
企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

コンダクト株式会社 アンケート調査、10分ランチフィットネスの実施

TOTO株式会社本社・小倉第一工場 定期健診解析、健康管理情報の発信、禁煙プログラム支援

北九州ヤクルト販売株式会社 ヤクルト・ウン知育教室開催、健康フォーラム開催

医療法人寿芳会芳野病院 院内禁煙啓蒙活動の実施、コ・コ・ロほっとカフェの開設

株式会社不動産中央情報センター ゆうゆう健康体操、音景色フロアコンサート実施

ニッテツ八幡エンジニアリング株式会社 個人健康目標の設定、健康栄養調査、体育行事実施

株式会社井筒屋小倉店 季節性インフルエンザ予防接種の実施

オーエーセンター株式会社 サークル「運動部」の設置

有限会社岸川 健康維持の賄いの提供

一般社団法人小倉青色申告会 全職員禁煙、講演会の実施

小倉中央税理士法人 禁煙、事務所の分煙、保健師による健康セミナー

社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会八幡総合病院 済生会あんしん教室の実施 口腔ケアの実施

株式会社せいぜん 健康スープの提供

社会福祉法人善興会 腰痛予防体操、ラジオ体操の実施

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

元気な木屋瀬校区「健康の会」 ラジオ体操、健康の会だより発行、健康カレンダーの作成

高須地区まちづくり協議会健康づくり部会 体力測定、あるきing、ニュースポーツ地域交流大会の開催

貫校区健康づくり委員会 ふれあい健康農園での野菜作り、健康ウォーキング実施

枝光北まちづくり協議会 健康フェスティバル、健康ウォーキング実施

小嶺台介護予防ふれあい体操教室 歌謡曲体操、のどのストレッチの実施

上津役まちづくり協議会 特定健診受診促進、認知症予防活動

高槻まちづくり協議会健康推進部会 健康フェスティバルの開催

錦さわやかクラブ 365日ラジオ体操の実施

板櫃川沿い早朝ラジオ体操同好会 ラジオ体操の実施

井堀校区まちづくり協議会保健福祉部会 ラジオ体操の実施

吉志第４自治会 ラジオ体操の実施

NPO法人北九州ウォーキング協会 ウォーキングの例会実施

金山川ラジオ体操愛好会 ラジオ体操の実施

特定非営利活動法人シニアネット北九州 シニアにやさしいらくらく健康塾の開催

陣山まちづくり協議会 バナナのたたき売りの口上で健康づくり

スポーツ・レクリエーション スポーツ・レクリエーションの実施

高田二丁目自治会 ふれあいマイレージの活動

タコ公園健康クラブ ラジオ体操の実施

NORTHNINE トライアスロンの実施

ハッピーブレインクラブ北九州 ココロとカラダを元気にするトレーニング活動実施

引野散歩クラブ ラジオ体操の実施、ウォーキングの実施

２５（ふたご）会 ラジオ体操の実施、グラウンドゴルフの実施

本城校区健康づくり事業委員会 ラジオ体操の実施、男性料理教室の開催

牧山東健康みんなの広場 健康広場の開催

企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

株式会社サンキュードラッグ 薬局3社対抗健康グランプリ参加、自己採血による簡易健康チェック

株式会社ソルネット 35歳以上日帰り人間ドッグ全額会社負担

優秀賞 社会福祉法人年⾧者の里 職員食堂、いきいき福祉講座開催

株式会社アンサー倶楽部 毎朝ラジオ体操の実施

北九州青果株式会社 社員食堂「青果市場食堂」

株式会社越治産業 毎朝ラジオ体操の実施、社内禁煙

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

藤ノ木校区まちづくり協議会 健康づくり委員会の開催、世代別取組み

八幡大谷まちづくり協議会 健康づくり部会によるラジオ体操、健康ウォーク、ウォークラリー大会

市⾧賞

市⾧賞

健康づくり活動賞

北九州市健康づくり活動表彰 歴代受賞者一覧

■ 第2回(平成26年度) ■

■ 第1回(平成25年度) ■

健康づくり活動賞

市⾧賞

優秀賞

健康づくり活動賞

市⾧賞

優秀賞



穴生学舎やまびこの会 風船バレーボール大会の開催

霧丘校区まちづくり協議会 子ども、青壮年期、高齢期の三世代による健康づくり

⾧行台町内自治会 ラジオ体操、公園清掃、町内ウォーキングの実施

こんぴら会 シニアバレーボール

小森江西校区まちづくり自治連合会 ハッピーウォーキング小西の推進

沢見地区まちづくり協議会健康づくり保健部会 ミニミニ運動会開催

修多羅タイチー 介護予防体操の実施

牧山まちづくり協議会 輪投げ大会

日明校区まちづくり協議会女性部太陽になろう会 きたきゅう体操、ひまわり太極拳の実施

緑ヶ丘第四マンション自治会 介護予防体操「きたきゅう体操」の実施

企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

市⾧賞 株式会社ゴトウ ケアサポート木輪館 禁酒・禁煙・運動の3チームに全社員参加し健康づくりに取り組み、表彰。

優秀賞 安川情報システム株式会社 通年スポーツ大会開催

健康づくり活動賞 株式会社ローソン北九州支店 ローソンヘルスケアポイントの活用

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

沢見まちづくり協議会 体力測定会、ミニミニ運動会、ウォーキング実施

藤松まちづくり協議会健康づくり委員会 健康カーニバル開催

優秀賞 光貞校区明るく楽しい健康づくりの会 ファミリーバドミントン教室、健康づくり体操実施

青山GOGO健康づくり実行委員会 ラジオ体操、グラウンドゴルフ実施

大積校区健康づくり推進員の会 高齢者サロン「ひまわり」毎月3回開催

小倉中央けんこうくらぶの会 公園で健康づくり

陣原地区老人クラブ連合会 例会毎月開催、特定健診受診勧奨

大里南まちづくり協議会 健康かわら版年3回全戸配布、夏休みラジオ体操実施

八幡町一丁目自治会昔遊びの会 高齢者の居場所づくり「サロン活動」⾧年実施

守恒校区サニー茶論 茶論(サロン)月1回開催

企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

株式会社デンソー九州 労使合同での禁煙推進、卒煙支援、受動喫煙防止

株式会社アピア 分煙の徹底、各種スポーツ大会実施、地域貢献活動

優秀賞 該当なし

健康づくり活動賞 株式会社不動産のデパートひろた 毎朝のラジオ体操実施

日本水産株式会社 ニッスイパイオニア館を起点とした健康推進

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

いきがいクラブ ウォーキング・ラジオ体操実施、生きがい旅行、いきがい竹林

小石・赤崎校区まちづくり協議会（健康づくり部会） 三校合同家庭教育学級、三世代ふれあいグラウンドゴルフ大会開催

前田健康づくり実行委員会 ふれあい祭り、ラジオ体操、ふれあい餅つき大会、ウォーキング実施

優秀賞 該当なし

青葉地区まちづくり協議会健康づくり委員会 ウォーキング実施

守恒健康づくり委員会 健康づくりイベント、健康づくり講演会

萩ヶ丘体操クラブ ラジオ体操、ひまわり太極拳実施

企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

市⾧賞 株式会社陽和 35歳以上の人間ドッグ費用全額会社負担

株式会社ルネ 毎朝のラジオ体操、、健康づくり情報の共有化

小倉記念病院 BMI28以上の肥満者と17歳未満の痩せの職員対象に保健指導

健康づくり活動賞 社会福祉法人容風会

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

市⾧賞 東谷地区まちづくり協議会健康づくり部門 東谷まちづくり10年構想に基づく健康づくりの推進

優秀賞

健康づくり活動賞

市⾧賞

健康づくり活動賞

■ 第5回(平成29年度) ■

■ 第4回(平成28年度) ■

■ 第3回(平成27年度) ■

市⾧賞

市⾧賞

健康づくり活動賞

優秀賞



ボランティアすまいる 早朝ストレッチ、青空体操、健康卓球、フリーテニス実施

守恒校区健康づくり委員会 赤ちゃんと楽しめる赤ちゃんピック開催

健康づくり活動賞 八幡テニスクラブ

企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

市⾧賞 該当なし

優秀賞 明治安田生命保険相互会社北九州支社 健康ポイントラリー、ウォーキングチャレンジ実施

健康づくり活動賞 該当なし

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

牧山まちづくり協議会 ウォーキングクラブの活性化、全世代での健康活動

大蔵まちづくり協議会健康部会 ラジオ体操の実施、健康寿命アップ、まち美化の推進

永犬丸まちづくり協議会・健康づくり委員会 健康フェア、健康ウォーキング、健康行事の開催

槻田第一自治区会 ラジオ体操の実施

古前校区まちづくり協議会（健康づくり委員会） 広報健康カレンダー、おしゃべり会、健康医療講演会、あるきんぐ

北小倉響感健康体操クラブ 笑って元気をキーワードに健康寿命延伸に取組む

北九州市食生活改善推進員協議会 特定健診・がん検診の受診向上

ハッピーブレインクラブ北九州with大門薬品 脳教育プログラムのブレイン体操実施

企業部門

表彰内容 企業名 取組み内容

市⾧賞 株式会社 荒木工作所 健康診断の充実、全社員によるラジオ体操・腰痛予防体操の実施

岡本土木株式会社 全社員禁煙を目指した取り組み、禁煙手当の支給

明治安田生命保険相互会社北九州支社 健活をキーワードに健康増進意識の向上、ウォーキング実施

健康づくり活動賞 該当なし

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

伊川健康づくり委員会 定期的勉強会、月1回の講座開催

北九州市大学地域共生教育センター『食』から学ぼうプロジェクト 子ども食堂での献立づくり、食習慣改善教室への参加

浅生まちづくり協議会 スポーツ活動・ふれあい交流・健康学習・料理教室の実施

永犬丸まちづくり協議会・健康づくり委員会 健康フェア・健康ウォーキングの実施

株式会社 サンレー 笑いの会開催、交流の場として研修施設を無料開放

三郎丸地域でGO!GO!健康づくり実行委員会 講演会の開催、三世代交流のための健康活動

北小倉地域でGO!GO!健康づくり委員会 体力測定会を年1回定期開催

ちーむ・レク☆さす 脳の活性化から健康づくり活動を実施

企業部門（該当なし）

地域団体部門

表彰内容 団体名 取組み内容

牧山東まちづくり協議会 「健康みんなの広場」の実施、地域でGO!GO!健康づくり

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 八幡東中央区100円商店街での「せいてつ健康相談所」開設 等

松ヶ江北校区まちづくり協議会 ラジオ体操、グランドゴルフ大会、健康まつりの開催

永犬丸まちづくり協議会・健康づくり委員会 「健康フェア」開催、地域各団体と連携した健康活動

ひだまり 楽しく運動して引きこもり防止・介護予防、健康相談

■ 第8回(令和2年度) ■

市⾧賞

優秀賞

健康づくり活動賞

優秀賞

■ 第6回(平成30年度) ■

市⾧賞

優秀賞

健康づくり活動賞

■ 第7回(令和元年度) ■

市⾧賞

優秀賞

優秀賞


