地域版次世代ヘルスケア産業協議会 一覧
（平成30年５月末時点）
関係自治体
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ブロック
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青森県
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盛岡市
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仙台市

仙北市

上山市

栃木県

未病産業研究会

横浜市

川崎市

長野県

松本市

静岡県

愛知県、岐阜県、
三重県、長野県、
静岡県、富山県、
石川県、福井県、

三重県

福井県

食・観光資源等を活用した「医・農商工連携」など、北海道ならではのヘルスケア産業の創出に取り
組んでいます。

県民の健康寿命延伸に資するヘルスケアサービス産業の創出を図り、短命県返上と地域経済の
活性化を目指しています。

ＨＰ

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、医療費の縮減、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
ています。

ＨＰ

仙台フィンランド健康福祉センターでは生活の質の向上に資する様々な分野において、事業者の
ビジネス開発支援を行なっています。推進協議会では会員への情報提供及び会員相互の情報交換
の場を創出します。

仙北市総務部地方創生・総合戦略室
TEL：0187-43-3315(内線 1027)
FAX：0187-43-1300
E-mail:sousei@city.semboku.akita.jp
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
（公財）栃木県産業振興センター
TEL：028ｰ670ｰ2608
FAX：028-670ｰ2611
E-mail：shinsangyou@tochigi-iin.or.jp
群馬県 産業経済部
次世代産業課 先端医療産業係
ＴＥＬ：027-226-3323
FAX：027-221-3191
E-mail：jisedai@pref.gunma.lg.jp
埼玉県 産業労働部
商業・サービス産業支援課 総務・サービス産業担当
TEL：048-830-3754
FAX：048-830-4812
E-mail：a3750-05@pref.saitama.lg.jp
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未病産業グループ
ＴＥＬ：045-210-2715
ＦＡＸ：045-210-8865
E-mail：hcnf.mebyo-ict@pref.kanagawa.jp
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

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の創出・活性化を推進するこ
とを目指しています。

ＨＰ

本協議会では、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
事業を実施しています。

ＨＰ

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
究等を行っています。

ＨＰ

産学官金・医療機関の連携により、健康増進・予防サービス、機能性食品・介護食品、ヘルスツー
リズムなど、幅広いヘルスケア産業の創出を目指しています。

ＨＰ

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ます。

ＨＰ

心身全体の状態を最適化する「未病を改善する」という考え方に関連した、神奈川発の新産業とし
て「未病産業」を創出するため、モデル事業やセミナー、ビジネスマッチング等を実施します。

ＨＰ

「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。

ＨＰ

産業の力で福祉課題を解決する「ウェルフェアイノベーション」を推進するネットワーク組織です。多
様な参加者の連携による取組を専門コーディネーターの派遣や研究開発委託事業の実施により支
援します。

長野県次世代ヘルスケア産業協議会

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

ＨＰ

健康長寿県の強みを活かして、次世代のヘルスケア産業を創出するため、調査、研究、実証、情
報発信等を行っています。

松本地域健康産業推進協議会

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

ＨＰ

健康寿命の延伸と地域経済の好循環を両立させる松本ヘルスバレー構想の実現に向けて、健康・
医療関連産業の創出を目指しています。

静岡県ヘルスケア産業振興協議会

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

ＨＰ

産学民官金、福祉、医療との連携により、健康増進や健康経営に資する高品質な健康・運動サー
ビスの創出を支援します。

ＨＰ

本団体は、地域の産・学・官が幅広く連携・協働することにより、新ヘルスケア産業を中部地域の新
たな成長産業として創出・育成していくことを地域全体の運動として展開することを目的に設立された
会員制の支援団体です。

新ヘルスケア産業フォーラム事務局
TEL:052-731-7028
E-mail:info@nhc-forum.com

富山市環境未来都市推進協議会

富山市 環境部 環境政策課
ＴＥＬ：076-443-2053
ＦＡＸ：076-443-2122

ＨＰ

環境及び超高齢化等に対応した人間中心の新たな価値を創造するとともに、新産業の創出や地
域活性化など、誰もが暮らしたい・活力ある持続可能な経済社会構造の実現を目指します。

みえライフイノベーション
総合特区地域協議会

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

ＨＰ

三重県内産学官民による強固な連携体制を生かして、地域資源を活用した医療・健康・福祉産業
の創出を目指します。

ＨＰ

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ます。

ＨＰ

大阪府内において、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・振興していきます。

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
大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課
ＴＥＬ：06-6210-9485、 ＦＡＸ：06-6210-9296
(事務局運営）
（公財）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
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

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
を目的としています。

高石市

高石市健幸のまちづくり協議会

神戸市

健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプレックス協議会

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

神戸市

神戸おかげさま・お互いさまのまちづくり協議会

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

尼崎市

尼崎市未来いまカラダ協議会

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

わかやまヘルスケア産業革新プラットフォーム

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

ＨＰ

島根県 商工労働部
産業振興課 産学官連携グループ
ＴＥＬ：0852-22-6395
ＦＡＸ：0852-22-5638
E-mail：healthcarebiz@pref.shimane.lg.jp

ＨＰ

島根県の地域産業（ＩＴ、ものづくり）や地域資源（観光資源、機能性食品等）を活用したヘルスケア
ビジネスの創出を目指し、セミナー・勉強会の開催や県の支援策（ヘルスケアビジネス先進モデル構
築支援事業）の検証を行います。

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

ＨＰ

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におけるあ
らゆる事業及び商品を対象分野として、異業種交流、消費者ニーズのフィードバック等を通じて、地
域特性を踏まえたヘルスケア産業の創出・育成に取り組みます。

島根県

島根県ヘルスケア産業推進協議会

岡山市

広島県

四国4県

四国

ＨＰ

川崎市 経済労働局
次世代産業推進室
ＴＥＬ：044-200-3226
ＦＡＸ：044-200-3920
E-mail：28innova@city.kawasaki.jp

大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム

和歌山県

中国

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
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
仙台市経済局産業政策部産業振興課
ＴＥＬ：022-214-1005
ＦＡＸ：022-214-8321
E-mail：sfwbc_kyogikai@city.sendai.jp

概要紹介

川崎市ウェルフェア
イノベーションフォーラム

福井しあわせ健康産業協議会

大阪府

兵庫県

よこはまウェルネスパートナーズ

新ヘルスケア産業フォーラム

富山市

近畿

上山市温泉クアオルト協議会

埼玉県健康関連サービス産業会議

神奈川県

中部

仙北市次世代ヘルスケア産業推進協議会

群馬県次世代ヘルスケア産業協議会

埼玉県

中部及び
近隣8県

仙台フィンランド健康福祉センター推進協議会

とちぎヘルスケア産業フォーラム

群馬県

関東

盛岡ヘルスケア産業協議会

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

リンク

徳島県

松山市

九州7県

北九州市

長崎県

佐世保市

岡山ヘルスケア産業連携協議会

合志市

鹿児島市

薩摩川内市

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してい
ます。
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
の取り組みを推進します。
尼崎市では市と市民及び事業者が、尼崎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
います。
この協議会では、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の実施など、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「未来いまカラダポイント」を協賛企業と共に運営する
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

ひろしまヘルスケア推進ネットワーク

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

ＨＰ

「いつまでも健康で安心に暮らせる社会」を目指して、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」などヘルスケアの推進に効果的な制度を用いて、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行います。

四国の医療介護周辺産業を考える会

事務局（香川県福祉事業協会内 事務局）
ＴＥＬ：０８７－８８５－８０２０
ＦＡＸ：０８７－８８５－８１２２
E-mail：switch.ho.0920@gmail.com

ＨＰ

四国地域の医療・介護関連機関や周辺サービス事業者、行政、ＮＰＯ、大学、金融機関等の、相互
連携により、四国地域における医療介護周辺産業の創出・振興を目的に、関連情報の提供、交流、
連携事業の検討支援を行うことで、事業活動のサポートを行います。

とくしま健康寿命延伸産業創出
プラットフォーム

徳島県 商工労働観光部 新未来産業課
ＴＥＬ：088-621-2325
ＦＡＸ：088-621-2897

徳島県の産学金官による学びや交流・連携等を通じて事業ニーズの発掘や事業モデルの創出を
促進し、県内における新たなヘルスケア産業の創出を推進します。（フォーラム、交流会等）

松山「健康で幸せ実感」ビジネス創出
推進協議会

松山市産業経済部地域経済課
ＴＥＬ：089-948-6710
ＦＡＸ：089-934-1844

地域住民の健康寿命延伸とともに、地域の新産業・雇用創出の加速化を図るため、産学官金の多
様な連携による推進体制を構築し、地域一丸となってヘルスケアビジネスの創出を推進することを目
的としています。

九州ヘルスケア産業推進協議会

（一財）九州産業技術センター
ＴＥＬ：092-411-7450
ＦＡＸ：092-472-6609
E-mail：hamiq.info@kiteco.jp

ＨＰ

健康寿命が延伸する社会の構築を実現するため、ヘルスケアサービスの創出と医療機器産業の
高度化を目指すためセミナー、研究会等を実施しています。

北九州市健康・生活産業振興協議会

北九州市 産業経済局
新成長戦略推進部 商業・サービス産業政策課
ＴＥＬ：093-582-2285
ＦＡＸ：093-591-2566

ＨＰ

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を図るとともに、雇用の創出を目的としています。

長崎県の介護周辺・健康サービスを
考える会

長崎県 産業労働部 商務金融課
ＴＥＬ：095-895-2653
ＦＡＸ：095-895-2580

ＨＰ

介護周辺・健康サービスの育成・定着を図るため、検討会や利用者への周知を行うためのセミナー
等を実施しています。

佐世保市健康寿命延伸推進協議会

佐世保市保健福祉部健康づくり課、保健福祉政策課
TEL 0956-24-1111(5531)
（事務局運営支援）株式会社NTTデータ経営研究所
TEL 03-5213-4110 email: sasebo-kenko@keieiken.co.jp

HP

佐世保市の地域課題・地域特性を踏まえた「生涯現役社会」を作り上げてライフステージや個人の健
康状態に応じた健康づくりを社会全体で支援する体制づくりに加え、医療・介護周辺のヘルスケアビ
ジネスを創出することにより、地元の雇用・地域経済への貢献を目指します。

熊本県健康サービス産業協議会

熊本県工業連合会
ＴＥＬ：096-285-8131
ＦＡＸ：096-214-2030

ＨＰ

熊本県内の健康サービス産業関連企業、県内大学の研究者、日本赤十字社熊本健康管理セン
ター、熊本県等の連携により、科学的根拠に基づく健康サービスを推進し、熊本県の健康サービス
産業の振興を図ることを目的に各種事業を行います。

ＨＰ

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、「住民の健康増進」、「医療費の適正化」及び「新ヘルスケア産業の
創出」を同時に行い、もって地域の豊かで持続的な発展に寄与することを目的とし活動をしておりま
す。

HP

市民が高い健康水準を保ちながら生き生きと暮らし、併せて、良好な医療・介護サービスを受けるこ
とができる“健「高」医「良」”都市を目指して、本市基盤産業の一つである「医療・福祉業」を生かした
健康分野に関する新たな産業の創出に取り組んでいます。

九州
熊本県

ＨＰ

ウエルネスシティこうし

ウエルネスシティこうし事務局
TEL：096-288-5629
FAX：096-288-5639

鹿児島市新産業創出研究会
健康部会

鹿児島市 産業創出課
ＴＥＬ：099-216-1319
ＦＡＸ：099-216-1303

薩摩川内市地域
成長戦略ビジネス研究会

薩摩川内市 商工政策課
ＴＥＬ：0996-23-5111
ＦＡＸ：0996-20-5570

糖尿病予防と重傷化予防に重点を置いたビジネスの創出に向け研究会、分科会を実施していま
す。

