
②申請書の回答を選択肢化し、基準に沿わ
ない取組を記載することを防ぐ

■回答した項目の取組を説明できる資料を
一定期間保管することを誓約、必要に応
じて当該資料の提出を求める

■認定基準解説書において適合例・不適合例
を拡充

①入力制限・必須項目に対するアラート機能の付加

申請書の一部電子化①（電子化の概要）
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 健康経営優良法人2019（中小規模法人部門）の申請においては、申請書の記入漏れや記入ミスにより不適
合となった事例や、当該項目の基準とそぐわない取組を記載する事例が散見された。

 こうした間違いを防ぐため、 「健康経営優良法人2020」においては申請者側のユーザビリティ向上に向けて、申請書
を電子化し、アラート機能や選択肢化を採用した。

アラート

アラート

自動計算

アラート

選択肢化



申請書の一部電子化②（定性記述欄、申請書提出の流れ）

 選択肢化により申請法人が定性記述を行う箇所が減るため、「アピールしたい自社の取り組み」として3.制度・施策
実行の選択項目①～⑮から3つ選び、「定性記述用紙」に取組の具体的な内容を記述する。【記入必須】
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具体的に記述①～⑮のうち「アピール
したい自社の取り組み」
３項目を申請者が任
意で選択。

 申請用電子ファイルは、申請サイトからダウンロードのうえ、PC上でExcelファイルの各シートに記入。電子ファイル内
の「申請書兼誓約書」は印刷して押印のうえ郵送、電子ファイルはアップロードする

【ID発行サイトにアクセス】
会社名等の情報を入力

↓
申請用IDを発行

↓
申請サイトで申請用電子ファイルをダウンロード

【申請書兼誓約書】
印刷して押印

【電子ファイル】
Excelファイルに直接記入

【申請サイトでアップロード】

【事務局へ郵送】

※全国土木建築国民健康保険組合に加入の
法人は、各健康支援室に提出



③登録したメールアドレスに申請サイトのURL・

ID・パスワードが届くので、申請サイトにアクセス
し、申請書のExcelファイルをダウンロード

回答時もこのサイトでファイルをアップロード

②ID発行サイトで法人番号、法人名、メール

アドレスなどを登録

（ここではまだ申請書をダウンロードできません）

①経済産業省健康経営優良法人認定制度のサイトの

リンクから、ID発行サイトにアクセス
http://enq.nikkei-r.co.jp/e/hc/

申請書の一部電子化③（申請書入手～回答の流れ）

 申請書の入手から回答の流れは以下のとおり。
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http://enq.nikkei-r.co.jp/e/hc/


「健康経営優良法人2020」 加入保険者別の申請フロー
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＜大規模法人部門＞ ＜中小規模法人部門＞

（認定基準適合の場合）
申請書の作成

認定委員会において認定審査

健康経営度調査
への回答

【加入保険者】
保険者の確認が必要な事項
について事務局より確認依頼

協会けんぽ/健康保険組合/その他国保・共済組合等

加入保険者（※１）の
「健康宣言」に参加

申請書の作成

保健者と連名で
認定事務局に提出

認定事務局にて集約
評価項目や誓約書の内容のうち、保険者の確認が必要な事項に

ついて事務局から確認依頼

加入保険者に確認依頼 確認結果

認定事務局に提出
（電子データアップロード＋

押印済申請書兼誓約書郵送）

（認定基準適合の場合）
申請書の作成

＜大規模法人部門＞ ＜中小規模法人部門＞

申請書の作成

健康経営度調査
への回答

【全国土木建築国民健康保険組合 本部】

大規模法人の評価項目や誓約書の内容のうち、保険者の確認が必
要な事項について確認。中小規模法人の申請書の集約。

全国土木建築国民健康保険組合

土木建築国保組合の
「健康宣言」に参加

土建保各健康支援室に提出
（電子データ＋押印済申請

書兼誓約書郵送）

保健者と連名で
土健保 本部に提出

土健保 本部に提出

認定委員会において認定審査

認定事務局に提出

認定事務局にて集約

【全国土木建築国民健康保
険組合各健康支援室】

評価項目や誓約書の内容の
うち、保険者の確認が必要な

事項について確認

（※１）加入保険者が健康保険組合の場合は、
健康保険組合連合会都道府県連合会の「健康宣言」に参加

 申請書の電子化に伴い、健康保険組合加入法人も認定事務局に直接提出するように変更。



認定要件の変更①
 健康経営優良法人2019（中小規模法人部門）では、認定法人数が2,500法人を超え裾野が拡大している一
方で、取組の質の向上を図るため、認定要件を変更する。

 既存の認定要件に加え「3.制度・施策実行」に「合計15項目中で7項目以上で適合」という要件を設ける。
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大項目 中項目 小項目 評価項目 認定要件

１．経営理念(経営者の自覚) 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

２．組織体制 健康づくり担当者の設置 必須

３
．
制
度
・
施
策
実
行

従業員の健康課題の
把握と必要な
対策の検討

健康課題の把握

①定期健診受診率(実質100％)

左記①～④の
うち

２項目以上

左
記
①
～
⑮
の
う
ち
７
項
目
以
上

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

対策の検討
④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
（※「健康経営優良法人2021」の認定基準では必須項目とする）

健康経営の実践に
向けた基礎的な
土台づくりと

ワークエンゲイジメント

ヘルスリテラシーの向上 ⑤管理職又は従業員に対する教育機会の設定
左記⑤～⑧の

うち
少なくとも
１項目

ワークライフバランスの推進 ⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

職場の活性化 ⑦コミュニケ－ションの促進に向けた取り組み

病気の治療と仕事の両立支援 ⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み(⑮以外)

従業員の心と身体の
健康づくりに向けた
具体的対策

保健指導 ⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

左記⑨～⑮の
うち

３項目以上

健康増進・
生活習慣病
予防対策

⑩食生活の改善に向けた取り組み

⑪運動機会の増進に向けた取り組み

⑫女性の健康保持・増進に向けた取り組み

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み

過重労働対策 ⑭長時間労働者への対応に関する取り組み

メンタルヘルス対策 ⑮メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

受動喫煙対策 受動喫煙対策に関する取り組み 必須

４．評価・改善
保険者へのデータ提供
（保険者との連携）

(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）
※誓約書参照

定期健診の実施、健保等保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施、50人以
上の事業場におけるストレスチェックの実施、従業員の健康管理に関連する法令について重
大な違反をしていないこと、など

必須



認定要件の変更②

 「3.制度・施策実行」における過重労働対策「⑭長時間労働者への対応に関する取り組み」の認定基準について、
解釈の見直しを行う。

 昨年度申請においては、「⑭長時間労働者への対応に関する取り組み」について、前年4月1日より申請日までの期
間において、全ての従業員（管理職を含む）の１ヶ月あたりの超過勤務時間が45時間を超える月がない場合には、
基準を満たすとしていた。

 今年度より仮に月45時間を超える従業員がいない場合であっても、長時間労働者が発生した場合（管理職を
含む）の、具体的な対応策を事前に定めていることが必要となる。
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【ポイント】
・80時間超の超過勤務が発生することを想定して対応策を
定めておくこと

前回からの変更点
前回の基準では、全ての従業員の１ヶ月あたりの超過勤務時間が４５時間を超える月がな

い場合には、基準を満たすものとして取り扱っていたが、今回からは月45時間を超える従業
員がいない場合であっても、長時間労働者が発生した場合（管理職を含む）の具体的な対応
策を事前に定めていることが必要となった。



学術研究のための個社名付きデータの利活用、アンケートの実施
 昨年度から、健康経営度調査（大規模法人部門の認定に利用）については主に健康経営の普及を目的として
学術研究のため、過去５年間の各設問の個社名付きデータを利用申請のあった大学等の研究機関向けに提供
することを開始。健康経営の実践が実際に企業にどのような効果を与えるかといった分析が行われている。

 中小規模法人部門についても、申請書を電子化することで回答データの分析が容易となることから、中小企業にお
ける健康経営の取組の実態把握及び健康経営普及促進の学術研究のための個社名付きデータの提供を可能と
すべく、申請者に対して同意を求めることとする。

6

 また、今回から健康経営優良法人（中小規模法人部門）に対して、認定における評価とは別にアンケートを実施。
申請者の過大な負担とならないよう配慮し、任意回答として行う。

・地域への情報発信を含め、健康経営の実態を把握する
ための設問

・健康経営の取組におけるプロセス（PDCA）を問う設問

・財務情報を問う設問

等



「健康経営優良法人」申請区分の明確化
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（例）2019認定法人
の法人格等

日本標準産業分類上の業種
【大規模法人部門】 【中小規模法人部門】

従業員数 従業員数

医療法人

医療，福祉 101人以上 1人以上100人以下社会福祉法人

健保組合等保険者

商工会議所・商工会
サービス業（他に分類されないもの） 101人以上 1人以上100人以下

財団法人・社団法人

地方自治体 公務（他に分類されるものを除く） 301人以上 1人以上300人以下

【大規模法人部門】 【中小規模法人部門】 ※従業員を１人以上使用していること

業種 従業員数 従業員数 資本金の額又は出資の総額

卸売業 101人以上 1人以上100人以下

または

1億円以下

小売業 51人以上 1人以上50人以下 5,000万円以下

サービス業 101人以上 1人以上100人以下 5,000万円以下

製造業その他 301人以上 1人以上300人以下 3億円以下

②上記①以外の法人（区分の目安）
上記①以外の法人は、下表により区分。ただし、下表の法人格等に該当しない法人があった場合は、当該法人の事業内容に基づき日本標準
産業分類より業種を把握し「従業員数」に基づき申請区分を決定していただく。なお、特段の理由（※）をもってあえて別部門に申請を行
うことも可能とする。（※中小企業への健康経営の普及のために、あえて自らも中小規模法人部門を選択する場合など）
ただし、「健康経営優良法人（ホワイト500）」は、大規模法人部門の区分に該当する法人のみを対象とする。

①中小企業基本法上の「中小企業者」に該当する会社（以下の法人格を持つ法人）
「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」「(特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)」
「弁護士法に基づく弁護士法人」「公認会計士法に基づく監査法人」「税理士法に基づく税理士法人」「行政書士法に基づく行政書士法人」
「司法書士法に基づく司法書士法人」「弁理士法に基づく特許業務法人」「社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人」
「土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人」


