
※毎週の抽選は、スマホユーザーの参加者のみ
対象です。 ＊特典への交換は予算の範囲内で行います。民間企業からの協

賛で行うことがあります。

健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目標に、大阪府民の健康づくりを推進する活動、
『健活１０』。その取り組みの一環として、大阪府が運用する健康サポートアプリです。
健康に関わる様々な活動を記録でき、その活動に応じたポイントを貯めることができます。
貯まったポイントで毎週・毎月の抽選に参加でき、抽選に当選すると特典がもらえます。
健康管理はもとより、クーポンや電子マネーなど、お得な特典がもらえるおトクなアプリです。

1,000ポイントで参加！

5,000ポイントで参加！

週トク抽選

月トク抽選

アスマイル公式ホームページ：
https://www.asmile.pref.osaka.jp/

ふだんの生活でポイントが貯まる！ 抽選！ 特典が当たる！

週トク抽選

月トク抽選

※ポイントの詳細は、ホームページをご覧ください。

大
阪
府
在
住
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歳
以
上
の
方

参加
資格

民間企業の協力により「健活10」に関連した
おトクなクーポンを随時配信

お試し会員登録 本登録
（府民・国保・市町村会員）

クーポンを利用！

ダウンロード

◆アスマイルのダウンロード・活用方法は、冊子「健活ＬＩＦＥ」を参照ください
https://www.asmile.pref.osaka.jp/timeline/20190909001_event_detail_00000001.pdf

※市町村会員は茨木市、河内長野市、岬町の方が対象（R１.12現在） 27

おトクな健康アプリ『アスマイル』の概要

20万人
突破！



○歩数だけでなく、健康コラムやイベントのお知らせが配信されるほか、健診の記録、毎日の体重や睡眠時間などの記録もできます
○獲得ポイントによるキャラ変化、ポイントランキング、特典・クーポンなど、楽しみながらおトクに、「健活10」の健康づくりができます

歩数

ポイント

コラム・お
知らせ

キャラ
変化

ポイントラ
ンキング

メイン画面 健康コラム 健康イベント

健診記録 毎日の記録

おトクな健康アプリ『アスマイル』の主な機能

クーポン
歩数
体重
睡眠
血圧
脈拍
歯磨
朝食

健診
がん検診
歯科
肝炎

骨粗鬆症

健康ポイントは３種類
①府民 ②国保 ③市町村

※市町村会員は茨木市、河内長野市、岬町の方が対象（R１.12現在） 28



アプリと連動した現場展開（ウォーキングイベントなど）

 2019年秋、健活10に掲げる健康づくり活動を行っていただくために「おおさか健活フェスタ2019」と題した健康
キャンペーンを展開。府、市町村、企業、関係機関の連携による府一体となった健康づくり機会を創出。

 アスマイルフェスタなど約80の各種イベント
 フェスタ期間に開催されるイベントを冊子で紹介。（配布場所：市町村）
 掲載イベントに参加すると「アスマイル」のポイントを付与。

歯と口の健康イベントウォーキングイベント（600人） 薬と健康の週間イベント

健康測定会（健栄研）

29



健康管理担当

従業員のヘルスリテラシー向上に寄与 職場のコミュニケーションツールの１つに

健康イベントで、自発的な健康づくり

職場での健康増進プログラムに活用

＜おおさか健活フェスタ2019＞

9月～11月まで「80以上の健康イベ

ント情報」を提供！

健活フェスタ 検索

職場での話題づくりに

今日は外回りでよく歩いたわ。
●●歩でした～

今月、アスマイルの抽選に当
たった！ ラッキー♡

今月ポイントどれくらい貯まった？

自宅の近くで健康イベントが開催
されているので、週末参加しよう
かな!?

健康セミナーに同僚の
みんなと参加します♪

歩数で部署別対抗戦を実施♪

月～金まで“週５日”健康コ
ラムが配信され、多くの健康
情報に触れられる。

〈イベント風景〉

〈健康コラムの配信〉

“職場ぐるみ”でアスマイルを活用

ウォーキングイベント
2020は新型コロナの影響により中止
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新しい生活様式のもとでの健康づくり（ＨＰでの展開）

家でもできるダンス、体操をピックアップ

おうちで健活

主なものをご紹介。詳細は府ＨＰをご覧ください
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/ouchide
kenkatsu/index.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/ouchidekenkatsu/kenkatsuwalk.html 31

健活ウォーク ～ウォーキングマップ集～

健康レシピ集

【協力：大塚製薬】

【協力：大塚製薬】

ほかにも
～まだまだ拡充中



新しい生活様式のもとでの健康づくり（ＳＮＳでの展開）

ひろげる「健活10」キャンペーン
～リツイート/リポストで健活応援グッズをプレゼント!!～

①第１弾キャンペーン（8/7～8/21） ②第２弾キャンペーン（9/1～11/30）

32

みんなで「健活10」キャンペーン
＃おーさか新健康生活

内容：①アカウントをフォロー

②＃おーさか新健康生活をつけて健活フォトを投稿

参加特典 ：公民連携企業等から協賛など
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❼病気の治療と仕事の両立支援



34
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治療と仕事の両立はどうしたらいい？

企業向けＧＬ

事業場が、がん、脳卒中
などの疾病を抱える方々
に対して、適切な就業上
の措置や治療に対する
配慮を行い、治療と仕事
が両立できるようにする
ため、事業場における取
組などをまとめたもの

具体的な事例を通じて、
ガイドライン掲載の様
式例（ガイドライン「様
式例集」）の記載例を
示すもの

患者向け

企業・医療機関連携のた
めのマニュアル（事例編）

職場における治療と仕事
の両立支援のためのガイ
ドライン

https://chiryoutoshigoto.m
hlw.go.jp/index.html

〇両立支援については、

○「がん」については、

府内のがん拠点病院のがん相
談支援センターで相談できます。
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❽～ 社員の健康づくり



人的資本への投資
(従業員への健康投資)

従業員の健康増進
と活力向上

組織の活性化
生産性の向上

優秀な人材の確保
人材の定着率の向上

業
績
向
上

出典：経済産業省HPを府において加工

【健康経営のイメージ】 健康経営ナビゲーターってどんな人？

中小企業診断士、社会保険労務士、

保健師、管理栄養士等、健康経営に精通

した専門家です。

対象企業は？

府内の中小企業（製造業等）

健康経営ナビゲーター①

〇中小企業の「健康経営」をサポートする、中小企業診断士等のナビゲーターを派遣

〇「健康経営って何？」「ノウハウがない」「何をしていいかわからない」という中小企業

の皆さんに、健康経営の専門家が丁寧にアドバイスします。［無料］

〈ナビゲーターによる企業訪問〉 37



＜健康経営ナビゲーター派遣＞

★中小企業における取組事例を創出

⇒ 実施企業数11社（令和元年度）

『健康経営ナビゲーター派遣企業』
・健康状態・経営課題のヒアリング

・サポートプラン（取組み内容等）の策定

・健康経営宣言、健康経営の実践

・取組みの振り返り、効果検証 など

派遣

「健康経営取組みモデル（事例集）」の作成

情報発信

府内中小企業の健康経営の普及促進へ

「健康経営セミナー」における事例発表

「健康づくりアワード」への応募・表彰

事業スキーム

目的・特徴

〇健康経営の普及と継続できる組織づくり（担当者の育成等）

を目的として実施。

〇経営面と健康管理面の両面からサポートすることにより、

中小企業の健康経営を支援

健康経営

・「健康経営」に精通する専門人材を

派遣（無料）

健康経営ナビゲーター

中小企業診断士、社会保険労務士、

保健師、管理栄養士、健康経営アド

バイザー等

＜健康経営ナビゲーター事例集＞健康経営ナビゲーター事例集 検索

健康経営ナビゲーター②
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大阪府健康づくりアワード

食生活

●社食メニュー改善
●保健師・管理栄養
士等による指導

運動

●階段利用・徒歩移
動の推進

●運動会の実施

禁煙・受動喫煙防止

●禁煙プログラムの
導入

●建物内禁煙の実施

メンタルヘルス

●ストレスチェック
●臨床心理士による
ケアの実施

健康教育

●健康教室・セミナー
の開催

●ポスターの掲示

健診・検診

●特定検診の受診勧奨
●職場での血圧測定
の実施

歯と口

●歯磨きタイムの導入
●洗面設備の設置
●歯科検診の推進

治療と仕事の両立

●病気（がん等）に
なっても働くことが
できる環境整備

アワードに表彰されるメリットは？

企業の信用力が
高まります！

従業員の活力が
向上します！

【職場・企業での取組み例】

〇大阪府内の職場・企業（医療・福祉・教育機関等を含む）や地域において、

自主的、主体的な健康づくり活動に取り組む企業や団体を募集

人材確保に
つながります！ 39
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取組み 内容

食生活 ・栄養バランスに配慮した仕出し弁当の提供（個人負担一部補助）

運動
・ラジオ体操の実施
・各種スポーツ大会の実施
・チューブトレーニングの提供（参加費用は会社負担）

メンタルヘルス
・新入社員に対するメンター制度、親子参観
・全社員を対象とした、社長との交換ノート
・社長、部長と行う部署間の懇親会

健診・検診
・健康診断受診率100％、要精密検査受診率100％
・インフルエンザ予防接種実施率100％

働きやすい環境
づくり

・社員への有給休暇取得の推進（「おやじ休暇制度」等）
・遺児育英金制度の制定
・勤続年数10年以上の社員を対象とした公休および旅行補助金の支給
制度
・産休・育休取得の推進

その他 ・SDGｓに沿った一般事業主行動計画の作成・実施

中田製作所（八尾市）
○業務内容 アルミ精密部品の切削加工、超微細加工技術の開発
○従業員数 36名

健康づくりアワード受賞団体の取組事例
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取組み 内容

健康教育
・健康イベント「健康まつり」の開催
・風疹に対する啓発

メンタルヘルス
・ストレスチェックの実施（法定の実施義務対象外）
・高ストレス者に対する産業医面談の実施

健診・検診

・健康診断受診率100％
・人間ドック・健康診断の全額補助
・インフルエンザ予防接種補助
（扶養家族、扶養でない22歳以下の同居の子も可）

その他
・各事業所に血圧計を設置
・残業時間削減に向けたシャットダウンシステムの導入

岩谷クリエイティブ株式会社（大阪市中央区）
○業務内容 専門サービス業
○従業員数 83名

健康づくりアワード受賞団体の取組事例

他の取組事例は、
府健康経営ＨＰから事例集をダウンロード！
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/inde
x.html
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受動喫煙対策



〇詳細は、ホームページをご覧ください。施設別ＰＲ資料、チラシやポスターなどもダウンロードできます。
・厚労省 なくそう！望まない受動喫煙。 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

・大阪府受動喫煙防止対策 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/index.html

標識リーフレット・資料

受動喫煙防止対策（健康増進法・府受動喫煙防止条例）
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ポスター

その他

●飲食店への喫煙室設置補助金
（条件等あります）

●屋外分煙所の整備支援

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/index.html


〇 「健活10」をご活用ください

（使用例）
健康づくり関連の取組みに関連する
・ポスター、チラシ、冊子等に掲載
・ホームページ等Webサイトに掲載
・グッズ、啓発資材等に掲載
・イベント会場でのスクリーン、
テレビ画面に表示 など

©2014 大阪府もずやん

☞「健活10」使用管理要領・申請はこ
ちらから

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/
ers/input?tetudukiId=2018100019

ご清聴ありがとうございました！
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