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健康創造都市 KOBE推進会議のこれまでの開催状況 

 

１．ビジョンとミッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な検討項目 

・妊娠期から高齢期までの生活習慣の改善など生涯にわたる健康づくり 

・人生の最終段階における本人の尊厳及び意志を踏まえた生き方 

・都市環境や地域資源を活かした健康づくり及び健康格差の縮小の取組み 

・個人の健康増進のインセンティブ及び企業の健康経営、職場環境づくり 

・市内経済の活性化につながる健康ポイントの検討 

 

２．参画団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施状況 
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■令和３年度 

【総会】 

   日程：令和３年７月 13 日（火）13:30～15:00 

   議題：（１）健康創造都市 KOBE 推進会議 取り組み報告について 

      （２）コンテンツ部会の取り組み報告について 

      （３）健康経営部会の取り組み報告について 

      （４）神戸市の健康データ利活用について 

      （５）健康創造都市 KOBE 推進会議規約、幹事会要綱の改正について 

【健康経営部会】 

①第１回 

   日程：令和３年４月 26 日（月）13:00～14:30 

  議題：（１）健康経営部会運営方針の確認 

（２）前年度活動報告 

（３）今後のイベント・計画（案）について 

（４）その他情報提供・意見交換 

【コンテンツ部会】 

①第１回 

   日程：令和３年６月 22 日（火）10:00～12:00 

   議題：（１）MY CONDITION KOBE の活用について 

      （２）MY CONDITION KOBE の健康ポイント交換特典について 

      （３）各プロジェクトの進捗報告 

      （４）その他 

②第２回 

   日程：令和３年９月 28 日（火）10:00～12:00 

   議題：（１）MY CONDITION KOBE の健康ポイント交換特典について 

       （２）各プロジェクトの進捗報告 

      （３）その他 

③第３回 

   日程：令和３年 12 月 23 日（木）10:30～12:00 

   議題：（１）MY CONDITION KOBE の健康ポイント交換特典について 

       （２）各プロジェクトの進捗報告 

      （３）その他 

④第４回 

   日程：令和４年３月 28 日（月）13：00～15：00 

議題：（１）MY CONDITION KOBE の健康ポイント交換特典について 

       （２）各プロジェクトの進捗報告 

（３）仮）大規模実証の説明 

（４）その他 

 

 



3 

 

■令和２年度 

【総会】 

   日程：令和２年 10 月 29 日（火）13:30～15:00 

   議題：（１）健康創造都市 KOBE 推進会議の事業実績及び事業計画について 

      （２）コンテンツ部会の取り組み報告について 

      （３）健康経営部会の取り組み報告について 

      （４）市民 PHR システム運用実績報告について 

【健康経営部会】 

①第１回（書面開催） 

   日程：令和２年８月 31 日（月） 

  議題：（１）健康経営部会運営にかかる新体制について 

（２）健康経営実践プロジェクトチームの取り組み紹介 

②第２回 

   日程：令和２年 11 月 20 日（金）13:30～15:30 

  議題：（１）第１回「職域保健」にかかる意見交換（グループワーク）報告 

（２）ワーキンググループによる討議 

（３）その他 

【コンテンツ部会】 

①第１回（書面開催） 

   日程：令和２年６月 15 日（月） 

   議題：（１）次回第２クールの健康ポイント交換商品について 

②第２回 

   日程：令和２年９月 18 日（金）10:00～12:00 

   議題：（１）ヒアリングシートを用いたワーキンググループについて 

       （２）次クールの健康ポイント交換特典について 

      （３）MY CONDITION KOBE の活用事例の紹介 

      （４）その他 

③第３回 

   日程：令和２年 12 月 21 日（月）13:00～15:00 

   議題：（１）コンテンツ部会プロジェクト案ごとの議論 

       （２）次クールの健康ポイント交換特典について 

④第４回 

   日程：令和３年３月 24 日（水）14：00～16：00 

議題：（１）コンテンツ部会の運営方針および部会案内のご説明 

（２）次クールの健康ポイント交換特典について（5 分） 

（３）R3 朝食啓発事業案のご提案 

（若い世代向け：朝食摂取を促す方法の介入調査研究） 

（４）各プロジェクトの進捗報告および提案 

（５）その他 
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【その他、関連イベント等実施状況】 

〇第２回健康経営セミナー 

日時：令和２年 10 月 13 日（火）17:00～18:30 

場所：ザ・マーカススクエア神戸（ホテルクラウンパレス神戸５階） 

参加者数：約 60 名 

〇市民公開講座“職場における健康課題「見えない多様性」を理解して” 

日時：令和２年 12 月８日（火）13:30～15:00 

場所：Zoom による生配信・アーカイブ視聴 

参加者数：のべ約 1000 人   

 

■令和元年度 

【総 会】 

  日程：令和元年 10 月 28 日（月） 

  議題：（１）健康創造都市 KOBE 推進会議の事業実績及び事業計画について 

     （２）市民 PHR システム「MY CONDITION KOBE」について 

     （３）コンディショニングステーション（健康ライフプラザ）について 

【幹事会】 

①第 1 回 

日程：令和元年 7 月 22 日（月） 

議題：（１）健康創造都市KOBE推進会議参画団体のご紹介         

（２）令和元年度健康創造都市KOBE推進会議事業計画について 

（３）市民PHRシステム「MY CONDITION KOBE」の現状および今後の方策について 

（４）各部会からの報告 

（５）その他報告について 

（６）健康創造都市KOBE推進会議 後援名義申請について 

  ②第２回 

日程：令和2年2月6日（木）13:30～15:00 

議題：（１）健康創造都市KOBE推進会議の進捗状況について  

（２）市民PHRシステム「MY CONDITION KOBE」について  

（３）人生の最終段階における意思決定支援に関する有識者会議について  

（４）本市におけるヘルスケア関連の実証実験・研究開発を行う事業者の要件について 

（５）KOBE健康経営推進型スポーツエコシステム実証事業について 

（６）こうべ健康経営会議２０２０の開催について   

（７）第17回こうべ食育フェアの開催について   

【健康経営部会】 

①第 1 回 

日程：令和元年 7 月 22 日（月） 

議題：（１）健康経営部会参画団体のご紹介         

（２）令和元年度健康経営部会事業計画について 

（３）KOBE健康経営推進型スポーツエコシステム実証事業の進め方ついて 
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（４）働く人の健康づくり支援のご提案について 

（５）健康経営部会での「職域保健」にかかる意見交換（地域・職域保健ネットワーク 

会議）について 

②第２回 

日程：令和元年 9 月 25 日（水） 

議題：（１）健康経営部会での「職域保健」にかかる意見交換（地域・職域保健ネットワーク 

会議）について 

（２）健康経営に役に立つ啓発イベント等の開催について 

（３）KOBE健康経営推進型スポーツエコシステム実証事業の進め方ついて 

③第３回 

日程：令和元年 12 月 18 日（水）※第 2 回コンテンツ部会と同日開催 

内容：「MY CONDITION KOBE」在勤者への利用拡大 キックオフセミナー   

【コンテンツ部会】 

①第１回 

日程：令和元年 6 月 19 日（水） 

議題：（１）令和元年度健康創造都市KOBE推進会議事業計画案について  

（２）市民PHRシステム「MY CONDITION KOBE」の現状報告 

（３）各社からのコンテンツ紹介 

②第２回 

日程：令和元年 12 月 18 日（水）※第 3 回健康経営部会と同日開催 

議題：（１）本市におけるヘルスケア関連の実証実験・研究開発を行う事業者の要件について 

（２）次回クールの健康ポイント交換商品について 

（３）各社からのコンテンツ紹介 

【その他、関連イベント等実施状況】 

〇第 16 回こうべ食育フェア 

日時：令和元年 6 月 22 日（土） 

場所：神戸ハーバーランド 

参加者数：14,000 名 

〇健康経営実践セミナー2019 

日時：令和元年 10 月 10 日（木）14:00～17:30 

場所：iKafe(サンパル 7 階) 

参加者数：13 社 18 名（全国で 700 名参加） 

 〇第 2 回企業交流リレーマラソン 

  日時：令和元年 10 月 27 日（水）9:30～17:30 

   場所：神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス 

   参加者数：60 チーム 738 名 

 〇J リーグウォーキング 

日時：令和元年 11 月 4 日（月）10:00～15:00 
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場所：ノエビアスタジアム神戸 

参加者数：1,010 名 

 

■平成 30 年度 

【総 会】 

   日時：平成 30 年 9 月 3 日（月）13：30～15：00 

   議題：（１）幹事会からの報告について 

（２）市民ＰＨＲシステムについて 

（３）参画企業からの提案について 

（４）その他 

【幹事会】 

①第 1 回幹事会 

   日程：平成 30 年 7 月 26 日 

   内容：健康創造都市 KOBE のサブタイトルの変更について        

「市民の健康とくらしに関するアンケート調査」の実施について  

地域版次世代ヘルスケア産業協議会について                    

健康経営顕彰制度について                                    

健康創造都市 KOBE の目標設定                               

市民 PHR システム及びコンテンツ部会について                   

②第 2 回 

   日程：平成 30 年 11 月 7 日 

   内容：健康とくらしに関するアンケート調査（中間報告）について 

健康経営部会からの報告                  

       市民ＰＨＲシステム開発状況の報告             

「第 1 回企業交流リレーマラソン in KOBE」の開催結果報告            

健康経営会議＆健康経営見本市の開催について        

           「ひと・健康・未来シンポジウム 2018 神戸」の開催 

③第 3 回 

   日時：平成 31 年 1 月 28 日 

   内容：組織体制と事業概要        

      市民 PHR システム「MY CONDITION KOBE」について    

「こうべ健康経営会議 2019」について    

こうべ食育フェアについて       

      ヘルスケアサービス開発支援事業について  

 

■平成 29 年度 

【総 会】 

   日程：平成 29 年 7 月 25 日（火）15：00～16：00 

   議題：（１）健康創造都市 KOBE 推進会議規約について 
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（２）座長の選出について 

（３）健康創造都市 KOBE 推進会議の検討項目について 

 【幹事会】 

①第１回幹事会 

   日程：平成 29 年 7 月 29 日 

   内容：「健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推進プログラム」概要説明 

健康ポイント制度概要説明 

②第２回幹事会 

   日程：平成 29 年 10 月 3 日 

   内容：神戸市の主な保健事業について 

      健康ポイント制度の検討項目について 

今後の幹事会の進め方について 

③第３回幹事会 

   日程：平成 30 年 3 月 5 日 

   内容：「健康とくらしに関する調査」の実施について 

健康創造都市 KOBE の推進について（平成 30 年度予算案） 

健康経営部会準備会について 

「第 15 回こうべ食育フェア」の開催計画について 

委員提案事項（コンテンツ部会の設立）について 

 


