
第
5

回

賞名 団体名 取組分野 活動内容

最優秀賞 株式会社中田製作所 ・食生活 ・運動

・メンタルヘルス

・働きやすい環境づくり

等

・栄養バランスに配慮した仕出し弁当提供

・ラジオ体操、スポーツ大会の実施 ・チューブトレーニングの提供

・新入社員に対するメンター制度、親子参観

・社長との交換ノート ・社長、部長と行う懇親会

・公休および旅行補助金の支給制度

・SDGｓに沿った一般事業主行動計画の作成・実施 等

優秀賞 サン電子工業株式会社 ・健康教育 ・運動

・食生活 ・歯と口

・メンタルヘルス

・治療と仕事の両立

等

・健康セミナー実施 ・サラダ、野菜ジュースの無償提供

・ラジオ体操 ・健康アプリの導入 ・社内に卓球台を設置

・経営会議にてストレスチェックの集団分析の結果報告

・年1回歯科検診 ・職場復帰支援の体制整備

・健康機器の設置 ・健康宣言カードの配布 等

特別賞 ACTUNI株式会社 ・健康教育 ・食生活

・運動

・禁煙・受動喫煙防止

・健診・検診

等

・健康意識調査の実施・仕出し弁当にカロリー表示、ヘルシー弁当

の導入・ヘルスウォーキングの実施・社内ストレッチの推奨、ポスター

掲示・建物内禁煙又は完全分煙を徹底、禁煙プログラムの実施・

非喫煙手当支給・５歳ごとに人間ドック受診・時間単位・半日単位

での年休取得制度 等

奨励賞 岩谷クリエイティブ株式会社 ・健康教育

・メンタルヘルス

・健診・検診

・その他

・健康イベントの開催・風疹に対する啓発・ストレスチェックの実施・高

ストレス者に対する産業医面談の実施・人間ドック・健康診断の全

額補助・インフルエンザ予防接種補助・各事業所に血圧計を設置・

残業時間削減に向けたシャットダウンシステムの導入 等

奨励賞 カワモト・マニュファクチュアリング

株式会社

・健康教育 ・運動

・メンタルヘルス

・健診・検診 等

・健康セミナーの実施 ・ポスター掲示 ・ストレス調査の実施

・全体朝礼での健康と生活習慣改善の啓発

・ウォーキングチャレンジの実施 ・血圧計を設置 等

奨励賞 日本精器株式会社 ・健康教育 ・食生活

・運動 ・健診・検診

・禁煙・受動喫煙防止

・健診・検診 等

・健康食材セミナー・メンタルヘルス研修・「健康ニュース」を掲示・社

員食堂に弁当のカロリーおよび年齢ごとの１日のエネルギー必要量を

掲示・毎週水曜日にオーガニック弁当の購入可・ラジオ体操、ウォー

キングチャレンジの実施・禁煙手当の支給 等

奨励賞 阪急阪神リート投信株式会社 ・健康教育 ・食生活

・運動

・メンタルヘルス

・働きやすい環境づくり

等

・健康講座の開催 ・「置き野菜」サービス

・健康的な宅配弁当による昼食会開催

・ウォーキングイベントの実施 ・ラジオ体操

・メンタルヘルス不調による休職後の復帰者に対する医師との面談

機会の整備 ・勤務間インターバル制度の導入

・コラボレーションルームの設置、負担が少ない椅子の導入 等

奨励賞 ブレーメン株式会社 ・運動 ・睡眠

・禁煙・受動喫煙防止

等

・スポーツイベント、アウトドアイベントの開催

・昼寝休憩制度の導入 ・非喫煙者に健康促進手当を支給

・高級オフィスチェアの導入 等

奨励賞 ユタカ交通株式会社 ・健康教育

・食生活

・健診・検診

・その他

・セミナー開催 ・栄養士監修の弁当を導入

・課題抽出を保健所が行い、健康課題を経営者と共有

・健康経営推進のため、保健所・商工会議所と連携し取組を実施

・保健所と連携し、生活習慣改善個別保健指導を実施 等

大阪府健康づくりアワード 過去受賞団体の取組み概要

職場部門

皆さん自身が日ごろから取り組んでいる活動や、皆さんの職場や地域で何気なく行われている活動が、
実は素晴らしい取組みかもしれません。
過去受賞団体の活動も参考に、ぜひご応募ください！（自薦他薦問いません。）

応募期間

12月17日（金）まで
※期間延長しました

さらに今回は・・・

取組分野は
1つや2つでもOK

身近な活動から
ユニークな活動まで

業種業態は関係なし
多様な企業・団体が受賞

新型コロナウイルスの影響により、感染防止対策やwithコロナに対応した取組みを行っている団体も多いはず。
今年は従来の評価項目に加えて、特にコロナ禍における工夫した取組みも考慮して審査を実施します。

大阪府健康づくり課
大阪府健康づくりアワード事務局あて

TEL：06-6941-0351（内線6029）
Mail：kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

まずはお気軽にお問い合わせください



第
5

回

賞名 団体名 取組分野 活動内容

最優秀賞 からだポータル株式会社 ・健康教育
・その他
（健康増進活動）

ショッピングセンターと医療機関を巻き込んだ地域住民の健康増進
活動

優秀賞 特定非営利活動法人
こもれび相談室

・健康教育
・食生活
・運動 等

まちの保健室活動、保健所等と連携したイベントの開催など、地域
での繋がり強化と健康寿命延伸の気運醸成活動

特別賞 株式会社ライフコーポレーション ・健康教育
・食生活

「食育体験ツアー」や「親子食育」、児童館等への「出前食育」など、
地域の子どもを対象とした食育活動

奨励賞 大阪市立大学大学院生活科
学研究科栄養教育研究室
東大阪地域活動栄養士会

・健康教育
・食生活

学校・家庭・地域の連携による、子どもの学びを家庭につなぐ保護者
向け食育サポート活動

奨励賞 大阪府住宅供給公社
社会医療法人生長会
帝塚山学院大学

・健康教育
・食生活
・運動
・その他（健康相談）

3 団体で連携し、団地や地域住民を対象に健康講話や健康相談、
健康チェックなどを行う健康イベント『まちかど保健室』を実施

奨励賞 門真市がん患者会 ・健康教育
・メンタルヘルス

等

門真市および北河内二次医療圏のがん患者とその家族のための心
身のケア活動とがん検診受診率を向上させるための啓発活動

奨励賞 南山本地区福祉委員会 ・健康教育
・食生活
・運動 等

行政や社会福祉協議会と連携した地区福祉委員会活動をとおして
の健康づくり

第
4

回

賞名 団体名 取組分野 活動内容

最優秀賞 学校法人河崎学園 大阪河
崎リハビリテーション大学 認知
予備力研究センター

・運動 ・健診・検診
・健康教育
・その他
（ボランティア養成）

認知症予防を目的とした三位一体の取組み（ボランティア養成、運
動教室、ヘルスチェック）

優秀賞 八尾市東山本町６丁目東町
会高齢クラブすみれ会

・運動
・健康教育

ラジオ体操等による地域健康まちづくり

特別賞 大阪府立農芸高等学校
FARM GIRL

・食生活 高校生による酪農を題材とした食育活動の実施

奨励賞 いけだ地域栄養士会葉菜の会 ・食生活 地域における、食生活改善、食育に関する普及啓発活動

奨励賞 大阪府立茨木西高等学校 ・食生活 高校生が発信する野菜摂取、減塩等食育の取組み

奨励賞 太子町健康づくり応援団 ・食生活 ・運動
・その他
（健康情報発信）

住民主体に取り組む、健康太子２１計画を基にした運動・食生
活・健康情報発信の３分野５プロジェクトの健康づくり活動

奨励賞 豊中市健康づくり推進員会 ・運動 ・健診・検診
・健康教育

地域に根差した健康づくり啓発活動、健診（検診）の受診勧奨

大阪府健康づくりアワード 過去受賞団体の取組み概要

地域部門

皆さん自身が日ごろから取り組んでいる活動や、皆さんの職場や地域で何気なく行われている活動が、
実は素晴らしい取組みかもしれません。
過去受賞団体の活動も参考に、ぜひご応募ください！（自薦他薦問いません。）

さらに今回は・・・

取組分野は
1つや2つでもOK

身近な活動から
ユニークな活動まで

業種業態は関係なし
多様な企業・団体が受賞

新型コロナウイルスの影響により、感染防止対策やwithコロナに対応した取組みを行っている団体も多いはず。
今年は従来の評価項目に加えて、特にコロナ禍における工夫した取組みも考慮して審査を実施します。

大阪府健康づくり課
大阪府健康づくりアワード事務局あて

TEL：06-6941-0351（内線6029）
Mail：kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp

まずはお気軽にお問い合わせください

応募期間

12月17日（金）まで
※期間延長しました


