
北海道ヘルスケア産業振興協議会

協議会の概要
 全国に先行して高齢化が進む北海道の状況を踏まえ、平成25年9月、全国に先駆けて「北海道ヘルスケアサービス
創造研究会」を立ち上げ、さらに、平成27年4月、民間主体による自発的な活動基盤として「北海道ヘルスケア産業
振興協議会」（会長：徳田禎久 社会医療法人禎心会理事長）を設立。

 北海道において、医療・介護機関と民間サービス事業者等との連携を促進することで、地域特性を踏まえたヘルスケ
ア産業を創出・育成し、地域における住民の健康寿命延伸、新産業・雇用創出、医療・介護費の適正化に貢献す
ることを目的としている。

事務局

株式会社北海道二十一世紀総合研究所
TEL：011-231-3053
FAX：011-231-3143
E-mail：health@htri.co.jp

 地域：北海道
 設立：平成27年4月1日

主な会員 （会員数：134企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
医療・介護機関 社会医療法人禎心会、社会福祉法人渓仁会、ＮＰＯ法人いぶりたすけ愛 等
健康・生活関連ｻｰﾋﾞｽ、観光 colan、ソプラティコ、日清医療食品、ポロワッカ、リクルート北海道じゃらん 等
卸・小売、ＩＴ・バイオ コープさっぽろ、札幌ヤクルト販売、ＨＢＡ、アテリオバイオ 等
金融機関・大学・研究機関 北洋銀行、北海道情報大学、北海道立総合研究機構 等
行政機関・団体 他 北海道厚生局、北海道経済産業局、北海道、札幌市、北海道医師会、北海道病院協会 等



【ヘルスケアビジネスの創出に寄与する研究会】
PRポイント

 ヘルスケア産業創出のためのプラットフォームの構築。
 地域における公的保険外サービスの実践。
 ヘルスケア産業に関する情報収集・情報発信等。
 アクティブシニア、食、地方創生・地域課題解決、医療・介護連携、運動
等をテーマにヘルスケアビジネスの創出に寄与する研究会（勉強会）を開
催し、ビジネス創出・拡大に係る課題収集、プレイヤー発掘やネットワーク
づくり、新たなビジネスのモデル構築・検証に取り組む。

 会員とのマッチング、専門的人材の紹介等、ビジネス化に向けた個別支援。
 地域資源を活用した「医・農商工連携」の実践。

その他の活動実績
 地域における公的保険外サービスモデルの実践

①後志管内４町村と民間事業者が一体となり保健事業を強化
②地域スーパーを核とした地域包括ケアシステムの構築を促進する健康
ステーションサービスの実践

③現役世代向け生活習慣病予防プログラムの実践
④退職前後のシニアをターゲットとした認知症予防プログラムの実践

 地域資源を活用した「医・農商工連携」
道産食材を活用した給食献立を対象とした「きた食ｄａｙコンテスト」

 医療・介護機関とヘルスケア産業のマッチング促進
いきいき健康・福祉フェアへの出展

 北海道ヘルスケア産業創出セミナーの開催

【きた食ｄａｙコンテストの開催】

【コンテストをきっかけとした取組】
○「デパ地下」デビュー！
受賞レシピを商品化し、札幌市内百貨店で販売。
○「ヘルシーランチ」として展開！
医療・高齢者施設でコンテストレシピを活用。

【いきいき健康・福祉フェアへの出展】



青森県ヘルスケアサービス産業協議会

協議会の概要
青森県内におけるヘルスケアサービス産業の創出及び振興を図るために必要な事業を行い、もって、県民の健康寿命の
延伸に資するものとする。
（１）ヘルスケアサービス産業の創出及び振興を図るために必要な調査及び研究
（２）ヘルスケアサービス産業の創出及び振興を図るために必要な情報発信及び社会に向けた啓発活動
（３）その他前条の目的達成のために必要な事業

事務局
青森県商工労働部新産業創造課
ライフイノベーション推進グループ
TEL：017-734-9420
FAX：017-734-8115
E-Mail：sozoka@pref.aomori.lg.jp

 地域：青森県
 設立：平成27年6月15日

主な会員 （会員数：１４企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）

行政（部署名） 青森県商工労働部

金融機関 株式会社青森銀行、株式会社みちのく銀行

大学・研究機関 弘前大学 医学研究科、八戸学院大学

その他 公益社団法人青森県観光連盟 、青森県商工会議所連合会
青森県商工会連合会、公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター



盛岡ヘルスケア産業協議会

協議会の概要
 本協議会は、盛岡地域の企業等による特徴的なヘルスケアに関する取組を支援することにより、住民の健康寿命延
伸、医療費の適正化、新産業及び雇用の創出並びにヘルスケア産業関連企業の集積等を目指している。

事務局

盛岡市 商工観光部ものづくり推進課
TEL：０１９－６２６－７５５１
FAX：０１９－６０４－１７１７
E-Mail：monozukuri@city.morioka.iwate.jp

 地域：岩手県 盛岡市
 設立：平成30年１月18日

主な会員 （会員数 17企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）
企業 ㈱アイカムス・ラボ、セルスペクト㈱、㈱薬王堂、丸木医科器械㈱岩手支店
学術機関 岩手大学、岩手医科大学

金融 岩手銀行、北日本銀行、いわぎん事業創造キャピタル、フューチャーベンチャーキャピタル、
日本政策金融公庫盛岡支店国民生活事業

医療 盛岡市医師会
その他団体 東北ライフサイエンスインスツルメンツクラスター、いわて農林水産物機能性活用研究会
産業支援機関 いわて産業振興センター
行政（部署名） 岩手県、盛岡市



仙台フィンランド健康福祉センター推進協議会

協議会の概要
 フィンランドの政府関係機関と仙台市の国際プロジェクトである「仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクト」は、仙
台フィンランド健康福祉センターを拠点として、生活の質（QOL）向上に資する様々な分野において、両国企業によ
る事業開発支援を行っている。

 当協議会は、このプロジェクトの仙台側の推進体制を整えるため設立された。現在は当センターを活用した健康福祉
産業育成についての提言や広報、会員相互の情報交換を行っている。

事務局

仙台市 経済局 産業振興課内
TEL：022-214-1005
FAX：022-214-8321
E-mail：sfwbc_kyogikai@city.sendai.jp

 地域：宮城県 仙台市
 設立：平成14年4月12日

主な会員 （会員数：２６８企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）
行政（部署名） 仙台市、宮城県、東北経済産業局
医療・介護、ヘルスケア関係 仙台介護サービスネットワーク、公益財団法人仙台市健康福祉事業団
金融機関 株式会社日本政策投資銀行
大学・研究機関 東北大学、東北福祉大学、東北学院大学、東北工業大学
その他 仙台商工会議所、宮城県中小企業団体中央会



その他の活動実績
・仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトとしての支援活動
 ビジネスマッチング支援

フィンランド企業と地域企業とのマッチング、フィンランドへの企業訪問団の
派遣など。

 研究開発支援
国際産学連携支援、実証の場の提供、共同研究開発案件のコーディ
ネートなど。

 地域企業支援
健康福祉分野における地域企業の製品開発や販路開拓等支援など。

 その他支援
インキュベーション支援、各種セミナー・勉強会の開催など。

地域中小企業者による
パネルディスカッション開催

ビジネスセミナー開催

センター内スペースでの製品展示

PRポイント
 地方自治体と海外の政府が直接提携した産業振興事業であり、フィンランド
との連携による地元企業の国際展開や、EU等他地域を含めた事業創出の
機会が見込まれる。

 仙台フィンランド健康福祉センターは、Wellbeing関連の新サービス・新製品
を開発するためのマッチング支援や事業開発支援を行っている「事業創成国
際館」と、フィンランド型福祉を取り入れた特別養護老人ホーム「せんだんの
館」の２施設により構成される。公益財団法人仙台市産業振興事業団によ
る伴走支援型ビジネスサポートや、市内福祉関係者のネットワークを活用した、
現場からのフィードバックを得ることができるという強みがある。

 平成30年度より、介護現場のニーズリサーチ、製品サービス開発、実証サ
ポート、定着支援を一貫して展開し、介護分野の諸問題にICT技術で対応
するプロジェクト、“SENDAI CareTech Solution HUB”を開始した。



仙北市次世代ヘルスケア産業推進協議会

協議会の概要
 本協議会は、“健康”をキーワードに温泉、森林、食材など仙北市の豊富な地域資源を有効に活用し、市民の健康
増進、健康寿命の延伸並びに市独自のヘルスケア産業創出・活性化を推進することを目指している。

事務局

仙北市 地方創生・総合戦略室
TEL：０１８７ー４３－３３１５
FAX：０１８７－４３－１３００
E-Mail：sousei@city.semboku.akita.jp

 地域：秋田県 仙北市
 設立：平成29年9月19日

主な会員（委員：２１企業・団体、ワーキンググループ委員：６名※平成３０年５月３１日時点）
行政（部署名） 仙北市（保健課、長寿支援課、観光課、商工課、農山村体験デザイン室）

医療 秋田大学、仙北市医療協議会、秋田県薬剤師会大曲仙北支部、仙北市立田沢湖病院、
仙北市西明寺診療所

保健・介護 仙北市社会福祉協議会、大仙保健所、特別養護老人ホーム

金融 秋田銀行、北都銀行

農林業 仙北市直売所連絡協議会

商工 仙北市商工会

観光・地域資源 田沢湖・角館観光協会、温泉関係者７者



上山市温泉クアオルト協議会

協議会の概要
 恵まれた地域資源を活かし、全国に先駆けて展開する「上山型温泉クアオルト（ドイツ語で健康保養地）事業」を
はじめとした新たなヘルスケア産業創出及び産業振興に向けた各種事業を実施している。

事務局

上山市市政戦略課クアオルト推進室内
TEL：023-672-1111（内線222）
FAX：023-672-1112
E-mail：kaminoyama.kurort@gmail.com

 地域：山形県 上山市
 設立：平成21年6月2日

主な会員 （会員数：委員20名 ※平成３０年５月３１日時点）
医療・介護、ヘルスケア関係 上山市医師会、全国健康保険協会山形支部
金融機関 株式会社山形銀行
大学・研究機関 山形県立保健医療大学、クアオルト研究室
その他 上山市商工会、上山市観光物産協会、かみのやま温泉旅館組合等



自然豊かな里山を楽しくウォーキング

ヘルスケア産業創出シンポジウム

PRポイント
 協議会事務局である上山市では、平成25年８月に、「上山型温泉クア
オルト構想」を策定し、クアオルト事業を市政の重要施策に位置付けてい
る。また、平成28年度～平成35年度までの8年間の指針となる「第7次
上山市振興計画」を策定し、将来都市像を「また来たくなるまち ずっと居
たいまち～クアオルト かみのやま～」に設定している。さらには、「上山市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」とあわせて、健康・産業・環境等各分野にク
アオルト事業を重要な計画として盛り込んでおり、官民一体となったまちづく
りとして「上山型温泉クアオルト事業」に力を入れて取り組んでいる。

 ヘルスケア産業創出事業、クアオルト健康ウォーキング普及・拡大事業、医
療・商業・農業等連携事業、ヘルスツーリズム推進事業、広域連携事業
等に取り組んでいる。

その他の活動実績
 「地域におけるヘルスケア産業の創出について」講演会
 クアオルト健康ウォーキングの普及・拡大

心身に及ぼす効果等の情報を提供し、新規の参加者の増加を図っている。
 医療機関との連携

市民の健康維持・増進を目指し、医療機関等と連携を図りながら、地域
資源を有効的に活用した予防から治療までの総合的な健康づくり支援策
の検討や推進を図っている。

 「上山型温泉クアオルト事業及びクアオルト事業を基盤としたヘルスケア産
業創出に向けた課題と協議会の今後の役割」調査事業
事業者ヒアリング／課題・ニーズ分析／報告会・ワークショップ

 「地域と企業が協働するヘルスケア産業の創出」シンポジウム（東京都）
心と体がうるおう健康保養地



とちぎヘルスケア産業フォーラム

協議会の概要
 栃木県では、本県産業振興施策の基本指針として、平成28年３月に「とちぎ産業成長戦略」を策定。重点プロジェ
クトの一つとして、少子高齢化の更なる進展や健康意識の高まりから成長が期待される『ヘルスケア関連産業の振
興』を新たな成長プロジェクトとして位置づけ。

 ヘルスケア関連産業への新規参入やビジネスの創出等を促進するため、企業、団体、自治体等の事業者間のマッチ
ング等によるネットワークの形成や関連情報の収集・発信、ビジネスプランの調査研究等を行う。

事務局
（公財）栃木県産業振興センター

【栃木県（産業政策課）委託】
TEL：028-670-2608
FAX：028-670-2611
E-mail：shinsangyou@tochigi-iin.or.jp

 地域：栃木県
 設立：平成28年６月14日

主な会員 （会員数：１６５企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）
行政（部署名） 栃木県（産業政策課、健康増進課）、宇都宮市、那須烏山市 等
医療・介護、ヘルスケア関係 栃木県医師会、塩原温泉病院、協会けんぽ栃木支部、（株）カワチ薬品 等
金融機関 （株）足利銀行、（株）栃木銀行、商工中金宇都宮支店、日本公庫宇都宮支店
大学・研究機関 宇都宮大学、作新学院大学、宇都宮文星短期大学、（株）あしぎん総合研究所

その他 栃木県商工会議所連合会、 栃木県商工会連合会、NPO法人日本健康運動指導
士会栃木県支部 等

mailto:shinsangyou@tochigi-iin.or.jp


PRポイント

 フォーラム事業の企画運営に関して、企業、大学、有識者、医療機関、
産業支援機関で構成する「とちぎヘルスケア産業推進懇談会」において、
検討・助言を行う。

 栃木県で特に振興していく分野として、「食・栄養」「運動」「観光」を組み
合わせた「ヘルスケアサービス事業」と、食品や健康機器、健康情報システ
ム等の開発促進を目指す「ヘルスケア商品開発事業」を推進。

 部会において、事業化を目指すビジネスプランの調査研究の実施及び実
証事業を支援。

その他の活動実績

 セミナー及び交流会の開催
講演、ビジネスプランの提案、事業者間のマッチング、商品展示等

 部会の開催
研修及び医療機関等とのマッチング、ビジネスプランの調査研究、実証事
業の支援など

 情報発信
ヘルスケア産業にかかる施策や業界動向、セミナー等について、会員対象
のメールマガジンを発行し、情報提供を実施



群馬県次世代ヘルスケア産業協議会

協議会の概要
 群馬県では、平成２５年９月に「群馬がん治療技術地域活性化総合特区」の指定を受け、医療関連産業の振興
とともに、健康増進・予防サービスを含む幅広いヘルスケア産業の育成・集積に向けて取り組む方針。

 産学官金医の構成員による『群馬県次世代ヘルスケア産業協議会』をプラットホームに、医療・ヘルスケアのビジネスが
日本で一番しやすい“産学官金医のビジネスモデル創出モデル”の構築に向けて取り組んでいる。

事務局

群馬県 産業経済部 次世代産業課
TEL：027-226-3323
FAX：027-221-3191
E-mail：jisedai@pref.gunma.lg.jp

 地域：群馬県
 設立：平成26年11月11日

主な会員 （会員数：６８企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）
行政（部署名） 群馬県（産業経済部、健康福祉部）、前橋市、群馬県市長会、群馬県町村会 等
医療・介護、ヘルスケア関係 群馬県医師会、群馬県歯科医師会、群馬県健康づくり財団 等
金融機関 群馬県銀行協会、（株）群馬銀行、（株）東和銀行 等
大学・研究機関 群馬大学、前橋工科大学、県民健康科学大学、高崎健康福祉大学 等
その他（オブザーバー） 文部科学省、経済産業省関東経済産業局、放射線医学総合研究所 等



PRポイント

 産学官金医の構成員による「群馬県次世代ヘルスケア産業協議会」をプ
ラットホームに、県内のヘルスケア産業の集積・育成を推進。

 健康寿命延伸産業の活性化に向けた取組として、有識者の講演、事例
紹介等の情報発信を行う『群馬県ヘルスケア産業フォーラム』を開催し、ヘ
ルスケア関連産業の育成を支援。

 経済産業省の「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、“フレイル
高齢者”を対象に公的保険外サービスとしての医学的エビデンスを有する
「健康寿命延伸プログラム」の取組を支援。

その他の活動実績
 医療・介護現場等の課題・ニーズ調査

医療・介護現場からのニーズを収集し、「医療現場と企業の意見交換
会」を通じて、県内企業へ橋渡しを行うことで、医療現場のニーズに基づく
製品開発を促進。

 医福工連携スタートアップ支援補助金
医療・介護機器やヘルスケア製品の事業化に向けて、医療機関や介護
施設、医療機器メーカー等と連携した開発補助制度。
（補助率１／２、補助上限額２００万円）
 開発フェーズに応じたワンストップ支援

医療機器・介護機器等の開発・改良を進めるにあたり、専門コンサルタン
トやコーディネーターによる伴走した開発支援体制を整備。

<日程>
２月８日（木）

<会場>
群馬県社会福祉総合センター

<内容>
有識者の講演、事例紹介 等

『群馬県ヘルスケア産業フォーラム2018』
～新産業が支える、健康寿命の延伸と自立支援～

公的保険外サービスとしての「健康寿命延伸
プログラム」事業 FC展開に向けて

◆医科学的エビデンスを有する「運動」、「遠赤外
線低温サウナ」、 「健康寿命延伸総合評価」を複

合した『健康寿命延伸プログラム』の実施により、
フレイルを改善・予防する。



埼玉県健康関連サービス産業会議

会議の概要

 健康意識の高まりや健康寿命延伸の動きの中で、ビジネス領域が拡大している健康関連サービス産業の振興を図る
ため、ヘルスツーリズムによる関連サービスの創出や、県内中小企業の健康経営を支えるサービスの創出を支援してい
る。

事務局

埼玉県 産業労働部 商業・サービス産業支援課
TEL：048-830-3754
FAX：048-830-4812
E-mail：a3750-05@pref.saitama.lg.jp

 地域：埼玉県
 設立：平成28年7月26日

主な構成団体（団体数：９団体 ※平成３０年５月３１日現在）
行政（部署名） 埼玉県（産業労働部、保健医療部）

経済団体 埼玉県中小企業団体中央会、埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、
埼玉ニュービジネス協議会

金融機関 日本政策金融公庫
大学・研究機関 埼玉県立大学
その他 全国健康保険協会埼玉支部、埼玉県産業振興公社

mailto:a3750-05@pref.saitama.lg.jp


PRポイント

 ドイツの運動療法である「クアオルト・ウオーキング」を取り入れ、食を中心とした
様々なサービスの創出を図るヘルスツーリズム産業創出支援事業を実施。

 医科学的根拠に基づく、無理せず楽しく運動効果を高めるクアオルト・ウオー
キングを核に都心近郊のヘルスツーリズム産業を創出

 食やスポーツ、リラクゼーション等の企業の参画を進め、新サービス創出を促進

 県内中小企業の健康経営推進や、健康経営を支えるサービス創出に向け、
取組を実施。

その他の活動実績

 埼玉県健康関連サービス産業会議の開催
健康関連サービス産業について情報共有を図るとともに、モデル事業や企業
支援を実施

 埼玉県健康関連サービス産業支援セミナーの開催
サービス産業事業者等を対象に、ヘルスツーリズムや健康経営ビジネを支援
するセミナーを開催

 大企業と連携した健康関連イベントの実施
飲食店の売上向上と県民の健康増進を目的に、飲食店での野菜摂取を
促進するキャンペーンを実施 健康関連サービス産業支援セミナー

健康関連サービス
産業会議

ヘルスツーリズム
産業創出支援
事業



未病産業研究会（神奈川県）

協議会の概要
 神奈川県では、超高齢社会の到来という急激な社会変化を乗り越えるため、「未病の改善」と「最先端医療・最新
技術の追求」という２つのアプローチによって課題を解決するﾍﾙｽｹｱ･ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱ施策を推進している。

 平成26年８月22日、県が主導し民間企業から構成される未病産業研究会を設立し、超高齢社会において成長
産業となり得る、神奈川発の「未病産業」という新たな産業を創出することで、国民の健康寿命の延伸と日本経済の
活性化を目指すとともに、新たなヘルスケアシステムを創造し、海外に向けて、発信していくことを目指している。

事務局

神奈川県 政策局 ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室
TEL：045-210-2715
FAX：045-210-8865
E-mail：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f536433/

 地域：神奈川県
 設立：平成26年８月22日

主な会員 （会員数：575企業・団体 ※平成30 年5月31日時点）
行政（部署名） 神奈川県（ヘルスケア・ニューフロンティア推進本部室）

医療・介護、ヘルスケア
関係 味の素㈱、富士フイルム㈱、㈱生命科学インスティテュート、TOTO㈱、アルケア㈱ 等

金融機関 ㈱クレディセゾン、東京海上日動火災保険㈱、㈱横浜銀行、第一生命保険㈱ 等

大学・研究機関 理化学研究所、横浜市立大学、東海大学、神奈川県立産業技術総合研究所

その他 ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱、㈱ﾌﾞﾙｯｸｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ、㈱DeNAﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ、㈱ﾌｧﾝｹﾙﾍﾙｽｻｲｴﾝｽ、㈱NTTトﾞｺﾓ等



PRポイント
 心身の状態は、健康か病気かという２つに明確に分けられるものではなく、
健康と病気の間で連続的に変化する「未病」という状態があることに着目し、
未病の改善に向けた取組みを推進している。

 事務局のある神奈川県は、国家戦略特区の東京圏に位置づけられており、
規制の緩和に取り組みながら、県内の900万人の人口規模を実証フィー
ルドとして活用していくことが可能である。

 また、2017年10月に、国内外の有識者を招聘し、未病の国際シンポジ
ウムである「ME-BYOサミット神奈川2017 in 箱根」を開催し、未病につ
いて様々な観点から議論を行い、その結果を「ME-BYO未来戦略ビジョ
ン」として採択した。

その他の活動実績

 情報共有・情報提供
国、金融、知財、国際展開等、各方面の専門家による講演を実施

 ビジネスマッチングの実施
会員の事業の紹介や事例発表、交流会の実施

 「ME-BYO」の概念の普及
優れた商品･サービスを認定する「ME-BYO BRAND」制度の実施

 展示会におけるＰＲ
展示会「ME-BYO Japan」において未病商品・サービスのＰＲを実施

未病産業研究会での講演

展示会「ME-BYO Japan」への出展

認定された商品・サービスに使用できる
「ME-BYO BRAND」のロゴ



よこはまウェルネスパートナーズ

協議会の概要
 「よこはまウェルネスパートナーズ」は、企業・団体と横浜市が連携して市民の健康づくり を推進するための、「健康経
営」の推進や健康関連サービスの創出に向けたオープンなネットワークです。

事務局

横浜市健康福祉局保健事業課、経済局ライフイノベーション推進課、
（公財）横浜企業経営支援財団、（公財）横浜市体育協会
TEL：045-671-3495（経済局） 045-671-2454（健康福祉局）
FAX：045-671-4867（経済局） 045-663-4469（健康福祉局）
E-mail：ke-partners@city.yokohama.jp

 地域：横浜市
 設立：平成30年5月31日

主な会員 （会員数：193企業・団体 ※平成３０年5月31日時点）

行政等（部署名） 横浜市経済局・健康福祉局、（公財）横浜企業経営支援財団、（公財）横浜市体育協
会

・実践パートナー 健康経営を実践する市内企業・事業所
・サービスパートナー 健康関連のサービスを開発・提供する企業・団体等
・支援パートナー 実践パートナーやサービスパートナーの活動を支援する企業・団体等
・メディアパートナー 取組みに関する情報を内外に発信する企業・団体等

mailto:ke-partners@city.yokohama.jp


PRポイント
 健康経営の推進と健康関連ビジネス（ヘルスケアビジネス）の創出等を
具現化するためのオープンなネットワーク。

 横浜市の健康増進計画である「健康横浜２１」の活動の一環。

 横浜市の健康・医療分野の経済活性化策である「LIP.横浜」の活動の一
環。

 実践パートナー、サービスパートナー、支援パートナー、メディアパートナーの
４つのパートナーからなる。例えば、市内のサービスパートナー企業が開発
した健康関連製品・サービスを、実践パートナー企業が社内の健康経営
推進の一環としてモニタリングするなどによりWIN-WINの関係を築いていく。

活動計画
 セミナーの開催

セミナーなどにより健康経営実践事例等の情報共有を行う。また、市内
企業への健康経営普及促進の取組を行う。

 健康経営・健康関連サービス及び製品の開発等支援
健康関連サービス等の開発に向けた企業間連携、産学官連携、実証
実験の場などのマッチングを支援する。

 情報提供
健康経営推進や健康関連ビジネスの創出に役立つ情報をメールで配信
する。

 その他
設立趣旨、目的に合致する事業を実施する。



川崎市ウェルフェアイノベーションフォーラム

協議会の概要
 川崎市では、高齢化等に伴う社会的課題を産業の力で解決することを目指す「ウェルフェアイノベーション」を推進。

 「川崎市ウェルフェアイノベーションフォーラム」として、サービス等を提供する現場と製品等を供給する企業や人材をはじ
めとした関係者間のネットワークを形成し、参加者間の連携による福祉製品・サービスの開発・活用のための個別の取
組（プロジェクト）の創出を促進。

事務局

川崎市 経済労働局 イノベーション推進室
TEL：044-200-2513
FAX：044-200-3920
E-mail：28innova@city.kawasaki.jp

 地域：川崎市
 設立：平成25年10月23日

主な会員 （会員数：3５６企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 川崎市（経済労働局、健康福祉局 等） 等

医療・介護、ヘルスケア関係 川崎市社会福祉協議会、川崎市老人福祉施設事業協会、川崎市障害福祉施設事
業協会、公益財団法人テクノエイド協会 等

金融機関 川崎市信用保証協会、川崎信用金庫、日本政策金融公庫 等
大学・研究機関 ＮＥＤＯ、慶応義塾大学、専修大学、横浜国立大学 等
その他 川崎商工会議所、市内企業、市外企業、市内福祉施設 等



PRポイント

 川崎市では、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的な価値を創造する
「ウェルフェアイノベーション」を推進。

 関係者間のネットワーク組織である「ウェルフェアイノベーションフォーラム」に
は、市内・市外を問わず多くの企業や、ニーズを持ち、新たな製品・サービ
スの試験導入など実証フィールドを提供できる福祉現場が参画しており、
参加者の交流の場を提供。

 産業の力を活用し、福祉・介護の課題を解決するため、技術を持つ企業と
ニーズを持つ福祉現場等の連携によるプロジェクトを創出し、専門コーディ
ネーターの派遣等によりその推進を支援。

その他の活動実績
 「かわさき基準（KIS）」の認証

「自立支援」を中心概念とした川崎市独自の福祉製品のあり方を示した
基準。日本全国から福祉製品を公募し、認証・普及

 「ウェルフェアイノベーションフォーラム」の開催
現場のニーズと企業の技術のマッチング会や成果報告会等の開催

 「福祉製品開発支援補助金」
フォーラム参加者の連携による新たな福祉製品・サービスの開発を支援

 「コーディネーター・専門家による支援」
福祉製品開発、経営支援等の専門コーディネーターによる試作開発・
販路開拓支援等の実施

排尿予知センサーを用いた
自立排泄支援プロジェクト

コミュニケーションロボットの
活用可能性拡大プロジェクト

ユニバーサルデザインタクシーによる
高齢者・障害者向け工場夜景ツアーのモデル検証

ベンチャー企業 介護施設

交通インフラ 楽しみの拡大

ＫＩＳ認証企業 介護施設
障害者施設

企業と福祉現場等の連携によるプロジェクト例



長野県次世代ヘルスケア産業協議会

協議会の概要
 長野県では、県内におけるヘルスケア産業の振興等を図るためのプラットフォームとして、当協議会を設置。

 県内各地で展開されている健康長寿の強みを活かしたヘルスケア産業の振興に向けた取組を加速するとともに、健康
づくりの県民運動「信州ACE（エース）プロジェクト」とも連動し、県内において、地方創生の視点も踏まえた次世代
のヘルスケア産業を創出することを目指す。

事務局

長野県 産業労働部 産業政策課 産業戦略室
TEL：026-235-7205
FAX：026-235-7496
E-mail：senryaku@pref.nagano.lg.jp

 地域：長野県
 設立：平成27年３月23日

主な会員 （会員数：23企業・団体 ※平成30年5月3１日時点）

行政（部署名） 長野県（産業労働部、健康福祉部、観光部、農政部、林務部 ほか）、松本地域健康産
業推進協議会（松本市）、健康長寿発信都市「須坂JAPAN」創生プロジェクト（須坂市）

医療・介護、ヘルスケア関係 ザ・ウォーキング、長野県理学療法士会、山ノ内町社会福祉協議会 等
金融機関 八十二銀行
大学・研究機関 信州大学、長野経済研究所、 長野県中小企業振興センター、長野県テクノ財団 等
その他 全国健康保険協会長野支部、長野県観光機構 等

mailto:senryaku@pref.nagano.lg.jp


PRポイント
 長野県の平均寿命（Ｈ22年）は、男性80.88歳、女性87.18歳でい
ずれも全国第１位。野菜の摂取量が多いことや、高齢者の就業率が高く
生きがいを持って暮らしているなど、県民の健康意識も高い。

 全国最多の10か所の「森林セラピー基地」・「森林セラピーロード」をはじ
め、温泉や、健康長寿の食など、観光資源が豊富。

 県では健康づくりの県民運動「信州ACE（エース）プロジェクト」を展開。

 協議会には県内の産官学金23団体が結集。多角的な視点からヘルスケ
ア産業振興を検討。「健康」と長野県の強みを活かす分野を掛け合わせ
た事業を展開。

その他の活動実績

 実証事業の実施
国の委託事業・交付金・補助事業等を活用し、小規模企業健康増進
モデルの構築、森林セラピーを軸とした旅行サービスの企画、ヘルスケア機
器等開発事例集を通じた販路開拓支援など幅広く展開。

 ヘルスケア産業振興フォーラムの開催・健康関連イベントへの参加
ヘルスケア産業の振興及び県民の健康増進の両面から健康長寿世界
一を目指すため、各種イベント等を活用。

 情報発信・普及啓発
協議会のホームページ、各種セミナーなどを通じた普及啓発。
http://www.healthcare.nagano.jp/

長野県の強みを活かした事業展開

普及・促進、販路開拓のための支援

豊かな自然の中でのヘルスツーリズム

http://www.healthcare.nagano.jp/


松本地域健康産業推進協議会

協議会の概要
 松本市では、超少子高齢型人口減少社会におけるまちづくりの都市戦略として、平成20年に「健康寿命延伸都市」
構想を掲げ、「人、生活、地域、環境、経済、教育・文化の『健康』」を目指して、総合計画を策定。

 超高齢化と少子化が同時に進む「課題先進国」である日本が先陣を切って解決を目指すことが求められており、新た
な成長産業を生むチャンスと捉え、住民の健康と産業創出の両面から、市長主導で医療・介護周辺産業の創出に
取り組んでいる。

事務局

松本市 商工観光部 健康産業・企業立地課
TEL：0263-34-3296
FAX：0263-34-3297
E-mail：kenkou-sangyou@city.matsumoto.lg.jp

 地域：長野県 松本市
 設立：平成23年7月22日

主な会員 （会員数：309企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 松本市（商工観光部、健康福祉部）、塩尻市、安曇野市
医療・介護、ヘルスケア関係 NHOまつもと医療センター、相澤病院、日本医療データセンター 等
金融機関 日本銀行松本支店、八十二銀行、長野銀行、松本信用金庫 等
大学・研究機関 信州大学、松本大学、松本歯科大学、松本短期大学 等
その他 松本商工会議所、松本機械金属工業会、協会けんぽ長野支部 等

mailto:kenkou-sangyou@city.matsumoto.nagano.jp


松本ヘルス・ラボによる
モニタリング事業

松本ヘルス・ラボ 会員募集パンフレット

PRポイント

 協議会事務局である松本市では、市政の最重要政策として「健康寿命
延伸都市・松本」の創造プロジェクトを推進。

 経済産業省の「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、新規ビジ
ネスに対して市民参加による実証の場を提供する「松本ヘルス・ラボ」を創
設。会員となった市民は、自らの健康づくりに加えて、健康産業の創出を
目指す企業のアドバイザーとなり、参加企業は市民からユーザー目線での
フィードバックを得ることにより、ニーズ把握、エビデンス取得等が可能に。

 「健康寿命の延伸」を支える産業の振興と、市民の健康づくりの両立という
視点で、情報の集積と発信を図る「世界健康首都会議」を平成23年度
から毎年開催。

その他の活動実績
 健康産業フォーラムの開催

健康・医療情報の共有化を図るとともに、ビジネス化の可能性を検討

 実証実験・実用化検証助成事業の実施
会員企業の提案に基づいて製品・サービスの実用化検証を実施

 国、県の補助事業への申請支援、相談業務
認証、薬事関係情報、販路など担当コーディネータが支援

 医療・福祉・健康ICT基盤の検討

 健康経営に関する地元企業への普及・啓発 コンビニでの健康相談



静岡県ヘルスケア産業振興協議会

協議会の概要
 静岡県では、総合計画に基づき、新たなサービス産業の振興を図るため、静岡県ヘルスケア産業振興協議会の会員
を中心に、医療・介護関係者と地域事業者が連携してヘルスケアサービスを提供する新しいビジネスの創出を支援し
ている。

 静岡県ヘルスケア産業振興協議会は、企業、産業支援機関、行政等が連携し、健康寿命延伸産業を創出すること
を目的として設置され、モデル事業等を通して会員の連携・協働によるヘルスケアビジネスが創出されている。

事務局

静岡県 経済産業部 商工業局 商工振興課
TEL：054-221-2990
FAX：054-221-3216
E-mail：ssr@pref.shizuoka.lg.jp

 地域：静岡県
 設立：平成27年６月９日

主な会員 （会員数：２１７企業・団体 ※平成30年５月31日時点）
行政（部署名） 静岡県（経済産業部）、県内33市町

医療・介護、ヘルスケア関係 介護サービス事業者、スポーツ・ＩＴ・宿泊・飲食・その他サービス等で健康寿命延伸に
関わる事業者

金融機関 地方銀行、各地域信用金庫 等
大学・研究機関 県内大学 等
その他 各地域商工会議所・商工会、保険者、個人 等



PRポイント

 新たなビジネスモデルの創出支援

・「静岡県ヘルスケアビジネスモデル構築・実証等事業」 等において、会
員企業が、企画提案により新たなビジネスモデルを構築・実証（平成
29年度：２件、平成28年度：１件）

・経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、会員企
業等によるコンソーシアムが、新たなビジネスモデルを構築・実証（平成
29年度：１件、平成27年度：１件）

・静岡県が推進する中小企業の健康経営を支援するシステム（アプリ）
による個人の健康づくり・予防のビジネス化に会員企業が取組中（平
成29年度～）

その他の活動実績

 会員を中心とした勉強会
ヘルスケアビジネスマーケティングやヘルスケア産業の動向、県内外の事
例等の知識の共有やグループワーク・意見交換等を通じた会員間の交
流の推進

 ホームページ等による情報発信
ヘルスケア産業関連情報やビジネス支援に関する情報をホームページ、
会員向けメール等により発信

協議会ＨＰ
http://www.
shizuoka-
hc.com

平成２９年度 静岡県ビジネスモデル構築・
実証等事業の実施風景

平成２９年度 勉強会の様子



みえライフイノベーション総合特区地域協議会

協議会の概要
 三重県の医療・健康・福祉産業を戦略的に振興することにより、本県の地域経済を担う新たなリーディング産業の創
出と集積を図り、医療・健康・福祉に関連した質の高い製品やサービスを供給できる地域づくりをめざす。

 協議会には、県内大学、高等専門学校、医療・福祉団体、医療機関、金融機関、企業、国・県・市町等が参加。
医療・健康・福祉分野の製品やサービスの創出につながる事業環境整備や支援策などについて協議、提案を実施。

事務局

三重県 健康福祉部 ライフイノベーション課
TEL：059-224-2331
FAX：059-224-2344
E-mail：life@pref.mie.jp

 地域：三重県
 設立：平成24年2月１日

主な会員 （会員数：36企業・団体 ※平成29年４月１日時点）

行政（部署名） 三重県（健康福祉部、雇用経済部）、津市、鈴鹿市、尾鷲市、鳥羽市、伊賀市、
多気町、中部経済産業局

医療・福祉関係 三重県医師会、三重県歯科医師会、三重県薬剤師会、三重県看護協会、三重県
作業療法士会、三重大学医学部附属病院

金融機関 百五銀行、三重銀行、第三銀行、商工組合中央金庫、北伊勢上野信用金庫 等
大学・高等専門学校 三重大学、鈴鹿医療科学大学、三重県立看護大学、鈴鹿工業高等専門学校 等
その他 三重県薬事工業会、三重ティーエルオー、三重県産業支援センター 等

mailto:life@pref.mie.jp


PRポイント

 事業の効率的・効果的な実施に必要な規制の緩和提案や財政支援を得るため、
平成24年７月、総合特区制度に基づく「みえライフイノベーション総合特区」の指
定を受け、平成29年３月には計画期間延長の変更認定を受けた。

 総合特区推進調整費及び経済産業省「地域新産業戦略推進事業」を活用し、
平成25年9月、企業等の研究開発を支援する拠点「みえライフイノベーション推
進センター（MieLIP）」を県内７か所に設置。各地域拠点における技術シーズ
や地域資源の活用、産学官民金による連携により、様々な製品・サービスを創出。

 三重県が誇る地域医療連携体制を活用し、県内中核医療機関の医療情報を
収集・活用を図る「統合型医療情報データベース」を構築。

 亀山QOLコンソーシアムでは、シルバー人材センターと連携した高齢者の健康管
理・生活支援を実施する実証事業「亀山QOL支援モデル」（経済産業省「平成
27年度健康寿命延伸産業創出推進事業」採択）を継続して実施。

その他の活動実績
 県内ものづくり企業の医療・健康・福祉分野への参入促進

医療・福祉現場、医療機器メーカー等のニーズを収集し、高い技術力を有する
県内ものづくり企業とのマッチングを実施。マッチング成立案件はMieLIPが企業の
製品化取組を支援。県内ものづくり企業等が加盟する「みえ医療・福祉機器
ものづくりネットワーク」会員数91社（平成29年4月1日時点）。

 製品・サービスの実証、医療機関等との共同研究の促進
産学官民金の連携体制を生かし、企業が開発中の製品・サービス等の医療・
福祉現場での実証や、企業と医療機関等との共同研究を実施。

MieLIP発の製品・サービス

地域資源を活用した化粧品や食品

タブレット端末を活用し、高齢者の健康
管理や生活支援を実施する「亀山QOL
支援モデル事業」

医療現場ニーズを基にした医療機器



福井しあわせ健康産業協議会

協議会の概要
 福井県は、県民の疾病予防による健康寿命の延伸、医療・介護体制の充実による介護負担の軽減につながる「福
井しあわせ健康産業」を創出することを目的とした「福井しあわせ健康産業協議会」を設置。

 協議会は、産業界・大学等に加え、医療・介護・健康増進分野の各団体等の協力のもと、健康寿命の延伸による
長期にわたる社会参加や介助・介護や治療が必要になったときにも、本人のみならず、周囲の人が安心して暮らすた
めの技術・製品開発を行っている。

事務局

福井県 産業労働部 新産業創出課
TEL：0776-20-0537
FAX：0776-20-0678
E-mail：sinsangyo@pref.fukui.lg.jp

 地域：福井県
 設立：平成29年10月4日

主な会員 （会員数：９２企業・団体 ※平成３０年３月2６日時点）
行政（部署名） 福井県（産業労働部、健康福祉部）
医療・介護、ヘルスケア関係 福井県医師会 他9団体（※アドバイザーとして参加）
金融機関 日本銀行福井事務所、福井銀行、福井信用金庫 等
大学・研究機関 福井大学、福井工業大学
その他 福井商工会議所、福井経済同友会、ふくい産業支援センター 等

mailto:sinsangyo@pref.fukui.lg.jp


本郷展示商談会

福井しあわせ健康産業協議会 構成概要

PRポイント
 協議会事務局である福井県では、「福井経済新戦略（改訂版）」で医
療産業への参入促進を推進

 対象分野を拡大するため、協議会設立にあたって、地域の大学や介護施
設の協力の元、介護健康増進分野の団体とも協力関係を構築

 医療・介護現場見学会の開催等、病院や介護施設等のニーズ把握、マッ
チングを実施

 県では、企業の新製品開発を支援するため、試作品開発費用の補助制
度を新設

 協議会に専門員を配置して、企業シーズと現場ニーズのマッチング支援を
強化し、ニーズ発掘から、製品開発までを一貫して支援

その他の活動実績
 本郷展示商談会の開催

医療機器のメーカーやディーラーが集積する東京都文京区で展示商
談会を開催

 医療・介護学会、展示会への出展補助
販路開拓のための、医療・介護学会、展示会への出展費用の一部を
補助

 大手医療機器メーカーとの個別マッチングを実施
県内のものづくり企業と県外の大手医療機器メーカーとのマッチング会を
実施し、新規販路開拓を支援

医療現場見学会

福井しあわせ健康産業協議会

委 員 福井県（産業労働部、健康福祉部、工業技術センター）
福井大学、県内企業８社、
（公財）ふくい産業支援センター

（一社）福井県医師会、
（一社）福井県歯科医師会、

アドバイザー（一社）福井県薬剤師会、
（公社）福井県看護協会、
（公社）福井県栄養士会、
福井県老人福祉施設協議会、
福井県老人保健施設協議会、
（公社）福井県理学療法士会、
（一社）福井県介護福祉士会
福井県身体障害者(児)援護施設連絡協議会

会 員 製造業、情報通信業 等

オブザーバー 近畿経済産業局、中部経済産業局

運営委員会

会長：福井県産業労働部長

企画・調整

ニーズ提供
試作品モニタ

新サービス・
新商品開発

国の政策説明
・助言



大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム

協議会の概要
 大阪府民の健康指標の多くが全国平均を下回っており、三大都市圏の中でも特に急速な高齢化が進んでいることから、健康寿命の
延伸と経済成長の両立をめざすことが重要な課題となっている。

 健康寿命の延伸や超高齢社会における課題の解決に資する健康寿命延伸産業を創出・振興をめざし、健康寿命延伸産業に関連
する事業を行う事業者の取組みを、産学金官が連携してサポートをするプラットフォームを構築する。

事務局
大阪府商工労働部
（事務局運営）
公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター
TEL：06-6271-0306
FAX：06-6271-0305
E-mail：kenko-osaka@toshigata.ne.jp

主な会員 （会員数：１78企業・団体 ※平成30年3月時点）

行政（部署名） 大阪府(商工労働部、政策企画部、健康医療部）、大阪市（経済戦略局）、和泉市（生きが
い健康部保険年金室国民健康保険担当）

医療・介護、ヘルスケア関係 健康寿命延伸産業分野に関わる事業者 １36企業･団体

金融機関 池田泉州銀行、大阪シティ信用金庫、大阪信用金庫、関西アーバン銀行、北おおさか信用金庫、
紀陽銀行、近畿大阪銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行

大学・研究機関 関西大学産学官連携センター、大阪経済大学

その他 関西経済連合会、大阪商工会議所、関西経済同友会、大阪産業振興機構 他１３企業・団体

 地域：大阪府
 設立：平成27年7月27日

mailto:kenko-osaka@toshigata.ne.jp


大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム ２０１８年３月

「大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム」（ＯＫＪＰ）は、
超高齢社会において成長産業となりうる健康寿命延伸産業（＊）の
創出・振興を目的として、2015年7月に発足。
（＊）健康寿命延伸産業
地域包括ケアとの連携や地域資源・地域人材を活用したビジネス
〔例：見守り、買い物支援、生活支援、シニア人材の活用、地産物の活用等〕

事業者会員
142事業者

アドバイザー会員
１機関

支援機関会員
34機関

オブザーバー
1機関

ニ
ー
ズ
・
シ
ー
ズ
の
情
報
提
供

企
業
交
流
の
場
の
提
供 経産省

公募事業への
提案

kenko-osaka@toshigata.ne.jp

大阪健康寿命 フェイスブック

https://www.facebook.com/osaka.kenko

セミナー＆交流会（6/19）

アクセラレータープログラム
(３分野・7月～9月)

健康産業有望プラン発掘コンテスト（12月)

実証・企業連携の促進
事業化への伴走支援

強
化

全国への
情報発信

他地域への
横展開

事業化の
加速

オールジャパンで実施する万博を誘致しています！
・開催地は国際博覧会条約加盟国の投票により決定（2018年秋の予定）
・他国との競争に打ち勝ち、万博の大阪開催を実現するため、
誘致活動をみんなで盛り上げていきましょう！



高石市健幸のまちづくり協議会

協議会の概要
 高石市では、市民一人一人が健康で、かつ、生きがいを持ち、心豊かに暮らすことができるまちを創ることを目的として
平成29年4月に「高石市健幸のまちづくり条例」を制定し、高石市健幸のまちづくり協議会の設立について規定し、
平成30年5月29日に高石市健幸のまちづくり協議会を設立した。

 高石市健幸のまちづくり協議会は、健幸のまちづくりの実現のために、行政だけではなく住民、民間企業、関連団体や
学術団体など産学民官が一体となって、知恵を出しあい、協議を行う場とすることを目的としている。

事務局

高石市 保健福祉部 健幸づくり課 スマートウェルネス推進室
TEL：072-267-1161
FAX：072-265-3100
E-mail：smart@city.takaishi.lg.jp

 地域：大阪府 高石市
 設立：平成29年5月29日

主な会員 （会員数：78企業・団体 ※平成30年5月23日時点）
行政（部署名） 高石市（保健福祉部、政策推進部）
医療・介護、ヘルスケア関係 一般社団法人高石市医師会、株式会社タニタヘルスリンク、BCC株式会社 等
金融機関 株式会社池田泉州銀行、日本郵便株式会社、株式会社日本政策金融公庫 等
大学・研究機関 大阪産業大学、大阪経済大学、羽衣国際大学
その他 高石商工会議所、三井化学株式会社 大阪工場、株式会社野村総合研究所 等

mailto:smart@city.takaishi.lg.jp


ワークショップ開催時の様子

人材バンク登録者募集チラシ

PRポイント
 協議会事務局である高石市では、市政の重要政策のひとつとして「健幸のま
ちづくり」を推進。

 新たな商品・サービスに対して市民参加による実証の場を提供する「高石健
幸リビング・ラボ」を創設。健幸モニターとして登録した市民が、ヘルスケア産業
分野における商品・サービスの創出を目指す企業に対してユーザー目線での
意見を提供し、自らのテストフィールドを持たない企業でもニーズの把握が可能
に。また、ワークショップの開催により、ひとつのテーマに対して市民を交えてより
深い議論・検討を行うことが可能。

 様々な資格やノウハウを持つ人材に登録いただき、それを必要とするヘルスケ
ア事業者とのマッチングを支援する「人材バンク」を運営。その知識・経験を生
かしてより良い商品・サービスの開発をサポート。

その他の活動実績
 新たなリハビリサービスの創出支援

運動機能の回復に重点を置いた従来のリハビリサービスではなく、利用者
が「生きがい」を捉えなおすことができるプログラムの開発について、ワーク
ショップを実施し、議論・検討を行った。

 高石健幸モニターフェスタの実施
健幸モニターを対象としたモニターイベントを開催。協議会会員である８団
体が出展し、自社製品を実際に試用してもらい、その使用感等についての
フィードバックを得たり、セミナーを開催し、自社の商品や考え方についてPR。



神戸おかげさま・お互いさまのまちづくり協議会

協議会の概要

 神戸市が抱える市民の健康と暮らしに対する課題や不安を解消するため、行政・地域団体と民間企業
が連携し、これまでの医療・介護の公的保険サービスに加え、疾病や介護予防、健康増進、暮らしの充
実等の公的保険外サービスの創出を図り、産業創生による自立型地域包括ケアシステムの取組みを推
進する。

事務局

神戸ヤクルト販売株式会社（神戸市）
TEL：078-241-8960
FAX：078-241-8407

 地域：兵庫県 神戸市
 設立：平成28年5月20日

主な会員 （会員数：32企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 神戸市（保健福祉局高齢福祉部介護保険課、企画調整局調査課）

医療・介護、ヘルスケア関係 神戸ヤクルト販売、神戸ポートピアホテル、NUVOCO、
第一興商、ルネサンス、NTT西日本、凸版印刷、エーザイ等

金融機関 みなと銀行、三井住友銀行 等
大学・研究機関 神戸大学、北海道大学COI、日本総合研究所 等
その他 日本音楽健康協会、健康生きがい開発財団 等



協議会活動風景PRポイント

 相互扶助の精神を基に名付けた「おかげさま・お互いさまのまちづくり協議
会」は、「行政よし、事業者よし、住民（地域）よし」＝三方よしの、全国
初の産業創生による自立型地域包括ケアシステムづくりを推進。

 地域独自で、地域資源を活かした新たな地域資本を生み出しながら暮ら
しの充実を図るといった”まちの姿にあった”持続可能な自立型地域モデル。

 公的社会保障の財源問題の対策や、制度に当てはまらない案件に柔軟
に対応するための地域基盤の核となるコミュニティ形成・支援を行う。

その他の活動予定
 定例会議

ヘルスケア産業における事例紹介、講演、事業連携に向けた交流会等

 調査研究事業の実施
健康と暮らしの充実を図るための公的保険外サービスとなるヘルスケア産
業の創出に向けた調査研究事業の実施

 会員向け情報提供の実施
国や会員メンバーから得られた情報等の告知、配信サービスを実施

 運営基盤
共同出資法人としてLLCを設立し、事業運営基盤を構築

産業創生による自立型地域包括ケアシステム

暮らしの安心を支える
最低限必要な

社会保障インフラ

社会状況・地域の
状況に応じて構築する
独自性のある仕組み

守る

公的制度で賄う社会保障

創る

✓ 公的資金で賄う
✓ 制度にのっとり全国

一律の基準で運用
✓ 財政に制限あり

地域資本で賄う社会保障

✓ 地域独自の資金
（地域資本）創出が必要

✓制度外の部分をカバー
✓実態に応じて柔軟に対応

地域が主体で取り組むもの

 地域資源を活用した暮らしを支援するサービス
 地域包括ケアシステムの土台となる地域コミュニティの形成

個人の
健康の質の向上

産業の活性
雇用創出

個人の
生活の質の向上
（社会参加）

地域力（相互扶助）
の向上

医療・介護
関連費用適正化



健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス協議会

協議会の概要
 科学技術振興機構(JST)の平成27年度新規事業である「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点推進プログラ
ム」に、兵庫県、神戸市、理化学研究所ほか3大学5企業で共同提案し、採択されたプログラム。

 神戸医療産業都市に国内外の多様な研究人材・企業を結集し、最先端の研究を通して「個別健康の最大化」を
実現する国際拠点を構築。兵庫・神戸を中心とする関西に「健康科学に基づいたビジネス」の大集積拠点（リサーチ
コンプレックス）を形成し、新たな産業・事業及び雇用創出を目指す。

事務局

特定国立研究開発法人 理化学研究所
健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス リサーチコンプレックス戦略室
TEL：078-569-8852 FAX：078-569-8846
E-mail：kobe-rc-info@riken.jp

 地域：兵庫県 神戸市
 設立：平成27年12月1日

主な会員 （会員数：107企業・団体 ※平成30年5月31日時点）

行政（部署名） 兵庫県（企画県民部科学振興課、健康福祉部健康局健康増進課、産業労働部産
業振興局新産業課）神戸市（医療・新産業本部医療産業都市部、保健福祉局）

医療・介護、ヘルスケア関係 阪急阪神ホールディングス、日本電気、塩野義製薬、シスメックス 等
金融機関 三井住友銀行 等
大学・研究機関 理化学研究所、京都大学、神戸大学、兵庫県立大学 等
その他 神戸商工会議所 等

mailto:kobe-rc-info@riken.jp


PRポイント
 地域に集積している研究機関、企業、大学等がそれぞれの活動を融合さ
せ、異分野融合による最先端の研究開発、成果の事業化、人材育成を
一体的・統合的に展開するための複合型イノベーションを推進する。同時
に新しいビジネスアイディアの創出、事業家の育成システム構築も行う。

 平成28年度に経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用
し、「『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」を実
施。住民から募集したモニターに健康行動を促し、健康意識・行動変容・
健康数値の改善、有料化における価格許容度等を実証。

 平成29年度に続き、30年度は10,000名を対象とする健康測定会を実
施。これまで科学的な裏づけがなかった「健康であることの基準」をつくり、そ
の基準に基づく製品やサービスの開発に貢献することを目指す。

その他の活動実績
 平成29年度の融合研究の成果として、論文発表17報（Review含
む）、口頭発表142回など多数の研究成果を発表。

 神戸・大阪等で、事業化支援にかかるイベント16回（のべ参加人数約
740名）、人材育成にかかるイベント・セミナー62回（のべ参加人数約
1350名）を開催し、市民や学生への健康リテラシーの向上や、起業家
人材の育成を推進。

 三宮駅近傍にある商業施設「サンパル」に、産学公民みんなで健康科学
の未来を共創する場として「iKAfE」を整備。

シーズ発表会

リサーチコンプレックス概念図

イブニングセミナー健康計測会

車イスセミナー

グローバルマッチング iKAfEオープニング



尼崎市未来いまカラダ協議会

協議会の概要
 尼崎市では市と市民及び事業者が、市民の健康寿命の延伸を目指し、自らの健康づくりの取組を促進させるための
施策について協議を行う場として「尼崎市未来いまカラダ協議会」を設置している。

 協賛企業同士のコラボレーションによる健康づくり情報の発信や、健康に寄与する商品の効果検証事業など、健康寿
命延伸産業の創出に向けた支援を行うと共に、健康行動を起こした市民にインセンティブを付与する「尼崎市未来いま
カラダポイント事業」を協賛企業と共に運営するなど、誰もが健康行動を起こすことができるまちの環境づくりを進める。

事務局
尼崎市ひと咲きまち咲き担当局ひと咲き施策推進部
ヘルスアップ戦略担当課
ＴＥＬ：06-6489-6621
ＦＡＸ：06-6489-6593
E-mail:ama-healthup@city.amagasaki.hyogo.jp

 地域：兵庫県 尼崎市
 設立：平成29年5月25日

主な会員 （構成員数：39企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 尼崎市（企画財政局、ひと咲きまち咲き担当局、経済環境局）

医療・介護、ヘルスケア関係
尼崎市医師会、尼崎市社会福祉協議会、尼崎健康医療財団、パナソニック㈱、㈱ニ
シイチドラッグ、スポーツクラブルネサンス尼崎、グンゼスポーツ㈱、尼崎市スポーツ振興事
業団、尼崎市社会福祉事業団 等

金融機関 ー
大学・研究機関 学校法人園田学園、武庫川女子大学オープンカレッジ 等

その他 尼崎商工会議所、尼崎市PTA連合会、㈱ローソン、イオンリテール㈱、阪急阪神ホール
ディングス㈱、味の素㈱,サントリービバレッジソリューション（株） 等



尼崎商工会議所 健康づくり推進委員会尼崎市未来いまカラダ協議会

食生活×健康×社員
・減塩、野菜たっぷりなど、社内食の提案や、お弁当づくりの講習

医師、保健師、栄養士×市内企業
・業態の特徴に併せた健康改善のアドバイスや、禁煙相談など

尼崎市「まちの健康経営」

健康経営＋コラボ事業

身体活動×健康×社員

・正しいウォーキング方法、業務の合間に出来るストレッチ、スポー
ツ指導などの身体活動量を上げるメニュー

血圧は変わるか？体重は？
楽しみながら、結果を期待！

市内企業の経営の向上
まちの健康環境づくりの促進・ブランド化

市民誰もが健康行動を起こすことができるまちの健康環境づくりの推進

尼崎市未来いまカラダポイント事業
配布用「ポイントブック」

PRポイント
 「尼崎市未来いまカラダポイント事業」

「尼崎市未来カラダ協議会」事業として、平成27年度から市・事業者が連携し、健
診受診や保健指導、健康講座や体操教室への参加、協賛企業や団体の推奨商品
の購入など、健康寿命の延伸につながる予防行動を起こした市民に対するインセン
ティブとしてポイントを付与。貯まったポイントは、協賛企業の商品等との交換や、地域
団体への寄付など、市・市民・事業者の協働による健康行動促進の仕組みづくりを構
築。

 「まちの健康経営」に向けた新たなビジネスモデルの構築
市民誰もが健康行動を起こすことができるまちの環境づくりを進めるため、尼崎商工
会議所と連携し、市内事業者の「健康経営推進」による経営向上と、尼崎市におけ
る健康課題と企業ニーズのマッチングによる新たなビジネスモデル構築の支援を行う。

その他の活動実績
 健康・未来・経営を考えるフォーラムの開催
国の考え方や、企業の先進事例の報告等から
「健康経営」の推進による新たな経営戦略の在り
方などについて事業者とともに考える機会とする
 健康経営に関する市内企業調査
 尼崎市や他団体とのコラボレーション事業

①尼崎市×LAWSONコンビニ健診
②やさいをたべようレシピコンテスト
③健康屋台の出店 など




尼崎商工会議所　健康づくり推進委員会



尼崎市未来いまカラダ協議会

食生活×健康×社員

・減塩、野菜たっぷりなど、社内食の提案や、お弁当づくりの講習

医師、保健師、栄養士×市内企業

・業態の特徴に併せた健康改善のアドバイスや、禁煙相談など



尼崎市「まちの健康経営」

健康経営＋コラボ事業

身体活動×健康×社員



・正しいウォーキング方法、業務の合間に出来るストレッチ、スポーツ指導などの身体活動量を上げるメニュー









血圧は変わるか？体重は？　

楽しみながら、結果を期待！





市内企業の経営の向上

まちの健康環境づくりの促進・ブランド化
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わかやまヘルスケア産業革新プラットフォーム

協議会の概要
 本プラットフォームの目的は、県内における民間企業、医療・福祉関係、大学及び金融機関等の連携を促し、ヘルス
ケアに関連する産業創出及び振興を図ることです。

 目的の達成に向けて、「会員が実施する健康寿命延伸産業の創出・振興に資する事業への協力」、「セミナー等にお
ける、会員による取組の情報発信・成果発表」、「会員同士のマッチング」等を実施します。

事務局

和歌山県 商工観光労働部 企業政策局 企業振興課
TEL：073-441-2760
FAX：073-424-1199
E-mail：e0610001@pref.wakayama.lg.jp

 地域：和歌山県
 設立：平成29年10月27日

主な会員 （会員数：８８企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）
行政（部署名） 和歌山県（商工観光労働部、福祉保健部、農林水産部の関係課）、和歌山市

医療・介護、ヘルスケア関係 和歌山県医師会、和歌山県歯科医師会、和歌山県病院協会、和歌山県老人福祉
施設協議会、和歌山県老人保健施設協会 等

金融機関 紀陽銀行、きのくに信用金庫、新宮信用金庫、日本政策金融公庫 等
大学・研究機関 和歌山大学、近畿大学、和歌山県立医科大学、和歌山工業高等専門学校

その他 全国健康保険協会和歌山支部、わかやま産業振興財団、企業会員（5７会員）

mailto:pe0610001@pref.wakayama.lg.jp


PRポイント

その他の活動予定

 会員が実施する健康寿命延伸産業の創出・振興に資する事業への協力
 セミナー等における、会員による取組の情報発信・成果発表
 会員による国の事業（補助事業等）への提案支援
 会員のビジネスプラン提案と実現に向けたマッチング支援

設立総会(平成29年10月27日）

わかやまヘルスケア産業革新プラットフォーム
行政企業 大学 金融機関医療・介護

関係者

実証支援 運動や食事改善の「健康づくりプログ
ラム」を広めたい！

実証施設の紹介、運動・栄養の専門家の助言

研究開発支援 県産の梅、みかん、柿などを原料に
サプリメントを開発したい！

共同研究のマッチング、研究機関の助言

「健康長寿日本一わかやま」の実現に必要となる健康寿命延伸産業の創出・振興を目指します！

※会員数8８（平成３０年３月３１現在）

活動
イメージ



島根県ヘルスケア産業推進協議会

協議会の概要
 「健康」をキーワードとして地域資源を活用し、多様な分野が連携した島根県ならではの先進的ヘルスケア産業の創
出及び活性化により、産業振興と雇用創出を図り、もって健康寿命延伸日本一に寄与することを目的とし、平成2７
年度に設立。

 協議会に分科会を設置し、「健康経営」、「生活支援、疾病・介護予防サービス」、「ヘルスツーリズム」をテーマとして
経営者や実務担当者が参加したセミナーやワークショップを開催。

事務局

島根県 商工労働部 産業振興課
TEL：0852-22-6395
FAX：0852-22-5638
E-mail：healthcarebiz@pref.shimane.lg.jp

 地域：島根県
 設立：平成27年7月28日

主な会員 （委員：26名、分科会会員：112企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 島根県（商工労働部、健康福祉部）、市町村（市長会、町村会）
医療・介護、ヘルスケア関係 医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会、社会福祉協議会
金融機関 山陰合同銀行、島根銀行、信用金庫協会、政策金融公庫、信用保証協会
大学・研究機関 島根大学、島根県立大学、松江工業高等専門学校
その他 島根県商工会議所連合会、島根県商工会連合会、協会けんぽ島根支部 等

mailto:healthcarebiz@pref.shimane.lg.jp


分科会でのセミナー

PRポイント

 島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業では、
健康をキーワードに地域資源を活用して、中小企業やNPO
法人等が主体となり行政、医療・福祉団体、教育機関等と
連携した島根県ならではの先進的なビジネスモデルとなりうる
取組を支援。平成27年度及び平成29年度で22件のビジ
ネスモデルを実証。

 協議会では分科会を設置し、経営者や実務担当者が参加
したセミナーやアイデアソンを開催。

 島根県では、健康寿命日本一を目指して健康長寿しまね
推進計画を策定し、推進。

その他の活動実績
 情報共有、普及啓発

分科会会員には随時メール等によりヘルスケ
アビジネス関連情報を提供

多様な分野が連携したビジネスモデル実証

アイデアソン



岡山ヘルスケア産業連携協議会

協議会の概要
 岡山市では、まち・ひと・しごとの創生と好循環を確立し、活力ある地域社会の維持を目指すものとして、「岡山市ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、岡山市の充実した医療・介護環境等の地域資源を活かし、地方創生や地
域経済の活性化につながる新たな創業や商品開発を促進する「ヘルスケア産業の創出・育成」を、新たな雇用と成長
を促す産業振興の具体的な施策の一つとして位置付けた。

 上記を背景として、産官学金による幅広い交流・連携等によりヘルスケア産業創出・育成事業を推進していくためのプ
ラットフォームとして、岡山ヘルスケア産業連携協議会を設立した。

事務局

岡山市 産業観光局 商工観光部 産業政策課
TEL：086-803-1342
FAX：086-803-1738
E-mail：sangyouseisaku@city.okayama.lg.jp

主な会員 （会員数：１３８企業・団体 ※平成３０年5月31日時点）
行政（部署名）関係 岡山市（産業観光局、保健福祉局）、玉野市、岡山県
医療・介護、ヘルスケア関係 製造業・情報システム関連企業・その他サービス業・医療機関 等
金融機関 日本政策金融公庫岡山支店、中国銀行、トマト銀行、おかやま信用金庫
大学・研究機関 岡山大学、岡山県立大学、岡山理科大学
その他 JETRO岡山、岡山県産業振興財団、岡山商工会議所、各商工会 等

 地域：岡山県 岡山市
 設立：平成28年5月27日

mailto:kenkousangyou@city.matsumoto.nagano.jp


協議会の概要図

PRポイント

 協議会の会員は、市民の健康で心豊かな暮らしをサポートする機器、サービス、システム
等、幅広い経済産業分野を対象としており、岡山市内の所在する企業・団体のほか、周
辺市町村や県外に所在する企業・団体でも入会可能。

 会員による異業種交流やワーキンググループ活動、また、消費者ニーズのフィードバック等
を通じて、新たな製品やサービスの開発等の事業化・事業拡大に向けて取り組む。

 ヘルスケア産業における新たなビジネスモデルの創出・育成を図るため、異業種交流の場
の提供、事業化・事業拡大における課題解決支援、製品・サービスの開発や販路拡
張に対する経費補助等を行う。

 大学、商工団体、金融機関をはじめとする19団体の各種支援機関によるサポートを行う。

その他の活動実績及び活動予定
 平成29年度の主な実績

○各種セミナーの開催
事業化及び事業拡大の取り組みに向けて、ヘルスケア市場の現状と課題、事業化
に向けた戦略及び全国の先進事例を紹介するセミナー等を開催。
○モデル事業の創出
異業種連携による地域特性を活かした特に優れた先進的な事業をモデル事業と
して選定し、事業化支援を実施。
○ハンズオン支援の実施
ビジネスモデル策定・改善、販路拡張等において事業者が抱える課題について、
専門家を派遣し、アドバイスを行うハンズオン支援を実施。

 平成30年度の主な活動予定
○各種セミナー、事業創出アイデアソン等の開催。
○モデル事業の創出、販路拡張支援、ハンズオン支援、モニター実証支援等を実施。

会員向けセミナー（H29.5.29）

会員向けセミナー（H29.6.26）



ひろしまヘルスケア推進ネットワーク

協議会の概要
 「いつまでも健康で安心に暮らせる社会」を目指し、医療・福祉関係機関等と連携した「ひろしまヘルスケア実証フィー
ルド」などの制度を用いて、付加価値の高い機器やサービスの開発、新たなビジネスの創出などを実施。

 医療・福祉関係機関、大学、行政など、多くの関係者が一体となって、県内外の企業のヘルスケア関連製品等の治
験・臨床試験、モニタリング評価等を実施する取組は全国でも類を見ない広島県発の取組。

事務局

広島県 商工労働局 医工連携推進プロジェクトチーム
TEL：082-513-3351
FAX：082-223-2137
E-mail：syoikourenpt@pref.hiroshima.lg.jp

 地域：広島県
 設立：平成27年5月11日

主な会員 （会員数：４２５企業・団体 ※平成３０年５月３１日時点）
行政（部署名） 広島県（健康福祉局、病院事業局、商工労働局）、広島市

医療・介護、
ヘルスケア関係

広島県医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、広島県看護協会、
広島県社会福祉協議会、広島県老人福祉施設連盟、㈱ジェイ・エム・エス、㈱モルテン、
㈱北川鉄工所、トーヨーエイテック㈱、㈱ツーセル 等

金融機関 広島銀行
大学・研究機関 広島大学、広島国際大学、県立広島大学
その他 （公財）ひろしま産業振興機構



PRポイント
 広島県では、医療関連産業を新たな産業の柱と位置付けクラスター形成
という目標に向けて平成24年7月に「医療関連産業クラスター アクショ
ンプラン」を策定。

 医療機関・福祉施設などと連携し，医療機器・福祉機器等の様々な評
価・臨床試験などを行うことのできる「ひろしまヘルスケア実証フィールド」の
枠組を構築。平成30年度は，のべ104の機関(医療系52,福祉系52)
で，36件(県内企業：34件,県外企業：2件)ものヘルスケア関連製品
等で意見交換，モニタリング評価などを実施。

 ヘルスケア・プロジェクト推進事業
ヘルスケア分野とその他異分野の連携を通じて，新たなヘルスケア
サービス・商品の事業アイデアを検討する「ライフ・イノベーション・
ワークショップ」を開催

その他の活動実績

 ひろしま医療関連産業研究会会員企業のビジネス拡大
実証フィールドの活用の他、病院・介護施設従事者等へのニーズ調査、
施設見学会等を開催し、会員への現場コンタクト機会を提供。

 革新的な医療機器等の開発を牽引するイノベーションリーダー人材を育成
する「バイオデザインプログラム」の推進
広島大学バイオデザイン共同研究講座の開設
バイオデザインプログラムの実践による人材育成・ビジネス創出

実証フィールドを活用したプロジェクト例

ひろしまヘルスケア推進ネットワーク設立総会

ひろしまヘルスケア実証フィールド イメージ図

舌圧トレーニングプログラム
（広島大学，企業，歯科医師会，医療機関，

福祉施設等で開発・実証）

ＪＭＳ 「舌圧測定器」 「ペコぱんだ」

市町の介護予防教室で実証

+



北九州市健康・生活産業振興協議会

協議会の概要
 健康・介護、女性・若者、子育て・教育などの分野における健康・生活関連サービス産業において、新たなビジネスの
創出とサービスの向上、雇用の創出を目的として、企業、大学、医療・福祉機関、行政等が連携し、「北九州市健
康・生活産業振興協議会」を設立。

 協議会を核に、参加企業や事業展開を検討している企業からきめ細かく情報を集約し、事業者のマッチングや国・
県・市の補助事業を活用した新しいビジネスモデルの構築など、多様な支援を実施している。

事務局

北九州市 産業経済局 商業・サービス産業政策課
TEL：093-582-2050
FAX：093-591-2566
E-mail：san-shougyou-service@city.kitakyushu.lg.jp

 地域：福岡県 北九州市
 設立：平成25年9月10日

主な会員 （会員数：90企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 北九州市（産業経済局、保健福祉局）
医療・介護、ヘルスケア関係 もやい聖友会、サンキュードラッグ、シダー、第一交通産業 等
金融機関 福岡銀行
大学・研究機関 学校法人麻生塾、社会起業大学・九州校
その他 九州経済産業局、福岡県、北九州商工会議所 等



PRポイント

 以下、事業の具体例。

 ドラッグストア等の地域密着の場を起点として、アクティブシニアのためのフレ
イル（虚弱）や認知機能の低下予防に必要な「社会参加、栄養、体力
づくり」を組合わせたプログラムを提供するフレイル対策による新産業創出推
進事業（経済産業省：健康寿命延伸産業創出推進事業）

 高齢者の交通事故防止等に向け、IoT向けの新たな無線規格「LPWA」
を活用した新サービス開発のための実証実験を実施しIoTを活用した高齢
者等の見守りサービスの創出

 都市近郊の耕作放棄地を借り受け、農場や機器を会員向けに提供し、
農業を通じたコミュニティの形成と心と体のリフレッシュにつながるサービスを
提供する農業を軸としたコミュニティ型ビジネス（いきいき健康生活応援！
新サービス創出事業の一例）

その他の活動実績
 事業者間の交流と新たなビジネスの種の発掘

・事業者間のネットワークの構築
・セミナー・勉強会の開催
・新たな参入可能分野の情報提供（実現可能性調査）

 個別企業の具体的な支援
・国、県、市の補助メニューの情報提供
・補助金申請手続き支援



長崎県の介護周辺・健康サービスを考える会

協議会の概要
 長崎県ではサービス産業（第3次産業）の振興により県民所得の向上対策を推進するにあたり、高齢化社会の進
展を背景に今後一層の需要が見込まれる、介護保険制度等の公的制度の適用外となるサービスの充実（新サービ
スの創出と質の向上）と、利用者への周知による需要の掘り起し等に向けた検討を行うため、平成２６年9月に「長
崎県の介護周辺・健康サービスを考える会」を設置し、産業としての育成・定着を図ることを目的として活動している。

 「考える会」で検討された方針を具体的に推進するため、平成２７年には「介護周辺・健康サービス関連ビジネスの
立ち上げを考える部会」を設置。介護周辺・健康サービスに取り組む県内事業者間の連携や認知度向上を図るプ
ラットフォームを構築するととともに、そこから生まれるビジネスモデルを中心に事業化を支援している。

事務局

長崎県産業労働部経営支援課
TEL：095-895-2653
FAX：095-895-2580
E-mail：s05570@pref.nagasaki.lg.jp

 地域：長崎県
 設立：平成26年9月8日

主な会員 （会員数：９企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 長崎県産業労働部
医療・介護、ヘルスケア関係 ㈱堀内組、㈱カーブスジャパン、福祉生活協同組合いきいきコープ、まちだ歯科クリニック
金融機関 親和銀行、十八銀行
大学・研究機関 こころ医療福祉専門学校、長崎県立大学



PRポイント
 平成２９年度には部会を母体とし、事業者が自由に集まり議論できる場
として民間主導の「地域創生ケアビジネス研究会」が設立されるなど、県内
事業者における機運が高まりつつある。

 また、経済産業省の「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、“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”をテーマとし
た「遊休看護師の活躍によるハッピーエンディング（自宅での終息）プロ
ジェクト」を実施。多様な職種が連携し補完し合うことで、高付加価値な
サービスを提供できる体制を構築した。

その他の活動実績
◆事業者間の連携、サービスの認知度向上支援
 ポータルサイトの活用
県が運営する専用ホームページ「ウェルナガ」を活用し、県内関係事業者が
自社の事業内容を登録することで、消費者等への事業周知を促進。登録
企業は介護周辺・健康サービスに関係したテーマ（事業提案・ニーズ等）
を投稿・閲覧の上、事業化等に向けた意見交換や協議を企業間で実施。

 部会における事業者間の連携
特定テーマに絞った「部会」を設置し、事業者間の連携を促進。

 長崎県健康関連サービス創出フェアの開催
講演会、展示・相談、商談コーナーを設置。

◆事業化支援
 アドバイザリーボードによるビジネスモデルの検証・改善
事業の立ち上げ前（ビジネスプラン段階）に専門家の助言に基づく検証・
改善を実施。

ポータルサイト「ウェルナガ」

長崎県健康関連サービス創出フェア
http://welnaga.net/

地域創生ケアビジネス研究会定例会



ウエルネスシティこうし
事務局

ウエルネスシティこうし事務局
TEL：096-288-5629
FAX：096-288-5639
URL：http://wellness-koshi.jp/

 地域：熊本県合志市
 設立：平成27年9月18日

主な会員 （正会員数：14企業・団体/利用会員：3,800名 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 熊本県合志市（健康づくり推進課）
医療機関 公立菊池養生園診療所
物産館運営 一般社団法人クラッシーノこうし
広報PR（マスメディア） 株式会社熊本日日新聞社
ウオーキングサービス提供 株式会社H&Sプロモーション
事業企画・広報 株式会社スプラウツ

協議会の概要
 「ウエルネスシティこうし」は、健康寿命の延伸を実現するため関係機関が連携し、公的保険外のサービスを活用したセ
ルフメディケーションを推進することにより、新ヘルスケア産業市場の活性化及び異業種間連携新事業創出事業を行
うことを目的として設立された。

 現在までに、市民等が日常的・自発的に健康活動に取組む基盤を整備し、健康・食育活動を地域経済の好循環に
繋げることをパッケージで提供するオリジナル健康活動サービスのスキームを構築した。



PRポイント
 平成27年設立当初の目標数300名を大きく上回る、約3,800名が利
用会員として現在サービスを利用している。

 利用会員カード（ICカード）を持って専用のウオーキングコースを歩くことで、
歩行距離や歩行時間を蓄積管理できる「こうし市よかとことこウオーキン
グ」サービスを導入。

 歩行距離1㎞に対して1ポイントを付与し、熊本県合志市内の物産館「ク
ラッシーノマルシェ」において1ポイント=1円にて利用できる環境を整備。

 健康活動を継続して行う場所と仲間づくりのための健康教室「ウエルカム
元気の森（参加者数143名）」と、旬の食材のレシピ配布と体験型食
育システムを利用した食育指導「お野菜プロジェクト（参加者数258
名）」を開講し、多角的な健康増進活動・健康指導を実施。

 経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、300名のモ
ニター会員を対象に事業前、事業後の健康診断を実施し、健康活動前
後の健康状態を測定した。健康活動実施の成果として、メタボリック予備
軍47名、メタボリック症候群21名のうち、メタボリック予備軍18名、メ
タボリック症候群2名の状態が改善した（該当者ではなくなった）。

その他の活動実績
 合志市健康増進フォーラムへの参加
健康増進フォーラムにおいて、「ウエルネスシティこうし」が実施する事業をPR

 リレーマラソン大会・ウオーキング大会の開催
毎年春にリレーマラソン大会を、秋にウオーキング大会を開催しており、平成
29年度はリレーマラソン大会に222チーム・2,080名、ウオーキング大会に
は1,228名が参加した。

利用会員カード
（Felica規格のICポイントカード、
ウエルネスカードとして利用）

こうし市よかとことこウオーキングコース
（H30.5.31時点、合志市内等5コースを整備）

お野菜プロジェクト
（体験型食育システムを利用した食育指導）



鹿児島市新産業創出研究会 健康部会

協議会の概要
 鹿児島市の商工業振興の方向性の１つである「かごしまの将来を牽引する新たな産業の創出」に向け、産官学連携
のもと平成23年度に設立した「新産業創出研究会」において、地域の特性や資源等を生かした「食」、「健康」、「環
境」分野のビジネスモデルを策定し、各ビジネスモデルの具体化に向けた企業コミュニティを設置・運営。

 運営する企業コミュニティの一つである「健康部会」においては、健康寿命延伸に寄与するヘルスケアビジネス創出に
向けた取組を推進。

事務局

鹿児島市 産業局 産業振興部 産業創出課
TEL：099-216-1319
FAX：099-216-1303
E-mail：san-sousyutu@city.kagoshima.lg.jp

 地域：鹿児島県 鹿児島市
 設立：平成24年6月26日

主な会員 （会員数：70企業・団体 ※平成30年5月31日時点）
行政（部署名） 鹿児島市（産業創出課）

医療・介護機関 社会医療法人緑泉会 米盛病院 、 社会医療法人博愛会 相良病院
公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 、 医療法人明輝会 など

ヘルスケア関係など、民間事業者 (株)True Balance 、 (株)セイカスポーツセンター 、 (株)カクイックス、
(株)南日本情報処理センター 、 (株)南日本薬剤センター 、(株)KAGO食スポーツ など

大学・研究機関・金融機関 －

その他（団体） 全国健康保険協会鹿児島支部

mailto:san-sousyutu@city.kagoshima.lg.jp


ヘルスケア・アクセラレーターによるハンズオン
支援（平成29年度）

PRポイント
 鹿児島市では、平成27年12月に策定した地方版総合戦略の重点戦略の１つに「健“高”医“良”都市の創造」を
掲げ、その主な施策として「健康分野に関する新たな産業の創出」を推進。

 平成27年度は、経済産業省の「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用し、「抗加齢」をテーマとした「かごしまア
クティブエイジングツーリズム構築事業」を実施。

 平成30年度は、「ヘルスケアニーズの探索・深堀」、「ビジネスアイデアの発表」、「ヘルスケア・アクセラレーターによる事
業化支援」を一体的に実施する「ヘルスケアビジネス・アクセラレーションプログラム」を実施予定

その他の活動内容（平成30年度の取組予定）

 セミナーの開催（年に2回）
 産業振興アドバイザーによるサポート

産学間・企業間のマッチング、ビジネスプランのブラッシュアップを支援
 「ヘルスケアビジネス・アクセラレーションプログラム」の実施

地域ニーズを踏まえたヘルスケアビジネスの“芽づくり”と、ビジネスアイデアに対する事業化
支援を一体的に実施するアクセラレーションプログラムを実施

 少人数制産学マッチングイベント「かごしまTechミーティング」の開催
産学連携の“きっかけづくり”を目的に、「鹿児島大学産学・地域共創センター」との共催に
より、産学連携に積極的な大学研究者と企業が、“近い距離で双方向”に、ニーズ・シー
ズをディスカッションできるオープンな”場”を定期的に開催（6月以降、毎月1回）

 補助金
新たな製品やサービスの創出に要する経費（2か年度で250万円×2件）や、ヘルスケ
アサービスの事業化可能性調査・効果検証に要する経費を補助（40万円×2件）

 国（経済産業省・中小企業庁等）・県等の競争的資金に関する情報提供 少人数制産学マッチングイベントの試験的
開催（平成29年度）
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