


市長賞

企 業 部 門

 光和精鉱株式会社

『心とからだの健康づくり』への取組みで従業員を細やかにケア
独自の健康づくりイベントの実施で健康づくりの機会を創出
『心とからだの健康づくり』活動年間計画を策定し、３つの観点から活動を実施しています。

さらに2021年1月にSDGs宣言を行い、健康経営の推進を明確化しました。

■業種／産業廃棄物処理業　■住所／戸畑区大字中原先ノ浜46-93　■従業員数／152名　■代表取締役社長／平嶋 直樹

　健康診断結果より有所見項目の傾向を分析し、産業
医・保健師の健康面談や産業医による健康講話を実施
しました。それにより、過去3年間、健診受診率100％を
達成し、休職者数も年々減少しています。追加検査費
用の会社負担を行い、病気の早期発見に努めていま
す。
　また、感染症対策のためのインフルエンザ集団予防
接種の実施や、新型コロナウイルス感染症対策として、
テレワークの推進や喫煙所1人使用のルール決め、作
業者用の仮設ハウスを増設し3密を避けるなど、感染
拡大防止に努めました。
　さらに、熱中症予防対策として準備期間（4/1～
4/30）と強化期間（5/1～9/30）を定め、強化期間中に
は、WBGT予想値に基づいた水分・塩分摂取や注意喚
起、健康チェックを実施しています。今年度は熱中症患
者発生ゼロに抑えました。

疾病予防や早期発見
　ストレスチェックを実施（実施率100％）し、自身のス
トレス度合いを把握するとともに、産業医巡視の頻度
を上げるなど、フォロー体制を整備しています。

良好なメンタルヘルスの維持

　直営や協力企業を含む従業員を対象に、独自の健
康チャレンジキャンペーンや皿倉山登山、スポーツイ
ベントを開催することで健康づくりの機会を創出し、い
ずれも10年以上継続してみんなで一緒に生活習慣改
善にチャレンジしています。また、休日を利用して家族
も一緒に汗をかきながらボランティア公園清掃活動も
実施しています。

健康増進への啓発・促進

衛生講話レクレーション大会

ボランティア清掃集合SDGs宣言



市長賞

地域団体部門

 東戸畑まちづくり協議会

コロナ禍だからこそ
「人との距離はとっても関係は『密』に！」をモットーに

オンライン健康講座で密を避けながらも家を出るきっかけづくり
「コロナフレイル」を最大の課題と位置づけ、筋力の衰え、食欲低下、認知症の
発症を回避するための活動を急務として、少しずつ活動を再開しました。

■住所／戸畑区千防三丁目1-12（東戸畑市民センター）　■設立年月／平成11年5月　■構成員数／40名

　様々な曜日や時間帯でイベント
を実施し、多くの参加者に健康づく
りの場を提供するとともに、運動や
健康づくりを習慣化させる目的の
イベントは曜日や時間帯を固定し、
運動機能の維持に努めています。

いきいきニコニコ健康教室オンライン健康講座

健康づくり事業戸畑区ペタンク大会の様子

健康づくりイベント
　オンライン健康講座を令和3年7
月から開始、他の市民センターで
行っている講座を東戸畑市民セン
ターでも受講できるようにしまし
た。密を避けながらも家を出る機
会を創出し、地域で健康意識を高
める取り組みを行っています。

オンライン健康講座
　長引くコロナ禍で疲弊した地域
の方々の心を癒すため、音楽鑑賞
等文化的な活動も取り組む予定で
す。

「心の健康」へのケア



優秀賞

優秀賞

健康診断のオプション料金を全額会社負担
定期健診100％受診と再検査100％受診を目指す

企 業 部 門

コスモ海洋株式会社
■業種／海洋測量調査・海洋探査・海洋土木工事・海洋環境調査　■住所／門司区栄町11-9　■従業員数／30名　■代表取締役／金丸 市郎

　病気の早期発見、早期治療という観点から、社員
の希望する検診のオプション料金を全額会社負担
としています。
　追加オプション件数は年々増加しており（平成30
年：8件→令和元年：12件→令和2年：24件）、全額
会社負担としてから4年間、社員の大病での入院や
死亡事例はありません。
　今後、定期健診100％受診と再検査100％受診
を目標とします。

門司港地区清掃

会社で健康診断の予約設定と費用負担を実施
自転車通勤の推進などユニークな取り組みも

企 業 部 門

株式会社大和総合建設
■業種／建設業　■住所／八幡西区則松七丁目3-18　■従業員数／16名　■代表取締役社長／鶴山 研一

　健康診断の実施にあたり、予約設定と費用の負担
を会社で行っています。
　また、自転車通勤を推進しており、まだ始めたば
かりで効果は見えませんが、今後の健康への効果を
期待しています。
　さらに、屋内全面禁煙、敷地内喫煙場所の指定に
より、禁煙環境の整備を行っています。
　今後、がん検診推進員を設置し、従業員や、その
家族のがん検診を受診しやすい環境を整えたいと
考えています。

健康診断予約設定掲示

健康診断予約設定表



優秀賞

優秀賞

問診結果を基に生活習慣の分析を行い、課題の洗い出し
課題改善を目指すための工夫のある取り組み

企 業 部 門

株式会社富士ピー・エス北九州営業所
■業種／建設業　■住所／小倉北区馬借一丁目16-10-801号　■従業員数／431名（うち北九州営業所3名）　■北九州営業所長／宮野前 敏雄

　問診結果を基に行った生活習慣の分析により、特に課題が見られた項目につき改
善を目指すため、３つの取組を行い、改善が見られました。
①健康LIVEセミナーの実施：飲酒・食事・睡眠の改善を目標に年３回実施しました。
　⇒今後、テーマを増やし、継続的な配信を目指します。
②毎日15時のストレッチタイムの導入：腰痛・肩こり解消によるプレゼンティーズム
　の改善を目標に実施しました。
　⇒3か月に1回新たなストレッチに変更し、浸透を目指します。
③禁煙タイムの導入：喫煙本数の減少・禁煙のきっかけづくりを目的に実施しま
　した。
　⇒就業時間内の完全禁煙により、卒煙を促す予定です。

心も体も健康で、自分の町を愛する地域づくり、人づくり、健康づくり
４つの柱を重点に地域に根差した活動を実施

永犬丸まちづくり協議会健康づくり委員会
■住所／八幡西区美原町9-2（永犬丸市民センター）　■設立年月／平成23年6月　■構成員数／11名

①自分の健康に対しての意識を持ち、健康寿命を延ばす取組
　　永犬丸地区のウォーキングマップを作成し、健康ウォーキングを月に1度開催し
　て体力の維持・向上を目指しています。
②健康づくり委員会が中心となって、地域に発信する取組
　　「健康フェア」を開催し、健康運動指導士による講演会、体組成チェック、食育
　SAT、区役所保健師さんの健康相談会を実施しました。また、食の健康として味噌
　づくり等を実施しています。
③心豊かに生活できる社会の実現を目指すため、地域との交流を深める取組
　　三社参りウォーキングや三世代交流グランドゴルフなどで、地域住民との交流
　を図り、健康づくりに貢献しています。また、市民センターまつりや子ども夏まつり
　の協力支援も行っています。
④次世代を担う子どもたちとの交流を図る取組
　　小学校の児童・保護者との交流で健康づくり行事の新規参加への働きかけを
　活発に行っています。

15時のストレッチ実施写真

健康フェアの様子

三世代交流グランドゴルフ

健康LIVEセミナー受講写真

地域団体部門



健康づくり活動賞

北九州市印刷物登録番号　第2111116C号

北九州市保健福祉局健康推進課
TEL.（093）582-2018 

〒803-8501  北九州市小倉北区城内 1-1

第1回（H25）

第2回（H26）

コンダクト株式会社
TOTO株式会社・小倉第一工場
元気な小屋瀬校区「健康の会」
高須地区まちづくり協議会健康づくり部会
貫校区健康づくり委員会

【 企 業 部 門 】

株式会社サンキュードラッグ
株式会社ソルネット
藤ノ木校区まちづくり協議会
八幡大谷まちづくり協議会

【地域団体部門】

【 企 業 部 門 】

【地域団体部門】

【 企 業 部 門 】
【地域団体部門】

【 企 業 部 門 】

【地域団体部門】

【 企 業 部 門 】
【地域団体部門】

株式会社ゴトウ  ケアサポート木輪館
沢見まちづくり協議会
藤松まちづくり協議会健康づくり委員会

株式会社陽和
東谷地区まちづくり協議会
健康づくり部門

第3回（H27）

株式会社デンソー九州
株式会社アピア
いきがいクラブ
小石・赤崎校区まちづくり協議会
（健康づくり部会）
前田健康づくり実行委員会

第4回（H28）

第5回（H29）

牧山まちづくり協議会
大蔵まちづくり協議会健康部会

第6回（H30）

株式会社荒木工作所
伊川健康づくり委員会
北九州市立大学地域共生教育センター
『食』から学ぼうプロジェクト

第7回（R1）

【地域団体部門】

牧山東まちづくり協議会
社会医療法人 製鉄記念八幡病院

第8回（R2）
【地域団体部門】

【 企 業 部 門 】
【地域団体部門】

北九州市健康づくり活動表彰《市長賞》　歴代受賞企業・地域団体のご紹介

大林建設株式会社

喫煙・受動喫煙による
社員の健康被害をなくす取り組み

■業種／建設業　■住所／八幡西区則松五丁目1-19　■従業員数／12名　■代表取締役／大林 圭哉

　喫煙・受動喫煙による社員の健康
被害をなくすため、2021年1月から
年間計画を策定し、社内に禁煙ポス
ターの掲示、喫煙者へ定期的な啓発
リーフレットの配布を実施していま
す。禁煙率100％、受動喫煙ゼロを
目指しています。

企 業 部 門

禁煙掲示

尾倉まちづくり協議会健康福祉部会

地域全体での健康づくり・仲間づくり・
多世代交流を目的に活動

■住所／八幡東区尾倉一丁目15-2（尾倉市民センター）　■設立年月／平成11年8月　■構成員数／25名

　毎朝のラジオ体操では、仲間がで
き、そのままウォーキングに出かけ
る方もおり、健康意識の高まりを感
じます。
　健康づくり活動でニュースポーツ
は特に人気があり、参加者も多く、ラ
ジオ体操、「茶論おぐら」、「にこにこ
体操」等、令和2年度の参加者実績
は延べ7,180名にのぼります。

トリコロキューブの様子

下川都市企画株式会社

”継続は力なり”成果を確認しながら
新たな取り組みに期待

■業種／建設業　■住所／小倉北区黄金一丁目9-2-201号　■従業員数／11名　■代表取締役／下川 敏秋

　毎朝のラジオ体操や社内
及び作業現場での禁煙張り
紙・禁煙通達を実施していま
す。年々禁煙者は増えてお
り、喫煙者に関しても喫煙回
数は減っています。

企 業 部 門

朝のラジオ体操

地域団体部門

西小倉校区まちづくり協議会

“地域住民”が主体となって
三世代が参加できる健康づくり活動

■住所／小倉北区大門一丁目5-2（西小倉市民センター）　■設立年月／平成8年7月　■構成員数／55名

　校区のまちづくり協議会役員や医師・
小中学校PTA会長などで構成する実行
委員会を組織し、今後のまちづくりにつ
いてアンケートを実施、地域のニーズを
洗い出しました。
　①地域の健康課題を把握、②地域の実
情に応じた事業計画の策定、③健康づく
り事業の実施について協議し、三世代が参加できる事業として「健康講
話」「三世代ふれあいウォーキング」「夏休みのラジオ体操」を実施しまし
た。健康づくりを切り口とした住民主体の地域活動が活性化しています。

地域団体部門

ふれあいウォーキング

健康づくり活動表彰北九州市ホームページ 検 索
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