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働く世代の健康づくりについて

平成27年度生活習慣の状況
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働く世代の健康づくりについて

課題と事業展開の方向性
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【経過・目的】
健康づくりに関心を抱くきっかけづくり、生活習慣改善のための行動変容の動機づけ、意識やモチベーションの高

揚や継続効果、波及効果をねらいとした「くさつ健幸ポイント制度」を実施。
平成３０年１月から、紙版「くさつ健幸ポイント制度」に加え、県内１０市町と協会けんぽによる健康推進アプリ

「BIWA-TEKU」の運用を開始している。
【内容】個人の目標や健康づくりの実践、けん診の受診、健康イベントの参加などさまざまな健康づくりの取組みをポ
イント化。貯まったポイントで景品の抽選に応募ができる。

【対象】１９歳以上の市民（抽選に応募できる対象者）

【目的】食生活の改善に関心のない層に対して、飲食店において食生活改善の行動変容の動機づけを図ることを目的に
食育の啓発を実施。

【内容】10～12月の期間において、各月ごとに食育の啓発したいテーマを設定し、飲食店利用者に啓発を行う。

【経過・目的】
「禁煙したい人の禁煙を推進し、喫煙者の減少を目指す」ため、禁煙に取組意向の事業所と従業員を支援し、禁煙につ

なげることで働く世代の健康づくりの推進を図る。参加者募集と併せ、賛同事業所に対し聞取り調査を行った。
【内容】禁煙にチャレンジする従業員を募集し、４か月間の禁煙に取り組んでもらう。
【対象】業所健幸都市宣言賛同事業所

【経過・目的】
概ね39歳までの働く世代に対し、生活習慣病の発症予防のために、若い世代の時からその重要性を理解し、実

践していけるよう、健康づくりに無関心な層に行動変容の動機づけになるきっかけをつくることをねらいとして
大型商業施設において、簡単なヘルスチェック等による健康づくり啓発を実施。
また、平成29年度からは他の部署が行う市イベントでの開催や楽しみながら食生活の見直しなどができる食育

ＳＡＴシステム等を活用して啓発を実施。
【内容】体力チェック、食育SATシステムによる栄養相談、栄養相談
【対象】概ね３９歳以下の市民を主なターゲットとする

【成果と課題】
・様々な主体との協働で実施することで働く世代の健康づくりの意識付けができた。
・「健康」をテーマにしたイベントの参加者の年代は60~70歳代となっている。
・集客のある商業施設やイベントが効果的と考えられる。しかし、効果的に対象とする年齢や市民へ啓発を行う
ためには実施場所やイベント内容の検討が必要である。

・健康づくりの啓発には様々な主体からの働きかけが必要である。

【実績】

【実績】

【成果と課題】・アプリは働く世代の健康づくりを始めるきっかけや健康づくりの継続性につながっている。
・利用者を増やし、継続した健康づくりにつながるようにしていく必要がある。

【実績】

【成果と課題】・職場全体の「禁煙に取り組む」意識の醸成につながっている。
・参加人数は少ないが、この事業をきっかけに禁煙したい人の禁煙につながっている。
・市内の事業所の喫煙対策や従業員の喫煙状況を把握することができた。
・年間を通じた事業とするなど、事業所にとって取組やすい事業内容とする必要がある。

【実績】

【成果と課題】・飲食店を介して、健康づくりの働きかけを行うができた。
・飲食店で啓発できる内容の検討や協力可能な飲食店を増やしていく必要がある。

１．生活習慣に関する啓発「食と運動のヘルスチェックデー」 H26年度～
２．くさつ健幸ポイント制度・BIWA-TEKU H28年度～

３．禁煙チャレンジ事業 H29年度～

４．食育チャレンジ事業 H30年度

H26 H27 H28 H29 H30

実施回数 5 6 6 4 4

開催場所 商業施設 1施設 2施設 2施設 2施設 2施設

市イベント - - - 2回 2回

実施内容
（参加人数）

体力チェック
(平均参加人数)

403
（80.6）

536
（89.3）

578
（96.3）

522
(130.５)

450
(112.5)

栄養相談
(平均参加人数)

希望者のみ 希望者のみ 337
(56.1)

181
(45.2)

346
(86.5)

食育SAT
システム

- - - - 430
(107.5)

協働団体 大学
栄養士団体 栄養士団体

民間企業
栄養士団体

民間企業 民間企業
栄養士団体

H28 H29 H30

くさつ健幸ポイント制度 703 827 43

BIWA-TEKU - - 1,469

参加事業所 参加人数 達成事業所 達成人数

H29 6 42 ４ 10

H30 ５ 14 ３ ５

H30

実施飲食店舗数 16

【市民の声】
「このようなイベントが色々なところでできるとよい」、「ショッピングセンターなど不特定多数の人が集まる場所での開催は気軽
に参加しやすい」、「食育SATシステムで栄養バランスが分かりやすく表示され、栄養の摂り方を意識しようと思う」、「気軽に体
力チェックができたことで自分の体力が分かり、運動の相談もできたので、ストレッチなど運動をしようと思う」
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聞き取り事業所数

H30 135

食育の啓発テーマ

１０月 野菜摂取量の増加

１１月 適切な食事バランスの普及

１２月 3010運動＋の実施（食品ロスの削減努力）

【市民の声】
「アプリは運動を習慣づける良いきっかけとなった」「目標を達成するためにウォーキングなど今後も続けていきたい」「毎日の歩数
を気にするようになり、健康を意識することにつながった。」「家族と楽しみながら歩くことができた」

働く世代の健康づくり関連事業
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働く世代の健康づくりについて

生活習慣に関する啓発 令和元年度６月実施イベント概要

①働く世代の健康づくりを進めるため、イベントを通して生活習慣を振り返り、健康的な生活習慣への行動変容に
つなげたい。そこで、働く世代への働きかけとして・・
・イベントの内容はこれでよいか
・ほかに、効果的で楽しく、手軽にできる体験はないか
・体験の指導内容はこれでよいか

②仕事や地域での活動などにおいて、働く世代の方と接した際に感じる生活習慣の現状や課題について

【日時】令和元年６月２日（日）１０：３０～１５：３０
【場所】エイスクエア アル・プラザ草津 入口横
【内容】体力チェック、食育SATシステムによる栄養相談、栄養相談
【対象】概ね３９歳以下の市民を主なターゲットとする
【委託先】パーフェクトトレーナーズ 地域栄養士団体とらいあんぐる

【生活習慣に関する啓発の流れ】

所要時間：一人15～30分程度

１．受付 ➡ ２．体力チェック ➡ ３．運動指導士による運動指導 ➡
４．栄養チェック ➡５．栄養士による栄養指導 ➡６．アンケート

・ターゲットとしている年代は
参加者全体の27.1％

・40歳代の参加者は全体の
１／３を超える

委員の皆様に、御意見いただきたいこと

＜イベントの工夫点＞
・働く世代を集客しやすい商業施設で実施。用事の「ついで」に参加できるような場所設定。
・短時間で複数の体験ができるよう、イベントスペースの広さや体験数を決定。
・簡単に親子やカップルで体験できる内容。
・体験結果を「見える化」し、わかりやすく指導。
＜イベントの課題＞
・働く世代を集客しやすい開催場所の選定。
・働く世代がイベントに参加したいと思う内容や効果的な内容を模索。
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体力チェック視点 内容 判定基準 指導内容

筋力 握力

年齢・性別で
基準値と測定値を比較し判定

基準値より下回っている場合
【握力測定】
・買い物袋を腕ではなく手で持つ、
雑巾絞り、グーパー動作

【全身反応測定】
・親子で楽しめる遊び（向かい合
って相手が出した動作を素早く
真似る）

【長座位体前屈】
・入浴後やテレビを見ながら、また
職場でできるストレッチ

【骨密度測定】
・近距離は歩くなどのウォーキング
・テレビを見ながらのストレッチ

敏捷性 全身反応測定器

柔軟性 長座体前屈

骨の強さ 骨密度測定

年齢区分の平均値に対して
計測値が高いか低いかを５段階で判定

判定1 充分強い
判定2・3 普通・年齢相応
判定4 やや少なめ
判定5 少な目・要注意

働く世代の健康づくりについて

体力チェックと栄養チェック

栄養チェック視点 内容 判定基準 指導内容

栄養バランス
食育SAT
システム

選択した１食分のメニューの栄養バラン
スを☆0.5～５で表示
性別・年代・活動量から判定

エネルギー、たんぱく質
総脂質、炭水化物
食物繊維、ビタミンC
ビタミンA、食塩相当量

・他の食事を聞き取りながらバランス
よく食べることを指導

・１食の野菜摂取量を手ばかりで説明

・煮物など和食のメニューは食塩相当量
が多く含まれることも多く、副菜を変
更してみることを提案 など
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・野菜の摂取量が多いと食塩相当量の摂取も多い
・男性の中には食塩相当量が多く、野菜の摂取量が少ない人もいる

・約40％の人が今までに健康づくりに取り組んでいない
・特に30～40歳代の健康づくりに取り組んでいない人の割合が多い

働く世代の健康づくりについて

体力チェックと栄養チェック

【参加者の声】
・栄養バランスが分かりやすく表示され、栄養の摂り方を意識しようと
思った

・たくさん摂っているつもりでも思ったより野菜の量が少なかったの
で、
もっと食べないといけないと思った

・思っている以上にカロリーが高い食事だったことに驚いた
・食べ過ぎているつもりはないが、食べ過ぎていたのかと驚いた
・もっと子どもに野菜を食べてほしいので、野菜を食べるようにしよう

【栄養士からみた実態】
・塩分の多いメニューを選ぶ人が多い
・栄養バランスが悪い男性が多い
・年齢が上がるにつれ１食分のエネルギー量が不足している
・女性は糖質を控える傾向
・若い男性は、野菜量が少なく塩分が高い
・若い世代は野菜が十分に摂取できていない

栄養チェック

【参加者の声】
・周りに迷惑を掛けるといけないから、普段からウォーキングや運動を
して健康に気をつけている

・簡単に出来ると思っていたが、自分が思っている以上に体力チェック
の結果が悪かった

・わざわざどこかに行って測定するのではなく、商業施設で気軽に体力
チェックができてよかった

・簡単に今の自分の体力の状況が分かってよかった
・もっと身体は柔らかいと思っていたけれど、実際測ってみると固く
なっていて、普段から使っていないから固くなっているのかと思う

【運動指導士からみた参加者の実態】
・運動が習慣化していない人が多い
・女性や高齢者は握力や全身反応の低下がある人が多い

体力チェック
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働く世代の健康づくりについて

生活習慣に関する啓発 令和元年度６月実施イベントの様子

全身反応測定 長座体前屈

食育SATシステム

骨密度測定

7



働く世代の健康づくりについて

生活習慣に関する啓発 令和元年度６月実施アンケート内容

次の質問に該当する□にチェック（✔）をいれてください。

①あなたの年代を教えてください。
□～10代 □20歳代 □30歳代 □40歳代 □50歳代 □60歳代 □70歳代以上

②あなたのお住まいはどこですか。
□草津市 □大津市 □栗東市 □守山市 □野洲市 □その他滋賀県内 □滋賀県外

③本日のイベントを何でお知りになりましたか。
□通りすがり □チラシ・ポスター □BIWA-TEKU □その他（ ）

④本日のイベントの内容は、あなたの役に立ちましたか。
【体力チェック】
□役に立った □まあまあ役に立った □あまり役に立たなかった □役に立たなかった

【食事バランスチェック】
□役に立った □まあまあ役に立った □あまり役に立たなかった □役に立たなかった

【栄養相談】
□役に立った □まあまあ役に立った □あまり役に立たなかった □役に立たなかった

⑤このイベントに参加する前から、健康づくりに取り組んでいることがありますか。
□ある ➡それはどんなことですか？ 例）ウォーキング、食事、健（検）診を受ける等

（ ）
□ない ➡今日このイベントに参加して、今後、取り組んでみたいことはありますか。

□ある 例）ウォーキング、食事、健（検）診を受ける等
□ない

◆健康推進アプリ「BIWA-TEKU（ビワテク）」をご存知ですか。
□知っている ➡ □BIWA-TEKUをしている □知っているがやっていない

□知っているがするつもりはない
□知らない ➡ □BIWA-TEKUをしてみたい □やりたくない

草津市

44.7%

大津市

12.0%

栗東市 17.8%

守山市 13.5%

野洲市 3.8%

その他滋賀県内 5.3%
県外 2.9%

あなたの住まいはどこですか

通りすがり

83.5%

チラシ・ポスター

5.2%

BIWA-TEKU 3.3%

その他 8.0%

イベントを何で知りましたか

65.5%

65.9%

67.3%

29.4%

29.7%

29.1%

5.1%

4.3%

3.5%

栄養相談

食事バランス…

体力チェック

イベント内容は役に立ちましたか

役に立った

まあまあ役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

・草津市民が40％超を占めている

・通りすがりによる参加が80％を超える

・どの内容についても65％を超える人が役に立ったと回答している

ある

58.6%

ない

41.4%

以前から健康づくりに取り組んでいましたか

健康づくりに取り組んでいること
・食事バランスに気をつけている
・健康診断を受けている
・ウォーキングやランニングをしている
・ストレッチをしている など

今後、取り組んでみたいこと
・食事に気をつける
・運動をするよう心掛ける
・ウォーキングをする
・ストレッチをする
・健診を受ける など
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