
平成２９年度紹介事例一覧（概要）

市町村における健康づくり事業

対象 内容

1 千葉市中央区 就学時健診時健康教育
就学時健康診断
の対象児を持つ
保護者

平成23年度から糖尿病予防活動に力を入れており、糖尿病又は糖尿
病予備群を予防したい若い世代を対象に、就学時健康診断の機会を
利用した健康教育を実施し、生活習慣を見直すきっかけづくりを作
るとともに、家族で健康づくりに取り組む意識づけを行っている。

平成23年9月

2 千葉市稲毛区
「歩け稲毛！あなたのいっ
ぽ」の推進による健康づく
りへの取り組み

子育て世代を主
にした稲毛区民

稲毛区の健康づくりスローガン「歩け稲毛あなたのいっぽ！」を踏
まえ、NPOとの連携によるウオーキングイベントや、地域関係者と
の連携による「運動イベント」等を開催し、区民自らが楽しく健康
づくりに取り組むきっかけを提供することで、子育て世代からの生
活習慣病予防及び介護予防への意識の向上を目指している。また、
地域関係者との連携を図り、楽しく健康づくりを継続できる地域づ
くりへと意識の醸成を図っている。

平成24年2月

3 千葉市若葉区
若葉区ラジオ体操で健康づ
くりとまちづくり

区民

高齢化率が市内で最も高い若葉区では、ビジョン「日本一高齢者が
いきいき暮らせるまち若葉」を目指し、達成に向けて平成23年度よ
りいつでもどこでもだれでもができるラジオ体操を推進し、千葉市
第２次実施計画（平成27年度より）において、区内全（20）小学校
区域に１グループ以上のラジオ体操グループができることを目標に
取り組んでいる。ラジオ体操によって、健康づくり以外にも絆づく
りやまちづくり、介護予防の効果が期待される。

平成24年11月

4 鎌ケ谷市
健康づくりボランティア育
成と活動の支援

市民

平成28年度から、既存の4つのボランティア団体を「健康づくりボ
ランティア」とし、合同定例会（年５回）を開催している。健康づ
くりボランティアと協働で地区活動、各種講座等を実施すること
で、ボランティア自身が仲間づくりや健康づくりをしながら、より
効果的に市民の健康づくりの推進を図っている。

平成28年4月

5 酒々井町
しすいハート体操普及サ
ポーターの養成と活動

町民

平成28年度、子どもから高齢者までの健康づくりを目的に、みんな
でできるオリジナル体操を作成した。平成29年度、地域のサークル
やグループ、イベント等で体操の普及に協力していただく、「しす
いハート体操普及サポーター」を養成し、町行事等で体操普及に努
めている。

平成29年8月

市町村における健康づくり事業（健康マイレージ事業・健康ポイント付与事業）

対象 内容

1 市川市 いちかわ健康マイレージ
市川市に住民登
録がある20歳以
上の方

市民自らが日々の健康づくりに対する取組結果（運動や食事等健康
に関する5項目）を携帯電話・スマートフォン、パソコンから入力
することで、ポイントが獲得できる。獲得ポイントによって、健康
づくりに役立つ景品と交換できる。その他、入力した体重や歩数の
記録はグラフ管理ができ、歩数に応じ、市内のウォーキングコース
をバーチャル体験できる。

平成26年10月

2 館山市
「たてやま健幸ポイント」
事業

市民

各種健（検）診をはじめ、対象事業（健康教室、スポーツイベント
等）への参加や健康的な取組（2週間以上の健康に関する継続的な
取組）に応じてポイントを付与し、当該ポイントを集めて応募した
者のうちから抽選により景品を贈呈している。

平成29年4月

3 木更津市 きさらづ健幸マイレージ
20歳以上の市内
在住者

各種健診の受診や健康、介護予防をテーマとする講座への受講参加
によるポイントと３ヶ月以上運動・食事に取り組む等のセルフポイ
ントを付与する。規定ポイント数達成による応募者から抽選で地元
特産品等を贈呈している。

平成29年4月

4 松戸市 まつど健康マイレージ
20歳以上の市内
在住・在勤・在
学の方

各種健（検）診や特定保健指導の受診をはじめ、健康に関連した事
業・イベント等への参加、スポーツジムや健康に配慮した店舗の利
用などでマイルを取得し、規定マイルの取得達成により、抽選で特
典が当たる。また、取得されたマイルについては、応募者ごとに累
積管理（ガンバマイル）し、抽選で当たる特典とは別に表彰などを
行っている。

平成28年7月

5 佐倉市
マイヘルスプラン普及啓発
事業「チャレンジ！マイヘ
ルスプラン2017」

市民（佐倉市在
住・在勤の方）

自分で創る　自分だけの健康プラン「マイヘルスプラン」に取り組
んだポイントが10ポイント以上で、かつ「健康に関する取り組み」
のポイントが1ポイント以上で参加可能となる。参加者全員に参加
賞をプレゼント、また、規定のポイントをクリアした方の中から抽
選で図書カードが当たる。さらに、学校全体や企業など団体での取
組や工夫のみられる取組には、特別賞として表彰を行っている。

平成26年度

6 東金市 東金市健康マイレージ事業 20歳以上の市民

市が実施する各種健診（検診）や健康に関する教室・講演への参
加、健康づくりに関した自己取組の達成等の要件該当時に規定ポイ
ントを付与する。30ポイント以上取得し、応募した者に抽選により
記念品を授与している。

平成26年4月

取組主体 事業の名称等
取組

開始時期

市町村名 事業名
取組

開始時期



対象 内容

7 旭市 あさひ健康応援ポイント
旭市在住の20歳
以上の方

「健康診断の受診」や「スポーツ教室の参加」、「健康に対する取
組を3カ月以上続ける」等のポイント対象事業に取り組み、500ポイ
ント以上貯めて応募すると、抽選で健康に役立つ景品が当たる。

平成26年4月

8 習志野市
ならしの健康マイレージ事
業

リーフレットを
手にした人すべ
て

日々の健康行動（運動や食事などの習慣づくりや、健康教室・地域
活動等への参加等）によってポイントを獲得し、3カ月の間に一定
のポイント以上を貯めて申請した人に対し、協力店で各種サービス
が受けられる「健康きらっとナラシド♪カード（サービスカー
ド）」を交付している。

平成27年1月

9 鴨川市 鴨川健康ポイント 20歳以上の市民

本事業に参加する市民一人ひとりによる健康づくりの取組（健診・
がん検診等の受診、予防接種を受ける又はジェネリック薬品の使
用、自分で立てた目標の約30日間達成等）をポイント化し、5ポイ
ント中3ポイント以上を記録したシートの提出者に、参加賞及び先
着・抽選による景品を贈呈している。

平成28年10月

10 君津市 きみつ健康マイレージ 18歳以上の市民

健康に関する活動（健康診断・特定健診・がん検診等の受診、健康
やスポーツにに関する講座・イベント等への参加、献血等）やこつ
こつポイント（運動・食事・健康管理に関する自ら立てた目標に合
わせた取組の実施）の獲得により、50ポイント以上又は150ポイン
ト以上のポイントに応じた褒賞品を贈呈している。

平成29年6月

11 袖ケ浦市
袖ケ浦市健康マイレージ事
業

市内に住所を有
し、当該年度末
年齢で満20歳以
上の者

特定健康診査や人間ドック、がん検診等の受診や健康教室・健康イ
ベント等への参加等、6つの健康目標のうち3つ以上を達成した先着
3,000名の方に健康チャレンジ賞を贈呈し、さらに抽選で100名に特
別賞を贈呈している。

平成28年6月

12 富里市
120万歩健康ウォーキング
事業

20歳以上の市内
在住・在勤の方

健康づくりを目的に、多くの市民の方が楽しく運動に取組み、習慣
化できるよう、記録用紙に毎日歩いた歩数を記録し，120万歩達成
した人には達成証の交付と記念品の贈呈をする。また，本事業では
ウォーキングキャンペーンを実施しており，期間中に120万歩を達
成し，応募した者の中から抽選で10名に富里産新鮮野菜セットを贈
呈している。

平成21年5月

13 匝瑳市 健康マイレージ事業 20歳以上の市民

健診・検診の受診や予防接種、献血、スポーツ教室、健康目標への
取組（個人で新たに健康目標を立て3カ月間継続して取り組む）等
をポイント化し、ポイントが100ポイント以上になると記念品と交
換できる。

平成29年4月

14 大網白里市 健康ポイント事業
市内に住所があ
る40歳以上の方

希望者に健康ポイント手帳を配布し、市が指定する健康づくりに関
する行事及び自主的な健康づくりの参加にポイントを付与し、必要
ポイントを達成した者へ景品を授与している。
チャレンジA：自分の目標60日+健診（検診）受診1つ以上
チャレンジB：自分の目標60日+市の健康・介護予防事業等2つ以上

平成29年5月

15 栄町
スポーツによる地域活性化
事業

町内在住の方で、
主に40～60歳の働
く世代を中心とし
たスポーツ無関心
層や、町の健診な
どで健康相談が必
要が必要と判断さ
れた方など。ただ
し、20歳以上でス
ポーツに興味があ
る方であれば、健
康に不安がない方
でも自由に参加可

各種教室（軽スポーツ教室、体力調査大会、糖尿病予防講演会等）
のイベント参加ポイント、初めての教室参加者等への特別加算ポイ
ント、教室参加時に測定する血管年齢改善者へのボーナスポイント
により健康ポイントを集める。集めた健康ポイントは、ポイント数
に応じて、町内スーパーや飲食店の商品券に交換できる。

平成29年6月

16 白子町 健幸ポイント事業
町内に住所を有
する40歳以上の
方

説明会にて参加者に専用の歩数計（無償）を進呈し、歩数や体重等
の改善結果に応じて健幸ポイントが付与される。貯まったポイント
は1ポイント=1円でクオ・カードに交換できる。

平成27年8月

17 柏市 柏ウォーキングパスポート 市民

柏ウォーキングパスポート（毎日の歩数を記録し、全13カ国を旅し
て300万歩で日本に帰国する世界一周の旅）を使って、ウォーキン
グを継続し、30万歩、150万歩、ゴール（300万歩）に到達した者
に、到達賞や景品を贈呈している。

平成17年度

18 千葉市
健康づくり事業（地区組織
向け）

概ね18歳以上の
市民5人以上の
地区組織

市民が健康づくりに取り組むきっかけとして、自主グループや自治
会等が行う健康づくりの取組に対しポイントを付与し、既定のポイ
ントに達した団体に抽選による景品の授与や表彰等を行っている。

平成25年7月

市町村名 事業名
取組

開始時期



健康福祉センターにおける健康づくり事業

対象 内容

1
習志野健康福祉セ
ンター（習志野保
健所）

習志野地域・職域連携推進
事業「職域における喫煙対
策の推進」

習志野保健所管
内事業所の事業
主、衛生管理者
等

50人未満の事業所においては、喫煙対策が進んでいない状況やたば
こに関する健康情報を得る機会が少ないことから、管内事業者に対
して、健康教育及び、チラシ「たばこの害をしっていますか」を作
成し、普及・啓発を行っている。

平成28年4月

2
香取健康福祉セン
ター（香取保健
所）

健康づくり活動
香取保健所管内
事業所及び従業
員

従業員の健康づくりに向けて取り組んでいる事業所や今後取り組む
ことを計画している事業所の活動事例を、リーフレットの配布や当
センターホームページへの掲載等により、「健康づくりに向けて取
り組んでいる事業所」として広く周知し、健康づくりに向けた取組
の活性化を図っている。

平成27年度

健康保険組合における健康づくり事業

対象 内容

1
警察共済組合千葉
県支部

40歳未満の職員に対する保
健指導（元気応援セミ
ナー）

40歳未満の組合
員

特定保健指導の対象外となる40歳未満の組合員の中から、メタボ
リックシンドローム該当項目2項目以上の該当者に対して、日々の
生活習慣、特に食事と運動を重点に置いた正しい健康知識を提供
し、個人目標を設定させ、そのサポートを行うことでメタボリック
シンドローム該当者の低減及び危険因子の予防を目的として行って
いる。

平成11年度

2
全国健康保険協会
千葉支部

健康な職場づくり宣言事業
及びコラボヘルスの取組

加入事業者

健診、保健指導、喫煙、健康セミナーの開催、ポスター掲示等の健
康な職場づくりに関する取組について、事業所に「健康な職場づく
り宣言」をしてもらい、支部長名で認定証を発行している。「健康
な職場づくり宣言」をした事業所へは無料の出張運動セミナーの開
催や広報誌を定期的に発行し、職場での健康づくりが円滑に行える
ようサポートしている。

取組主体 事業の名称等
取組

開始時期

取組主体 事業の名称等
取組

開始時期


