
健康経営優良法人2021の認定を受けた各地商工会議所一覧

【健康経営優良法人2021の認定を受けた194商工会議所一覧】 （すべて中小規模法人部門）

○商工会議所では全国で194商工会議所（昨年は80商工会議所）が認定を受け、うち北見（北海道）、蒲郡（愛
知）は特に優れた上位500位 に与えられる「ブライト500」の認定を受けた。

※掲載順は政府公表資料のとおり

北海道 能代 桐生 福井県 島田 滋賀県 奈良県 徳島県 臼杵

北見 横手 伊勢崎 福井 富士 彦根 大和高田 徳島 津久見

小樽 大館 沼田 大野 焼津 長浜 生駒 愛媛県 竹田

旭川 湯沢 館林 長野県 掛川 近江八幡 和歌山県 宇和島 宮崎県

留辺蘂 大曲 渋川 長野 藤枝 草津 和歌山 伊予 宮崎

網走 山形県 埼玉県 松本 袋井 八日市 島根県 高知県 都城

苫小牧 米沢 さいたま 上田 愛知県 京都府 松江 中村 延岡

紋別 酒田 川口 岡谷 蒲郡 福知山 出雲 福岡県 日南

千歳 新庄 春日部 飯田 豊橋 舞鶴 岡山県 豊前川崎 小林

恵庭 長井 狭山 須坂 岡崎 綾部 倉敷 北九州 日向

石狩 福島県 千葉県 小諸 一宮 宇治 児島 直方 串間

青森県 福島 銚子 伊那 瀬戸 亀岡 玉島 飯塚 西都

青森 会津若松 習志野 大町 半田 大阪府 津山 柳川 高鍋

弘前 白河 東京都 茅野 春日井 堺 玉野 筑後 沖縄県

黒石 須賀川 東京 塩尻 豊川 高槻 井原 佐賀県 宮古島

五所川原 会津喜多方 青梅 佐久 安城 貝塚 高梁 唐津 その他

十和田 相馬 神奈川県 千曲 西尾 北大阪 新見 伊万里 日商

岩手県 茨城県 横須賀 岐阜県 常滑 泉佐野 備前 長崎県

花巻 古河 新潟県 岐阜 江南 松原 広島県 島原

一関 石岡 新潟 高山 稲沢 和泉 呉 諫早

宮城県 栃木県 新発田 中津川 大府 守口門真 竹原 大村

仙台 足利 村上 美濃 三重県 東大阪 福山 熊本県

塩釜 栃木 燕 恵那 津 兵庫県 東広島 荒尾

気仙沼 佐野 富山県 土岐 四日市 姫路 廿日市 玉名

古川 小山 高岡 静岡県 伊勢 西宮 山口県 牛深

秋田県 群馬県 氷見 静岡 鈴鹿 西脇 宇部 本渡

秋田 前橋 石川県 浜松 名張 龍野 下松 大分県

輪島 三島 上野 柳井 中津

（北見商工会議所が作成した健康経営に関するチラシ）

（健康経営優良法人2021の認定を受けた蒲郡市内10社
と蒲郡商工会議所が共同記者会見を開催）

【ブライト500に認定された商工会議所の取り組み】

今年から、認定を受けた中小法人のうち得点上位
500社を「ブライト500」として認定。北見（北海
道）、蒲郡（愛知）はともに、商工会議所自身の
みならず、管内事業者の健康経営の取り組みを支
援していることが評価され、認定に繋がった。

1

URDB3492
テキストボックス
資料１６



浜松商工会議所 浜松医工連携研究会

2. 活動状況

１．概要

 浜松商工会議所が、高度な加工・開発技術を持つ浜松地域の中小企業の強味を活かし、健康医療関連産
業参入に向けた会員の取り組みを支援するため、2005年３月に設立。現在の会員数は約100社

 「はままつ次世代光・健康医療産業創出拠点」と連携しながら、医療・介護等現場のニーズ情報発信、
販路開拓、業界・法規制の情報提供など、各種事業を実施

○現場のニーズ情報の発信 ○販路開拓支援

○業界・法規制の情報共有 ○浜松医科大学等との連携

医師・介護現場との情報交換会
医療現場・介護現場見学会
医療従事者との交流や医療現場
の見学により、医療機器・設備
の改善点や問題点等ニーズを把
握し、新製品の開発に活用する
ことを目指す事業

MEDTEC JAPAN（東京）、
日本内視鏡外科学会（横浜）他
医療関係者等が集まる展示会に
医工連携企画「医工連携出会いの
サロン」を出展。医療業界に参入
を目指す企業の独自技術のPRや
ニーズの把握を支援

医療機器分野参入セミナー、
医工連携全体会の実施など
医療業界の新規参入者を対象
とする医療機器分野参入セミ
ナーを開催
医工連携全体会や各種セミ
ナーで製品開発に資する情報
を発信

共同研究・倫理セミナー、
MRI/CTのご紹介セミナー等
共同研究・倫理セミナーで大学等
との共同研究における留意点や臨
床研究法を解説
浜松医大で共同利用を開始した
ＭＲＩ/ＣＴ装置の有効活用に
ついて議論
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