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心と体の健康づく

り組織体制整備

　ア　働きざかりの
　　　健康づくり研究会

　

　

　
　

　
　

　イ　健康づくり体
　　　制の整備

　　①人材育成

　　②組織整備

第　　Ⅱ　　期

働きざかりの健康づくり研究会 (第Ⅰ期の戦略会議で健康づくり委員会が設置され、平成17年発足)   

研究会(企画の検討・情報交換等) 
    

働きざかりいきいきセミナー （平成17年度～） 

        
 

地域公民館等で「おでかけ!健康教室」を開催 (平成18年度～) 

子育て世代の親を対象に健康教室を開催（平成19年度～） 

第８回(8月～11月 27人)  

    第18回(16事業所） 

働きざかりいきいきセミナーフォローアップ 

        
 

第８回参加者対象  

研修会等 

        
 「自殺対策担当者研修会」 

        (39人参加) 

「働きざかりのメンタルヘルス講座」 

                   (34人参加) 

須坂健康まつりを実行委員会形式で開催(平成17年度～) 
 

④須坂市産業活性化 第Ⅱ期における各事業の実施状況(第Ⅰ期からの継続含む) 

企
業
・
市
民
参
画
型
健
康
づ
く
り
の
推
進 

 須坂病院で病院祭と共同開催 
 参加者 ﾒｲﾝ会場約2,500人 
     保健ｾﾝﾀｰ90人 

   ６地域公民館で 
   延べ1,075人参加 

 ２教室延べで243人参加 

第20回（16事業所） 

第10回(8月～11月 29人） 

第11回参加者対象 

「メンタルヘルス講座」（16人参加） 
「働きざかりのメンタルヘルス講座」 

（株）ニットー、（株）鈴木で実施  

（63人参加） 

５地域公民館で 
延べ1,084人参加 

1教室延べ268人参加 

実施 

ウォーキングシティすざかキャンペーンの推進 
  健康ウォーカーズの認定 36人 

実施 実施 脳活フィットネス講座を開催（平成20年度～） 
   ３教室延べ610人参加 

保健補導員会や食生活改善推進協議会等の組織強化や活動の支援 

長野県工科短期大学校との連携事業（平成20年度～） 

健康まつり・病院祭への参加 
准教授の講演会開催、 
学校紹介、研究発表 

第50回技能五輪全国大会 
に重なり未実施 

諏訪東京理科大学篠原教授監修の脳年齢測定システムを結び付けての

ウォーキング教室を開催（平成19年度～） 

未実施 

4教室延べ681人参加 

 第19回(16事業所） 

第９回(8月～11月 26人)  

第９回参加者対象  

「メンタルヘルス講座」（26人参加） 

「働きざかりのメンタルヘルス講座」 

 （株）ニットーで実施（21人参加） 

 須坂病院で病院祭と共同開催 
 参加者 ﾒｲﾝ会場約2,000人 
          轟病院会場140人 

   ５地域公民館で 
   延べ1,154人参加 

３教室延べ392人参加 

５教室延べ741人参加 

31人の参加（再掲） 

健康まつり・病院祭への参加 
准教授の講演会開催、 
学校紹介、研究発表 

ウォーキングによる健康づくりの推進（平成19年度～） 

   ウォーキング教室 
  ８回 延べ280人 

 ウォーキング教室 
 13回 延べ353人 

ウォーキング教室 
９回 延べ265人 

継続 

健康ウォーカーズ認定 4人 

（延べ40人） 

須坂病院で病院祭と共同開催 
参加者 ﾒｲﾝ会場約2,300人 
         轟病院会場170人 

第21回（15事業所） 

第11回（8月～11月 31人） 

「メンタルヘルス講座」(17人参加） 

「働きざかりのメンタルヘルス講座」 

（株）サンジュニア（17人参加） 
（株）広田製作所（34人参加） 

須坂病院で病院祭と共同開催 
   参加者 約3,600人 

健康ウォーカーズ認定 19人 

（延べ59人） 

運動と食について、講座内容を新たに見直し 
10地域公民館で延べ519人参加 
 

 健康まつりへの参加 
 学校紹介、研究発表  

東部児童センターで児童を対象に開催 

7回延べ129人参加 

第22回 
３月開催 

第10回参加者対象 

「メンタルヘルス講座」（21人参加） 

「働きざかりのメンタルヘルス講座」 

太陽誘電モバイルテクノロジー（株）、 

（株）中外製作所で実施 （47人参加） 

市制施行60周年記念事業として実施
（11月1日うまいもん祭と共同開催） 
参加者 約1,500人 

ウォーキング教室 
６回 延べ167人 

５地域公民館で 
延べ567人参加 

2教室延べ269人参加 女性の身体の特性に合わせた内容と運
動を組み合わせた講座 3回延べ50人 

３教室延べ398人参加 

第12回（8月～11月 31人） 

食育ボランティア 
「食で健やか応援隊」養成 18人 

「食で健やか応援隊」養成 8人 
25年度修了者応援隊食育事業へ活動参加 

第23回（15事業所） 
７月開催 

 健康まつり・病院祭への参加 
 学校紹介、研究発表  

企業・食の団体と「食育推進全国大会」 
ｉｎ長野 出展（6/21,22) 

保健補導員会作成の健康体操 
須坂エクササイズ出前講座 22回 
体操ユニット結成普及 ユニットメンバー33人  

 ウォーキング教室 
 ５回 延べ90人 

第24回(15事業所） 
３月開催 

第25回（14事業所） 
７月開催 

第13回（8月～12月 29人） 

「メンタルヘルス講座」（16人参加） 
「働きざかりのメンタルヘルス講座」 
明治産業株式会社（18人参加） 

健康ウォーカーズ認定 9人 

（延べ68人） 

健康ウォーカーズ認定 14人 

（延べ82人） 

須坂エクササイズ出前講座  78回 
体操ユニットメンバー42人  

食育推進全国大会ｉｎすみだ （6/20） 
ミニステージ発表（須坂エクササイズ紹介）  

ウォーキング教室 
５回 延べ130人 

10地域公民館で 
延べ507人参加 

 継続 
 ３回延べ58人 

25、26年度修了者 
応援隊食育事業へ活動参加 
食の匠講座 4回 延べ129人 

北部児童センターで児童を対象に開催 
６回延べ157人参加 

健康長寿発信都市「須坂JAPAN」 

創生プロジェクトの実施 
・健康おすそ分けツアーの実施(３回)       ・健康おすそ分けツアーの実施（３回）     
・銀座NAGANOにて「信州須坂健康塾」      ・銀座NAGANOにて「信州須坂健 
  開催（延べ参加者：約100人）            康塾」の開催（延べ参加者：約80人） 
・健康長寿レシピ集作成               ・健康メニューの提供（３店舗） 
・クックパッドに須坂市公式ページ開設      ・オリジナルスムージーの開発        

健康ウォーカーズ認定 13人 

（延べ95人） 

須坂病院で病院祭と共同開催 
参加者 ﾒｲﾝ会場約2,400人 
         轟病院会場140人 

第26回(14事業所） 
３月開催 

働きざかりの健康づくり研究会発足10
周年記念講演会（9事業所 43人参加） 

第27回(14事業所） 
６月開催 

第28回(14事業所） 
１月開催 

第14回（8月～12月32人） 

「メンタルヘルス講座」 
「働きざかりのメンタルヘルス講座」 
 
「脳疲労社会と若年勤労者の対応につ
いて」 不知火病院 徳永 雄一郎先生 
（61人参加） 

健康ウォーカーズ認定8人  

(延べ103人) 

 

 須坂エクササイズ出前講座63回 

 体操ユニットメンバー34人  

 
 ウォーキング教室 
   ４回 延べ77人 

10地域公民館で 

延べ539人参加 

須坂病院で病院祭と共同開催
予定 

南部部児童センターで児童を対象に
開催  6回延べ174人参加    

継続 
3回延べ34人 

「食で健やか応援隊」養成5人 
食育事業へ活動参加 
食の匠会員26人 学習会5回延べ88人 

H29.7.11  健康づくり課 
  須坂市産業活性化戦略会議資料 

・健康おすそ分けツアーの実施 
・銀座NAGANOイベント実施 
・健康メニューの普及 
・健康応援教室の実施  
・健康スムージーの普及  

第29回(14事業所） 
６月開催 

第15回（8月～12月予定） 

 
 ウォーキング教室 
（町の分館との共催） 

須坂エクササイズ出前講座  

体操ユニットメンバー募集 

体操ユニットの練習（月1回予定）  

「食で健やか応援隊」食育事業 
へ活動参加 
食の匠学習会と地域での活動 

須坂病院で病院祭と共同開催 
参加者 ﾒｲﾝ会場約1,600人 
         轟病院会場140人 

健康ウォーカーズ認定継続 


