
健幸アンバサダープロジェクト 概要
背景と課題 これまでの実績と現在 ～2030年

●国民の7割が健康無関心層
●無関心層は自ら健康情報を取らない

●コミュニティ単位で情報拡散される仕組み
が必要

●口コミを誘発させる広報は無関心層に
リーチ出来る可能性を示唆

そこで！健幸アンバサダー
健康情報を大切な人に伝える伝道師
(インフルエンサー)という新たな社会的役割

健康づくり＝「自分のため」＋「大切な人のため」
という新たな考え方健康格差の縮小に寄与

●ヘルスリテラシーが上がらず、行動変容に
結び付かない

●施策やヘルスケアサービス産業が浸透しにくい

①健幸アンバサダー養成数
24,004人

②自治体と企業が連携して養成する仕組み化に

成功

⇒これまでとは異なる市民も参加

③健幸アンバサダーの口コミ力は平均12.8人
なかには、400人に伝えた人も

④各地域で健幸アンバサダーを活用すると
無関心層の参加が高まるとの報告が多数あり

① ﾍﾙｽﾘﾃﾗｼｰ向上による健康無関心層の縮小

② 地域での健康づくり施策参加者増への貢献

③ 社会参加の場の提供と役割創出によるコミ
ュニティの強化

④ ヘルスケア産業の活性化

→健康寿命の延伸へ

●健康無関心層も含めた予防・健康づくりの促進

●地域間の健康格差の解消

（2021.6.30現在）

健幸アンバサダー
の“嬉しい”

●正しい知識を得て自身の健康も向上！
●周囲の親しい人の幸福に役立てた
●社会参加につながり、生涯の生きがいに！
●意識が上がることで健康産業への参加が
増え、ますます健康に！

自治体の“嬉しい”

●住民のヘルスリテラシーが向上！
●今まで参加したことのない住民が多数参加
●厚生労働省保険者努力支援制度（国保）
「個人への分かりやすい情報提供」加点事業

●自治体と連携できる
●人を大切にする企業
として、企業イメージ
もアップし、ブランド
力もアップ！

●来店者・顧客の増加

企業の“嬉しい”

地域住民サービスを
提供する企業では

●社員やその家族の
ヘルスリテラシーが
向上し、健康経営の
効果が高まった

健康経営を推進する
企業では

健幸アンバサダーになることに
よって、顧客との対話が増え、
業務へのモチベーションも

高まります。

共通して
●これまで健康づくりに無関心であった人のヘルスリテラシーも向上
●「健幸アンバサダー通信」を、健康関連イベントや健診等の情報と
一緒に配信することで行動変容の相乗効果が期待できる

自治体・企業間の共同事業の
アピールは、企業参画の促進に
つながると同時に、既存委員な
どのモチベーションや既存事業の
効果向上にも役立ちます。

自治体では
●職員はじめ、健康推進員、
食生活改善推進員の研修
として実施。
知識とモチベーションがアップし、
施 策効果が向上
●ウォーキンイベントの参加者数が
2.6倍に増加。そのうち約4割は、
健幸アンバサダーからの口コミで
参加。

社会全体の幸福に役立っています
~健康度の向上だけでなく、地域経済も活性化~

健幸アンバサダー
認定証が授与されます



［埼玉県］
・美園タウンマネジメント １０９人
・美里町 １７０人

［福島県］
・伊達市 ３２人
・会津若松市 １６９人

［新潟県］
・見附市
４２０人
・こぶし園
１９人

［兵庫県］
・川西市 １５３人
・西脇市 ２４５人

［大阪府］
・阪南市 ４３人
・高石市 １２５人
・大阪いずみ
市民生活協同組合
３００人

［千葉県］・白子町 99人
・三井不動産 ９０人
・つくばウエルネスリサーチ ４１人

［静岡県］
・静岡県 ・磐田市
９９０人 ３０７人
・三島市 ・松崎町
４６０人 ３０人
・島田市 ・静岡県食育協会
２８９人 ３２０人
・損害保険ジャパン ・清水町
６5人 １２人
・ＳＯＭＰＯひまわり生命保険
１３人

［山形県］
・中山町
１５６人

［愛知県］
・安城市 ３６人
・田原市 １０２人
・スギホールディングス
１２０人
・岡崎げんき館市民会議
９６人

［京都府］
・八幡市
２４６人
・南丹市
１１９人

［鹿児島県］
・指宿市
３３０人

［北海道］
・札幌市 ３３４人
・苫小牧市 ２６４人

［秋田県］
・湯沢市 ２３３人

養成人数
：1,000人以上

： 500人以上

： 300人以上

： 300人未満

［岩手県］
・遠野市 ２６４人
・滝沢市 ６６人

累計養成人数（2021.6.30現在）

合計２４，００４人

47都道府県で２万人以上の健幸アンバサダーが活動！

［茨城県］
・クラフト ２９人
・もりや市民大学 ３人

［山口県］
・宇部市 ３７６人

［東京都］
・多摩市
３９人

［福岡県］
・飯塚市 ３２０人
・川崎町 ８９人

［広島県］
・耕道会館
７２人

・第一生命 ９９１人 ・白寿生科学研究所 １,２８０人

・イオンリテール ８７８人 ・森永乳業 １５５人

・タニタヘルスリンク ９４人 ・大塚製薬 ３０人

・健康・体力づくり事業財団 １８人 ・SWC協議会 ２９人

・筑波大学 １１人 ・日本未病システム学会 １１人

他16団体54人

［宮崎県］
・小林市 １１５人

その他
ファシリテータ累計養成人数
合計 ９５人（2020.10.9現在）

キッズアンバサダー累計養成人数
合計 １１人（2020.8.2現在）
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［全国47都道府県］・カーブスジャパン1,850店舗 12,166人

［奈良県］
・田原本町
200人

［愛媛県］
・西条市 ９０人

［徳島県］
・美馬市 ３４人

［栃木県］
・足利市 ７人



講座開催実績

新規養成講座

2016年度 合計8回 8市

2017年度 合計30回 1県8市、4企業

2018年度 合計42回 1県15市町、9企業・団体

2019年度 合計47回 1県19市町、9企業・団体

2020年度 合計47回 20市町、3企業・団体

フォローアップ講座

2017年度 合計3回 3市

2018年度 合計8回 1県3市

2019年度 合計8回 1県3市

2020年度 合計4回 4市

講師新規養成講座

2017年度 合計2回 120名養成（マスター）

2018年度 合計1回 29名養成（ファシリテータ）

2019年度 合計1回 17名養成（ファシリテータ）

2020年度 合計1回 49名養成（ファシリテータ）

キッズ健幸アンバサダー養成講座

2018年度 合計1回 11名養成
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情報を伝えた方が行動を変えたか（無関心層）

情報を伝えた方が行動を変えたか（全体） 健幸アンバサダー養成講座受講後、自身で変えた生活習慣

情報を伝えた相手が変えてくれそうな生活習慣

（％）

（％）

健幸アンバサダーによる口コミの効果

はい

52.5%
いいえ

47.5%

（n=139）

2020フォローアップアンケートデータより

はい

61.8%

いいえ

38.2%

（n=754）

情報を伝えた相手の62%
が行動変容している

無関心層の53%が
行動変容している
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「情報を心に届ける伝道師」としてインフルエンス力がアップ
自分自身も周囲の大切な人も健幸に！
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「健幸アンバサダー養成講座」概要

標準型カリキュラム例

健幸アンバサダーには年４回
「健幸アンバサダー通信」が届きます！

強 化 能 力:インフルエンス力、コミュニケーション力、社会貢献意識、自己効力感、ヘルスリテラシー
講座到達目標:①健幸アンバサダーの役割を正しく理解する ②健幸アンバサダーとしての使命感を持つ

③活動内容・伝達手段を認識する ④健幸アンバサダー自身のヘルスリテラシーを高める

内 容 時間（分）

開会挨拶 ・首長からSWAへの期待 １０

映像① SＷＡ制度の背景

講義② SWA制度について+映像 ・SWAの使命と役割 ２０

講義③ 最新健幸情報
・自然と健幸になれるまちづくり
・生活習慣病予防、がん予防
・サルコペニア予防、実技 計３講座

（各１５）

講義④ 心に届く情報の伝え方 ・心理学認知学に基づく情報伝達法と実技 １５

講義⑤ 健幸情報の提供法
・情報提供方法の具体例（寸劇から映像に変更）
・情報提供の実践(グループワーク）

２０

映像⑥ 生涯現役社会

認定証授与+SWAからひと言 ・首長から授与+SWAから意気込みを発表 １０

閉会の挨拶 ・認定者への今後の期待 ５

合計講義時間(休憩含） １８０

募集方法の例 官民連携モデルの場合
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【作成実績例】 裏

協賛団体の団体名を掲載

表

健幸チラシは各団体
(国･自治体･学会･企業等)
が発信したい健康情報を基
に作成

↓
認定委員会で内容を審査し、
質を担保する。

最新の健康情報

国・学会・大学・自治体で

出される最新情報

科学的根拠を先行研究

レビュー後作成

認定員会で審査

3ヶ月に1回配信

最新の健康情報「健幸アンバサダー通信」の配信

【作成方針】
①公共性・科学的根拠を重視して作成要項に準じて作成
②必要な最小限の伝えたい情報量に絞って作成
③一度配信した情報も繰り返し視点を変えて情報を配信する
ことで認知度を上げる

健幸アンバサダーが正しい健康情報を適切に発信するため
認証委員会で以下の方針を決定

【認証委員】

【審査内容】
・ 科学的根拠と信頼性が担保できるか、提示内容は普遍性があるのか、
分かりやすく提示されているのか、適切にデザインされているのか

・ 健康増進法、景品表示法、薬機法（医薬品、医療機関等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律）などに抵触しないか

・ SWC協議会および健幸アンバサダーの品位に沿った内容か

認証委員長 大野 裕 認知行動療法研修開発センター 理事長

認証委員
（五十音順）

井上 茂 東京医科大学 主任教授

大内 尉義 虎の門病院 顧問

久野 譜也 筑波大学大学院 教授

河野 一郎 東京オリパラ競技大会組織委員会 副会長

清水 精一 大塚製薬 研究開発担当部長
※配信時期は審査状況等により
変更の可能性があります



8

発行年度 No. 定期配信 No. 臨時配信

2016年度

Vol. 1 健幸都市とは（自然と健幸になれるまちづくり）

Vol. 2 生活習慣病予防

Vol. 3 がん予防と健診のすすめ

Vol. 4 サルコペニア予防

Vol. 5 筋力トレーニング

2017年度

Vol. 6 サルコペニア予防と筋力トレーニング Vol. 1 静岡県の健康寿命
Vol. 7 保健指導のすすめ Vol. 2 たんぱく質摂取の重要性
Vol. 8 ダイエット Vol. 3 いつまでも動けるカラダづくり
Vol. 9 認知症

2018年度

Vol. 10 いきいきカラダ習慣
Vol. 11 高血糖 Vol. 4 睡眠負債
Vol. 12 フレイル予防（運動）
Vol. 13 フレイル予防（口腔・栄養）

2019年度

Vol. 14 社会的フレイル予防 Vol. 5 COPD予防
Vol. 15 座りすぎ予防
Vol. 16 脂肪筋と糖尿病
Vol. 17 歯と口腔の健幸

2020年度

Vol. 18 こころの健康を保つコツ Vol. 6 熱中症は予防できる
Vol. 19 あなたと大切な人の命を守る防災 Vol. 7・8 免疫力を高めるからだづくり（運動編・栄養編）
Vol.20 コロナ禍における妊産婦の体と心の健康 Vol.9 隠れCOPDを発見して、新型コロナウイルスに備えましょう！

Vol.21
新型コロナウイルスに負けないフレイル予防
～健康二次被害を防ごう～

2021年度
Vol.22 外出自粛で急増！コロナフレイルにご注意を！

Vol.23 コロナ禍で急増！新型コロナの「健康二次被害」にご注意を

「健幸アンバサダー通信」配信実績
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「健幸アンバサダー通信」配信事例
■社会的フレイル

■COPD

■座りすぎ予防

■脂肪筋と糖尿病
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取組み 内容

コロナ予防に配慮した
講座開催のガイドラインの作
成・配布

2020年6月5日健幸アンバサダー養成講座開催実績のある自
治体・団体・企業、養成予定のある自治体・団体・企業あてに
「新型コロナウイルス感染予防に配慮した健幸アンバサダー養成
講座の集合型開催におけるガイドライン」を送付

オンラインを活用した
講座開催

2020年8月21日、22日に宮崎県小林市（受講者）と千葉県
柏市（講師）をZoom回線でつなぎ、リモート講座を初開催

コロナ予防に対応した
講座内容の追加

2020年8月講座より「コロナ禍における健幸アンバサダーの使命と
役割」「免疫を高める筋力トレーニング」を追加

コロナ対策とコロナ禍に伴う
健康二次被害や災害に
対応した通信の配信

臨時配信号：免疫力を高める運動編（2020年8月発行）
臨時配信号：免疫力を高める栄養編（2020年8月発行）
定期配信号vol.19：あなたと大切な人の命を守る防災

（2020年9月発行）
定期配信号vol.21：新型コロナウイルスに負けないフレイル予防

～健康二次被害を防ごう～
（2021年2月発行）

●オンラインを活用した講座
開催の様子

●健幸アンバサダー通信
臨時配信号：免疫力を高める運動編



カーブスジャパンにおける健幸アンバサダー養成の取り組み
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・ 2019年度健幸アンバサダーの養成実績：11,797名
・自治体との取り組み
→京都府八幡市とは健康づくり協定を締結。健幸アンバサダーの養成やフォローで連携中。
2020年2月末に八幡市主催の健幸アンバサダー養成講座にてカーブス会員第3期の新規養成を実施。
→京都府八幡市では健幸アンバサダーに認定された方へ封書などで市のウォーキングイベントの案内を送付する
など、アンバサダーを市の事業へ巻き込んでいる。

・インストラクターの健幸アンバサダー活動
→2019年度は8月に勉強会を実施。約85万会員に健康の知識を伝えている。
健康知識の伝え方は紙芝居形式、1回4～5人の会員を集め実施。

→外で健康情報を伝える活動を約2000店舗で実施している。
・活動の成果
→年3，4回配信されるSWA通信のお披露目紙芝居を行い、情報の理解を深める。

2019年度は3回開催(7月11月2月)。
→通信配信月はキャンペーンを実施し、アンバサダー1人あたりの伝える人数を増やす取り組みを実施。
→1490名の方が年間で通算1万3348回周りの人に伝えている。1人当たりに換算すると約９回/年
→SWA通信のお披露目紙芝居の際には有識者の先生方に情報をお話しいただいている。
フレイルについて：東京大学 飯島研究室 / 骨について：東京都老人医療センター 石橋先生



健幸アンバサダー活動状況アンケート/フォローアップ講座受講者アンケート(2019）

健幸アンバサダーの活動・成果 および 参加者の声
活動 成果

自治体

婦人会や老人クラブ、地域の集会でのアンバサダー通信を用いた健幸情報の拡散、自治体
が届けられない人に健康情報を届けてくれている。健幸アンバサダーを中心に自主的な筋力
トレーニングの実施

ウォーキングイベント参加者数が2018年125人から2019年は324人の2.6倍に増加、
うち約4割が健幸アンバサダーからの口コミで参加

「特定健診受診率向上５％大作戦」として特定健診及び、がん検診受診の呼びかけをし
てくれている

7割近い受講者が自らの生活習慣行動を改善、受講をきっかけに約15％は健診受診をし
たと回答

アンバサダー通信の学習や地区別交流会、体操講座によるフォローアップ、保健師やアンバサ
ダー同士のつながりが深まり、市の健康相談会、地域主催の健康事業に関わってくれるよ
うになった

養成講座終了後、健幸ポイント事業の新規参加の申し込み数が増加

健幸ポイント事業の参加者募集時に健幸アンバサダーの口コミから86人の参加者を獲得

アンバサダー活動について月に1回グループワークで情報交換開催、ほかの人がどのような取
り組みをしているかわかり、活動への活力につながっている

健幸アンバサダー76人（40～69歳）における医療費が、未受講者（541人）と比べて
養成後2年目の一人あたり医療費が2.5万円有意に低かった

企業・
団体

通信を元に健康紙芝居を作成して勉強会を実施、アンバサダーの使命感が向上し、健康
情報や通信の理解が深まり、情報を届けたいと気持ちが向上している

健幸アンバサダーからの口コミで入会者向上

処方時にアンバサダー通信を渡して具体的に説明することが出来る。社内の管理栄養士とと
もにフレイル・サルコペニア対策の料理教室を市民講座として行い、多くの市民の方にフレイル、
サルコペニアについて知っていただく事が出来た

どのように運動をしてよいか分からなかった方が自主的に運動を開始した

12

参加者
の声

健康づくり無関心層に情報を伝えると、まず1回目は聞いてくれない。めげそうになる。だけど、繰り返し伝えると変わり始めた、それ
が嬉しい。

健幸アンバサダー活動も一人だと続かない。仲間がいると活動が楽しいし生きがいになる。

この活動で知り合いが増え、知り合った近所のおばあちゃんの姿が台風の時に避難所に見えないので家まで迎えに行き、助け
ることができた。

100歳時代を自分事としていない人が多い。元気に100歳まで生きられるコツを多くの人に伝えられていると感じる。
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健幸アンバサダー活動の活性化に向けた新たな取り組み

取組み 内容

公式LINEアカウント
の開設

健幸アンバサダー公式LINEとして、各種お知らせを送信
・健幸アンバサダー通信の最新号
・イベントの開催 等

アンバサダー通信
の説明動画

どのように健幸アンバサダー通信を活用して良いかわからな
いという声を受け、動画を作成

川柳・フォトコンテスト
の開催

プロジェクト開始5周年記念として、川柳・フォトコンテストを
開催、川柳は334作品、フォトは9作品の応募があった

●LINE配信例

●説明動画

●川柳・フォトコンテスト



西伊豆 健幸アンバサダーさんの声

仲良し2人組の明るいおばちゃんが漁協のスーパーの
一角を借りて運動の大切さと筋トレを教えている。買
い物客に声をかけて、半日で10～20人程度。町のほ
とんどの人が顔見知りだから、みんな寄っていってくれる。
町中でも会う度に声かけしている。徐々に、「最近運
動続けてるよ」と言ってくれる人が増えた。ただ寄って話
してお茶飲んで元気になって帰ってくれる人もいる。そ
れだけでうれしい。自分が元気になる。手軽さと分かり
やすさがある。だから伝えられる。

「講演に行ってはっと思った。共感した。今まで講演
会に色々行ったけれど、行動に起こしたのは初めて。
西伊豆の寝たきりになる人を一人でも減らしたいとい
う夢がある。運動嫌いだったけど、これならできる、や
らなきゃと思った。」

14



15

当日実施アンケート自由記述欄の感想(一部抜粋）

・ 家の人にも早く知らせてあげたい！
・ おじいちゃんやおばあちゃんにずっと健康でいてほしい！

はい
91%

学習内容を自分で
やってみたいと思った
（n=11）

おうちの人などに学習内容を
自信を持って伝えられる
（n=11）

はい
91%

子から両親へ、孫から祖父母へ
健康情報が届けられる

日時 2018年8月7日（火） 14:00～15:30
会場 見附市立中央公民館 研修室２
受講者 小学4年生から6年生までの11人

（ 4年生3人・5年生6人・ 6年生2人）

項目 時間 内容

生活習慣病予防と
筋肉のはたらき

20分 ・90代の女性の運動実施前後での歩行を比較した動画を用い
て、運動の効果を印象付ける
・アスリート＆高齢者の筋肉の写真を比較し、驚きを誘う
・大切な家族に、学んだことを伝えてほしい旨を説明する

元気になれる！
ダンス＆筋トレ

35分 ・なじみのある曲を用いて、ダンスプログラムを体験

情報の伝え方を
マスターしよう！

15分 ・身近な大人にサルコペニアについて伝達するイメージづくり
（ロールプレイ）
・情報の伝え方の３つのポイントの確認

まとめ 10分 ・正しい生活習慣の重要性の理解促進
・学んだ知識を誰に、なぜ伝えたいかを振り返る

カリキュラム

目的 子ども向けに健幸アンバサダー養成講座を実施することにより、次のことが期待される
① 子どもの時期から、我が国の社会課題を健幸というテーマから理解し、

社会に貢献する喜びを体験することができる
② 子どもたちの心身の望ましい発育発達に資するヘルスリテラシーを向上できる
③ 地域の伝道師として、自分の家族や祖父母など、身近な大切な人に、

本講座で習った健幸情報を伝えることができる

アンケート結果より
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【参考】

健幸アンバサダープロジェクトが、応募をいたしました、厚生労働省（スマート・ライフ・プロジェクト）、
スポーツ庁主催「第9回健康寿命をのばそう！アワード」にて厚生労働省健康局長優良賞を受賞しました



4団体が共同で制定！
SWC協議会

日本老年医学会
日本老年学会

日本サルコペニア・フレイル学会

「フレイルの日」（２月１日）の制定記イベントの開催

「フレイルの日」（２月１日）の記念日登録証授与式と
記念イベントが行われた

【参考】

17

高石市でフレイルの日制定記念イベント
コロナに負けるな！フレイルの日記念講演会 2021

日時：2021年02月01日(月) 13:00 – 16:30
会場：アプラたかいし
主催：スマートウエルネスコミュニティ協議会

日本老年学会 / 日本老年医学会
日本サルコペニア・フレイル学会/ 共催：高石市

プログラム
1)フレイルの日制定の意義 大内 理事長
2)フレイルを測ろう
3)人生 100 歳時代を元気で生き抜こう！
4)90 歳代でも海外旅行ができる身体を維持できる運動を教えます
5)With コロナ時代のフレイル予防
フレイルプロジェクト参画企業によるブース展示
フレイル啓発に関する情報ツールの紹介・実践
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より詳しい情報は健幸アンバサダー公式ホームページをご確認ください。
https://www.ambassador.or.jp/


