(地Ⅲ31)
平成２９年４月２８日
都道府県医師会
担当理事

殿
日本医師会常任理事
羽 鳥

裕

「健康経営優良法人 2017」追加認定について
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、平成 28 年 11 月 28 日付け文書（地Ⅲ191）において事前にご案内申し上げまし
たとおり（別添資料参照）、「健康経営優良法人 2017」について、中小規模法人部門を
対象として下記のとおり追加認定を実施することとなりましたのでご連絡申し上げます。
健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める
健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法
人（医療法人を含む）を顕彰するものであり、本年２月には、2017 年度優良法人として
330 法人（大規模：235 法人、中小規模：95 法人）が認定されております。
今般の追加認定につきましては、中小規模法人における健康経営の更なる普及促進を
図ること等を踏まえて実施されるものでありますので、貴会におかれましても本件につ
いてご了知のうえ、貴会管下郡市区医師会、関係団体等に対する周知方について、ご高
配のほどよろしくお願い申し上げます。
記
１．申請期間 平成２９年６月１日（木）～６月１６日（金）
２．申請対象 中小規模法人部門（従業員１００人以下の医療法人が該当）
※日本健康会議の宣言５に係る「所属する保険者が実施する健康宣言」に
参加している必要がある。
３．申請様式 ５月中旬以降、経済産業省ホームページ（以下、URL 参照）に掲載予定
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

４．認定発表時期 ２０１７年８月を予定
５．認定有効期間 認定のあった日～平成３０年３月３１日

健康経営優良法人認定に係る今後のスケジュール
 「健康経営優良法人2017」（中小規模法人部門）の追加認定は、以下のスケジュールを想定。
２０１７年
２月

…

６月

８月

9月

10
月

11月

12
月

1
月

2月

３月

４月

５月

…

認定期間(～2018年3月31日(約１年))

認定期間(～2018年3月31日(約１年))
追加認定
申請期間
6/1～6/16

審査
期間

追加認定
の発表

健康経営優良法人
２０１７の発表

中小規模法人

健康経営優良法人２０１７

大規模法人

７
月

２０１８年

中小規模法人

2018
申請期間
11月
(予定)

審査
期間

健康経営優良法人
２０１８の発表

大規模法人

健康経営優良法人２０１８

健康経営
度調査
９月
(予定)

認定期間(～2018年3月31日(約6ヶ月))

認定期間
～2019年
3月31日
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(地Ⅲ191)
平成２８年１１月２８日
都道府県医師会
担当理事 殿

日本医師会常任理事
羽 鳥

裕

健康経営優良法人認定制度について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、昨年７月に発足した「日本健康会議」においては、本会と日本商工会議所をは
じめとした経済団体、医療保険者等が協力し、地域および職域における健康増進のため
の取組を推進しております。（資料１）
本会といたしましては、とくに職域における取組については、各企業等が従業員の健
康増進に積極的に関与する、いわゆる「健康経営」の推進が重要であると考えており、
経済産業省に設置された検討会に本会役員が参画し、その仕組みの構築に向け積極的に
協力してきたところであります。
今般、上記取組の一環として、経済産業省において標記制度を開始することとなりま
したのでご連絡申し上げます。
同制度は、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をも
とに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰するもので
あり、医療法人もその対象となっております。
資料２にありますとおり、申請の対象となる医療法人は、①日本健康会議の宣言５に
係る「所属する保険者が実施する健康宣言」に参加していること（１００人以下の医療
法人の場合）、又は②経済産業省が実施した「平成２８年度健康経営度調査」に回答し
ていること（１０１人以上の医療法人の場合）とされておりますのでご留意下さい。（本
制度の詳細は日本健康会議ホームページ（※１）又は経済産業省ホームページ（※２）
をご参照）
今後、「健康経営優良法人」として認定された企業に対するインセンティブ等につい
て検討がなされる予定でありますが、すでに各地域においては、健康経営に対する様々
なインセンティブ・表彰制度を設け、取組を推進しておりますので併せてご確認くださ
い。（資料３）
なお、今回の同制度への申請期間は本年１１月２１日（月）～１２月９日（金）まで
と大変短くなっておりますが、制度創設初年であること、中小企業等における健康経営

の普及促進を図ること等を踏まえ、中小規模法人部門（１００人以下の医療法人が該当)
に限り、平成２９年夏頃を目処に追加認定を実施する予定となっております。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管内郡市区医
師会、関係団体等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

※１ 日本健康会議ホームページ
http://kenkokaigi-data.jp/company/
※２ 経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

資料１

資料２
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資料３

各地域の健康経営インセンティブ
金融機関 事業資金融資の金利優遇
■ 青森銀行（青森県）

「ながいきエール」

■ 北日本銀行（岩手県）

きたぎん「いわて健康経営宣言 」事業所応援ローン

■ 東邦銀行（福島県）

スーパーローン「健康経営応援プラン」

■ 福島銀行（福島県）

社員の健康づくり宣言事業所応援融資

■ 常陽銀行（茨城県）

常陽健康経営サポートローン

■ 筑波銀行（茨城県）

あゆみ「復興支援ローン」
※健康経営に関する情報提供、啓発活動など各種支援活動の実施

■ 足利銀行（栃木県）

健康経営応援ローン

■ 十六銀行（岐阜県）

エブリサポート21
『健康経営プラン』

■ 広島銀行（広島県）

＜ひろぎん＞健康経営評価融資制度

■ 伊予銀行（愛媛県）

いよぎんビジネスサポートローンＨ
「ヘルスマネジメント」

■ 肥後銀行（熊本県）

ひぎん健康企業おうえん融資制度

■ 第四銀行（新潟県）

地域創生応援資金融資制度

■ 中国銀行（岡山県）

ちゅうぎん健活企業応援ローン

■ トマト銀行（岡山県）

トマト健活企業応援ローン

■ 山陰合同銀行（島根県） 健康宣言事業所、認定事業所向け金利優遇
■ 島根銀行（島根県）

健康宣言事業所、認定事業所向け金利優遇

■ 西武信用金庫（東京都） 健康優良企業サポートローン

住宅ローン・個人ローンなどの金利優遇
■ 青森銀行（青森県）
■ 北日本銀行（岩手県）
■ 大東銀行（福島県）
■ 二本松信用金庫（福島県）

■ 福島銀行（福島県）
■ 東邦銀行（福島県）
■ 十六銀行（岐阜県）

保証制度の利用
■ 埼玉県信用保証協会（埼玉県） 「健やか」 割安な保証料率での保証の提供
※ 35の提携金融機関

ポイント制度
■ 青森銀行（青森県）

クレジットカード一体型ＩＣキャッシュカード『aomo』へのポイント付与

費用補助・補助金など
■ 弘前市 「ひろさき健やか企業」奨励金交付
■ 兵庫県 会社で健康教室などを実施する際の費用補助
■ 沖縄県 働き盛りの健康づくり支援事業

融資制度
■ 岐阜県 岐阜県中小企業資金融資制度(雇用支援資金)
※ ＨＰなどにより東京商工会議所が調査・作成
健康経営ハンドブック2016 vol.1 ┃ 20

全国に広がる健康宣言

各地域の表彰制度
健康企業・事業所認定等
青森市

あおもり健康アップ実践企業認定制度

山形県

やまがた健康づくり大賞

前橋市

まえばしウエルネス企業

新潟県

元気いきいき健康企業登録制度

京都府

きょうと健康づくり実践企業認証制度

大阪府

大阪府健康づくりアワード

兵庫県

兵庫県健康づくりチャレンジ企業登録制度

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

大分県

健康経営事業所認定制度

宮崎県

健康長寿推進企業等知事表彰

那覇市

頑張る職場の健康チャレンジ

静岡県

「ふじのくに健康づくり推進事業所」 健康づくり知事褒賞

掛川市

かけがわ健康づくり実践事業所

島根県

しまねいきいき健康づくり実践事業所

鳥取県

健康経営推進事業(健康経営マイレージ事業）知事表彰

※ ＨＰなどにより東京商工会議所が調査・作成
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