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アクションプラン2016 
～生涯現役社会の構築～ 
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ヘルスケア産業政策の基本理念 ～生涯現役社会の構築～ 

 誰もが健康で長生きすることを望めば、社会は必然的に高齢化する。 → 「超高齢社会」は人類の理想。 

 戦後豊かな経済社会が実現し、平均寿命が約50歳から約80歳に伸び、「人生90年時代」も間近。 

 国民の平均寿命の延伸に対応して、「生涯現役」を前提とした経済社会システムの再構築が必要。 

経済活動 ゆるやかな就労（短時間労働等） 

社会貢献活動（ボランティア） 

農業・園芸活動 等 

身体機能の維持（リハビリ等） 

居宅サービスの利用 

企業・地域社会において如何に健康で
活躍できるかが重要：健康投資 
→ その後の健康寿命にも大きく影響 

経済活動へのゆるやかな参加 
ボランティア等社会貢献： 
新たなビジネス創出の必要 
地域社会の特性に応じた働き
方、社会貢献の在り方を検討。 

ニーズに応じた 
ケア体制の整備 

 この期間（健康寿命）を如何に長く維持することができるか 

＜就労（効率性・生産性を重視）＞ ＜第二の社会活動＞ ＜介護サービス・施設等の利用＞ 

居宅継続
の場合も 

最期まで自分ら
しく生ききるため
の多様なニーズ
に応じた柔軟な 

仕組み作り 

介護施設の利用 
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引退後の 

シニア 

健康不安の 
ある高齢者 

人生の 
最終段階 

支援起点・受動的人生 

自分らしい最期を選択するという
意識が浸透していない。 

引退後のライフプランを考える
きっかけがなく、社会参画へ行
動を取る機会も少ない。 

本人や家族が、医療や介護等
の支援に過度に依存してしまう。 

能動的に社会参画する機会を確保し、    

「会社人」から「社会人」へ転身。 

健康に不安があっても社会での役割を
持ち続けることで、健康維持と精神的充
実を実現。 

「最期まで自分らしくどうありたいか」を実
現し、終末期を迎える。 

価値
観の
壁 

選択
肢の
壁 

情報
の壁 

自立(自律)起点・能動的人生 

身体
の壁 

仕事等が忙しくて、健診は受診
しても、改善行動が続かず、生
活習慣病に陥る。 

現役時代 
健康管理を自ら積極的に行い、生活習
慣病の予防に取り組み、生産性も向上。 

「生涯現役社会」の構築に向けた課題 

 「生涯現役社会」を実現するには、「人生９０年時代」を想定して、自立（自律）心を持ち、社会との繋がりを
持ちつづけるための仕組みが必要。 

  他方、現状は、①身体、②価値観、③選択肢、④情報に関して様々な壁が存在しており、生涯現役を実現す
る人が少ないのが実情。 
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「生涯現役社会」の構築に向けた現状と今後 

現 状 

元気～ 

フレイル 

予備期 

健康 

不安期 

人生の 

最終段階 

どんどん 
虚弱化 

さみしい 

やることが 
ない 

リタイヤ 

今 後 

最期は、 
安心 

健康不安 
でも自律 

役に 
立ってる 

幸 せ 

楽しい 

リタイヤ 

・・・ 

・・・ 

生活 
支援 
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様々な壁 
・身体 
・価値観 
・選択肢 
・情報 

生活 
支援 介 護 医 療 介 護 医 療 

 今後は、これらの壁を乗り越えていくために、様々なコーディネート機能が必要。 
 ①仕事、コミュニティ活動等の社会参画の機会や、②学ぶ・遊ぶ・休むなど生活を豊かにするための多様なサービス、

③医療・介護・生活支援等の最期まで住み慣れた環境で安心して暮らせるための生活面での多職種連携を、高
齢者及び地域社会のニーズに応じて整備していくことが重要。 



「アクションプラン2016」の全体コンセプトと壁への対応（イメージ） 

 ４つの壁のそれぞれに対応するアクションを実施し、個人が生涯現役を実現するための環境を整える。 

 具体的には、「医福・産官学金」連携に向けた基本指針を策定した上で、それぞれの壁への対応を行う。 
1. 身体の壁  －  職場や地域での生活習慣病予防対策の実施 
2. 価値観の壁 － 健康への気づきや活動の継続を促す行動変容につながるサービスの創出 
3. 選択肢の壁 － 新たなヘルスケア事業創出による選択肢の充実 
4. 情報の壁  － 保険外サービスの見える化と品質評価の推進 

１．職場や地域での生活習慣病予防対策 
 （主要施策② 健康経営優良法人認定制度） 

２．行動変容につながるサービスの創出 
 （主要施策③ 健康情報の活用） 

３．新たな事業創出による選択肢の充実 
（主要施策④ 地域資源の活用） 
（主要施策⑤ 自立的・持続的な産業創出） 

４．保険外サービスの見える化と品質評価 
 （主要施策⑥ 保険外サービスの情報の一元化） 

地域包括ケアシステム実現に向けた 
「医福・産官学金」連携のための基本指針の策定 

（主要施策① 公的保険外サービスの貢献が期待される分野の明確化） 

身
体
の
壁 

価
値
観
の
壁 

選
択
肢
の
壁 

情
報
の
壁 

「
生
涯
現
役
社
会
」
の
実
現 

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
２
０
１
６ 
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大
企
業 

【ノウハウの提供】 ＜経産省＞ 

○ 「健康経営アドバイザー(初級)」の普及・活用促進と、具体的施策の提案能力を備えた
上級資格の創設。 

【認定制度の創設と地域発の普及策の展開促進】 ＜経産省・厚労省＞ 

○ 日本健康会議を認定主体とした「健康経営優良法人認定制度(仮称)」を創設し、認
定企業に対し、自治体、民間事業者等からのインセンティブを付与。 

○ 金融市場、労働市場など、認定制度等健康経営の取組と連動した事業展開が期待さ
れる分野での(金融)商品・サービス開発、ビジネスマッチング等の促進。 

○ 地域版協議会の枠組みの活用による地域の実情に応じた普及策の展開。 
【日本健康会議等との連携による裾野の拡大】 ＜経産省・厚労省＞ 

○ 「500社公表」の取組を通じ基本的取組や情報発信を行う企業を見える化。 

【健康経営銘柄の継続的実施と学術研究の推進】 ＜経産省＞ 

○ 「健康経営銘柄」の継続的実施と「手引書」を活用した情報発信の促進。 

○ 「健康経営度調査」等のデータの活用を通じた、公的研究機関・大学との連携による分
析・研究体制の整備。 中

小
企
業 

【実践ツール設計】  ＜経産省・厚労省＞ 

○ 医療・健康情報等を収集、統合的に解析・活用し、糖尿病等の疾病予防・重症化予
防に向けた個人の行動変容を促す仕組みを分野・主体を広げて実施。 

【ビジネス市場規模の見える化】 ＜経産省＞ 

○ 健康経営を支えるビジネスの種類や市場規模等に関する調査を実施。 

【企業・保険者と民間サービスのマッチング】 ＜厚労省＞ 

○ 日本健康会議の優良ヘルスケア事業者100社公表と連携し、企業・保険者と民間サー
ビスのマッチング機会の提供(データヘルス見本市等)を実施。 

【主体に応じたインセンティブ設計】  ＜経産省・厚労省＞ 

○ 保険者へのインセンティブ拡充のため、後期高齢者支援金の加算・減算制度、保険者
努力支援制度等の見直しを実施。 

○ 個人の健康増進・予防を促進するため、ヘルスケアポイントの導入、個人の健康度合いと
連動する民間保険商品の普及を促進。 

○ 経済・医療関係団体の協力を得て、地域包括ケアシステムに民間活力の貢献が期待される分野を明確にする（基本指針等の策定）とともに、地域への展開を図る。 

【食・農×健康】 ＜農水省・経産省＞ 

○ 地域版協議会等を通じて、地域食品事業者と連携した食生活の改善による健康づくり
の促進や、その基盤となる食生活のデータベースを構築する。 

【観光×健康】 ＜経産省・厚労省・観光庁＞ 

○ ヘルスツーリズムの健全な発展とサービス品質の向上のため、ヘルスツーリズムプログラムの
認証スキームを立ち上げ、全国展開する。 

○ 「スマート・ライフ・ステイ」を開発し、地域版協議会等を通じた活用促進を目指すとともに、
生活習慣病予防効果を引き続き検証する。 

○ ニューツーリズム振興施策の一環として、地域資源を活用したヘルスツーリズムに係る商
品開発やマーケティング、実証実験、プロモーション活動等に積極的に取り組む地域に対
する支援を実施する。 

 【資金、ノウハウ等のツール提供】 ＜経産省・厚労省・内閣府＞ 

○ REVIC等と連携して、新事業創出に必要な資金及び事業化支援人材等を一体的に供
給する仕組みを構築。 

○ ビジネスコンテスト等を通じた事業化支援プログラムや優良事例の顕彰を実施し、ヘルスケ
ア分野のエコシステム作りを行う。 

○ 自治体等の保険者へのインセンティブ拡充のため、SIBの導入を促進するべく、サービスの成
果を図る評価指標や予算化の方法、リスク負担のあり方等を整理。 

【スポーツ×健康】 ＜スポーツ庁・経産省＞ 

○ 地域版協議会と地域スポーツコミッションの連携を図り、スポーツを通じた地域の健康増
進モデルやスポーツツーリズム等の新たな事業を創出する。 

【評価の仕組みづくり】 ＜経産省＞ 

○ アクティブレジャー認証をはじめ既存の第三者認証制度等の一層の活用促進、事業者自
らがサービスの効果・効能を評価し公開することを推奨する。 

○ 公的研究機関と連携して、日々の健康情報と症状との連関性等に関するコホート研究等
を推進する。 

 【制度】 ＜経産省・厚労省＞ 

○ グレーゾーン解消制度を活用し、引き続きヘルスケア分野における関係法令の適応関係を
明らかにするとともに、今後同様の事案に直面する新規事業者の参考となるように、安全
性や公衆衛生の観点にも配慮した上で解消事例を整理・公表していく。 

次世代ヘルスケア産業協議会 「アクションプラン2016」 の全体像 
誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するため、これに貢献するヘルスケア産業を育
成し、国民生活の向上につなげる。 

ヘルスケア産業政策の
基本理念 

• 「生涯現役社会」を実現するには、「人生９０年時代」を想定して、自立(自律)心を持ち、社会との繋がりを持ちつづけるための仕組みが必要。 
• 他方、現状は、①身体、②価値観、③選択肢、④情報に関して様々な壁が存在しており、生涯現役を実現する人が少ないのが実情。 
• これらの壁を越えていくためには、産官学医等の関係者によるコンセンサスを醸成していくことが重要であり、今後、超高齢社会に対応するための民間活力活用に向けた基本的考え方を共

有し、基本指針として地域に展開していくことが必要。 

身体の壁 
 

（健康経営の推進） 

価値観の壁 
（健康情報活用による 

行動変容） 

イ
ン
フ
ラ 

健
康
情
報 

選択肢の壁 
 

（新たな産業の創出・利
活用の促進） 

情報の壁 
（サービスやその品質 

の見える化） 

地
域
資
源×

健
康 

産
業
の
活
用 

品
質 

イ
ン
フ
ラ 

前提 

【保険外サービスの収集・見える化】 ＜厚労省・経産省＞ 

○ 地域における取組にかかる情報を集約化し、利用者、保険者、ケアマネジャー等がアクセ
スしやすい環境を整備するため、保険外サービス情報の一元化を図る取組を推進する。 

○ 具体的には、地域に存在する保険外サービスを収集・見える化するため、各地域におけ
る取組（地域版ガイドブックの策定、保険内外のサービスを一体的に提供するためのコー
ディネート機能の整備等を想定）に対する支援を通じて、保険外サービスがより一層活
用されるよう推進を図る。 

情
報
提
供 
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地域に根ざしたヘルスケア産業の創出 
（関係機関との連携の必要性） 
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 地域において人口減少と医療・介護費増大が進む中、①高齢化に伴う地域の多様な健康ニーズの充足、②農業・
観光等の地域産業やスポーツ関連産業等との連携による新産業創出、③産業創出に向けた基盤の整備を実施
することより、「経済活性化」と「あるべき医療費・介護費の実現」につなげる。 

公的医療保険・介護保険 
（地域包括ケアシステム） 

農業・観光等の地域産業や 
スポーツ関連産業等との連携 

①地域医療・介護 
体制への貢献 

②新産業創出 

公的保険外の 
運動、栄養、保健サービス等 

産業創出の基盤 

（資金調達、人材育成、エビデンス構築 等） 
③インフラ・ツール 

の整備 

【地域に根ざしたヘルスケア産業の創出】 

地域に根ざしたヘルスケア産業の創出 
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公的医療保険・介護保険 
（地域包括ケア） 

課題① 
本来治療を受けるべき人が 
受診しているか。 

課題② 
病気や介護度が改善した後、 
適切な食行動、運動行動 
等をとっているか。 

医療機関にて治療を受けるべき人を抽出する機能 
（予防or受診勧奨のスクリーニング）が必要。 

例）健康状態の定点観測し、必要な人に受診勧奨する。 
   まだ受診までは必要ないが、リスクがある者に対しては 
   リスクに合わせた予防措置を講ずる。 等 

改善後も、食行動、運動行動をサポートする機能が必要。 

例）医療機関が、患者の病態等の改善後、リスクに合わ 
   せ食事箋や運動処方箋を交付し、民間事業者が 
   サービスの提供を行う。 等 

地域の医療機関との密な連携が必要不可欠 

 社会保障費に制約あるなかで、高齢化等に伴う地域の多様な健康ニーズを充足しつつ、適切な地域包括ケアシ
ステムを構築するためには、医療機関等に加え、それを補完するような機能を持つサービス（ヘルスケアサービ
ス）を創出していくことが重要。 

地域における健康や医療・介護の課題 
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 地域ぐるみで、①健康への気づき、②法定健診への誘導、③結果に関する医師による相談・助言、④リスクの大小
に応じた対応（予防～医療行為まで）を切れ目なく提供できる連携体制を整備し、１次予防の網を張り巡らせ
ていくことが必要。 

切れ目なく健康サービスを提供できる仕組みの構築 

＜①健康への気づき＞ 

健康の気づきサービス 
 

（地域における医療機関、郵便局、公
民館、薬局、駅ナカ、ジム、 カフェ等で

の受診勧奨など） 

医療機関で
の相談・診断 

＜③医師による確認＞ ＜④対応＞ ＜②保険者等による法定健診＞ 

医療機関 

（例） 
・地域の診療所 
・地域の病院 

（例） 
・料理教室 
・フィットネスジム等 

自治体や、食事・運
動・睡眠等のサービス
提供者 

提供者 

（例） 
・医療機関   ・住宅団地 
・自治体   ・旅館 
・公共交通機関   ・コンビニ 
・フィットネス   ・商業施設 

保険者・企業 

地域版次世代ヘルスケア産業協議会 
【
責
任
主
体
】 

医療機関 自治体 ヘルスケア事業者 金融機関 10 



「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置の促進 

新ヘルスケア産業フォーラム（中部） 

四国の医療介護周辺産業を考える会 

九州ヘルスケア産業推進協議会 

＜設置済み＞ 
 

○青森県 
○栃木県  
○群馬県 
○埼玉県 
○神奈川県 
○長野県 

 
 

○静岡県 
○三重県 
○滋賀県 
○大阪府 
○鳥取県 
○島根県 
 

＜設置済み＞ 
 

 ○仙台市 
 ○上山市 
 ○川崎市 
 ○松本市 
 ○富山市 
 ○神戸市 
 

万国医療津梁協議会  

北海道ヘルスケア産業振興協議会 

 

 
○広島県 
○徳島県 
○長崎県 
○熊本県 
 

都道府県   
 ○岡山市 
 ○松山市 
 ○北九州市 
 ○合志市 
 ○鹿児島市 
 ○薩摩川内市 

市町村 

 地域の関係者（自治体、医療・介護機関、民間事業者等）の連携を促進し、地域ニーズを踏まえたヘルスケア
産業の創出を後押しするため、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置の促進を図っているところ。 

 地域版協議会は、全国５ブロック、１６府県、１２市で設置されており、そのうち地域の医師会が関与する協議
会は、全国２ブロック、６府県、３市（平成29年２月末時点）。 

   ※2017年２月末時点 

 赤線(   ) ： 現時点で、地域の医師会が関与している協議会 
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地域でのヘルスケアサービス創出事例 

 地域版次世代ヘルスケア産業協議会等を活用し、地域において医療・介護関係者と地域事業者が連携し
てサービス提供を行うモデルの確立に向けた実証事業を実施。 

 これまでに実施した事業の中からも、地域において継続的に定着している事例も現れ始めている。 

＜地域医療機関と他業種の連携＞  

【テーマ】地域版体験型健康医学教室を 
     中核とした多職種協働事業モデルの検証 
【実施団体】株式会社True Balance、鹿児島大学、 
       国立研究法人産業技術総合研究所 ほか 
       （鹿児島県南さつま市） 

  

【体験型健康医学教室の様子】 

○生活習慣病予防や脳梗塞発症予防などのライフステージ
に応じたヘルスケア教育「体験型健康医学教室」を医師
等が開発。 

○フィットネスジムや企業、
学校など地域の様々
な主体と連携し、それ
ぞれの拠点で教室を開
催するサービスを展開
した。 

＜地域の医師会と商店街の連携＞  

【テーマ】羽島市・羽島郡医師会包括的健康管理プロジェクト 
【実施団体】社会医療法人蘇西厚生会まつなみリサーチパーク、 
       羽島市医師会、羽島郡医師会 ほか 
     （岐阜県羽島市,羽島郡笠松町,羽島郡岐南町） 

 ○地域の医師会が主体となり、家族単位のかかりつけ医に
よる住民の個人健康情報管理プログラムを構築。 

【健康にこだわる地元の商店の紹介冊子、地元
の飲食店が考案した健康メニュー本】 

○また、地元の商店
街と医師会が連携
し、健康にこだわる
店の目印としてのス
テッカーや健康メ
ニュー本を作成し、
地域の健康寿命延
伸を図るモデルづくり
に取り組んだ。 
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（参考）平成28年度地域におけるヘルスケアビジネス実証事業 採択一覧① 

事業名 実証地域 代表団体 参加団体 

セルフ健康チェックと 
食事コントロールによる 
生活習慣病予防事業 

沖縄県那覇市、 
東京都足立区 

KDDI株式会社 株式会社ファンデリー 

岐阜ヘルスケアビジネス 
創出協議会 

岐阜県羽島市、 
羽島郡笠松町、 
羽島郡岐南町 

社会医療法人蘇西厚生会 
まつなみリサーチパーク 

羽島市医師会、羽島郡医師会、 
株式会社サイエンスネット、 
株式会社ミライコミュニケーションネット
ワーク、岐阜広告株式会社 

『健康寿命の延びる沿線』の
実現に向けた健康増進プロ
ジェクト 

大阪市、尼崎市、西
宮市、芦屋市、神戸
市を中心とする阪急阪
神沿線 

阪急阪神ホールディングス株式会社 
阪急電鉄株式会社、阪急電気鉄道 
株式会社、認定特定非営利法人 
健康ラボステーション 

ハイリスク患者の疾病管理
（呉市モデル）の全国推進 

広島県広島市 株式会社データホライゾン 株式会社DPPヘルスパートナーズ 

事業名 実証地域 代表団体 参加団体 

高齢者の「健康づくり」と 
「就労マッチング」による 
「生涯現役社会」の実現 

宮城県仙台市 株式会社福祉工房 学校法人栴檀学園 東北福祉大学 

産業創出による 
自立型地域包括ケアシステム 
構築実証事業 

兵庫県神戸市 神戸ヤクルト販売株式会社 
株式会社第一興商、エーザイ株式会
社 

【テーマ】 『健康の気付き～健診～治療・健康増進』の一貫した生活習慣予防を提供 

【テーマ】 社会参加促進を通じた生涯現役社会の構築を行う事業 
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（参考）平成28年度地域におけるヘルスケアビジネス実証事業 採択一覧② 

事業名 実証地域 代表団体 参加団体 

渋谷区内企業・団体の 
健康経営を支援する 
ウェルネスマップ構築・実証事業 

東京都渋谷区 株式会社大和総研 
コクヨ株式会社、 
株式会社ディー・エヌ・エー 

事業名 実証地域 代表団体 参加団体 

現役世代の生活習慣病予防
から退職後の介護予防までの
シームレスサービス実証 

北海道札幌市 
株式会社北海道二十一世紀総合
研究所 

生活協同組合コープさっぽろ 

ICTを活用した介護予防・ 
介護改善プログラムの 
プラットホーム事業 

群馬県 
一般社団法人ソーシャルアクション
機構 

前橋工科大学、株式会社MCBI、 
株式会社トータルブレインケア、 
株式会社エムダブルエス日高 

わこう暮らしの生き活き 
プロジェクト 

埼玉県和光市 株式会社ダスキン 
ハウス食品グループ本社株式会社、 
株式会社第一興商、三井住友銀行、
東京大学高齢社会総合研究機構 

自立支援型在宅療養サポート
推進事業 

熊本県熊本市、 
阿蘇市 

株式会社くまもと健康支援研究所 株式会社柊喜コネクト 

地域版体験型健康医学を 
中核とした多職種協働事業 
モデルの実証 

鹿児島県南さつま市 株式会社True Balance 
国立研究法人産業技術総合研究所、
鹿児島大学、株式会社九州経済研究
所 

【テーマ】 地域内の企業における健康経営実施を支える事業 

【テーマ】 地域包括ケアシステムと連携した介護予防等を提供する事業 
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主催：経済産業省 
 
地域ヘルスケアビジネス実証や、ヘルスケア産業創出支援人材
育成、ヘルスケア分野のSIB導入への取り組みを説明。また、 
今年度事業の展示ブースを設け、事業成果について紹介。 

「ヘルスケア産業の最前線２０１７」実施概要① 

 
 各地域において創出されたヘルスケアサービスの利活用促進等を図る

ため、平成２９年３月に、「ヘルスケア産業の最前線２０１７」を
開催。 

 「ヘルスケア産業の最前線２０１７」では、①今年度経済産業省
委託事業の成果報告、②地域の医療機関等と連携したヘルスケア
サービス事業者の事例紹介、③新たなヘルスケアビジネス創造にチャ
レンジする企業を表彰するビジネスコンテストを実施。 

地域を支えるヘルスケアサービス 
事業者の事例紹介 

主催：経済産業省、 
共催：厚生労働省、日本医師会 
 
医療機関や介護施設等と連携しつつ、ヘルスケアサービスを提供
し、地域に貢献している事業を紹介。 

平成28年度健康寿命延伸産業 
創出推進事業 成果報告会 

オープニング挨拶 
中川経済産業大臣政務官 

【福島厚労省健康局長挨拶】 【中川政務官 展示ブース視察】 【今村日本医師会副会長挨拶】 【事例紹介】 15 



「ヘルスケア産業の最前線２０１７」実施概要② 

 ヘルスケア分野において、社会的課題の解決に挑戦する優れた団体や企業等を発掘し、社会に周知するこ
とで、それらの企業等の自立的な成長を促し、また、ヘルスケア分野のエコシステム作りを行うことを目的として、
「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト２０１７」を開催。 

 グランプリは、「排泄予知ウェアラブル『Dfree』」を展開するトリプル・ダブリュージャパン株式会社に決定。 

ファイナリスト プレゼン概要 

① 
医療画像診断支援システム／ 

エルピクセル株式会社 
国立がん研究センターと開発した医療画像診断支援シ
ステム。高効率で高精度な医療の普及を目指す。 

② 

実年齢から身体アセスメントによ

る意識革命で日本を活性化／ 

ヘルスグリッド株式会社 

『実年齢』ではなく、運動機能等を計測し算出する『身
体年齢』を用いて、健康に対する新たな指標を構築。
就活や婚活などの支援事業の展開を目指す。 

③ 

排泄予知ウェアラブル

「DFree」／トリプル・ダブ

リュー・ジャパン株式会社 

世界初の排泄予知ウェアラブル「Dfree」に用いて、
介護現場での業務の効率化や介護を受ける者の
QOL向上を図るサービスを目指す。 

④ 

世界初、 体内時計を可視化し

て睡眠を改善するサービス／ 

株式会社O:（オー） 

体内時計を可視化する腕時計型デバイスとアプリを用
いた、体内時計の乱れからの心身不調改善や予防
サービス。労災防止など企業に対するビジネスを目指す。 

⑤ 

スマホできる、精子セルフチェック

『Seem（シーム）』／ 

株式会社リクルートライフスタイル 

男性が自宅で気軽に自分の精子の状態をチェックでき
るサービス。「男性から不妊について調べてみる」ことによ
り、男性が主体的に妊活に取り組む文化を目指す。 

⑥ 

医療をもっと身近に「MEDLEY」

×「CLINICS」構想／ 

株式会社メドレー 

オンライン病気事典「MEDLEY」と、オンライン診療アプリ
「CLINICS」のサービスを併せて提供。医療をもっと身
近にし、「納得のできる医療」を目指す。 

主催者挨拶 
吉本商務情報政策総括調整官 

審査の様子 

プレゼンの様子 グランプリ発表・表彰 

主催：経済産業省 
協力：厚生労働省、株式会社産業革新機、株式会社地域経済活性化

支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構 
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事業概要 

 世界初の排泄予知ウェアラブル「DFree（ディーフリー）」を開発。超音波センサーを下腹部に装
着し、膀胱の変化を捉えることにより、膀胱内の尿の溜まり具合を検知し、排尿のタイミングをス
マートフォンなどにお知らせする機能を備えており、介護施設などにサービスを提供する予定。 

 排尿のタイミングを知らせることにより、介護現場における排泄ケア業務の効率化、さらには介護を
受ける側のQOL向上にも貢献する。 

 海外の介護施設との実証実験もスタートしており、今後は国内のみならず海外展開も視野に入
れており、日本発のグローバルベンチャーを目指している。 

ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト２０１７ グランプリ 
   排泄予知ウェアラブル「DFree」／トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 

【ウェアラブル「Dfree」 
下腹部に装着し、膀胱の変化を捉える】 

【スマートフォンなどに分析結果をお知らせ】 
【当日のプレゼンの様子】 
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18 

地域経済活性化支援機構（REVIC)による投資について 

地域ヘルスケア産業支援ファンド投資案件（一部） 

支援対象事業者 内容 

株式会社YOU 地域で一層の整備が望まれるリハビリ機能を提供できるデイサービスを複数整備・運営 

株式会社楓の風 看護師による在宅ホスピスが可能な訪問看護ステーション、リハビリ機能を具備したデイサービスを提供 

ケアプロ株式会社 自己採血を含むセルフ健康チェック事業 

セント・プラス少額短期保険株式会社 公的な介護保険制度を補完する保険商品の開発・提供 

株式会社リビングプラットホーム 高齢介護、保育等の一体型事業を推進 

地域ホームメディケアホールディングス株式会社 在宅対応が可能な調剤薬局を中心に、医療・介護・予防・生活支援サービスを提供 

よどきり医療と介護のまちづくり株式会社 地域包括ケアシステムに必要な各サービスの提供、医療と介護のまちづくりに必要な事業を推進 

健康増進事業株式会社 公的保険に依存しない健康長寿延伸サービス事業の推進 

日本医師会ORCA管理機構株式会社 レセプトコンピュータを中心とする、安定的、かつ低廉な各種医療情報システムを主にクリニックに向けて提供 

株式会社インテグリティ・ヘルスケア ICTを活用した他職種連携・クリニック業務効率化支援 

株式会社コミュニティネット 
生涯活躍のまち構想を推進。高齢者が元気なうちから地域コミュニティの中で自分らしく生活する住宅施設
を開発・運営 

ユーコネクト株式会社 
訪問看護併設型の中重度要介護者向けデイサービスを九州地域に展開。同地域を対象に高齢者就労
支援事業を推進 

 株式会社地域経済活性化支援機構では、平成２６年９月に「地域ヘルスケア産業支援ファンド」を設立。 

 事業成長に必要なリスクマネーの提供のみならず、当該機構が豊富に有するヘルスケア産業に精通した経営人材
を集中投入することで、地域経済の活性化に資する新たなヘルスケア産業のモデルケースを構築。 
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19 

ソーシャルインパクトボンド（SIB）の概要 

• SIBとは、民間資金を活用して革新的な社会課題解決型の事業を実施し、その事業成果（社会的コストの
効率化部分）を支払の原資とするもの。 

• 既にニューヨーク市等では、民間事業者が取り組む活動の社会的インパクト（行政コスト削減等）を数値化
し、自治体等がその成果報酬を支払うSIBの導入が図られ、民間資金の活用が進んでいる。 

サービス 
提供者 

消費者 

SIB  
運営組織 

資金提供者 

成果報酬 
（コスト削減分）を 

支払 

出資 配当 

地方自治体等 

評価組織 

サービスと社会的コスト
削減の因果関係を評価 

評価を 
フィードバック 

資金提供 

サービス 
提供 

＜SIBの一般的なスキーム＞ 

社会的投資家 

篤志家 

企業CSR 
財団助成 

機関投資家 

個人投資家 

想定される投資家 

１００ 

行政コスト 

５０ 

行政コスト 

３０ 

NPO委託費等 

投資家リターン 

0

50

100

現状 SIB導入 SIBによる行政コスト削減 

１５ 
行政コスト 

削減 

３５ 
SIB実施に 
かかるコスト 

＜SIBによる行政コスト削減イメージ＞ 
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ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）導入モデル事業 

 平成28年度は、自治体における具体的な案件形成を目指し、SIB導入モデルの創出支援に取組んだ。 

 具体的には、神戸市及び八王子市それぞれと作業部会を開催し、「糖尿病性腎症重症化予防」及び「大腸
がん検診受診率向上」の分野における「成果連動型」かつ「複数年度」の本格的なSIB案件形成を推進。 

 下記の内容で、平成29年度からそれぞれの自治体の事業として実施予定。 

神戸市 八王子市 

実施期間 3年間（評価期間2年含む） 

事業内容 

糖尿病性腎症者のうち、特に重症化リス
クの高い方を対象とし、食事療法等の保
健指導を行い、対象者の生活習慣の改
善を通じて、ステージの進行/人工透析へ
の移行を予防する。 

検診受診率が特に低い前年度未受診者を対象
とし、対象者の過去の検診・検査情報と人工知
能を活用し、オーダーメイドの受診勧奨を行い、大
腸がん早期発見者数を増やす。 

サービス対象者 
神戸市国保加入者 
かつ糖尿病性腎症者 

八王子市国保加入者 
かつ前年度検診未受診者 

サービス提供者 保健指導事業者 受診勧奨事業者 

※ それぞれ3月末の両市議会における議決を以て予算が確定する予定。 
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横須賀市 

尼崎市 

福岡市等 

7自治体 

児童養護 

若者就労 

支援 

認知症予防 

行政 対象分野 

神戸市 

2015年度 2016年度 2017年度（見込み） 

実証事業 
業務委託、 

厚労省実証事業化検討 
実証事業へ 

実証事業 
厚労省 

実証事業化検討 
実証事業へ 

実証事業 
厚労省調査研究 
（成果指標開発） 

実証事業へ 

予算要求 
（案件形成支援） 

本格導入へ 
糖尿病性腎症 
重症化予防 

八王子市 
予算要求 

（案件形成支援） 
本格導入へ 

がん検診 

受診率向上 

厚生労働省 
児童虐待、 

就労支援等 

和泉市 

高石市 

実証事業 本格導入へ 

実証事業 本格導入へ 

東近江市 

日本財団 
パイロット事業 

経済産業省 
健康寿命延伸産業 

創出推進事業 

日本財団 
SIB組成公募事業 

氷見市 移住促進 

横浜市 

成果連動型委託事業 
（単年度） 

継続へ 

調査研究 案件形成 実証事業へ 子どもの貧困 

調査研究、 
SIB検討会 

予算要求 実証事業へ 

その他 
※他にも検討中多数 

起業支援 
成果連動型補助金 
事業（単年度） 

継続へ 

（参考）日本における主なSIB案件組成の状況 
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グレーゾーン解消制度 （産業競争力強化法） 

事 

業 

者 

大
臣 

規
制
所
管 

大
臣 

事
業
所
管 

①規制の解釈・適用の有
無の確認の求め 

③回答 ④回答内容の通知 

②確認 

健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン 

共同し
て作成 

参考 

 事業者が健康製品・サービスを提供する際に、関連法の規制の適用範囲が不明確な分野が存在。このた
め、産業競争力強化法において、個別案件の事業計画に即し、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる
グレーゾーン解消制度を創設。 

 特に、公的領域である医療・介護分野との関係が深く、事業者のニーズが大きい分野については、経産省と厚
労省が連名でガイドラインを策定（平成２６年３月）。平成２９年３月現在、２４件についてヘルスケア
分野におけるグレーゾーンを解消済。 

 グレーゾーンの解消（２４件の案件について実施済） 
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 ヘルス・ツーリズムの品質認証に向けた認証基準の策定 

 平成２７年度に構築したヘルス・ツーリズム認証における３段階の品質評価レベル（①安全性、②有効
性、③価値創造性の３つの視点からレベル分けしたもの）を踏まえ、レベル１・レベル２における認証基準を
策定。 

 認証基準策定において、国内９地域のヘルス・ツーリズム実施事業者に対するヒアリング・実地調査を行い、
申請者に対する要求事項と、それに基づき申請者が整備すべき各種ドキュメント様式等の整備を実施。 

【平成２７年度に構築した認証基準レベル】 

プログラム類型 地域数 

ストレス解消・療養型プログラム 2地域 

生活習慣病予防プログラム 3地域 

健診・健康チェック型プログラム 1地域 

美容・ダイエット型プログラム 1地域 

運動・体力増進型プログラム 1地域 

休養プログラム 1地域 

【実地調査対象プログラム類型と地域数】 

【レベル1・2における要求事項 
・各種ドキュメントを整備】 
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 スポーツ文化ツーリズムアワード2016 

 平成２８年３月に締結した「スポーツ庁、文化庁及び観光庁の包括的連結協定」のキックオフ施策。 

 スポーツと文化芸術を融合させて観光地の魅力を向上させ、国内外からの観光客の増加や体験型観光の促
進を図っている取組を日本全国から集めるため、昨年７月に公募。全４４件の応募の中から１０件を入選
として決定し、本年３月に大賞・スポーツ庁長官賞・文化庁長官賞を決定。 

 

   

     

しまなみ海道沿線に点在する文化資源（芸予諸島、尾道水道、四国遍路等を自転車で巡る 
サイクルツーリズムの推進。 国際サイクリング大会「しまなみ」の開催や、海外メディア媒体等を活用した 
国内外へのプロモーション、自転車道通行料金の無料化、広域レンタサイクル制度などが評価。 
しまなみ海道サイクリングの来訪者は約33万人。 

【 大 賞 】 サイクリストの聖地「瀬戸内しまなみ海道」を核としたサイクルツーリズム 
  (瀬戸内しまなみ海道振興協議会） 

【 スポーツ庁長官賞 】 世界遺産姫路城マラソン（兵庫県姫路市） 

姫路城大天守閣保存修理事業の完成記念と開始。 
世界遺産姫路城を発着地とし、書写山や塩田温泉郷
等の名所、旧跡を巡るコース。 
ランナーは約１万人、来場者数53,000人、沿道応援
者数72,000人、経済効果は約11億2,000万円。 
フルマラソンの他、ファンランの種目を多く設定し、生涯ス
ポーツの振興や、ランニングを通した子どもたちの育成も
図っている。  

三庁連携シンボルマーク 

<入選＞ 

「乗馬」と「弓道」の両方の技術を要する日本古来の
神事である「流鏑馬」をスポーツ競技化。春季から秋
季にかけて、十和田市をはじめ、東北地方の複数個
所で大会を開催。 
また、初心者から気軽に楽しむ事が出来るよう「流鏑
馬体験プログラム」を実施するほか、インバウンド受け
入れのため、県内大学の留学生を対象としたモニター
ツアーも実施。 

【 文化庁長官賞 】 スポーツ流鏑馬（青森県十和田市） 

 東北風土マラソン＆フェスティバル（東北風土マラソン＆フェスティバル実行委員会） 
 

 J2水戸ホーリーホックベトナムからの観戦・応援ツアー、ベトナムメディアによる日本の観光地・文化の発信（茨城交通株式会社） 
 

 官民連携で台湾ランナーと新潟文化をつなぐ～スポーツを通じた交流のかけはし～（新潟市文化・スポーツコミッション） 
 

 熊野古道伊勢路を歩く ～伊勢から熊野へ二大聖地を結ぶ巡礼の道～（三重県） 
 

 Dance Oあわ阿波おどり2016～World  Awa Dance Open～（WADO実行委員会） 
 

 沖縄海人スピリッツ!!いとまん帆掛（ふーかき）サバ二乗船体験 （糸満市観光協会） 
 

 日本の伝統文化とスポーツの融合「和太鼓アクティビティ」！(太鼓センター/TAIKO-LAB）（京都・青山） 

スポーツ庁提出資料 
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保険外サービス活用ガイドブックの策定 

 地域包括ケアシステムの構築に当たって多様な高齢者のニーズが想定される中、平成28年3月末に、厚生労
働省・農林水産省・経済産業省の連名で、「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービス
の参考事例集（「保険外サービス活用ガイドブック」）」を策定。 

 加齢によってできなくなったことをカバーする、「マイナス状態をゼロに戻す」サービスに限らず、介護予防や介護状
態の改善につながるものや、「ゼロからプラス」の喜びや楽しみにつながる、QOLの向上に寄与するサービスも積
極的に取り上げている。 

保険外サービス 

保険内サービス 

＜介護分野における課題＞ 

介護保険内のサービス提供にとどまり、高齢者の多様な 
  ニーズに必ずしも対応できていない 

事業者及び自治体の担当者も、保険外サービス活用の 
  事例が少ないため、踏み込むことに躊躇 

高齢者のニーズ 

 地域版「介護保険外サービス活用ガイドブック」 
 ケアマネジャーや自治体関係者の研修機会の創出 
 保険内外のサービス情報を一元的に提供する相談窓口の設置 等 

地域において想定される取り組み 

介護保険外サービスを活用するに当たって参考となる事例やノウハウを記載した 
「保険外サービス活用ガイドブック」を、厚労省・農水省・経産省の連名で策定 

（例）トラベルヘルパーサービス（介護旅行） 

株式会社エス・ピー・アイ（あ・える倶楽部） 

【商品・サービス概要】 

・介護が必要な方向け
に、介護技術と旅の
専門知識を持つ介護
旅行のプロが同行す
る介護旅行サービス。 

・外出支援専門員の養
成も実施。 
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 保険外サービスの「見える化」を検討するにあたり、利用者の状態と利用される保険外サービスを整理。 

 本年度は要介護認定を受けた高齢者が利用する保険外サービスを対象とし、ケアマネジャーによる保険外サービ
ス活用状況や情報収集・管理の実態について調査した。 

保険外サービスの「情報の壁」に関する調査 

状態 

情報に対する 
態度 

元気高齢者 要支援1・2 要介護1・2 要介護3～5 

• 健康意識が高い人は自ら情報収集する 
• そうでない人は受動的 

• ケアマネジャーや自治体に相談する 
• 家族にすすめられる 
• 本人が探す 

利用される 
保険外サービス 

例 

• 健康づくり・運動 
• 趣味・学習 
• 就労・社会参加支援 
• 家事支援 

• 見守り 
• 家事、生活、買い物支援 
• 配食 
• 就労支援 
• 外出移動支援 
• 運動・介護予防・リハビリ 

• 趣味・学習 
• 一時宿泊、旅行 
• 服薬支援 
• 看取り関連 

調査対象 

アンケート調査 インタビュー調査 

実施期間 2016年12月～2017年1月 2017年1月 

調査方法 WEBアンケート グループインタビューによる聞き取り 

対象 介護支援専門員 アンケート調査回答者から選定 

回答数 1,074名 12名 

利用動機 
• 生きがいをつくりたい 
• 健康を維持したい、介護予防 

• ケアマネジャーのアセスメント結果 
• 生活を支えてほしい・悪化を予防したい(本人,家族) 
• 公的保険サービスではまかなえない（横だし・上乗せ） 

ケアマネジャーに対する実態調査を実施 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

利用者の経済的負担が難しいと思うから

事業者やサービスの質がわからず不安だから

身近で受けられる保険外サービスが存在しないから

介護報酬の対象外だから

身近で受けられる保険外サービスを知らないから

自治体・公共団体の提供するサービスで充分だから

自立支援を阻害すると思うから

介護予防に効果がないと思うから

提供している事業者の評判が悪いから

その他

半数以上の人に提案する群(n=442)

時々提案～提案しない群(n=632)

ケアマネジャーの保険外サービス活用の実態調査結果概要（速報） 
 ケアマネジャーの81％は保険外サービスの活用を意識している一方、提案するのは担当する利用者のうち

40％、そのうち42％(全利用者のうち17％)が実際にサービスを利用すると推定される。 

 保険外サービスを提案しない理由としては、「利用者の経済的負担」の他、「事業者のサービスや質がわからない」
「身近に受けられるサービスが存在しない・知らない」等が挙げられた。→情報アクセスについて、更なる検討が重要 

利用者に保険外サービスの情報提供 
することを意識しているか 

いつも意識している, 

31.4%

まあ意識している, 

50.3%

あまり意識していない, 

15.8%

まったく意識していない, 

2.5%

約81％ 
いつも意識している=90%,まあ意識している=60% 
あまり意識していない=30%,全く意識していない=0%と換算 

ほぼ全員に提案している, 

10.9%

半数以上の人に提

案している, 30.3%

時々しか提案しない, 

41.3%

ほとんどしていない, 

13.6%

過去に提案したことが

あるが今はしていない, 

3.9%

ほぼ全員に受け入れら

れる（利用される）, 

8.8%

半分以上の人に

受け入れられる, 

27.9%時々しか受け入れられない, 

54.2%

ほとんど受け入れら

れない, 9.1%

利用者に対し 
保険外サービスを提案しているか 

提案した保険外サービスは 
実際に受け入れられるか 

約40％ 
ほぼ全員に提案=90%,半数以上の人に提案=60%,時々提案=30% 
ほとんどしていない=0%,今はしていない=0%と換算 

約42％ 
ほぼ全員に受け入れられる=90%, 半分以上の人に受け入れられる=60% 
時々しか受け入れられない=30%, ほとんど受け入れられない=0%と換算 

このうち 

保険外サービスを提案しない理由 
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(参考) 平成29年度予算案 
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平成29年度予算案額 7.1億円 

商務情報政策局 ヘルスケア産業課 
03-3501-1790 

事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 民間企業等 

委託 

事業目的・概要 

 政府の方針として、日本再興戦略には、「健康寿命延伸産業」の創出・育

成を通じ、国民の健康増進、あるべき医療費・介護費の実現を目指すことが

明記されています。 

 このため、例えば以下５分野において、医療・介護関係機関及び民間企業

が連携し、公的保険外サービスのモデルを構築することを補助金にて支援し、

他地域への展開を推進すると共に、制度的な課題の洗い出しを行います。 

①地域における現役世代（特に健診未受診者）の健康作り対策 

②定年退職後の人生に備えたセカンドライフ対策 

③アクティブシニアに対するフレイル（虚弱）対策 

④健康不安のある高齢者への在宅療養向け健康医療・生活支援対策 

⑤人生の最終段階において心残りなく生ききるためのサービス創出 

 また、これらのビジネスが持続的な成長を促すべく、健康経営の促進等を通

じ、健康寿命延伸に対する個人・保険者・企業の意識・動機付けを高める

社会基盤の構築を進めます。 

成果目標 

 平成26年度から平成31年度までの6年間の事業であり、最終的には平成

32年に健康寿命延伸産業の市場規模10兆円を目指します。 

補助 
民間企業等 

補助（2/3） 

事業イメージ 

医療・介護関係機関及び 
民間企業の連携 

①健康無関心層に対して健康への気
づきを与え、健診受診等の行動変容を
促すサービス 等 

②定年退職後も継続的に社会参加を
促すための意識啓もうや就労教育を提
供するサービス 等 等 

③高齢者が自発的に参加・継続できる
効果的なフレイル予防プログラムを提供
するサービス 等 

④地域包括ケアシステムと連携した介護
予防を提供するサービス 等 

⑤地域包括ケアシステムと連携し、高齢
者本人が望む終末期の生活をサポート
するサービス 等 

５分野の具体例 

公的保険外のサービスを組み込んだモデル構築支援 

公的保険外サービスを組込みつつ予防から医療・介護、維持まで切れ目無く提供 
する体制を整備するためのモデル事業をPDCAサイクルを回しながら支援 

STEP 1 

STEP 2 

地域におけるヘルスケアビジネス創出のプラットフォームである「地域版
ヘルスケア産業協議会」を活用。医療・介護関係機関及び民間企
業が連携し、保険外のサービスを組み込んだモデル事業を３年間付
き添いながら支援。 

高齢化社会を産業面から支える先進事例として、他地域への展開
及び制度等の課題を抽出。 

更に、これらのビジネスが持続的に成長する基盤を構築すべく、以下の取組を実施。 
・健康経営に取り組んでいる企業等の顕彰や、健康経営実践に向けたノウハウの 
 提供 等 
・事業創出に必要な資金及び支援人材等を一体的に供給する仕組みの構築 
・ビジネスコンテスト等を通じた優良事例の顕彰 等 

健康寿命延伸産業創出推進事業 
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加工法・調理法の開発 

地域健康食ブランドづくり、次世代ヘルスケア関連の食産業の創出 

セミナー開催 

地域食品 
メーカー 

地域 
農業者 

中食 
（弁当、 
 惣菜） 

地域 
協議会 

健康な食生活を支える地域・産業づくり推進事業 ［平成2９年度予算概算決定額：173(388)百万円］ 

メニュー開発 

機能性農産物等の需要拡大を推進するため、大口の需要先となる
外食・中食産業において、機能性農産物等を積極的に活用できる
環境を整えます 

食品企業 

健康関連の食市場開拓支援 

機能性農林水産物 

機能性農産物の活用促進 

○ 機能性表示食品制度を活用して健康関連の食市場（いわゆる健康食品の市場規模の直近で1.2兆円）を
開拓するため、地域の食の健康ブランドづくりや食育の推進に関する取組を支援するとともに、制度
活用ノウハウの情報提供など、機能性表示食品制度等を活用促進のための環境整備を支援します。 

飲食店 

どうやって申請
したらいいのか どうやって加工し

たらいいのか？ 

生産者 

・活用推進の人材を育成する研修実施 

・食習慣・健康データを活用した食生活改
善ツールの開発及び実証 

１．機能性農産物等の食による健康都市づくり支援（補助） 
機能性農産物等を利用して健康都市づくりを目指す地域協議会を支援します ①機能性表示食品制度活用推進環境整備（補助） 

生産者や地域の食品企業が機能性表示食品を活用しやすい 
環境を整えます  

②機能性農産物等活用バリューチェーン構築調査（委託） 

・機能性農産物を取り扱う際のバリューチェーン上の  

 課題を実証的に調査 

・商品化に向けた具体的検討・調査 

戦略策定 

食事調査、 
代謝物データ収集 

２．食産業における機能性農産物活用促進事業 

定量的効果検証 

地域大学 
研究機関 

自治体 

農林水産省 
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  スポーツ人口の拡大を通じて、国民医療費の抑制への貢献や健康寿命を平均寿命に限りなく近づけることのできる社会を構築することが重要

である。 

 「日本再興戦略2016」や「ニッポン一億総活躍プラン」においても、新しい運動・スポーツの開発・普及や職域における身近な運動等を推奨す

ることにより、取り組みやすい健康増進活動を普及することが求められている。 

スポーツ人口拡大に向けた官民連携プロジェクト （ 新    規 ） 
29年度予定額：90,000千円 

スポーツを通じて健康増進活動に取り組む人口の拡大  

 全体では40.4%に留まっている。 

 特に20代、30代では30%未満。 

40.4% 
29.7% 
29.6% 

37.7% 
36.8% 

50.2% 
46.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体  

20代  

30代  

40代  

50代  

60代  

70代～ 

● 週1回以上のスポーツ実施率 ● 未実施者（週1回未満）の内訳 

 スポーツ実施率が週1回未満の成人のうち

63.6%が月に1回未満のスポーツ実施。 

35.4% 15.3% 10.4% 37.9% 

1.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

月に1日～3日 3か月に1日～2日 年に1日～3日 実施していない 未回答 

63.6% 

ビジネスパーソン向け国民運動（運動・スポーツ習慣づくり） 

 忙しいビジネスパーソンでも気軽に取り組めるように、官民で連携して通勤

時間や休憩時間等に運動・スポーツをする習慣づくりを行う。 

新たなスポーツの開発 

100,000

200,000

300,000

400,000

（億円） 

平成5年度 
24兆3,631億円 

平成10年度 
29兆5,823億円 

平成15年度 
31兆5,375億円 

平成20年度 
34兆8,084億円 

平成25年度 
40兆610億円 

昭和63年度 
18兆7,554億円 

● 国民医療費の推移 

 増加傾向にあり、平成25年度には 

  約40.1兆円となっている。 

背 

景 

現 

状 

（出典）内閣府「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する世論調査」（平成27年度） 

     に基づく文部科学省推計 

（出典）内閣府「東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに関する世論調査」（平成27年度） 

     に基づき作成 
（出典）厚生労働省「平成25年度国民医療費の概況」に基づき作成 

 最先端の技術やクリエーター等を活用し、個人の行動変容を促す新たなス

ポーツのスタイル等の開発などに取り組む。 

●官民連携によるムーブメント創出 

●好循環の創出に向けたエビデンス調査 

• 官民連携による推進コンソーシアムの設置 

• ムーブメント創出 
 （取組イメージ） 
  -  国民運動の目標値、業種・職種・性別ごとの行動メニュー・ 

          指標の検討・設定 
    -  官民連携によるプロモーション活動の展開 等 

• ムーブメントの自走・拡大に必要な実証データの収集・分析 

• ムーブメントによる経済効果調査 

●新たなスポーツの開発事業 

• 新たなスポーツに関する調査 

   -  生活者実態調査や成功事例収集など新たなスポーツの開発に必要な調査の実施 

• アイディアコンテスト・ハッカソンの開催 

     - 新たなスポーツのスタイルの創造にチャレンジする企業やクリエーター等を対象 

  としたアイディアコンテストの開催 

     - 新しいスポーツの形や作り方、楽しみ方を議論し、具体化する場を提供するハッ 

  カソンの開催 

• 新たなスポーツの実証実験 

  - スポーツ無関心層への訴求力やビジネスモデルの持続可能性など普及に向けた研究 

＜取組例のイメージ＞ 
登庁時に13階の執務室まで 
階段を登るスポーツ庁長官 

スポーツ庁 
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   スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業 

「官民協働のプロモーション戦略」を策定 

旅行業界 

スポーツ用品
メーカー 

健康産業 

流通業界 
アパレル 

スポーツ 
メディア 

スポーツツーリズムムーブメント 
創出のための官民協議会 

シンクタンク 

スポーツツーリズム関連商品の開発・造成、 
キャンペーン・フェア展開、企業広報インフラ 
の活用など、企業活動において最大限の 
需要喚起を図る。 

スポーツツーリズム関連業界の企業・団体との連携 

スポーツと文化芸術を融合させた希少性が高く、訪日
外国人の関心も高い「スポーツ文化ツーリズム」を確
立。資源の掘り起こしや認知拡大のために「スポーツ文
化ツーリズムアワード」を展開。 

              （ 新   規 ） 
 29年度予定額：20,000千円 

スポーツツーリズムは交流人口の拡大だけでなく、通常のツーリズム以上の関連消費が期待でき、地域活性化・スポーツGDP拡大の両方に大きく寄与するため、 
産業界・地域と連携・協働のもと、「スポーツツーリズム」を新たなレジャースタイルとして活性化・定着化させることが必要である。 
 

●マーケティング基盤となる、国内外の消費者インサイト、スポーツ・旅行動向などについて調査・分析を行い、報告書を地方自治体・関連業界に広く共有する。 
●流通、旅行、運輸、スポーツ用品など、関連業界と連携し、ムーブメント創出のための「官民協議会」を立ち上げ、 「官民協働のプロモーション戦略」を策定。 
●スポーツ庁が先行してメディア等を通じ、スポーツツーリズムの魅力や意義を発信し、トレンド感を醸成することで、地域の観光コンテンツ開発及び、関連産業 
  における商品開発・フェア展開等の取組意欲を増大し、ムーブメントの最大化を図る。 
●文化庁・観光庁との「包括的連携協定」の下、スポーツツーリズムのキラーコンテンツとなる「スポーツ文化ツーリズム」創出を推進する。 

文化庁・観光庁との連携 

【写真提供》 
JSTA/SPORTEC 

【写真提供》 
JSTA/SPORTEC 

 
 

スポーツ庁による 
メディア等を通じた 

需要喚起展開 
 

 
 
 
 
 
 
 

【訴求テーマ】 
・スポーツツーリズムの魅力 

 ＋ 
健康増進／地方創生／ファッ

ション性 等 

《交流人口の拡大による地域活性化 ⇔ 関連市場の拡大によるスポーツＧＤＰ拡大》 の好循環の創出 

国・地域・産業が一体となったスポーツツーリズムムーブメントづくり（需要創出） 

【調査・分析】 
消費者インサイト、 

スポーツ・旅行動向など 
地域スポーツコミッションが実施する、 

スポーツツーリズム開発・イベント創出・誘致等の取組を 
支援し、全国に優良コンテンツを創出。 

スポーツによる地域活性化に取り組む地域への支援 

地方公共団体とスポーツ団体、観光産業 
などが一体となり地域活性化を推進する 

地域スポーツコミッション 

スポーツ庁 

写真提供：熊野市 

写真提供：姫路市 

写真提供：TOGA天空 
トレイル大会実行委員会 

支
援 

取組意欲 
拡大 

プロモーションを 
追い風に産業界の 

活動を活発化 

スポーツ庁 
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