
先日ご報告いただきました「生涯健康県おおいた21
推進協力事業所（健康経営推進部門）」平成30年度実績
報告書による審査の結果、北部地域では、６１事業所が
平成31年度健康経営認定事業所となりました。

(認定期間は平成31年4月1日～１年間)

昨年度の５２事業所から９事業所 増加しています。
大分県全体では、登録事業所1289事業所・認定事業所

369事業所となっており、大分県のホームページにも
掲載されております。引き続き、貴事業所の良さを活かし
ながら職員の健康づくりの取組を進めていきましょう。

※また、登録事業所数の伸びが横ばい傾向にあります。共に健康経営の輪を広げていきましょう。
ご紹介していただける事業所がございましたら保健所(部)までご連絡をお願い致します。

職場ぐるみの健康づくりを応援

禁煙も、先ずは最初の一歩から！！
◎工場内禁煙を実施

工場敷地内に喫煙所を設け、その場所以外の喫煙は全面禁止としました。
紙巻タバコよりも副流煙などの影響が少ないと言われている過熱式タバコ
の説明会を開催し、自身や周囲の方へのタバコの被害を無くす貴重な一歩
を踏み出したところです。

◎ラジオ体操・定期健診・特殊健診で健康を維持
毎朝、ラジオ体操を実施し、自身や同僚の健康状態に気を配ります。
また、定期健診・特殊健診は１００％受診しています。
産業医・保健師によるフォロー面談・健康相談・保健指導などを
実施しています。

◎ 社外イベントや従業員主催イベント参加に補助を出して
推奨します
会社主催の野球大会・従業員主催のボーリング大会を実施したり、
ママチャリレースやフットサルの試合にチームを作って参戦することができました。
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株式会社日本抵抗器大分製作所
所在地：宇佐市大字住江１８５番地
連絡先：0978-38-2121
事業内容：電気機械器具製造業・抵抗器の製造販売
従業員数：６３人（男性：３４人 女性：２９人）

◇健康経営認定事業所紹介

豊後高田市 （13事業所）

北部地域の
健康経営登録事業所数の推移

平成31年度「健康経営事業所」の認定に６１事業所が決定しました！！

№ 事業所名 業種 住所

1 社会福祉法人真萌会 医療、福祉 豊後高田市臼野４２９８番地3
2 北部保健所豊後高田保健部 公務 豊後高田市是永町39
3 西日本土木株式会社 建設業 豊後高田市新地１０７１番地
4 大分県豊後高田土木事務所 公務 豊後高田市是永町39
5 ヤクルトヘルスフーズ株式会社 製造業 豊後高田市西真玉3499-5
6 大分綜合建設株式会社 建設業 豊後高田市美和1737番地1
7 株式会社九州ケミカル 製造業 豊後高田市かなえ台３６番地１
8 ロッド・コム株式会社 製造業 豊後高田市堅来2256-1
9 株式会社　菅組 建設業 豊後高田市香々地4089番地

10 介護老人保健施設　希の里 医療、福祉 豊後高田市呉崎755
11 ミワテック株式会社 製造業 豊後高田市西真玉３４９９番地３
12 たかだ調剤薬局 医療、福祉 豊後高田市本町1237-1
13 医療法人新生会　高田中央病院 医療、福祉 豊後高田市新地1176-1

平成31年度 健康経営事業所（認定）一覧

喫煙所



健康経営事業所に認定されました！北部地域６１事業所

めざせ健康寿命日本一！健康寿命を延ばす鍵は・・
減塩-3g +野菜350ｇ+ 歩数プラス1,500歩

【お問い合わせ先】 北部保健所地域保健課 ＴＥＬ：0979-22-2210 平成31年3月27日発行

中津市 （25事業所）

宇佐市 （23事業所）

№ 事業所名 業種 住所

1 株式会社アクト・ケア 医療、福祉 宇佐市大字南宇佐2416番地
2 宇佐高田医師会病院 医療、福祉 宇佐市大字南宇佐635番地
3 三和酒類株式会社 製造業 宇佐市山本2231-1
4 医療法人悠隆会　安心院整形外科 医療、福祉 宇佐市安心院町木裳西光寺413-1
5 株式会社日本抵抗器大分製作所 製造業 宇佐市住江１８５番地
6 医療法人立清会 医療、福祉 宇佐市大字山本1658番地
7 社会福祉法人　宇佐福祉会　宇佐こども園 医療、福祉 宇佐市南宇佐2535
8 株式会社　セイワ 運輸業、郵便業 宇佐市院内町香下872-2
9 大分県農林水産研究指導センター農業研究部水田農業グループ 公務 宇佐市北宇佐65

10 医療法人明徳会　佐藤第一病院 医療、福祉 宇佐市法鏡寺77番地の1
11 社会福祉法人　泰生会 医療、福祉 宇佐市山下2100
12 本州大分段ボール株式会社 製造業 宇佐市山２５５－１
13 社会福祉法人大許福祉会 医療、福祉 宇佐市大字下矢部１５２２－１番地
14 （有）カハノフーズ 卸売業、小売業 宇佐市大字樋田９６番地の１
15 大分県北部振興局 公務 宇佐市大字法鏡寺235-1
16 株式会社　長浦製網所 製造業 宇佐市大字長洲3980
17 有限会社らふファミリー 医療、福祉 宇佐市法鏡寺153-1
18 株式会社蒲江商店 卸売業、小売業 宇佐市大字西大堀840の1
19 宇佐土木事務所 公務 宇佐市法鏡寺２３５－１
20 大分県糸口学園 医療、福祉 宇佐市猿渡１０３０番地１
21 吉野プラスチックス株式会社 製造業 宇佐市西大堀540番地
22 ＮＰＯ法人　虹のかけはし 医療、福祉 宇佐市安心院町佐田１２２の２
23 大関食品株式会社 製造業 宇佐市下高家2011-1

№ 事業所名 業種 住所

1 株式会社共新電機 建設業 中津市大字田尻崎８－５
2 株式会社キキメック 製造業 中津市三光下深水850-1
3 株式会社　三信建材社 卸売業、小売業 中津市大字東浜1105番地1
4 社会福祉法人　下毛もみじ会 医療、福祉 中津市耶馬溪町大字平田１４７９番地１

5 有限会社東栄工業所 製造業 中津市田尻崎7-5
6 株式会社ナカノ 不動産業、物品賃貸業 中津市大字野依７０２－１
7 オイレス工業　株式会社 製造業 中津市犬丸264-1
8 恵正工業株式会社 建設業 中津市耶馬溪町多志田1373-10
9 Ａウェルフェア株式会社 宿泊業、飲食サービス業 中津市中央町1-8-36

10 医療法人 英然会 医療、福祉 中津市中央町1-8-36
11 株式会社耶馬渓製作所 製造業 中津市耶馬渓町戸原1073-1
12 有限会社　東浜陸運 運輸業、郵便業 中津市植野字寸合６０－１
13 有限会社耶馬溪・高崎農園 農業、林業 中津市耶馬溪町大字金吉５１９６番地の３１

14 有限会社臼杵薬局 医療、福祉 中津市萱津町2018-1

15 税理士法人　濱田会計事務所
学術研究、

専門・技術サービス 中津市殿町１４３８番３

16 大分県北部保健所 公務 中津市中央町1-10-42
17 大分県中津土木事務所 公務 中津市中央町1-5-16
18 社会福祉法人みどり会　フロンティアなかつ 医療、福祉 中津市高瀬1147番地1
19 社会福祉法人泰然会 医療、福祉 中津市本耶馬渓町跡田430番地1
20 株式会社　カートピアキクチ 卸売業、小売業 中津市一ツ松３８２－１
21 株式会社　高倉興業 運輸業、郵便業 中津市山国町平小野９１番地１
22 医療法人　三光会　松永循環器病院 医療、福祉 中津市中央町１丁目３番５４号
23 中津教育事務所 公務 中津市中央町１丁目５－１６
24 株式会社　渡辺製作所　九州工場 製造業 中津市定留外野１８－１
25 株式会社　栄都 建設業 中津市中殿町３丁目２６番地3


