報道資料
2020 年 9 月 28 日

「日本健康会議 2020」を開催
目標達成年度の「健康なまち・職場づくり宣言 2020」
の達成状況と 5 年間の活動の成果を報告
～9 月 30 日（水）イイノホール＆カンファレンスセンター～

発足から 5 年目となる日本健康会議は、2015 年に採択いたしました「健康な
まち・職場づくり宣言 2020」の目標達成年度を迎えました。
この度、本年度の「日本健康会議 2020」を 9 月 30 日（水）に開催する運び
となりましたのでお知らせいたします。本会議は、新型コロナ感染症対策を前提
として、従来より時間を短縮、また参加者の人数を絞り込んで開催する予定です。
当日は、第５回目となる「保険者データヘルス全数調査」に基づき目標達成年
度を迎えた「健康なまち・職場づくり宣言 2020」の８つの宣言の達成状況とこ
の 5 年間の活動とその成果を報告・共有し今後の「健康なまち・職場づくり」を
議論いたします。
なお、本会議には加藤内閣官房長官、田村厚生労働大臣、梶山経済産業大臣が
ご出席を予定しておられます。

本件に関する連絡先
日本健康会議事務局
住所；東京都港区虎ノ門 3－7－8 ランディック第２虎ノ門ビル２F
電話；03-6452-8711 FAX；03-5425-6614
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email；info@kenkokaigi.jp

日本健康会議 2020 プログラム案
日

時：２０２０年９月３０日（水）10：00～12：00（受付 9：15～）

会

場：イイノホール＆カンファレンスセンター

１． 開会
２．主催者挨拶
日本健康会議共同代表 日本商工会議所 会頭 三村 明夫

３．来賓挨拶
内閣官房長官 加藤勝信（予定）
厚生労働大臣 田村憲久（予定）
経済産業大臣 梶山弘志（予定）

４．実行委員紹介・フォトセッション

５．目標達成年度を迎えた「健康なまち・職場づくり宣言2020」
～達成状況と5年間の成果～
（１）「健康なまち・職場づくり宣言2020」達成状況の報告
日本健康会議事務局長 渡辺 俊介
（２）保険者からの報告
健康保険組合連合会

副会長 佐野 雅宏

全国健康保険協会

理事長 安藤 伸樹

国民健康保険中央会

理事長 原

勝則

全国後期高齢者医療広域連合 会長 横尾 俊彦

６．日本健康会議の成果とこれからの「健康なまち・職場づくり」
日本健康会議共同代表

日本医師会名誉会長 横倉 義武

７．閉会
（敬称略）
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「日本健康会議 2020」会場
イイノホール＆カンファレンスセンター
住所；東京都千代田区内幸町２－１－１飯野ビル４F
Tel；０３－３５０６－３２５１
地図・アクセス情報

3

日本健康会議の概要

「日本健康会議」とは、少子高齢化が急速に進展する日本
において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療につ
いて、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な
活動を行うために組織された活動体です。

経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連
携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目
的としています。

関係各所が連携し課題解決に向けた具体的な活動を行い、
その成果を継続的に可視化させることで、勤労世代の健康増
進および高齢者の就労・社会参加を促進し、ひいては経済の
活性化にもつなげることを目指します。
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日本健康会議 実行委員（2020 年 9 月現在）
一般社団法人日本経済団体連合会会長

中西 宏明

日本商工会議所会頭

三村 明夫（共同代表）

公益社団法人経済同友会代表幹事

櫻田 謙悟

全国商工会連合会会長

森

義久

全国中小企業団体中央会会長

森

洋

日本労働組合総連合会会長代行

逢見 直人

健康保険組合連合会会長

宮永 俊一

全国健康保険協会理事長

安藤 伸樹

一般社団法人全国国民健康保険組合協会会長

真野 章

公益社団法人国民健康保険中央会会長

岡﨑 誠也

全国後期高齢者医療広域連合協議会会長

横尾 俊彦

全国知事会会長

飯泉 嘉門

全国市長会会長

立谷 秀清

全国町村会会長

荒木 秦臣

公益社団法人日本医師会名誉会長

横倉 義武（共同代表）

公益社団法人日本歯科医師会会長

堀

公益社団法人日本薬剤師会会長

山本 信夫

公益社団法人日本看護協会会長

福井トシ子

公益社団法人日本栄養士会会長

中村 丁次

チーム医療推進協議会代表

半田 一登

住友商事株式会社特別顧問

岡

自治医科大学学長

永井 良三

東北大学大学院医学系研究科教授

辻󠄀

女子栄養大学特任教授

津下 一代

広島大学大学院医系科学研究科教授

森山 美知子

千葉大学予防医学センター教授

近藤 克則

大阪大学産学共創本部特任教授

宮田 俊男

一般社団法人日本糖尿病学会理事長

植木 浩二郎

東京都荒川区区長

西川 太一郎

株式会社読売新聞グループ本社代表取締役会長

老川 祥一（共同代表）

株式会社テレビ東京特別顧問

島田 昌幸

一般社団法人共同通信社相談役

福山 正喜
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憲郎

素之
一郎

2020 年度

保険者データヘルス全数調査について

日本健康会議は、厚生労働省保険局のご協力をいただき、市町村国保、健保組合、
協会けんぽ、国保組合、広域連合、共済組合等の全保険者を対象とした、「保険者デ
ータヘルス全数調査」を実施いたしました。調査の概要は以下の通りです

１．調査対象；全保険者

保険者数

・市町村国保

3436

(令和２年 3 月)

1716

・広域連合

47

・健康保険組合

1379

・共済組合

85

・国保組合

161

・協会けんぽ

48

２．本調査の実施目的
本調査は、2015 年７月に日本健康会議で採択された「健康なまち・職場づくり宣
言 2020」の達成状況等を把握することを主な目的としております。
データヘルス、予防・健康づくりの取組状況について市町村国保、健保組合、協会
けんぽ、国保組合、広域連合、共済組合等の全保険者いっせいに調査を行いました。
なお、このような全保険者を対象とした調査は昨年度に引き続き 5 回目の取組となり
ます。

３．調査結果の公表および活用について
（１）各宣言の達成状況については、市町村名、保険者名および企業名等を 2020 年 9
月 30 日に開催される「日本健康会議 2020」において報道発表いたします。

（２）調査結果をもとに、健康づくり取組事例や民間ヘルスケア事業者の活用状況等、
保険者の皆様が行う保健事業の参考となるかたちで紹介いたします。

以上
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日本健康会議の活動方針
～健康なまち・職場づくり宣言 2020～
（2019 年度達成状況）
宣言 1
予防・健康づくりについて、一般住民を対象としたインセンティブを推進する自治体
を 800 市町村以上とする。（目標 800 市町村⇒823 市町村）
宣言 2
かかりつけ医等と連携して生活習慣病の重症化予防に取り組む自治体を 800 市町村、
広域連合を 24 団体以上とする。その際、糖尿病対策推進会議等の活用を図る。
（目標 800 市町村⇒1180 市町村、目標 24 広域連合⇒32 広域連合）
＊2019 年度より目標を 800 市町村から 1500 市町村に、24 広域連合を 47 広域連合に上方修正

宣言 3
予防・健康づくりに向けて 47 都道府県の保険者協議会すべてが、
地域と職域が連携した予防に関する活動を実施する。
（目標 47 協議会⇒47 協議会；うち 37 協議会は 2018 年度から設定した更なる取り組み
も達成）

宣言 4
健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を 500 社（法人）以上とする。
（目標 500 協議会⇒813 社（法人））
宣言 5
協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を 3 万社（法人）以
上とする。
（2018 年度より目標を 1 万社から 3 万社に上方修正）
（目標 30,000 社⇒35,196 社（法人））
宣言 6
加入者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供する保険者を原則 100%とす
る。その際、情報通信技術(ICT)等の活用を図る。
（目標 全保険者⇒2,298 保険者）
宣言 7
予防・健康づくりの企画・実施を提供する事業者の質・量の向上のため、
認証・評価の仕組みの構築も視野に、保険者からの推薦等一定の基準を満たす
ヘルスケア事業者を 100 社以上とする。
（目標 100 社以上⇒123 社）
宣言 8
品質確保・安定供給を国に求めつつ、すべての保険者が後発医薬品の利用勧奨など、
使用割合を高める取り組みを行う。
（目標 全保険者⇒815 保険者）
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取材されるメディア関係者へ
新型コロナ感染症予防対策へのご協力のお願い
「日本健康会議 2020」を取材される方は、別紙登録用紙で事前にご登録していただ
くほか、以下の新型コロナ感染症予防対策の順守にご協力ください。また、当日は受
付の「新型コロナ感染症予防ゲート」を通過後、取材パスをお受け取り入場くださ
い。
① 次のいずれかに該当する方は、恐れ入りますが、ご来場をお控えください。
・ 発熱や咳・咽頭痛等の症状がある方、その他体調のすぐれない方
・ 新型コロナウィルス感染症の陽性と判明した方との濃厚接触がある方
・ 同居家族や身近な方に、新型コロナウィルス感染症が疑われる方がいる方、
又は、発熱や咳・咽頭痛等の症状がある方がいる方
・ 会議当日において、過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を
必要とされている国・地域等への渡航並びに当該国・地域の在住者との濃厚接
触がある方
② 「こまめな手洗い・手指消毒」のご協力をお願いします。入場時の検温や手指消毒にご
協力下さい。また、手でご自身の顔（目・口・鼻など）には触らないようお気をつけくだ
さい。
③ 「咳エチケット」をお守りください。入場時は必ずマスクの着用をお願いいたします。着
用されない場合は、入場をお断りする場合があります。
（ホールではマスクの提供はしておりませんので、あらかじめご了承ください。）
④ ソーシャル・ディスタンシング（他の参加者との間隔はできるだけ２m（最低１m）確保し
た状態）での整列・入場にご協力ください。また、必要以外の移動や会話はなるべくお
控えください。
⑤ 感染防止策の実施によりご入場に通常よりもお時間を頂戴することとなります。
どうぞ、お時間の余裕を持ってご来場いただきますようにお願いいたします。
⑥ 入場時の検温で発熱の疑いがある方は、速やかに別室等に移動・待機いただくことが
ありますので、予めご了承ください。
⑦ 万が一感染者が発生した場合など、必要に応じて保健所等の公的機関へお客様のお
名前と連絡先を提供する可能性がございます。あらかじめご了承ください。
⑧ 「厚生労働省新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」への登録をお願いします
（任意）。
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【取材連絡 FAX 用紙】
会場設営の都合上、取材ご希望の方は下記にご記入のうえ、9 月 29 日（火）
までに FAX にてご連絡いただければ幸いです。

当日受付開始：9 月 30 日（水）9：15～
◆ご返送先 FAX 番号 ：03-5425-6614

貴社名
貴メディア名
部署

電話

ご芳名

FAX
email アドレス

備考

日
会
住

「日本健康会議 2020」
時：2020 年 9 月 30 日（水）10：0０～12：0０（受付 9：15～）
場：イイノホール＆カンファレンスセンター
所：東京都千代田区内幸町２－１－１ 飯野ビル４F
東京メトロ 日比谷線・千代田線 霞ヶ関駅 C4 出口

本件に関する連絡先
日本健康会議事務局
住所；東京都港区虎ノ門 3－7－8 ランディック第２虎ノ門ビル２F
電話；03-6452-8711 FAX；03-5425-6614 email；info@kenkokaigi.jp
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