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堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアムのロゴについて 

「人の輪・未来への光・成長する堺」 

 

漢字の“人”をモチーフに“人の輪・未来を表す光・成長の意味を持つ木”をシンボル化し、色合いは、

安心感を与える緑を使用し健康寿命の延伸を感じられるカラーリングにしました。 

『堺市に人が集まり活性化する』『様々な企業・人が手を結び課題・目標を共有する』そんな意味を込め

たデザインです。 
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1. はじめに 

 堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム（以下、コンソーシアムという）は、堺市の

「ＳＤＧｓ未来都市」としての認定や、泉北ニュータウン地域への近畿大学医学部および

病院の開設などを契機とし、当該地域の産業の創出によってまちの活性化を図るため、「健

康寿命の延伸」をテーマとする産学公民連携のコンソーシアム組織として平成 31年 3月に

設立された。 

 本ロードマップは、ＳＤＧｓ、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0、未来投資戦略など国の施策の方向性

や、2025 年日本国際博覧会（通称：大阪・関西万博）の開催、また、本地域における近畿

大学医学部等の開設、公的賃貸住宅の建替などの外的要因を見据えながら、コンソーシア

ムの会員である産学公民の多様な主体が健康寿命延伸に関する社会課題の解決に取り組み、

企業投資・集積やビジネスチャンスの拡大、雇用の拡大などの産業創出を目指すための道

筋を示すものである。 

 現在、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により我が国経済は大きな打撃を受けてお

り、外出自粛など住民の社会生活への影響や、観光・宿泊・飲食産業等をはじめとした各

種産業への影響等、様々な課題が顕在化している。また、コンソーシアムにおける重要な

プレーヤーでもある、健康寿命延伸産業の有望なシーズを持ったベンチャー・スタートア

ップ企業についても、ベンチャーキャピタルからの資金調達の困難化等、今後、事業継続

リスクが高まることも予想される。 

 一方、新型コロナウイルス感染症が一定の収束を見せれば、令和 3 年のワールドマスタ

ーズゲームズ 2021 関西や 2020 年東京オリンピック、令和 7 年の大阪・関西万博等の開催

にあわせ、関西への訪問客数の回復や消費増大も期待される。特に、経済効果の試算では、

大阪・関西万博の場合、想定来場者数は約 2,800 万人、経済波及効果(試算値)は約 2 兆円

と予測されている。 

このような状況の中であるからこそ、コンソーシアムで産学公民が一体となり、地域経

済の活性化について策を練り、ウィズコロナ・アフターコロナ時代における新たなニーズ

に対応したビジネスを創出し、社会課題を解決することを目指していく。 

 

  

『堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム』は 

『Sakai City Consortium For Business Creation Of Healthy Life Expectancy』 

の頭文字をとり、SCBH の略称を使用します。 



 2 

 

堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム設立趣旨 

堺市はこれまで子育て、歴史文化、産業・環境の堺・3 つの挑戦に加え、安全・安心の

まちづくり、都市内分権の推進に重点的に取組んできたことなどが評価され、持続的に

発展を続ける都市として、平成 30年 6月に国が進めるＳＤＧｓ未来都市に認定されまし

た。 

誰一人取り残さない、持続可能な都市をめざすため、これまでの取組に加え、産学公民

の多様な主体の協働による先導的な取組を積極的に進めていきます。 

とりわけ、まちびらきから 50年以上が経過し、人口の減少とともに高齢化の進展が顕著

である泉北ニュータウンを含む地域を活性化させ、高齢者がいつまでも人生を楽しみ、

若い世代がこれからの人生を過ごしたいと感じる、付加価値の高いまちの実現に取り組

むとともに、その効果が全市域に広がり、更にニュータウン再生の全国的なモデルにな

ることをめざします。 

そのためには、「健康寿命の延伸」をテーマに、まちを活性化させることが重要です。 

未来投資戦略など国の施策の方向性や、大阪・関西万博の開催、また、本地域における

近畿大学医学部等の開設、公的賃貸住宅の建替などを見据え、多様な主体が、健康寿命

延伸に関する産業や雇用の創出、企業投資を進めることを、地域への貢献やビジネスチ

ャンスとして捉え、活動していくことが必要です。 

ここに、産業界、アカデミア、行政、地域住民等が緊密に連携し、健康寿命の延伸に係

る課題や目標を共有して取組を進める共同体として、「堺市健康寿命延伸産業創出コンソ

ーシアム」を設立するものです。  
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2. ＳＣＢＨにおけるロードマップの基本的事項 

（1） ロードマップの位置づけ 

コンソーシアムでは、産学官民の様々な主体が堺市の住民が抱える健康寿命延伸に関す 

る顕在的あるいは潜在的な課題を明らかにし、それぞれが持つ資源を投入することで、課

題を解決するための新たな技術・製品・サービスを生み出し、社会実証・実装を行いなが

ら、堺市におけるまちづくり、産業創出に寄与する取組を展開する。 

本ロードマップは、コンソーシアムにおけるそれらの取組を推進するための目標像、中

長期的な視点を明確にし、様々な主体が認識を共有するためのものである。 

 本ロードマップ作成の背景にはまず、国が示す「Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0」や「ＳＤＧｓ」等

の目標・理念が存在する。 

また、本ロードマップと関連する堺市の施策として、「堺市マスタープラン」「堺市産業

振興アクションプラン」等があり、本ロードマップはこれらの方向性と目指すところを一

にしながら、住民の健康寿命延伸に関する課題の解決を目指し、ひいては域内における健

康寿命延伸産業の創出やベンチャー・スタートアップを含む企業の誘致を行い、産業集積

の方向性を示す。 

 加えて、新型コロナウィルス感染症の各方面への影響を考慮の上、ウィズコロナ・アフ

ターコロナ時代の新しい生活様式のあり方を踏まえ、戦略を構築する。 

 なお、コンソーシアムの活動分野である「健康寿命延伸産業」とは、医療保険適用分野

を除いた健康医療にかかわる産業を指す。このため、域内の医師会・薬剤師会などと連絡・

調整コミュニケーションを図り、役割を明確にして進めていく。 

 

 

（出典：内閣府作成 Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 資料） 
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（2） 計画期間、目標年次 

本ロードマップの計画期間は 2020年（令和 2年）から 2030年（令和 12年）とし、計

画の期間を前期（2020-2022年（令和 2年‐令和 4年）・播種期）・中期（2023-2026年（令

和 5年‐令和 8年）・成長期）・後期（2027-2030年（令和 9年‐令和 12 年）・収穫期）の

3区分に分け、様々な要因や堺市の取組とリンクさせながら各フェーズにおいてコンソー

シアムが取り組むべき施策を構想する。 

特に、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとする大阪・関西万博に合わせて、

コンソーシアムが発信する様々なプロジェクトが堺市内で社会実証・実装されることに加

え、大阪・関西万博を見据えたプロジェクトの創出・社会実装、ポスト万博のプロジェク

ト検討などもロードマップの要素の一つとする。 

新型コロナウィルス感染症の今後の状況推移が見えない中、地域や経済について不確

定な要素が多い現状ではあるが、短期的な取組計画の成果としてまずはコンソーシアム会

員のディスカッションから具体的なプロジェクトの創出・社会実証・検証までを実証プロ

ジェクトとして位置付け、一つ一つ取組を積み上げていく。 

 

（3） コンソーシアムの会員について 

コンソーシアムは、正会員、アカデミー会員及び参与会員（以下これらを「会員」とい

う。）により構成している。 

正会員 ・堺市 

・堺商工会議所 

・公益財団法人 堺市産業振興センター 

・コンソーシアムの目的に賛同する株式会社、社会医療法人・ 

 社会福祉法人、住民団体等 

アカデミー会員 ・コンソーシアムの目的に賛同する大学などの学校法人等 

（堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム 規約第 4条より作成）  
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3. 堺市の健康寿命延伸産業を取り巻く現状と課題・ポテンシャル 

（1）堺市の取組 

①．ＳＤＧｓに資する取組 

堺市は平成 30年にＳＤＧｓ未来都市の選定を国から受け、「堺市ＳＤＧｓ未来都市計画」

を策定した。誰ひとり取り残さないまちを実現するため、令和 12年（2030年）のあるべき

姿を「自由と自治の精神を礎に、誰もが健康で活躍する笑顔あふれるまち」と定め、その

中で特に注力するべき取組として「泉北ニュータウンの再生」を掲げている。 

コンソーシアムの取組は 【3．すべての人に健康と福祉を】 【8．働きがいも経済成

長も】 【9．産業と技術革新の基盤をつくろう】 【11．住み続けられるまちづくりを】 

に資する取組として位置付けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴール、 

ターゲット番号 
ＫＰＩ 

 

8.5  

 

指標：南区の従業者数の維持 

現在（2016 年6 月）： 

33,145 人 

2020 年： 

33,145 人 

 

3.4  

 

 

指標：南区の健康寿命の延伸 

現在（2016 年）： 

男性：80.21 年 

女性：84.36 年 

2020 年： 

男性：2016 年から0.5 年延伸 

女性：2016 年から 0.5 年延伸 

 

9.4  

 

指標：南区のスマートハウス化の進展による温室効果ガス削減 

現在（2017 年度）： 

68.3 t-CO2 

2020 年： 

205 t-CO2（3 年間の累計） 

（「堺市 SDGs未来都市計画」泉北ニュータウンの再生の取組 より抜粋） 
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②．泉北ニュータウン地域の再生に向けた取組 

泉北ニュータウンは西日本最大級のニュータウンであり、鉄道・道路・公園等の高水準

の都市基盤が整備され、住宅地の中に商業・業務施設などの用途が混在しない土地利用を

誘導することで良好な住環境を形成してきた。また、近隣住区論をはじめとした近代都市

計画の考え方に基づき、小学校区をニュータウンの構成コミュニティの基礎単位（住区）

として計画し、住区内では通過交通を排除の上、歩行者のための緑道が近隣センター、医

療センター、小・中学校や幼稚園・保育所、公園等を結ぶ形で整備されている。 

まちびらきから 50年以上が経過し、住宅・施設などの老朽化、人口減少や高齢化の進行

が区域の課題となっていることから、堺市は平成 22年に「泉北ニュータウン再生指針」を

策定し、「ニュータウン地域再生室」においてニュータウンの周辺エリアを含めた地域全体

の再生に向けた様々な取組を進めている。また、平成 23年 3月に定めた「堺市マスタープ

ラン」においても、「都市魅力創造の重点推進エリア」として泉北ニュータウンを定め、同

地域の再生に重点をおいている。 

 

＜ニュータウン地域再生室における取組の例示＞ 

 駅前エリアや公的賃貸住宅の再編・活用地の利用  

 泉北の魅力を発信するポータルサイト『PORTAL SENBOKU』 

 市民によるまちづくり活動『泉北をつむぐまちとわたしプロジェクト』  

 公的賃貸住宅・戸建て住宅の住戸リノベーション・空き家の利活用支援 

 旧高倉台西小学校活用事業  

 大蓮公園及び旧泉北すえむら資料館管理運営事業  等 

 

                     泉北ニュータウンの人口（全体のうち堺市分） 

人口 119,713 人 

世帯数 56,190 世帯 

戸数 

約 58,700 戸 

（集合住宅 約 42,000 戸、

戸建住宅 約 16,700 戸） 

                    （人口・世帯数は令和元年 12月現在の住基人口より。 

                            戸数は平成 29 年泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計

画より） 
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都心・都市拠点への

居住促進エリア 

地区特性に応じて住工の調和に努めるとともに、歴史遺産や伝

統文化等が感じられる景観・まちなみの創造などにより、居住環

境の質的魅力を高めます。また、防災や構造面などの観点からの

安全・安心が確保された居住環境の形成を図ります。 

歴史文化・観光エリ

ア 

都心の多彩な歴史・文化・産業の蓄積、世界文化遺産登録をめ

ざす仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥古墳群や大仙公園など

の本市の貴重な資源の整備を進めるとともに、個性あふれるイベ

ントの開催等により、来訪魅力を高める環境整備を推進します。 

泉 北 ニ ュ ー タ ウ

ン・大規模住宅団地

の再生促進エリア 

計画的に整備された都市基盤や通勤・通学がしやすい交通利便

性、近接する農空間や豊かな自然環境を有しており、子育て世代

や高齢者など多様な世代が安心して生活できる環境づくりに市民

協働で取り組むとともに、多様な年齢階層の居住ニーズに対応し

た住宅供給を誘導し、まちの活性化を促し魅力ある居住環境の形

成を図ります。 

産業集積による魅

力創出エリア 

世界をリードする競争力と成長力をもった産業基盤の構築に向

け、臨海部においては企業活動の活性化や企業立地の促進を図り

ます。また、中小企業を中心とした内陸部の産業集積地において

は、生活環境との調和を図りながら良好な操業環境を維持すると

ともに、市場への近接性、雇用の利便性などの都市部の利点を活

かした産業の立地を促進します。 

（堺市マスタープラン 第４章 まちづくりを進める基本的な考え方 より抜粋） 
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（2）泉北ニュータウン地域が抱える課題 

コンソーシアムが多様な主体からなるチームで社会課題、とりわけ泉北ニュータウン地

域が抱える健康寿命延伸に関する課題の解決に取り組むためには、取り組むべき課題の共

通認識を持つことが重要になってくる。そのことを前提に、泉北ニュータウン地域が直面

する主な課題について、以下の通り例示する。 

①. 人口減少によるまちの活力の低下 

 世帯分離による若年層の転出等により、泉北ニュータウン地域の人口は、平成 4年の

164,587 人をピークに減少し続け、令和 22年には 78,128人まで減少すると見込まれてお

り、まちの活力低下が危惧されている。   

②. 住民の高齢化 

 泉北ニュータウン開発当初に入居した世代は既に高齢期に入っており、多くの「団塊の世代」

の住民もいっせいに高齢期を迎える。泉北ニュータウン地域の高齢化率は令和元年 12 月末時点

で 33.6％(47,786人)となり、堺市の高齢化率 28.0%(令和元年 12 月末時点)と比較しても著しく

高齢化が進展している。これに伴い、様々な課題（高齢・独居世帯の増加に伴う介護・認知症問

題、買い物・外出・通院・運転など）に直面している。 

③. インフラの老朽化 

 泉北ニュータウンの都市整備から 50 年以上が経過し、道路・公園等の都市基盤や公共施設の

老朽化が進み、大規模な更新時期にさしかかっている。また、公的賃貸住宅に関しては泉北ニュ

ータウン内の住戸ストック約 58,700戸の約半数にあたる約 29,000戸を占めており、これらの多

くが建築から長期間が経過するものとなっている。 

＜泉北ニュータウンの住宅種類別現況＞ 

 

（泉北ニュータウン再生府市等連携協議会「泉北ニュータウン公的賃貸住宅再生計画（平成 29

年 3月改定）」より引用）  

公的賃貸

住宅, 

49.9

給与住宅, 

0.6

公的分譲

マンショ

ン, 11.2

民間分譲マ

ンション, 

9.8

戸建て住

宅, 28.5

全体約58,700戸
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④．健康・介護に関する課題の例 

分野 課題 

健康・ 

介護 

高齢者だけの世帯や高齢者の独居世帯が増えており、外部の手助けが必要となる場面

が増えている。（買い物、外出、通院、運転など） 

今後、認知症などによる日常生活に不安を抱える方が増えることが予想されるため、公

的制度以外での支援や相談相手などの支える人が必要。 

介護を必要とする方を支える介護職の不足が見込まれることから、介護職の現場負担

を軽減する取組が必要。 

健康行動は継続しにくいため、楽しみを目的とし、結果的に健康になるような敷居の低

いサービスが必要。 

健康長寿のために、健康に無関心な層の行動を変容させる取組が必要。 

健康寿命延伸、介護予防、地域活性化のためには、全ての世代の人が社会に参加した

いと思う魅力的な場所、プログラムが必要。 

＜泉北ニュータウン地域の課題の例＞ 

分野 課題 

交通・移動 
高低差が大きく、徒歩での拠点間移動は選びにくい。（坂道が多い） 

夜間はバス本数が少ない。 

コミュニティ 

近隣センターでの商業機能が低下し、高齢者が出歩きにくい環境となっている。 

高齢化や独居化が進行しており、一緒に話をしたり、楽しんだりするパーソナルコミュ

ニティが希薄化している。 

独居高齢者が増えており、声かけや見守りが必要。 

安全・安心 
緑が多く、視認性が悪いため、夜間の移動に危険を感じる。 

土砂災害の危険性が高い地区がある。 

インフラ 
公共施設、商業施設（近隣センター等）が老朽化している。 

道路や街路樹、上下水道等の維持管理コストが上がっている。 

環境 豊かな緑の保全が必要。 

農業 
農業の担い手の高齢化などによる不耕作農地の問題がある。 

府内の一大産地である南区の農業を守り、住民の関心を高める必要がある。 

子育て 
若年層の転出超過が課題となっている。 

子育て世帯が住みたくなる環境整備が必要。 
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(3) 産業創出のポテンシャル 

 前項で述べた泉北ニュータウン地域で見られる課題に対し、堺市の強み・ポテンシャル

についても同様に整理を行った。 

 

①. アカデミア 

 堺市にはヘルスケア・スポーツなど健康分野やまちづくり分野の学部を持つ大学が多く立地し

ており、企業などが健康寿命延伸産業に関連するビジネスを展開するのに魅力を感じるポテ

ンシャルを有している。また、近

畿大学医学部（南大阪唯一の医学系

大学で、日本トップクラスの治験数

を有する臨床の拠点）および近畿大

学病院（南大阪地域唯一の特定機能

病院として、高度医療を提供）の開

設も予定されることから、高齢化

の進展により医療・介護の連携ネ

ットワークが求められる中、大学

との連携を強化しネットワーク

の充実をはかることで、健康寿命

の延伸に資する研究等の進展や、

様々な波及効果が期待される。 

 

②. 充実した住環境 

 泉北ニュータウンは 50年以上の歴史を有する西日本最大級のニュータウンであり、住民がま

ちに愛着を持ち、様々な市民活動が盛んで、住民の健康意識が高い。また、一人当たりの緑地

面積が全国的にも大きく、高齢の方から若年・子育て世代まで暮らしやすい緑豊かな住環

境を有している地域である。泉北ニュータウンでは歩行者専用道「緑道」が、公園・緑地・

駅や近隣センターなどを結んでいるほか、周辺には自然と触れ合う施設として「ハーベス

トの丘（体験型農業公園）」、「堺自然ふれあいの森（里山体験施設）」、「フォレストガーデ

ン（市民菜園）」等も立地している。 
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③. 新たなエリア形成 

 まちびらきから 50年以上が経過する中、泉北ニュータウンはインフラの老朽化が進み、更新

の時期に差し掛かかっている、今後、公的賃貸住宅の建替や駅前施設・公園等の再整備、余剰地

の活用等が計画され、都市基盤整備が大胆に進む予定である。こうしたことから、新たな若年・

子育て世代の居住促進、多彩な地域魅力の創造、健康かつ幸せなくらしに資する機能の導入など

に取り組みやすいタイミングとなっている。 

＜泉北ニュータウン地域を含む堺市の強み・ポテンシャル＞ 

大学 

ヘルスケア、スポーツに強い大学が多い。また地域活動への貢献度も高い。 

南大阪唯一の公立総合大学である大阪府立大学があり、ＢＮＣＴセンターなどメディ

カル、ヘルスケアの産学連携による取組が進んでいる。 

また、令和 4年の大阪公立大学の開学に伴い、大学としての機能拡充や周辺エリア

の活性化が期待される。 

南大阪唯一の医学系大学である近畿大学医学部が令和 6年に開設される。 

インフラ 

泉北ニュータウン地域がある南区では、公的賃貸住宅の建替や駅前施設等の再整

備が進んでいる。 

泉北ニュータウン地域がある南区では、プールや公園の再整備が進行中である。 

産業 
ものづくりを中心に、独自の強みを持った企業が多い。 

臨海部にはエネルギー産業のコンビナートが形成されている。 

コミュニティ 
自治会活動が地域のコミュニティを支えている。 

住んでいる地域に対する愛着や誇りをもつ住民が多い。 

交通 
鉄道駅を中心に交通網が充実している。また、空白地では、乗り合いタクシーが運行

している。 

住環境 泉北ニュータウン地域がある南区は、特に緑道や公園などの住環境が豊かである。 

農業 泉北ニュータウン地域がある南区は農業の一大産地である。 

文化・観光 
だんじりや布団太鼓・こおどりなど、歴史と文化が息づいている。 

世界文化遺産や環濠都市など、市として集客・誘客できる資源がある。 

子育て環境 閑静で学校園も多く、子育てする環境が整っている。 

施策 

昨地域包括ケア推進条例を制定し、地域包括ケアシステムの構築を進めている。 

大学や民間企業との連携を積極的に進めている。 

健康長寿のまちづくりを進めている。 
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(4) 泉北ニュータウン地域において健康寿命延伸産業創出に取り組む優位性 

 上記のように課題とポテンシャルの例示を行なったうえで、コンソーシアムの各主体が

堺市あるいは泉北ニュータウン地域をフィールドとし、健康寿命延伸に関する課題の解決

に取り組む意義について以下の通り示す。 

①. 今後、全国的に展開できるビジネスモデル創出の可能性 

 若年層の転出・高齢化が進展する一方で、行政が様々な取組を積極的に進める中、泉北

ニュータウン地域において企業や大学等が連携しながら新たなビジネスを展開、社会実

証・実装し、全国のニュータウンへと横展開することによって、国内外で通用する汎用性

のあるビジネスモデルを構築することができる可能性が高い。 

堺市はこれまで築き上げてきた都市間連携などのあらゆるネットワークを通じ、コンソ

ーシアムの取組を効果的に国内外へ情報発信することが可能であり、泉北ニュータウン地

域において社会実証を行ったプロジェクトのノウハウを同様の課題を抱える全国の他の

ニュータウンに提供することで、ＳＤＧｓの達成や地方創生に幅広く貢献できると考えら

れる。 

【国内の情報発信先の一例】 

関西ＳＤＧｓプラットフォーム（17自治体）、地方創生ＳＧＤｓ官民連携プラット 

フォーム 

【国外の情報発信先の一例】 

堺市の姉妹・友好都市（バークレー市、連雲港市、ウェリントン市、ダナン市） 

②. コンソーシアムで産学公民が連携し、取組を進めることが可能 

平成 31年 3月にコンソーシアムが立ち上がり、様々な社会課題解決のリソースを持つ 

企業や大学等が参画している。行政・住民を含めた多様な主体が健康寿命延伸産業を創

出するための連携を進める下地ができており、今後はさらに取組を具体化・加速化して

いくことが可能である。 
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4. 社会課題解決と産業集積の形成に向けて 

(1) コンソーシアムに期待する効果や各団体の役割 

 コンソーシアムが市民の健康課題を解決し、堺市を大阪・関西万博にむけた健康寿命延

伸産業に関する新しい技術・製品・サービスの社会実証・実装ができる場としていくため、

また、スタートアップ企業が生まれ、健康寿命延伸産業が集積するまちにしていくために

必要な要素について検討するため、会員企業・アカデミア・支援機関等に対しアンケート

を実施した（アンケート結果の詳細は「資料編」を参照）。 

 

＜アンケート項目＞ 

【１】コンソーシアムの活動に期待する効果 

【２】コンソーシアムの活動を推進するために、他の会員（堺市・住民・大学・企業）に望む 

   役割、取組 

【３】コンソーシアムでのプロジェクト創出が成功するために重点化するべき取組、改善する 

べき事項 

【４】コンソーシアムの活動に対して貴団体が担える役割、資源 

   貴団体において、コンソーシアムの取組と連携できそうな取組 

【５】他の会員の意見を聞いた上で新たに感じたことやコンソーシアムに取り入れるべきこと 

【Ex】勉強会についての感想や今後勉強会で取り上げるべきテーマなど 

 

 アンケート結果によると、会員がコンソーシアムで活動する際に期待する効果としては、

自社（自団体）のシーズと、他社（他団体）のシーズを掛け合わせることにより社会課題

を解決する「オープンイノベーション」に対する期待が最も多く、各団体が単独ではアプ

ローチできない住民の健康に関するニーズの発掘や、社会課題に対するプロジェクト創出

に産学公民が連携して取り組むことにコンソーシアムの価値があると考えられる。 

様々な主体が連携し、健康寿命延伸産業に関連する市場やエコシステムを形成すること

は、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）へのコミットメントに通じるものであることに加え、

大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会」というコンセプトにも合致するものである。 
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(2) ＳＣＢＨの理念（ミッション・ビジョン・バリュー） 

 多様な背景を持つ組織間の連携においては、ＣＳＶ(Creating Shared Value＝共通価値

の創造)と、そのための社会とのコミュニケーションや合意形成が必要となるため、ＳＣＢ

Ｈにおいて会員が共有すべき理念を「ミッション（存在意義）・ビジョン（目指す姿）・バ

リュー（価値観・行動指針）」の観点で以下の通りまとめる。 

 

＜ＳＣＢＨの理念（ミッション・ビジョン・バリュー）まとめ＞ 

 

①．ミッション 

ＳＣＢＨの活動を通じて、ウィズコロナ・アフターコロナ時代において一人でも多くの

住民が健康寿命を伸ばし、いつまでも住み馴れた場所で生活を楽しみ、健康に生きること

ができる都市の実現に貢献し、ＳＤＧｓを推進します。さらに、全国に先駆けたニュータ

ウン地域の新たな再生モデルを創出し、本取組により培ったノウハウを全国へ発信します。 

 

＜再生モデルの実現に向けた取組の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

※ヘルステックシティ…最新のＩＣＴ技術を活用し革新的な健康寿命延伸にむけた 

サービスを実装したまち 

ミッション

Mission

ビジョン

Vision

バリュー

Value

スマートヘルステックシティ 

１００年間、たのしく生活できるまち 

PHR、PDS 

運動、食事 

いきがいづくり、外出支援 

予防（疾病、フレイル、認知症） 

子育て、教育 

•ウィズコロナ・アフターコロナ時代を先導し、
健康寿命の課題解決に資する新産業創出

•ヘルステックシティ実現に向けた取組による
ＳＤＧｓの推進

•超高齢化社会における新たなニュータウン再
生モデルの創出

存在意義

•健康寿命延伸産業に関する企業の集積

•ヘルステックの社会実装を通した住民の満足
度の高いまちの実現

目指す姿

•産学公民協働オープンイノベーションによる
新しい価値の提供

•全てのステークホルダーのWin-Win実現

価値観
行動指針
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■それぞれの会員が担う役割（例示） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②．ビジョン  

堺市、とりわけ泉北ニュータウン地域を舞台とし、健康寿命延伸産業に

関する企業・大学などが生み出す新たな技術・製品・サービスの社会実証・

社会実装を推進することで、健康寿命延伸産業がこの場所に集積し、まち

に新たな価値をもたらします。  

大阪・関西万博の機会も捉え、国や大阪府が推進するスマートシティの

取組とも連携することで、社会実証・社会実装を加速化させ、住民の生活

満足度の向上を目指します。  

 

■ビジョン実現に向けた手法の例示 

 

 

③．バリュー  

産学公民が協働するオープンイノベーションにより、社会に新しい価値を

提供します。特にウィズコロナ・アフターコロナ時代において社会で求め

られるものはこれまでの時代とは大きく変わってくる可能性があります。

そのような時代認識を持ち、積極的に取組を進めていきます。  

プロジェクト創出

•会員相互の意見・知見交換
の場の創出

•研究会、カレッジラボ

•ニーズ発掘とマーケティング

•チーム組成

•社会実証・実装の推進など

スタートアップ支援

•先導的ヘルスケアサービス
展開支援

•ピッチやビジコン開催、
補助制度の創設など

•アドバイザーによるハンズ
オン支援など

情報発信

•企業・大学向けシンポジウム

•住民向けイベントなど

堺市

産業振興施策

人口誘導・都市基盤整備

社会福祉・公衆衛生

オープンデータの提供

住民

ニーズの提供

リビングラボ機能

企業

課題解決プロジェクト創出・市場創出

大学

技術提供

共同研究・受託研究

エビデンス構築

それぞれの会員
が担う役割
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また、取組に際しては全てのステークホルダーが常に Win-Win の関係に

あることでコンソーシアムのビジョン実現を目指します。  

 

■それぞれの会員がコンソーシアムに求める内容の例示 

 

 

 

 

 

(3) ビジョン実現に向けたアプローチ方法 

オープンイノベーションの考え方 

 住民のニーズに応えて社会課題を解決するための仕組みを構築するには、コンソーシア

ムが参画会員にとって、自社だけでは完結できない課題の解決を可能にするチーム作りが

できる場とならなくてはならない。つまり、企業・団体・業界の枠組みを越えて、各主体

が有する専門性の高い技術・ビジネスモデル・人材などの資源を共有する必要がある。 

 コンソーシアムにおいても、デジタル技術・ネットワーク技術の活用を進め、これまで

にない新しい製品やサービス＝価値を創造していく。また、異業種間の情報共有を進める

ため、参画企業が公平・対等な立場で情報を得て、活用する仕組みを目指す。 

 加えて、コンソーシアムのビジョン実現に向けた手法の一つである「スタートアップ支

援」を通じてスタートアップ企業をコンソーシアムに呼び込むことも、組織としての多様

性を維持し、オープンイノベーションを促進するために重要な要素であるため、積極的に

取り組んでいく。 

 

堺市

産業創出（企業誘致、雇用創出）

ニュータウン地域の再生（まちの活性化）

情報交換・情報発信

住民

健康寿命延伸

生活の質の向上

企業

ビジネス展開に資するニーズの発見、発掘

新プロジェクトなどの実証フィールドの提供

情報交換・情報発信

SDGs取組による企業価値の向上

大学

知見・研究を活かすフィールド

人材育成

大学発スタートアップの創出（産学連携）

情報交換・情報発信

それぞれの会員がコンソーシアムに求める内容の例示

それぞれの目的が重なる部分について協働する 

ことで、コンソーシアム事業の取組効果を高める 
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＜オープンイノベーションの定義＞ 

「組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技

術やアイデアなどの資源の流出入を活用し、その結果、組織内で創出したイノベーシ

ョンを組織外に展開する市場機会を増やすことである」 

（Henry W. Chesbrough 著 『Open Innovation』（2003 年） 

 

＜スタートアップ支援の一例＞ 

イベント・ビジネスコンテ

ストの活用 

コンソーシアムが主催、共催することにより、スタートアップへの

資金提供・技術提携・共同開発のマッチアップを促進 

コワーキングスペースの

活用 

日常的に企業同士が個人レベルで顔を合わせる出会いの場で新た

な協業のきっかけづくりを推進 

アクセラレータプログラ

ムの提供 

スタートアップへの資金提供、技術を含むノウハウ支援を実施し、

協働による事業の創出を図るプログラムを用意 
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5．ロードマップの計画と推進 

（1） 堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアムロードマップ 

今後、コンソーシアムの活動を推進し、堺市で健康寿命延伸産業を創出していくために、

コンソーシアム会員の各主体が理念を共有し、それぞれがもつリソースを提供してオープ

ンイノベーションのもとで活動を推進するために、「前期」「中期」「後期」の各フェーズで

取り組むべきものについて以下の通り整理した。 

 

※OKJP・・・大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォームの略称。  



 19 

住民健康向上 

雇用増大 

産業創出 

（2） ロードマップの各フェーズにおける取組 

 ロードマップの各フェーズにおけるコンソーシアムの取組は、常に受益者（産学公民の

各会員）メリットを念頭に置きながら、国や大阪府・堺市の施策と連動して調整を行い、

プロジェクトごとのＰＤＣＡサイクルを回しながら軌道修正を行う。 

＜健康寿命延伸産業創出サイクルのイメージ＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヘルスケアサービスのプロジェクト創出に向けた取組 

 会員同士の研究会・意見交換などを通したニーズ発掘、プロジェクト組成、 

 社会実装・実証 

■スタートアップ支援 

 ピッチ・ビジネスコンテスト等の開催 

 事業化・収益化に向けたハンズオン支援 

■ＳＣＢＨの情報発信 

 産業界・アカデミアに向けた取組の情報発信 

■オープンイノベーションエコシステムの構築 

 会員によるデータ活用、リソース共有の仕組み 

 プロジェクトの横展開に向けたクラスター連携 

 マッチング、インキュベーション機能 

取組例 
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１．堺市健康寿命延伸産業創出コンソーシアム会員向けアンケート結果 

＜アンケート項目＞ 

【１】コンソーシアムの活動に期待する効果 

【２】コンソーシアムの活動を推進するために、他の会員（堺市・住民・大学・企業）に望む 

   役割、取組 

【３】コンソーシアムでのプロジェクト創出が成功するために重点化するべき取組、改善する 

べき事項 

【４】コンソーシアムの活動に対して貴団体が担える役割、資源 

   貴団体において、コンソーシアムの取組と連携できそうな取組 

【５】他の会員の意見を聞いた上で新たに感じたことやコンソーシアムに取り入れるべきこと 

【Ex】勉強会についての感想や今後勉強会で取り上げるべきテーマなど 
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＜アンケート結果＞ 

〇コンソーシアムの活動に期待する効果 

内容 数 意見の一例 

オープンイノベーション 18 

・専門家との協働 

・コーディネート機能 

・アカデミアや医療機関との連携の機会 

・自社サービスに対する他企業からのアドバイス 

・他の会員の持つシーズと自社技術のマッチング 

全国への展開 7 

・自社ソリューションの採用 

・広域連携 

・効率的な情報発信 

実証フィールド 6 ・住民との接点 

SDGsへの貢献 6 
・学生、教職員の地域への貢献の場 

・住民の健康への寄与 

ビジネスモデル構築 6 

・産業創出による企業誘致 

・健康増進につながるモデルケースの創出 

・まちづくりへの展開 

地域ニーズの把握 5 
・超高齢化社会の課題解決 

・住民の参画 

プロジェクト組成 5 ・プロジェクト創出による経済の活性化 

泉北ニュータウン地域の

活性化 
2 ・泉北ニュータウン地域の人口減少に対する解決策 

ニュータウン地域の再生 2 ・泉北ニュータウン地域の再生への貢献 

会員の指針の提示 2 ・会員の指針の提示 

大阪・関西万博での活躍 2 
・万博に向けた大阪の産業全体の盛り上がり 

・万博に向けたオール大阪での取り組み推進 

その他 
 

・教員、学生の育成 

・自社ストックの活用 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果） 

 

 アンケートを通して、コンソーシアムにおいて各会員が提供できるリソースと、それに

対する各会員が求めるリソースについては以下の通り把握された。住民のニーズや課題を

満たす製品・サービスを生み出すための自社（自団体）のリソースと社外のリソースを結

びつけ、イノベーションを起こすためのプラットフォームをいかに構築するかがコンソー

シアムにおけるテーマの一つであるといえる。 
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〇コンソーシアムの活動に対して各団体が担える役割、資源、連携できそうな取組 

団体別 内容 

アカデミア 

（学術・専門分野・

人材活用、大学の

シーズの提供など） 

健康 

栄養 

食品 

スポーツ 

医療・医療サービス 

心理学 

人材活用 

企業 

（事業内容・事業所

活用・ノウハウ提供

など） 

イベント開催・イベントの場の提供 

店舗・物販ノウハウ 

AI 

ICT 

ロボット 

健康 

タウンマネジメント 

ビッグデータ 

モビリティ 

建築 

食育 

スポーツ 

通信 

インフラ 

医療サービス 

支援機関 

（各種支援メニュ

ー・マッチング・情

報発信など） 

スタートアップ支援 

国等の支援策の紹介 

医療人材の提供 

マッチング 

情報発信 

事業化支援 

行政 

（事務局機能、他拠

点との連携など） 

行政連携 

事務局機能 

実証フィールドの提供 

他拠点との連携 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果） 
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〇堺市に期待する役割 

内容 数 意見の一例 

補助金・助成金 17 
・活動を推進していくための、「継続的」な予算や国の「継続 

的」な補助実施 

マッチング 11 ・産学公民マッチングの機会創出 

規制緩和 6 
・泉北ニュータウン地域内の都市計画上の制限見直し 

・地域イノベーション上の様々な規制（含法対応）への対応 

ニーズ発掘 5 
・泉ヶ丘地域の課題提示 

・住民意見の提示 

住民への働きかけ 4 ・主役である「住民」との協働関係の構築 

情報発信 4 ・市内外への認知度の向上 

指針の提示 3 ・泉北ニュータウン地域の将来像の提示 

その他 3 

・スマートシティ(安全・安心の街づくり) 

・得意分野が異なる各民間企業の投資・試験等が促される仕 

組みの構築 

人口誘導 2 ・人口誘導(若年層の呼び込み)によるにぎわい創出 

プロジェクト組成 2 ・オープンでフラットな運営 

実証フィールド 2 
・プロジェクトの管理主体としてのフィールド開放による、 

実証実験を含めた事業推進 

企業誘致 2 ・企業誘致などによる産業創出 

コーディネート機能 2 ・各部局の取組の全体最適としてのとりまとめ 

拠点整備 1 ・健康なまちづくりに関わる拠点整備、都市インフラ整備 

スタートアップ支援 1 ・スタートアップ支援やＳＤＧｓビジネスの推進 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果） 

 

〇住民に期待する役割 

内容 数 意見の一例 

ニーズ提供 15 

・個人情報取得の同意を得た上でのニーズ把握 

・住民が本当に困っていることのヒアリング 

・地域の団体、コミュニティ活動の現状と課題の把握 

プロジェクトへの参加 13 
・住民参加のプロジェクトの創出 

・実証実験などへの協力 

その他 9 ・イベントへの積極的な参画 

活動への理解 2 
・自らの地域の魅力創生を行うことで、自らの生活も豊かに 

なることの理解 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果） 
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〇大学に期待する役割 

内容 数 意見の一例 

専門的知見の提供 15 

・学識的な協力、データの作成 

・プロジェクトの科学的裏付け 

・分析、エビデンスの提供 

・研究成果の公開等、積極的な情報発信 

その他 5 ・いきがいや人の集まる場の提供 

産学連携 4 
・産学公民連携の学の部分を担う 

・特に近畿大学医学部との連携 

学生の協力 3 
・実証実験段階ではフィールドワークを通じた学生が参画し 

やすいプログラム等の検討 

生涯教育の機会提供 2 ・様々な分野で生涯教育を受けることができる機会の提供 

カレッジラボ 2 ・課題の設定（「カレッジラボ」の活用等） 

人材育成 2 ・知見等の提供と人材育成 

ニーズの提供 1 ・地域貢献により蓄積されている地域ニーズの提供 

シーズの提供 1 ・大学のもつシーズの積極的な提供 

学術支援 1 ・多様なニーズに応えるための産学官連携による学術的支援 

スタートアップ支援 1 ・スタートアップの支援 

共同研究 1 ・技術相談、共同研究 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果）  
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〇企業に期待する役割 

内容 数 意見の一例 

リソースの提供 13 

・各団体の技術や製品・サービスの提供 

・自社の持っていない技術やリソースに関しての協業 

・自身では気づかない資源の教示 

産学連携 5 

・大学シーズの実証実験をする際の協働 

・市内中小企業の健康や医療・介護分野への参入支援のため 

 の大学や病院、研究機関との連携 

プロジェクト参画 4 
・積極的な関与、各企業のリソースや専門性の提供 

・設定テーマ、課題に対する強みのアピール 

プロジェクトの収益

化 
3 

・実証実験の検証を踏まえたサービス化 

・将来的な収益を見越してリスクを負い、堺市や大学、市民 

 とともに協働すること 

プロジェクト創出 3 

・多様なニーズに応えるための産学公民連携によるサービス 

の創出 

・各社の知見の提供やニーズ、シーズのマッチングによる共 

創の実現と新たな事業の創出 

情報発信 3 
・SDGsの取組発信 

・会員相互の情報連携 

その他 3 
・泉北ニュータウン地域の活性化に向けた様々な提案 

・全国の人が「あっ！！」とおどろく様なまちづくり 

拠点整備 2 ・オフィスビル建設、空間整備 

キャリア教育 1 
・実学教育としての(キャリア教育)コーオプ教育(健康寿命 

延伸に関わる) 

開発 1 ・デバイス等の開発 

カレッジラボ 1 ・大学と企業→カレッジラボ 

資金投入 1 ・スポンサーとしての費用面での支援 

ノウハウ提供 1 ・各企業における成功事例の紹介 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果） 
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〇プロジェクト創出が成功するために重点化するべき取組・改善すべき事項 

内容 数 意見の一例 

事業計画の明確化 9 

・ＫＰＩの明確化（数値） 

・成果検証のための PDCAの仕組み作り 

・明確な目標設定 

・プロセス毎の達成イメージの明確化 

住民参加 9 

・住民の意見をもっと聞ける場の創出 

・住民のニーズと乖離しない活動展開 

・住民の積極的な参加 

・様々なフェーズにおいて必ず住民参加型のスタイルに徹す 

ること 

核となるプロジェク

ト 
8 

・パイロット事業の組成と展開 

・具体的な実行プロジェクトの創出 

マッチング 6 ・ニーズのマッチング（個別の意見交換） 

情報発信 4 ・府外への積極的な情報発信 

他拠点との連携 3 ・国、府等の支援機関との更なる連携強化 

会員企業の増加 2 ・企業会員の増加、業界の分散化 

ベンチャーの誘致 2 ・先進的企業等（ベンチャー企業）の増加 

会費予算の拡大 2 ・会費予算の拡大 

ターゲットの明確化 2 ・ターゲットの明確化 

事業化フォロー 1 ・企業のニーズや事業化するための課題の把握とフォロー 

公的資産の有効利用 1 ・公的資産や土地の有効利用 

まちづくり 1 ・高齢者の住みやすさや若い方の働きやすさ 

指針の提示 1 ・長期にわたる運営の考え方等の枠組作り 

行政主導 1 ・特に導入期における堺市のリーダーシップ 

事業化支援 1 ・各プロジェクトの組成から実施までのスピードアップ 

（会員の意見をもとにテキストマイニングからカテゴリ分けを行った結果） 
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２．オープンイノベーションの取組事例 

コンソーシアムでのオープンイノベーションを推進するための要素として、オープンイ

ノベーションでのプロジェクト創出、エコシステムを実現するプラットフォーム形成、ス

タートアップ誘致の施策・ニーズ発掘・社会実証の仕組みとしてのリビングラボの取組、

国プロジェクトや助成金・支援制度への理解など、様々な側面で参考となる事例を以下に

示す。 
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＜行政・自治体の支援策事例＞ 

〇健康寿命延伸産業創出推進事業（地域の実情に応じたビジネスモデル確立支援事業） 

 経済産業省を実施主体とし、ヘルスケアサービスの振興のために、地域版次世代ヘルスケア

産業協議会や地域の関係者等を通じ、我が国及び地域の健康課題を踏まえ、生活習慣病やフレ

イル・認知症予防、地域包括ケアシステムの構築に寄与する事業を補助。 

【具体的なテーマ】  

 ⅰ）地域の中小企業等における健康経営の取組を支えるサービス  

 ⅱ）定年退職後も継続的に社会参加を促すための意識啓蒙や就労教育を提供するサービス  

 ⅲ）地域におけるビジネス化等の社会実装を促す、認知症の早期発見や認知症との共生に 

   資するサービス  

 ⅳ）地域包括ケアシステムと連携し、認知症・フレイル予防を提供するサービス  

 ｖ）高齢者の居場所と役割や仕事を創出し、要介護状態になることの予防や、介護度の進行 

   抑制に資するサービス  

 ⅵ）地域包括ケアシステムと連携し、人生の最終段階における生活のサポート等に資する 

   サービス  

 ⅶ）その他、上記のテーマには該当しないものや、該当テーマを１つに限定することが 

   難しいものであっても、健康寿命の延伸や地域包括ケアシステムの構築に資するもの 

   であって、社会的な波及効果が期待されるサービス  

・実施主体は、原則として地域版次世代ヘルスケア産業協議会（以下、地域版協議会）との 

 連携ができている事業者であること。実施主体はコンソーシアム体制もしくは、単独事業者 

 とする。 また、補助事業終了後、事業により得られた成果を効果的かつ効率的に活用できる 

 機能等があり、自立的に事業を継続する計画を有する企業等であることを求める。  

・補助率 ： 補助対象経費の二分の一以内 ※企業規模・条件により異なる 

補助額の上限 ： 1 件あたり上限 1 千 5百万円程度（補助対象経費で 3千万円程度） 

※企業規模・条件により異なる 

・採択件数 ： 10件程度 

（参考：首相官邸 HP 

 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/ccrc/h30-05-21-siryou4-3.pdf）  



 30 

＜オープンイノベーションのプラットフォームの事例＞ 

〇一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J） 

 平成 28 年 3 月に三井不動産株式会社

がア中心となり、カデミア、産業界と設

立した一般社団法人。医療・個別化医療・

創薬・医療機器・ヘルスケア・IT をはじ

め、予防・未病・健康長寿など広義のラ

イフサイエンス研究・産業に関わる「産」

「官」「学」「ベンチャー」「個人」を対象

とし、ライフサイエンス領域での「オー

プンイノベーションの促進」と「エコシ

ステムの構築」を目的とする。 

・医薬関連企業が集積する日本橋を拠点に、ハードとしては 8 つの建物を三井不動産が 

 運営。 

・主な事業内容は会員間の「交流・連携」および起業家・ベンチャーの「育成・支援」。 

 支援プログラム提供、投資家とのマッチングの機会の提供も行い、コミュニティの構築 

 を図っている。 

・ベンチャー企業向けのオフィス、勉強会を開催するためのセミナールーム、カンファ 

 レンスルーム、コミュニケーションラウンジなどを主軸に、ライフサイエンス分野の「知」 

 が集まる場所として、情報集積、会員企業同士のネットワーク形成、プラットフォーム 

 化に特化した運営を行っている。 

・セミナー、イベント運営に特に力を入れており、平成 29 年度実績では年間約 380 件もの 

 セミナー、イベントを開催。（LINK-J 主催イベントと会員企業主催セミナーの支援） 

・米カリフォルニア大学サンディエゴの巨大クラスターである「バイオコム」、フランス 

 南部で展開するライフサイエンス団体「ユーロバイオメッド」、英国拠点の製薬企業、 

 バイオテック企業、医療機器メーカー、世界トップクラスの大学など 470 の会員数を 

 誇る欧州最大規模のライフサイエンス団体「ワンニュークリアス」などと提携している。 

・拠点が活動支援するアクセラレーションプログラム（BRAVE アクセラレーションプロ 

 グラム。Beyond Next Ventures 株式会社が運営）などを通じて、ピッチ大会で優秀な 

 企業へ送る「ライフサイエンス賞」を LINK-J より授与。選出された企業・団体には、 

 米国カルフォルニア州サンディエゴへツアーへの招待、BIOCOM 主催の「Biocom Global  

 Life Science Partnering Conference」への参加およびサンディエゴ市内の各社研究機関 

 やライフサイエンス企業との面会セッティングを行う。 

・国内では殿町キングスカイフロント、KRP、神戸医療産業都市などとも提携。 

・現在オフィススペースに 87 社がテナント利用（令和元年 9 月現在）会員数は個人・法人 

 併せて約 200 名を超える。 

・LINK-J メンバー（特別会員）は、ライフサイエンスにかかわる国内外の大学、新規参入
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を含む関係企業、業界団体、ベンチャー企業、研究者、起業を志す学生等が参加してネッ

トワークを構築。LINK-J が提供する各種イベント・プログラムに参加できる他、コミュ

ニケーションラウンジやカンファレンスルームの利用が可能。会員種別に応じて異なる特

典内容を用意している。また、法人会員に加え、個人会員の数が多く、アカデミア、産業

界からのサポーター、アドバイザーを豊富に有しており、助言などを得ている。 

＜会員企業の一例＞ 

 大阪大学、京都大学、東京大学、東北大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校、 

 （株）インディー・メディカル、（株）キノファーマ、Delta-Fly Pharma（株）、 

 （株）Med Vision、（株）Biomedical Solutions、（社）日本医工ものづくりコモンズ、 

 日本製薬工業協会、AMED、東京都医工連携 HUB 機構、（公財）東京都中小企業振興 

 公社 など 

（参考：LINK-J ホームページ、Beyond BioLAB TOKYO ホームページ） 
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＜スタートアップ支援の仕組み事例＞ 

〇ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド 

平成 30年 3月、未病産業・最先端医療産業など今後の成長が期待されるヘルスケア分野の産業

創出及び社会的課題の解決につながるベンチャー企業を支援するため、神奈川県が民間と連携

し、ソーシャルインパクトボンドの手法で「ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンド」を組

成。 

・投資先のベンチャー企業の成長を加速するため、県政策との連携により、ファンド運営者の投

資先発掘を支援するとともに、投資先ベンチャー企業の成長段階に合わせた効果的な支援が行

えるよう、県内外のベンチャーキャピタル、金融機関等とも連携し、マッチングイベントなど、

様々な取組みを進める。 

・協調投資により資金調達規模の拡大を図るなど、社会や環境へのインパクトを有するヘルスケ

ア分野のベンチャー企業に対して継続的な資金供給が行われる仕組みを構築。 

名 称 ヘルスケア・ニューフロンティア投資事業有限責任組合 

出 資 金 総 額 12.5億円 

出 資 者 

神奈川県、株式会社鹿児島銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社キャピタ

ルメディカ・ベンチャーズ、株式会社ココカラファイン、一般財団法人社

会的投資推進財団、スルガ銀行株式会社、独立行政法人中小企業基盤整備

機構、戸田建設株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社横浜銀行 

組 成（設立）日  平成 30年 3 月 30日 

存 続 期 間 平成 30年 3 月 30日～令和 9 年 12月 31 日（協議の上、2年の延長が可能） 

投 資 対 象 
ヘルスケア分野において、社会的課題を解決し、同分野を牽引する、シー

ド・アーリーステージ（創業初期）のベンチャー企業 

無 限 責 任 組 

合（運営事業者） 
【名 称】株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ 
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（参考：神奈川県 HP「ヘルスケア・ニューフロンティア・ファンドについて」

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/cnt/f536578/index.html） 
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＜産学公民連携プロジェクト創出の事例＞ 

〇大阪大学医学部附属病院における情報銀行の取り組み 

大阪大学医学部附属病院と三井住友銀行・日本総合研究所が連携し 2018年にスタートした、

医療パーソナルデータの高度利活用を目指す取り組み。総務省「情報信託機能活用促進事

業」においてヘルスケアを対象分野に三井住友銀行が受託（「情報信託機能を用いた個人起

点での医療データ利活用実証事業」）。 

・「情報銀行」は、個人との契約に基づき、個人のためにパーソナルデータを管理し、個人

の意思に基づきデータ利活用を行う事業。情報信託機能（銀行）×医療サービス・医療

データ（医療機関）×IT・ビッグデータ（インターネット関連サービス）をリソースに、

「医療サービスの質・効率性の向上と医療費削減」の課題解決に取り組む。 

・様々な医療機関などから提供される医療データをデジタル化して取り込み、安心・安全

に管理できる PDS 機能を提供する。 

・PDS（Personal Data Store：個人が自らの意思でパーソナルデータを蓄積・管理するた

めの仕組みであって、第三者への提供にかかる制御機能を有するもの）に統合され・蓄

積された個人の医療データを、データ利活用事業者に提供することで、個人に便益を提

供するモデルの検討を行う。 

・現在、大阪大学医学部附属病院にかかっている妊婦を対象に実証実験を行い、妊婦健診

データをスマートフォンのポータルサイトで閲覧できるシステムを提供している。 

 

（参考：「SMBCグループにおけるデータ利活用と情報銀行への取組み」      

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/seido-sg/siryou/20180925/smbc.pdf） 

  

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/seido-sg/siryou/20180925/smbc.pdf
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〇医師会との協業による認知症の早期発見と重症化予防プロジェクトの全国実装事業  

「早期認知症予防センター」コンソーシアム（代表団体：アグリマス株式会社）における

認知症の超早期段階における発見 の手法の確立およびその手法の標準化の取り組み。 

・全国 13 事業所の協力のもと、全国で健康脳プロジェクトの参加者を募集し、認知症の

超早期段階における発見と重症化予防の手法(大森メソッド)の確立ならびに、健幸 TV

を活用したコミュニティの有効性の検証を目的とし、事業を実施。 

・プロジェクトには徳島大学医学部栄養学科が参画し、食習慣と口腔環境、TOP-Qと各種測

定項目との相関を分析し、エビデンスを担保する連携体制をとっている。 

・経済産業省補助金「健康寿命延伸産業創出推進事業」を活用。 

・「認知症の超早期段階における発見と重症化予防」の課題に対し、介護サービス（介護事

業者）×検査・治療法・エビデンス確立（大学・医療機関）のリソースで解決に取り組

む。 

 

           （参考：平成 30 年度健康寿命延伸産業創出推進事業） 
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＜ニーズ発掘、社会実証の仕組みとしてのリビングラボの取組＞ 

〇鎌倉リビングラボ 

今泉台町内会（NPO法人タウンサポート鎌倉今泉台）、東京大学高齢社会総合研究機構、三

井住友フィナンシャルグループを代表とする民間企業、鎌倉市の産官学民が連携して実施

している取組。鎌倉市の中でも特に高齢化の進む住宅団地である今泉台でのリビングラボ

を通して、高齢者の使いやすい商品やサービスの開発、ひいては長寿時代にふさわしい新

たな働き方、生き方、社会の在り方の提案につなげる。 

・町内会を中心として、商品の試作品やテストやマーケティング、ユーザーニーズを把握

するためのグループインタビュー、アンケートなどを実施。 

・東京大学が JST（国立研究開発法人科学技術振興機構）を通じて獲得した資金を活用して

実施する。また、リビングラボの利用にあたり、企業は利用料を支払い、ユーザーテス

ト等に協力する住民には２時間のワークショップに対し数千円程度の報酬を用意してい

る。 

・鎌倉市としては、地域の様々な方がリビングラボに参加し、得られる対価が、「鎌倉リビ

ングラボ」の舞台となる今泉台における地域活動の資金循環に寄与する活動となること

により、地域コミュニティの活性化等につながることを期待。 

・平成 28年 11月には、テストケースとして、ヨーロッパの薬剤メーカーからの依頼を受

けた薬剤パッケージの商品テストを実施しました。対象となる商品等の調整は東京大学

が、また、今泉台での運営サポートは主として NPO法人タウンサポート鎌倉今泉台が担

い、鎌倉市もこれに協力。また、株式会社イトーキが住民の声を反映させながらテレワ

ーク用の家具の開発を行い、ホームユーズテストなどを経て商品化。 

住民参加の一例 

○座談会（グループインタビュー）やアンケート 

テーマに応じた生活のアイデアやお悩み、開発中のサービス・ものに関する意見 

などを自由に話したり、アンケートに回答したりする。 

○テスト 

試作品や新商品を自宅や集団のなかで使ってもらい、その様子を観察したり、感想を話

したりする。 

○リビングラボ活動の運営サポート 

住民の方に楽しみながら参加して頂けるよう、座談会やテスト実施の手伝いなどを行 

う。 
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（参考：鎌倉市「まちの未来を創る鎌倉リビングラボ活動」

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kisya/data/2016/documents/living-lab-ref.pdf） 

 


