
保健事業に関するアンケート集計結果
Ⅰ 調査の概要

1. 調査の趣旨 当組合が、次年度以降の保健事業を検討する際に、皆さまのご意見を参考とするため

2. 調査の期間 令和3年10月27日(水) ～ 令和3年11月10日(水)

3. 回収結果 (1) 調査対象 全事業所担当者 計541名
(対象者：昨年より192名増）
※今年度より、全事業所を対象とし、WEB回答に変更。

(2) 回収状況
対象者数 回答者数 回収率

541人 213人 39.3%

Ⅱ 設問項目

1.「コラボヘルス・ワン」について

2. コラボヘルス推進事業について

3.「健康経営」について

4. 被扶養者の特定健診受診率について

5. 健康情報ポータルサイト「Pep Up」について

6. KOSMO Communication Web（コスモウェブ）について

7.各保健事業等の総合評価について

8. その他

9.契約健診機関および当組合へのご意見について
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1. 「コラボヘルス・ワン」について

設問１－１
コラボヘルス・ワンは、事業所からの申出により当組合と協働して受診勧奨を行うことに

なりますが、参加すると下図のように当組合から受診勧奨対象者の医療機関受診有無に
関する情報が提供(健診後1年分を３回に分けて)されることをご存じですか。

37.1％

62.9%

0% 25% 50% 75% 100%

このアンケートで知った

知っている

設問１－２
コラボヘルス・ワンでは、最高血圧が180mmHg以上、HbA1c(NGSP)が7.4％以上など

当組合基準に該当する方を「特別健康支援Ⅲ」対象者として、当組合契約医師または
保健師が事業所に出向いて、面談による受診勧奨や健康支援を実施していますが、
ご存じですか。

総票数 213票

総票数 213票

25.4%

74.6%

0% 25% 50% 75% 100%

このアンケートで知った

知っている

設問１－３
健診後のフォローについて事業所で行っている取組みについて教えてください。

(複数回答可)

総票数 213票

4.2%

65.7%

36.6%

61.5%

0% 25% 50% 75% 100%

何もしていない

医療機関へ行くよう勧めている

6か月後再検査を実施している

産業医や健診機関等の保健指導を実施している
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面倒だから

健康管理は個人の問題のため、本人に任せている

個人情報だから。

何もしていない理由 総票数 3票

設問１－４
「コラボヘルス・ワン」について、ご意見等がありましたらご記入ください。
また、「コラボヘルス・ワン」に参加しない理由があれば、教えてください。

総票数 14票

いつもありがとうございます。これからも宜しくお願いします。

従業員の再検査の状況が把握できて助かっている

病院にかかっている人の指導は書面とし、病院に行った方が良い人に指導し受診を進めていただき
たい。

良い取組みだと思います

色々と受診勧奨を勧めて頂いており、良好な成果を得れています。

参加している

参加しない理由は社員が興味持っていないから

コラボヘルス・ワンを実施しているが、こちらから再検査の封筒を渡してもあまり意味がない。

健康でないとしっかり働く事ができないので、参加するようにしたいです。

効果がなかなか目に見えない部分があるので、浸透することに時間を要します。

あまり従業員には強くは言えません。少しでも前進するようにはしています。

名称が分かりにくいので変更した方が良いと思う。日本語にしましょう。

詳しくは知らない

当事業所ではなく、個人的に行っている。

設問１ 「コラボヘルス・ワン」について（総括）設問１ 「コラボヘルス・ワン」について（総括）

・コラボヘルス・ワンについて、医療機関受診有無に関する情報提供の認知度は74.6%で昨年度より
1.5%増加、特別健康支援Ⅲの対象者に対する面談の認知度は62.9％で昨年度より3.6%増加している。
事業所と当組合が協働して受診勧奨を行うことにより、対象者が医療機関を受診する割合が増えるた
め、重症化予防につながり、将来医療費の削減となる。今後は事業所訪問や事業説明会を通してコラ
ボヘルス・ワンに参加する事業所を増やすとともに、特別健康支援Ⅲの利用者数を上げていかなけれ
ばならない。
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２. コラボヘルス推進事業について

設問２－１
事業所の健康づくりの機運を高めるためには、事業主の関心度が 重要になると考え
ていますが、事業主の従業員への健康関心度について教えてください。

4.2%

29.1%

52.1%

14.6%

0% 25% 50% 75% 100%

低いと思う

どちらかといえば低いと思う

どちらかといえば高いと思う

高いと思う

総票数 213票

53.5％

8.5%

38.0%

0% 25% 50% 75% 100%

以前も今も行っていない

以前行っていたが今は行っていない

行っている

設問２－２
現在、事業所において健康づくり活動を行っていますか。 総票数 213票

8.5%

61.0%

30.5%

0% 25% 50% 75% 100%

知らなかった

活用していない

活用している

設問２－３
毎年1回、「健康経営取り組みレポート」という資料をお送りしており、「健康経営」取り組み
レベル(コラボ ヘルス・ワン参加状況や特定健診、特定保健指導実施状況、健康宣言の
実施状況、家族の健診への取 り組み、健康経営優良法人の申請、認定状況から判定)や
健康白書(健康課題３項目【血圧・喫煙・メタボ】や血液検査項目において、同規模事業所
を比較したランキング等)が掲載されていますが、活用状況について教えてください。

総票数 213票

-4-



社長に報告している

全社員が閲覧できるようにインターネット掲示板に掲載している

従業員の状態を把握するのにはとても役立っているが、活用はできていない。

安全衛生委員会での啓蒙

朝礼等のネタにしている。

健康宣言、家族の健診への取組を実施。健康経営優良法人の申請を実施した。健康診断再検査、精
密検査のフォロー

全体会議で当社のレベルを説明している

レポートの内容を従業員に発表している。

何に重点を置き、サポートするべきか参考にしている。

健康経営や、健康関係の社内資料の作成に大変役立っております

回覧による周知

特にないですが、安全衛生委員会の場では委員に周知している

全社員に関わる有益な情報を掲示している。

会議(上層部も含めた10名ほど参加)で発表している

経営者に見せて、従業員への健康意識への関心を高める

朝礼や掲示で啓蒙

毎年、社内周知し、コミュニケーションツールとして利用していただいています。

自社の課題に対して、全社内へ展開し社員の意識付けを行っている

安全衛生委員会で取り上げる。健康づくりの目標管理。

弊社の安全衛生委員会で、資料を展開している。

安全衛生委員会への展開や定期健診受診率・人間ドック利用人数の指標として利用しています。

総務部内で回覧している

経営層、総務課全体への危機感の働きかけ

喫煙率の結果が良くないので改善取り組みを今年度実施予定

レポートを経営者に報告し、健康経営の必要性を説明

次年度の健康経営に役立てている

社内掲示

社内会議で報告している

活用事例 総票数48票

活用事例があれば教えてください。
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従業員に現状社内健康状態を個人を特定しない程度で発信している

会社としての指針を決める指標としている

年１回の特定健診，特定保健指導の実施

確認後朝礼等で社員に伝えている。

衛生委員会での報告等

安全衛生委員会での発表、意識高揚・啓蒙

課長以上の管理職会議や、安全衛生委員会で抜粋し説明

検診結果が悪かった人に、保健婦さんによる健康指導を実施している。

管理職会議などで情報共有、健康観察の推奨

社員食堂などに掲示

掲示して現状を共用する

健康経営優良法人の申請や社内報（毎週水曜日発信）の健康関連の連絡で使用している

全社に情報公開し、今後の健康管理対策と併せて周知している

健康白書を安全衛生委員会で公表、掲示板に貼る

レポートの結果をもとに健康課題の見直しを行っている

従業員の健康状態を考慮した健康セミナーを開催している

健康改善チャレンジという取り組みを行っています。その際に食生活改善の案内に記載しています。

事業所内に掲示をしてランキングを見てもらっている

全社員を対象とした定例会議にて、同規模事業所を比較した健診結果の ランキングを展開し、当社
の健康状態についての説明を実施（2021/10/25）

全従業員が見ることができる掲示版に掲示

活用事例
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ラジオ体操

禁煙、メタボ対策等行いたい。

今実施していることを継続して実施していく。

コロナが終息しないと何も行動できない

事業所巡回歯科健診

Pepupを活用したウォーキングラリーの開催

喫煙率を低下させたい

朝食や食の大切さを唱って行きたい

禁煙に関する取組み

若年世代の健康づくり意識高揚

要精検・要医療者は、90％以上で受診をしてもらう。

（現在休業が多くなっているため通常に戻った段階で）レクレーション行事等が再開できればと考えてい
ます。

運動不足解消、ウォーキングなど。

喫煙率を下げる活動

健康経営の制度の取得を目指したい

喫煙率を下げる

禁煙事業

受診勧奨を継続したい

禁煙対策

健保のウォーキングが再開されたときに積極的に声カケをする予定

会社・労組の共同主催でのイベントの開催

腰痛対策の体操など

心の健康

社員家族の積極的な健康診断受診を薦める

まずはどんな活動をしたらよいか、どんな仕組みを作ったらよいかを検討したい

保健師による健康講習会の開催

PEPUPなど健康関連アプリの活用を進める

設問２－４
従業員の健康づくりについて今後取組みたいことがありましたら教えてください。

総票数 27票
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設問２－５
コラボヘルス推進事業について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。

総票数 ２票

特典事項を増やして欲しいです。

的確な情報を提供頂き、感謝しております。

設問２ コラボヘルス推進事業について（総括）設問２ コラボヘルス推進事業について（総括）

・事業主の従業員への健康関心度は、「高いと思う」・「どちらかといえば高いと思う」を合わせると、66.7%
であり、昨年に比べ、4.6%増加している。

・健康づくり活動を実施している事業所は38.0%で、昨年に比べ、5.6%増加している。
・事業主と健保の連携度が高いほど医療費が低いというデータが出ていることから今後はよりいっそう健康
づくり活動に取り組む事業所へのサポートやセミナーの開催、取り組み事例の紹介など、事業所における
健康づくり活動を推進していきたい。
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３. 「健康経営」について

設問３－１

当組合が実施している「健康宣言」事業はご存知ですか？

16.9%

16.0%

67.1%

0% 25% 50% 75% 100%

健康宣言書をすでに提出している

知らなかった

知っている

総票数 213票

設問３－２
「健康経営優良法人」の申請をしたいと思いますか？

14.5%

54.0%

31.5%

0% 25% 50% 75% 100%

申請しない

いずれは申請したい

申請したい

総票数 213票

該当する者がいないため

難しそうなので

特に必要性を感じない

健康管理は個人の問題のため

ハードルが高い

手書きが多く、作成に時間を要する。

書類作成が煩雑

申請しない理由 総票数 25票

「健康経営優良法人」を申請しない理由を教えてください。
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個人情報を会社以外に流れる事を了承しないと健診を受けられないなら、受けないと言い出す従業
員が出てきて困っている

現在休業が多く，生産活動が十分でないため。

申請の手続きや、申請に関する書類作成まで手が回らないため。

今年度は諸事情により申請していません

工数削減

定期健診の結果のランクが非常に低く申請できるレベルにない

良い取り組みだと思いますし、従業員の健康寿命が延びれば会社にも有益だとの主旨も理解できる。
しかし、会社が従業員に対して活動参加を無理強いをすることではない気がして気が引ける。

社内体制および準備が整っていない

よくわからないし、その仕事を担当できる人がいない

昨年、申請し重点項目を理解したので今回は申請を見合わせたい。

現実的に宣言を確実にこなすことが困難な為

あまり意味がない

必要なし

現状、業務過多で対応が出来ない。

個人的に健康管理をしているため

従業員が高齢な為

まだ必要と感じていない

時間がとれない

申請しない理由

設問３－３
「健康宣言」事業や「健康経営優良法人認定制度」について、

ご意見やご要望、また、お困りの点等がありましたらご記入ください。

総票数４票

なかなか難しそうで手が出ません。

コスモウェブ以外の申請方法を設けてほしい。

社内展開できる案内をどんどんお願いします。

今後、申請予定でおりますので、その際はよろしくお願い致します。
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設問３ 「健康経営について」（総括）設問３ 「健康経営について」（総括）

・「健康宣言事業」の認知度は84.0％であり、その中で「健康宣言書」をすでに提出しているのは16.9％
であった。（認知度は昨年に比べ、0.5％上昇）

・「健康経営優良法人」の申請をしたいは31.5%で、いずれは申請したいは54.0％であり、8割以上の事業所
が関心をもっている。今後も引き続き認定申請に取り組む事業所のサポートを積極的に実施していきたい。
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４．被扶養者の特定健診受診率について

設問４－１
被扶養者の健診受診率を向上させるためにはどのような施策が必要と思われますか。
( 複数回答可 )

4.2%

19.2%

35.7%

30.0%

52.1%

62.9%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

事業所から健診受診を勧める

健保から健診未受診者への受診督促

健診の必要性を更に広報・周知する

健診の利便性を高める

健診費用の補助を増額する

総票数 213票

提携医療機関の増加

インセンティブを付与

会社の職場健診時に参加してもらう

その他・ご意見 総票数 ３票
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設問４－２
40歳以上の被扶養者の方がパート先や住民健診等で健診を受診された場合、健診結果を当組合へご提
出いただくと、QUOカード(2,000円分)をプレゼントしております。さらに令和２年度から事業所と健保組合の
連携(コラボヘルス)をより推進し、当組合と共に健診を勧めていただくことで受診率の向上を目指す「家族
健診の協働事業」の実施を推進しております。

貴事業所で被保険者の方に家族が健診を受診されるようにお声がけいただくことで、受診率向上につなが
るのではないかと考えていますが、ご協力いただくことは可能ですか。

総票数 213票

面倒だから

そこまでの面倒は見れない

巡回検診で予約が取れないので困っている。数が多いこっちの対応が先だと思う。

不可能理由

15.5%

38.0%

0.9%

45.6%

0% 25% 50% 75% 100%

すでに参加している

わからない

不可能

可能

総票数 ３票

不可能な理由を教えてください。
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52.1%

47.9%

0% 25% 50% 75% 100%

不可能

可能

総票数 213票

面倒だから。

社員の健診で時間等が手一杯の為

従業員が少人数

現状対応できないため

そもそも巡回事業所検診をしていない。各自で医療機関に赴き健康診断を受診している。。

管理が難しく、原則社外の人は立ち入り禁止の為。

受け入れるキャパが無い

可能か不可能かわからない為不可能にしました。(親会社と一緒に巡回健診を受けている為)

従業員だけでも健診は大変なのに被扶養者も受診はもっと大変になり、困ります。

混雑等管理面の問題

現在事業所から従業員の被扶養者への勧奨は行っていないため

実施する場所(スペース)がない為

被扶養者が事業所での受診を敬遠する

被扶養者に反対者が多い為

被扶養者はほとんど他社で働いている為

各事業所で健康診断をしているのでできるか分からない

扶養者の方が嫌がるかも

不可能理由

設問４－３
巡回事業所健診で４０歳以上の被扶養者の方についても被保険者と同料金で一緒に健診を受診すること
が可能ですが、事業所で実施することは可能ですか？

総票数 101票

不可能な理由を教えてください。
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実施できるか分からない

事業所内でなかなか検診するスペースが無い

どちらとも言えません。はっきり可能とは言い切れないので不可能を選択しました。

過去に例が無い為、取り組みを実施するには会社としてのルールの設定から始める必要があります
のですぐは不可能

準備等ができない

各自の都合があるから

事業所では無理

弊社にて確認をしたところ従業員本人が家族の来社を望まない人が多数いたため

現時点では段取りをする余裕がない

各家庭の方針に任せているため

各自治体で検診を受けているため

あまの創健主催の共同巡回検診で受診しやすいのではないかと思う

健診機関が現状の人数でいっぱいになっていると思われる

コロナのため

食堂を健診場所として使用していて12：30過ぎに健診終了している為

お休みが取れない

事業所へ出向くことが困難。

それぞれの家族の事情があり、歩調を合わせることは難しく、強制することもできない。

セキュリティ上の問題があり不可能

時間が合わない

現在該当者が1名でﾊﾟｰﾄ先にて検診を受けている

危険だから。

社員全員が既婚者ではなく不平等になってしまう為、またパート先等で受診される為。

実施場所の確保ができないため。

県外に工場があるため

従業員と派遣社員での健診を行っており、これだけの諸準備等で限界と思います。

被扶養者の方で働いている方が多く、予定が合わない為（平日にての実施）

全体の健診時間が把握できなくなる可能性があるため。また，受診における設備等も充分でないた
め。

会社に来てもらうのが難しい

不可能理由
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場所の確保が難しい

色々な都合で、会社まで来ることができない。

鉄工場のためなかなか外部の人間を入れることができない。適切な場所が確保できない

家族で話合いをして事業所まで来ることができれば可能かもしれないです

被扶養者の方の健診予約までする余裕がない。施設への予約も被保険者のみの予約で一杯の為

会社が遠隔であるため

車通勤なので、家族分まで駐車場は確保できない

会社独自で健康診断を実施しており巡回事業所健診を受けておりません。

人数が多く時間的にこなせないと考える

その時間帯だけ来ていただきて受診することが難しい。交通費などの問題も生じたり、本人が迎えに
行くなどの必要性もある。

派遣社員も含めての実施で時間が足りない。

事業所での受診人数増加に伴う日程調整や、個人案内・駐車場の確保等の 取りまとめとして事務
側の負荷の増大

場所が提供できない。

交通手段、駐車場、実施所要時間の問題

時間的な制約（社員の健診で手一杯）

遠隔地の為

巡回検診での時間に制約があるため、被扶養者まで時間調整することが困難

在籍社員以外の管理が難しい

スケジュール調整が難しい、場所の確保が難しい

受診者数が増えると健診場所等の確保が難しい

被扶養者の移動距離、被保険者の勤務先でのやりずらさ

バスが会社に来ての巡回事業所検診なので、場所と時間が足りなくなります。

色々な面で考えないといけないので、今のところ難しい

駐車場がない（車通勤、くるまがないかもしれない）

オペレーションが決まっていない

事業所での受診をしていない為

家族側が参加したがらない

巡回検診のバスを止める場所がない

被扶養者が他社で働いているため

不可能理由
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時間猶予が無く、会社敷地内で行う為、安全性も考慮した結果です。

かかりつけ医が（町医者）いる方が多い

被扶養者が止める駐車場がない

会社負担が大きいので。

事業所が物理的に狭い

移動距離がかかりますし、時間帯が合わないかと思います。

実施場所がない

人数が少ないため

総務スタッフは１名しかいないので、当日は被保険者の対応で手いっぱいのため、外来者に応対で
きない

できる場所がない

セキュリティ上、難しい。

体制が整っていないため

一部は可能だが全員は物理的距離の問題があり難しい

あまり家族を会社に連れてきたがらない。

会社迄来るよりは、それぞれの都合で日時、場所を決められると考えます。

社員はほぼ共働きにより、扶養に40歳以上が該当しない為。

但し健診場所が食堂なので昼前に終える人数にもよる

巡回事業所検診を受診していないため

遠距離通勤の者が多数いる

「不可能」というより「わからない」です

受入れ可能な体制が整っていないため

不可能ではなく、わからないです。

場所がない

事業所受診の人数が多いため、かなりの健診時間が必要となるため

一斉に同じ日時は不可能 社員以外の立ち入りも不可能 社員だけでも大変 時間が今でもギリギ
リ

健診場所、時間が限られているので実施は難しいと思います

時間猶予が無く、会社敷地内で行う為、安全性も考慮した結果です。

不可能理由
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設問４－４
被扶養者の健診受診率向上のための施策について、ご意見やご要望、また、すでに

取り組んでいる事柄等があればご記入ください。また、ご協力いただける事柄があれば
ご記入ください。

総票数 24票

今年は、御家族で未受診者がいる従業員に直接声かけて受診を促しました。

被扶養者がいる全社員に、受診勧奨を促した。

社内掲示板にてお知らせを行っている。

今後、被扶養者の健診受診率向上について重点的に動いていく予定です。

朝礼等で全社員に向けて周知、発信を行っています。

社内SNSでの呼びかけ

健診時にメタボの方が特別の問診があり、みんなに見られる場所で実施されていやだとの意見があっ
た。

参加しているが、被扶養者に渡す資料は1つにまとめて渡すだけにしてほしい

定期的な受診勧奨を行っている

声掛けしているが、扶養者が勤務先で受けた健康診断結果を提出してもらうことは、難しい。

被扶養者の受診依頼を従業員に依頼している。また、健診料は無料といった施策をお願いしたい。

会社で被扶養者が一緒に受けられたらいいと思います。

被扶養者側としては配偶者の勤務先で健診を受けることはためらわれると思う

（配偶者のみになりますが）人間ドック等健診費用を会社からも負担しています。

必要性や実施方法などの周知が足りないのかと思います。

巡回検診で予約が取れないことを解決してほしい

被扶養者の受診状況表等をいただければ、未受診者に対して受診推奨等の 声掛け実施は可能

検診、再検査費用は全て会社負担で実施しています。

例えば家族で同じ日に同じ医療機関で健診を受けると何か特典をもらえれば受診率が向上しないだろ
うか

会議で受診するよう、依頼をしています。

未受診者への受診を打診

インフルエンザワクチンの補助券等会社から配布した場合、社員を通じて利用方法の疑問点等質問し
てくる方が一定数いるので、周知や認知を高めるといった意味では有効ではないかと思う。そのうえで
個々が行きやすい病院等で受診できる方が、よいのではないか。

どうしていいかわからないので、取り組み事例を教えてほしい

健康診断受診のお願い兼予定確認書をお渡しし受診率向上に取り組んでいます
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設問4 被扶養者の特定健診受診率について（総括）設問4 被扶養者の特定健診受診率について（総括）

・国が定めた特定健診受診率の目標値（85％）の達成のためには、被扶養者の受診者を増やすことが重要で
ある。そのために、健診の利便性を高め、様々な受診機会の提供することや未受診者への受診督促などが
必要である。事業所の協力も得て、被扶養者の特定健診受診率向上に取り組んでまいります。
40歳となる被扶養者が人間ドックや共同巡回健診を受診する場合、自己負担額を0円とする節目健診など
の施策を実施しており、さらなる受診率向上に取り組む必要がある。
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５．健康情報ポータルサイト「PepUp」について

設問５－１
「Pep Uｐ」というサービスをご存知ですか？

15.0%

1.9%

9.4%

19.2%

54.5%

0% 25% 50% 75% 100%

わからない

登録したくない

登録方法等のサポートがあるなら登録したい

興味があるのでいずれ登録をしたい

すでに登録している

設問５－２
「Pep Up」に登録したいと思いますか？

総票数 213票

総票数 213票

10.3％

62.0%

27.7%

0% 25% 50% 75% 100%

初めて知った

言葉も内容も知っている

言葉は知っている
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設問５－３
サービスメニューで利用したことのあるものを教えてください。（複数回答可）

総票数 116票

8.6%

15.5%

16.4%

24.1%

8.6%

9.5%

56.9%

20.7%

50.0%

71.6%

76.7%

0% 25% 50% 75% 100%

組合イベント④健診結果改善チャレンジ

組合イベント③体重測定チャレンジ

組合イベント②ウォーキングラリー

組合イベント①健康クイズ

アクティビティ

レシピ検索

Pepポイント

日々の記録

健康記事

医療費通知

わたしの健康状態（閲覧）

設問５－４
登録したくない理由を教えてください。

興味がない

かかりつけ医がいる為

登録するのが面倒

インターネットの環境が整っていない（スマートフォンを持っていない）

総票数 4票
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設問5 健康情報ポータルサイト「PepUpについて」（総括）設問5 健康情報ポータルサイト「PepUpについて」（総括）

・『Pep Up』は、医療費通知や過去の健診結果の閲覧、健診結果に基づく健康情報の配信、体重や
歩数の記録などの健康づくり支援を、個人専用ページから無料で利用できる機能満載のwebサイト
である。「PepUp」について、言葉は知っているは27.7％、言葉も内容も知っているは62.0％であり、
認知度は89.7％で一昨年度より12.1％増加している。

・ 『Pep Up』の登録については、すでに登録しているものも含み83.1％が興味を持っており、一昨年より
13.6％増加したものの、当組合での現状の登録率は15.2 ％である。登録率を上げるためには今後も
魅力あるイベントやサービスはもちろんであるが、広報などにより『Pep Up』自体の魅力を伝える必要が
ある。

設問5 健康情報ポータルサイト「PepUpについて」（総括）設問5 健康情報ポータルサイト「PepUpについて」（総括）
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6．KOSMO Communication Web（コスモウェブ）について

設問６－１
コスモウェブをご存じですか？

10.8%

27.8%

61.4%

0% 25% 50% 75% 100%

ログインをしたことがない

ログインのみをしたことがある

コスモウェブを利用して、申請書を提出もしくは健

保からの通知（算定原簿等）を閲覧したことがある

設問６－２
コスモウェブのご利用状況を教えてください。

総票数 213票

総票数 158票

15.5％

11.3%

73.2%

0% 25% 50% 75% 100%

知らない

知っているが、利用開始登録をしていない

利用開始登録(メールアドレス登録)をしている
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設問６－３
ログインしたことがない理由を教えてください。 総票数 22票

18.2％

27.3%

54.5%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

ログインする方法がわからない、難しい

ログインをする機会、コスモウェブを利用する

機会がない

まだ手続きをしてないですが早めにしたいです。

登録申請中

まだ慣れていない

近日ログイン予定

その他
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設問６－４
登録していない理由を教えてください。

11.1%

15.2%

75.8%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

健保からの通知等をコスモウェブで受け取りたい

健保へ提出できる申請書類を増やしてほしい

設問６－５
今後、コスモウェブに追加してほしい機能を教えてください。（複数回答可）

総票数 22票

総票数 101票

16.7％

33.3%

25.0%

25.0%

0% 25% 50% 75% 100%

その他

コスモウェブを利用する予定がない

登録方法がわからない

登録するのが面倒
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その他

申請を、ブラウザベースでできるようにしてほしい。(非windows)

ログイン方法が面倒

新しいデータなどがアップされたらメールなどで知らせて欲しい

登録できなかった原因を究明し登録したい。

windowsなどOS限定はやめてほしい。

愛鉄連のホームページからアクセスできるように導線を見直して欲しい

ログインが普通より面倒、簡単にしてほしい

設問6 KOSMO Communication Web（コスモウェブ）について（総括）設問6 KOSMO Communication Web（コスモウェブ）について（総括）

・当組合では令和3年6月より、加入事業所の皆さまへのサービス向上と各種手続きの利便性向上のため
WEBサービス「コスモウェブ」の利用を開始しました。

・KOSMOCommunicationWeb(コスモウェブ）にすでに利用登録しているのは73.2％であり、認知度も
8割を超えているため、今後も利用率を上げるために提出できる申請用紙を増やす等のサービスはもちろ
んであるが、さらなる広報に努める必要がある。
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設問７－１
下記の各保健事業等について、令和２年度下期(10月～翌3月)から令和３年度上期(4月～9月)までの1年
間の総合評価として、下記「表ア」の中から適当な番号を1つだけ選択し、評価してください。

・「とても良い」が50％超の事業は「家庭用常備薬の無償配付」「インフルエンザ対策事業」
※昨年と同傾向

7 . 各保健事業等の総合評価について

0% 25% 50% 75% 100%

個人メール配信事業

（愛・けんぽメール）

ai ヘルスアップポイント

朝礼用健康情報等提供事業

禁煙お助け事業

Pep Up

事業所向けメール配信

講師派遣事業

（コラボヘルス推進事業）

愛けんぽファミリー健康相談

共同巡回健診

各種施設の利用

歯科検診

前期高齢者対策事業

チャレンジ！ロコモ予防キャンペーン

家族で取り組む、かぜ＆むし歯予防

つよい子になるぞ!!キャンペーン

人間ドックおよびがん健診

特定健康診査事業

特定保健指導事業

社会保険の知識（冊子）の配布

医療費通知・ジェネリック通知

愛・健康サポート事業

「けんだより」の配付

「愛・けんぽ」の配付

当組合ホームページ

家庭用常備薬の無償配付

インフルエンザ対策事業

未回答 評価できない（わからない） とても悪い どちらかといえば悪い どちらかといえば良い とても良い

総票数 213票

-27-



8. その他

設問8－１
令和2年4月から、改正された健康増進法が改正され、事業所においても受動喫煙に関する更なる取
り組みが求められています。また、「2020年度版スコアリングレポート」によると、当組合の
喫煙率は、30％（2018年）となっており、他の組合と比べても高いため、健康課題の1つとなって
います。 当組合では、専門職（保健師・管理栄養士）が中心となり、事業所における受動喫煙対策
や喫煙者対策の支援を行っていますが、今後、取り組んでみたい項目を教えてください。
（複数回答可）

総票数 213票

53.1％

22.5%

28.6%

22.1%

25.8%

0% 25% 50% 75% 100%

禁煙に関するチラシの配付

たばこセミナー

組合の禁煙お助け事業の説明

事業所における喫煙環境の

コンサルティング

受動喫煙対策や喫煙者対策の

必要性など、経営層への説明

対策は実施済み

家族で喫煙についてよく話をする

社内喫煙所の廃止

喫煙者の時間管理

このご時世でいまだ禁煙していない人は、余程具体的な個人レベルでの理由（病気等）がない限り、忠
告しても難しい。

その他ご意見 総票数 5票
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総票数 213票

設問8－2
当組合では、健康意識の啓発を目的として、専門職（保健師・管理栄養士）が事業所ごとの課題に応じた
健康セミナーを実施しています。昨今のコロナ禍により、感染対策の観点から対面での実施に代わるもの
として、セミナー動画の作成を進めています。今後、社内研修等で利用したいセミナーの内容を教えてくだ
さい。（複数回答可）

設問8－3
特定保健指導該当者の6～8割は、20歳の時から体重が10kg以上増加しているという統計結果が出て
います。若年者について、40歳になったときに特定保健指導の対象者とならないよう早期に介入するこ
とが重要であると考え、現在、一般保健指導や特定保健指導（40歳未満向け）や健康セミナーなどの
サービスを提供しています。今後、若年者向けに目標を設定し、体重計や血圧計（貸与）で自身の健康
状態をモニタリングしながら、グループで生活習慣の改善に取り組むことで、将来のメタボ予防を目指
す新たなプログラム（3か月）を実施していきたいと考えていますが、興味はありますか。

総票数 213票

7.8%
31.9%
34.7%

42.7%
42.3%

55.4%
48.4%

0% 25% 50% 75% 100%

女性の健康

たばこ

運動

食生活の改善

メンタルヘルス

生活習慣予防

健診結果の説明

その他ご意見

健診結果の説明;熱中症予防

時差勤務等があり社内セミナー等は難しいです; 運動

健診結果の説明; 生活習慣予防;男性の健康（前立腺など）

42.7%

57.3%

0% 25% 50% 75% 100%

ない

ある

総票数 3票
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設問8-4
当組合では、『家族の健診受診率』・『Pep Up登録率』の向上のため、事業所のご協力に対して
還元することを目的とした「aiヘルスアップポイント」を実施しております。
「aiヘルスアップポイント」は事務用品などと交換できる事業所向けインセンティブですが、活用
されていますか。

総票数 213票

21.6％

60.6%

17.8%

0% 25% 50% 75% 100%

知らなかった

活用していない

活用している

設問8-5
健保から各種ご案内やお知らせを行う場合、どのような方法が効果的だと思われますか。
（複数回答可）

53.1％

32.9%

10.3%

20.2%

72.3%

0% 25% 50% 75% 100%

郵送(紙媒体の案内）

ホームページ

ウェブセミナー

コスモウェブ

メール

総票数 213票
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介護保険開始、終了予定者についてコスモウェブに自分から見に行かないと分からないのはやめて
ほしい。

若年層のがん早期発見の為に人間ドックを受けない世代でも検査の補助がでれば…検査を受けや
すい環境になるのではないかと思います。

Pepupについては健保さんよりも運営会社がもっと魅力のあるプラットフォームを作るべきです。

ポスター配布枚数が多いような気がします。

従業員の健康増進として、他社での取り組みでよいものがあれば紹介して下さい。

インフルエンザ予防接種の補助を増額して欲しい

PepUPについては再度案内しないと登録率は増えないと思います

様々な内容にて常に新しい情報を展開して頂き、感謝しております。

様々な良い取り組みをたくさんされているのに、利用されている事業所や加入者がとても少ないこと
に驚きました。当社のように担当者の意見を後押ししてくれる経営層が少ないのかも知れませんが、
利用者が少ないことは勿体ないと思います。今回のアンケートについてです。様々な取組事業につ
いて目標値も掲載があれば評価がもっとしやすいと思いました。保健事業利用率を高くされたいの
かがわかりませんので、返答に困りました。

健康診断結果に対して所見が有る場合で当人に改善する意思が見られない場合は健康保険料増
額となる仕組み

総票数 10票

設問8－6
各保健事業等について、ご意見等ありましたらご記入ください。
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９ 契約健診機関および当組合へのご意見について

設問9－１
疾病予防事業(各種健診・インフルエンザ予防接種等)の実施において、
契約健診機関に対し、何かご意見がありましたらご記入ください。

ご意見

(種別)未回答
(ご意見)各種施設の利用について、もう少し施設を増やしてもらえたらと思います。

(種別)未回答
(ご意見)事業所で受けられない方のために、本人用の接種補券の配布

(種別)未回答
(ご意見)素晴らしい取り組みをされています。これからも宜しくお願い致します。

(種別)事業所健診
(ご意見)定期健診の申込はどのような決まりでしょうか。いつもこちらから催促しないと連絡をくれません。
希望日時があるのに思ったようにならなくて毎年ストレスを感じます。

(種別)事業所健診
(ご意見)今年の採血担当の方が不慣れな方だったので、従業員さんからの来年は違う人にして欲しいとク
レームが多くありとても困りました。今まで平気だった社員さんで気分が悪くなった方もいらっしゃいましたの
で先方にどうお伝えしたらよいか困っています。

(種別)保健指導
(ご意見)保健指導の内容が個別の事情などではなく当たり前のことしか言われないので1回目を受診する
と2回目以降行かなくなる状態が続いています。

(種別）保健指導
(ご意見)連絡は、密にしてほしい。設備は貸しますが、対象者が就業中に予約しているなどチェックができ
ず、当日だと仕事を中断せざる負えない。

(種別)インフルエンザ
(ご意見)日程、時間帯等の機会が少ない。

(種別)事業所健診;インフルエンザ
(ご意見)当社は人数が少ないのでとても助かっています。

(種別)事業所健診;インフルエンザ
(ご意見) ４月、９月に実施しようとすると日程が決めにくい。

(種別）事業所健診;インフルエンザ;保健指導
(ご意見)組合としての取組みは評価しています

(種別)事業所健診;インフルエンザ;保健指導
(ご意見)やはり、扶養家族の受診率向上をさせたいと思いますが、よい施策があれば、ご提案をお願いしま
す。

(種別)事業所健診;個人向け健診;インフルエンザ;保健指導
(ご意見)健診時の医師の態度が改善されました。ありがとうございます。

(種別)事業所健診;個人向け健診;インフルエンザ;保健指導
(ご意見)いろいろやり過ぎ。こちらは一人で対応しているので全部は出来ません。効果的なものだけに絞っ
てほしい。

総票数 14票
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設問９－２
当組合全体の印象はいかがでしょうか？どのようなことでも結構でございますので、自由にご記入ください。

(例：電話の応対や接客態度、協会けんぽとの比較など、なんでも可です)

ご意見

申請等で迷惑かけているが、いつもとても丁寧な対応で助かっています。本当にありがとうございます。

問合せ等、親身に対応して下さってとても助かっております。

電話応対において担当者レベルの若い男性が知識の無さから確認なく、こちらに物事をするように催促して
くるのをやめてほしい。

電話等対応はすごく親切にしていただいています。補助やサービスも多いです。ただ、協会けんぽと比較す
ると、手続きが煩雑になりました。社員数が多いため、配布物の負担が大きいです。

先進的な取り組みに感服しております。これからも健保組合をリードする組合であっていただきたいです。

いつも迅速な対応で親身になって、説明などもして頂いています、ありがとうございます。

いつもありがとうございます。

コスト意識、電話応対などは好感がもてます。ただ、受診する際、医療機関からは貴健保組合について眉を
ひそめます。何故？

各種届出書をすべてダウンロードしたファイルに入力して提出できるようにしてほしい。

どんな質問にも丁寧に教えてくださり、助かっています。

電話応対は、良いと思います。問い合わせに対してわかりやすく説明して頂いております。

分からないときに電話で問い合わせしますが、丁寧に回答して下さる

提出書類に関しての質問や、提出書類に不備があった時に電話すると対応が分かりやすく親切

弊社の担当者の方の電話応対、面談応対が丁寧かつ迅速で好感を持っています。

親切丁寧に対応していただけます。

電話対応は丁寧で分かりやすい

電話の応対はすばらしいですが、質問等に対するスキルや回答での展開に多少不満

満足しています

丁寧な対応で特に問題ありません。

郵便物多すぎ

不明点などを分かりやすく説明してもらってます。

書類が2ｹ所に郵送となり面倒です。健康保険・年金

総票数 62票
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ご意見

いつも丁寧にご対応して頂いております。

弊社まで来て頂き、説明をして頂けるので、理解しやすいと感じた。また、相談したい。

問い合わせのメール対応、いつもありがとうございます。

電話対応は、とても良好であると思います。

保険料率がほとんど協会けんぽと変わらない

質問も聞きやすいです。いつもありがとうございます。

今年は間違いが何回かあった。チェックをきちんとして欲しい

電話で問い合わせ時、丁寧にわかりやすく対応していただけるので、とても助かっております。

スタッフの皆さまには懇切丁寧に相談にのっていただき，従業員からの問い合わせ等に活かされております。
（いつも細かな点まで伺ってしまいまして，恐縮いたしております。）今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

とてもわかりやすく説明していただけます

協会けんぽに比べて全てにおいて丁寧で助かっています。

いつも親切に対応いただきありがたいです。

電話対応は丁寧でいいと思います

いつもわらないことは親切に教えて頂いて助かっています。ありがとうございます。

いつも対応が丁寧でわかりやすく教えてくださるので助かっています。

質問に対して丁寧に答えてくださるので大変助かってます。

電話の応対が丁寧で、問い合わせがしやすい。

規模の割には充実していると思う。

電話対応が良いと思います。

とても良いです。

丁寧にご対応頂いております

PepUPの使い方は若者達は困りませんが、年配の方はよくわからないみたいです

丁寧にこちらの質問に回答していただいています

迅速で丁寧なご対応をして頂き、ありがとうございます。
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ご意見

毎回丁寧で迅速な対応をしていただいています。ありがとうございます。

電話での対応もすばらしく、わからないことを的確答えてくれて、とても頼りにしています。

他の健康保険組合との比較ができる人には活動の素晴らしさがわかるが、それ以外は気づかないと思いま
す。

特になし

手続きをする担当者向けのQ＆Aページを開設して欲しい。

何事に対しても対応が迅速で助かっております。

大変お世話になっております。有難いと思っています。電話や接客態度も良いと思います。

特にありません

他県で勤務している社員も多く、契約健診機関以外で受診する場合、申請にどうしても時間と手間がかかっ
てしまうので、web申請や申請の手間を減らせる方法をなにか検討してほしい。

良い

電話の対応はとても良いです。書類対応が前より遅くなったように思います。給付の遅延は一声あっても良
いのではないでしょうか。最初に目安を提示するとか。今の時代にそぐわないです。

組合の全体像（活用できること）がよくわかっていないです

組合の方々に関しては、いつも丁寧な受け答えをしていただき、ありがたく感じています。

不明な点がある際に、問い合わせをすると親切に教えていただけます。

電話での対応も親切

補助や支援など手厚くてありがたいと感じています。

お電話の対応がいつも丁寧で分かりやすく、助かっております。ご対応ありがとうございます。

健康セミナー開催についてや健康経営優良法人申請書の添削について親身に相談にのってくださってとて
も助かりました。

朝礼用健康情報等提供事業ですが、文章表記以外に掲示できるようなA4図表記のPDF版があると活用し
やすいです。

頑張って頂いていると思います。

当社からのどんな相談にも皆さんが親身になってくださるのでいつも助かっています。今後もお願いやご相
談を差し上げることがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

応対などとても丁寧に対応いただいております
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9.4%

22.1%

16.4%

23.9%

28.2%

0% 25% 50%

201人以上

101人以上200人以下

51人以上100人以下

21人以上50人以下

1人以上20人以下

設問９－３
貴事業所の被保険者数(社会保険加入者数)について、ご記入ください。

総票数 213票
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