
平成２８年度第２回健康寿命日本一おおいた創造会議 次第

日 時：平成２８年９月１日（木）

１３：３０～１５：００

場 所：大分県労働福祉会館（ソレイユ）

７階 カトレア

１ 開 会

２ 議 事

（１）「目指せ！健康寿命日本一おおいた」ロゴマーク･キャッチコピーについて

（２）健康寿命推進月間の取組紹介

（３）「健康寿命日本一おうえん企業」の登録状況及び応援内容紹介

３ 意見交換

４ 閉 会
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「目指せ！健康寿命日本一おおいた」ロゴマーク&キャッチコピーについて

・募集期間：
H28.5.10～6.20

・実施主体：
大分県

・応募総数 ２６５

公募

・審査員（約１０人程度を想定）
デザイン協会 ２会長
デザイン協会 副会長
県芸術文化短期大学 教授
大分合同新聞社 １名
株式会社テレビ大分 １名
県健康づくり支援課 １名

・審査方法
審査会場に全作品を並べ、優秀な作品に付
箋を貼ってもらい、上位６作品を選定。

上位６作品 選定

・県庁HP上で、インターネッ
ト投票を実施

・実施日：H28.7.27～8.7

・上位６作品からインター
ネット投票を行い上位２作
品を選定

上位２作品 選定

ネット投票審査会
（H28.7.13）

ロゴマーク

・10月18日

「健康寿命日本一おおいた
推進フォーラム」で表彰

（ロゴマーク・キャッチコ
ピー上位３作品）

今後の予定
・募集期間：

H28.5.10～6.20
・実施主体：

大分県
・応募総数 ３７５

・実施日： H28.6.27～7.4
・審査員（４名）

デザイン協会 １名
県広報広聴課 １名
県福祉保健部 １名
県健康づくり支援課 １名

・審査方法
全作品のコピーを審査委員に郵送し、１週間
程度で上位３０作品を選定してもらう。
上位１０作品をＡランク、上位１１～２０作品を
Ｂランク、上位２１～３０作品をＣランクとして
採点。事務局が取りまとめ、上位３０作品を
選定。

上位３０作品 選定

・実施日：H28.7.13
・審査員（４名）

ＪＲ九州大分支社 １名
大分合同新聞社 １名
株式会社テレビ大分 １名
広報広聴課 １名

・審査方法
審査会を開催し、一次審査で選定した３０作
品程度を机上に比べ、審査を行う。各審査委
員に付箋を５枚渡し、優秀な作品に貼っても
らう。最終的には各委員の合議により、１位、
２位、３位を決定。

上位３作品 決定

キャッチコピー

H28.9月中旬まで

にロゴ使用マニュ
アル等を作成
（デザイン協会）

特許庁へ

商標登録
等を申請

公募 一次審査（個別審査） 最終決定（審査会）

区分 応募総数

一般 58

中学生 5

高校生 68

短大 22

大学生 103

デザイナー等 9

合計 265

区分 キャッチコピー

一般 196

中学生 0

高校生 54

短大 27

大学生 100

デザイナー等 1

合計 378

・Ｈ２８．９．１

・創造会議の委員によ
り、ネット投票上位２
作品から投票により
決定

上位１作品 決定

最終決定
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目指せ！健康寿命日本一おおいたロゴマーク候補作品

・大分県の「大」をモチーフとし、元気にウォーキングしている人
・大分県が日本一健康寿命の長い県になるように前進していく姿
・前向きで明るいイメージを持たせる色とした

・人が走っている（運動をしている）ポーズで元気・健康をイメージ
・赤は太陽、青色は海や川、緑は山や植物を連想させ、色で大分

県の自然を表現

コンセプト コンセプト

２１
資料１－（１）
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「目指せ！健康寿命日本一おおいた」キャッチコピー選定結果表

最優秀賞 いつまででん　たべち　あるいち　笑おうえ

優秀賞 すべってころばぬ大分県　～食べて歩く　笑顔の体づくり～

優秀賞 次は日本一の「けんこう県おおいた」、狙います！

キャッチコピー

資料１－（２）
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平成28年度「みんなで延ばそう健康寿命推進月間」概要
１ 趣旨
大分県 平均寿命  全国             今後 延伸  見込        併  健康寿命 延伸

する    生涯     活力    人生       重要 課題       
    健康寿命日本一 目指    県民一人一人 健康    対  理解促進 気運醸成 目的   、

10月      延   健康寿命推進月間  定  県民総    健康    推進        

２ 実施期間
平成28年10月1日（土）から31日（月）までの1か月間

３ 実施主体
大分県

４ 主要な実施事項
本月間の効果的な推進を図るため、関係機関及び関係団体等と連携し、次の事項を実施する。

（1）イベントの開催等
・平成28年度「健康寿命日本一おおいた推進フォーラム」
日程：10月18日（火）1２時 
会場：iichiko総合文化センター 「音の泉ホール」

・健康寿命日本一おうえん企業等と連携したイベント
・県、市町村、NPO、企業等の「健康づくりを含むイベント」の広報

（2）本月間の趣旨を普及するための広報
・メディア
・ポスター掲示
・ティッシュ配布
・インターネット媒体 等

-４-
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大分大学 秋の「すいみんの日」市民公開講座2016大分 9/3 大分市 医学部公衆衛生・疫学講座

大分大学 第9回八方塾（大学病院市民公開講座） 9/7 由布市 医事課

大分大学 ブルーリボンキャラバン「大腸がん」市民公開講座 9/18 大分市 医学部消化器・小児外科学講座

大分商工会議所 地域で支える「認知症サポーター養成講座」 9/13 中津市 中津商工会議所

大分商工会議所

大分商工会議所常議員会 卓話

講   師   大分県福祉保健部健康づくり支援課

テーマ 健康寿命日本一おうえん企業の登録について（仮称）

10/12 大分市 大分商工会議所

ＪＲ九州
ＪＲ九州ウォーキング 中津コース

中津の歴史・文化・食を訪ねる城下町ウォーク
10/8 中津駅 ＪＲ九州 中津駅

ＪＲ九州
ＪＲ九州ウォーキング 別府コース

湯けむり展望台からの絶景と農業祭を楽しもう
10/15

別府大学駅

 別府駅
ＪＲ九州 別府駅

ＪＲ九州
ＪＲ九州ウォーキング 杵築コース

城下町きつき観月祭ウォーキング
10/15 杵築駅 ＪＲ九州 杵築駅

ＪＲ九州
ＪＲ九州ウォーキング 津久見コース

祝!津久見駅100周年 潮風薫る秋の津久見ウォーク
10/23 津久見駅 ＪＲ九州 臼杵駅

ＪＲ九州
ＪＲ九州ウォーキング 浅海井コース

開業100年浅海井駅から始まる幸運浦路ウォーク
10/30 浅海井駅 ＪＲ九州 佐伯駅

大分県薬剤師会 薬と健康の週間（薬の相談コーナー開設） 10/10 豊後大野市 豊後大野市薬剤師会

大分県薬剤師会 お薬セミナー（県民公開講座） 10/16 大分市 大分県薬剤師会

大分県薬剤師会 薬と健康の週間啓発活動 10/20 由布市 大分市薬剤師会

大分県看護協会 げんき教室 10/26 大分市 大分県看護協会事業部

大分県栄養士会 一般公開講座（第5回（公社）大分県栄養士会公開講座） 10/22 大分市
（公社）大分県栄養士会

（一社）日本栄養・食糧学会九州・沖縄支部 合同開催

大分県老人クラブ連合会 高齢者の体力測定リーダー研修会 10/13 大分市 大分県老人クラブ連合会

大分県老人クラブ連合会 大分県老人クラブスポーツ大会 10/28 大分市 大分県老人クラブ連合会

イベント名 開催月日 開催地 主催者名団体名

-５-
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イベント名 開催月日 開催地 主催者名団体名

総合型クラブおおいたネットワーク 秋のみちくさ探訪ウォーキング！！ 10/6 由布市
ここのえ夢クラブ

竹田スポーツ・レクリエーションクラブ

総合型クラブおおいたネットワーク 親子いきいき体験 10/8 別府市 あさみ川クラブ

総合型クラブおおいたネットワーク OKYチャレンジウォーキング 10/10 杵築市 ＮＰＯ法人ＯＫＹさわやかスポーツクラブ

総合型クラブおおいたネットワーク スマイルウォーク 10/10 豊後大野市 朝地フレンドクラブ

総合型クラブおおいたネットワーク ノルディックウォーキング 10/15 国東市 ＮＰＯ法人ＭＡＫＫ笑人クラブ

総合型クラブおおいたネットワーク エンジョイウォーキング 10/16 津久見市 ＮＰＯ法人エンジョイつくみ

総合型クラブおおいたネットワーク コスモスウォーク 10/16 大分市 ＯＺＡＩ元気クラブ

総合型クラブおおいたネットワーク エンジョイ スポーツ in香々地 10/16 豊後高田市 ＮＰＯ法人ＴＭＫチャレンジクラブ

大分県スポ－ツ推進委員協議会 スロｰジョギング体験会 10/16 宇佐市 宇佐市スポ－ツ推進委員協議会

大分県スポ－ツ推進委員協議会 第1回校区対抗パ－クゴルフ大会 10/29 別府市 別府市スポ－ツ推進委員協議会

大分県スポ－ツ推進委員協議会 第２２回 ひた４２１９５チャレンジウオ－ク 10/30 日田市 ひた４２１９５チャレンジウォ－ク実行委員会

大分県生涯スポーツ協会 おおいた民話の旅ウオーク 10/9 国東市 大分県ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 きれい100選南大分ウオーク 10/12 大分市 大分県ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 大分ゆうゆうウオーク 10/16 大分市 大分市ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 産山高原・肥後街道ウオーク 10/16 熊本県産山 竹田ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 大分県民健康ウオーク 10/21 日田市 大分県ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 千年ロマンウオーク 10/23 豊後高田市 豊後高田市ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 諭吉の里ウオーク 10/23 中津市 中津ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 リバスタウオーキング大会 10/23 大分市 大分県ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 泉都ウオーク 10/23 日出町 別府湾ウオーキング協会

大分県生涯スポーツ協会 別府市老人クラブ連合会スポーツ大会 10/19 別府市 別府市老人クラブ連合会

健康寿命推進月間の取組 資料２
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イベント名 開催月日 開催地 主催者名団体名

大分県生涯スポーツ協会 大分県老人クラブスポーツ大会（県老連スポーツ大会） 10/28 大分市 大分県老人クラブ

大分県生涯スポーツ協会 ３Ｂ体操で健康づくり教室 10/22 大分市
日本３Ｂ体操協会

大分県支部大分東部グループ

大分労働局 大分県衛生管理者研修交流会 10/5 大分市 大分県労働基準協会

株式会社大分放送 おおいた元気フェスタ２０１６ 10/29 大分市 株式会社大分放送

大分市 ロビー健康相談 10/3 大分市 大分市健康課 西部保健福祉センター

大分市 わさだ健康広場 10/5 大分市 大分市健康課 西部保健福祉センター

大分市 健康音頭・ヘルシーサンバ講習会 10/12 大分市 大分市健康課 坂ノ市健康支援室

大分市 大在健康ひろば 10/12 大分市 大分市健康課 大在健康支援室

大分市 健康講座「スローエアロビクス」 10/12 大分市
大分西部公民館

市民協働推進課

大分市 丹生校区巡り健康ウオーキング 10/16 大分市 丹生地区まちづくり協議会（丹生校区公民館）

大分市 大南健康ひろば 10/18 大分市 大分市健康課 大南健康支援室

大分市 エコクッキング 10/18 大分市
大分西部公民館

市民協働推進課

大分市  大分はつらつフェスタ わたしたち元気！健康寿命をのばそう 10/22 23 大分市 大分はつらつフェスタ実行委員会 青い山脈会

大分市 森林セラピー体験ツアー＆外ヨガinおしどり渓谷 10/23 大分市 大分市林業水産課

大分市 健康音頭・ヘルシーサンバ講習会 10/24 大分市 大分市健康課 佐賀関健康支援室

大分市 森林セラピー体験ツアーinおしどり渓谷（平日開催） 10/24 大分市 大分市林業水産課

大分市 東稙田校区 減らしお教室 10/26 大分市 大分市健康課 西部保健福祉センター

大分市 健康講座「スローエアロビクス」 10/26 大分市
大分西部公民館

市民協働推進課

健康寿命推進月間の取組 資料２
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イベント名 開催月日 開催地 主催者名団体名

大分市 野津原東部校区健康教室 10/31 大分市 大分市健康課 野津原健康支援室

大分市 いも掘り大会（吉野） 10月下旬 大分市  大分市吉野農業活性化協議会

別府市 第29回別府湯けむり健康マラソン・ウォーク大会 10/9 別府市
別府市

（受託業者㈱プランニング大分）

別府市 健康寿命とウオーキング 10/16 別府市 別府湾ウオーキング協会

別府市 九州オルレ別府コース 体験会（１０月） 10/16 別府市 (株)東山パレット

中津市 市民体育祭（山国町民対象） 10/16 中津市 中津市山国支所

中津市 北九州－中津ウォーキング大会2016 10/29 北九州市 中津市 北九州－中津ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会実行委員会

日田市 健康福祉まつり 10/9 日田市 日田市社会福祉課

日田市 かんたんクッキング 10/14 日田市 日田市健康保険課

佐伯市 ツールド佐伯２０１６（申込終了） 10/9 佐伯市 ツールド佐伯実行委員会

臼杵市 八町大路まち歩きラリー 10/1 臼杵市 臼杵市中央通り商店街振興組合

臼杵市 ピロリ菌講演会 10/22 臼杵市 臼杵市医師会立コスモス病院（市民健康管理センター）・臼杵市

臼杵市 絵図ウォーク 10/23 臼杵市 臼杵市歴史資料館

津久見市 つくみんイキイキ健康マイレージ事業 9月 11月 津久見市 健康推進課

津久見市 男性限定！メタボ解消教室 10/4 津久見市 健康推進課

津久見市 ふるさと振興祭健康ブース 10/22 23 津久見市 津久見市地域保健協議会

竹田市 秋のさわやかウォーキング大会 10/4 竹田市直入町 竹田市直入支所地域振興課

竹田市 秋の紅葉ウォーキング 10/18 竹田市 竹田市 保険健康課

豊後高田市 健康まつり 10/22 豊後高田市
田染健康推進協議会

高田保健部・豊後高田市ウェルネス推進課

健康寿命推進月間の取組 資料２
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イベント名 開催月日 開催地 主催者名団体名

豊後高田市 豊後高田健康ウォーク（草地ウォーク） 10/23 豊後高田市 子育て・健康推進課

豊後高田市 市民公開講座 10/29 豊後高田市 ウェルネス推進課

豊後高田市 子どもフェスタ 10/30 豊後高田市 子育て・健康推進課

杵築市 城下町健康歩行ラリー 10/30 杵築市 杵築市社会教育課

宇佐市 食事・健康相談 10/3,17,18 宇佐市・院内他 宇佐市健康課

宇佐市  さわやか運動教室（健康チャレンジポイントアップセミナー） 10/13,18,26 宇佐市・安心院他 宇佐市健康課

豊後大野市 健康とおか会 10/7 豊後大野市 豊後大野市役所 市民生活課 健康推進室

豊後大野市 体力測定 10/10 豊後大野市 みえスポーツクラブ

由布市 楽しくからだを動かそうinゆふ 10月予定 由布市 健康増進課

国東市 Ｋ－４世界農業遺産トレイル 10/22  国東市行入ダム 報恩寺 国東市観光課

国東市 第３回旭日のため池ウォーク 10/30 国東市旭日地区 国東市観光課

姫島村 裸足で砂浜を歩こう会 9/11 姫島村 姫島村企画振興課

姫島村 健康づくりの集い 未定 姫島村 姫島村健康推進課

日出町 おいしく食育講座（減塩弁当を作る） 10/5 日出町 健康増進課

日出町 ザビエルの道ウォーキング大会 10/16 日出町 商工観光課

九重町 糖尿病教室（公開） 10/4 九重町 九重町保健センター

玖珠町 第57回玖珠町民体育大会 10/2 玖珠町 玖珠町体育協会

玖珠町 健康ウォーク推進事業登録日 10/4,8,26 玖珠町 玖珠町福祉保健課

玖珠町 民話ウォーキング大会 10/16 玖珠町 森地区愛育健康づくり推進協議会（福祉保健課）

玖珠町 われら現役大会 10/30 玖珠町 玖珠町健康福祉事業推進委員会（福祉保健課）

玖珠町 ノルディックウォーキングで健康づくり 10/30 玖珠町 玖珠町老人クラブ連合会（玖珠町社会福祉協議会）

健康寿命推進月間の取組 資料２
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健康寿命の延伸

「健康寿命日本一おうえん企業」の募集

自社の強みを活かして、健康な地域社会づくりを応援しませんか？
「健康」という価値を地域社会と共有することで、企業のイメージアップとともに、業績アップが期待されます！

健康寿命延伸   県民 企業 団体 多面的かつ革新的な取り組みが必要です。

① 企業イメージの向上
（県ＨＰに企業名掲載）

② 新たな企業価値の創造
（商品開発やビジネスモデルの創造）

大分県民 健康寿命延伸 応援  企業
おおいた県民のうんどう（運動習慣）えいよう（栄養バランス）かんきょう（社会環境）等の改善を応援する
物資 場所 人材 技術 情報 媒体 資金 提供     企業 募集    

募
集
内
容

「運動を始めるきっかけづくり」への支援
① ウォーキングイベントの企画
②        無料体験     企画
③ 運動イベント参加賞の提供

「延伸月間」の普及啓発
① ポスター作成やブース費用等の提供
② 啓発企画の取材・作成・発信
③ 特設ブースの設置・運営

社会
環境
社会
環境

運動
習慣
運動
習慣  正  健康知識  普及啓発

① 有資格者（医師，栄養士等）の講師派遣
② 企業主催イベントへの健康テーマの追加
③ イベントにおける健康情報冊子等の提供

「食生活改善」に向けた普及啓発
① リーフレットの作成・提供
② 啓発企画の取材・作成・発信
③ 試食コーナーの設置

運動
習慣
運動
習慣

社会
環境
社会
環境

社会
環境
社会
環境

栄養
バランス
栄養
バランス

栄養
バランス
栄養
バランス

社会
環境
社会
環境

     例     例

県
民

win-win

メリット

企
業
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「健康寿命日本一おうえん企業」の登録状況（応援内容）        

1 大分県信用組合 金融業 自治体と共同開発した「健康定期」にて、健康診断の受診率向上に寄与

2 カゴメ　株式会社 製造業 ケチャップ使用のうま塩メニュー作成、別府大学うま塩コンテスト開催、うま塩メニュー講演・試食会の実施

3 大塚製薬　株式会社 製造業 スポーツ振興活動、健康維持・増進活動、食育推進活動

4 株式会社　Ｃｌａｓｓｏ 生活関連サービス業 トレーニング指導、施設又は器具の貸出、講師派遣、セミナー企画又は協力

5 株式会社　大分放送 情報通信業 自社番組や県民向けイベントにて「健康寿命の延伸や健康経営の推進」等について情報発信

6 公益社団法人　大分県看護協会 公益社団法人 看護職によるネットワーク、同協会イベント（げんきフェア・教室、まちの保健室等）・キャンペーンの活用

7 社会福祉法人　大分県社会福祉協議会 その他の法人 高齢者の生きがいや健康づくりを推進するため、シニアの方々へニュースポーツ用具を無料貸出

8 キューピー　株式会社 製造業 地元の外食・小売企業と連携し、マヨネーズ・ドレッシング等を中心としたメニュー展開で、野菜摂取の促進

9 一般社団法人　大分県医師会 一般社団法人 医師・医学生・医療関係者・患者・一般住民向けの情報発信、医師の県内行事への講師派遣

10 株式会社　めん食 製造業 安心安全で健康に配慮して開発の弁当・おかずを通じて、県民の健康寿命延伸に寄与

11 一般社団法人　大分県歯科医師会 一般社団法人 県民対象歯科講話の開催、各ライフステージにおける歯科健診の実施、コンクール事業の実施

12 九州旅客鉄道　株式会社　大分支社 運輸業 JR九州ウォーキングを通じたお客様・社員の健康づくりや地域興しの支援

13 花王　株式会社 製造業 日本肥満症予防協会と連携した肥満症予防の啓発活動、県の健康寿命延伸への取り組みの周知徹底、産学官で連携

14 特定非営利活動法人　大分県ウォーキング協会 ＮＰＯ法人 おおいた民話の旅ウォーキング大会（毎月第二日曜、１８市町村を巡回）、ウォーキング教室等の実施

15 株式会社　ルネサンス　スポーツクラブルネサンス大分 生活関連サービス業 体験会への招待、健康セミナー、会員登録費用の割引、自宅で出来るトレーニング等の紹介冊子の提供

16 公益社団法人　大分県栄養士会 公益社団法人 うま塩プロジェクト推進事業への協力、機関誌を用いた普及啓発、企業や事業所向けの栄養相談・講演、栄養ケア・ステーション事業

17 公益財団法人　大分がん研究振興財団 公益財団法人 県民の方々へ講演会やチラシ等配布を通じたがん検診の実施等の訴求

18 富士甚醤油　株式会社 製造業 運動イベント参加賞の提供、講師派遣、減塩に関するレシピ等の提供

19 ヤマエ久野　株式会社 卸売業・小売業 店舗へ「減塩、特保、機能性食品」といった健康に役立つ商品を総合的に提案、大分支店の社員名刺に「健康寿命ロゴ」印刷

20 大分県保育連合会 その他の法人 園児の心身の健康づくりに資する会員研修（食育、看護、アレルギー、幼児安全、歓声、体操）の実施

応援内容企業、団体名
登録
番号 業種

資料３
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