令和 4 年度参加手引

＊この手引きは、
「はつらつ健幸ポイント」の仕組みやポイント獲得・交換などのルール、各種手
続きなどを解説したものです。
＊この手引きは、退会まで大切にお持ちください。
＊この手引きは、令和 4 年度版です。年度の途中や令和 5 年度以降にルール改定があるときは、
別にご案内させていただきます。
＊ご不明な点があれば、背表紙に記載の窓口にお問い合わせください。
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この事業の意義について
少子高齢化、人口減少が急速に進む中、高齢になっても地域で元気に暮らせる社会を
実現するために、
「健幸」づくりが求められています。健幸とは、身体的に健康であると
ともに、生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を送れることをいいます。
はつらつ健幸ポイントは、日々の歩数の計測によって運動を習慣化していただくこ
と、定期的な体組成の測定によって身体の状態やその変化に気づいていただくことを主
な取組としています。これらの取組をきっかけとして、運動だけではなく、食事や睡
眠、病気の予防など様々な健康づくりを意識していただき、その先にある心からの幸せ
を感じられる「健幸」につなげていただければ幸いです。
地域の担い手はみなさまです。みなさまの健幸は、ご自身やご家族のみならず、地域
全体の健幸につながり、その実現は大きな社会貢献となります。

あなたのその一歩一歩が
ご自身の健康や大切な人の幸せに！

１

概要

宇部市はつらつ健幸ポイントは、日々の歩数の計測等を中心として、みなさまに健康づくりに取
り組んでいただくことを目的としています。
これまでより少し多めに歩いたり、所定の場所で身体の状態を測定したり、他にも様々な健康づ
くりに取り組むことでポイントを獲得できます。ポイントは、お得な景品と交換できます。
また、WEB システム「からだカルテ」の様々な機能で、楽しく健康管理を行うことができます。

２

取り組んでいただくこと

(1)

必読！

歩数データの計測・送信【必須】

まずは、活動量計またはアプリで歩数をカウントします。
計測を始める前に、
「資料 3 活動量計の使い方（p.21）
」または「資料４ 歩
数計アプリ（ヘルスプラネットウォーク）の使い方（p.23）
」をご確認ください。
歩数データがたまったら、公共施設などにある専用リーダーやローソンの
Loppi（ロッピー）に活動量計をかざして、歩数データを送信します。専用リーダ

歩数の計測

ーの設置場所は「３ データ送信・測定拠点（p.5）
」をご覧ください。アプリの場
合、基本画面からデータを送信します。
歩数データは活動量計に 30 日分ためられます。30 日以内に 1 度、必ずデータ
を送信してください。アプリの場合は、7 日以内に 1 度、データを送信するよう

動画で解説

にしてください。
歩数データを送信すると、歩数に応じて自動的にポイントがたまります。
なお、歩数のポイントは、主に「基準（ベースライン）歩数からどれだけ歩数が増えたか」を評
価して獲得できる仕組みとなっています。
獲得できるポイントの基準は、「資料 1 ポイント獲得ルール（p.11）
」をご覧ください。
【ベースライン歩数】
以前よりも歩数が増えたかどうかを比べるための基準（ベースライン）となる歩数のことで、参
加者ごとに自動的に設定されます。スタート時は、最初に 1,000 歩を超えた日から 7 日間の平
均歩数をベースライン歩数とします。ベースライン歩数は 6 か月ごとに更新され、7 か月目から
はその前の 6 か月間の平均歩数がベースラインになります。また、ベースライン歩数の下限値は
4,000 歩(75 歳未満)または 3,000 歩(75 歳以上)です。なお、ベースライン歩数を算出するに
は、１日 300 歩以上、１か月内で 20 日以上の歩数が発生していることが必要です。
ベースライン歩数は「からだカルテ」で確認することができます（計算期間が過ぎてから 2 回目
のデータ送信の後に表示されるようになります。）
。
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(2)

定期的な体組成（身体の状態）の測定【必須】

必読！

ウオーキングなどで健康づくりに取り組まれたら、公共施設などの「健幸ポ
イント測定コーナー」で、筋肉量や BMI（肥満度）などの体組成を測定します。
測定したデータは自動的に「からだカルテ」に記録され、ご自身のスマートフ
ォンやパソコンなどで、身体の変化を見ることができます。

体組成の測定

月に 1 回、測定するだけでポイントを獲得できます。また、3 か月に 1 回、測
定結果に応じて、いつもより多めのポイントを獲得するチャンスがありますの
で、毎月必ず測定するようにしましょう。
健幸ポイント測定コーナーの場所は、
「３ データ送信・測定拠点（p.5）
」を、

動画で解説

体組成の測定方法は、
「資料 5 健幸ポイント測定コーナー（体組成計）の使い方
（p.24）」をご覧ください。
なお、ペースメーカーなど体内機器を装着している人は測定できません。

(3)

指定の健康づくり活動等への参加

健診を受けたよ

歩数の計測や測定のほか、市が指定する健康づくり活動への参加やがん検
診、健康診査の受診などでポイントを獲得できます。参加は任意ですが、ぜひ
チャレンジしてみてください。
なお、対象の活動は別にお配りする一覧や市ウェブサイト、イベント等のチ
ラシでご確認ください。

(4)

アンケート調査への回答【必須】

事業効果の分析や今後の制度設計の基礎データとして使用しますので、アンケートにご協力くだ
さい。アンケートは、初回登録時と年度終了時に実施する予定です。
アンケートへの回答は、
「新規・継続ポイント（500 ポイント）」の条件になっていますので、必
ず回答するようにしてください。
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３

データ送信・測定拠点

各拠点等の利用可能時間等は変更になる場合があります。また、臨時休館・休業の状況について
は、各拠点等のウェブサイトなどでご確認ください。

(1)

健幸ポイント測定コーナー（測定拠点）

体組成計やポイント確認用タブレット注を設置しています。また、歩数データの送信もできます。
NO
B1

拠点
保健センター

所在地

電話

琴芝町二丁目

31-1777

1-10
B2

西岐波市民センター
ユーピーアールスタジアム

床波六丁目

51-9001

B5
B6

黒石ふれあいセンター
楠こもれびの郷

8:30～17:15
土・日・祝日、年末年始除く

恩田町四丁目

29-0089

1-4
B4

8:30～17:15
土・日・祝日除く

5-22
B3

利用可能時間等

8:00～21:00
年末年始除く

黒石北三丁目

44-0881

9:00～22:00

2-37-12

年末年始除く

大字西万倉字沖田 67-2617

10:00～21:00

1662-1

毎月第 3 水曜日、元旦除く

フィットネスクラブ・

大字上宇部

ハバック（HBACC）

471-4

43-9582

平日（木曜定休）
9:00～23:00
土・日・祝日
9:00～20:00
施設点検、年末年始、盆除く

B7

フジグラン宇部

明神町三丁目

1F 専門店エリア

1番1号

37-0111

9:00～21:00

31-4111

8:30～17:15

（スポーツヒマラヤそば）
B8

宇部市役所本庁舎

常盤町一丁目
7番1号

土・日・祝日、年末年始除く
木曜日は 19 時まで開庁

B9

Goppo ええぞなクラブ

大字東岐波

39-6336

4138 番地 11
B10

ココランド体育館

9:00～16:00
土・日・祝日、年末年始除く

大字上宇部

080-8249-9552

9:30～19:00

75 番地

（ミネルバ宇部）

土・日・祝日、年末年始除く

（注）B6～B10 には、
「からだカルテ」閲覧用のタブレットはありません。

(2)

歩数データ送信拠点

全国のローソンの Loppi（ロッピー）端末や、原、厚東、二俣瀬、小羽山、常盤、川上、西宇部の
各ふれあいセンターの専用リーダーで、歩数データの送信のみを行うことができます。
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※ 各施設の機器の操作などでお困りの場合は、保健センター（31-1777）または運営事務局（株式会
社タニタヘルスリンク内｜0120-771-015）にお問い合わせください（各施設のスタッフでは対応で
きない場合がありますのでご了承ください。
）
。
※ 測定コーナーでウェットティッシュなどの消毒用品が必要な場合は、ご持参ください。
※ ローソンの店舗情報は、ローソン社ウェブサイトなどでご確認ください。
【データ送信・測定拠点】

S …歩数データ送信拠点 ○
B …健幸ポイント測定コーナー（測定拠点） ○
L …ローソン店舗
○
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４

獲得できるポイント

様々な健康づくりなどに取り組むことで、年度に最大で 6,000 ポイントを獲得できます。
主なポイントの一覧は下表のとおりで、獲得期間は、事業参加から令和 5 年 3 月末までです。た
だし、けんしんポイントは、令和 4 年 4 月までさかのぼってポイントを付与します。
条件やポイント数の詳細は「資料１

ポイント獲得ルール（p.11）
」をご覧ください。
【ポイント一覧】

ポイント名称

条件

歩数ポイント（月々） ・月の平均歩数が一定数増加

ポイント数
0～400（月に 1 回）

・月の平均歩数が推奨歩数を達成
歩数ポイント（日々） 1 日の歩数が推奨歩数を達成

0～5（日に 1 回）

測定ポイント

健幸ポイント測定コーナーの体組成計で測定

100（月に 1 回）

維持・改善ポイント

3 か月に 1 回、筋肉率や BMI（肥満度）の状態 0～500
に応じて付与

けんしんポイント

（3 か月に 1 回）

健康診査、がん検診、歯周病検診、人間ドック 1 項目 100～
の受診

健活ポイント

（各項目年度に 1 回まで）

市が指定する健康づくり・介護予防に関する 1 回 20 または 100
イベント、講演会などに参加

（一部に月の上限あり）

ぶちいいね！ヘルシ 市が認証する「ぶちいいね！ヘルシーメニュ」 1 食 40
ーメニューポイント

を喫食

環境ポイント

市が指定する環境保全に関する講演会や活動 1 回 100
などに参加

新規・継続ポイント

・本事業に新規参加

各 500

・2 年度目以降継続参加
いずれも、所定のアンケートに回答している
ことが条件
上表のほか、健幸アンバサダー※1 による紹介ポイントやウオーキングラリー※2 の条件達成ポイント
などがあります。これらの獲得方法は別にチラシなどでご案内させていただきます。
※1 健幸アンバサダー：健康情報を口コミで広める伝道師で、市が開催する養成講座を受講した人を
いいます。養成講座を開催するときは、広報うべや市ウェブサイトなどでご案内します。
※2 ウオーキングラリー：普段訪れる機会が少ない土地のバーチャル散歩や、地区別・個人別などの
ランキングを楽しめる「からだカルテ」上のイベントです（例：北海道一周コースなど）
。はつらつ
健幸ポイント参加者なら、だれでも手続きなく参加することができます。開催は不定期で別に告知
させていただきます。
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５

ポイントと景品の交換

年度終了後、たまったポイントに応じて景品を郵送します（交換申請などの手続きは不要です）。
【令和 4 年度の景品（予定）】
・QUO カード、図書カードまたは JCB ギフトカードから 1 つを選択（すべて 1pt＝1 円分）
※ 選択方法は別に文書でご案内させていただく予定です。

※ たまったポイント（年度上限 6,000 ポイント）から次年度の年会費相当分（1,000 円）を差
し引いた残りが交換の対象です。年会費相当分を差し引けない場合は、景品との交換はでき
ません。
※ 景品の交換単位未満の端数が残った場合は、次年度のポイントに繰り越します。
【例】活動量計で参加し、年度内にたまったポイントが、3,200 ポイントの場合
① 次年度会費分を差し引き

3,200pt－1,000pt＝2,200pt（景品対象ポイント）

② 2,000 円分を景品と交換（交換の単位は景品によって異なります。）
③ 余りを次年度のポイントとして繰り越し

６

2,200pt－2,000pt＝200pt（次年度繰越分）

ポイントなどの確認方法（からだカルテ）

ポイントの獲得状況などは、
「からだカルテ」で確認することができます。使い方は、
「資料 2 か
らだカルテの使い方（p.19）」をご覧ください。
【からだカルテで確認できること】
・各種ポイントの獲得状況

・歩数や測定した体組成の情報

・ポイント履歴

・ベースライン歩数など ・参加者の登録情報 ・タニタ食堂レシピ ・健康コラム
■ ご自宅のパソコンやスマートフォンで
登録時にお知らせする ID、パスワードを使用してログインが必要です。
■ 健幸ポイント測定コーナーのタブレットで
健幸ポイント測定コーナーのタブレットにつながっている専用リーダーに活動量計をかざす
と、自動的に「からだカルテ」にログインして情報を表示します。
■ ローソンの Loppi（ロッピー）で
ローソンの Loppi 端末に活動量計をかざすと、ポイント数や直近 5 日
間の歩数などを表示します。
※ポイントの種類ごとに付与時期が異なりますので、反映までにタイムラグが生じます。
※ポイント交換の上限は次年度の年会費分を含めて 6,000 ポイントですが、「からだカルテ」で
は上限を超えた分も表示されます。
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からだカルテ

Loppi で送信

動画で解説

動画で解説

７
(1)

各種手続き
参加者情報の変更

申込時の参加者情報を変更したい場合は、運営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内｜0120771-015）に電話でご連絡ください。なお、
「からだカルテ」でも登録情報（メールアドレス変更も
含む）の変更が可能です。
転出等により、参加者の要件（市民又は在勤者）を満たさなくなった場合は、退会の手続きをお
願いします。なお、転出等の後、概ね１か月程度で、自動的に退会したものとみなします。

(2) 退会
退会を希望される場合は、保健センター（31-1777）に電話などでご連絡いただき、所定の退会
届出書（様式は保健センターに備え付け）を提出してください。
なお、退会にあたっては次の点に留意してください。
項目

留意点

活動量計

退会時に返却してください。

ポイント

退会時にポイント残高があっても景品に交換することはできません。

蓄積データ

退会となった時点で、システムに蓄積されている参加者に関するデータは、
個人を特定できる情報を削除し、個人を識別できない形に加工した上で、本
事業の評価等に利用させていただきます。
なお、分析結果の公表に際して個人が特定されることは一切ありません。

その他

一度退会されると、再度、はつらつ健幸ポイントにご応募いただくことはで
きません。

(3) 次年度以降の継続方法
次年度以降は、特別な手続きを必要とせず、新しい年度のポイント獲得期間が始まります。
次年度の年会費は、前年度にたまったポイントから差し引かせていただきます。
ポイントが年会費に満たない場合は、別途お送りする納付書で年会費をお支払いください（指定
期限までに納付されない場合は退会したものとみなします。
）
。
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(4) 活動量計の故障・破損・紛失

活動量計交換

活動量計の故障・破損・紛失等があったときは、保健センター（31-1777）に、
所定の届出書を提出していただきます。そのとき、活動量計の交換を希望される場
合は、保健センターに WEB（https://logoform.jp/f/ze58W）または電話で事前申
事前申込

込みをしてください。

活動量計を破損・紛失された場合やお渡しから 1 年以上経過して故障した場合で、参加を継続さ
れたいときは、自己負担（税込 4,000 円）またはポイントとの交換（4,000pt）で、同じ活動量計
（タニタ社製 AM150）を入手していただく必要があります（AM150 以外の活動量計は本事業では
お使いいただけません。
）
。

(5) アプリコースで機種変更をするとき
スマートフォンの機種変更をするときは、新しい機種にアプリをインストールすることで引き続
き事業に参加していただくことができます。ただし、機種変更前には必ず歩数データを送信してく
ださい（未送信の歩数データが失われます。）。また、新しい機種がデータ送信拠点の専用リーダー
（タニタ社製 MY200）に対応していない場合は、運営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内｜
0120-771-015）に電話でご相談ください。

(6)

コース変更したいとき

アプリコースから活動量計コース（またはその逆）の変更をしたいときは、手数料（500 円）を
負担してコース変更をしていただくことができます。このとき、初めて活動量計コースをご利用さ
れる場合の機器代金は無料です。コース変更を希望される場合は、保健センター（31-1777）に電
話などでご連絡ください。

(7)

「からだカルテ」が正しく動かないとき

「からだカルテ」に歩数や体組成のデータが正しく記録できない場合など、システムが正しく動
いていないと思われる場合は、運営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内｜0120-771-015）に
電話でご相談ください。

(8) 個人情報の収集・利用など
個人情報の収集・利用など、はつらつ健幸ポイントへの参加に関する詳しいルールは、「資料６
参加規約（p.25）
」をお読みください。
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資料１ ポイント獲得ルール
(1)

歩数ポイント（月々）

活動量計等には日々の歩数データが自動的に記録されますが、30 日間のデータしか記録できないた
め、定期的にデータを送信しましょう。データ送信・測定拠点の専用リーダーやローソンの Loppi（ロ
ッピー）に活動量計をかざして、歩数データを送信することができます。アプリの場合は、基本画面
で送信ボタンをタップしてデータを送信することができます。また、
「からだカルテ」で、歩数の推移
等をグラフなどで確認することができます。
歩数を記録するため、活動量計等は普段から欠かさず身につけましょう。
【付与基準】
各月の平均歩数について、
「ベースライン歩数※1 からの平均歩数の増加度合（がんばり度）
」と「推
奨歩数※2 の達成」に対して、月に 0～400 ポイントを付与します。詳細は下表を参照してください。
【歩数ポイント（月々）基準】

例えば、75 歳未満の人で、ベースライン歩数が 6,000 歩だった場合、月平均 9,000 歩（3,000 歩
増）歩くと、平均歩数の増加で 250 ポイント、推奨歩数の達成で 150 ポイント、合わせて 400 ポイン
トが付与されます。
たとえ推奨歩数の達成が難しくても、平均歩数を少しずつ増やしていけばポイントを獲得すること
ができます。
【例｜75 歳未満の人】
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【付与時期】
当月の歩数ポイントは、翌月になって初めて歩数データの送信を行った日の翌日に付与されます。

※1 ベースライン歩数：以前よりも歩数が増えたかどうかを比べるための基準（ベースライン）とな
る歩数のことで、参加者ごとに設定されます。事業参加時は、最初に 1,000 歩を超えた日から 7 日
間の平均歩数をベースライン歩数とします。ベースライン歩数は 6 か月ごとに更新され、7 か月目か
らはその前の 6 か月間の平均歩数がベースラインになります。また、ベースライン歩数の下限値は
4,000 歩(75 歳未満)または 3,000 歩(75 歳以上)となります。なお、ベースライン歩数を算出するに
は、１日 300 歩以上、１か月内で 20 日以上の歩数が発生していることが必要です。なお、ベースラ
イン歩数は「からだカルテ」で確認することができます（計算期間が過ぎてから 2 回目のデータ送
信の後に表示されるようになります。
）
。
※2 推奨歩数：将来、生活習慣病等を発症するリスクを低減させるために推奨される歩数のことで、
年齢区分で異なります。

(2)

歩数ポイント（日々）

月の平均歩数とは別に、日々の歩数に対してもポイントが付与されます。

【付与基準】
1 日の歩数が推奨歩数を達成していた場合、
日に 1～5 ポイントを付与します。
【付与時期】
歩数データの送信を行ったときに、歩数が確定した日（前日以前）について、次の図表の推奨歩
数を達成していた場合にポイントを付与します。

【歩数ポイント（日々）基準】

12

(3) 測定ポイント
健幸ポイント測定コーナーの体組成計で定期的に身体の状態を測定し、BMI（肥満度）や筋肉量など
健康づくりの成果を知ることができます。また、定期的に測定することで、
「からだカルテ」で、身体
の状態変化をグラフなどで確認することができます。
【付与基準】
健幸ポイント測定コーナーの専用リーダーに活動量計等を置き、体組成計で身体の状態を測定する
ことで、月に 1 回 100 ポイントが付与されます。
【付与時期】
その月に初めて体組成計で測定したときに自動的にポイントが付与されます。

(4) 維持・改善ポイント
3 か月に 1 回、健康づくりの成果として BMI（肥満度）や筋肉率の維持・改善が見られた場合、ポ
イントを獲得できます。
なお、BMI や筋肉率の測定には、正しい身長の設定が必要です。
【付与基準】
健幸ポイント測定コーナーの体組成計で測定した結果、BMI（肥満度）や筋肉率が、
「基準範囲※3 内に
ある場合」と「ベースライン BMI・筋肉率※4 から改善した場合」に、3 か月に 1 回 0～500 ポイントを
付与します。基準は年齢や性別によって異なります。
■ 65 歳未満の人
① 3 か月目最後の測定で BMI（肥満度）が基準範囲内にあれば、500 ポイントが付与されます。
② BMI（肥満度）が基準範囲外の場合、3 か月間の筋肉率または BMI（肥満度）の改善度合に対
して、0～400 ポイントが付与されます。
【維持・改善ポイント（65
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歳未満の人）】

■ 65 歳以上の人
① 3 か月目最後の測定で筋肉率が基準範囲内にあれば、500 ポイントが付与されます。
② 筋肉率が基準より低い（サルコペニア※5 予備群またはサルコペニア※5 群）の場合、3 か月間の
筋肉率の改善度合に対して 0～500 ポイントが付与されます。
【維持・改善ポイント（65

歳以上の人）】

【付与時期】
3 か月間を 1 クールとして、3 か月目の最後の体組成データをもとに、その翌月の 22 日に付与され
ます。
1 クール目は、参加申込後に初めて体組成計で計測した月を 1 か月目とします。ベースライン
BMI・筋肉率は 1 か月目の最初の体組成データです。
2 クール目以降は、前のクールの 3 か月目の翌月を 1 か月目とします。また、ベースライン BMI・
筋肉率は、前のクールの 3 か月目の最後の体組成データとなります。
【維持・継続ポイントの付与時期】
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※3 基準範囲：BMI・筋肉率が基準範囲内であると、将来、生活習慣病や運動器疾患等を発症するリ
スクが低減するとされています（基準範囲筋肉率は、「からだカルテ」では「SWC 筋肉率と表記さ
れます。
）
。
※4 ベースライン BMI・筋肉率：以前よりも BMI または筋肉率が改善したかどうかを比べるための基
準（ベースライン）となる BMI または筋肉率のことで、参加者ごとに設定されます。本事業への参
加申込から 3 か月間は、申込後に初めて体組成計で測定した値が設定され、3 か月ごとに最新の値に
更新されます。自分のベースライン BMI や筋肉率は「からだカルテ」で確認してください。
※5 サルコペニア：筋肉量が減少していく老化現象のことです。25～30 歳頃から進行が始まり生涯を
通して進行します。筋線維数と筋横断面積の減少が同時に進んでいきます。筋力・筋肉量の向上の
ためのトレーニングによって進行の程度を抑えることが可能ですので、歳を重ねる毎に意識的に運
動強度が大きい運動（レジスタンス運動）を行うことが大切です。

(5) けんしんポイント
定期的に健康診断や人間ドックを受けると、自分の体の変化をみることができ、生活習慣の改善の
効果も知ることができます。また、病気の早期発見のため、定期的に各種検診を受診しましょう。
【付与基準】
下表のとおり、受診した検診等の種類によってポイントを付与します。
検診等の種類

ポイント数

① 各種がん（肺・胃・大腸・前立腺・子宮・乳）検診（市受診券利用分）
② 歯周病検診（市受診券利用分に限る）

各 100
100

※6

③ 国民健康保険の特定健康診査（みなし健診

を含む）又は脳ドック

100

④ 後期高齢者医療保険の健康診査

100

⑤ 人間ドック

400

⑥ 職場等の健康診断（市受診券以外による各種がん検診の受診を含む）

各 100

①～④は、受診した場合、自動的にポイントを付与します（宇部市民のみ）
。
⑤、⑥を受診した人または市外在住（市内通勤）の人は、受診した検査内容（項目）を証明できる
書類（結果の写しなど）を添えて自己申告（紙）していただくことでポイントを付与します。対象
となる検査内容（項目）は、市のがん検診、特定健診の内容に準じます。
【付与時期】
①～④は、受診の情報が受診機関から市に届いてからポイントを付与します（通常、受診した月の 2
か月後）（宇部市民のみ）
。なお、受診の情報が遅れて届いた場合、ポイントを付与できない場合があ
ります。
⑤、⑥を受診した人または市外在住（市内通勤）の人は、
「(10) ポイントの自己申告（p.18）
」を
参照してください。
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※6 みなし健診：医療機関で定期的に検査をしており、その検査項目が特定健康診査の検査項目を満
たす場合は、その検査情報を医療機関から市へ提供していただくことで、特定健康診査の受診者と
みなすことができます。詳しくは、宇部市保険年金課（34-8294）におたずねください。

(6) 健活ポイント
さらに健康づくりに取り組むため、所定のイベント、講演会、地域や登録団
このマークが目印！

体などの活動に参加しましょう。
【付与基準】
市が指定する健康づくり活動に参加した場合、ポイントを付与します。対象
の活動は、初回登録時にお配りする一覧表や市ウェブサイト、各ふれあいセン
ターなどに設置する一覧表をご確認ください。
健活ポイントの付与方法は下表の 2 種類があります。
健活ポイントの付与方法

ポイント数

① イベント等の会場に設置している専用リーダーに活動量計等をかざす

原則 1 回 100

ことで自動的に付与
② 参加したイベント等を自己申告（紙）することでポイントを付与。詳

原則 1 回 20

しくは、
「(10) ポイントの自己申告（p.18）」を参照してください。

（月に 5 回 100 まで）

【付与時期】
①は、専用リーダーに活動量計等をかざしたときにポイントを付与します。
②は、3 月にまとめて申告していただき、4 月にポイントを付与します。

(7)

ぶちいいね！ヘルシーメニューポイント

健康づくりのためには、運動だけでなくバランスのとれた健康的な食生活が大事で
す。外食のときは「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」を利用して、おいしくヘルシー
にポイントを獲得しましょう。
【付与基準】
市が認証する「ぶちいいね！ヘルシーメニュー」の提供店で喫食したとき、店員に活動量計または
「からだカルテ」の画面を見せてもらえる専用シールを使って申告することで、シール 1 枚 40 ポイン
トを付与します。
【付与時期】
3 月にまとめて申告していただき、4 月にポイントを付与します。
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(8) 新規・継続ポイント
みなさまの健康づくりの取組を応援するために、一律のポイントを付与します。
【付与基準】
・はつらつ健幸ポイントに新規参加した人（初回参加時アンケートに回答した人に限る）に、一律
500 ポイントを付与します。
・年度終了後、はつらつ健幸ポイントを継続する人（年度終了時アンケートに回答した人に限る）
に、次年度のポイントとして一律 500 ポイントを付与します。
【付与時期】
年会費の納入（前年度のポイントで納入する場合を含む）と各アンケートへの回答を確認した後に
ポイントを付与します。

(9)

環境ポイント

環境（エコ）に配慮する行動に対してポイントを付与します。
【付与基準】
市が指定する環境保全などに関する活動に参加した場合、原則 1 回 100 ポイントを付与します。対
象の活動は、初回登録時にお配りする一覧表や市ウェブサイト、各ふれあいセンターなどに設置する
一覧表をご確認ください。ポイント付与の方法はイベント等ごとに異なります。
【付与時期】
イベント等の会場で専用リーダーに活動量計等をかざすなどの方法でポイントを付与します。
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(10) ポイントの自己申告
けんしんポイントの一部、健活ポイントの一部、ぶちいいね！ヘルシーメニューポイントなどは、
「自己申告シート」
（紙）で申告することで、ポイントを獲得することができます。
・
「自己申告シート」は、初回登録時にお渡しします。
・
「自己申告シート」は、保健センターに提出していただきます。提出方法は、2 月頃に詳しい記入要
領とともに別途ご案内する予定です。ただし、けんしんポイントを申告するための受診結果が手元
に届き、早めに申告を済ませたい場合は、2 月を待たず提出していただいて構いません。
・
「自己申告シート」を紛失したときは、市ウェブサイトから印刷するか保健センター（31-1777）に
ご連絡ください。
・記入漏れなどの不備がある場合、ポイントを付与しない場合があります。
【自己申告シートの書き方（記入例）
】

18

資料２ からだカルテの使い方
(1)

ログイン

iOS 版

android 版

WEB 版

スマートフォンの場合は、アプリをダウンロードしま
す。パソコンの場合やアプリがうまく動作しない場合は、
WEB 版を利用してください。
アプリを起動または WEB のログインページにアクセスし
たら、会員情報を入力してログインします。会員 ID と初期パス
ワードは、参加当初に初回登録情報としてお渡しします。WEB
申込みの場合、申込時の承認メールに会員 ID が記載されていま
す（パスワードは申込時にご自身で設定します。）
。

(2) トップページ
トップページから様々なコンテンツにアクセスすることができます。
①「からだカルテのロゴ」を押すと、トップペ
ージに戻ることができます。
②「人のマーク」を押すと、ニックネームなど
を確認、変更する画面にアクセスできます。
③「データ入力」は、ご自身で計測された血圧
や健康メモなどを入力できます。
④「データ一覧」は、これまでに記録された歩
数や体組成のデータを確認できます。
⑤「近況」は、お知らせ記事を確認できます。
⑥「My データ」は、ダッシュボードやグラフ
などを表示するメインとなる画面です。
⑦「その他」は、会員メニューなどを表示しま
す。
⑧「ダッシュボード」は、ポイント獲得状況、
ウオーキングラリーの状況、直近の測定デー
タなどをひとまとめに表示します。
⑨「グラフ」は、体組成や歩数などのデータか
らご自身が表示したい項目を 4 つまでグラフ表示することができます。
⑩「はつらつ健幸ポイント」は、現在のポイント数です。押すとポイント獲得履歴やベースライン歩
数などを表示する画面に移動します。
⑪「ウオーキングラリー」は、開催中のラリーの順位を表示します。押すとラインキングやチェック
ポイントを詳しく表示する画面に移動します。
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(2)

主な画面

【ベースライン】
⑪「はつらつ健幸ポイント」から移動できます。
ベースライン歩数やベースライン筋肉率・BMI が表示さ
れます。ポイント獲得の目安にしましょう。
【ダッシュボード】
様々な情報をひとまとめに表示する画面です。下の方へスクロー
ルすると、直近の体組成測定結果を確認することができます。

【グラフ】
4 つまでの項目を、期間を選んでグラフ表示します。
項目を変更したいときは、
「項目変更」のボタンから、期間はグラフ
の下部を押して選択してください。

【ウオーキングラリー】
ウオーキングラリーは、あなたの毎日の歩数をもとに、WEB シス
テム上で他の参加者と競争しながら、日本各地や世界の名所などを
巡る期間限定のイベントです。
期間中に歩数データを送信すると自動的に参加できます。
ランキングの対象となる歩数データは、通常のデータとは区別さ
れ、計測から 10 日以内に送信されたものを集計対象とします。イベ
ント期間中は、週に 1 回以上を目安に歩数データを送信しましょ
う。

「からだカルテ」のさらに詳しい使い方は、Web マニュアルをご覧ください。

はつらつ健幸ポイント
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資料３ 活動量計の使い方
(1)

ID とパスワードの保管

活動量計の箱に入っている「MYH S/N」
（ID）と「シークレット N」
（パスワード）が記載された黄
色い紙は大事に保管してください。活動量計の再設定などで必要になる場合があります。

(2)

各部の名称

【表面】
表示部

ストラップ穴

【裏面】

通信マーク

ダウン（＜）ボタン

電池フタ

表示切替（〇）ボタン

アップ（＞）ボタン

(3)

データ送信

計測した歩数データを送信するときや、電池入れ替え直後の「FFFFF」状態を解除するときは、公
共施設などにある専用リーダーやローソンの Loppi（ロッピー）に活動量計をかざします。
【
「FFFFF」状態】
電池入れ替え直後や何らかの原因で電池の接触が途切れたときに表示さ
れます。「FFFFF」はボタン操作で解除せず、必ずデータ送信で解除しまし
ょう（ボタン操作では時刻などが正しく設定できません）。
【データ送信の方法】
専用リーダーや Loppi（ロッピー）に、表面を上にして横向きに活動量計を置きます。
専用リーダーでは「歩数計データを送信します」
「送信が終了しました」のアナウンスが流れます。
Loppi は画面の指示に従ってください。正しく置けなかった場合など通信エラーになった場合は、活
動量計をはずし、15 秒ほど待ってから置きなおしてください。
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(4) 表示部の意味
「〇」ボタンを押すと、歩数や時刻など順番に表示を切り替えることができます。また、時刻以外
の画面で、
「＞」または「＜」のボタンを押すと、7 日前までのデータを切り替えて表示します。
①総消費エネルギー量（Tkcal）
今日の午前 0 時から現時点までの消費エネルギー量の累計です。
安静時代謝（座っているだけでも消費されるエネルギー量）が含まれます。
②歩数
歩いた歩数を表示します。
③歩行時間（分）
歩いた時間を表示します。
④活動エネルギー量（kcal）
歩行や家事などで消費した活動エネルギー量です。安静時代謝は含まれません。
⑤現在時刻
24 時制で現在時刻を表示します。

(5)

歩数の計測

活動量計は、起きている間はなるべく欠かさず身につけましょう。ただ
し、水没で故障する場合がありますので、お風呂などでは使用しないでく
ださい。ポケットに入れたまま洗濯しないように気をつけましょう。
身につけて 7 秒以上の安定した揺れを感知すると歩数のカウントが始ま
ります。どこに身につけても測定はできますが、上半身の動きもしっかり
と計測するために、首から下げておくことをおすすめします。

(6) 電池交換
電池残量が少なくなるとマーク

が点滅します。さらに 3 日程度で電池が

切れ「Lo」が表示されます。「Lo」になる前に、電池を交換しましょう。
①電池フタをコインなどでまわして外す。
②電池（CR2032）の（＋）側を上にして、矢印の方向から入れる。
※内部リングが外れた場合、元に戻してください。
③マークの位置に注意しながら、電池フタをしっかり締める。
④電池を入れ終わると、全表示点滅後、
「FFFFF」が表示されます。
⑤データ送信を行い、
「FFFFF」状態を解除する。
※「FFFFF」状態のときは歩数の計測ができませんので、データ送信ができる
場所での交換をおすすめします。
※毎時 01 分直後に電池交換するとデータの欠損を最小限におさえられます。
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資料４ 歩数計アプリ（ヘルスプラネットウォーク）の使い方
(1)

アプリのダウンロード

アプリは、
「ヘルスプラネットウォーク」を使います。
AppStore または GooglePlay ストアからダウンロードし

ヘルスプラネットウォーク

ヘルスプラネット

ましょう（誤って「ヘルスプラネット」を選択しないよう注意してください。
）
。
活動量計コースの人は、このアプリを使用しないでください。

(2)

ログインと初期設定

アプリを開いたら、画面の指示に従ってログインします。ログイン ID と
パスワードは、
「からだカルテ」の会員 ID 等と同じもので、ID は WEB 申
込時の承認メールに記載されています（パスワードは申込時にご自身で設
定します。
）
。
ログイン後は画面の指示に従って初期設定を済ませてください。

(3) 基本画面
基本画面で必ず使用するボタンは次の 2 つです。
①「データ送信」
タップすると「からだカルテ」に歩数データを送信します。
7 日以内に 1 度、データを送信するようにしてください。
②「その他」
体組成の測定などに必要となる「スマホで認証」などを開きま
す。

(4) スマホで認証（体組成の測定など）
体組成を測定するときや健活ポイント（ICT）を獲得するとき
は、「スマホで認証」画面を表示した状態でスマートフォンを専用
リーダーにかざします。
専用リーダーとの通信は、Bluetooth（無線通信の規格）を利用
します。Bluetooth はあらかじめオンにしておくか、メッセージが
表示されたらオンにするよう設定してください。
【例：iOS 版のメッセージ】

はつらつ健幸ポイント
「ヘルスプラネットウォーク」のさらに詳しい使い方は、Web マニュアルをご覧ください。
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資料５ 健幸ポイント測定コーナー（体組成計）の使い方
(1)

健幸ポイント測定コーナーでの体組成の測定について

健幸ポイント測定コーナーには体組成計が設置してあり、活動量計やスマートフォンを専用リーダ
ーにかざして測定することで、測定結果が自動的に「からだカルテ」に記録されます。

(2)

測定方法

①活動量計またはアプリ（ヘルスプラネッ
トウォーク）をインストールしたスマー
トフォンを専用リーダーに置きます。
※アプリの場合は、スマートフォンの Bluetooth をオンにして、基本画面の「その他」から「スマ
ホで認証」画面を表示した状態で置いてください。
②しばらくすると「準備が整いました」のアナウンスが流れ、体組成計の液
晶画面に「STEP ON」が表示されます。
※この時点でデータ送信は済んでいます。歩数データの送信のみを行いた
いときは、ここで活動量計をはずしてください。
③素足で体組成計に乗ってしばらく待ちます。「測定が終了しました」のアナウ
ンスが流れたら測定終了です。忘れずに活動量計やスマートフォンを取って
ください（少し経つと機器の取り忘れ防止音が鳴りはじめます。）
。
④測定後は、「からだカルテ」で測定結果を見てみましょう。

(3)

注意事項

■ 測定結果を印刷する機能はありません。
■ 専用リーダーに活動量計等を置いてエラー（赤ランプ）になったときは、
一度機器をはずして、15 秒ほど待ってからやり直してください。
■ 専用リーダーが反応しないときは、体組成計の電源がオンになっている（液晶に表示がある）こと
を確認してください。オフになっている場合は、電源ボタンを押してしばらくお待ちください。
■ アプリで測定するとき、
「機器がはずれました」とアナウンスが流れ、測定が途切れるときがあり
ます。この場合、一度機器をはずして、スマートフォンの通信ポートの位置を確認し、専用リーダ
ーに置く場所や向きを変えるなどしてお試しください。それでもうまく測定できないときは、運営
事務局（株式会社タニタヘルスリンク内｜0120-771-015）に電話でご相談ください。
■ 消毒用品は在庫切れの場合がありますので、ご持参ください。
■ 機器の操作等に関してご不安なときは、保健センターでの測定をおすすめします。
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資料６ 参加規約
２号に定める医療費情報等から、氏名、生年月日を削
除し、特定の個人を識別することができない状態に加
工した情報
３ 委託事業者は、宇部市との委託契約に基づき、第４項
に定める個人情報の安全管理措置を実施します。なお、
市との事前協議によって、委託事業者は、個人情報を含
まない統計情報等の成果物を共有し公表することがで
きます。
４ 個人情報の安全管理措置については次に定めるとお
りとします。
(1) お預かりした個人情報については、漏えい、滅失又
は毀損の防止及びその是正、その他の個人情報の安全
管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
(2) 宇部市は、次に定めるとおり、個人情報を適切に保
護し、取り扱います。
ア 個人情報を取り扱う組織ごとに個人情報保護の
責任者を置き、適切な管理に取り組みます。
イ 利用目的や問い合わせ窓口をお知らせした上で、
利用目的を達成するために必要な範囲内で個人情
報を取得・利用します。
ウ あらかじめ同意いただいている場合又は法令で
認められている場合を除き、利用目的の範囲を越え
て個人情報を宇部市以外の第三者に提供しません。
エ 参加者本人から、自らの参加者情報について別途
定めるはつらつ健幸ポイント参加手引（以下、「参
加手引」といいます。）に記載する問い合わせ窓口
に照会があった場合は、適切に対応します。
オ 関連する法令、その他の規範を順守するとともに、
環境の変化に合わせた適切な個人情報保護の取組
及び継続的な改善・向上に努めます。

宇部市はつらつ健幸ポイント参加規約
第１条（目的）
１ 本規約は、ICT を活用し「歩くこと」
「測ること」を中
心として、健康づくりの成果を可視化し、楽しみながら
健康づくりに取り組むことを目的として宇部市が運営
する、はつらつ健幸ポイント（以下「本事業」といいま
す。
）を実施するために必要な事項を定めたものです。
２ この規約に定めのない事項については、法令又は一般
の慣習に従うものとします。
第２条（用語の定義）
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとこ
ろによります。
(1) 「健幸ポイント」とは、参加者が、本規約その他宇
部市が定める基準に従って所定の品又は便益の提供
を受けるために使用することができる交換手段及び
その単位のことをいいます。
(2) 「申込者」とは、はつらつ健幸ポイント参加申込書
（以下、
「参加申込書」といいます。
）を宇部市に提出
した者をいいます。
(3) 「参加者」とは、申込者のうち、宇部市が本事業へ
の参加を認めた者をいいます。
(4) 「登録通知書」とは、本事業への参加登録を通知す
るために、参加者に対して宇部市から配付される書類
のことをいいます。
(5) 「マイページ」とは、第９条に定める実施内容及び
第１０条の定めにより付与される健幸ポイント等を
確認できるウェブサービスのことをいいます。
第３条（個人情報の収集・利用）
１ 本事業の目的である健康寿命の延伸並びに本事業の
評価及び効果の分析のため、次の各号に定める個人情報
を宇部市個人情報保護条例に基づき収集します。なお、
参加者情報については、参加者本人から直接収集し、医
療費情報等については、各保険者から収集します。
(1) 参加者情報 本事業の参加者から次の情報を収集
します。
ア 氏名、ニックネーム、性別、郵便番号、住所、生
年月日、身長、電話番号、メールアドレス、小学校
区、健康保険の種別
イ アンケート調査回答結果、活動量データ、体組成
データ
ウ 健幸ポイント情報
エ マイページの利用ログデータ（接続時間、日時）
(2) 医療費情報等 国民健康保険被保険者、後期高齢
者医療保険被保険者、介護保険被保険者については、
本事業の評価及び効果の分析のために、医療費等に関
する次の情報を各保険者から収集します。
ア 医療費に関する情報（国民健康保険被保険者、後
期高齢者医療保険被保険者）
イ 健康診査に関する情報（国民健康保険被保険者、
後期高齢者医療保険被保険者）
ウ 介護給付費に関する情報（介護保険被保険者）
２ 本事業の実施にあたって、活動量データ等の管理及び
健幸ポイントの付与業務並びに本事業の評価及び効果
の分析業務を合同会社健幸都市 Innovation Company 2
（以下「委託事業者」といいます。
）に委託し、宇部市の
監督のもと、次の各号に定めるとおり個人情報を利用し
ます。
(1) 活動量データ等の管理及び健幸ポイントの付与業
務 前項第１号に定める参加者情報
(2) 評価及び効果の分析業務 前項第１号に定める参
加者情報の活動量データ及び体組成データのうち、歩
数、BMI 筋肉率、アンケート調査回答結果及び前項第
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第４条（参加申込み）
本事業への参加を希望する者は、参加申込書により参
加の申込みを行うものとします。
第５条（参加者の決定）
１ 宇部市は、前条第１項の参加申込書に記載された申込
情報を確認し、定員を超える応募があった場合は抽選を
行い、必要な審査・手続き等を経た後に、登録通知書を
発行します。
２ 参加者の決定は、登録通知書に記載の登録日をもって
決定とし、その時点より参加者と宇部市の間に本事業へ
の参加に関する契約が成立するものとします。
３ 宇部市は、申込者が次のいずれかの場合に該当すると
判断したときは、その申込みを承諾しないこと、又は承
諾を取り消すことがあります。
(1) 同一の参加者・申込者が複数の申込みを行った場合
(2) 申込者が実在しない場合又は本人確認ができない
場合
(3) 虚偽の申込み等により、第 6 条に定める条件を満
たさないことが判明した場合
(4) 宇部市外への転出や死亡等により、第 6 条に定め
る条件を満たさなくなった場合
(5) 6 ヶ月以上継続して、第 9 条第 1 項に定める事項
を実施しなかった場合
(6) 第 15 条に定める禁止事項を行った場合
(7) その他宇部市が承諾できない事由があると判断し
た場合
４ 宇部市は、申込みを承諾しない場合又は承諾を取り消
す場合には、その旨を通知するものとします。
５ 参加者は、本規約に同意できない場合は、退会を申し
出るものとします。
第６条（参加条件）
宇部市は、申込者が次の各号の全てに適合していると
認めるときは、参加申込みを承諾します。

(1) 18 歳以上の方
（当該年度に 18 歳になる方を含む。
） 第１５条（禁止事項）
(2) 宇部市に住民登録している方又は宇部市内の事業
参加者は、次に定める行為を行ってはいけません。
所に勤務している方
(1) 活動量計の貸与、譲渡、販売、質入れ、その他の担
(3) 自己責任で本事業に参加できる方
保利用
(4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属
(2) 本事業に関する情報を改ざん又は消去する行為
している者のいずれにも該当しない方
(3) 不正な手段を用いて歩数その他の建幸ポイントに
(5) 本事業に関連するアンケート調査にご協力いただ
関わる数値を改ざんする行為
ける方
(4) その他第三者に不当な不利益を与える行為
第７条（参加者の負担）
参加登録に係る費用は次のとおりとします。
(1) 宇 部 市 が 貸 与 す る 活 動 量 計 で の 参 加 登 録 費 用
1,000 円／年度
(2) スマートフォンアプリでの参加登録費用 1,000
円／年度
(3) 活動量計の故障又は紛失に伴う再購入等にかかる
費用
(4) 事業参加に関する通話・通信・郵送にかかる費用
(5) その他宇部市が別途指定する費用

第１６条（損害賠償等）
１ 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連して、
自己の責に帰すべき事由により宇部市に損害を与えた
場合は、その損害を賠償することとします。
２ 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連して、
宇部市以外の第三者との間で紛争が生じた場合は、自己
の責任と費用においてその紛争を解決することとしま
す。

第１７条（免責事項）
１ 本事業は、参加者の健康改善・増進を支援するもので
第８条（活動量計の管理）
あり、参加者の健康状態が改善・増進されることについ
１ 参加者は宇部市から貸与された活動量計を善良な管
て、保証するものではありません。
理者の注意をもって取り扱うものとします。
２ 宇部市は、本事業の中止により、参加者又は参加者に
２ 市が貸与した活動量計及び附属品の再配布は原則と
関わる第三者が損害を被った場合は、責任を負いません。
して行いません。
３ 宇部市は、宇部市の責によらない事由により、本事業
のサービスの全部又は一部の提供が不可能又は困難と
第９条（実施内容）
なった場合は、責任を負いません。
１ 本事業への参加者は、次の事項に協力をお願いします。 ４ 宇部市は、宇部市の責によらない事由により、参加者
(1) アンケート調査の回答
の個人情報等が漏洩した場合は、責任を負いません。
(2) 活動量計又はアプリによるデータの計測及び送信
５ 宇部市は、参加者の故意又は過失に起因して第三者に
(3) 体組成データの計測及び送信
より使用された、又は破棄された健幸ポイントに関して、
２ 前項の実施方法は、別途定める参加手引に基づくもの
参加者等に生じた損害について責任を負いません。
とします。
６ 宇部市は、宇部市が指定する健康増進プログラムの利
用において、宇部市の責によらない事由により参加者が
第１０条（健幸ポイントの付与）
被った損害は、責任を負いません。
本事業において付与される健幸ポイント及び付与条
件は別途定める参加手引の記載に基づくものとします。 第１８条（規約の変更）
１ 宇部市は、本規約の変更について、宇部市のウェブサ
第１１条（健幸ポイントの交換）
イト等によって事前に変更内容及び変更後の規約が有
獲得した健幸ポイントの交換等については、別途定め
効となる期日を周知し、期日以後は、変更の事実及びそ
る参加手引に基づくものとします。
の内容を承認したものとみなします。
２ 本規約の変更について、個人情報の利用目的又は利用
第１２条（申込み内容の変更の届出）
する個人情報の内容の変更を伴う場合は、個人情報保護
１ 参加者が宇部市に通知した住所、電話番号等、第４条
法、宇部市個人情報保護条例及び関連法規・ガイドライ
の申込情報に変更が生じた場合、参加者は速やかに変更
ンに基づき、宇部市より参加者にあらかじめ通知を行い、
内容を宇部市に届け出するものとします。
参加者の同意を得るものとします。
２ 宇部市は、参加者から前項の変更に関する届出がなさ
れない場合、参加者が獲得した健幸ポイント又は参加者
附則
の健幸ポイント交換を無効とすることがあります。
本規約は令和元年 7 月 1 日から適用します。
３ 参加者が、第１項の変更の届出を行わなかったために、 本規約は令和 3 年 4 月 1 日から適用します。
宇部市からの通知又は送付書類等が延着又は不着とな
本規約は令和 4 年 4 月 1 日から適用します。
った場合でも、当該通知又は送付書類等は、通常到着す
べき時に参加者に到達したものとみなします。
第１３条（契約の解除について）
１ 参加者は、本事業の実施期間中に本事業の参加に関す
る契約の解除を行うことができます。
２ 本事業の参加に関する契約の解除は別途定める参加
手引に従って行っていただきます。
３ 本事業の参加に関する契約の解除と同時に健幸ポイ
ントもご利用中止となり、それまでに貯まっていた健幸
ポイントは無効となります。
第１４条（事業の中断・終了）
１ 宇部市は、実施期間内であっても、本事業のサービス
の中断又はサービスの全部若しくは一部の提供を終了
することがあります。
２ 前項に基づき本事業を中断・終了する場合、宇部市は
参加者に対して、その旨を事前に宇部市のウェブサイト
等によって通知することとします。

お問い合わせ
■「からだカルテ」に関すること（参加者情報の変更手続き、ポイントの獲得・交換状況、
ベースライン歩数等の確認など）
■アプリに関すること

など

宇部市はつらつ健幸ポイント運営事務局（㈱タニタヘルスリンク内）
TEL 0120-771-015
午前 9 時～午後 6 時（土・日・祝日・夏季休暇８月中旬・年末年始を除く）
■事業全般に関すること
■退会手続きに関すること
■活動量計の交換（初期不良）や再購入、コース変更に関すること

宇部市保健センター（健康増進課） TEL 31-1777 FAX35-6533
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く）

