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（１）地域版協議会の先進事例① （長野県） 
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○産業ビジョン等への反映 

○協議会発足に向けて、先進的な
事例の収集、地元企業や大学と
の意見交換を実施 

○ビジネスモデル鍛錬のためのコー
ディネーターによるアドバイス 

○会員企業や行政とのマッチング 

○企業向けセミナーや市民フォーラム
の開催 

○実証・検証に関する補助金 

○企業との協働による市民向けイベン
ト等の開催 

（１）地域版協議会の先進事例② 松本市 

○長野県松本市では、市長のリーダーシップの下、地域でのヘルスケアビジネス創出
のための仕組み作りが先行。 

○①地域としての産業ビジョンの策定、②関係者を糾合した地域版協議会の設置に
加えて、③昨年秋にはビジネス実証の場も整備。 

ステップ１ ステップ２ 

 

ステップ３ 

首長・行政によるコミット 

平成２３年７月に、「松本地域健康
産業推進協議会」を設置。 

産業創出のための関係者を集結
したプラットフォームの構築。 

平成２０年６月に、「健康寿命延
伸都市」構想を表明。 

まちづくりの基本方針として、市
総合計画に反映。 

平成２６年秋、新たなヘルスケ
アビジネスの実証の場として、
「松本ヘルスラボ」を発表 

 

プラットフォーム構築 実証フィールドの提供 

○登録された市民のネットワークを活用
し、新規ビジネスモデルに対して市民
参加による実証の場を提供 

○市民のアイデアや意見を取り込む形で、
製品・サービスをブラッシュアップ 
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（２）地域包括ケアシステムと連携したヘルスケアサービス① 

＜介護事業者＞  

介護周辺複合サービス 

（エムダブルエス日高） 

○デイサービス事業所に、55歳

以上の一般住民も利用できる
フィットネスブースを併設。介護
保険での利用者が、介護度が
改善して認定外になった場合
も、予防活動が可能。 

 

○また、地場のスーパーと連携し、
デイサービス利用者に、移動
販売による食料品販売の機会
も提供。 

○地域に開かれたデイサービス、
産直八百屋、ヨガスタジオを同一
施設にて展開。午前は要介護の
高齢者、午後はそのご家族など
親子３世代が集うコミュニティー。 

 
〇八百屋として初のデイサービス事
業に進出。デイサービスのランチ
には、全国の提携農家による産
直の機能性野菜も提供。 

 

運動（ヨガ）×食（野菜）×介護予防 

（アグリマス） 

＜ベンチャー＞  

認知機能低下予防サービス 
（ルネサンス、コナミスポーツ＆ライフ等） 

○フィットネス事業者は、自治体や
高齢者からの関心が高い、認知
機能低下予防のためのプログラ
ムを開発。 

 

○今後需要が見込める自治体等
における介護予防事業等での
提供を検討。 

＜フィットネス事業者＞  
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（(株)ルネサンス、経産省「平成26年
度健康寿命延伸産業創出推進事
業」委託事業） 



○一人暮らし高齢者向けの会話
型見守りサービスを提供。 

 
○「顔見知り」になった担当コミュ
ニケーターから、毎週２回の電
話を行い、安否や近況を確認し、
会話の内容をすべて語り口調
で書き起こし、家族に報告。 

 
○細かな健康面・精神面を常に
把握し、家族に共有することで、
安心感や新たな交流のきっか
けを創出。 

見守りサービス 

（こころみ） 

（２）地域包括ケアシステムと連携した公的保険外サービス② 

買い物支援サービス 

（わんまいる） 

○週に１度決まった曜日・時間に
専属スタッフが訪問し、外出がで
きない高齢者等のもとに、商品
の配達と、生活に必要不可欠な
様々なサービスを複合的に提供。 

 
○地域の介護事業者・新聞販売
所等とも連携。 

＜見守り事業者＞  ＜宅配事業者＞  
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生活支援サービス 

（ダスキン ホームインステッド） 

○認知症ケアを中心に、身体介護、
外出・通院支援等、介護保険や
医療保険でカバーされない生活
支援サービスを提供。 

 
○公的保険外のサービス提供のみ
を行っており、加盟店は100箇所
超に拡大。高齢者やその家族の
ニーズに合わせて、きめ細かい
暮らしのサポートを実施。 

＜シニアケアサービス事業者＞  



○地域ブランドの確立を支援するた
め、地域で伝統的に培われた「本
場」の製法で、地域特有の食材な
どを用いて「本物」の味をつくり続け
る事業者の【原料】と【製法】を審査
し認定。 
○例えば、減塩食には欠かせない
鰹節の中でも、鹿児島県の伝統製
法によって作られる「枕崎鰹節の本
枯れ節」などが海外マーケットに展
開。 

○現在、食・農産品などの「地域資源」を活用したヘルスケアビジネスの創出や健康や介護等に良
い食品開発の動きがあり、一部は海外への展開も始まっている。 

○今後は、これらのビジネスを「ヘルスケアサービス」として発展させ、我が国の「健康長寿ブランド」
としていくことが必要。 

「健康×農産品」の国際展開 

本場の本物 

「健康×食堂」の国際展開 

タニタ食堂in瀋陽（中国） 

（３）「健康×食・農」のヘルスケアサービス 

○中国で健康管理食事（食堂）事
業を展開。 
○現地パートナー企業とともに、
「丸の内タニタ食堂」をモデルにし
た「煕康百利達食堂」を瀋陽市に
出店。 
○中国では、糖尿病など慢性疾患
の患者が3億人に達し、国民の生
活習慣や予防医療への関心も高
まっている。 

○噛むこと、飲み込むことに問題が
ある高齢者が増加する中、介護食
品をより身近に活用できるよう、愛
称を「スマイルケア食」とし、普及活
動を実施。 
○小売店等で商品を選択する際に
活用できる早見表「新しい介護食
品の選び方」を公表。スーパーやコ
ンビニなどで活用していただけるよ
う働きかけを実施。 
〇介護食品の潜在的需要は約2.8兆
円との試算もある。 
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新しい介護食品の普及 

農林水産省 
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四散している食や健康に関する
データベースの整備・連携を促す
とともに、地域版協議会等による
ヘルスケア事業者と農業・食関連
事業者の連携促進や、データの
利活用による産業創出を図る。 

（ex.機能性農産品の医療・介護

施設での活用、加工業者との
マッチングなど） 

健康や介護等に配慮した農産品
や食事に関するエビデンスデー
タベースの構築や、表示・品質
保証に関する枠組みを効果的に
活用するためのガイドライン等を
策定。 

 ※第三者評価も検討。 

地域農産品の掘り出し 
（データベース・地域版協議会等） 

＜地域版協議会等＞ 

＜エビデンスデータベース＞ 

食の品質評価 
（自己評価・第三者評価等） 

海外展開の促進 
（国・自治体等） 

【▲○にんじん】 
（成分） 
・βカロテン： 
（産地） 
・～～～～～ 

我が国発の食・農産品を、諸外
国における我が国地域産品の
認知度向上を図り、「健康長寿ブ
ランドを確立する。 

（３）農産品・介護食のブランディングのための具体的取組（案） 



○現在、我が国でも、地域特有の資源を活用した様々な「ヘルスツーリズム」が創出されつつある。 

（４）「健康×観光」のヘルスケアサービス 

上山市×温泉・里山・蔵王 

NPO法人熊野で健康ラボ×熊野古道 

 市主導で温泉旅館、商工観光業者、医療関係者
が連携し、地域資源を活用したクアオルト健康
ウォーキングを実施。 

 市民の他、多くの観光客が訪問。 
 健康関連事業を展開する企 

  業と共同で滞在プランを開発。 
 住民がガイドとして活躍し、 
  雇用の場も創出。 

 熊野古道を活用した、エビデンスに基づく健康保
養プログラムを来訪者へ提供。 

 地域の健康づくりや介護予防へも活用。 
 旅行会社の商品、国内外からの視察多数。 

 
 
 

 （一社）松本観光コンベンション協会主催。 
 温泉旅館と弁当業者、地元病院・医師会等が協
力し、３泊４日の「健康を感じるツアー」を企画。 

 医師による健康相談、管理栄養士監修の食事提
供、理学療法士による 

  運動指導などを実施。 
 
 

松本市×白骨温泉 自
治
体
主
導
型 

事
業
者
主
導
型 

観光主体型 予防・健康サービス主体型 

 現在、国内各地域（青森県、
新潟県、宮城県、山形県等）
で本取組をモデルとした地
域に取組が進行中。 
 

7 

(株)ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ・ﾍﾙｽｹｱ×地域観光資源 

 熱海、湯河原、玉造、湯布院、蓼科、別府、愛知、
兵庫等において、健保の保健指導の一環として、
糖尿病のハイリスク者及び軽症患者を対象に、宿
泊を伴う専門スタッフによる継続支援を組み合わ
せた糖尿病予防プログラムを企画。 

 地域観光資源を活用した「医・農商工連携」のトラ
イアルを実施。 

 



地域版協議会等を活用し、自治
体・事業者・地域住民が一体とな
り、ヘルスツーリズムのコンセプト
作りや、推進体制の整備を行う。 

ヘルスツーリズムで提供される
サービスの健康増進効果につい
て、事業者等は科学的根拠に基
づき適切に評価・公表し、サービ
スの質を保証。 

 ※第三者評価も検討。 

コンセプト作り・推進体制整備 
（地域版協議会等） 

＜地域版協議会等＞ 

＜地域資源と連携したサービス＞ 

ヘルスツーリズムの品質評価 
（自己評価・第三者評価等） 

海外プロモーションの展開 
（国・自治体等） 

ニューツーリズムの１類型として、
国や自治体による積極的なプロ
モーションを展開し、海外需要の
取り込みを図る。 
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（４）ヘルスツーリズムのブランディングのための具体的取組（案） 



＜ヘルスケア
ビジネス加速
化人材群＞ 

＜ビジネスの成長と関与主体＞ 

○各地域で創出されるビジネスの芽に対して、①ビジネスコンセプトを鍛錬するためのプ
ログラムの提供や、②事業化促進のための「加速化人材」の派遣等を行う機能を、地域
横断で整備していくことが重要ではないか。 

「地域版協議会」 
（ヘルスケアビジネスの芽の育成） 

「国・自治体、クラウドファンディング」 
（補助等の返済が必要ない資金） 

「政府系ファンド・金融機関」 
（リスクマネー等） 

地域金融機関等 
（出融資等） 

＜事業化促進機能＞ 
 
 
 
 

企業 

②加速化人材の派遣 
 各事業者が設計するビ
ジネスモデルを鍛錬する
人材を集約化し、事業者
に派遣。 

①事業化促進のため
のプログラム提供 
 ビジネスの担い手が志
向する事業を、ビジネス
化するためのプログラム
等を提供。 

提
携
・登
録 

雇
用 

国等による推薦 

（５）ヘルスケアビジネス創出のための基盤整備① （人材） 

個人 

＜ヘルスケアビジネス加速化人材拠点（仮称）」 
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○ヘルスケアサービスは、生活者の生命・健康等に直結する分野であり、実際のビジネス
コンセプトができても、そのサービスを実践する場が少ないのが現状。特に、医療・介護
の実際の現場にサービスを導入することは様々な困難が伴う。 

○欧州では、生活者、自治体、企業等がサービス創出プロセスに参加し、生活者の利用
行動の観察や評価、利用後のフィードバック等を行い、新サービスや製品を共創する取
り組みを推進（「リビング・ラボ」）。 

○一部の先進的な自治体では試行的な取組が開始されているが、ヘルスケア分野では
医療・介護関係者等の理解も必要なことから、国として地域版協議会に、こうした機能を
具備していくことを慫慂してはどうか。 

○自治体、企業、ＮＰＯ、コミュニティが、社会実験活 
  動を行うネットワークを形成し、知識共有、共創を 
  行う。ＥＵ各国で取り組まれている。 
 

リビングラボ（欧州） リビングラボ（松本ヘルス・ラボ） 

機能① 
健康増進活動の促進 

機能② 
健康産業の創出促進・
支援 

・新サービス・新製品の 
商品化・ 事業化の促進 

○健康に関心のある市民を広く募り、市民の視点か
ら新製品・サービスの提案やモニターに参加する仕
組みを検討。健康に対する市民意識の醸成とヘル
スケア産業の振興の実現を目指している。 

松本ヘルス・ラボが目指す姿 
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（５）ヘルスケアビジネス創出のための基盤整備② （リビングラボ） 


