
 

 

 

  

○ 募集期間：平成２９年３月２４日（金）～平成２９年５月９日（火）＜１７：００必着＞ 

受付時間 ９：００～１７：００、月～金曜日 

○ 提出方法：持参または郵送 

○ 受付先及び問い合せ先： 

島根県商工労働部産業振興課 産学官連携グループ 

                   担当：北浦、門城 

     〒６９０-８５０１ 島根県松江市殿町１番地 

   電話  ０８５２－２２－６３９５ 

     ＦＡＸ  ０８５２－２２－５６３８ 

        メール healthcarebiz@pref.shimane.lg.jp 

○ HP：http://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chiiki/healthcare/h29model.html 

 

詳しくは公募要領をご確認ください。 

 

島根県内の地域資源を活用し、多様な分野と連携した先進的なビジネスモデルと 
なりうる取り組みについて、その事業の実証を委託します。 

多様な分野での 

資料３ 



事業概要 
 地域資源を活用して、中小企業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募集します。 

 

ポイント 

 

 

 

委託類型 

(1)広域型（複数市町村にまたがる取組） １０百万円 １件程度 

(2)地域型 医学的検証を含む １０百万円 ２件程度 

その他 ５百万円 ５件程度 

※ただし、応募状況により予算の範囲内で区分及び件数を変更することがあります。 

委託対象 

事業実施主体である代表事業者のもと、事業者、医療福祉・商工関係等の団

体、大学、市町村等による複数の事業体で構成された団体（連携団体）。 

なお、代表事業者は島根県内に事業所を有する中小企業者等であり、代表事

業者以外の事業者は代表事業者と連携して事業を実施するものとします。 

対象経費 

 

委託期間 委託契約締結日～平成 30 年 2 月 28 日 

区分 科目 主な内容

人件費 人件費 本事業に直接従事した者の労務費

事業費 旅費 専門家旅費、従事する者等の旅費

会議費 会議に係る費用（会場借料、機材借料及びお茶代等）

謝金 専門家謝金

借料 事業を行うために必要な機械器具等のレンタル料等

外注費
受託者が直接実施することができないもの、または適当でないもの
について、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約）

印刷製本費
事業で使用するパンフレット・リーフレット等の印刷製本に関する
費用

賃金 アルバイトの雇上費等

通信運搬費 郵便料、発・返送費等

情報収集費 図書の購入費等

原材料費 原材料及び副資材の購入に要する経費

消耗品費 消耗品費

特許等経費 特許等知的財産権の取得に係る経費（維持費を除く。）

その他 上記以外で、知事が必要と認める経費

① 多様な分野の連携があること 
② 健康をキーワードに、地域資源を活用したビジネスモデルであり、地域等の課題解決に

つながるものであること 
③ 事業化が示されており、将来的に継続的な収入が得られるものであること 
④ ビジネスモデルの実証が行われること 
⑤ 適正な検証の確保が図られること 
⑥ 個人情報の保護が図られること 
 



平成 29年度 島根県ヘルスケア産業推進協議会分科会 事業計画（案） 

～ 普及、実証から事業化へ ～ 
 
平成 27 年度、平成 28 年度までの 2 年間で登録団体数は 96 団体となり、セミナー等を 8

回開催し（のべ参加者：516 人）、ヘルスケア分野への新規参入や分科会を通じて新たな連

携を構築する動きが出てきている。一方、モデル事業から一部でも料金を徴収して事業化

に至る事例はまだ少なく、ヘルスケアビジネスの新規参入、普及啓発への取組みから、具

体的な事業化へ向けた取り組みへ発展していく必要がある。 

 
１ 構成員 

 96 団体（平成 27 年度末時点 67 団体）  ※構成員は別添名簿を参照 

 

２ テーマ 

 ビジネスターゲットをテーマとしており、引き続き以下の３テーマとする。 

① 健康経営 一定規模以上の方の事業場におけるストレスチェッ

クの義務化や、平成 28 年度から協会けんぽや国におい

ても健康経営企業の認定制度が開始されるなど、従業

員の健康を重要な経営資源としてとらえて、生産性の

向上を図る企業の増加が見込まれる。こうした企業へ

のアプローチを検討。 
② 生活支援＆疾病・介護予防 

サービス 
介護保険制度の見直しにより、市町村を中心に地域

の実情に応じた地域包括ケアシステム構築に向け、多

様な主体によるサービス提供が求められており、民間

企業等を活用した介護予防や生活支援サービスの活用

促進が見込まれる。情報共有や地域の特性・ニーズと

保険外を含めた民間サービスのマッチングを促進。 
③ ヘルスツーリズム 
 

県内における機能性食品や自然等の特徴的な地域資

源に、美肌や神話といったストーリーを組み合わせ、

ターゲットを明確にした島根県ならではのブランディ

ングと顧客価値の高いツーリズムの創出と展開。 
 
３ モデル事業採択事業者を中心とした事業化に向けた取組 

○ 概要 

 平成 27 年度、平成 28 年度で合計 16 件のモデル事業を採択し、ビジネス実証を行

ってきた（平成 29 年度も 8件を予定）。進捗状況を確認する中で、課題となっている

のは、①ビジネスターゲットを絞りきれていない、②顧客が課金する仕組み（動機付

け）がないことであり、このため収益事業として開始できていないことが分かった。 

このため、モデル構築支援事業の採択事業者、実証市町村担当者をコアメンバーと

したコンソーシアムを新たに分科会として立ち上げ、マーケティング手法を導入した

ビジネスターゲットの見直し、すでに販売している事業者の事例の分析や顧客価値の

見直しを行い、事業化に向けての取り組みを進めていく。 

資料４ 



 

コンソーシアムイメージ 

 

○ コンソーシアムメンバー 

• 島根発ヘルスケアビジネス先進モデル構築支援事業 代表事業者（参加団体） 

• 市町村、商工団体等支援機関担当者 

• 専門家（日本総合研究所 志水氏など） 

• 商工労働部産業振興課（事務局） 

 

モデル事業採択事業者 

平成 27 年度 平成 28 年度 

株式会社伸興サンライズ 健 合同会社Ｓ-ＷＯＲＫＳ 島根オフィス 健 

モルツウェル株式会社 健 株式会社テクノプロジェクト 健 

NPO 法人生活習慣病予防研究センター 生 エクスウェア株式会社 生 

株式会社バイタルリード 生 奥出雲塾 生 

株式会社メディアスコープ 生 合同会社三和コミッション 生 

内藤株式会社 生 株式会社しちだ･教育研究所 生 

株式会社奥出雲振興 ツ 株式会社金城観光ホテル ツ 

NPO 法人里山コミッション ツ NPO 法人ふるさとつなぎ ツ 

    健 … 健康経営、 生 … 生活支援＆疾病・介護予防サービス、 ツ … ヘルスツーリズム 

○ スケジュール（予定） 

平成 29 年 6 月 第１回 シェア 

（現状把握、コンソーシアム体制の確認） 

平成 29 年 8 月 第２回 マーケティング 

（成功事例・課題の共有、マーケット分析、顧客価値の見直し） 

平成 29 年 9 月 全会員向け分科会 

平成 29 年 10 月 第３回 プランニング 

（販促計画、目標設定） 

平成 30 年  3 月   協議会 

 



平成29年2月時点

順不同

1 エクスウェア株式会社 49 株式会社山陰合同銀行

2 株式会社オーサン 50 株式会社島根銀行

3 株式会社奥出雲振興 51 しまね信用金庫

4 奥出雲塾 52 日本海信用金庫

5 有限会社奥出雲薔薇園 53 株式会社日本政策金融公庫

6 有限会社カスヤ 54 島根県信用保証協会

7 株式会社金城観光ホテル 55 株式会社商工組合中央金庫

8 カナツ技建工業株式会社 56 一般社団法人島根県医師会

9 株式会社コガワ計画 57 公益社団法人島根県看護協会

10 有限会社古志薬局 58 島根県国民健康保険団体連合会

11 有限会社齋藤アルケン工業 59 島根県中小企業団体中央会

12 株式会社佐藤工務所 60 全国健康保険協会　島根支部

13 特定非営利活動法人里山コミッション 61 社会福祉法人島根県社会福祉協議会

14 株式会社山陰中央新報社 62 社会福祉法人松江市社会福祉協議会

15 株式会社さんびる 63 公益財団法人島根県環境保健公社

16 合同会社三和コミッション 64 公益社団法人島根県観光連盟

17 株式会社システム工房エム 65 島根県農業協同組合　やすぎ地区本部

18 株式会社しちだ・教育研究所 66 島根県商工会連合会

19 株式会社伸興サンライズ 67 松江商工会議所

20 スタジオ和オリエント株式会社 68 出雲商工会議所

21 特定非営利活動法人生活習慣病予防研究センター 69 平田商工会議所

22 セコム山陰株式会社 70 安来商工会議所

23 株式会社ゼンキンメタル 71 大田商工会議所

24 株式会社ソコロシステムズ 72 浜田商工会議所

25 合資会社第弐商会 73 益田商工会議所

26 株式会社テクノプロジェクト 74 江津商工会議所

27 寺本行政書士事務所 75 隠岐の島町商工会

28 有限会社ともみ工房 76 隠岐國商工会

29 株式会社日本ハイソフト 77 公益財団法人しまね産業振興財団

30 株式会社バイタルリード 78 松江市

31 光プロジェクト株式会社 79 浜田市

32 特定非営利活動法人ふるさとつなぎ 80 出雲市

33 株式会社フロム・ママ 81 益田市

34 株式会社益田クッキングフーズ 82 大田市

35 株式会社マツケイ 83 安来市

36 マリンタラソ出雲 84 江津市

37 株式会社メディアスコープ 85 雲南市

38 メディソル株式会社 86 奥出雲町

39 モルツウェル株式会社 87 飯南町

40 薬師湯 88 美郷町

41 協同組合横田ショッピングセンター 89 吉賀町

42 株式会社CODE7 90 海士町

43 EWP株式会社 91 西ノ島町

44 合同会社S-WORKS　島根オフィス 92 隠岐の島町

45 特定非営利活動法人２１世紀出雲産業支援センター 93 経済産業省　中国経済産業局

46 国立大学法人島根大学 94 島根県立中央病院

47 公立大学法人島根県立大学 95 西部県民センター　商工労政事務所

48 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 96 島根県

機関名 機関名

島根県ヘルスケア産業推進協議会 分科会 構成員名簿


