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目標 県内のヘルスケア産業分野の市場規模 

H32 3,000億円（H25 1,650億円） 

現状分析 ①ヘルスケア産業はこれから伸びていく分野である 

②少子高齢化社会では健康が重要になってくる 

③県内の若者・働き世代に不健康要素が多い 

  理念：県民すべてが健康な県「ヘルス県」を目指す 

課題分析 課題分析から 
「運動・食事・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・モチベーション」を考える 
みんなを元気にする「心・技・体」の政策を提案 

政策 心：ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ 

技：技術、資源活用 

体：食事、運動 

１．要 約 
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ヘルスケア産業には様々な製品・ｻｰﾋﾞｽがある 
  

  医療、介護・福祉関連の製品、サービスや、健常者の健康の維持・増進を目的とし 

  製品、サービスの総称 

２．現状分析 ①ヘルスケア産業とは 

健康維持・増進・強化 
病気予防 

治療 

（代替医療） リラクゼーション 運動 食事 

癒しグッズ 

ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ・ﾋｰ
ﾘﾝｸﾞ機器 
ﾖｶﾞ・ﾋﾟﾗﾃｨｽ 他 

ﾌｨｯﾄﾈｽ機器 
健康管理機器 
運動関連DVD 
ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ 他 

特保 
栄養機能食品 
ﾀﾞｲｴｯﾄ食品 
有機ﾚｽﾄﾗﾝ 他 

伝承医学 
健康診断 
健康管理機器 
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 他 

漢方薬 
健康食品 
大衆薬 
鍼・灸 他 
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（ヘルスケア産業の分類） 



 H25 16兆円 

 H32 26兆円 
 7年間で1.6倍に成長する予測 

２．現状分析 ②国の動向 
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国もヘルスケア産業への取組みを始めている 

国内市場予測 

 
 
 
①健康寿命延伸産業推進事業 
 （次世代ヘルスケア産業協議会） H25.12～ 
 
②健康経営事業（企業向け） H26.6～ 
 
③地域ヘルスケア産業振興事業（自治体、企業向け） 
 地域版「次世代ヘルスケア産業協議会」 Ｈ26.9～ 

 
  

①地方創成事業 H26.9～ 

 
①機能性表示制度 H27.4～ 

消費者庁 

内閣府 

経済産業省 



２．現状分析 ③県の動向 

○福井県が進めているﾍﾙｽｹｱ産業 
            (福井経済新戦略（改訂）より抜粋) 
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県における施策は、限定的で今後、将来性あり 

①医療産業への参入促進 

既存の技術を活用した医療機器開発 

②眼鏡産業 

医療やｳｪｱﾗﾌﾞﾙ、ｱｸｾｻﾘｰなど新分野への進出を支援 



２．現状分析 ④SWOT分析 

ﾍﾙｽｹｱ 
産業関連 

メリット デメリット 

内部環境 
（福井県） 

強み 

①ものづくり（繊維・眼鏡） 
②観光（恐竜、永平寺、東尋坊） 
③自然豊か（県土の74％が森林) 

弱み 

①部品産業が多く、製品が少ない 

②大企業数が少ない（全国26位） 
③開業率低い（全国41位） 
④ｽﾎﾟｰﾂ関連産業額（北陸最下位） 

外部環境 
（全国） 

機会、好機 
①健康経営 
②健康ブーム 
③東京オリンピック 
④ＩＴ（ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ、通販、アプリ） 

脅威 

①少子高齢化、医療費増 

②日本の人口減 

③都市部への人口集中（3大都市） 
 →県外進学者（高卒の約66％） 
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福井県の産業についてSWOT分析を実施し、 
ヘルスケア産業につながるキーワードを抽出 



２．現状分析 ⑤健康とは 
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健康とは、 

 肉体的、精神的ならびに社会的に 

                       完全に快適な状態 

                            （WHO憲章） 

 健康長寿な福井県の状況は・・・ 
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２．現状分析 ⑥福井県の人口予測 

少子高齢化社会では健康が重要になってくる 
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福井県の将来推計人口 （万人） 

生産年齢人口 

老年人口 

年少人口 

20.3 

47.1 

11.2 

23.8 

6.8 

32.7 

80.6 

63.3 



２．現状分析 ⑦福井県民の特徴 

【健康関連指標】 ※1 

• 平均寿命 全国 男性3位 ,女性7位 

• 健康寿命 全国 男性3位 ,女性4位 

• 高齢者の元気生活率 全国2位 

• 高齢者の就業割合 13位 
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高齢者世代 

※1 第３次元気な福井の健康づくり応援計画H25.3 より抜粋 

健康長寿で元気な高齢者 

http://1.bp.blogspot.com/-rYAznGLOKG4/VmFkD04SlaI/AAAAAAAA1cM/IsnbsT-8alo/s800/stand1_front09_ojiisan.png
http://1.bp.blogspot.com/-8SR1nHjJn8w/VmFkFvfwThI/AAAAAAAA1cg/U5WCo3GlAJ0/s800/stand1_front10_obaasan.png


２．現状分析 ⑦福井県民の特徴 
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子ども世代 

【健康関連指標】 ※1 

• 子どもの体力 全国1位 

• スポ少等の加入者 小学5年 7割超 

• 朝食を食べる割合 全国平均以上 

• 近視の割合 全国40位 

• 虫歯 全国 小学生 40位 中学生 36位 

※1 平成22年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査、第３次元気な福井の健康づくり応援計画H25.3 より抜粋 

適切な生活習慣で優秀な体力だが、 
近視や虫歯の課題をもつ子ども 

http://3.bp.blogspot.com/-q8qIx4Ag08s/VmFkAj-83CI/AAAAAAAA1bs/Isc1tcl7lJU/s800/stand1_front04_youngwoman.png
http://4.bp.blogspot.com/-lP8MAr948Es/U5l6KmrngbI/AAAAAAAAhZ8/9hGcvsFvZtk/s800/youchien_girl.png


２．現状分析 ⑦福井県民の特徴 

【健康関連指標】 ※1 

• メタボ該当者 男性18.7%(H18)→24.5%(H23) 

            女性10.3%（H18）→12.0%(H23) 

• 運動習慣の割合・１日の歩数 全国平均以下 

• 精神障害による障害者手帳所持者数※2 

  H19 2,511人 →H23 3,994人  
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若者 
働き世代 

※１第３次元気な福井の健康づくり応援計画より抜粋 
※２ 第５次福井県障害者福祉計画 

運動習慣がなく、メタボが増加中 
精神疾患を抱える人も増加中の働き世代 

http://3.bp.blogspot.com/-lPAic72i1jQ/VmFkDsq7GDI/AAAAAAAA1cE/EtErSciXhC4/s800/stand1_front07_ojisan.png
http://1.bp.blogspot.com/-OY6ByKsNVSs/VmFkD35wsmI/AAAAAAAA1cI/5AmbzwsD1_M/s800/stand1_front08_obasan.png
http://3.bp.blogspot.com/-6PbsTK7_BRM/VmFkA9OHslI/AAAAAAAA1bw/d9wvGFac3pg/s800/stand1_front05_man.png


２．現状分析 ⑧まとめ 

  

 ①ヘルスケア産業はこれから伸びていく分野である 

 ②少子高齢化社会では『健康』が重要になってくる 

 ③県内の世代別では、健康長寿の高齢者、体力日本一の 

  子どもに対して、特に若者・働き世代に不健康要素が多い 
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県民すべてが健康な県「ヘルス県」を目指す 

ヘルスケア産業を活用して若者・働き世代を健康にし、 

現状分析 

理 念 



２．現状分析 ⑧まとめ 
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「ヘルス県」 
  が生み出す産業振興と雇用確保 

①ヘルスケア産業の振興、新たな雇用創出 

②健康寿命の延伸、元気な労働力の確保 

H32 県内の市場規模 3,000億円 
（H25 1,650億円に国の予測を上回る1.8倍を計上) 

目 標 



３．課題分析 ①課題の抽出 
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若者・働き世代に不健康要素が多い原因は何か？ 

情報収集 
①運動習慣の割合・１日の歩数 全国平均以下 

②世帯当たり 惣菜消費金額 全国1位 

③共働き率 全国2位 

④世帯当たり自動車保有台数 全国1位 

⑤特定健診受診率 全国23位 

⑥野菜摂取量 20～30代 1日の目安(350g)に対して約250g 

⑦精神障害による障害者手帳所持者数 

  H19 2,511人 →H23 3,994人 



３．課題分析 ②方針の決定 
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事実と仮説から戦略（政策）の方針を決定する 

＜事実＞ 
(1)適切な運動をしていない（情報の①） 
(2)バランスのよい食事をしていない（情報の②、⑥） 
(3)適切な健診を受診していない（情報の⑤） 
(4)精神疾患を持つ人が増えている（情報の⑦） 
 

＜仮説＞ 
(5)時間がないからでは（情報の③） 
(6)健康に気を付けていないからでは（情報の①、②、④、⑤、⑥） 

「運動・食事・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ・モチベーション」を考える 

課題 

方針 



３．課題分析 ③まとめ 

我々は、みんなを元気にする 

       「心・技・体」の政策を提案します 
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メンタルヘルス 
モチベーション 

食事、運動 

技術、資源活用 健康 産業 

心 

技 

体 
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４．政策提案 

心：ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ 

①ﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑの振興（観光×健康ﾌﾞｰﾑ） 

②ｽﾄﾚｽ軽減ﾋﾞｼﾞﾈｽの創出（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ）  

技：技術、資源活用 

①ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ製品の開発（ものづくり×健康ﾌﾞｰﾑ） 

②ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀを利用した健康づくり（ものづくり×IT） 

体：食事、運動 

①健康Uターンの促進（食事×県外進学者） 

②運動機会の提供（運動×健康ﾌﾞｰﾑ） 



４．政策提案（心-①） 
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ﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑの振興 
旅行を通じて、科学的根拠に基づく健康増進・維持・回復・ 
疾病予防を行う。 

自然堪能型 

医療型 

特徴 
①心と体を癒す旅 
②自然を満喫できる内容 
③特別感を味わえる演出 

心と体のお洗濯 
“Oasis FUKUI” 

サポート付健診 
“ママ健診ツアー” 

特徴 
①健診しやすい環境づくり 
②健診に温泉をセット 
③子どもの一時預かりあり 

【経済効果】50億円 



20 
【行政の支援】施設整備への補助（補助率１／２、上限２０万） 

１泊２日 ２万円 の県内旅行を提供（年間6コース）し、福井の
資源を活かした旅行で心身のリフレッシュを図る。 

ｱｽﾚｯﾁ体験 

（ヘルスコーチング） 
古民家旅館到着 

（ｴｽﾃ・健康料理） 

モデルプラン「夏の池田プラン」 
天然のプラネタリウム 

龍双ヶ滝で朝ヨガ 

特別ステージ 

４．政策提案（心-①） 

“Oasis FUKUI” 

http://4.bp.blogspot.com/-_ZJ27x1sNOo/UgSMElOMnEI/AAAAAAAAW7k/HIurBOUIaoY/s800/food_nabe.png
http://1.bp.blogspot.com/-I1xjISin4A4/VnE3auDeJMI/AAAAAAAA11g/kk4Fr_qcTnQ/s800/facial_massage.png
http://4.bp.blogspot.com/-yG05evQdh-w/U-8FbbQr2II/AAAAAAAAkrY/jDjcHmbeass/s800/hammock.png


21 
【行政の支援】医師・保育士の温泉への派遣 

若年層の健診習慣をつけるため、子育てで忙しいママたちに健
診と息抜きの温泉をセットにした健診プランを提供する。 
（被扶養者の特定健診受診率17.3%；全平均40.4%） 

子育て等で忙しくて 
受診する時間がない 

温泉施設を 
健診施設として利用 子どもは一時預かり 

（有料：1,000円） 

健診料+2,000円 

健診 

４．政策提案（心-①） 

“ママ健診ツアー” 

温泉 
食事 

http://1.bp.blogspot.com/-n6xO1OCDFaQ/VEETQe_FVyI/AAAAAAAAocM/_fW6tJ3umWw/s800/akachan_naku_hitogomi.png
http://3.bp.blogspot.com/-1PD64HUc8qI/UZYkxb47OfI/AAAAAAAATFE/7FImKOoqkEI/s800/job_hobosan.png
http://1.bp.blogspot.com/-f_MJF_C5pG8/VznTKzUls7I/AAAAAAAA6po/PjcCfe8HHVoVQRgBAwQTcl4REHGjvRdDgCLcB/s800/medical_ganka_adult.png
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疲労回復や仕事の能率アップに昼寝が効果的であり、ストレス
軽減にもつながることから、良質な昼寝空間を提供する。 

“仮眠施設「極楽浄土」” 

【行政の支援】 施設整備への補助（５万円×部屋数） 

昼休みに移動 

特徴 
①1回500円の低価格設定 
②空間を好みにカスタマイズ 
 （温度・湿度・寝具・音・光・匂い） 

③カード決済で、すぐに眠りに 

個室空間 Web予約 

４．政策提案（心-②） 

ストレス軽減ビジネスの創出 
【経済効果】2億円 

http://1.bp.blogspot.com/-ytFmslbH_nw/VufYbH7dO9I/AAAAAAAA43w/ds0JuKtPQVcai8to9nUb77g0pIp8iOT_w/s800/music_norinori_woman.png
http://1.bp.blogspot.com/-ytFmslbH_nw/VufYbH7dO9I/AAAAAAAA43w/ds0JuKtPQVcai8to9nUb77g0pIp8iOT_w/s800/music_norinori_woman.png


 健康状態を把握する衣類        

県内の繊維産業・眼鏡産業等の行うウェアラブル分野への進出・
技術開発を支援し、とりわけ健康に役立つ製品を産み出す。 
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４．政策提案（技-①） 

“「ﾍﾙｽ県」産ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ製品 

ウェアラブル製品の開発支援 
【経済効果】200億円 

【行政の支援】 共同研究 
          設備投資や開発費用への補助（補助率１／５、上限１０億） 
          大手アプリ会社とのマッチング 

特徴 
①着ている間は常時体温や脈拍を計測 

②データはリアルタイムでアプリに蓄積 
③高齢者の場合はデータを家族に自動 
 的に転送することも可能にする 



【行政の支援】 情報共有ネットワーク組織の構築 
          アプリ開発支援（補助率２／３、上限３００万円） 
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専門家 

アプリ 

運動 

食事 

協会けんぽ 

行政 

医療機関 

健康器具 

４．政策提案（技-②） 

“ヘルスアプリ” 

ビッグデータの活用 
【経済効果】170億円 

これまでの健診や医療情報に加え、日常の健康状態をデータで
一元化し、パーソナルデータとして個人が管理していくとともに、
専門家による運動指導・栄養指導等に役立てる。 

特徴 
①医療情報が把握できるｱﾌﾟﾘ 

②有料で専門家によるｱﾄﾞﾊﾞｲｽも 
③ｼﾞﾑや食事など、健康維持の 
 ための二次的な効果も 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Riohd4lJ5XUj8AQwWU3uV7/SIG=13j1f228a/EXP=1470096888/**http:/4.bp.blogspot.com/-darTGz0FyD8/UYmsqvyifcI/AAAAAAAARXo/sPmUKAEI7Nc/s800/gym_training.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Rivc.Pn55XyCQAI0OU3uV7/SIG=1329j86d2/EXP=1470099727/**http:/gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/14/091100013/101700002/illustration.jpg


広 告 用 スペース 
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マイナンバー ○○○○○○○○ 

氏名 福井太郎 性別 男 

生年月日 平成元年１月１日（27歳） 

FUKUI Personal Health DATE 

推定寿命 49歳 （福井県 平均寿命 80.47歳） 
累計医療費    3,560,000円（将来見込医療費 8,580,000円） 
健康県民ランキング 156,000位  （ ↓ DOWN） 

運動状況 個人向け 
健康ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 
（有料） 医療健診履歴 現在の健康状態 

http://3.bp.blogspot.com/-JpaNNf64iA0/U1T3rpuZQlI/AAAAAAAAfVY/UC76cwR9ARg/s800/figure_presentation.png
http://3.bp.blogspot.com/-Li3usK383MU/VkcaoNVQvXI/AAAAAAAA0d0/wFIDnj46JVU/s800/tatemono_hospital2.png
http://1.bp.blogspot.com/-q0EVkXK8cYE/VnE4FsrSDCI/AAAAAAAA18s/-Ww1G91m2BY/s800/pose_kyosyu_figure.png


企
業 

定期契約 

健康体でU
ターン！ 

宅
配 

福井県産品の提供 

月２回の宅配 
（時間指定可） 

ヘルス県福井から全国へ 
  健康を届けます！！ 

特徴 
 ①加工段階に応じた料金設定 
   （朝食型・夕食型等多種な設定） 
 ②安心安全な福井県産食品の配達 
   （食材リストにQRコード 流通確認） 
 ③家庭の味もレシピに 
       （母からの手紙付） 

県外大学生に対し、福井県産品を定期宅
配し、食の大切さと郷土愛を意識させ、健
康体で福井にUターンしてもらう 

【行政の支援】ラッピング費用補助（上限２０万）、学校への周知 26 

４．政策提案（体-①） 

“福井の食で健康Uターン” 

健康Uターンの促進 
【経済効果】3億円 

ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 
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健康増進・コミュニケーション促進・団結力強化を目的に、 
企業向けの運動会サービスを提供。 

【行政の支援】 両社への情報提供・マッチング 

企業向けの運動会を実施 特徴 
①福井の強化選手との 
 対決や助っ人も 
②他の企業との交流戦も 
③ダンスやゲームなど 
 コンテンツ満載 
④福井産食材の弁当 

福井国体軍団 

VS 

運動機会の提供 

４．政策提案（体-②） 

“運動会支援「アダルト体育祭」” 【経済効果】2億円 



28 

海山商事運動会 

VS 

福井国体軍団 


