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　４つの基本方針に基づく各分野において、健康づくりを支援する機関・団体

の主な取組をまとめました。

Ⅰ　生活の質の向上
(１)　生活習慣の改善
   ①　 栄養・食生活

鹿児島市私立幼稚園協会
　　・好き嫌いをせず楽しく食べる習慣の確立を目指す取組

鹿児島市小学校長会
　　・授業や保健指導、給食指導等における指導

　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島市中学校長会
　　・授業や保健指導、給食指導等における指導

　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島県高等学校長協会　
　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島市ＰＴＡ連合会
　　・「早寝・早起き・朝ごはん」運動の推進

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・各学校における食に関する指導計画をもとにした指導の充実

　　・関係機関や専門機関との連携、学校保健委員会を核としたＰＴＡ活動と連携した
　　　  取組の充実

鹿児島地区栄養教諭等協議会
　　・年間計画を基にした食に関する指導の充実

　　・関係機関や専門機関との連携、地域・家庭と連携した食に関する指導、活動の充
　　　  実

　　・学校給食展の開催

大学・短大等
　　・バランスの良い食事を心がけることの普及

鹿児島市食品衛生協会
　　・食品の衛生に関する研修の充実

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・健康講座の実施

　　・各種イベントでの健康講演　
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鹿児島市身体障害者福祉協会
　　　・他機関のポスター等の掲示・配布、各種講演会・研修会等の実施

鹿児島産業保健推進センター
　　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修
　　　　 の実施

鹿児島市医師会
　　　・糖尿病予防講演会の開催とポスター・チラシを用いた広報活動

鹿児島市歯科医師会
　　　・食を通じた顎の成長・発達に関する啓発

　　　・８０２０( はちまるにいまる ) 運動＊の推進

鹿児島県栄養士会
　　　・栄養１１０番（電話による栄養相談）の実施

　　　・各種研修会や講座の開催

　　　・小児糖尿病サマーキャンプにおける食の選択力の育成

　　　・食生活に関する知識技術の普及活動としての管理栄養士の講師派遣

鹿児島県看護協会
　　　・「まちの保健室」での健康チェック・展示・相談・指導測定（体脂肪・骨密度・
   　　　血圧・血管年齢・脳年齢）

鹿児島市食生活改善推進員連絡協議会
　　　・望ましい食習慣について身近な地域での実践による普及

　　　・地域で開催する文化的行事への協力

　　　・食習慣に関する講習会等の開催

鹿児島県糖尿病協会
　　　・小児糖尿病サマーキャンプにおける食の選択力の育成

全国健康保険協会鹿児島支部
　　　・広報誌を活用した栄養・食生活に関する情報提供

　　　・保健師による健康指導、健康相談

ＮＰＯ・企業等
　　　・各種教室・講座の開催

　　　・情報誌の発行

　　　・食生活改善相談会の実施　　

＊「8020( はちまるにいまる ) 運動」とは、満 80 歳で 20 本以上の歯を残そうとする運動のことです。
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鹿児島市私立幼稚園協会
　　・適度な運動により空腹感をもたせ、給食を完食できるようにする取組

鹿児島市小学校長会
　　・体育の授業、学校行事等における活動の取組

　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

　　・社会体育における実践（スポーツ少年団活動、地域行事等）

鹿児島市中学校長会
　　・保健体育の授業や学校行事、運動部活動等における活動の充実

　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

　　・体育館や運動場など体育施設の開放

鹿児島県高等学校長協会
　　・保健体育の授業や部活動等を通しての取組の充実

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・各学校における体力づくりの推進 ( 一校一運動など )

大学・短大等
　　・体を動かすことを習慣づけ、適正体重を維持する取組

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・市老連スポーツ大会の開催や県老連主催のスポーツ大会への参加

　　・一人暮らしの高齢者及び子どもの見守り活動

鹿児島市身体障害者福祉協会
　　・他機関のポスター等の掲示・配布、各種スポーツ大会の実施

鹿児島産業保健推進センター
　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修の
　　　　実施

鹿児島市医師会
　　・「市民健康まつり」事業での「体力測定診断とアドバイス」コーナーの設置　

鹿児島市歯科医師会
　　・スポーツ歯学の普及・啓発

　　・お口の体操を通じた口腔機能向上の推進

鹿児島県栄養士会
　　・歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリーへの参加・協力

鹿児島県看護協会
　　・「まちの保健室」での、健康チェック、運動に関する相談・指導

　　・「体育の日健康づくりイベント」での健康相談、健康教育　

②　身体活動・運動
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鹿児島市運動普及推進員協議会
　　・身近な地域での運動による健康づくりの普及・啓発及び実践

　　・ウォーキング大会の開催

　　・健康教室等への参加と協力　

鹿児島県健康づくり運動指導者協議会鹿児島支部
　　・メタボリックシンドローム及びロコモティブシンドローム（運動器症候群）＊予
　　　　防のための教室及び学習会の開催

　　・身体活動を増やすことの普及（エクササイズガイド 2006 の活用）

鹿児島県糖尿病協会
　　・歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリーの開催

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・関係団体との協議会設置及び健康づくり事業の推進

　　・ウォーキング大会の開催

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室の開催

　　・運動に関する情報発信

＊「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」とは、筋肉・骨・関節などが衰えて、「立つ」「歩く」

　動作が困難になり、要介護や寝たきりの状態になってしまうこと。
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③　休養
鹿児島市小学校長会
　　・保健指導等での指導

　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島市中学校長会
　　・保健学習や保健指導等での指導

　　・ＰＴＡ活動や学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島県高等学校長協会　
　　・スクールカウンセラーによる相談体制の充実

大学・短大等
　　・日々のストレスをためこまないよう気分転換をこまめにすることの啓発

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・１日研修旅行（スポーツ、温泉及び食事）の実施

　　・元気高齢者の集いや市老連福祉演芸大会の開催

鹿児島市身体障害者福祉協会
　　・一日レクリエーション等の実施

鹿児島産業保健推進センター
　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修
　　　の実施

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・メンタルヘルス対策事業の推進

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室・講座の開催

　　・こころとからだの健康相談の実施
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④　たばこ・アルコール
鹿児島市小学校長会
　　・保健指導等での指導

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

　　・薬剤師会との連携

鹿児島市中学校長会
　　・保健学習や保健指導等での指導

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

　　・薬剤師会との連携

鹿児島県高等学校長協会
　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者等への啓発

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・学校薬剤師の協力による講演会や授業、キャラバンカーの活用等による薬物乱用
　　　　防止教室の実施　

　　・保健指導・保健学習の充実

大学・短大等
　　・喫煙場所の限定による受動喫煙防止対策の推進

　　・喫煙・アルコールの摂取による弊害及びマナーについての普及・啓発

　　・他機関のポスター等の掲示・配布

　　・「飲んだら乗らない（自転車を含む）」飲酒運転撲滅運動の推進

　　・喫煙者への禁煙の推奨

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・健康講座の開設

　　・特定健康診査及び長寿健診の受診・健康指導

鹿児島市身体障害者福祉協会
　　・他機関のポスター等の掲示・配布　

鹿児島産業保健推進センター
　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修
　　　の実施

鹿児島市医師会
　　・厚生労働省が作成した「世界禁煙デー」や「禁煙週間」等のポスターを用いた啓
　　　発活動への協力

鹿児島市歯科医師会
　　・喫煙による口腔への害についての啓発
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鹿児島市薬剤師会
　　・（各種）学校との連携による、たばこ・アルコール・薬物乱用防止の普及・啓発及
   　　　び講話の開催

　　・母子健康手帳交付時における妊婦の喫煙防止のための個別相談の実施

鹿児島県栄養士会
　　　・たばこ・アルコールの害（健康影響）について栄養指導業務を通した啓発

鹿児島県看護協会
　　　・「まちの保健室」での相談・展示・測定

　　　・若者向けの街頭キャンペーン実施

全国健康保健協会鹿児島支部
　　　・保健師による保健指導、健康相談　

ＮＰＯ・企業等
　　　・各種教室・講座の開催

　　　・節度ある適度な飲酒の呼びかけと受動喫煙防止対策の推進
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 ⑤　歯・口腔の健康
鹿児島市私立幼稚園協会
　　・給食後の歯みがきの徹底

鹿児島市小学校長会
　　・保健指導等での指導

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

　　・学校健診後の事後指導

　　・歯科医師、歯科衛生士との連携

鹿児島市中学校長会
　　・保健学習や保健指導等での指導

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

　　・学校健診後の事後指導

　　・歯科医師、歯科衛生士との連携

鹿児島県高等学校長協会　
　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者等への啓発

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・給食後の歯みがきの徹底とむし歯予防を含む歯と口の健康意識の向上

　　・歯科検診後の早期治療、治療率 ( むし歯等 ) をあげるための啓発活動

　　・食育と関連して “よく噛む” ことなどの指導の充実　

鹿児島地区栄養教諭等協議会
　　・噛むことを意識づけさせる献立の工夫

大学・短大等
　　・離島地域の巡回診療の実施

　　・公開講座の開設

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・健康講座の開設

　　・各種イベントでの健康講演の実施

　　・口腔体操の実施

　　・８０２０( はちまるにいまる ) 運動の広報　

鹿児島市身体障害者福祉協会
　　・ポスター等の掲示・配布

鹿児島産業保健推進センター
　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修
　　　の実施
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鹿児島市医師会
　　・鹿児島市歯科医師会主催の市民向け歯科健康講座の広報活動への協力

鹿児島市歯科医師会
　　・かかりつけ歯科医をもつことの普及

　　・歯科医院における歯科保健指導の充実

　　・妊娠期・乳幼児期における歯科保健活動の充実

　　・保育園、幼稚園、学校での歯科保健活動の支援

　　・関係機関との連携による保育園、幼稚園、学校での食育の推進

　　・市民のための歯科健康講座の開催

　　・身体の不自由な方への治療体制の充実

　　・８０２０( はちまるにいまる ) 達成者増加への取組

　　・高齢者の口腔機能向上の支援

　　・多職種連携による口腔ケアの普及・啓発

　　・研修会、講習会、各種イベント等への講師派遣

　　・歯に関する相談の実施　

鹿児島県栄養士会
　　・歯と口の健康週間行事の中で、歯の栄養相談実施、「噛むこと」の重要性を指導す
　　　  る取組

鹿児島県看護協会
　　・「まちの保健室」での展示・相談・指導

鹿児島県歯科衛生士会
　　・保育園、幼稚園、学校での歯科保健活動の支援

　　・巡回歯科教室など地域における歯科保健指導の推進

　　・歯と口の健康週間や各種イベント等での口腔ケア情報の提供

　　・歯科医師会との連携による口腔の健康に関する普及・啓発

　　・口腔に関する相談の実施　

鹿児島市食生活改善推進員連絡協議会
　　・８０２０( はちまるにいまる ) 運動の推進

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・関係機関との協力連携による口腔健診の普及・啓発

ＮＰＯ・企業等
　　・８０２０( はちまるにいまる ) 運動の推進

　　・年１回の定期検診と治療の推進
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(２)　生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
　①　生活習慣病
鹿児島市小学校長会
　　・授業や保健指導、給食指導等を通した児童への啓発

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島市中学校長会
　　・授業や保健指導、給食指導等を通した生徒への啓発

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島県高等学校長協会　
　　・保健体育の授業を通した生徒への啓発

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島地区栄養教諭等協議会
　　・食に関する指導を通して、自らの健康を維持するために食を選択する力を身に付
　　　けさせる指導

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・生活習慣病予防教室等への参加啓発

　　・体育の授業等を通して健康意識の高揚

大学・短大等
　　・定期健康診断受診者増加への取組強化

　　・人間ドック受診の推進

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・特定健康診査及び長寿健診の受診勧奨

鹿児島市身体障害者福祉協会
　　・定期健康診断の受診

鹿児島商工会議所
　　・職場定期健康診断の実施

　　・がんドック・脳ドック検診の受診勧奨

鹿児島産業保健推進センター
　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修
　　　の実施

鹿児島市医師会
　　・各種健診の受診率の向上
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鹿児島市薬剤師会
　　・生活習慣病予防に関する情報の提供と実践への支援

鹿児島県栄養士会
　　・「市民健康まつり」での栄養相談、体脂肪率測定、腹囲測定

　　・管理栄養士の講師派遣

　　・リーフレットの配布

　　・全国糖尿病週間行事への協力

鹿児島県看護協会
　　・「まちの保健室」での健康チェック・相談・指導

　　・「体育の日健康づくりイベント」での健康相談・健康教育

鹿児島市食生活改善推進員連絡協議会
　　・望ましい食習慣について、身近な地域での実践による普及（ヤングキッチン、メン
　　　ズキッチン、サンサンヘルス教室、エプロン教室、健康づくり料理教室）

鹿児島市運動普及推進員協議会
　　・各種健診や健康相談の活用など健康づくりに関する情報提供及び働きかけ

鹿児島県健康づくり運動指導者協議会鹿児島支部
　　・特定健康診査・特定保健指導における指導スキルの向上

鹿児島県糖尿病協会
　　・鹿児島糖尿病スタッフセミナーへの講師派遣

　　・「市民健康まつり」での「糖尿病相談」に専門医・糖尿病療養指導士を派遣

　　・糖尿病週間事業として各分会で講演会・勉強会等を開催

　　・糖尿病予防講演会への協力

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・生活習慣病予防健診及び特定健康診査の申込書送付

　　・市電広告による健康診断受診及び保健指導の案内広告

　　・事業所へ個別訪問による保健事業の推進

　　・被扶養者に対する独自の集団検診の実施 

　　・重症化予防に向けた未治療者に対する受診勧奨案内の送付

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室・講座の開催

　　・生活習慣病予防の普及・啓発
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(３)　社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
　①　次世代の健康
鹿児島市私立幼稚園協会
　　・「早寝・早起き・朝ご飯」運動を徹底し、幼児の健全な成長を図る取組

鹿児島市小学校長会
　　・授業や保健指導等を通した児童への啓発

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島市中学校長会
　　・授業や保健指導等を通した生徒への啓発

　　・ＰＴＡ活動、学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島県高等学校長協会　
　　・保健体育の授業を通した生徒への啓発

　　・ＰＴＡ活動・学校保健委員会等を通した保護者への啓発

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・８０２０( はちまるにいまる ) 運動の推進

鹿児島地区栄養教諭等協議会
　　・生涯を健康に過ごすために身に付けたい望ましい食習慣について児童生徒への指導

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・子ども達とのふれあい事業を通した次世代への情報発信

鹿児島市医師会
　　・学校保健活動への協力

　　・小児生活習慣病予防健診への協力

　　・児童生徒を対象とした「親と子のはつらつ健康教室」の開催 ( 小児生活習慣病に対
　　　する知識と予防策の普及 )

鹿児島市歯科医師会
　　・乳幼児の歯科保健活動の充実

　　・学校歯科保健活動におけるヘルスプロモーション＊の推進

鹿児島市薬剤師会
　　・学校薬剤師活動を通した生徒への心と体の健康指導に関する講話

＊「ヘルスプローモション」とは、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することがで

　きるようにするプロセスです。
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鹿児島県栄養士会
　　・管理栄養士のクッキング講座（「親子クッキング」「食育」に関する講座）の実施

鹿児島県看護協会
　　・小学生、中学生、高校生、保護者等を対象にした性教育の実施

鹿児島市食生活改善推進員連絡協議会
　　・望ましい食習慣について、身近な地域での実践による普及（ヤングキッチン、サン
　　　サンヘルス教室、エプロン教室、健康づくり料理教室）

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・学校教育における食育（生活習慣病予防）の周知・広報

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室・講座の開催

　　・インターネット等での情報発信
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②　高齢者の健康
鹿児島市小学校長会
　　・学校参観週間や学校行事等における児童とのふれあい活動の設定

鹿児島市中学校長会
　　・体育大会等での生徒とのふれあいの場の設定　

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・昔の遊びや人権教室など地域の方々と連携した取組の充実

　　・あいご会活動の充実

大学・短大等
　　・公開講座の開設

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・ウォーキング・グラウンドゴルフ・ゲートボールの普及・啓発

　　・すこやか長寿まつりのスポーツ大会への参加

　　・県老連主催のスポーツ大会への参加

　　・市老連スポーツ大会の開催

　　・一人暮らしの高齢者及び子どもの見守り活動

　　・高齢者作品展への出品

　　・元気高齢者の集いへの参加

　　・単老会長交流研修会の開催

　　・市老連福祉演芸大会の開催

鹿児島市医師会
　　・各種健診の受診率の向上

　　・「市民健康まつり」の開催

鹿児島市歯科医師会
　　・歯周疾患検診の受診率向上

　　・口腔機能向上の普及推進

鹿児島市薬剤師会
　　・市内のお達者クラブで実施される「薬の健康教室」への講師派遣

　　・生涯学習プラザにおける講座への講師派遣

鹿児島県栄養士会
　　・管理栄養士のクッキング講座（「高齢者」に関する講座）の実施

鹿児島県看護協会
　　・「まちの保健室」での健康チェック・相談・指導
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鹿児島県歯科衛生士会
　　・歯科医師会との連携による口腔の健康に関する普及・啓発

　　・口腔機能向上に関する支援

鹿児島市食生活改善推進員連絡協議会
　　・望ましい食習慣について、身近な地域での実践による普及（メンズキッチン、サ
               ンサンヘルス教室、エプロン教室、健康づくり料理教室）

鹿児島市運動普及推進員協議会
　　・お達者クラブ・健康教室等において、らくらく体操など高齢者向けの運動の普及・
　　　　啓発及び実践

鹿児島市健康づくり推進員協議会
　　・お達者クラブの継続とお達者クラブへの参加の働きかけ

鹿児島県健康づくり運動指導者協議会鹿児島支部
　　・介護予防教室のための指導者の資質向上（自宅に閉じこもらないようなサロン的

　　　な教室運営の推進）

　　・筋力向上につながる運動教室（体操等）の実施

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・保健師による健康指導

　　・広報誌を活用した健康づくり運動に関する情報提供

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室・講座の開催

　　・ロコモティブシンドローム（運動器症候群）予防・転倒予防に関する取組 第
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③　こころの健康
鹿児島市私立幼稚園協会
　　・楽しく遊ぶ時間の充実を図り、園での生活を楽しませる取組

鹿児島市小学校長会
　　・心の健康等、相談体制の充実

　　・ストレスマネジメントなど各種研修の実施

鹿児島市中学校長会
　　・心の健康等、相談体制の充実

　　・ストレスマネジメントなど各種研修の実施

鹿児島県高等学校長協会
　　・スクールカウンセラーによる生徒との面談の実施

　　・定期及び随時の教育相談等での生徒との面談の実施

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・道徳教育、生徒指導との連携

　　・健康相談活動や校内体制の整備と強化

　　・教育相談日、教育相談月間等の設定

大学・短大等
　　・教職員による相談員の配置と相談関連の研修会の実施

　　・新入生入学時のリーフレット配布による相談室、相談員の普及・啓発

　　・「あいさつ運動」キャンペーン期間の実施と声かけ運動の推進

　　・学生課（保健室・学生相談室）が中心となったこころの健康維持の取組

　　・学内外における教職員向けの学生相談関連研修会の開催・参加

　　・ストレス解消法など、こころの健康に関する情報提供

　　・相談できる環境づくりの推進

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・１日研修旅行（スポーツ、温泉及び食事）の実施

　　・元気高齢者の集いの開催

　　・市老連福祉演芸大会の開催　

鹿児島市身体障害者福祉協会
　　・障害者の悩み相談１１０番の設置

鹿児島商工会議所
　　・メンタルヘルスセミナーの開催
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鹿児島県精神保健福祉センター
　　・こころの健康に関する電話相談や来所相談

　　・精神保健福祉にかかる市町村等関係機関に対する技術的援助や研修会の実施

　　・自殺予防情報センターの設置運営

　　・高次脳機能障害者支援センターの設置運営

鹿児島産業保健推進センター
　　・産業医、保健師、衛生管理者及び労務担当者等の産業保健スタッフに対する研修の
　　　　実施

　　・メンタルヘルス対策支援センターによる相談対応及び事業所に対する個別訪問によ
　　　る支援

鹿児島市医師会
　　・「不眠」をきっかけに「うつ」をスクリーニングし、早い段階で専門医への受診を
　　　促すことで自殺予防に繋げる「不眠ネットかごしま」事業の継続

鹿児島県看護協会
　　・「まちの保健室」での健康チェック・相談・指導

　　・看護職を対象にしたゲートキーパー＊の養成講座の実施

全国健康保険協会鹿児島支部
　　・メンタルヘルス対策事業の推進

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室・講座の開催

　　・趣味・レクリエーションを中心とした地域グループ活動の推奨　

＊「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る

　人のことです。
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Ⅱ　社会環境の整備
(１)　市民一人ひとりの取組とともに、社会全体で健康を支え守る
　　　ための環境整備
　①  協働による健康づくり

鹿児島市小学校長会
　　・学校、家庭、地域との連携による健康づくりの推進

鹿児島市中学校長会
　　・学校、家庭、地域との連携による健康づくりの推進

鹿児島市小中学校養護教諭部会
　　・学校、家庭、地域が連携した取組の充実

鹿児島市老人クラブ連合会
　　・鹿児島市健康づくり推進市民会議への参加

　　・「市民健康まつり」への参加

鹿児島市医師会
　　・講演会や心肺蘇生法・ＡＥＤの実技講習を通じて健康への意識を高め、個人の健
　　　康を社会全体で支える環境づくりを目的とした「救急医療市民講座」の開催

鹿児島市歯科医師会
　　・歯と口の健康週間事業の開催

鹿児島市薬剤師会
　　・地域包括支援センターと在宅訪問薬局との連携

鹿児島県栄養士会
　　・県・鹿児島市医師会などとの協働による各種セミナー・会議などの実施・参加

鹿児島市運動普及推進員協議会
　　・身近な地域での運動による健康づくりの普及・啓発及び実践

　　・会員の資質向上及び仲間づくりのための研修会等の実施

鹿児島市健康づくり推進員協議会
　　・お達者クラブ活動を支えるボランティア団体として健康づくりに取り組む団体の
　　　活動の継続

ＮＰＯ・企業等
　　・各種教室・講座の開催

　　・健康教室・指導者講習会等への運動指導者派遣　
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