
宇治市健康づくり・食育アライアンス参加団体一覧（健康づくり） 資料４

団体名 団体の概要 活動分野（該当箇所は■） 支援内容

1
NPO法人
まちづくりねっと・うじ

人と人がつながって楽しく暮らせるまちづくりを目
指しICTを活用することで、新たな環境づくり、
ネットワークづくり、そしてコミュニティづくりをめざ
して活動しています。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・講師ボランティアの派遣

2
NPO法人
オーソティックスソサエティー

正しい靴選びができず、足に合わない靴を履き
続けることで身体のバランスを崩しています。子
どもの足を健全に育てること、高齢者の転倒を予
防すること、それが将来的な医療費の削減に貢
献できると信じています。

□栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供

3
医療法人　徳洲会
宇治徳洲会病院

当院は、救命センターとして、夜間・休日を含む
24時間体制で診療を行っており、また地域がん
診療連携拠点病院としてがん治療も行っておりま
す。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　■歯の健康
■喫煙　　　　　　　　 　 ■飲酒
■健康行動              ■食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供
・食材の提供
・施設の提供

4
社会医療法人
岡本病院（財団）
京都岡本記念病院

当院は、31の診療科に約100名の医師が名を連
ね、MRI、CTなどの画像診断装置、血管造影装
置、放射線治療装置など最新鋭の設備と救急ヘ
リポートを備え、救急医療と専門医療を中心に提
供しています。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
■喫煙　　　　　　　　 　 ■飲酒
■健康行動              ■食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・施設の提供

5 株式会社　Bright　Body

「株式会社　Bright　Body」は1992年4月1日宇治市で
Bright Body ACTIVE HEALTH研究所として立ち上げま
した。前身は地域のスポーツクラブや市民の為のト
レーニング施設で一般の方々に怪我の予防やライフス
キルの向上など地域社会の健康づくりを主に活動して
いました。その活動がスポーツ界へ広がり、現代で言
うコンディショニングの先駆けとなり京都を中心に活動
をしています。

□栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
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6 アル・プラザ宇治東

流通業。
地域密着として各種イベント、健康づくりのイベン
トを開催。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
■喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・施設の提供

7 宇治市さわやか歩こう会

幅広い市民がウォーキングを通じて、自らの健康
の維持及び増進を図ることと、会員相互間の親
睦と交流を深めることを目的とする健康ウォーキ
ングを実施する。

□栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ

8 京都府山城北保健所

宇治市をはじめとする7市町(宇治市・城陽市・八
幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町)
をエリアとする府内最大規模の保健所として保健
福祉のサービスを提供しています。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　■歯の健康
■喫煙　　　　　　　　 　 ■飲酒
■健康行動              ■食育
■普及啓発活動　      □その他

・資料の提供

9 有限会社　キタムラ
文具、事務機、事務用品、ＯＡ関係の販売。
市役所、学校、病院、企業、府庁関係等に納品。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・その他
（協力の仕方も色々あると思うので、相談し
てください。）

10 エフエム宇治放送株式会社

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他
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11 京うどん　三よしや 京うどん、天むすの販売

■栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
・食材の提供

12 カフェ　クラリネ

御蔵山商店街で飲食店を営業しています。（主に
ランチの提供）
30人程入れるスペースを活かし、地域サロンやレ
モンカフェの会場提供、また不定期に演奏会も開
催し、地域の方の集いの場としても利用していた
だいています。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・施設の提供

13
一般社団法人
京都子ども記者クラブ

記者活動を通じ、自らの人生を選び取ることがで
きるよう、また、自分の所属する社会に主体的に
関わることができるよう、自分で調べ考える力を
子どもたちの中に育む。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・資料の提供
・その他
（子どもによる取材・記事作成）

14 スタジオ　ジャパンフォト 写真スタジオ

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・施設の提供

15 あさくら診療所
1994年9月にあさくら診療所開設、2001年に歯科
併設。通所リハビリ、訪問診療、訪問看護、健診
も行っている。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　■歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣
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16 陽だまりハウス

1928年(昭和三年)に創業。カラダに優しい自然素
材をいっぱい使った健康な家づくりをしている地
域密着の工務店。アレルギーや喘息などの症状
を緩和したり、熱中症やヒートショックを予防した
りすることで、健康で長生きできる幸せな未来を
作る会社です。SDGｓにも積極的に取り組んでい
ます。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
□普及啓発活動　      ■その他(健康住
宅)

・見学体験の受け入れ
・資料の提供
・施設の提供
・講師ボランティアの派遣

17 洛タイ新報 新聞発行

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・その他(取材、記事掲載)

18
NPO法人ちはやぶる
宇治の未来をつくる会

宇治の歴史や文化を活用したまちづくり活動。
地域の魅力を再発見し、地域に対する誇りと愛
情を醸成し、そのプロセスを共有することで地域
の社会課題と向き合えるソーシャルキャピタルの
蓄積を目指す。

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
□健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・資料の提供
・施設の提供
・講師ボランティアの派遣

19 立命館宇治中学校・高等学校

中学校生約500名高校生約1000名が在籍してい
る、中高一貫校です。スポーツと国際教育に力を
入れており、近年では地域と連携して高校生が
自ら課題を見つけ、解決する課題解決型の授業
を展開しています。高校生が地域の方々と繋が
り、一緒になって課題を解決できればと思いアラ
イアンスへの参加を希望させていただきました。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              ■食育
■普及啓発活動　      ■その他(国際協
力)

・見学体験の受け入れ
・資料の提供
・△施設の提供
・講師ボランティアの派遣
・その他(生徒ボランティアの派遣など)

20 フロンティア薬局　宇治駅前店
保険調剤薬局
医薬品・医薬部外品・衛生用品等の販売
福祉用具のレンタル・販売・住宅改修　など

□栄養・食生活　　　　 □運動・身体活動
□休養・こころの健康　■歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
□普及啓発活動　      ■その他(認知症サポー
ト)

・見学体験の受け入れ
・資料の提供
・講師ボランティアの派遣
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21 Blossom

ひとりひとりが健康に過ごせるよう、体幹・足裏・
メンタルケア３本柱で、身体を整えるサポートをし
ています。個人・グループのレッスンをはじめ、主
張セミナーを開催。カラダを整えることの大切さの
啓蒙活動も同時に実施中です。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　■歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              ■食育
■普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・資料の提供
・講師ボランティアの派遣

22 南陵町健康サロン　健やか

宇治市南陵町自治会員とその周辺の居住者を
対象に健康体操ヨガ、健康講座などを行い地域
住民の健康維持・向上を目的として活動していま
す。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・施設の提供

23 さちこ鍼灸院 往診専門　鍼灸院

□栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
■休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
■普及啓発活動　      ■その他

・講師ボランティアの派遣
・資料の提供

24 ぶに整骨院

健康保険適用の急性期の怪我の治療や腰痛や
肩の痛みなどの慢性的な痛みにアプローチする
自費治療を手技や機械を使い行っています。健
康、怪我の予防に特化した業務提携先が多数あ
り皆様の健康をサポートする環境を整えて提供し
ております。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
□普及啓発活動　      □その他

・講師ボランティアの派遣

25 特定非営利活動法人おはな

主となる事業としては、地域密着型通所介護(少
人数のデイサービス)を、改修した民家で行い7年
以上が経ちました。その他、認知症の啓発活動と
して認知症あんしんサポーター養成講座や、コー
チングの講座・写真撮影の事業を実施しておりま
す。

■栄養・食生活　　　　 ■運動・身体活動
□休養・こころの健康　□歯の健康
□喫煙　　　　　　　　 　 □飲酒
■健康行動              □食育
■普及啓発活動　      □その他

・見学体験の受け入れ
・資料の提供
・施設の提供
・講師ボランティアの派遣
・その他（写真撮影・デイサービスのご利用
者とスタッフによる小さな手伝い)
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