
    

第３第３第３第３期安城市国民健康保険特定健康診査等実施計画期安城市国民健康保険特定健康診査等実施計画期安城市国民健康保険特定健康診査等実施計画期安城市国民健康保険特定健康診査等実施計画    

 

 この実施計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和 57 年法律第 80 号）

第 19 条の規定に基づき、生活習慣病を中心とした疾病予防のために実施する特定

健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

  

１ 計画期間 

計画期間は、2018 年度（平成 30 年度）から 2023 年度までの６年間とする。 

ただし、中間年度において、目標の達成状況や実施状況の変化等から必要な場

合は、中間見直しを行う。 

 

２ 対象者等 

（１）特定健康診査の対象者は、原則として、特定健康診査実施年度中に 40 歳以

上 75 歳未満の安城市国民健康保険被保険者とする。 

   ただし、妊産婦等「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」第

１条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成 20 年厚生労働省告

示第３号）を除くことができる。 

（２）特定健康診査の受診者全員に対して情報提供を行うほか、特定健康診査の結

果から生活習慣病のリスクに応じて階層化し、特定保健指導の対象者を選定す

る。特定保健指導として、「動機づけ支援」、「積極的支援」を行なう。 

  ア 特定保健指導の対象者の選定（階層化） 

    腹囲とＢＭＩ指数で内臓脂肪蓄積のリスクを判定後、次の①から④の項目

に該当する場合を、追加リスクとしてカウントして選定する。 

① 血糖高値 空腹時血糖 100 ㎎/dl 以上又は HbA１c(NGSP 値)が 5.6％以上              

やむを得ず空腹時以外の場合で、HbA１c を測定しない場合

には、随時血糖値 100 ㎎/dl 以上 

② 脂質異常 中性脂肪 150 ㎎/dl 以上又は HDL コレステロール 40 ㎎/dl 未満 

③ 血圧高値 収縮期 130 ㎜ Hg 以上又は拡張期 85 ㎜ Hg 以上 

④ 喫煙歴（①、②、③のいずれかに該当する場合にのみカウントする。） 

 



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

いる者は除くことができる。 

イ 動機付け支援の対象者 

腹囲が男性は 85 ㎝以上、女性は 90 ㎝以上で前項の追加リスクが１つある

場合、又は腹囲が男性は 85 ㎝未満、女性は 90 ㎝未満で BMI 指数が 25kg/㎡

以上で前項の追加リスクが１つ若しくは２つある場合 

ウ 積極的支援の対象者 

                腹囲が男性は 85 ㎝以上、女性は 90 ㎝以上で前項の追加リスクが２つ以

上ある場合、又は腹囲が男性は 85 ㎝未満、女性は 90 ㎝未満で BMI 指数が

25 kg/㎡以上で前項の追加リスクが３つ以上ある場合 

    ただし、前期高齢者（65 歳以上 75 歳未満）がこの条件に該当する場合は、

動機付け支援の対象者とする。 

 

３ 実施方法 

（１）実施場所等  

ア 安城市保健センター（安城市健康推進課）及び委託実施機関で実施する。 

委託にあたっては、2018 年（平成 30 年）３月に厚生労働省が作成した「特

定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第３版）」（以下

「手引き」という。）の４－１委託基準を踏まえ、委託先を選定することと

する。 

イ 特定保健指導を実施する機関は、原則、特定保健指導対象者への初回時の 

面接による支援（初回面接）から実績評価（積極的支援の場合は進捗評価（ 

中間評価）を含む）（以下「実績評価等」という。）までを行う。 

ただし、初回面接を行なった実施機関が、実績評価等を行なうことが困難

な場合は、別の実施機関が行うことができるものとする。この別の実施機関

が実績評価等を行なう場合に、特定保健指導対象者の保健指導全体の総括・

管理を行う者として、特定保健指導調整責任者を設置することとし、特定保

健指導調整責任者は国保年金課長とする。 

（２）実施項目 

  ア 特定健康診査 

    手引き１－２実施内容（健診項目）を基準とする。ただし、詳細な健診の

項目の判断基準は、委託時に別途定めるものとする。 



  イ 特定保健指導 

    手引き２－４動機付け支援及び２－５積極的支援を基準とする。 

（３）実施期間  

 ア 特定健康診査 ５月から翌年２月 

イ 特定保健指導 通年 

（４）利用方法等 

    特定健康診査については、対象者に受診票を送付し、受診しようとする者は、

受診票、質問票及び国民健康保険被保険者証を実施機関へ提示して受診する。 

    特定保健指導については、対象者に利用券を送付し、特定保健指導を受けよ

うとする者は、受ける際に利用券、特定健康診査結果票及び国民健康保険被保

険者証を実施機関へ提示することを基本とする。 

ただし、特定健康診査と同一機関で特定保健指導を受ける場合は、利用券の

送付及び特定健康診査結果票の提示を省略することができる。 

（５）自己負担額 

    特定健康診査、特定保健指導ともに無料とする。 

（６）実施形態 

   安城市健康推進課へ執行委任する。 

（７）他の法令に基づく健診受診者等 

   特定健康診査の対象者が、労働安全衛生法等の法令に基づく健診を受診した 

場合等、その結果を市に提供することで特定健康診査結果のデータとして活用 

できる場合は、結果データの収集に努めることとする。 

なお、市が結果データを受領した場合は、特定健康診査の対象者から除外で 

きるものとする。 

（８）周知等の方法 

   特定健康診査受診年度の４月１日時点で特定健康診査の対象である安城市国

民健康保険被保険者に受診票を送付する。また、特定保健指導の対象となった

者には、第３項（４）のただし書きにより利用券の提示を省略できる者を除き、

利用券を送付する。 

その他、第２期安城市国民健康保険データヘルス計画に沿って周知を図る。 

 

 

 



 

４ 個人情報の保護 

（１）記録の保存 

  ア 記録の保存方法 

    原則として電子媒体で保存することとし、必要に応じて紙帳票により保存 

する。健診データやレセプト等で知り得た個人情報は、適正かつ厳重な管理

を行うとともに、目的外使用をしないものとする。 

イ 保存体制  

原則として特定健康診査等の完了した年度の末日より最低５年間保存する

ものとする。 

ウ 外部委託 

    外部委託を行う際には、知り得た個人情報の厳正な管理及び取扱いについ

て規定した契約を締結する。また、国民健康保険団体連合会へ特定健康診査

等のデータの処理及び管理業務の一部を委託する。 

（２）記録の管理に関する規定 

   下記の法令等を遵守して、個人情報を取扱うこととする。 

  ア 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号） 

  イ 安城市個人情報保護条例（平成 12 年安城市条例第 50 号） 

ウ 安城市情報セキュリティ規則（平成 23 年安城市規則第 19 号） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 達成目標及び対象者数の見込み 

（１） 実施率及び対象者の見込み 

  2018 

H30 

（目標） 

2019 

（目標） 

2020 

（目標） 

2021 

（目標） 

2022 

（目標） 

2023 

（目標） 

（A）対象者数 （人） 27,936 27,747 27,626 27,567 27,568 27,628

（B）特定健康診査実施率特定健康診査実施率特定健康診査実施率特定健康診査実施率 （％） 47 50 52 55 57 60

（C）特定健康診査受診者数 （人） 13,129 13,873 14,365 15,161 15,713 16,576

（D）特定保健指導該当率 （％） 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4

（E）特定保健指導対象者数 （人） 1,234 1,304 1,350 1,425 1,477 1,558

（E1）うち動機づけ支援対象者数 

（人） 969 1,024 1,060 1,119 1,130 1,192

（E2）  積極的支援対象者数 （人） 265 280 290 306 347 366

（F）特定保健指導実施率特定保健指導実施率特定保健指導実施率特定保健指導実施率 （％） 17 25 33 42 51 60

（G）特定保健指導実施者数 （人） 209 326 445 598 753 934 

（G1）うち動機づけ支援実施者数 （人） 187 292 399 536 674 836 

（G2）  積極的支援実施者数   （人） 22 34 46 62 79 98 

 

ア 特定健康診査の実施率（B） 

    2016 年度（平成 28 年度）の実績並びに 2017 年度（平成 29 年度）の実施

状況から、2018 年度（平成 30 年度）の目標値を 47％に設定し、2023 年度

に、国が定める「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図

るための基本的な指針」（平成 29 年厚生労働省告示 271 号 一部改正告示）

（以下「基本指針」という。）に示された目標値 60％を達成するよう各年

度の目標値を設定した。 



イ 特定保健指導の実施率（F） 

    特定保健指導完了者の 2016 年度（平成 28 年度）の実績並びに 2017 年度

（平成 29 年度）の実施状況から、2018 年度（平成 30 年度）の目標値を

17％に設定し、2023 年度に基本指針に示された目標値 60％を達成するよう

各年度の目標値を設定した。 

ウ 安城市国民健康保険で特定健康診査を実施する対象者数（A） 

各年度の 40 歳以上 75 歳未満の被保険者の見込数。 

エ 特定保健指導対象者数（E） 

（A）に（B）を乗じた各年度の特定健康診査受診者数（C）に、特定保健

指導該当率（D）を乗じて特定保健指導対象者数とした。 

 

６ 実施計画の評価及び見直し 

（１）実施状況及び目標の達成状況の評価方法 

   第５項に定める実施率を目標値とし、第２期安城市国民健康保険データヘル 

ス計画（保健事業実施計画）において毎年度実施する各保健事業の進捗状況報 

告時に、達成状況を評価する。 

（２）実施計画の見直しに関する考え方 

変更の必要性がある時は、随時見直しを行う。 

なお、大幅な見直しを行った場合は、遅滞なく変更後の計画を公表するもの

とする。 

 

７ 実施計画の公表及び周知 

（１）公表方法  

国保年金課に備えるとともに、安城市ホームページ「望遠郷」に掲載し、公

表する。 

（２）趣旨の普及及び啓発の方法 

安城市公式ホームページ「望遠郷」により普及啓発を図る。 

 

８ その他 

その他必要な事項は別に定める。 


