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(3) 地域健康力アップ事業実施委員会『沖縄県カラダいいこと実行委員会』の設置・運営

ア『沖縄県カラダいいこと実行委員会』の開催

（ア）委員会要項の作成

（イ）委員選定

　平成 28年度地域健康力アップ推進事業における地域健康力アップ事業実施委員会『沖縄県カラダ
いいこと実行委員会』の設置・運営にあたって委員選定・就任手続き等の委員会設置及び委員との調
整、会場手配、委員会開催、委員会進行、資料説明及び議事録作成等の一切の業務を実施する。

委員会を運営するための設置要項を作成する。
委員会の位置づけ：県・受託機関で実施している調査にアドバイスを行う。

　委員の候補リストをもとに県と協議の上、委員の選定を行う。選定後、候補者に対して打診を
行い日程調整を行う。

委員は、有識者、スポーツ関係団体及び行政関係者等から５名程度を選定する。

委員会は、以下の日程で行う。

①健康マーケティング分野／西根 英一 ( マッキャンヘルスコミュニケーションズ CKO)

②総合型スポーツクラブ分野／西村 貴之 ( 金沢星稜大学 人間科学部スポーツ学科 )

③地域スポーツ分野／慶田花 英太 ( 沖縄国際大学 産業情報学部 企業システム学科 )

④マネージメント分野／中村 裕二 ( 沖縄 SV株式会社 マーケティングディレクター )

⑤行　政／瑞慶覧 康博 ( 沖縄県スポーツ振興課・沖縄県広域スポーツセンター )
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　『沖縄県カラダいいこと実行委員会』における選定にあたって、応募者へのヒアリング、選定
基準、審査方法の検討、応募提案の整理・分析、審査資料作成等を実施する。

イ　地域健康力アップモデル事業の選定業務

（ウ）委員会の運営

委員会の運営に関する役割分担は、次のとおりとする。

委託機関

会場手配 ○ 助　言

助　言

助　言

○

○

○

○

○ △

委員への案内

資料作成

機材手配

進　行

記録、議事録

県

（ア）選定基準作成、審査方法検討
選定基準、審査方法について募集要項に基づいて案を作成し、県と協議の上、決定する。

日　時：平成 28年７月 28日（木）9時～16時

場　所：沖縄県庁 本館 12階会議室

出席者：委員：西根委員、西村委員、慶田花委員、中村委員、瑞慶覧委員、

プログラム：１　開会

受託クラブ一覧：
＜健康運動教室事業＞

＜交流イベント事業＞

○全国交流イベント

○交流イベント・プログラム開発

ふれあい仲西スポーツクラブ（浦添市）　『明るく楽しい健康運動教室』

総合型スポーツクラブ サンビスカス沖縄（沖縄市）『親子で楽しむ！ファミリアスポーツ』

総合型スポーツクラブ サンビスカス沖縄（沖縄市）『全国カラダいいこと交流会 in オキナワ』

総合型スポーツクラブ 歩きニスト（石垣市）
『自然を活かした「沖縄型エコフィットネス」「トレイルウォーク」交流プログラム』

特定非営利活動法人ナスク（今帰仁村）『2017 一番桜ノルディックウォーク』

総合型スポーツクラブ サンビスカス沖縄（沖縄市）『シェイプサイズ！』

こくら文化・スポーツクラブ（那覇市）『からだいきいきノルディックウォーキング教室』

特定非営利活動法人ナスク（今帰仁村）　『ZUMBAゴールド』

２　委員長選出
３　プレゼンテーション（６クラブ、９企画案）
４　審査会
５　閉会

スポーツ振興課：金村班長、具志堅主査、米須主事
事務局：喜納、荒川、宮田、中曽根

ウ　沖縄県地域健康力アップ推進事業『沖縄県カラダいいことプロジェクト』
　　受託クラブ審査会

（イ）募集公表および報告会・説明会セミナー開催
　県ホームページで公表の他、同時に総合型地域スポーツクラブに個別に連絡する。対象は、
現在、広域スポーツセンターで把握している総合型地域スポーツクラブとし、連絡方法はメー
ルや郵送などによる。また、公表と同時期に昨年度実施クラブによる報告会および事業説明会
セミナーを開催する。開催場所・日時については県と協議の上設定する。

（ウ）事務局内に相談窓口設置、応募者への質疑応答作成
　電話、メール、FAX等で問合せ可能な窓口を設置する。また、質問に対して回答案を作成し、
県と協議の上、県のホームページ等に掲載するとともに質問者に送付する。

（エ）応募案受付、整理・分析
　応募案については、有限会社アイディー・ブランド内沖縄県カラダいいことプロジェクト事
務局にて受付、応募者の補足ヒアリング等を実施し、応募案の整理・分析を行う。

（オ）審査資料作成、特定者・非特定者への連絡
　委員会で審査を行うための審査資料を作成する。特定された事業者に対して連絡と具体的な
進め方を確認する。
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(4) 地域健康力アップモデル事業に対する支援業務等

ア　研修会の開催

①沖縄県地域健康力アップ推進事業『沖縄県カラダいいことプロジェクト』
　セミナー実施概要

イ　地域健康力アップモデル事業に対する支援

選定されたモデル事業を実施する総合型クラブに対する経費を支援するため、
委託業務受付、事業の進捗・実績確認および委託業務の支払い等の支援業務を実施する。

（ア）委託事業の財務管理・助言

（イ）プログラム作成にむけた相談・助言

総合型クラブが、モデル事業を実施するにあたっての財務管理上の助言を行う。

具体的なプログラム作成にあたって、各クラブに技術的な支援を行う。

（ウ）プログラム実施にむけた相談・助言
プログラムの実施に際して、各クラブ指導者等に対して事業期間内に開催する指導者向け講習会
を開催し、指導者を育成する。

日　時：平成 28年 6月 24日 ( 金 )　13 時 30分～15時 30分

会　場：浦添市　ピーズスクウエア会議室 C
司会者：あおいけ まき

プログラム
１　開会

２　あいさつ（スポーツ振興課 課長　瑞慶覧 康博）

３　総合型地域スポーツクラブとは（スポーツ振興課 主査　大嶺 哲司）

４　募集要項の説明（事務局 局長　喜納 利充）

５　委員によるパネルディスカッション

テーマ：「地域密着型の総合型地域スポーツクラブの新しい取組みと可能性」
プログラム設計の参考になるアイディアやヒントを交えた内容

・モデレーター／事務局 荒川 雅志
・パネラー／健康マーケティング分野　　西根　英一

総合型スポーツクラブ分野　西村　貴之
地域スポーツ分野　　　　　慶田花　英太
マネージメント分野　　　　中村　裕二
行　政　　　　　　　　　　瑞慶覧　康博

参加者数：総合型地域スポーツクラブ会員　１９名
関係者（県職員除く）  ３名
市町村　　　　　　５名
一般　　　　　　　４名
プレス　　　　　　２名 計　３３名

②沖縄県地域健康力アップ推進事業『沖縄県カラダいいことプロジェクト』
　中間報告会およびスキルアップセミナー

日　時：平成 28年 11月 10日（木）9時～16時（中間報告会）

会　場：琉球大学 50 周年記念会館 １階 多目的研修室
モデレーター：事務局　荒川 （琉球大学大学院観光学科研究科教授・琉球大学ウェルネス
　　　　　　　　　　　　　　研究プラットホーム 教授）

プログラム：１）基調講演１

「すべての企業・自治体がヘルスケアビジネスする時代！」
西根 英一　氏（株式会社ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長）

２）基調講演２

「総合型地域スポーツクラブの果たす役割と未来」
西村 貴之　氏（金沢星稜大学 人間学部スポーツ学科 講師）

３）県内クラブ事例について

４）パネリストと参加者によるパネルディスカッション

座間味 洋貴　氏（公益財団法人沖縄県体育協会 クラブアドバイザー）

宮城 亮　氏（総合型地域スポーツクラブ サンビスカス沖縄 代表）

参加者数：総合型地域スポーツクラブ会員　１０名

市町村　　　　　　５名
一般　　　　　　　９名
プレス　　　　　　１名 計　２５名
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オ　事業実績一覧表

A：エクササ
イズ系

B：スポーツ
＆レクリエー
ション

C：ファミリー
スポーツウェ
ルネス系

カラダいい
こと体験会

分野 プログラム名

シェイプサイズ！

■健康運動教室事業の実施状況

■全国交流イベント事業の実施状況

サンビスカス沖縄
12回

12回

12回

12回

12回

323 名

340 名

234 名

397 名

1,738 名 1,388 名

444 名
( 世帯数 156)

311 名

338 名

211 名

377 名

151 名

( 沖縄市 )
平成 28年９月 15日 ( 木 )～
12 月８日 ( 木 )

平成 28年９月 15日 ( 木 )～
12 月８日 ( 木 )

平成 28年
11月 23日 ( 水 )

・ワークショップ 計２回「クラブとは？」
  「まちづくりにおけるクラブの役割」

・正しいスクワット教室
・シェイプサイズ
・スクエアステップ
・ゆるりんピック

・ピラティス 計 27プログラム実施

平成 28年９月 17日 ( 土 )～
12 月 10日 ( 土 )

平成 28年９月 24日 ( 土 )～
12 月 17日 ( 土 )

平成 28年９月 28日 ( 水 )～
12 月 21日 ( 水 )

サンビスカス沖縄
(沖縄市 )

サンビスカス沖縄 豊見城市民体育館 1,533 名
( 沖縄市 )

ふれあい仲西スポー
ツクラブ (浦添市 )

こくら文化・スポー
ツクラブ (那覇市 )

ナスク
(今帰仁村 )ZUMBAゴールド

ファミリア

合計

明るく楽しい
健康運動教室

からだいきいきノルディ
ックウォーキング教室

クラブ名 開催期間 回数 参加者数 測定者数

イベント名 クラブ名 開催日 開催場所 来場者数

健康運動
教室事業

全国交流
イベント事業

交流
イベント事業

■今年度の効果・課題・今後の取組み

■５教室全てで運動や食への意識が変わり、
　一定の行動変容を促すことができた。

■県内クラブが提携・実施したことで今後
　の協力体制の継続・発展が期待できる。

■競技性の低いプログラムで運動習慣のな
　い方も参加しやすかった。

■参加者にゼッケンを配布、スタッフが参
　加者に声がけしやすいツールとなった。

■チラシのポスティングエリアからの集客
　効果が見られた。

■室終了後の参加者へのフォ
　ローアップ。

■自治体や他団体との連携

■イベントの広報 PRスキル
　の向上。

■運営体制の改善

■地域の他団体・企業との
　連携

■運営スタッフ内の情報およ
　び接客等のスキル共有
■県外参加者誘致対策

■男性の参加者や働き盛り世
　代の参加者へのアプローチ。

■自治体や他団体との連携。

■他の総合型地域スポーツク
　ラブとの情報交換。

■男性が参加したくなるプロ
　グラム内容・キャッチコピ
　ー、開催時間、企業とのタ
　イアップの検討。

65～99p
109～110p

111p

112～113p

掲載ページ

100～102p
掲載ページ

112～108p
掲載ページ

■自治体を活用した広報や地
　域企業・団体との連携検討。

■自治体を活用した広報で県
　民に行き届いた広報を実施。

■イベントの広報や運動等の
　ノウハウを習得する機会の
　創出。

■地域密着型イベントとして
　他団体・企業と積極的な連
　携を図る。

■スタッフ間の情報共有必須、
　他イベントから学ぶ機会を
　つくる。

■他クラブの教室運営や広報
　のノウハウの共有。

■５教室平均で体重 0.39kg 減少、
　腹囲 0.83cm減少

■BMI25 以上の参加者、体重 1.54kg 減少、
　腹囲 1.42cm減少、骨密度 5.5 増加、
　収縮期血圧 0.76mmhg 減少、拡張期血圧
　1.86mmhg 減少した。

事業 今年度の効果 今年度の課題 今後の取組み 効果検証

2017 一番桜ノルディック
ウォーキング

■全国交流イベント事業の実施状況

平成29年
1月 29日 ( 日 )

今帰仁村総合運動公園をスタート地点に、12km・9km・
5kmの 3コースのいずれかをノルディックウォーキング
で巡る。

ナスク 130 名

36名

( 県外 23名 )( 今帰仁村 )

石垣島トレイルウォーク 平成 29年
1月 29日 ( 日 )

沖縄一多い 550 段の階段がある 25kmコースをはじめ、
12km・6kmの３コースのトレイルウォーク。活動量計
の配布やエコグラム性格判断の活用を取り入れた。

歩きニスト
(石垣島 )

イベント名 クラブ名 開催日 来場者数

・今後の 総合型クラブの発展について

地域健康力アップモデル事業の定着化に向けた提言／掲載ページ：114～116p

・今後の総合型クラブ支援について

・地域健康力アップ事業の定着化に向けた提言










