
「三重とこわか健康マイレージ」取組協力事業所一覧
令和元年12月31日

No. 所 在 地 電 話 HPアドレス 名称 対象 内容
サービス
開始日

（予定日）
ＰＲ内容

1
桑名市寿町３－６
７－２

0594-27-2130
http://www.nicho.
co.jp

健康イベ
ント

住民

薬局にて健康イベントを開催
隔月ごとに測定会実施（血管
年齢、骨健康度、肌年齢）
熱中症対策や紫外線対策など
季節に応じた内容もありま
す。

地域社会に貢献する医療サー
ビス提供企業として、地域住
民の皆さまの健康維持、管
理、未病意識の向上などを目
的とした健康イベントを開催
しています、処方せんがなく
ても参加できます！お気軽に
お越下さいね。

2
いなべ市大安町門
前1530

0594-87-1232

①Ｏｎｅ
大安健康
チャレン
ジ
②Ｏｎｅ
大安
ウォーキ
ング
③健康メ
ニューの
提供

①従業員
（期間従
業員・常
勤嘱託社
員含む）
②従業員
（期間従
業員・常
勤嘱託社
員含む）
及び家族
③従業員
（期間従
業員・常
勤嘱託社
員含む）

①健康に有効な１２のチェッ
ク項目を設定したカードを配
布し、個人及び小集団で向上
を目指す。
②元気クラブいなべとコラボ
しウォーキング大会を開催
（例年５月に開催）継続的な
運動習慣づくりを進める。
③会社食堂で提供されている
健康メニュー（低カロリー/
野菜増量/減塩）を食べるこ
とにより食事バランスの意識
を高める。

すでに実
施してい
る

デンソー大安製作所では、７
年前から健康経営への取り組
みを始めており、運動会・
ウォーキングイベントの開
催、社員食堂の改善等を進め
てきました。現在は、健康リ
テラシーの高い人づくりを目
指し、「Ｏｎｅ大安健康チャ
レンジ（＝健康経営の小集団
活動）」を基軸として、個人
及び小集団で自主的に健康の
維持・向上に取り組む活動を
推進しています。

3
員弁郡東員町大字
山田1600番地

0594-86-2800

http://www.town.t
oin.lg.jp/content
s_detail.php?co=n
ew&frmId=7021

ラジオ体
操

従業員
（職員）

就業前にラジオ体操放送を行
う

12月

東員町の健康づくりポイント
事業対象者は20歳以上の東員
町民又はマイレージ取組協力
事業所に勤務している者であ
るため、東員町役場が取組協
力事業所となることにより、
全職員が健康づくりポイント
事業対象者となり、職員の健
康増進を図ることができる。

事業所・施設名

株式会社デンソー大安製作所

東員町役場

日本調剤 桑名中央薬局
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「三重とこわか健康マイレージ」取組協力事業所一覧
令和元年12月31日

No. 所 在 地 電 話 HPアドレス 名称 対象 内容
サービス
開始日

（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

4
四日市市楠町北五
味塚1215－1

059-397-7770
http://kusupo.web
.tc2.com

くすぽマ
イレージ
チャレン
ジ

住民
楠スポーツクラブ主催教室、
イベント参加の皆様、クスポ
会員の皆様に100ポイント

H30.12.1

総合型地域スポーツクラブで
す。
地域住民が自主的、主体的に
クラブ運営をし、人々が身近
な地域でスポーツに親しむこ
とのできる新しいタイプのス
ポーツクラブです。スポーツ
を通じて健康づくり、仲間づ
くり、まちづくりをしましょ
う。

5

四日市市霞二丁目
１番地の１
四日市港ポートビ
ル４階

059-361-1020
http://www.uyeno-
group.co.jp

健康Walk 従業員
毎年10月～11月に各人からの
参加を募り、Walking競争を
実施

当社では、健康づくりへの取
組として、年1回「健康
Walk」を開催し、一定期間の
歩く距離数を競っておりま
す。今後も職員の健康増進を
図っていきたい。

6
四日市市黒田町３
９５番地

059-394-3187 整備中
健康チャ
レンジ

従業員

個人目標を設定し、各自健康
増進に努める。年1回の健康
診断を受ける。毎日牛乳を飲
みカルシウムを取る。毎日
ヨーグルトを食べ庁内環境を
整える。

7
四日市市富士町１
－２７

059-330-1515
https://www.fujie
lectric.co.jp/

富士電機
体操

健康づく
りアプリ
の利用促

進
ドッジ
ボール大

会
健康メ
ニュー

従業員
（健康づ
くりアプ
リの利用
促進は健
康保険組
合加入
者」）

就業前に職場単位で集まり、
構内放送での音楽に合わせて
体操をする。
スマホアプリを利用して、健
康情報の受信、健診結果の閲
覧、歩数計の確認等を行う。
毎秋、職場ごとに編成した
チームでドッジボールを行
い、健康増進および職場内外
の交流を図る。
社員食堂で健康メニュー「ヘ
ルシーＢＯＸ」を提供し、食
事のバランスを整えながら意
識付けを行う。

富士電機（株）三重工場で
は、社員の健康保持増進や健
康意識向上のため、健康づく
りイベントを通した運動機会
の提供や、健康メニューを利
用した食事への意識付けサ
ポートを実施しています。こ
れからも運動や食生活を中心
に健康サポートに取り組んで
いきます。

特定非営利活動法人
楠スポーツクラブ

伊勢湾防災株式会社

有限会社 四日市酪農

富士電機（株）三重工場
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8
四日市市御薗町１
丁目３番地１

059-345-3111

ラジオ体
操

各種取組
健康診断
受診率
100％

従業員

就業前にラジオたいそうの放
送を行う
社員10,000人いきいき健康
ウォーキング、
ソフトバレー大会、支店レク
レーション
健康促進講演会（メンタルヘ
ルス、衛生講話）
健康診断または、人間ドッグ
全員受診

9
四日市市西大鐘町
３３０

059-337-1122
ラジオ体

操
従業員

月～土曜日の１０：００・１
５：００にラジオ体操

健康経営への取組を次の３点
にて実施しています。
①2010年より（各人の）月平
均38時間以上の時間外労働を
36協定により禁止
②受動喫煙防止のため建屋内
を全面禁煙
③ラジオ体操の機会を（ＶＤ
Ｔ作業対策を含めて実施する
ため）就業時間の途中に１日
２回設定

10
四日市市諏訪町１
１－６

059-351-6405
http://www.suwace
nt.com

ラジオ体
操

組合員
就業前に、毎朝ラジオ体操を
実施

四日市諏訪商店街振興組合
が、駐車場運営・管理、そし
て商店街の発展活動を行って
います。各店舗がそれぞれ知
恵を出し合い、商店街で一致
団結し、街の活性化と地域の
発展を盛り上げていくべく、
エキサイトバザールなど様々
なイベントを企画しておりま
す。観て楽しい、食べて楽し
い、遊んで楽しい！そんな、
また来たくなる商店街を目指
して街のみんなで協力して頑
張ってまいりますので、どう
ぞよろしくお願いします。

山九株式会社 三重支店

河村産業株式会社

四日市諏訪商店街振興組合
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令和元年12月31日
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（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

11
四日市市山之一色
町８００番地

059-330-1007

①ウォー
キング選
手権
②栄養バ
ランス食
提供
③健康教
育

従業員
（嘱託・
派遣含
む）

①つまずき、転倒予防を目的
に、運動習慣づくりを目指し
て、1日の合計歩数を意識す
ることで、筋力低下防止につ
なげる。
②３色＆食もぐもぐ運動の一
環として、不足しがちな野菜
を補うため、栄養バランスの
とれた食堂とのコラボメ
ニューを提供している。
③全国労働衛生週間に「無
煙・禁煙教室」「血糖値改善
教室」を開催、生活習慣病重
症化予防に取り組んでいる。

四日市工場では、従業員の代
表であるＴＨＰ専門委員会メ
ンバーを中心に、健康づくり
イベントを進めています。個
人はもちろんのこと、職場を
ひとつの単位としたチーム構
成や年間ポイント取得制度を
導入することで、従業員同士
のコミュニケーション活性の
場にもなっています。

12
四日市市山の城町
５－８

059-351-5131
http://mie-
suzukan.shopo-
pro.jp/

①朝のラ
ジオ体操
②歩こう
会

社員全員

①朝のミーティング前にラジ
オ体操第一をする
②四日市を歩こう（ＡＲＵＫ
Ｕから）

毎日のラジオ体操
歩こう会のイベント→従業員
同士の交流
少しづつ色々なイベントをし
ていきたい（健康に対して
の）

13
四日市市山田町８
００番

059-340-0800
http://www.taiyok
agaku.com

①ラジオ
体操
②社内レ
クリエー
ション開
催
③健康に
配慮した
メニュー
の提供

①従業員
②従業
員・家族
③従業員

①朝礼前にラジオ体操を行う
②社内スポーツクラブ主催
で、ボーリング大会等のレク
リエーションを実施
③健康診断前には肥満予防な
どテーマを決めたメニューの
提供、毎日30品目の食材を使
用、ビュッフェスタイルでも
野菜を多くバランスよく自分
に適した量を選択できる工夫
をしている

社員食堂では、メニューのカ
ロリー、塩分の表示、各テー
ブルに卓上ポップを設置し、
健康に関する情報を提供して
います。また、当社ではサプ
リメント事業を実施している
ため、各サプリメントを常備
し、社員の健康増進、健康意
識向上をサポートしていま
す。

14
四日市市諏訪栄町7
－34
近鉄四日市５階

059-350-4333
http://www.muji.n
et/store/

MUJI
ウォーキ
ング

住民

四日市市内の名所や旧東海道
を歩き地域の良さを知る機会
をつくる。また歩くことで健
康に繋がることを参加者の方
に知って頂く。そしてヘル
シーな食事を食べて学ぶ場の
提供。

無印良品近鉄四日市は全国で
もまだ数少ない地域とのつな
がりを大切にし実践するコ
ミュニティ店舗です。四日市
市を中心に三重県の食材・素
材を使って販売やワーク
ショップの出店者様、これら
の方々の活動を後押しできる
ように無印良品として役に立
つ活動を積極的に行っていま
す。

キオクシア株式会社 四日市
工場

スズカン（株）

無印良品近鉄四日市店

太陽化学株式会社
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「三重とこわか健康マイレージ」取組協力事業所一覧
令和元年12月31日

No. 所 在 地 電 話 HPアドレス 名称 対象 内容
サービス
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（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

15
三重郡朝日町柿
1423-1

059-377-4115
http://ikeda-
dance.com/

①フィッ
トネスタ
イム
②社交ダ
ンス
③クラ
シックバ
レエ
④フラダ
ンス

住民

①元気ダンス、バレエエク
サ、ボクササイズ、ボール、
サルサなどのエクササイズを
40分行うごとに１ポイント進
呈
②社交ダンスレッスンを30分
受けるごとに１ポイント進呈
③クラシックバレエレッスン
を30分受けるごとに１ポイン
ト進呈
④フラダンスレッスンを30分
受けるごとに１ポイント進呈

11月

ダンス、クラシックバレエ、
フラダンス・・・などなど各
種エクササイズの教室です。
午前中にフィットネスタイム
を設け、お子様からご年配の
方まで楽しく通って頂いてお
ります。
各種エクササイズを通して、
心も体も元気、元気になりま
す♪

16
三重郡川越町豊田
一色５１５－１

059-364-5081
http://www.tyjd.c
o.jp

ウォーキ
ング講座

住民

・基本的なウォーキングの姿
勢
・効果的なウォーキングの方
法
・家でもできる筋力トレーニ
ング

第３日曜日 無料

3月

「気づいて動いて健康生活」
「安全で効果的な運動を低体
力者から健常者まで」。指導
者はこれまで、健康推進課、
高齢課介護課で糖尿病予防、
ウォーキング、メタボ予防等
を講座で指導、サークル、地
域に根差す健康リーダー、健
康推進員の育成にも関わって
いる。

17
三重郡川越町豊田
一色５１５－１

059-364-5081
http://www.tyjd.c
o.jp

ウォーキ
ング講座

住民

・基本的なウォーキングの姿
勢
・効果的なウォーキングの方
法
・家でもできる筋力トレーニ
ング

第３日曜日 無料

3月

「気づいて動いて健康生活」
「安全で効果的な運動を低体
力者から健常者まで」。指導
者はこれまで、健康推進課、
高齢介護課で糖尿病予防、
ウォーキング、メタボ予防等
を講座で指導、サークル、地
域に根差す健康リーダー、健
康推進員の育成にも関わって
いる。

株式会社 イケダダンスス
ペース

株式会社TYJD DANCE
STUDIO（カブシキガイシャ
ティーワイジェイディーダン
ススタジオ）

株式会社TYJD DANCE
STUDIO
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18
三重郡川越町大字
亀崎新田字朝明87
番地１

059-365-4585
ｈｔｔ
ｐ://www.jera.co.
jp

かわごえ
キラキラ
体操

従業員

川越火力発電所が立地する川
越町が健康維持・増進を図る
ことを目的に作られた川越町
健康体操「かわごえキラキラ
体操」を、就業開始時に行
う。

毎朝の就業開始時に体幹強化
やロコモ予防に効果がある体
操を取り入れることにより、
運動習慣のある社員はもちろ
んのこと、運動習慣のない社
員に対しても体を動かすきっ
かけづくりとなっています。
今後も、この体操のように気
軽に無理なく取り組めるもの
を積極的に取り入れ、社員の
健康維持・向上を図っていき
ます。

19

鈴鹿市南玉垣町
3500番地3 鈴鹿医
療科学大学白子
キャンパス内

059-389-7762
http://www.roboca
re.jp/suzuka

HAL®を
使って健
康増進運
動

住民
HAL®腰タイプを使用して運動
することで無理なく足腰を鍛
える

R1.7.1
装着者の意思に従って動作す
るロボット「HAL®」を使用し
たトレーニング施設です

20
鈴鹿市住吉3丁目
32-14

059-370-8160
http://www.ohenok
i.com

・健康講
話
・ﾄﾚｰﾆﾝ
ｸﾞ指導
・怪我を
しづらい
体づくり

住民

各分野の専門家の先生が体の
事に対する講義やトレーニン
グ方法や各エクササイズを実
施

R1.8.1

医療、介護、健康増進の3本
柱で、各専門家が皆様の健康
をサポートさせていただいて
おります。
医療部門の接骨院では、外部
活動でけがの予防を中心とし
た講義やトレーニング指導を
行っており、鈴鹿アンリミ
テッドFCのメディカルサポー
ターとしても務めておりま
す。

21
鈴鹿市住吉3丁目
32-15

059-370-8161
http://www.ohenok
i.com

体につい
ての勉強
会

従業員
体の知識を身につけ、自分自
身または患者様に健康づくり
の提案を行う

〃 〃

22 亀山市亀田町466-1 0595-98-6755
http://www.nicho.
co.jp

健康イベ
ント

住民

・薬局にて健康イベント開催
月に1回、血管年齢測定会、
骨健康度測定会、肌年齢測定
会など
・季節に応じた内容もあり。

９月頃

地域社会に貢献する医療サー
ビス提供企業として、地域住
民の皆さまの健康維持、管
理、未病意識の向上などを目
的とした健康イベントを開催
しています。
処方せんがなくても参加でき
ます！お気軽にお越しくださ
いね。

日本調剤 亀山薬局

おおえのき接骨院

おおえのき接骨院

株式会社JERA 川越火力発電
所

鈴鹿ロボケアセンター株式会
社
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23 津市柳山津興1548 059-213-8668
http://www.mie-
hewcoop.jp/

健康づく
りチャレ
ンジ

住民

各自でトレーニング目標を設
定し2ヶ月間取り組み、報告
を提出していただきます。目
標はパンフレット記載のト
レーニングメニューのほか、
各自で設定していただいても
構いません。

すでに実
施してい
る

みえ医療福祉生活協同組合
は、みなさんの健康づくりを
サポートしています。健康づ
くりを継続するコツは、簡単
にできる事からスタートし、
体の小さな変化を感じる事が
大切です。まずは気軽にでき
る事から始めてみましょう。

24
津市大門２４－１
２

059-223-0090

①健康づ
くりウ
オーキン
グ

②まちの
保健室

③ラジオ
体操

市民

①津市大門通り商店街・街の
駅だいもん内の「健康づくり
受付所」をスタート＆ゴール
として４つのコースを楽しく
ウオーキング。ポイントを集
めて商品と交換できる。
②毎月第1土曜日11時から街
の駅だいもん内にて、健康づ
くりサポートする場として、
健康チェック、健康相談を開
催してます。
③津市大門大通り商店街交差
点にて午前11時よりラジオ体
操を行っています。

H30.10.1

津市大門大通り商店街では、
1年を通じて、様々なイベン
ト、行事を開催しておりま
す。
「まちなか健康づくりの商店
街」として、健康づくりウ
オーキングも始めました。
「一店逸品健康リフレッシュ
商品」で個店の魅力アップ
し、健康を売り、サービスす
る。
街の駅だいもん内には、免税
店もあります。（一般のお客
様もお買い求め出来ます。）

25
津市高茶屋7丁目1
番1号

059-234-2131
http://www.imuray
a-group.com/

①ラジオ
体操
②食堂に
てヘル
シーメ
ニューの
提供
③ウエル
ネスフェ
アの開催

従業員

①毎朝就業前に構内放送を流
し実施
②毎日提供する定食3種類の
中の１つをヘルシーメニュー
として提供
③半年に1回程度食堂にて管
理栄養士の指導、測定機器に
よる計測、ヘルシードリンク
の試飲など

すでに実
施してい

る

26
津市久居井戸山町
字東興16番地の２

059-255-5171
http://hisaiunsou
.com/

①運動不
足解消の
提供

②ボーリ
ング大会
③健康診
断受診
100%受診
推奨

①③従業
員

②従業
員、家族

①平日毎朝、事務職全員でラ
ジオ体操の実施
②年二回（2月、8月）ボーリ
ング大会の開催
③健康診断全員受診推奨の実
施

みえ医療福祉生活協同組合

津市大門大通り商店街振興組
合

井村屋グループ株式会社

久居運送株式会社
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27
津市美里町穴倉４
３８番地

059-279-3311
http://www.tsu-
yamato.co.jp/

健康チャ
レンジ

従業員
各自で目標を設定し、無理の
ない範囲でチャレンジしてい
くこと。

既に始め
ている

運送事業＝健康事業のイメー
ジアップに取り組んでいきま
す。

28
津市一身田上津部
田1578-7

059-253-1173
http://mie-
link.com/

健やかイ
ベント

住民

薬局にて健康イベント
（ウォーキング大会、ミニ健
康講座等）を開催（不定期）
詳細はお電話・店頭にてお問
い合わせいただくか、Ｆａｃ
ｅｂｏｏｋにてご確認くださ
い。

わたしたちがお届けしたいの
は、おくすりではなく「健
康」です。健やか薬局は、地
域の皆さまの健康をお手伝い
致します。健康や食事の相談
は処方せんのないときにでも
どうぞ。

29
津市河芸町上野１
４２－１

059-245-1133
http://adler.half
moon.jｐ/

健康セミ
ナー

従業員

お客様に健康づくりをご提供
する為、従業員一人ひとりの
健康管理に取り組み健康に関
する知識を学び、お客様にア
ドバイス出来るよう進めて参
ります。

H31.4.1

いつまでも健康な笑顔をいじ
するために、はじめての方に
はカラダにやさしいプール中
心の健康づくりをオススメし
ています。
健康づくり はじめよう。

30
津市西古河長４－
１２

059-225-1855
http://www.eiyuka
n.com/

健康セミ
ナー

従業員

お客様に健康づくりをご提供
する為、従業員一人ひとりの
健康管理に取り組み健康に関
する知識を学び、お客様にア
ドバイス出来るよう進めて参
ります。

H31.4.1
水泳指導一筋48年
おもしろ 楽しく
元気の出る館

31
津市高茶屋小森町
４１０１－１

059-234-1666
http://www.kujira
-japox.com/

健康セミ
ナー

従業員

お客様に健康づくりをご提供
する為、従業員一人ひとりの
健康管理に取り組み健康に関
する知識を学び、お客様にア
ドバイス出来るよう進めて参
ります。

H31.4.1

いつまでも元気な笑顔でいて
ほしいから「くじら」では、
初めてでも”かんたん”で”
らくらく”なプール中心の健
康づくりをお手伝い致しま
す。
ゆうゆうと泳ぎ「くじら」の
ように未来という大きなうみ
へ！

32 津市一色町２１１ 059-229-3543
http://www.ja-
tsuage.or.jp/

ラジオ体
操

従業員 朝礼時にラジオ体操を実施 既に実施

株式会社 ヤマト

アサヒスイミングスクール
アサヒスポーツクラブ
千里

健やか薬局 上津部田店

アサヒスイミングスクール
アサヒスポーツクラブ
くじら

津安芸農業協同組合

津アサヒスイミングスクール
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33
津市久居射場町４
４

059-255-4511
http://www.cycle-
sky.com/

サイクリ
ングイベ
ント

住民
年に数回不定期ですが、サイ
クリングイベントを通じて健

康増進を。
既に実施

2017年5月自転車活用推進法
が施行されました。
今、環境に優しく健康的な自
転車が見直されています。
しっかりと整備された安全な
自転車で”楽しいサイクリン
グを”
おススメスポットから、ルー
ト案内まで、サイクルステー
ションｓｋｙにおまかせ下さ
い！！

34 津市戸木町5141-2 059-255-2695
http://www.kes-
endo.co.jp/

ラジオ体
操

従業員
就業前にラジオ体操（第一）
を行う

35
津市久居射場町44
番地2F

059-272-4515

更年期世
代と加齢
のための
健康セミ
ナー

40代～70
代住民

40代に入るとホルモン低下に
よる体調不良が起こる。原因
は血と骨と体内水分量バラン
スが崩れるから。対処法のア
ドバイスを行う。

2020年より全国女性の半分が
50代以上の更年期世代。更年
期障害の辛い症状がなくても
確実に血と骨と体内水分量は
低下しもろくなっている。一
方、不定愁訴の症状がある方
は、婦人科でも”辛さは当た
り前。誰もが通る道”といっ
て親身に対処してくれないの
で、約10年は辛さを我慢して
きた。しかし、ホルモンバラ
ンスを整え、元気になり、若
さ維持の対処法がある。それ
らを知って第2の人生を快活
にする活動をしています。

36 津市江戸橋1-125 059-236-1055
https://www.nicho
.co.jp

健康イベ
ント

住民

薬局にて健康イベント開催
隔月で測定実施（血管年齢、
骨健康度、肌年齢など）
熱中症対策や紫外線対策など
季節に応じたイベントあり

地域社会に貢献する医療サー
ビス提供企業として、地域住
民の皆さまの健康維持、管
理、未病意識の向上などを目
的とした健康イベントを開催
しています。
処方箋がなくても参加できま
す！気軽にお越し下さいね。

pompadour～ポンパドール～

サイクルステーションｓｋｙ

日本調剤三重大前薬局

株式会社 遠藤製作所
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37 津市末広町24-32 059-225-3171
https://www.tsush
iundoshisetsu.jp/

①健康
チャレン

ジ
②運動
チャレン

ジ
③健康発

信

①従業員
②住民
③住民

①・朝食の必要性や大切さを
啓発
・体重計・血圧計を設置し、
健康管理を推進
②健康教室及びスポーツイベ
ントを開催し、運動するきっ
かけづくりを提供
③若年層への健康意識を啓発
するため、食事・運動・睡眠
などの重要性についてチラシ
作成と配布

我々は運動施設を運営管理し
ていることから、子どもから
高齢者まで楽しめるスポーツ
イベントや健康教室をたくさ
ん開催しております。
人生100年時代を健康という
テーマに皆さんのお手伝いを
させていただきたいと考えて
おります。
一緒に笑顔で過ごしましょ
う。

38
三重県多気郡大台
町久豆199

0598-78-8888
https://osugidani
.jp/

自然で五
感を刺激
する体験

県民

自然豊かな大杉谷で自然を
テーマにしたゲームを楽しみ
ます。軽く体を動かしなが
ら、五感意識を高め、人との
交流を楽しみ心身の健康を目
指しましょう！

H30.3.1

大杉谷自然学校は年間を通じ
多くの自然体験を実施してい
ます。豊かな自然と澄んだ空
気の中、人との交流を通じて
健康増進の機会を提供できれ
ば幸いです。

39
三重県多気郡多気
町五桂1169-142

0598-30-5266
http://www.bankyo
.com

ダラソン 従業員

毎月1回会社から五桂池周辺
まで清掃活動をしながらマラ
ソン練習＆ウォーキングを実
施。環境活動と健康づくりを
一緒におこなうイベント。

H31.4.1

1960年に神戸市長田区にて創
業した万協製薬株式会社は、
1996年11月に現在地に本社工
場を移転し、以来、外用剤の
設備導入並びに工場増築を続
け、現在に至ります。「日本
に万協製薬株式会社があって
良かった！」と言って頂ける
ような明るい会社を目指し
て、社員一同、精進しており
ます。

40
三重県多気郡多気
町仁田725-1

0598-30-5266
http://takikogyo.
com/

運動会
会員・会
員家族

会員・会員家族参加で健康増
進のため年に1回運動会を開
催。

H31.4.1

多気町、周辺市町村に立地す
る製造業者間の交流を図り、
町の活性化に資することを目
的とした組織です。
多気工業会 入会企業募集中
です。

41
松阪市駅部田町
1619-24GJ2階

090-2610-8953
https://www.himaw
arismile.com/

笑いヨガ 住民
笑いの体操とヨガの呼吸法を
組み合せた健康法を鈴の森公
園で無料で実施。

R1.9月以降

笑うことは年齢、性別関係な
く誰でも出来ます。服装は自
由、道具はいりません。免疫
力アップ、ストレス解消、自
己肯定力アップなど心身共に
健康になれる健康法です。

笑いと健康の研究所

特定非営利活動法人 大杉谷
自然学校

万協製薬株式会社

多気工業会

津市海浜公園内陸上競技場及
びテニスコート
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42
伊賀市三田字東大
町410-1

0595-24-1811

体力
チェック
AJTA大会
健康セミ
ナー

従業員

・各職場、各班毎に体力
チェックを実施
・オフィスAJTA大会開催
・伊賀市健康づくり出前講座
より講師を依頼してメンタル
ヘルスセミナーを実施

8～9月頃
11～12月
頃
7月頃

当事業所は、業界初の光触媒
コートを施した窯業系サイ
ディング「光セラ」外装材、
また新素材の軽量厚型屋根材
「ROOGA]の製造など、常に新
たな住宅価値の創造に向けて
チャレンジを続けています。
ぜひ、お近くにお寄りの際
は、お越し下さいませ。

43
伊賀市平野西町1番
1

0595-24-5111

①ボウリ
ング大会
②親子あ
ぐり料理
教室

③ウォー
キング大

会

①JAいが
ふるさと
女性組織

会員
②住民
親子

③JA伊賀
ふるさと
女性組織

会員
JAいがふ
るさと年
金友の会

会員

①準備体操とボーリング２G
②地元農産物を使用した料理
教室（実習・試食） お野
菜クイズ
③9月下旬に奈良公園周辺(約
5キロ）をウォーキング

6月～
農と食・緑を育み、豊かな生
活づくり潤いある地域づくり
に貢献します。

44
三重県多気郡明和
町中村1223番地

0596-55-6200
http://www.aeon.c
om/store/イオン/
イオン明和店

モール
ウォーキ
ング

住民
ラジオ体操を実施後、館内を
ウォーキング

イオンモール明和（ファッ
ション、飲食、サービスなど
の専門店で構成されたショッ
ピングモール）のなかに核店
舗として入店しております。
新鮮な野菜、魚をはじめ地域
のギフトなどの品揃えや衣料
品、日常生活品など日常生活
にかかせない商品を多数品揃
えしております。

伊賀ふるさと農業協同組合

ケイミュー株式会社 伊賀事
業所

イオン明和店
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45
三重県松阪市船江
町1392-27

0598-52-4711
http://www.matsus
aka-marm.com

マーム
ウォーキ
ング

住民の皆
さま

店内設置２コース（２階フロ
ア、階段）をウォーキングし
て頂けます♪

館愛称のマーム（ＭＡＲＭ）
とは「Matsusaka（松阪）+Re
（くりかえし）+Message
（メッセージ）」の略。１階
は「食品と暮らしのフロ
ア」、２階は「ファッション
と装いのフロア」、３階は
「生活雑貨・子供と家電のフ
ロア」。１階に郵便局・第三
銀行、２階には公民館も入居
し、イオンとともに地域のお
客さまの集える場所、便利な
お店として支持頂いておりま
す。

46 津市桜橋3-446 059-226-3226
http://aeon.com/s
tore/イオン/イオ
ン津店/

モールウ
オーク

住民
毎月15日にモールウオークの
チェックポイント６ヵ所のス
タンプ取得で粗品進呈

7月15日

○イオンお買い物アプリでの
お買い物特典
○WAONポイントでお買い物ご
とにポイントが貯まる
○お客さま感謝デー２０日・
３０日イオンカード、ワオン
カードでお買い物割引
○ありがとうデー毎月１０日
基本ポイント５倍
○毎月１５日G.G感謝デー５
５歳以上のお客さまG,GWAON,
ゆうゆうWAONでお買い物割引
５％（一部除外品切手、たば
こ、商品券、ギフト券など）

47
津市久居明神町風
見2660番地

059-255-1811
http://www.aeon.c
om/store/

①館内ウ
オーキン

グ
②健康教

室

住民

①来店されるお客さまに館内
の決められたルートをウオー
キングしてもらいます。
②店内の専門店カーブスさん
と合同で開催。12種類のスト
レッチ体験、骨密度のチェッ
ク・握力測定なども併せて実
施。

イオン久居店では、ご来店い
ただくお客さまの、健康増進
に、館内ウオーキングや健康
教室の機会をご提供させてい
ただくことで貢献できればと
考えています。イベント開催
時は是非ともご参加ください
ませ。

48
伊勢市楠部町乙１
６０－２

0596-26-1851

イオン健
康づくり
チャレン
ジカード

従業員・
住民

毎月第二・第四土曜日に朝
9：30～45分まで健康体操を
実施

１２月～

49
鳥羽市大明西町1番
1号

0599-26-5131 検討中 検討中 検討中 検討中

イオン津店

イオン久居店

イオン鳥羽店

イオン伊勢店

イオン松阪店
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50
志摩市阿児町鵜方
３２１５

0599-43-9111 住民

イオン阿児店１階ファーマ
シー売場に
備え付けの血圧計で血圧測定
された
お客様にスタンプ１個押印

１２月～

毎月１５日は５５歳以上のお
客さま限定のお買得企画「GG
感謝デー」を開催いたしま
す。

51
尾鷲市倉ノ谷町２
－１７

0597-22-9111

イオン健
康づくり
cじゃレ
ンジカー

ド

お客様

①毎日1日1回のみ、店内
ウォーキング実施でスタンプ
1個押印（決められたルート
あり）
②５のつく日は、スタンプ2
個押印。
③ポイントが30個たまった
ら、減塩商品プレゼント。
④市町が発行の手帳などに
も、同じく押印。（５のつく
日は、スタンプ1個押印とな
る。）

・尾鷲市唯一の総合ショッピ
ングセンターです。
・新鮮な地場の野菜、鮮魚を
毎日お求めやすい価格で提供
させていただきます。
・毎日20日30日はイオンカー
ドご提示、WAONカード支払い
で食料品など５％引き
・毎日15日はG・G感謝デーと
して、G・Gカード対象者さま
食料品５％引き。
是非ご利用下さいませ。

52 熊野市井戸町353-1 0597-89-5111 検討中 検討中 検討中 検討中

53
四日市市日永４丁
目２－４１

059-346-8811 http://kayosa.com 健康体操 住民

7月20日（土）～８月31日
（土）までの毎週土曜日、15
分程度で簡単なストレッチ体
操を実施

54
四日市市富洲原町
２番４０号

059-361-6000
http://www.aeon.j
p/sc/yokkaichikit
a/

モール
ウォーキ
ング

住民

ウォーキングコースを完歩に
てイオン健康づくりチャレン
ジカードにスタンプを１つ押
します。（スタンプは1日1個
限り）
（特典）スタンプがいっぱい
になりましたらトップバリュ
-商品の詰合せと交換致しま
す。
※スタンプカード・商品のお
引換は１階サービスカウン
ターまでお越しください。

H30.12.26

55
四日市市尾平町字
天王川原1805

059-330-0600 検討中 検討中 検討中 検討中

56
いなべ市大安町高
柳1945

0594-88-0111
ラジオ体
操

従業員・
お客さま

毎週火曜日、日曜日 午前9
時から
一階 フードコート内にて

11月

イオン大安店で週二回ラジオ
体操！ 30ポイントためて
「三重とこわか健康応援カー
ド」を取得しましょう！

イオン大安店

イオン阿児店

日永カヨー ショッピングセ
ンター

イオン尾平店

イオンモール四日市北店

イオン尾鷲店

イオン熊野店
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「三重とこわか健康マイレージ」取組協力事業所一覧
令和元年12月31日

No. 所 在 地 電 話 HPアドレス 名称 対象 内容
サービス
開始日

（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

57
桑名市新西方１丁
目22番地

0594-24-5555 検討中 検討中 検討中 検討中

58
員弁郡東員町長深
字築田510番地１

0594-86-1230
https://www.aeon.
com/store/イオン/
イオン東員店

①健康づ
くりポイ
ントカー
ド
②健康づ
くりポイ
ントカー
ド
③イオン
東員店健
康作り
チャレン
ジカード

東員町住
民・従業

員

①毎月月末金曜日から３日間
スタートのモールウォーキン
グに参加で３ポイント
イオン東員店健康作りチャレ
ンジカードで1ポイント
②イオン東員店薬局のヘルス
チェック計測し１ポイント
（1P/日）
イオン東員店健康作りチャレ
ンジカードで１ポイント
③東員町ポイントカードで１
５ポイントと換算

11月末

イオン東員店健康作りポイン
トカードを３０Pためて頂く
と、もれなく粗品進呈致しま
す。またこのイオン東員店の
健康づくりチャレンジカード
は東員町健康作りポイント
カードのその他の項目で１５
Pとして換算されます。とこ
わか健康応援カード毎月15日
のプレゼントは2019/1/15・
2/15・3/15・4/15で予定して
います。

59
鈴鹿市庄野羽山4丁
目1-2

059-375-0777
モール
ウォーキ
ング

住民
9月2日「県民健康の日イベン
ト」において館内をウォーキ
ング

H30.9.2

60
鈴鹿市白子駅前9-
20

059-387-1111 血圧測定 住民
店内に設置した血圧計で血圧
を測りスタンプを押印。30個
たまれば景品を進呈

1月

61
伊賀市上野茅町
2519番地

0595-26-2220
http://www.aeon.c
om/store/イオン/
イオン伊賀上野店

①まちの
保健室

②ラジオ
体操

①住民

②住民

①日時:毎月第2土曜日
10:00～13:00

内容：血圧測定、体脂肪
測定、健康相
    談など来室者の記帳と集
計
②日時：平成30年12月1日
（土）より

        毎朝8:15～8:30
場所：2階 緑ヶ丘コー

ト
内容：NHKラジオ体操を

実施

①すでに
実施

②
H30.12.1

・イオン健康づくりチャレン
ジカード発行。①まちの保健
室、②ラジオ体操に参加いた
だくとスタンプを押印。
（１）30個全部押印されると
健康食品プレゼント。（２）
あわせて伊賀市健康マイレー
ジにも押印。（３）30個全部
押印で、三重とこわか健康応
援カード（応募により、発行
日から1年間有効のカード）
が伊賀市から送付される。

62 名張市元町３７６ 0595-63-5241
よくばり
健康体操

住民の方
毎朝8:30より3Fにてよくばり
健康体操とラジオ体操の実施

イオン名張店

イオン桑名店

イオン東員店

イオン鈴鹿店

イオン白子店

イオン伊賀上野店
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「三重とこわか健康マイレージ」取組協力事業所一覧
令和元年12月31日

No. 所 在 地 電 話 HPアドレス 名称 対象 内容
サービス
開始日

（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

63
津市高茶屋小森町
145番地

059-238-5200

http://www.aeon.c
om/store/イオン/
イオンスタイル津
南/

①モール
ウォーキ
ング

②ヘルス
チェック

①住民の
方

②住民の
方

①モールウォーキングのコー
スを歩いていただくと、イオ
ン健康づくりチャレンジカー
ドにスタンプを1個押印（1日
1個まで）
押印場所はイオンスタイル1
階サービスカウンター
②イオンスタイル津南のイオ
ン薬局に設置してある機器で
ヘルスチェック計測をする
と、イオン健康づくりチャレ
ンジカードにスタンプを1個
押印（1日1個まで）
押印場所はイオンスタイル1
階サービスカウンター

・毎月15日はＧＧ感謝デーを
開催。対象のカードでお買物
をしていただくと5％割引
（一部商品除く）でお買物を
ご利用いただけます。
・イオンお買物アプリ・キッ
ズパブリックアプリのご利用
で、毎日のお買物がお得にご
利用いただけます。

64
四日市市朝日町1-3
明治安田生命四日
市ビル１Ｆ

059-352-2161
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

65
四日市市朝日町1-3
明治安田生命四日
市ビル４Ｆ

059-354-0747
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

66
四日市市朝日町1-3
明治安田生命四日
市ビル５Ｆ

059-352-2963
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

明治安田生命保険相互会社四
日市支社

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 四日市東営業部

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 四日市中部営業所

イオンスタイル津南
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「三重とこわか健康マイレージ」取組協力事業所一覧
令和元年12月31日

No. 所 在 地 電 話 HPアドレス 名称 対象 内容
サービス
開始日

（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

67
四日市市富田２－
５－１

059-365-2258
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

68
桑名市中央町４－
３１ 山松本社ビ
ル４Ｆ

0594-22-0561
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

69
桑名市寿町３－１
１ 太平洋桑名ビ
ル３Ｆ

0594-22-0635
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

70
鈴鹿市白子駅前１
９－１７

059-386-2528
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 富田営業所

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 桑名営業所

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 桑名南営業所

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 鈴鹿南営業所
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（予定日）
ＰＲ内容事業所・施設名

71
鈴鹿市算所3-16-30
ハヤカワビル４Ｆ

059-367-3150
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

72
亀山市東御幸町字
実泥４８－１

0595-82-0704
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

73
いなべ市員弁町楚
原１４６１－３

0594-74-2965
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健康増
進活動
（健活）
イベント
②健康増
進セミ
ナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、あ
しながＰウォーク、Ｊリーグ
ウォーキング等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー、その他健康に関する
各種セミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

74
津市羽所町３７５
百五・明治安田ビ
ル８Ｆ

059-228-0361
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 鈴鹿北営業所

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 亀山営業所

明治安田生命保険相互会社津
支社

明治安田生命保険相互会社四
日市支社 員弁営業所
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ＰＲ内容事業所・施設名

75
津市東丸之内３３
－1 津フェニック
スビル８F

059-227-5711
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

76
津市東丸之内３３
－1 津フェニック
スビル８F

059-223-3761
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

77 松阪市西町281－1 0598-23-2292
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

78 松阪市本町2157 0598-21-0876
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

明治安田生命保険相互会社津
支社 津中央営業部

明治安田生命保険相互会社津
支社 津なぎさまち営業所

明治安田生命保険相互会社津
支社 新松阪営業所

明治安田生命保険相互会社津
支社 松阪営業所
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79
伊賀市上野忍町
2673明治安田生命
伊賀上野ビル２F

0595-21-0160
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

80
津市羽所町３７５
百五・明治安田ビ
ル８Ｆ

059-225-8151
http://www.meijiy
asuda.co.jp

①健活イ
ベント
②健活セ
ミナー

住民

①血管年齢測定会、握力測定
会、セルフ健康チェック、MY
ゴルフ会、Jサッカー教室、J
ウォーク等
②健康関連セミナー（健康情
報セミナー、がんを予防する
生活習慣セミナー、乳がんセ
ミナー等）

三重県との包括連携協定の締
結により「三重とこわか健康
マイレージ事業」とタイアッ
プしたイベントを開催させて
いただくこととなりました。
弊社は地域社会の健康増進を
一層推進すべく「みんなの健
活プロジェクト」を全国展開
しております。

81
北牟婁郡紀北町東
長島209番地９

0597-47-0725

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

76名 職員の健康維持の為
すでに取
り組んで
いる

82
北牟婁郡紀北町長
島２１４１

0597-47-0001

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員

職場内における職員の実践
（職員各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ）

同上

83
北牟婁郡紀北町長
島899-1

0597-47-0970

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員

職場内における職員の実践
（職員各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ）

同上

84
北牟婁郡紀北町上
里２７５－２０

0597-36-1601

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員

職場内における職員の実践
（職員各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ）

同上

毎朝（雨の日以外）外に出て
しっかり太陽を浴びながらラ
ジオ体操、昼休みのウォーキ
ングに取り組んでいます。ま
た、給食では減塩メニューを
提供してもらっています。

社会福祉法人 紀北町社会福
祉協議会

紀伊長島郵便局

紀北広域連合 障害者支援多
機能型事業所 紀北作業所

三重紀北消防組合 紀伊長島
消防署

明治安田生命保険相互会社津
支社 伊賀営業所

明治安田生命保険相互会社津
支社 津南営業所
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85
北牟婁郡紀北町船
津８８１番地３

0597-35-0888

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ

同上

86
北牟婁郡紀北町船
津878-1

0597-33-1119

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員

職場内における職員の実践
（職員各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ）

同上

87
北牟婁郡紀北町東
長島769番地１

0597-46-3111

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員

生活習慣病の予防や健康の維
持・増進のためにとりすぎて
いる塩分・糖分・カロリー・
アルコールなどちょっと減ら
して、今より１０分多く体を
動かすこと

同上

紀北町では「みんなが元気！
紀北町」～豊かな自然にぎわ
いと笑顔あふれるまち～の将
来像をもとにまちづくりを進
めています。
特に元気の源は健康にあり
「健康は笑顔をつくり、幸福
の基礎となる」として健康増
進に力を入れてまいります。

88
北牟婁郡紀北町矢
口浦842番地

0597-39-1010

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員各自で目標を設定し、
ちょい減らし＋１０チャレン
ジにとりくむ

同上

みやま園は、レク都市熊野灘
臨海公園に含まれる太白公園
の隣接地にあり、自然に恵ま
れた環境の中、６つの事業所
を構えております。地域に根
差し、地域の皆様のニーズに
耳を傾けながら、地域の安心
のために貢献できるよう運営
いたします。介護が必要な方
や介護が気になる方は、いつ
でもご気軽にご相談くださ
い。

89
北牟婁郡紀北町長
島１６９

0597-47-1348

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ

同上

特別養護老人ホームみやま園

海山消防署

紀北広域連合

紀北町役場

紀洋精密株式会社
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90
北牟婁郡紀北町島
原１００９

0597-47-0180

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自で目標を設定し、
ちょい減らし+１０チャレン
ジにとりくむ

同上

91
北牟婁郡紀北町長
島937番地の6

0597-47-1313

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあった目標を設
定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

同上

92
北牟婁郡紀北町相
賀480番地の163

0597-32-1212

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあった目標を設
定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

同上

93
北牟婁郡紀北町三
浦110番地の１

0597-49-3339

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせて目標を
設定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

同上

94
北牟婁郡紀北町相
賀1603番地の１

0597-32-2645

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

同上

95
北牟婁郡紀北町便
ノ山539番地4

0597-32-2688

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

同上

96
北牟婁郡紀北町東
長島2410-73

0597-46-3555

【紀北
町】ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

同上

株式会社五味建設

紀北町観光協会

濵田建設株式会社

大額株式会社

株式会社平野組

株式会社第三銀行長島支店

第三銀行 海山支店
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97
北牟婁郡紀北町上
里45-2

0597-36-1231

(紀北
町）ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし+１０
チャレンジにとりくむ

同上

98
北牟婁郡紀北町中
里658番地

0597-36-1331
http://www.kaiyo-
gomu.co.jp/

(紀北
町）ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし+１０
チャレンジにとりくむ

同上

99
北牟婁郡紀北町相
賀252番地１

0597-32-1231

(紀北
町）ちょ
い減らし
＋１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし+１０
チャレンジにとりくむ

同上

100
北牟婁郡紀北町相
賀２９９－１

0597-32-1223

（紀北
町）ちょ
い減らし
+１０
チャレン
ジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定しちょい減らし+１０
チャレンジにとりくむ

同上

101
北牟婁郡紀北町東
長島１８８番地

0597-47-0143

（紀北
町）ちょ
い減らし
＋10チャ
レンジ

従業員
職員が各自にあわせた目標を
設定し、ちょい減らし＋１０
チャレンジにとりくむ

すでに実
施してい
る

土木工事、舗装工事、建築工
事、軌道工事を請け負ってお
ります。

株式会社 前川組

㈱塩谷組

紀北信用金庫海山支店

岡本組

海洋ゴム株式会社
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