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平成 27 年 7 月 28 日 

島根発ヘルスケアビジネス創出支援事業 のこれまでの取り組み 

 
平成 27 年 3 月 24 日 ヘルスケアビジネス創出セミナー 

【参加者】 101 名 

【場所】 松江東急イン 

【内容】 

・『地域におけるヘルスケアビジネスの創出について』 

講師：中国経済産業局産業部流通・サービス産業課 

・『長野県におけるヘルスケア産業振興の取り組みについて』 

講師：長野県産業労働部 産業労働参事兼産業政策課長 吉澤猛氏 

・『買い物リハビリで日本を元気に』 

         講師：光プロジェクト株式会社 代表取締役 杉村卓哉氏 

 

 島根県ヘルスケア産業推進ワーキンググループ設置 （88 団体） 

4 月 23 日, 27 日 第１回ワーキング 

【参加者】 96 名（東部：45 事業者・団体、65 名、西部：25 事業者・団体、31 名） 

【場所】 東部：松江テルサ、西部：浜田ワシントンホテルプラザ 

【内容】 

・講演 『島根県におけるヘルスケアビジネスの事例と課題』 

講師：島根大学医学部 特任教授・名誉教授 塩飽邦憲氏 

・『みんなでめざそうしまね健康なまちづくり』 

健康福祉部健康推進課 

・ワークショップ 

   『ヘルスケアビジネス創出に向けた課題やニーズに関する意見交換』 

5 月 26 日 島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業 公募開始 

5 月 27 日, 28 日 第２回ワーキング 

【参加者】 108 名（西部：21 事業者・団体、25 名、東部：57 事業者・団体、83 名） 

【場所】 西部：いわみーる、東部：くにびきメッセ 

【内容】 

・『次世代ヘルスケア産業の創出に向けて〜健康経営と地方創生を見据えて〜』 

講師：中国経済産業局産業部流通・サービス産業課 

サービス産業係長 上田斉氏 

・島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業公募説明 

・講演 『地域におけるヘルスケアビジネス事例と価値創造の視点』 

講師：（株）日本総合研究所総合研究部門 

リサーチ・コンサルティング事業部 主任研究員 望月 弘樹氏 

・ワークショップ 

『消費者に与える価値検討を通じたビジネスモデル構築ワーク』 

7 月 24 日 島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業 審査会 
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「島根県ヘルスケア産業推進ワーキンググループ」設置要綱 

 
（目的） 
第１条 島根県におけるヘルスケアビジネスの創出に向けた、検討を行うため「島根県ヘ
ルスケア産業推進ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 
第２条 ＷＧは、次の各号に掲げる事項を行う。 
（１） ヘルスケアビジネス創出に関係する団体、企業等の意見交換 
（２） 現場ニーズの把握・課題の整理 
（３）「島根県ヘルスケア産業推進協議会（仮称）」の設立に向けた組織・運営方法 

等の検討 
（４） セミナー、勉強会の開催 
（５） その他 
 
（構成員等） 
第３条 ＷＧの構成は、以下のとおりとする。 
（１） 島根県内でヘルスケアビジネス参入の意思を持つ事業者等 
（２） ヘルスケアビジネス創出の支援・協力を検討している自治体、医療・福祉関係団

体等 
（３） ヘルスケアビジネス創出に必要な知見、技術を有する学識者 
（４） 県内商工関連団体 
（５） 県内金融機関 
（６） 島根県の関係課 
（７） その他ヘルスケアビジネス創出に向け必要と認められる団体、個人 
 
（座長） 
第４条 ＷＧには座長を１名置く。当面は島根県商工労働部産業振興課長を充てる。 
２ 座長はＷＧを代表し、ＷＧの円滑な運営と進行を総括する。 
３ 座長に事故がある時は、ＷＧの構成員のうちから座長が予め指名したものがその職務 
を代行する。 

 
（ＷＧの招集） 
第５条 ＷＧは、座長が招集する。 
２ ＷＧは、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。 
 
（オブザーバー） 
第６条 座長は必要に応じてオブザーバーに意見を求めることができる。 
 
（事務局） 
第７条 ＷＧの事務局は、島根県商工労働部産業振興課に置く。 
２ 事務局は、ＷＧ運営に係る庶務を処理する。 
 
（雑則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、ＷＧの運営に関し必要な事項は、ＷＧにおいて定 
める。 

 
（附則） 
この要綱は、平成２７年３月２４日より適用する。 
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平成27年5月25日時点

順不同

機関名 機関名

1 (株)いいなん 51 独立行政法人国立高等専門学校機構　松江工業高等専門学校

2 石見銀山ガイドの会 52 （株）山陰合同銀行

3 合同会社S-WORKS島根オフィス 53 （株）島根銀行

4 エステサロンPURLY 54 しまね信用金庫

5 (株) エリーゼ 55 島根中央信用金庫

6 (株)オープンハート 56 日本海信用金庫

7 （株）加地 57 （株）日本政策金融公庫

8 カナツ技建工業(株) 58 株式会社商工組合中央金庫

9 (株)河村食材 59 島根県信用保証協会

10 輝雲荘 60 島根県国民健康保険団体連合会

11 （有）クオリティライフ 61 島根県薬剤師会

12 (有)古志薬局 62 島根県社会福祉協議会

13 (有)齋藤アルケン工業 63 松江市社会福祉協議会

14 （株）佐藤工務所 64 （一社）大田市観光協会

15 (株)さんびる((株)SKSS) 65 島根県商工会連合会

16 国民宿舎さんべ荘 66 島根県中小企業団体中央会

17 (株)システム工房エム 67 松江商工会議所

18 (株)しちだ･教育研究所 68 浜田商工会議所

19 島崎電機（株） 69 出雲商工会議所

20 島根えごま振興会 70 平田商工会議所

21 島根県ノルディックウォーク連盟 71 益田商工会議所

22 (株)伸興サンライズ 72 大田商工会議所

23 (有)スリーケー 73 安来商工会議所

24 セコム山陰株式会社 74 江津商工会議所

25 (株)ゼンキンメタル 75 （公財）島根県環境保健公社

26 (有)祖式運送 76 （公財）しまね産業振興財団

27 （株）多伎振興 77 松江市

28 チーム出雲オープンビジネス協議会 78 浜田市

29 竹葉 79 出雲市

30 T2style（（株）山陰プロセス） 80 益田市

31 (株) テクノプロジェクト 81 大田市

32 Ｄｏライト(株) 82 安来市

33 (有)ともみ工房 83 江津市

34 学校法人仁多学園 島根リハビリテーション学院 84 雲南市

35 NPO法人２１世紀産業支援センター 85 奥出雲町

36 (株) 日本ハイソフト 86 飯南町

37 (株) バイタルリード 87 川本町

38 フロム・ママ 88 島根県

39 (有)Bit One

40 訪問リフレ

41 (株) マツケイ

42 (有)まなび商会

43 NPO法人まほろば

44 丸藤伸興あごおばさん弁当(有)

45 (株) みなとの丘

46 メディソル(株)

47 モルツウェル(株)

48 薬師湯

49 国立大学法人島根大学

50 島根県立大学

島根県ヘルスケア産業推進ワーキンググループ構成員名簿


