
健幸アンバサダー活動の具体的な実践事例

2020年度「第9回 健康寿命をのばそう！アワード」
厚生労働省健康局長優良賞受賞



［埼玉県］
・美園タウンマネジメント １０９人
・美里町 １７０人
・本庄市 ５７人

［福島県］
・伊達市 ３２人
・会津若松市 １６９人
‣棚倉町 ７３人

［新潟県］
・見附市
４７３人
・こぶし園
１９人

［兵庫県］
・川西市 １５３人
・西脇市 ４６０人

［大阪府］
・阪南市 ４３人
・高石市 ２１７人
・大阪いずみ
市民生活協同組合
３６０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 ４５人

［静岡県］
・静岡県 ９９４人
・磐田市 ３０７人
・三島市 ４７８人
・松崎町 ３０人
・島田市 ３７２人
・清水町 ３５人
・静岡県食育協会 ３１８人
・損害保険ジャパン ３５人
・ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 １３人
・順天堂大学 １６人
・常葉大学 ２７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
３３９人
・南丹市
１４０人

［鹿児島県］
・指宿市
３７９人

［北海道］
・札幌市 ３３４人
・苫小牧市 ２６４人
・名寄市立大学 ５１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 ３６４人
・滝沢市 １０３人
・金ケ崎町 ４３人

累計養成人数（２０２２.８・３１）

合計２５，８３９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 ４６５人

［東京都］
・多摩市 ３９人［福岡県］

・飯塚市 ３２０人
・川崎町 ８９人
・田川市 ４２人

［広島県］
・耕道会館
７２人

・第一生命 １，０６６人 ・白寿生科学研究所 １,２８９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

・武蔵野大学 ７９人

他16団体54人
［宮崎県］
・小林市 １５２人
・高鍋町 ６２人

その他
ファシリテータ累計養成人数
合計 １７２人（2021.11.5現在）

キッズアンバサダー累計養成人数
合計 １８８人（2022.8.4現在）

ｅラーニング受講
合計 １９１人（2022.９.24現在）

［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
２３９人

［愛媛県］
・西条市 １７９人

［徳島県］
・美馬市 ８５人

［栃木県］
・足利市 ２０３人
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心に火をつける

ソーシャル・キャピタルが「豊か」な社会組織の醸成



全国初の首長での認定は京都府八幡市・堀口市長

市長さんも続々健幸アンバサダーに就任！
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「健幸アンバサダー養成講座」受講者の声
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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。

健幸アンバサダーさんの声

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）



静岡県西伊豆町のSWAの声

運動嫌いだったけど、やらなきゃと思った。自
分だけでなく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。

町や漁協に掛け合った。仲良し二人組で漁協の
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。町や買い物で会う度
に声かけしている。はじめはめんどくさそうにし
ているが、徐々に、最近運動続けてるよと言って
くれる人が増えた。最近では、体組成計も使って
成果も一緒に確認している。

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。通信内
容は手軽さと分かりやすさがある。だから伝えら
れる。講演に共感して始めた。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。
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波及効果：コミュニティエンパワメントの向上
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も活性化～
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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！
⚫昨年の台風19号の時、この活動で知り合った近
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。

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
⚫ ウォーキングイベント参加者数が324人と2.6倍に増加し、約4
割が健幸アンバサダーからの口コミで参加

⚫ 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

⚫健幸アンバサダーが、未受講者と比べて養成後2年目の一人あ
たり年間医療費が2.5万円有意に低かった

⚫ 来店者・入会者の増加
⚫ 企業イメージ、ブランド力もアップ！
⚫ 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

⚫ 顧客との信頼関係が高まり、対話も
増え、営業成績や業務へのモチベー
ションが高まった。

企業の“嬉しい”
写真：静岡県松崎町（2017）
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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

（n=565）

情報を伝えた相手が変えてくれそうな生活習慣

（n=361）

（n=117）

（n=369） （％）

（％）

（％）

（％）

2019フォローアップアンケートデータより

情報を伝えた相手の
55%が行動変容している

無関心層の41%が
行動変容している

健幸アンバサダーによる口コミの効果



p.<0.05

健幸アンバサダーのソーシャルキャピタルの向上

ソーシャルキャピタルが有意に 4.9ポイント向上 ｎ=87

認定前 認定1年後
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防災イベントの開催

【実施内容】
・地震や水害による被害想定
・自宅から避難所までの経路確認
・今日からできる防災対策
・エコノミー症候群予防と免疫を高める筋力トレーニング
・熱中症予防
・非常食の試食と補水液の作り方 等

地域住民が家族単位で
0歳児を含む69人が参加

●自助は当然、共助がいちばんと考えている。お付き合いを大切にしていきたい。
●災害は他人事ではないと強く感じた。
●避難するためにも、運動不足にならないように注意したい。

【目的】大規模災害に備え、日頃からの自助・共助の重要性、身を守るための健康知識についての普及啓発

参加者の声



栃木県足利市、静岡県島田市、岩手県滝沢市、埼玉県本庄市、島根県湯梨浜町、大阪府高石市等で開催

キッズSWAの養成拡大

目的 ① 子どもたちの健やかな健幸のためのヘルスリテラシーを向上できる
② 家族や祖父母など、身近な大切な人に、健幸情報を伝えることができる
③ 我が国の健康課題を理解し、社会貢献の意識を醸成する

2021年11月12日足利市での様子

2021年12月24日島田市での様子

キッズSWA養成講座 講習投影資料例
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川柳コンテストおよび活動表彰の実施

【目的】健幸アンバサダー活動の活性化

●川柳コンテストを開催
【実施概要】
募集期間：2022年9月1日～10月31日
審査方法：健幸アンバサダー実行委員会とHPからの一般投票
受賞発表：大賞1名・優秀賞2名をHPに掲載

●活動実績に応じた表彰制度開催予定

【昨年受賞作品】

健幸を 近所で共助 これ近助 ペンネーム 三郎

シルバーも やる気次第で ゴールドに ペンネーム 減点パパ

健幸で 広がる笑顔 元気の輪 ペンネーム やんちゃん



参考資料
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健幸アンバサダー活動表彰

自治体部門 最優秀賞 山口県宇部市

健幸アンバサダー
の取り組みの目的

これまで健康に関心がある方ばかりが健康づくり事業に参加してきた背景があった。
生活習慣病を発症している人の多くは健康や生活改善へ無関心層であることが推測され、今後は無関心層
にも届く健康づくりの展開が必要であるため、口コミで身近な方に健康情報を伝える健幸アンバサダーを
養成した。また、これまで健康づくりに関するサポーター等も養成してきたが、養成後のフォローや市の
事業等に活かすことができていなかったため、定例会の開催や市・地区単位で活動できる場を設けた。

活動事例

・体組成測定会で、アンバサダーが定例会で作成したチラシを用いた健康情報の周知を
測定結果の説明

・各地区での健康相談や介護予防サロンのサポートと健康情報の周知
・定例会の中で、アンバサダーのロゴをデザインし、
ユニフォームを作成。それを着用して地区で活動。

・新型コロナワクチン集団接種のデモンストレーションへの協力
（昨年度末実施）

成果

・はつらつ健幸ポイント参加者のうち、
健幸アンバサダーによる紹介が増えている。

・個人の活動に加えて、市や地区でのイベントで活動している人がＲ２年34名、Ｒ３年54名と増えてお
り、市民へ広く健康情報を発信ができている。さらに活動した方の中には、活動で経験したことを自分の
日々の活動に反映させている方もいる。（自治会・サロン・趣味の集まり等）
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健幸アンバサダー活動表彰

団体部門 最優秀賞 武蔵野大学 看護学部

健幸アンバサダー
の取り組みの目的

健康としあわせへの関心を高める学生向け活動を通して、学生自身が、自らと他者の健幸を創り出す力を
高める。さらに学部横断的かつ産官学民連携による相互交流を通じ、地域の課題に気づき、他者とともに
課題に向き合う力を育む。学生個人と地域の人々のレジリエンスにも着目し、SDGsゴール3「Health 
for all」を達成する。
R3年度は、「むさしの健幸アンバサダー」として、心に届く情報伝達法を学び、「健幸」実現に向けて
通信を作成し、しあわせをカタチにする。また、活動を通して効果を明らかにする。

活動事例

１．健幸情報を発信する健幸アンバサダー通信作成（認証を受け、全国に広く発信）
包括的性教育をテーマにしたパンフレットを看護学科生が作成
スマートウエルネスコミュニティ協議会が承認を行ってきたパンフレットで「性教育」を取り扱い、
かつ学生が制作したのは初
全国の健幸アンバサダーやサポーターが制作したパンフレットを活用することで
SDGsの目標「3.すべての人に健康と福祉を」「5.ジェンダー平等を実現しよう」の実現に貢献

2．Happiness Meetingにて研究経過発表

成果

学生にとって、重要かつ関心のあるテーマに取り組んだことで、自らが、身近で悩む仲間に声をかけてい
くきっかけにつながっている。

全国の健幸アンバサダー、自治体や企業などのサポーターに配信。保護者や学校の先生など、身近な人か
らの性教育を通じて、『性』と『生きる権利』を守ることにつなげている
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教員・学生の声：就職活動において専門性をアピールする材料となる

・就職活動の面接時にSWA資格がPR材料になった。

・大学進学率が72％で大学の卒業証書だけでは、就職が難しくなっている。

・SDGsの取り組みとして実施

武蔵野大学（5/6実施）名寄市立大学（7/11実施）
順天堂大学（7/7実施）常葉大学（8/19実施予定）で開催

看護・福祉・健康関連大学での授業やゼミとしてSWA養成を実施

2021年8月24日武蔵野大学での様子
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健幸アンバサダー活動表彰

自治体部門 優秀賞 栃木県足利市

健幸アンバサダー
の取り組みの目的

身近な人から健康情報を伝えることで、健康無関心層を関心層に取り込むことを期待した

活動事例
・健幸アンバサダー通信と一緒に自治体が発行する感染予防のチラシ等を同封し送っている。
・地域のイベント等で住民が集まる場所を健幸アンバサダーに情報提供している。

成果

コロナ禍のため、一か所の会場で講座を行うのではなく、市内５会場に分かれて講座を行うことで感染対
策をしつつ、講座を実施した。コロナ禍での自粛生活による健康二次被害が注目されているタイミングで
講座を実施することで、自身の状態と重ね合わせながら講座を受講することができたと意見がみられ、必
要な情報を適切なタイミングで提供することができた。
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健幸アンバサダー活動表彰

団体部門 優秀賞 静岡県食育協会

健幸アンバサダー
の取り組みの目的

情報があふれ、変化が目まぐるしく、何が正しい情報化判断が難しく、振り回されている方が多いのが現
状です。
未来を担う子どもたちや保護者、経済を担う成人に対し、「正しい知識」の普及活動としてアンバサダー
通信を活用させていただく。

活動事例
みそづくり、食育の会、子育ての会、食育キッチン、親子で食育、キッズキッチンなどでアンバサダー通
信配布、内容説明

成果
正しい情報を知ることで習慣が変わる
（ウォーキング、休み時間のスクワット、座りすぎないなど）
買い物の内容が変わる。和食にするなど、皆さんの行動が変わりました。
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健幸アンバサダー活動表彰

個人部門 優秀賞 大橋珠江様

健幸アンバサダー
の取り組みの目的

健康寿命を延ばし、若年世代の負担を軽減する。
長命⇒長寿へ、生涯自分らしく生きられる人を増やす

活動事例
情報共有、筋肉体操等を実際に行う
アンバサダー通信のチェック項目をチェックして自覚を促す

成果 歩くことやスクワットの必要性を実感し、日常生活で実践する人が増えてきました
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健幸アンバサダー
の取り組みの目的

健幸な人を増やしたい。しっかりと情報を届けて、健幸になってほしいと思ったので。

活動事例
地域のＳ型デーサービスにて、健幸アンバサダー通信を渡し、体操などをやってもらう
毎月している子育てサロンで情報を流したり、健幸アンバサダー通信を渡したりしている。

成果
コロナ禍で情報が届かない人や運動不足な方に健幸アンバサダーの情報が届き、少しづつ外に出たり、体
操したりする人が増えたと思います。
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健幸アンバサダー
の取り組みの目的

直接お会いしてお伝えする事や、メール・電話などで情報をお伝えして賛同してくださる方を増やしたい
から

活動事例 食育講座にてアンバサダー通信の配布（味噌づくり教室も含む）

成果
コロナ禍で情報が届かない人に正しい食の知識を届ける
和食の必要性についてや、栄養バランスの知識について普及啓発できている
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SWAプロジェクト掲載記事

（広報見附 2017年11月）
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『社会保障制度が危機にある中、原点に立ち返り自助を育む。そんな応援団が登場した。』
2017年9月16日 日本経済新聞

SWAプロジェクト掲載記事
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■三島市SWA養成PJ

『年度内300人以上養成予定』

『市民レベルでの“健幸伝道師”の育成』

『予防体操を組み込んだ“サルコペニア”対
策』
※写真は体操を実施する参加者

『SWA情報を上手に伝える“伝達力向上
講座”』

SWAプロジェクト掲載記事
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SWAプロジェクト掲載記事

『高齢になっても地域で元気に暮らせる社会を目指し健幸づくりを支援する』
『上手に情報を伝えるコミュニケーション能力を学ぶ』

2017年9月14日 静岡新聞

『高齢になっても地域で元気に暮らせる社会を目指し健幸づくりを支援する』
『上手に情報を伝えるコミュニケーション能力を学ぶ』

2017年9月14日 静岡新聞


