
平成３０年度

健幸づくり事業分科会
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参加者募集と継続に向けた取り組み

「タニタの健康セミナー」

食生活改善のメニューの提供や簡単な運動などの講習会の実施

①１月１９日（土） 「500kcalのまんぷく定食のコツと運動の基本」

講師：(株)タニタヘルスリンク 管理栄養士 尾上 阿希子

②１月２９日（火） 「ロコモ予防の食事学と簡単エクササイズ」

講師：(株)タニタヘルスリンク 管理栄養士 金 華蓮
キン カレン
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オノウエ アキコ



高石健幸ポイント事業の現状
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※ 全国の歩数平均値男性6,984歩、女性6,029歩（平成28年国民健康・栄養調査）



平成３０年度

健幸リビング・ラボ運営分科会
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介護予防ワークショップ

5

第1回 第2回 第3回

日時 7月23日（月） 8月3日（金） 9月25日（火）

参加市民数 16名 13名 13名

参加企業数 8社 9社 4社

目的：住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには何が必要かを検討
内容：参加市民との交流のなかで、ニーズの発掘や新たなビジネスのヒントを

探した



子育てママワークショップ
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第1回 第2回 第3回

日時 9月23日（日） 10月27日（土） 12月１日（土）

参加市民数 23組 22組 18組

参加企業数 9社 4社 4社

目的：子育て世代のニーズ・悩みを抽出し、
あったらいいなと思う商品・サービスを
検討する

内容：参加企業様のプレゼンテーションや展
示ブースを設置。
その中で、子育て世代のママとの
ディスカッションを通じ、ニーズの
抽出を図った。



ウォーキングワークショップ
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第1回 第2回 第3回

日時 9月19日（水） 10月12日（金） 10月26日（金）

参加市民数 27名 企業のみ 33名

参加企業数 4社 3社 5社

目的：正しいウォーキングを学び、自身の歩き方を
知ること。またディスカッションで得られた
ニーズから事業創出

内容：アシックスジャパン株式会社より鈴木 伸様を
講師としてお招きし、ウォーキングに関する
基礎知識を学んでいただいた。



まちづくりワークショップ
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第1回 第2回 第3回

日時 2月20日（水） 3月15日（金） 3月27日（水）

参加市民数 12名 6名 5名

参加企業数 2社 3社 2社

目的：健幸のまちづくりについて考える
内容：各3回にわたり、①食、②防災/リノベーション、③地域の活性化の主軸

で開催。それぞれの観点から高石市のまち・健幸のあり方を考える。



認知症予防ワークショップ
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第1回 第2回

日時 3月7日（木） 3月26日（火）

参加市民数 6名 16名

参加企業数 1社 2社

目的：高石市民の認知症予防・認知症啓蒙につなげる
内容：「香り」と「運動」二つの観点から各企業様の取り組みをご紹介し、認知

症予防に関する知見を深めてもらう。



ワークショップの成果

『高石健幸和太鼓の会』の立ち上げ

本協議会の会員である株式会社太鼓センター様と高石市民による健幸和
太鼓教室を実施。

その他、ワークショップを通じて多数のモニター利用申請をいただきました。
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健幸モニター事業

・健幸モニターとは
利用会員の提供するヘルスケア産業分野における商品・サービスのモ

ニタリングを行う市民。
・登録者数 763名（3月28日時点）
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健幸モニターの利用①

①ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

高石市内の介護施設職員へ言語トレーニング支援サービス「パペロ」に触れ
ていただきながら、施設での言語などを含めたトレーニングはどのようにして
いるのかヒアリング。
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8月30日（木） 9月19日（水） 9月25日（火） 10月26日（金）

参加モニター数 4名 30名 4名 40名

②大阪産業大学・羽衣国際大学（共同事業）

高血圧予防抑制事業として血圧脈波検査（ＰＷＶ）の測定に加え、「運動療
法」と「食事療法」を実施。初回測定から３ヶ月間ご家庭でおこなっていただ
き効果測定。

初回測定：９月８日（土） … 参加人数：５０名

効果測定：１２月８日（土）… 参加人数：３５名



健幸モニターの利用②
③グンゼ株式会社

高石市立老人保健施設きゃらの郷にて一定期間商品を試着し、職員、使用
者へアンケートを実施。

実施期間：２０１８年１１月～２０１９年１月（２ヶ月間）

１）アーム・レッグカバーを使用したスキンテア対策、皮膚の状態の撮影、試

着後のアンケート記入

介護施設入所者：８名 通所者：５名 合計１３名

２）ボクサーブリーフの試着、試着後のアンケート記入

介護施設通所者：３名

３）施設に勤務されている職員へのヒアリング

介護施設職員：３５名
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健幸モニターの利用③

④株式会社太鼓センター

市民の要望と株式会社太鼓センターの新規事業が一致し、２０１８年１月
から３月まで週１回、高石市立総合保健センターにて健康和太鼓教室及び
健康和太鼓サポーター育成講座を開催した。
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⑤健康科学ビジネス推進機構

開催日時：１２月１６日（日）

参加人数：親子６組（保護者６名、子供８名）

参加企業：７社

（内容）

「子どもの心地よい空間を考える」を

テーマに、居住空間の整理について、

ディスカッションを交えながら考察。



健幸モニターの利用④

⑥株式会社介護共育研究会

実際に香りを嗅ぎ、何の香りかを当てるゲームや、認知機能テストを実施。

第１回目、２０１９年２月１８日（月） … 参加人数：１１名

第２回目、２０１９年３月１８日（月） … 参加人数：８名

（企業見学者２名、新規１名を含む）
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⑦株式会社Ｍｏｆｆ
ウェアラブルセンサーを使用したモフバンドを着用
いただき、下肢筋力の簡易測定を実施

２０１９年３月２１日（木）
（高石健幸リビング・ラボ成果発表会）
参加人数：９０名



健幸モニターの利用⑤

⑧東洋ライス株式会社

金芽米・金芽ロウカット玄米の試食及びアンケートの実施

２０１９年３月２１日（木）（高石健幸リビング・ラボ成果発表会）

参加人数：１１０名

⑨アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社

香りの好みのチェック、認知機能チェックの実施等

２０１９年３月２１日（木）（高石健幸リビング・ラボ成果発表会）

嗅覚テストおよびモニター 参加人数：９０名

認知機能チェック 参加人数：５０名

⑩アルカディア・システムズ株式会社

姿勢測定ソフト「ケアピっと」による、立ち姿の姿勢測定及び

アドバイス

２０１９年３月２１日（木）（高石健幸リビング・ラボ成果発表会）

参加人数：１６０名
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コワーキングスペースイベント
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自主開催イベント クラフトレクリエーション

司法書士 行政書士にしおか法務事務所



人材バンク登録者の募集

・人材バンクとは
高石市民が持つ知識や経験を、地域

の重要な財産として登録し、その力を借
りたい企業とのマッチングを図ることを
目的としています。

・平成３１年２月よりリニューアルオープ
ン。
様々な専門知識や経験に基づく知見を
有する方に登録いただきます。人材をお
探しの会員様はお問い合わせください。
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平成３０年度

健幸フェスティバル＆

高石マルシェ分科会
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平成30年度健幸フェスティバル
＆高石マルシェについて
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株式会社タニタヘルスリンクより、
管理栄養士 麻生美保子様をお
招きし、歩き方のご指導をいただ
きました。



フェスティバルにおける会員のご活動
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企業ブースの出展

メインステージでのＰＲ



合同会社ウェルネスオープンリビングラボ
との共同事業

アプラ高石においてヘルスケアイベント「頭と身体の健康測定～あなたの現
在の認知機能。ストレス、筋肉量などがその場で測れます！」を開催

【日時】２０１９年３月２１日（木・祝）９：００～１７：００

【会場】アプラたかいし３階ギャラリーホール

【参加者】市民（４０歳以上の高石市民）：１６１名

【測定内容】

〇あたまの健康測定 〇疲労ストレス測定

〇体組成計 〇骨密度 〇体温・血圧
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