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序章 計画策定の基本的な考え方 

 

１．計画策定の背景と目的 

  国民健康保険は、国民皆保険制度の中核として極めて重要な役割を担い、地域

住民の医療の確保と健康の保持・増進に大きく貢献してきた。 

  しかしながら、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化など、大きな環境変

化に直面しており、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なも

のにしていくためには、その構造改革が急務となっている。 

このような状況に対応するために、国民誰しもの願いである健康と長寿を確保

しつつ、医療費の伸びの抑制にも資することから、生活習慣病を中心とした疾病

予防を重視し、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法律第 80号。以下

「法」という。）に基づいて、医療保険者（法第７条第２項に規定するものをい

う。以下同じ。）は、糖尿病その他の生活習慣病に関する健康診査及び健康診査

の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導を実施するこ

ととされている。 

この計画は、法第 19条第１項の規定に基づき、特定健康診査（法第 18条第１

項に規定するものをいう。以下同じ。）及び特定保健指導（法第 18条第１項に規

定するものをいう。以下同じ。）の具体的な実施方法に関する事項、特定健康診

査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施及びその成果に

関する具体的な目標並びに特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要

な事項を定めるものである。 

 

２．特定健康診査等の基本的な考え方 

  受療の実態を見ると、食べ過ぎや運動不足等の不健康な生活習慣から、糖尿病、

高血圧症、脂質異常症、肥満症、歯周疾患等（以下｢糖尿病等｣という。）の生活

習慣病の発症を招き、生活習慣の改善がなされないまま疾患が重症化し、虚血性

心疾患や脳卒中等の発症に至るケースが多く見受けられる。 

  糖尿病等の生活習慣病は、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因するもの

であり、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、発症のリス

クがさらに高くなる。このため、メタボリックシンドロームの概念に基づいた糖

尿病等の生活習慣病の予防対策が必要とされている。 

  特定健康診査は、このメタボリックシンドロームに着目し、特定保健指導を必

要とする被保険者を的確に抽出するために行うものである。 

  また、特定保健指導は特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム及びそ

の予備群と判定された被保険者について、その要因となっている生活習慣を改善

するための保健指導を行うことにより、糖尿病等の生活習慣病を予防することを

目的とするものである。 
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３．計画の位置づけ 

  この計画は、法第 19 条第１項に基づき、特定健康診査等基本指針に即して策

定するものである。 

策定に当たっては、栃木県医療費適正化計画、栃木市総合計画、栃木市国民健

康保険財政健全化計画、栃木市国民健康保険データヘルス計画、栃木市健康増進

計画、栃木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の取り組みと調和の取れた

ものとした。 

 

４．計画の期間 

  この計画の期間は、2018年度（平成 30年度）から 2023年度までの６年間とす

る。 
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第１章 特定健康診査等の実施状況 

 

１．特定健康診査の状況 

 （１）実施状況 

特定健康診査の実施率は、ほぼ横ばいであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

年齢階級別の特定健診実施率は、60歳、70歳代で40、50歳代よりも高く、

性別では全年齢階級で女性の方が男性よりも高かった。また、男女とも年

齢階級60歳、70歳代の実施率が高い傾向は同様であった。 
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 （２）課題と対策 

特定健康診査の実施率は、低迷している。特定健康診査を受診して生活習

慣病を予防・早期発見し、必要に応じて保健指導により生活習慣を改善して

いくという目的を理解してもらうことや、未受診理由に応じた健診受診への

動機付けが必要である。また、年度途中での国保加入者に対する特定健診の

ＰＲも課題として挙げられるため、引き続きパンフレットや広報紙での案内

をしていくとともに、イベント等でのＰＲを行う必要がある。 

また、特に 40～50 歳代の未受診者に対し、通知や電話などによる受診勧

奨を行うことも必要である。 

 

２．特定保健指導の状況 

 （１）実施状況 

    特定保健指導の実施率は、総計でみるとほぼ横ばいであるが、積極的支援

については、上昇傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）課題と対策 

    特定保健指導の実施率をさらに上げるには、個々の生活や意識に合わせて

継続的に支援していく必要がある。特に、繰り返し該当になる者や、生活習

慣改善の意識の低い者への対応を如何にすすめるかが課題である。 

    今後も、保健指導対象者となった者が、生活習慣を改善し、生活習慣病発

症や重症化予防につながるよう、保健指導の充実を図っていく必要がある。 
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第２章 達成しようとする目標 

 

１．特定健康診査の実施に係る目標 

 ○2023年度における特定健康診査の実施率を 60％とする。 

 ○この目標を達成するために、2018年度（平成 30年度）以降の各年度の実施率

（目標）を以下のように定める。 

 

目標実施率                            

 
2018年度 

(H30年度) 

2019年度 

(H31年度) 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

(参考） 

国の参酌標準 

実施率 35.0  40.0  45.0  50.0  55.0  60.0 60.0 

 

２．特定保健指導の実施に係る目標 

○2023年度における特定保健指導の実施率を 60％とする。 

○この目標を達成するために、2018年度（平成 30年度）以降の各年度の実施率

（目標）を以下のように定める。 

 

目標実施率                        

 
2018年度 

(H30年度) 

2019年度 

(H31年度) 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

(参考） 

国の参酌標準 

実施率 45.0  48.0  51.0  54.0  57.0  60.0 60.0 

 

３．メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率に係る目標 

  （特定保健指導対象者の減少率に係る目標） 

○2023年度までに、特定健康診査の結果に基づく特定保健指導の対象者を、 

25％減少することを目標とする。 

《参考》2016年度（平成 28年度）：20.8％減少【2008年度（平成 20年度比）】 

国の参酌標準：2023年度までに 25％減少【2008年度（平成 20年度比）】 

 

 

 

 

（％） 

（％） 
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第３章 特定健康診査等の対象者数 

 

１．特定健康診査の対象者数 

○2018年度（平成 30年度）における特定健康診査の対象者数は 29,092人、2023

年度の対象者数は 22,223人と推計される。 
 

 ◆特定健康診査の対象者数（推計）                   

  
2018年度 

(H30年度) 

2019年度 

(H31年度) 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

男性 

40～64歳 6,357 6,096 5,820 5,677 5,346 4,885 

65～74歳 8,291 7,951 7,679 7,403 6,973 6,476 

 計 14,648 14,047 13,499 13,080 12,319 11,361 

女性 

40～64歳 5,936 5,635 5,398 5,199 4,870 4,464 

65～74歳 8,508 8,077 7,735 7,451 6,980 6,398 

 計 14,444 13,712 13,133 12,650 11,850 10,862 

合計 

40～64歳 12,293 11,731 11,218 10,876 10,216 9,349 

65～74歳 16,799 16,028 15,414 14,854 13,953 12,874 

計 29,092 27,759 26,632 25,730 24,169 22,223 

目標実施率（％） 35.0%  40.0%  45.0%  50.0%  55.0%  60.0% 

目標実施者数 合計 10,183 11,104 11,984 12,866 13,293 13,334 

 

２．特定保健指導の対象者数 

○2018年度（平成 30年度）における特定保健指導の対象者数は 1,193人、2023

年度の対象者数は 1,546人と推計される。 
 

◆特定保健指導の対象者数（推計）                   

  
2018年度 

(H30年度) 

2019年度 

(H31年度) 
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

特定健康診査目標実施者数 10,183 11,104 11,984 12,866 13,293 13,334 

動機付け支援対象者数 856 920  997  1,068  1,096  1,108 

実施率（％） 52.5% 56.0％ 59.4％ 62.8％ 66.4％ 70.0％ 

実施者数 449  515  592  671  728  776 

積極的支援対象者数 337  366  393  423  432  438 

実施率（％） 26.1% 28.0％ 29.7％ 31.7％ 33.1％ 34.7％ 

実施者数 88  102  117  134  143  152 

特定保健指導対象者合計 1,193 1,286 1,390 1,491 1,528 1,546 

実施率（％） 45.0%  48.0%  51.0%  54.0%  57.0%  60.0% 

実施者数合計 537 617 709 805 871 928 

（人） 

（人） 
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第４章 特定健康診査等の実施方法 

 

１．特定健康診査の実施に係る基本的な事項 

（１）実施場所 

集団健診  各保健福祉センター及び各公民館等 

   個別健診  市内の契約医療機関 

   人間ドック 契約する人間ドック検診機関 

 

（２）対象者 

当該年度の４月１日における国民健康保険被保険者であって、当該年度にお

いて 40歳以上 75歳以下の年齢に達する者 

ただし、妊産婦その他の厚生労働大臣が定める者（刑務所入所中、海外在住、

長期入院の者等）は、上記対象から除くものとする。 

 

（３）健診項目 

   厚生労働省で定める次の法定項目を実施する。 

   ・ 既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む。） 

・ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

・ 身長、体重及び腹囲の検査 

・ ＢＭＩ（ＢＭＩ＝体重(kg）／身長(m)2  ）の測定 

・ 血圧の測定 

・ ＧＯＴ、ＧＰＴ及びγ―ＧＴＰの検査（肝機能検査） 

・ 中性脂肪、ＨＤＬコレステロール及びＬＤＬコレステロールの量の検

査（血中脂質検査） 

 ※中性脂肪が400㎎/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、

Non-HDLコレステロールの測定でも可 

・ 空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃ（血糖検査） 

  ※やむを得ず空腹時以外でＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食直後を除き随時血糖 

でも可 

・ 尿中の糖及び蛋白の有無の検査（尿検査） 

・ 上記に掲げるもののほか、医師が必要と認めたときに行う項目として

厚生労働大臣が定めるもの（詳細な健診項目は次のとおり） 

(a)貧血検査（ヘマトクリット値、血色素量及び赤血球数の測定） 

貧血の既往歴を有する者または視診等で貧血が疑われる者 

  (b)心電図検査（12誘導心電図） 

当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧140㎜Hg以上若しくは拡

張期血圧90㎜Hg以上の者又は問診等で不整脈が疑わる者 
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(c)眼底検査 

       当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当し

た者 

・血圧：収縮期血圧140㎜Hg以上又は拡張期血圧90㎜Hg以上 

・血糖：空腹時血糖値126㎎/dl以上、HbA1c（NGSP値）6.5％以上又は随時血糖値 

126㎎/dl以上 

          ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、

かつ血糖検査の結果について確認することができない場合においては、前年度

の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 

       (d)血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能評価を含む) 

       当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当し

た者 

・血圧：収縮期血圧130㎜Hg以上又は拡張期血圧85㎜Hg以上 

・血糖：空腹時血糖値100㎎/dl以上、HbA1c（NGSP値）5.6％以上又は随時血糖値 

100㎎/dl以上 

 

（４）他の健診との連携 

被保険者の利便性を考慮して、集団健診時にがん検診等を同時実施する。 

 

（５）実施時期 

集団・個別健診 ５月下旬（受診券が届いた日）～２月 

※集団健診の実施時期、実施回数は健診機関と調整のうえ、決定する。 

   人間ドック   ６月～３月 

 

２．特定保健指導の実施に係る基本的な事項 

（１）実施場所 

   各保健福祉センター等 

 

（２）対象者の選定と階層化 

特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果、腹囲またはＢＭＩが次の基

準に該当する者のうち、(a)～(c)の追加リスクに該当する者とする。 

ただし、糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している

者を除く。 
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腹 囲  男性 85㎝以上、女性 90㎝以上 

男性 85㎝未満、女性 90㎝未満で、BMIが 25以上 

【追加リスク】 

(a)血糖 空腹時血糖 100㎎/dl以上、又は HbA1c(NGSP値)が 5.6％以上 

(b)脂質 中性脂肪 150㎎/dl以上、又は HDLコレステロール 40㎎/dl未満 

(c)血圧 収縮期血圧 130㎜ Hg以上、又は拡張期血圧 85㎜ Hg以上 

また、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機付け支援の対象になる

のか、積極的支援になるのかの階層化を行う。 

腹  囲 
追加リスク 

(d)喫煙歴 
対   象 

(a)血糖 (b)脂質 (c)血圧 40～64 歳 65～74 歳 

男性 ≧85ｃｍ 

女性 ≧90ｃｍ 

２つ以上該当   積極的 

支援 

動機づけ 

支  援 
１つ該当 

あり 

なし    

上記以外で 

BMI≧25 

３つ該当   積極的 

支援 動機づけ 

支  援 
２つ該当 

あり 

なし 
  

１つ該当   

 

（３）特定保健指導対象者の重点化 

   保健指導を効果的・効率的に実施するためには、より効果の高い対象者を選

定して特定保健指導を実施する必要がある。そこで、次の項目に該当する者を

優先して特定保健指導を実施する。 

   (a) 年齢が比較的若い者 

   (b) 健診の結果、生活習慣病のリスク要因が前年度より増加した者 

   (c) 質問票の回答により生活習慣改善の必要性が高い者 

   (d) これまでに、積極的支援及び動機づけ支援の対象であったにもかかわら

ず保健指導を受けなかった者 

 

（４）特定保健指導の内容 

①動機付け支援 

  対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取組を

継続的に行うことができるようになるよう、保健師又は管理栄養士等の面接・

指導による生活習慣の改善に係る行動計画の策定、栄養又は運動、禁煙等生活

習慣の改善に関する支援及び評価を行う。 

 

○支援頻度及び期間 

初回時に面接による支援を行う。 

完了までの期間として、初回時面接（行動計画作成の日）から３か月以上経
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過後に実績評価を行うことから、最低基準は３か月間とする。ただし、対象者

の状況等に応じ、フォローアップ等の支援を行うこととする。 

 

○支援の内容及び形態 

特定健康診査の結果並びに喫煙習慣、運動習慣、食生活、休養習慣その他 

の生活習慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、面接による支援を行う。 

面接による支援は、１人当たり 20 分以上の個別支援、又は１グループ（１

グループはおおむね８名以下）当たりおおむね 80 分以上のグループ支援とす

る。 

【面接による支援の具体的な内容】 

・生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリッ

クシンドロームや生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼ

す影響、生活習慣の振り返り等から生活習慣改善の必要性を説明する。 

・生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについ

て説明する。 

・食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 

・対象者の行動目標や評価時期の設定を支援するとともに、必要な社会

資源を紹介し、有効に活用できるように支援する。 

・体重及び腹囲の計測方法について説明する。 

・生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対象者と話し合う。 

・対象者とともに行動目標及び行動計画を作成する。 

 

○実績評価 

行動計画作成の日から３か月以上経過後に、面接または通信等（電話、FAX、

手紙等）を利用した計画の実績に関する評価を行う。通信等を利用する場合

は、指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを行い、評価に必要

な情報を得るものとする。 

【評価の具体的な内容】 

・個々の対象者に対する特定保健指導の効果に関する評価を行う。 

・設定した行動目標が達成されているかどうか、身体状況や生活習慣に変

化が見られたかどうかについて評価を行う。 

・必要に応じて評価時期を設定し、対象者が自ら評価するとともに、行動

計画の策定の日から３か月以上経過後に、特定保健指導実施者による評

価を行う。 

 

②積極的支援 

動機付け支援と同様の保健指導を行うとともに、対象者とのコミュニケー

ションを十分に図ることその他の方法により、対象者が主体的に生活習慣病
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の改善への取組に参加するよう適切な保健指導を継続して行う。 

 

○支援頻度及び期間 

初回時に面接による支援を行い、その後３か月以上の継続的な支援を行う。 

完了までの期間として、初回時面接（行動計画作成の日）から３か月以上

経過後に実績評価を行うことから、最低基準は３か月間とする。ただし、対

象者の状況等に応じ、フォローアップ等の支援を行うこととする。 

   

○支援の内容及び形態  

面接による支援は、動機付け支援と同様とする。 

３か月以上の継続的な支援の内容及び形態は、次のとおりとする。 

・支援Ａ（積極的関与タイプ） 

内 容 ・生活習慣を振り返ること、行動計画の実施状況を踏まえ、対

象者の必要性に応じた支援をする。 

・食事、運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。 

・進捗状況に関する評価として、対象者が実践している取組内

容及びその結果について評価を行い、必要があると認めると

きは、行動目標及び行動計画の再設定を行う。 

支 援

形 態 

・個別面接、グループ面接、通信等（電話、FAX、手紙等）のい

ずれか、もしくは組み合わせて行う。 

・初回時の面接支援の際に作成した行動計画の実施状況につい

て記載したものの提出を受け、それらの記載に基づいて実施

する。 

・支援Ｂ（励ましタイプ） 

内 容  ・行動計画の実施状況の確認及び行動計画により確立された行

動を維持するために賞賛や奨励を行う。 

支 援

形 態 

・個別面接、通信等（電話、FAX、手紙等）のいずれか、もしく

は組み合わせて行う。 

・初回時の面接支援の際に作成した行動計画の実施状況を確認

し、励ましや賞賛を行う。 

 

〇２年連続して積極的支援に該当した者への２年目の特定保健指導 

   ２年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、1年目に比べ２年目

の状態が改善している者については、２年目の特定保健指導は、動機付け

支援相当の支援を実施した場合であっても、特定保健指導を実施したこと

とする。 

   状態が改善している者とは、特定健康診査の結果において、１年目と比

べて２年目の腹囲及び体重の値が次のとおり一定程度減少していると認
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められる者とする。 

ＢＭＩ＜30 腹囲 1.0㎝以上かつ体重 1.0㎏以上減少している者 

ＢＭＩ≧30 腹囲 2.0㎝以上かつ体重 2.0㎏以上減少している者 

   その他、必要に応じて他の評価基準を加える。 

 

○実績評価 

行動計画作成の日から３か月以上経過後に、面接または通信等（電話、

FAX、手紙等）を利用した計画の実績に関する評価を行う。通信等を利用

する場合は、指導対象者への一方向ではなく、双方向のやりとりを行い、

評価に必要な情報を得るものとする。 

具体的に実施すべき内容は、動機付け支援と同様とする。 

 

（５）実施時期 

 ４月～３月（通年） 

 

３．外部委託の考え方 

（１）外部委託の有無 

①特定健康診査   

   集団健診については、健診業務を外部委託し、受付事務・予約事務について

は市が実施する。 

   個別健診及び人間ドックについては、外部委託により実施する。 

  ②特定保健指導 

   特定保健指導は、直営で実施する。 

   ただし、必要に応じ、特定保健指導の一部について、外部委託を取り入れ実

施する。 

 

（２）外部委託契約の契約形態 

 外部委託者との個別契約により実施する。 

 

（３）外部委託者の選定についての考え方 

外部委託にあたっては、価格競争等により保健指導の質の低下に繋がること

のないよう、厚生労働省が策定した「標準的な健診・保健指導プログラム」に

定める基準を満たす事業者を選定する。 

また、業者の選定・契約にあたっては、予め委託基準を作成するものとし、

契約は単年度契約とする。 

 

（４）代行機関の利用 

データの送信事務及び費用の決済について、栃木県国民健康保険団体連合会
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に委託する。 

 

４．事業主健診等の健診受診者のデータ収集方法 

  関係機関の協力を得ながら、国保被保険者を雇用する事業所の把握に努め、事

業主健診を実施している場合は、そのデータ提供について協力を求め、事業主健

診のデータ収集を図る。 

また、被保険者に対しても、広報紙等を通じて事業主健診等を受診した場合は

データ提供いただけるよう呼び掛け、データの収集に努める。 

 

５．受診券・利用券について 

  特定健康診査の受診券については、年度当初に交付し、特定保健指導の利用券

については、特定保健指導の対象であると判明した時点で随時交付する。 

 

６．周知や案内の方法 

  特定健康診査の対象者には、受診券と併せて集団健診日程や個別医療機関の一

覧、受診方法等を記載した案内を同封する。その他、市ホームページ及び広報紙

への掲載、ちらしの配布等により、市民への周知徹底を図る。 

特定保健指導の対象者には、直接郵便による案内を行う。通知しても特定保健

指導に参加しない場合は、再通知や電話等により勧奨を行う。 

 

７．実施率向上の取組み 

 (１)普及啓発 

①市ホームページや広報紙等への掲載 

  特定健康診査等の受診の必要性や受診の仕方、健診内容について十分に理解

してもらう必要があることから、市ホームページ及び広報紙へ詳しく掲載する。 

  

 ②各種イベント等での普及啓発 

   各種イベントでの受診勧奨チラシやリーフレットの配布は、幅広い世代への

普及啓発に有効なことから、積極的に行う。 

また、医師会をはじめとする健診機関、自治会連合会等の地域団体、被保険

者が多く加盟する商工会や農業協同組合等の関係団体のネットワークを通じ

て、積極的に普及啓発を図る。 

 

  ③啓発物の工夫 

   特定健康診査等の受診を呼びかけるチラシやリーフレット等は、定期的に内

容を見直し、継続的な健診受診の必要性について周知する。 

   特定保健指導についても同様とし、特定保健指導を受けるメリットや生活習

慣の見直しの必要性について、対象者へ分かりやすいように説明する。 
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 (２)受診環境の整備 

  ①受診しやすい健診日の設定 

   40～50歳代の受診率が低迷していることから、働き世代の平日仕事で忙しい

方がより受診しやすいよう、土曜日・日曜日に集団健診日を設定する。また、

女性のみの健診日を設ける等対象者がより受診しやすいような環境の整備を

行う。 

 

  ②がん検診等とのタイアップ 

   集団健診において、特定健康診査とがん検診を同時に受診することを可能と

し、がん検診等と併せて受診勧奨を行う。 

 

 (３)特定健康診査等の未受診者対策 

①特定健康診査に関するアンケートの実施 

   被保険者へ対して特定健康診査に関するアンケートを実施し、特定健康診査

への意識や未受診の理由等を把握する。 

 

  ②未受診者への受診勧奨 

   40～50歳代や連続未受診者等を中心に、受診動向を踏まえたうえで対象を選

定し、通知や電話等にて個別に受診勧奨を行う。 

   なお、通知内容は対象者に受け入れやすいメッセージとなるよう工夫する。

また、費用対効果を考慮し、対象年齢、勧奨時期等も含めた効果検証を行い、

事業を推進する。 

 

 (４)関係部署、関係機関との連携 

   健康増進課をはじめとする庁内関係部署、また、医師会や健診機関等の関係

機関との連携を積極的に図り、随時情報共有を行いながら、特定健康診査及び

特定保健指導の実施率向上に向けた取組みを実施する。 

 

(５)他自治体先進事例の情報収集 

   他市町の先進的な取り組み、受診率向上に効果があった事例を積極的に情報

収集し、本市での取組みが可能なものは取り入れるなど、あらゆる対策を講じ

て受診率向上に努める。 
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８．年間スケジュール 

 

 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

委託機関との交渉

単価等仮契約

契約

対象者抽出

受診券発行

特定健診の実施

データ受取・費用決済

除外規定該当者確認

事業主健診データ受取

対象者への受診勧奨

対象者抽出

利用券発行

対象者への受診勧奨

計画の評価

計画の見直し

次年度事業計画の策定

実績報告

そ
の
他

保健指導の実施

データ受取・費用決済

作業項目

契
約

特
定
健
診

特
定
保
健
指
導

（前年度分）

（前年度分）

（前年度分）
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第５章 個人情報の保護 

 

１．記録の保存方法、外部委託の有無等について 

特定健康診査等のデータについては、標準的な電子データファイル仕様に基づ

く電子ファイルの形態で、特定健康診査については委託先から、特定保健指導に

ついては市から代行機関である栃木県国民健康保険団体連合会に送信し、サーバ

に保存する。この際の個人情報の保護については、契約締結時に遵守事項を定め

る。 

市保管分の電子データは、必要な情報セキュリティ対策を講じ、管理する。紙

媒体の記録については、庁内において施錠した保管場所で管理する。 

 

２．情報管理の体制 

  情報管理責任者は、保険医療課長とする。その他の役割については、図に示す

とおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．記録の保存年限について 

記録及びデータの保存年限は５年間とする。 

 

４．管理ルールについて 

個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン並びに栃木市個

人情報保護条例に基づき、適切に個人情報を管理する。 

  委託先に対しても、庁内の個人情報保護ルールに準じて、契約時の遵守事項を

定めるものとする。 
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第６章 特定健康診査等実施計画の公表、評価及び見直し 

 

１．計画の公表 

特定健康診査等実施計画は、栃木市のホームページに全文を掲載し公表する。 

計画の見直しを行った場合は、その都度、速やかに市ホームページにおいて公

表する。 

 

２．計画の評価 

特定健康診査の実施率、特定保健指導の実施率、特定保健指導対象者の減少率

について、国の定める方法に従って評価を行う。 

評価の時期については、毎年、社会保険診療報酬支払基金への実績報告を行う

11月に前年度の計画達成状況の評価を行うものとする。なお、2020年度には中

間評価を、計画期間終了後には最終評価を併せて行うものとする。 

  

３．計画の見直し 

計画の見直しについては、毎年２月までに検討を行い、見直しの必要があると

認めるときは栃木市国民健康保険運営協議会に諮った上で見直しを行うものと

する。 
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