
構成団体の健康づくりに関する主な取組について

分野 団体名 R2年度の取組実績 R3年度の取組内容

宮崎県医師会

１．世界糖尿病デーに関する県民への周知
２．宮崎日日新聞生活情報誌「きゅんと」に健康教育に関
する記事を掲載
３．各専門分科医会や各郡市医師会が行う健康教育事業
に対して、補助金を交付
４．各郡市医師会が行う健康教育に関する取組み（市民
向けセミナーなど）への協力
５．県の委託を受け、各種事業を実施
（1）生きる力を育む健康教育充実事業
「専門医による性に関する相談事業」「専門医による健康
教育充実事業」
（2）妊娠等について悩まれている方のための相談援助業
務
（3）ロコモ予防みやざきアクション事業
６．県民健康セミナーの開催
（令和２年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
のため開催なし）

１．世界糖尿病デーに関する県民への周知
２．宮崎日日新聞生活情報誌「きゅんと」の健康教育に関
する記事を掲載
３．各専門分科医会や各郡市医師会が行う健康教育事業
に対して補助金を交付
４．各郡市医師会が行う健康教育に関する取組み（市民
向けセミナーなど）への協力
５．県からの委託事業を実施、また県が行う事業への協
力
（1）生きる力を育む健康教育充実事業
「専門医による性に関する相談事業」「専門医による健康
教育充実事業」
（2）妊娠等について悩まれている方のための相談援助業
務
（3）ロコモ予防運動推進事業
(4) 糖尿病性腎症重症化予防研修事業
６．県民健康セミナーの開催
（令和３年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
のため開催なし）

宮崎県歯科医師会

・パールリボン運動
・8020運動
・新型コロナウイルス感染症対策事業
・災害対策関係
・糖尿病と歯周病の関係性についての啓発活動
・地域歯科医療連携センターの設置
・地域医療支援病院等における医科歯科連携推進事業
・在宅支援における歯科衛生士の復職支援事業
・在宅歯科医療人材育成事業
・妊産婦における歯科歯科保健対策事業
・介護施設・障がい児者施設における口腔ケア等指導研
修事業
・歯科専門職種の資質向上事業
・災害時の口腔ケア推進事業
・歯と口の健康週間事業
・障がい児者の歯科保健医療推進に関する事業
・県民への情報発信事業
・歯科医師の認知症対応力向上研修会

・パールリボン運動
・8020運動
・新型コロナウイルス感染症対策事業
・災害対策関係
・糖尿病と歯周病の関係性についての啓発活動
・地域歯科医療連携センターの設置
・地域医療支援病院等における医科歯科連携推進事業
・在宅支援における歯科衛生士の復職支援事業
・在宅歯科医療人材育成事業
・妊産婦における歯科歯科保健対策事業
・介護施設・障がい児者施設における口腔ケア等指導研
修事業
・歯科専門職種の資質向上事業
・災害時の口腔ケア推進事業
・歯と口の健康週間事業
・障がい児者の歯科保健医療推進に関する事業
・県民への情報発信事業
・歯科医師の認知症対応力向上研修会
・宮崎県後期高齢者医療広域連合歯科健診（いきいき歯
つらつ健診）

宮崎県薬剤師会 － －

宮崎県看護協会

・県内7地区16か所で「まちの保健室」開催
　定期型：1,056名　116回　相談件数2,241件
　イベント型：14名　2回　相談件数44件
・がん対策支援の研修
　2回開催　68名参加
・高齢者対策の取り組みの研修
　6回開催　347名参加

・県内7地区14か所で「まちの保健室」は、感染状況をみ
ながら随時開催
・がん対策支援・高齢者対策への取り組みの研修
・ロコモティブシンドローム予防に向けた健康運動を習得
し施設内での健康運動の取り組み

宮崎県理学療法士会

①介護職員を対象にした「腰痛予防と腰に優しい介護技
術
　 研修会」
②介護予防・健康増進キャンペーン（イオンモール宮崎）
③地域リハビリテーション活動支援事業への参画
　（県委託事業）
　リハ職が定期的に通所・訪問に関与し、生活改善の運
動プランや介護職への助言等を実施

令和２年度からの継続事業
・①～③の取組を継続していく。
・特に③に関しては、各市町村にて介護予防の取組のス
キームづくりに協力していく。

健康
・食

宮崎県栄養士会

・栄養士会と各市町村と連携して実施した地域支援事業
・市町村と契約して実施した特定保健指導
・訪問栄養指導（市町村からの依頼、訪問看護ステーショ
ン等）

・令和2年度と同じ
・スポーツ栄養に関する指導

医療
関係

資料４



団体名 R2年度の取組実績 R3年度の取組内容

宮崎県健康づくり協会

県民の総合的な健康づくりを積極的に推進するため、健
（検）診・検査を積極的に実施し、その後、協会が実施した
健診データを解析しそれぞれの団体の健康課題等につい
ての情報をフィードバックしている。他にも講演会の開催
や研修会、特定保健指導をはじめとする健診後の指導を
実施した。また、普及啓発等の各種事業のより一層の質
の向上と充実に取り組んだ。
【主な健診実施数】
・特定健康診査　20,257名
・特定保健指導　  1,226名
・各種がん検診 117,356名
・一般健康診断　60,455名

令和2年度と同様に健（検）診等実施。
また、市町村が実施するがん検診の未受診者に対して受
診勧奨をする「電話勧奨事業」として、個別の受診勧奨・
再勧奨を実施しがんの早期発見・早期治療に努める。

日本健康運動指導士会
宮崎県支部

コロナ感染拡大により対面式の健康教室等が開催不可と
なり、活動が相当制限された。概念を変える必要に迫られ
たが非対面式では得策に乏しく、web開催での懸念事項
のみがクローズアップされ、その実施には足踏み状態が
続いた。

コロナ禍における健康教室等の開催不可時期にzoomな
どを活用した非対面式を試みたが、体調の変化や反応が
確認しづらく苦労した。開催の際には、受講者側に保健師
や看護師等の医療職を配置するなどのリスク回避措置が
必須である。

宮崎県食品衛生協会
・「大切な手洗い」の推進
・食品衛生向上を目的とした各種講習会の開催

左記と同様の取組に加え、コロナ感染防止を目的とした
「飲食店ひなた認証制度」における、認証講習会の開催と
アクリル板等の資機材の給付を実施している。

福祉
関係

宮崎県社会福祉協議会

１　長寿社会推進センター運営事業
２　シニアのための地域デビュー応援事業
３　心豊かに歌う全国ふれあい短歌大会開催事業
４　社会福祉施設職員に対する各種研修
　　（医学基礎知識研修他）
※宮崎ねんりんピック交流大会事業、全国健康福祉祭選
手派遣事業及びニュースポーツ指導者養成事業並びに
介護の担い手体験事業を計画していたが新型コロナウイ
ルス感染症防止のため中止。

・左記取組を今年度も継続
１　長寿社会推進センター運営事業
２　シニアのための地域デビュー応援事業
３　心豊かに歌う全国ふれあい短歌大会開催事業
４　宮崎ねんりんピック交流大会事業
５　全国健康福祉祭選手派遣事業（岐阜県）
６　ニュースポーツ指導者養成事業
７　介護の担い手体験事業
８　社会福祉施設職員に対する各種研修
　　（医学基礎知識研修他）

宮崎県保育連盟連合会 各市町村で行われる健康に関するスタンプラリーに参加 －

宮崎県ＰＴＡ連合会

・子育て１０か条の第２条に「早寝・早起き・朝ご飯で作ろう
生活のリズム」を入れ、ポスターやリーフレット（新１年生
のみ）を県内小中学校すべてに配付し、啓発を図った。
・PTA新聞「きずな」及びホームページ上に子育て１０か条
のポスターを掲載し、啓発を図った。

・今年度の基本方針の中に「子どもの生活リズム向上を
目指す取組」をPTA総会で掲げ、各担当PTAでの実践を
呼びかける。
・子育て１０か条の第２条に「早寝・早起き・朝ご飯で作ろう
生活のリズム」を入れ、ポスターやリーフレット（新１年生
のみ）を県内小中学校すべてに配付するとともに、リーフ
レットを作成し、啓発活動の充実を図る。
・PTA新聞「きずな」及びホームページ上に子育て１０か条
のポスターを掲載し、啓発を図る。

宮崎県商工会議所
連合会

・定期健康診断
・産業医による個別メンタルヘルス相談
・交流スペースにおける血圧計設置
・歯科検診の案内

左記内容に同じ
・ベジチェック（野菜の充足度）を一定期間設置
・不織布マスクの配布（2回）
・アクリル板の設置
・管理職員に対するハラスメント研修

宮崎県商工会連合会
・全職員の健診受診、インフルエンザ予防接種（職場集
団）
・新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

・全職員の健診受診、新型コロナウイルスワクチン接種の
奨励
・新型コロナウイルス感染防止対策の徹底

宮崎県農業協同組合
中央会

－ －

宮崎県シルバー
人材センター連合会

○会員の健康診断受診の徹底
○自動車業務に従事する会員に対する運転適性検査等
○産業医による研修会
　・熱中症対策について
　・新型コロナ感染症対策について

○会員の健康診断受診の徹底
○自動車業務に従事する会員に対する運転適性検査等
○産業医による研修会
　・新型コロナにおけるシルバー人材センターの活動

宮崎労働基準協会 － －

健康
・食

事業
者・
企業

教育
関係



団体名 R2年度の取組実績 R3年度の取組内容

事業
者・
企業

宮崎産業保健
総合支援センター

・事業者・労働者に対する啓発セミナーの実施
・産業保健関係者に対する専門的な研修の実施
・ホームページ、メールレター及び情報誌送付による産業
情報の提供
・小規模事業場における定期健康診断結果の異常所見
者に対する医師の意見聴取
・メンタルヘルス対策普及促進のための個別訪問支援
・治療と仕事の両立支援に係るセミナー及び個別支援

同左

学識
経験

国立大学法人宮崎大学
（医学部）

－ －

宮崎県地域婦人
連絡協議会

10～11月にかけて、22市町村の婦人会でその地域に合っ
た方法で結核予防撲滅のシール運動を展開している。結
核はなくなってしまったと思っている人が多いが、まだ根
強く発生している。検診の呼びかけや啓発、開発途上国
の援助などの協力をしている。

同左

宮崎県青年団協議会 － －

宮崎県老人クラブ
連合会

コロナ禍により全ての事業を中止した。

シルバーボランティアリーダー研修会
・県内3箇所（宮崎、都城、延岡）
・参加者実績　計392名
・講演「高齢者の健康づくりについて」（宮崎県理学療法士
会）

宮崎日日新聞社

・血圧測定、健康相談（月1回）
・ストレスチェック実施
・新型コロナウイルス感染防止対策
（消毒液設置50箇所以上、マスク着用、館内放送で換気
呼びかけ（11、13、15時））
・インフルエンザ予防接種費一部補助

・階段（2アップ、3ダウン）利用の啓発
・血圧測定、健康相談（月1回）
・ストレスチェック
・新型コロナウイルスワクチン接種取りまとめ（大規模接
種、職域接種）
・新型コロナウイルス感染防止対策（消毒液、アクリル板
設置、館内放送で換気呼びかけ（11、13、15時））
・インフルエンザ予防接種費一部補助

ＮＨＫ宮崎放送局

・人間ドック受診勧奨（扶養家族含む）
・産業医による健康相談、長時間労働者発生の場合の産
業医面接
・外部事業者によるカウンセリング窓口の設置
・定期健康診断受診率100%の維持、特別健康診断の確
実な受診

左記

全国健康保険協会
宮崎支部

・健康診断（特定健診含む）受診勧奨、集団健診実施
・特定保健指導および勧奨
・重症化予防事業
（血圧・血糖・CKD未治療者への受診勧奨）
・健康宣言事業および宣言事業所へのサポート事業
（健康機器貸出、健康情報誌定期発送、健康カルテ提
供、保健師の派遣など）
・ピンクリボン運動への協賛

・健康診断（特定健診含む）受診勧奨、集団健診実施
・特定保健指導および勧奨
・重症化予防事業
（血圧・血糖・CKD未治療者への受診勧奨）
・健康宣言事業および宣言事業所へのサポート事業
（健康機器貸出、健康情報誌定期発送、健康カルテ提
供、保健師の派遣、「ｺﾛﾅ禍におけるﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ対策ｾﾐ
ﾅｰ」実施、「女性特有の健康課題に対するｾﾐﾅｰ」実施）
・ピンクリボン運動への協賛

宮崎県後期高齢者
医療広域連合

○第２期保健事業実施計画に基づき、次の保健事業を
行った
　①疾病の重症化予防、心身機能の低下予防：服薬情報
通知、糖尿病性腎症重症化予防、健診の事後指導及び
健康状態不明者訪問指導
　②疾病の早期発見・早期治療等：健康診査、歯科健診、
重複・頻回訪問指導
　③保健事業等推進体制の整備：医療費等の課題に関す
る市町村との連携等
　④高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進

○第２期保健事業実施計画に基づき、上記保健事業を実
施する。

宮崎県国民健康保険
団体連合会

○本会の国保保険者の支援である健康づくり事業として
は、本年度も重点事項としてスマートウェルシティ構想推
進事業の取組のほか、国保保険者の保健事業において
国保データベース（KDB）システムのさらなる活用促進す
る取組を進めた。
○本会における健康づくりの取組としては、引き続き毎週
水曜日をノー残業デーとして推進に努め、受動喫煙防止
の観点から喫煙所設置場所の変更の取組を行った。

○本会の国保保険者の支援である健康づくり事業として
は、本年度も重点事項として国保保険者の保健事業にお
いて国保データベース（KDB）システムのさらなる活用促
進する取組を進めている。
○また、本会における健康づくりの取組として、ミーティン
グ時のパーテーション設置や定時の窓開け換気等、新型
コロナウイルス感染症予防対策を行っている。その他、有
給休暇取得の奨励等、ワークライフバランスの推進に取り
組んでいる。

保険
者

住民

報道


