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企業が事業活動を行い、社会に対して価値を提供して
いくためには、一人ひとりの社員が心身ともに健康で、個
性や能力を十分に発揮しながら働くことが不可欠です。
トッパンでは創業以来、「人間尊重」の基本理念に基づ
き、社員の健康に関する様々な取り組みを会社と健康保
険組合で進めてきました。こうした取り組みや計画を改
めて見える化・体系化して整理し、社員のさらなる健康の
保持・増進を目指すために、2015年10月に「健康経営
宣言」を制定。社長が「健康経営責任者」となり、健康経
営を積極的に推進していくことを明確にしました。
「健康経営宣言」では、社員や家族の健康づくりを推進
するとともに、健康関連事業を通じて世の中の人々の健
康づくりを支援し、社会に貢献していく方針を掲げてい
ます。また、推進組織として「健康経営推進協議会」を設
置、会社と健康保険組合が一体となって取り組みを進め
ていきます。
健康関連事業の推進にあたっては、会社や健康保険

組合をはじめ、トッパンが持つ様々なノウハウや機能を活
用していきます。健康の保持・増進に関する先進的なソ

「健康」を軸に進める
新しい価値創造

企業と社会の未来を支える「健康経営」

特集 １

毎日をいきいきと過ごし、仕事の生産性を向上させるために「健康」は大切な要因です。

その思いを形にし、実践していくために、トッパンは「健康経営」の実践を宣言しています。

リューションの開発・改良に取り組み、健康で安心できる
社会づくりにビジネスで貢献していくことを目指します。

■ 健康経営推進組織図
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トッパンは、積極的に挑戦する「やる気」、心身ともに健
康で明るくいきいきと活力に満ちた「元気」、そして、真
剣に取り組み最後までやり遂げる「本気」という3つの
「気」を持って仕事に取り組める状態を「健康」ととらえて

社員とその家族の健康づくりを実現するために

特集1　「健康」を軸に進める新しい価値創造

います。
この状態を保持・増進するとともに、より良い健康増進
の仕組みも取り入れながら、社員とその家族の健康を実
現していきます。

社員とその家族・事業所・労働組合・健康保険組合が一
体となって活動するために、健康保険組合の各種保健事
業を「トッパングループGENKIプログラム」として体系化
し、健康応援プログラムを実施しています。また、トッパン
は全国35カ所に直営診療所を設置し、診療のほか、健診
結果に基づいた保健指導や要治療者への受診勧奨な
ど、生活習慣病予防を積極的に推進し、社員とその家族、
そして事業所の「元気」をサポートしています。
生活習慣病の中でも、特に糖尿病・高血圧症の重症化

予防に重点的に取り組んでいます。事業主であるトッパ
ンから健康診断データの提供を受け、健康保険組合が
分析、重症化するリスクの高い社員に対して早期に医療
機関への受診勧奨を行ったり、栄養指導なども実施しま
した。
また、健康保険組合と事業所が連携して取り組んだ被
扶養者（＝社員の家族）の特定健診受診率向上施策も大
きな成果を上げました。事業所を通じて被扶養者に受診
の呼びかけを行ったり、健診の案内はがきを申し込みの
多い秋に送付する、未受診の人には申し込み締切の45
日前に再度案内を送るなどの働きかけを行いました。そ
の結果、被扶養者の特定健診受診率は73.7％まで向上
しました。
今後も、健康づくりに積極的に取り組みたくなるよう

な工夫や仕組みを検討していきます。

健康保険組合の
健康増進施策

コミュニケーションの活性化やグループの一体感醸
成、会社に対する家族の理解促進を目的に、全社横断型
の社内スポーツイベントを定期的に開催しています。
経営層から若手社員まで一体となって参加し、イベン

トの企画・制作から当日の運営まで、若手社員を中心にす
べて社員による手づくりで行うのが特長です。

社内運動会「労使共催 TOPPAN 
SPORTS FESTIVAL」

「アートサロン」は美術を通じて脳の活性化、心身のリ
フレッシュを図るワークショッププログラムで、グループ
会社の（株）芸術造形研究所の協力のもと、臨床美術の
手法を元に企画したものです。
社員の健康づくりを目的に社内で展開。夏休みには親
子で参加できるアートサロンも実施しています。

臨床美術ワークショップ
プログラム「アートサロン」

施策
2

施策
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トッパンは、これまで培ってきた「印刷テクノロジー」を
活かし、ヘルスケア関連事業をパートナー企業とともに
推進しています。「健康増進」、「予防・未病」、「地域包括
ケア」などの領域で、CRM（顧客管理）やBPO（業務プロ

日本の国民医療費は40兆610億円（2013年度）と
なっており、高齢化の影響などもあって今後ますます増
大することが予想されています。特に、がんや高血圧、糖
尿病などの生活習慣病が医療費の30％超を占めてお
り、生活習慣病の早期発見・改善が今後ますます重要と
なります。
このため、メタボリックシンドロームに着目した「特定
検診」の受診率を高めることが課題となっており、厚生労
働省は市区町村国保で60％（平成29年度まで）という
受診率目標を掲げています。しかし、実際の受診率は
34.3％（2013年度）と、目標に対して大きな開きがあ
るのが現状です。
上記の課題解決を目的にトッパンでは「特定健診にお

ける受診率向上プログラム」を提供しています。
このプログラムは、特定健診の受診率を向上させるた
めに必要な機能をワンストップで提供するもので、これ

健康づくりのノウハウを事業を通じて社会に広げる
セスの外部委託）のソリューションを活用し、戦略策定か
ら施策の実行、効果検証による施策改善までをトータル
にサポートし、社会全体での健康づくりを実現していき
ます。

特定検診の受診率向上で、生活習慣病の早期発見を
～福岡県福岡市での取り組み

までトッパンが培ってきた顧客情報の分析、コミュニケー
ション戦略の企画実行支援のナレッジやシニアコミュニ
ケーションのノウハウ、個人向けの様々なCRMコミュニ
ケーション手法を活用し、受診率の向上を実現するもの
です。

2015年度に福岡県福岡市から受託した業務では、特
定健診（国民健康保険対象）を受診していない対象者
を、年齢や居住地などのデータをもとに複数のセグメン
トに分析・分類し、ダイレクトメールなどによるコミュニ
ケーションを実施することで、受診率の向上を支援して
います。例えば、年代ごとに「今、受診しないことによる将
来的なリスク」や「病院に通院していても発見できないリ
スクの存在」を訴えるダイレクトメールを制作・発送しま
した。また、居住地近くで受診できる健診機関を掲出した
り、アンケートで情報を取得するなど複数の施策も織り
込みました。

年齢によって訴求内容をカスタマイズした福岡市のダイレクトメール

■ 受診対象者の分析・セグメント

セグメントごとのタッチポイント開発・
クリエイティブ開発を行う

データ分析によって

受診対象者をセグメンテーション

属性情報
（受診対象者の
基本情報）

健診受診
実績情報

アンケート
回答

●●タイプ

分析する情報（例）

●●タイプ ●●タイプ ●●タイプ ●●タイプ

事例
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とを目的としています。
トッパンはこの事業の中で事務局の機能を担い、歩数
計の管理・発送、市民からの申請受付・問い合わせ対応、
申請内容の審査・登録や歩数計との紐づけ、景品抽選・発
送などの業務を行っています。

2014年度は参加目標を5万人と設定し、11月から事
業をスタートしたところ、市民からの注目を集めて12月
の時点で8万人を超える参加登録がありました。想定を
超える申し込み数に早急に対応するなど、事務局として
も機敏な動きが求められました。また、各商店街にイベン
トの参加協力を依頼したり、リーダーの設置状況を確認
して回るなど、事務局の仕事は多岐にわたっています。
リーダーも2016年4月現在で1,000ヶ所以上に設置
され、市民が地元の店舗に足を運ぶきっかけにもなって
います。
この事業では2017年までの4カ年で30万人の参加
を目標としており、すでに2016年6月には17万人の
市民が参加しています。規模が拡大すれば求められる
機能も変わってくるため、今後もトッパンのリソースを
活用しながら、より充実したサービスの提供を目指して
いきます。

特集1　「健康」を軸に進める新しい価値創造

神奈川県横浜市では、高齢化の急速な進展が課題と
なっており、将来の人口推計によると、2025年には65
歳以上が約100万人となり、高齢化率は26.1％まで増
加すると見込まれています。また、「市民意識調査」では、
市民の「心配事や困っていること」の上位に「自分の病気
や老後のこと」「家族の健康や生活上の問題」が上がって
います。
そこで横浜市では、2013年度から2022年度まで

10年間にわたり健康寿命を延ばすことを目標にした「第
2期健康横浜21」計画を推進し、すべての市民がいくつ
になっても自立した生活を送れることを目指して様々な
施策を展開しています。
そのうちの一つとして2014年から始まったのが「よ

こはまウォーキングポイント」事業で、横浜市とトッパン
などの民間企業が共同で推進しています。
この事業は、横浜市在住・在勤の方々が参加登録をす
ると、歩数に応じたポイントが付与され、ポイントに応じ
て抽選で景品が当たるという仕組みを取っており、市内
の協力店舗に設置されたリーダーに歩数計をかざすと
ポイントが加算されるようになっています。市民が楽しみ
ながら気軽に健康づくりに取り組めるきっかけとなるこ

ポイントの付与で、楽しみながら健康づくりを
～神奈川県横浜市での取り組み

■ ウォーキングポイント事業の流れとトッパンの役割
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プロモーション協力 コンタクトセンター
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プレゼント！

フィールドサービス
● リーダー設置店開拓
   （説明会実施、参加交渉）、
    設置、管理

プロモーション協力
● 景品抽選、発送

事業プロデュース ● 事業設計　● 検証　● 協賛・協業

運用システム開発 ● 申請内容入力　● 歩数計との紐付け　● 歩数データ管理

● 歩数計管理、発送

● 申し込み受付
● 問い合わせ対応

● 告知／申し込み
   ツール設計、納品
● 各種イベント
   企画、実施
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