




〇 2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技⼤会の基本ｺﾝｾﾌﾟﾄのひとつは「全員が⾃⼰ﾍﾞｽﾄ」。
アスリートだけでなく、⼀⼈ひとりが「⾃⼰ベスト」を⽬指す絶好の機会。

〇 健康⾯等での⾃⼰ベストを⽬指す個々⼈の取組を⽀援する事業を、内閣官房
オリパラ事務局が認証。
（要件）
① 個々⼈による「マイベスト⽬標」の設定及び当該⽬標の達成に向けた⾏動を⽀援する事業

※マイベスト⽬標とは、健康⾯等でより最適な状態を⽬指すために、個々⼈が「2020年7⽉24⽇」時点での⽬標として設定するもの

② 個々⼈が「マイベスト⽬標」の達成に向けた⾏動を継続するための⼯夫を取り⼊れた事業

〇 認証を受けた事業はロゴマーク使⽤可。
〇 マイベスト⽬標の例

♦ 体重、体脂肪率、⾎圧、⾎糖値
♦ 運動の実施回数（毎⽇ジョギング、毎⽇1万歩 等）
♦ スポーツの記録（マラソンや⽔泳でのベストタイム 等）

〇 認証件数︓69件 ※ 2020年1⽉8⽇時点
◆フィットネスクラブ等︓21件 ◆総合型地域スポーツクラブ︓9件
◆健康経営に取り組む企業等︓14件 ◆健康増進に取り組む⾃治体︓3件
◆学校︓14件 ◆その他︓8件

beyond2020マイベストプログラムについて
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

JR東日本スポーツ株式
会社

オールジェクサー・マイベスト応援プログラム

・フィットネスクラブの成人会員とキッズ・スクールを
対象にしたプログラム。

・水泳のタイムや腕立て伏せ・腹筋の回数をマイベスト
目標に設定し、定期的に記録会を開催して、会員相互
でチャレンジを共有。

平成31年2月28日

株式会社ルネサンス ルネピック マイベスト達成応援プログラム

・ジュニアスイミングスクールに通う会員を対象にした
プログラム。

・25ｍクロールの記録をマイベスト目標に設定するとと
もに、「お互いに応援し合える精神を育む。」といっ
た行動目標も宣言。

平成31年2月28日

株式会社タクティブ PING PONG マイベスト応援プログラム

・卓球スクールの会員を対象にしたプログラム。
・一人ひとりが、卓球の様々な技術項目の習得やラリー
回数などのマイベスト目標を設定し、段階的に、各自
のペースで習得できるようなプログラムを提供。

平成31年2月28日

RIZAP株式会社 RIZAPマイベストチャレンジ

・RIZAPの個人会員に加え、同社が出張型トレーニング等
を実施する法人・自治体を対象としたプログラム。

・「自分史上最高のカラダ、美ボディ」を目指した体重、
体脂肪率の数値などをマイベスト目標に設定。

平成31年2月28日

セントラルスポーツ株
式会社

セントラルスポーツ・マイベストチャレンジ・
サポートプログラム

・スポーツクラブの一般会員とスクール会員を対象とし
たプログラム。

・大人は体重・体脂肪率等、子供は体育スクールでの技
の習得等のマイベスト目標を定めて館内にも掲示し、
皆でモチベーションを高める。

平成31年2月28日

◆フィットネスクラブ等（21件）
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

株式会社MTG SIXPAD beyond2020マイベスト応援プログラム

・トレーニングギア「SIXPAD」のユーザー等を対象にし
たプログラム。

・目指したい体型や運動習慣をマイベスト目標に掲げ、
SIXPAD店舗において、定期的に進捗状況を数値化し、
食事内容を含む改善点等をアドバイスする。

平成31年3月22日

コナミスポーツ株式会
社

コナミスポーツクラブ・マイベストチャレンジ
応援プログラム

・卓球スクール、スイミングスクール、ゴルフアカデ
ミーの会員等を対象にしたプログラム。

・卓球、スイミング、ゴルフの各種目でマイベスト目標
の設定を促し、一人ひとりの取組をコーチ・スタッフ
が指導・サポート。目標に至るまでの記録更新や目標
達成を表彰。

令和元年5月13日

有限会社ぴゅあサポー
ト

LEN & ぺんぎん村 マイベスト達成応援プログ
ラム

・健常者と障害者がともに活動するフィットネスクラブ
「LEN」と主として障害者を対象にした「ぺんぎん村水
泳教室」の会員を対象にしたプログラム。

・各個人の身体・健康状態、年齢等を考慮した上で、ト
レーナー・インストラクターが最適な目標の設定をサ
ポートし、トレーニングメニューを作成・提示。

令和元年5月13日

野村不動産ライフ＆
スポーツ株式会社

メガロス・マイベスト応援プログラム

・スポーツクラブの一般会員とスクール会員（スイミン
グ、テニス、体育）を対象にしたプログラム。

・大人は体重・体脂肪率等、子供は技術の習得等のマイ
ベスト目標を設定。目標設定や目標達成に向けた行動
をトレーナーやコーチがサポート。

令和元年6月26日

イオンリテール株式会
社

イオンスポーツクラブ マイベスト応援プログ
ラム

・スポーツクラブ会員とキッズスクール会員（スイミン
グ、新体操、ダンス、バレエ、空手）を対象にしたプ
ログラム。

・大人は筋肉量・体脂肪率等、子供は進級テスト合格、
新しい技の習得等をマイベスト目標に設定。目標設定
や目標達成に向けた行動をトレーナーやコーチがサ
ポート。

令和元年8月2日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

株式会社アルファイン エステWAM マイベスト応援プログラム

・フィットネスとエステティックの融合店「エステWAM」
の会員を対象にしたプログラム。

・健康体重・美容体重等のマイベスト目標を設定。ジム
トレーナーとエステティシャンが、健康と美容の両面
からサポート。

令和元年8月2日

コナミスポーツ株式会社
株式会社FiNC Technologies

コナミスポーツクラブ×FiNC マイベスト
宣言応援プロジェクト

・コナミスポーツクラブメンバー、ヘルスケアアプリ
「FiNC」ユーザーを対象にしたプログラム。

・体重、ベンチプレスの重量、走行距離等をマイベスト
目標に設定。クラブ施設内で、測定会や相談会を開催。
また、「FiNC」によるライフログの記録、特設イベン
ト開催等を通じて、オンライン・オフライン両面で目
標設定や達成に向けた取組をサポート。

令和元年8月20日

株式会社LOOPZ LOOPZマイベストBODY応援プログラム

・LOOPZGYMの会員を対象にしたプログラム。
・アスリート会員は競技力向上を図るための指標として、

10ｍダッシュ、ベンチプレス等の記録を、一般会員は
健康増進に向けて握力等の記録を、それぞれマイベス
ト目標に設定。トレーナーが個別プログラムを作成し、
支援。

令和元年10月2日

株式会社expg DANCE マイベスト応援プログラム

・「EXPG STUDIO」の会員等を対象にしたプログラム。
・EXILEの楽曲を中心にダンスレッスンを行い、ダンスス
テップの習得や楽曲の振り付けの習得等のマイベスト目
標達成を支援。

令和元年10月8日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

株式会社テトラフィット TetraFitマイベスト燃焼プログラム

・クラブ会員を対象にしたプログラム。
・体重や消費カロリーをマイベスト目標に設定。
トレーナーによる進捗管理とともに、エクササイズ履
歴（消費カロリー）の保存機能や、目標設定・達成率
表示機能等を持つアプリを活用して、エクササイズ履
歴と結果を可視化することにより、モチベーション向
上と目標達成に向けた行動意識向上につなげる。

令和元年11月20日

株式会社東急スポーツオア
シス

OASISマイベスト達成応援プログラム

・東急スポーツオアシス会員を対象にしたプログラム。

・成人会員専用アプリを活用して、マイベスト目標を
管理し、アプリプッシュでの応援コメントの送付等
により支援。キッズ会員は毎週のレッスンにおいて
コーチが適切な指導を実施。

・社員やインストラクターは、目標を書いた紙を持っ
て、SNSで発信し、WEBや社内掲示版等で進捗等を情
報共有。

令和元年11月26日

森欽窯業株式会社
オリンピアスポーツクラブ個人目標達成応
援プログラム

・クラブ会員を対象にしたプログラム。
・各会員が生活習慣、運動習慣、食生活、年齢等を考
慮したマイベスト目標を設定。クラブは当該目標達
成のために必要なプログラムを提供。定期的にマイ
ベスト目標の達成度を確認しながらトレーナー・
コーチがアドバイスを行う。

令和元年11月26日
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株式会社LAVA 
International

1万人のハトのポーズ

・ホットヨガスタジオLAVAの会員を対象にしたプログ
ラム。

・レベルに応じた「ハトのポーズ」をマイベスト目標
に設定。オンライン（オリジナル瞑想アプリ
MEISOON）とオフライン（ホットヨガスタジオにおけ
る10分ヨガ、マスターレッスン・ハトのポーズへの
道）の両面で目標達成を支援。

令和元年12月10日



【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

株式会社ラスイート 神戸みなと温泉 蓮 RENタイムトライアル

・温泉施設内のフィットネスクラブが主催するレッス
ン参加者を対象にしたプログラム。

・個人別にタイム記録票を作成し、マイベスト目標を
設定。アスリート経験者がトップ選手の理論や練習方
法等について指導。併せて有資格者による入浴指導等
により目標達成を支援。

令和元年12月20日

株式会社ビッグツリー
ビッグツリー

マイベスト達成応援プログラム

・クラブ会員を対象にしたプログラム。
・フィットネス会員や、水泳やテニスなどのスクール
会員が体質改善、タイム向上等のマイベスト目標を設
定。トレーナーやコーチが指導し目標達成を支援。

令和元年12月20日

一般社団法人
HOKKAIDO ADAPTIVE SPORTS

Be a Good Athlete プロジェクト

・障害のある選手と健常者の選手が所属するクラブの会
員を対象にしたプログラム。

・月３回程度の車いすスポーツスクール活動（車いすバ
スケ、車いすソフトボール、陸上等）において、参加者
がドリブル回数等のマイベスト目標を設定。クラブス
タッフが目標達成を支援。

令和元年12月23日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

特定非営利活動法人
スポーツドアあずま

墨田区総合型地域スポーツクラブ スポーツド
アあずま・マイベスト応援プログラム

・クラブ会員、一般住民を対象にしたプログラム。
・総合型地域スポーツクラブの特徴である「多種目展
開・多世代参加」を活かしたバラエティに富んだマイ
ベスト目標を設定（会員の約7割を占める小学生は
フリースロー得点率向上等）。

令和元年6月26日

特定非営利活動法人
両国倶楽部

墨田区総合型地域スポーツクラブ 両国倶楽
部・マイベスト応援プログラム

・クラブ会員、一般住民を対象にしたプログラム。
・総合型地域スポーツクラブの特徴である「多種目展
開・多世代参加」を活かしたバラエティに富んだマイ
ベスト目標を設定（会員の約3分の1を占める高齢者は
健康体操、ラジオ体操等の継続実施等）。

令和元年6月26日

特定非営利活動法人
WillDo

WillDo・マイベストプログラム

・クラブ会員、一般住民を対象にしたプログラム。
・小学生会員は50m走の記録更新、大人会員・一般住民は
標準BMI値をマイベスト目標に設定。オリンピアンによ
る50m走指導やダイエット等の専門家による講習会等を
通じて、目標達成をサポート。

令和元年8月5日

NPO法人希楽々 きらら2020 InBodyマイベストプログラム

・クラブ会員を対象にしたプログラム。
・体重・筋肉量・InBody点数をマイベスト目標に設定。
指導者と共に目標を設定し、運動プログラム（ウォー
キング、筋トレ、エアロバイク等）を提供。定期的に
InBody計測を実施。

令和元年8月21日

特定非営利活動法人ス
ポーツ・サンクチュア
リ・川口

アクティブフィットマイベスト応援プログラム

・クラブ会員、一般住民を対象にしたプログラム。
・同クラブオリジナルメソッドである「ベクトルウォー
キング」を活用し、ひと月に5万歩増、目標体重等をマ
イベスト目標に設定。健康づくりの各種体験や、会員
同士の交流を図る遠足等への参加を促し、活動継続を
支援。

令和元年10月3日

◆総合型地域スポーツクラブ（9件）

7



【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

川之江TRACK＆FIELD
クラブ

川之江TRACK＆FIELDクラブ マイベスト達成応
援プログラム

・クラブ会員を対象にしたプログラム。
・陸上競技を中心に、100ｍ走、二重跳び50回等をマイベ
スト目標に設定。コーチによる練習方法等のアドバイ
スや定期的に記録挑戦の機会を設けることにより、目
標達成を支援。

令和元年10月3日

特定非営利活動法人東
宇治スポーツクラブ

マイベスト2020.7.24 ＊自身の目標に向かっ
て～マイベスト！～

・クラブ会員を対象にしたプログラム
・クラブマネージャーと共に運動の実施回数、歩数等を
マイベスト目標に設定。自宅等で実施可能な運動メ
ニューのアドバイスや、個人目標カードによる進捗状
況 の確認を通じて目標達成をサポート。

令和元年10月28日

特定非営利活動法人法
人しんじ湖スポーツク
ラブ

しんじ湖SCマイベスト達成応援プログラム

・クラブ会員、一般住民を対象にしたプログラム。
・運動の実施回数、体脂肪率等をマイベスト目標に設定。
クラブにおける各種教室・講座や、高齢者でも簡単に
体を動かせるクラブオリジナルのエクササイズ等を活
用して目標達成を支援。

令和元年11月26日

特定非営利活動法人
ラソスポルチクルービ

ラソススポルチクルービ
マイベスト応援プログラム

・クラブ会員を対象にしたプログラム。
・サッカークラブ会員はドリブルスピード、リフティン
グ回数等、運動クラブ会員は運動の実施回数等をマイ
ベスト目標に設定。公認ライセンス保有コーチによる
専門的な指導等により目標達成を支援。

令和元年12月23日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

株式会社サニックス
健康づくりで、自己ベストを目指そう！サポー
トプログラム

・従業員を対象にしたプログラム。
・保健師等との個別面談でマイベスト目標の設定を促し、
食事・運動記録を見える化するためのウェアラブル端
末等を活用し、従業員の健康な身体作りを支援。

平成31年3月27日

株式会社フジタ建設
コンサルタント

マイベストスコア応援プログラム

・従業員を対象にしたプログラム。
・スポーツクラブと契約し、2019年のフィットネススコ
アを参考にマイベスト目標を設定するとともに、食事
メニューの提示や運動の指導によって健康づくりを促
す。

令和元年5月8日

株式会社共栄薬品
株式会社共栄薬品：スモールチェンジ活動でマ
イベスト達成！

・従業員を対象にしたプログラム。
・「スモールチェンジ活動」（2か月ごとに運動面・食事
面の目標を立てて進捗を確認する活動）にマイベスト
目標を追加。「スモールチェンジ活動カード」を用い
て、社内で進捗を共有し、互いに応援。

令和元年6月26日

大同生命保険株式会社 Go Beyond マイベストKENCOプログラム

・従業員を対象にしたプログラム。
・健診結果や生活習慣病の発症リスクを個人専用WEBペー
ジで見える化し、マイベスト目標（日々の平均歩数・
健康診断の数値（体重等））の設定や行動を支援。

令和元年8月26日

◆健康経営に取り組む企業等（14件）
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

公立学校共済組合千葉
支部

ウォーキンググランプリを通じたマイベスト応
援プログラム

・組合員（千葉県内の教職員等）を対象にしたプログラ
ム。

・ウォーキングの習慣づけ等をマイベスト目標に設定。
ウォーキンググランプリの実施や健康づくり講座の実
施等により、組合員の健康づくりを支援。

令和元年9月25日

公立学校共済組合宮崎
支部

チャレンジウォーキング

・組合員（宮崎県内の教職員等）を対象にしたプログラ
ム。

・宮崎県のウォーキングアプリ「SALKO」を活用した
ウォーキングイベントの実施等を通じて、ウォーキン
グの習慣に係るマイベスト目標の達成を支援。

令和元年10月1日

山﨑プラント株式会社
水島営業所

山﨑プラント株式会社 マイベストチャレンジ
キャンペーン

・山﨑プラント水島営業所工場等の社員を対象にしたプ
ログラム。

・歩数、体重等をマイベスト目標に設定。工場での転倒
防止対策として実施する体操を社員の健康増進にも活
用。

令和元年10月2日

全日本空輸株式会社 ベストコンディション サポートプログラム

・ANAグループの社員を対象にしたプログラム。
・BMI、体重等をマイベスト目標に設定。「ANAグループ
体操」を用いて運動を習慣化。また、ANA独自の健康促
進アプリを活用し、社員の健康状態に対し、適切にア
ドバイスを行う。

令和元年10月3日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

静岡県スポーツ局
スポーツ局内対抗！ウォーキング大会で健康に
なろう！

・静岡県スポーツ局の職員を対象にしたプログラム。
・歩数、体重等をマイベスト目標に設定し、目標達成に
向けた行動を促すためにウォーキングイベントを開催。

・県庁内の他部局へ広げていく予定。

令和元年10月3日

花王株式会社 Kao みんなのGENKIマイベストプログラム

・花王国内グループ会社の社員を対象としたプログラム。
・第1ステップとしてウォーキングチャレンジ、第2ス
テップとして減量チャレンジを行い、その結果を受け
て、第3ステップとして、歩数等に関するマイベスト目
標を設定。3つのイベントとすることで、飽きの防止等
を図りつつ、健康管理スタッフが適宜アドバイス。

令和元年10月30日

東京地下鉄株式会社
Work Life Smile Action マイベスト応援プロ
グラム

・全職場の社員を対象にしたプログラム。
・運動習慣を身に着けるきっかけづくりとして、社員
参加型の歩数イベント等を開催。歩数アプリを用い
て、個人別にランキング化してゲーム感覚で競わせ
るとともに、健康経営の観点から、マイベスト目標
の設定やその結果について、産業医や保健師による
面接指導を実施。

令和元年11月21日

宮城県
地方職員共済組合宮城
県支部

宮城県庁マイベストチャレンジ
サポートプログラム

・県職員を対象にしたプログラム。
・職員毎に，運動の実施回数等のマイベスト目標を設定。
宮城県と地方職員共済組合宮城県支部が共同で、歩数
アプリを活用した歩数アップ事業や各種セミナー等を
実施。

・職員の電子申請によるマイベスト目標の報告やアプリ
の記録等で実施状況を管理するとともに、庁内イント
ラネットや健康相談窓口等で目標達成を支援。

令和元年12月23日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

株式会社業務企画セン
ター

BPC健康維持マイベスト達成応援プログラム

・障害者就労継続支援A型事業所である同社の従業員を対
象にしたプログラム。

・朝礼後のラジオ体操、掃除の実施等を通じて従業員の
健康増進と、一日の歩数や週五日の勤務等の目標達成
を支援。

令和2年1月8日

キヤノン健康保険組合 キヤノングループ マイベストプログラム

・健康保険組合員を対象にしたプログラム。
・所属長経由でマイベストカードを配布。社員各自が行
動目標を記載して、社員証とともに携帯。

・社員が社員向け健康情報配信サイトに登録した目標達
成に向けた取組を、健康保険組合が管理するとともに、
健康イベントの開催等で目標達成を支援。

令和2年1月8日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

桑名市 桑名卓球珈琲マイベスト応援プログラム

・桑名市民を対象にしたプログラム
・桑名市の城南まちづくり拠点施設に設けられた「卓球
珈琲」において、ヘルスケア教室と卓球教室を毎月実
施し、マイベスト目標の設定支援と、健康管理のアド
バイスや運動指導を行う。

令和元年5月8日

福島市
健都ふくしま創造事業・マイベスト応援プログ
ラム

・福島市民を対象にしたプログラム。
・福島市、医療、福祉、企業等の各団体が連携して実施
する「福島市健康づくりポイント事業」に体重、
歩数／歩数時間等のマイベスト目標を追加し、市民の
健康づくりを支援。

令和元年10月1日

墨田区
障害者（児）スポーツレクリエーション大会
マイベスト応援プログラム

・墨田区障害者（児）スポーツ・レクリエーション大会
参加者を対象にしたプログラム。

・すみだおんど、対抗リレー等の種目をマイベスト目標
（間違わずに踊る等）に設定し、各障害者施設等での
日々のプログラム、練習の実施により目標達成を支援。

令和元年10月2日

◆健康増進に取り組む⾃治体（3件）
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

埼玉県教育委員会 埼玉県児童生徒の新体力テスト

・埼玉県内（さいたま市を除く。）の公立小学校、中学
校、高校(1,199校)の児童生徒を対象にしたプログラム。

・新体力テストの記録をマイベスト目標に掲げ、地域の
方々と一緒に朝の運動を行うなどの取組を通じて、体
力、運動技能、運動意欲の向上を目指す。

平成31年3月22日

さいたま市教育委員会 児童生徒の実態に応じた健康・体力づくり

・さいたま市立の各学校（169校）の全児童生徒を対象に
したプログラム。

・新体力テストの記録や体育授業等で取り組む種目につ
いてマイベスト目標を設定。児童生徒が自己の体力の
伸びを実感できるよう、教員が目標達成をサポート。

令和元年6月26日

宮崎県教育委員会
宮崎県体力テスト目標設定システム等を活用し
たマイベスト応援プログラム

・宮崎県内の公立の各学校の児童生徒を対象にしたプロ
グラム。

・新体力テストの記録をマイベスト目標に設定。各学校
は2020年度の目標達成に向けた体力向上プランを作成
し、児童生徒の取組をサポート。

令和元年10月1日

札幌市教育委員会
札幌市「目指せ！なわとびマイベスト」プロ
ジェクト

・札幌市立小学校の児童を対象にしたプログラム。
・なわとびの技の種類等をマイベスト目標に設定し、
「なわとびカード」に目標と達成状況を記録。

令和元年10月2日

◆学校（14件）
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

山梨県教育委員会
「目指せ！やまなしチャンピオン！」マイベス
ト応援事業

・山梨県内の公立小学校の児童を対象にしたプログラム。
・ロングランニング、長縄等の6種目でランキング上位を
目指す「目指せ！やまなしチャンピオン！」において、
各種目の1位を目指すこと等をマイベスト目標に掲げて
取り組む。

令和元年10月2日

茨城県教育委員会 体力テストマイベスト応援プログラム

・茨城県内の公立の各学校の児童生徒を対象にしたプロ
グラム。

・新体力テストの記録をマイベスト目標に設定。目標
達成に向けて、体育の授業等を通じて体力向上に取り
組む。

令和元年10月2日

千葉県教育委員会
いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツ
ランキングちば」

・千葉県内の公立の小学校の児童生徒を対象にしたプロ
グラム。

・長縄、馬跳び等の８種目でランキング上位を目指す
「遊・友スポーツランキングちば」において、各種目
の1位を目指すこと等をマイベスト目標に掲げて取り組
む。

令和元年10月2日

静岡市教育委員会 SDGsの都市における子どもの体力向上支援事業

・静岡市立の小中学校の児童生徒を対象にしたプログラ
ム。

・静岡県体力テストの実施種目（「ボール投げ」「シャ
トルラン」等）をマイベスト目標に設定し、教育委員
会 が策定する記録向上策等により教員が効果的に指導。

令和元年10月30日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

福井県教育委員会 マイベスト「ザ・チャレンジ」

・福井県内の公立の小中学校の児童生徒を対象にしたプ
ログラム。

・「ハイスピード短なわ」と「短なわ」でマイベスト目
標を設定し、教員がサポートするとともに、トップア
スリートの学校派遣により、児童生徒の運動への関心
を高める。

令和元年10月30日

福島県教育委員会
ふくしまっ子健康・体力マネジメントプラン

・福島県内の公立の各学校の児童生徒を対象にしたプロ
グラム。

・新体力テストや健康診断の結果を記録する「自分手
帳」を活用。2020年度のテスト・診断の結果をマイベ
スト目標に掲げ、教員が児童生徒の取組を支援。

令和元年10月30日

南相馬市教育委員会 新体力テストみなみそうまチャレンジ

・南相馬市内の公立小学校、中学校の児童生徒を対象に
したプログラム。

・新体力テストの記録をマイベスト目標に設定。南相馬
市独自の「チャレンジ目標シート」を活用し、マイベ
スト目標を明確化するとともに、各学校及び児童生徒
がそれぞれ目標を決めて、目標達成のために各学校独
自の取組を実施。

令和元年11月19日

岡山県教育委員会 体力アップ・マイベストチャレンジ！

・岡山県内（岡山市を除く。）の公立小学校、特別支援
学校の3～5年生の児童を対象にしたプログラム。

・新体力テスト種目から、各自が伸ばしたい2種目をマイ
ベスト目標に設定。岡山県独自の体力アップに資する
運動を集めたハンドブック等を活用して、児童の体力
向上を支援。

令和元年11月19日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

宮城県教育委員会
Webなわ跳び広場 ～長なわ・短なわ跳び大会
～

・宮城県内の公立小学校の児童を対象にしたプログラム。
・なわ跳びの回数をマイベスト目標に設定。いつでも何
度でもチャレンジし、競い合う取組である「webなわ跳
び広場」を活用し、目標達成を支援。

令和元年11月19日

足立区教育委員会 足立区 beyond2020マイベストプログラム

・足立区内小中学校の児童生徒が対象のプログラム。
・新体力テストでの「自己ベスト」をマイベスト目標に
設定。児童生徒の発達段階や学校の特性を考慮した取
組カードを用いて、目標達成を支援。

・2020年以降も毎年7月24日を「オリンピック・パラリン
ピックの日」として引き続き同様の取組を継続。

令和元年12月23日
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

一般社団法人千葉県
歯科医師会

8029マイベスト応援プログラム

※「8029」は、80歳になっても肉を摂取する元
気な高齢者を増やしていこうという運動。

・主として高齢者を対象にしたプログラム。
・高齢者の歯科治療において、噛む機能と飲み込む機能
の維持・回復を図るため、嚥下回数等をマイベスト目
標に設定し、口腔領域の筋肉や舌の機能維持のための
運動等を指導。

令和元年5月9日

合同会社生活習慣病予
防研究センター

RISPマイベスト応援プログラム

・同社が保健事業を提供する市町村、企業の健康保険組
合等に属する方を対象にしたプログラム。

・セミナーの開催や保健指導等を通じ、保健師・管理栄
養士が毎日の歩数等のマイベスト目標設定を支援。
フォローアップ期間中に面談等を通じて、生活習慣の
改善をサポート。

令和元年月6日27日

ネオス株式会社
RenoBody ウォーキング＆ダイエット
beyond2020 マイベストプログラム

・無料歩数計アプリ【RenoBody】ユーザーを対象にした
プログラム。

・一日8000歩の継続や目標体重の達成をマイベスト目標
に設定。アプリ上で、残歩数等の可視化や、減量シ
ミュレーション機能による目標歩数の算出を行い継続
的な活動と達成をサポート。

令和元年8月5日

株式会社西武ライオン
ズ

マイベストチャレンジ～ベースボール型の自己
ベストに挑戦～

・「ベースボール型」に関する測定会・ワークショップ
に参加する小学生を対象にしたプログラム。

・遠投の距離・30ｍ走のタイム・バットスイングのス
ピードをマイベスト目標に設定。西武ライオンズの試
合日イベントと連動した測定会等を実施。また、ドリ
ルを配布し、自宅や学校での取組を支援。

令和元年8月5日

株式会社タニタヘルス
リンク

HealthPlanet～マイベストチャレンジ宣言

・健康管理アプリ「HealthPlanet（ヘルスプラネッ
ト）」利用者を対象にしたプログラム。

・体重をマイベスト目標に設定。日々の測定結果を
「HealthPlanet」に記録するとともに、歩数等記録ア
プリや食事記録アプリとも連携し、多角的な健康づく
りをサポート。

令和元年8月21日

◆その他（8件）

ハチマルニク
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【参考】認証事業⼀覧

事業者名 事業名 概要 認証日

公益財団法人京都府ス
ポーツ協会

筋力/体力測定・体組成測定でマイベスト応援
プログラム

・京都府スポーツセンタースポーツ医・科学室利用者を
対象にしたプログラム。

・同室で実施する筋力測定、基礎体力測定等の数値（肺
活量、握力等）をマイベスト目標に設定し、トレー
ナーによる運動指導等を実施。

令和元年10月3日

ハチマルニク

19

株式会社総合体力研究
所

働く女性を元気にする からだマネジメントプ
ログラム

・同社が事業を提供する企業、健康保険組合、自治体等
に所属する有職女性を対象にしたプログラム。

・作業姿勢の改善やウォーキング姿勢の改善等をマイベ
スト目標に設定。ストレッチウォーキングの実習等を
通じて目標達成を支援。

令和元年11月20日

RIZAP株式会社
東京医科歯科大学保険医
療管理学分野

マイベスト「糖尿病」エイドチャレンジ

・糖尿病関連数値の改善維持に向けて、筋力トレーニン
グの効果等を示すために東京医科歯科大学大学院保険
医療管理学分野が行う実証研究内で行われるプログラ
ムであって、実証研究に参加する糖尿病患者が対象。

・東京医科歯科大学大学院保険医療管理学分野が糖尿病
関連数値の改善維持の目標設定を支援するとともに、
RIZAPが筋力トレーニングのノウハウ等を提供し、目標
達成に向けた運動を支援。

令和元年12月23日
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