清掃等実施
　　　　 →歯科医院での無料歯科健診

被保険者
被扶養者 全て 男女

15
〜
74

基準該
当者 89,408 受診者数：23,230名（2016年度）

①受診促進キャンペーンの実施
②節目健診時の口腔チェック
③るぷるポイントの付与

①口腔内の健康意識向上
②無関心層へのアプローチ
③受診可能地域が限定

1

3 レディース検
診

【目的】乳がん・子宮がんの早期発見
【概要】超音波装置・細胞診検査実施
　　　　　（契約医療機関での受診）

被保険者
被扶養者 全て 女性

20
〜（
上
限
な
し）

基準該
当者 7,745

受診者数　：2,487名
　※乳　　：1,307名
　※子宮頚： 763名
　　　　　　　　　　（2016年度）

①受診券配布
②健保会館での検診の実施

①乳がん検診の対象年齢、頻度など見
直し
②定期検診への組み込み
③健保会館受診者の精検フォロー

1

3 脳ドック 【目的】脳血管疾患の早期発見
【概要】MRI、MRA、血液検査等実施

被保険者
被扶養者 全て 男女

40
〜
74

基準該
当者 62,281 受診者数：2,194名（2016年度） ①ハイリスク者に対する受診勧奨

①受診結果の活用
　 （生活習慣改善のフォロー）
②脳ドック単独受診者の結果活用

1

3 予防接種 【目的】インフルエンザ重症化予防
【概要】予防接種費を一部補助 被扶養者 全て 男女

0
〜
15

基準該
当者 63,927 接種者数：30,805名（2016年度） ①愛知連合会とNPO連携による

　 スケールメリットを活かした運用
①県内の契約医療機関が少ない
　 （特に三河地区） 3

平成30年3月28日 [ この内容は未確定です。]
予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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6 電話相談
【目的】組合員の抱える悩み解消
【概要】健康・メンタル・医師紹介等実施

被保険者
被扶養者 全て -

-
〜
- 全員 17,752

電話相談　：7,905名
面談　　　： 139名
（2016年度）

①事業主媒体（含む労働組合）での情
報展開
②育児中の配偶者へDM送付

①効果的なPR活動が不十分
②利用者の効果検証が困難 2

2,5 元気っ子キャ
ンペーン

【目的】子どもの呼吸器疾患予防
【概要】手洗い・うがいの習慣づけ 被扶養者 全て 男女

2
〜
6

基準該
当者 4,848 参加者数：3,427名（2016年度）

①自宅発送
②親子での参加制度
　（運動・禁煙プログラム）

①制度の周知度向上
②参加したくなる仕組みづくり 1

体
育
奨
励

2,8
るぷる（イン
センティブ制
度）

【目的】健康づくりの定着
【概要】健康づくりのインセンティブ制度 被保険者 全て 男女

15
〜
74

基準該
当者 190,469 参加者数：98,219名（2016年度） ①事業主と協働実施

②個別状況通知の発行
①ポイントに繋がる健康づくりの
　 実態把握 5

5,8
フィットネス
クラブ（契約
施設）

【目的】健康づくりの定着
【概要】フィットネスクラブと契約

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 8,730 利用者数：23,684名（2016年度） ①健保補助による負担軽減 ①契約施設の拡大
②地域での制限あり 5

5,8 健康教室 【目的】健康づくりの定着
【概要】太極拳・ピラティス教室等の開催

被保険者
被扶養者

一部の
事業所 男女

-
〜
-

基準該
当者 0 参加者数：1,355名（2016年度） ①リピーターの獲得 ①地域的な制約有

　→愛知県でのみ展開 4

5,8 禁煙対策 【目的】禁煙達成へのアプローチ
【概要】禁煙ツール提供・個別フォロー

被保険者
被扶養者 全て 男女

20
〜
74

基準該
当者 31 参加者数：1,468名

成功者数：406名（2016年度）
①周囲を巻き込む支援体制構築
②事業主とのコラボヘルス

①参加者の伸び悩み
②家族向けの事業拡大 2

8 けんぽれんウ
ォーキング

【目的】健康づくり機会の提供 
【概要】けんぽれんウォーキングを紹介

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 134 年２回実施
参加者数：503名　（2016年度） シニア層・リピーターへのPR ①参加者数の減少 3

2,4,5,
8

前期高齢者対
策

【目的】前期高齢者の予防対策
【概要】セミナー・自宅訪問・健康づくり展開 被扶養者 一部の

事業所 男女
65
〜
74

基準該
当者 6,611

高齢者セミナー：76名
自宅訪問　　　：198回
シニアるぷる　：390名
（2016年度）

①実効性のある対象者の絞り込み
②対象者を絞った周知活動

①参加者の行動変容・行動継続率の維
持
②自宅訪問の拒否者への対策

4

直
営
保
養
所

8 直営保養所 【目的】リフレッシュ・研修会場
【概要】保養・研修等に使用

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 227,265
直営施設：4ヶ所
利用者数：34,265名
（2016年度）

①シニア/ファミリー層へのPR
②集客イベント

①高額な維持費
②施設の老朽化 2

そ
の
他

5,8 フォレスタヒ
ルズ

【目的】健康づくりの場所提供
【概要】組合員の健康づくりに使用

被保険者
被扶養者 全て 男女

-
〜
-

全員 0
ジム利用者数：81,716名
テニス利用者数：17,641名
（2016年度）

①プール教室等の積極的運用
②テニス教室等の積極的運用

①施設の老朽化
②高額な維持費
③TPSC、基金、生協側の運営側の連携

2

注１) １．職場環境の整備  ２．加入者への意識づけ  ３．健康診査  ４．保健指導  ５．健康教育  ６．健康相談  ７．訪問指導  ８．その他
注２) １．39%以下  ２．40%以上  ３．60%以上  ４．80%以上  ５．100%

平成30年3月28日 [ この内容は未確定です。]
予予
算算
科科
目目

注1)注1)
事業事業
分類分類

事業名事業名 事業の目的および概要事業の目的および概要
対象者対象者

事業費事業費
(千円)(千円)

振り返り振り返り
注2)注2)
評価評価資格資格 対象対象

事業所事業所 性別性別 年年
齢齢 対象者対象者 実施状況・時期実施状況・時期 成功・推進要因成功・推進要因 課題及び阻害要因課題及び阻害要因
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