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平成26年度に一般財団法人日本

規格協会が経済産業省委託事業
において、第三者認証スキームを
構築 

平成26年8月に、日本規格協会に

おいて、専門家からなる委員会を
設置 

委託事業の中で、フィットネス産業
などの事業者、及び自治体や保険
者向けの説明会を実施 

１．協議会中間とりまとめにおけるアクションプランと取組状況 

○ニーズの高い「健康運動サービス」につい
て「民間機関による第三者認証」を試行的に
実施する。         ［今年度から開始］ 

アクションプラン 

（２）認証を受けた健康運動サービスの利活用の促進 

（１）健康運動サービスに関する品質評価の実施 

○利用者となる企業や健康保険組合のニー
ズを収集し、認証を受けた健康運動サービ
スの広報 ・普及を行う。 ［今年度から開始］                 

○協議会中間とりまとめを踏まえて、健康運動サービスの品質評価に関して「経済産業省
健康寿命延伸産業創出推進事業」で公募し、第三者委員会で審査した結果、一般財団法
人日本規格協会が第三者認証制度の構築を実施。 

取組状況 
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○第三者認証について、学会や業界団体等
の専門家・専門機関による支援体制を整備
する。            ［今年度から開始］ 



２－①日本規格協会の取組概要 

○日本規格協会は、国民の健康寿命延伸に資する疾病予防向けアクティブレジャーの
サービス品質の見える化の仕組みを構築するため、品質評価・認証付与の基準や事業
スキームを検討。本年度中に、第三者認証機関として、品質認証付与を行う予定。 

委託事業で構築する「疾病予防向けアクティブレジャーの 
サービス品質の見える化と認証の仕組み」 

2 見える化された
サービス品質に関
する情報 

波
及
効
果 

健康寿命延伸産
業の創出・拡大 
 

国民の健康寿命
の延伸 

「サービス品質の見える化」により疾病予防向けアクティブレジャーの利用拡大を実現 

認証機関 

アクティブレジャー利用者 

個人 自治体 【例】 企業・保険者 

アクティブレジャー事業者 

フィットネス事業者・介護予防事業者 
スポーツクラブ・カルチャーセンター 
リゾート施設・着地型観光事業者 

認 

認 認 

高品質サービスの提供 

【例】 

品質認証付与 

【アクティブレジャーの定義】 

運動習慣の有無や健康意識の程度に関係なく利用者の運動の習慣化を図り、健康寿命延伸の実現を目指ととも
に、利用者が継続的に利用する魅力ある「疾病予防効果以外の価値」も提供できる健康運動サービスを“アクティ
ブレジャー”と呼ぶ。 3 

品質評価基準 
の公表 
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２－② 認証基準、スキームを検討する委員会を設置 

○本年８月より健康マネジメント標準委員会を日本規格協会に設置し、学会・産業界等の
専門家の支援を受けながら、認証スキーム構築、認証基準策定の検討を行っている。 

委員会の概要 委員会の開催状況 

【検討体制】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【検討内容】 
ⅰ)サービス提供体制等に関する事業所の認証を実施  
ⅱ)提供したｻｰﾋﾞｽの品質ｽｷｰﾑの確立 
ⅲ)安全なサービスの利用・提供のための情報提供環境の 
  整備 
ⅳ) 参入支援手法の開発及び実施 

 
○第１回健康マネジメント標準化委員会（平成26年8月） 
 ・事務局より事業概要及び実施体制の説明 
 ・認証スキーム及び認証基準の検討 
 
○第2回 （平成26年11月予定） 
 ・認証モデル構築の進捗報告 
 ・認証制度活用者(保険者・自治体)ヒアリング調査報 
  告 
 ・商品類型及び設計基準の考え方について 
 ・運動器リスク保有者の対応の検討 
 ・「ｻｰﾋﾞｽ品質の見える化」認証ｽｷｰﾑにおける指標の  
  考え方・指標策定ための調査方法の検討 
 
○第3回 （平成２７年1月予定） 
 
○第4回 （平成２７年2月予定） 
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２－③ 認証基準（案）の概要 

初回の認証・サーベイランス時 

事業所認証 

再認証時 

 提供されたサービスの
品質評価 

アウトプット・アウトカム評価 サービス品質の評価項目 

『サービス一般』の評価 
サービスの評価として広く用いられている
SERVQUALの項目（信頼性・反応性・確
実性・共感性・有形性） 

『継続』の評価 

継続に繋がる内発的動機付けを誘因する項
目の評価（自己効力感・自主性・有能感・
関係性） 

『効果』の評価 
サービスの利用により生じる結果に関して
の評価 

『安全』の評価 
安全管理に関わる項目の評価（利用者の健
康状態把握、サービス商品の設計・提供、
設備・用具など） 

 
サービス品質を確実に提
供できる能力があること
を、サービスの管理・運
用の仕組み(プロセス）
から評価する。 

 
サービスを利用した結果、
サービス品質がどの程度
実現されたか（アウト
プット・アウトカム）を、
計量値及び知覚値で測定
し公表する。 

 
 

インプット評価 

認証は二つのフェーズで実施 
（今年度は、事業所の認証を実施） 

○認証基準については、品質評価ＷＧでの品質評価基準をベースに検討。 

○４つの品質特性（①サービス一般品質、②継続、③安全、④効果）を実現するために、
①事業インフラ、②サービス商品設計、③サービス商品提供、④サービス商品評価、⑤
改善の５つの柱に対し、全２９の評価項目を設定。 

・事業所のサービス提
供体制や能力を評価 ・定期的なチェックを実施 
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３． 今後のスケジュールについて 

平成26年 
 ～12月   ・認証基準試行版の作成 
        ・認証に向けた検証を実施 
平成27年 
 １月     ・認証基準の完成 
         ・実証参加事業所の認証審査を開始 
 ２～３月   ・認証基準を公表 
         ・認証事業者（所）を発表（１０事業所程度を予定） 
 

 ４月      ・日本規格協会の自主事業として、認証事業をスタート（予定） 

○モデル認証参加事業所 
・株式会社コナミスポーツ＆ライフ コナミスポーツクラブ船橋 
・株式会社ルネサンス スポーツクラブルネサンス両国 
・株式会社メガロス メガロス吉祥寺 
・スポーツクラブＮＡＳ株式会社 スポーツクラブＮＡＳ西日暮里 
・セントラルスポーツ株式会社 セントラルウェルネスクラブ上池袋 
・株式会社NBH  
・株式会社エムダブルエス日高 地域福祉交流センター シニアトレーニング ジム 
・一般社団法人アスルクラロスポーツクラブ 
・特定非営利活動法人 あゆみ会 JBCフィットネススタジオ 
・有限会社アクトスペース企画/NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会 
・株式会社フォスタ 
・ＮＰＯ法人沖縄健康づくり協会ダブルピース 



（参考）疾病(循環器病等)の予防に効果の高い
食事に関する品質評価について 
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博報堂・国立循環器病研究センターの取組概要① 

食品 
事業者 

認証された 
商品・サービス 

生活者 
（健常者） 

参加 

ロゴマーク
使用権 

（品質認証） 

事業 
協賛金 

事業コンソーシアム 
（認証機関） 

生活者コミュニティ 
自発的な健康行動を促す 

Webプラットフォーム 

品質認証 
ロゴマーク 

販売 

募集 

博報堂 国循 

継続購入での 
健康行動促進 

品質の見える化（評価
基準）事業の推進によ
り、健康維持（改善）効
果の高い商品・サービ
スを創出 

生活者の健康（予防）
増進 

共創 ｺﾝﾃﾝﾂ(情報)提供 

○「経済産業省健康寿命延伸産業創出推進事業」において公募し、第三者委員会が審
査した結果、博報堂・国立循環器病研究センターのコンソーシアムに対して、循環器病
（高血圧症、糖尿病、高脂血症）の予防に効果の高い食事を提供する事業者(所)の認
証制度構築を委託。 

○生活者の「自発的な健康行動」を促す認証システムの構築に向けて、健康行動を促す
品質評価の基準づくりと、健康行動を促す品質評価の見える化（マーク化、啓発活動）
を検討。 

【成果の波及】 【 委託事業全体図 】 
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博報堂・国立循環器病研究センターの取組概要② 

【医学的視点】 
国循の医療・研究専門家が検討。 
メンバー： 
・研究開発基盤センター長 妙中義之 
・予防健診部長 宮本恵宏 
・予防健診部医長 渡邉至 
・栄養管理室長 村井一人 
・糖尿病・代謝内科医長 岸本一郎 
・生活習慣病部門長 河野雄平 
 
 
検討状況： 
８～９月 ・循環器系疾患予防に関する知見の洗い 
         出し 
        ・医学的視点にもとづく認証基準案の検討 
１０月 ・認証基準案の精緻化 

【心理的経済的視点】 
外部有識者、および博報堂関係者を中心に検討。 
メンバー： 
・神戸大学大学院経営学研究科 南千恵子教授 
・関西大学商学部 川上智子教授 
・大阪大学大学院経済学研究科 松村真宏准教授 
・（株）博報堂デザイン 永井一史社長 
・博報堂行動デザイン研究所 國田圭作所長 
・博報堂 社内クリエイティブチーム 
 
 
検討状況： 
８～９月 ・心理的経済的視点にもとづく認証基準 
         案の検討 
１０月 ・認証基準案の精緻化 

○医学的視点と心理的・経済的視点から、品質認証基準について検討。本年度中に認
証基準を完成させ、来年度から博報堂・国循の共同自主事業として認証をスタートさせ
る予定。 

○今後、循環器系、高血圧系など幅広く各学会との連携・協議を検討 
○認証事業の基盤整備において、専門機関（日本規格協会等）との連携・協議を検討 

２．学会等との連携について 

１．検討委員会について 


