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　種別 予定会員数 単価 期初予算 入金額(11/18) 期初予算 内部分 補助金・助成金分 消化金額 内部分 補助金・助成金分 未使用金額 内部分 補助金・助成金分

80 3,015.0万円 2,930.0万円  会議費（総会等） 500.0万円 500.0万円 232.4万円 111.8万円 120.6万円 388.2万円 388.2万円

 会員A 29 80万円 2320.0万円 2240.0万円  事務局委託費・会計監査・司法書士委託費 990.0万円 990.0万円 538.5万円 538.5万円 451.5万円 451.5万円

 会員B 10 40万円 400.0万円 400.0万円  その他事務費 200.0万円 200.0万円 7.0万円 7.0万円 193.0万円 193.0万円

 会員C 6 20万円 120.0万円 120.0万円  広報普及啓発活動費 600.0万円

 会員D 34 5万円 170.0万円 165.0万円  全体費(SWC協議会関連記事掲載等広報PR活動費) 600.0万円 0.0万円 587.5万円

 準会員 1 5万円 5.0万円 5.0万円

 補助金 1383.8万円 423.3万円  合同会・分科会運営費 900.0万円 80.4万円 819.6万円

958.8万円 0.0万円 100.0万円 24.7万円 75.3万円

 フレイル啓発PJ 100.0万円 0.0万円 100.0万円

 グローバルヘルス推進分科会 100.0万円 0.0万円 100.0万円

 健幸アンバサダー・人材育成分科会 100.0万円 49.9万円 50.1万円

 AI・情報銀行データ利活用分科会 100.0万円 0.0万円 100.0万円

100.0万円 0.0万円 100.0万円

 まちづくり分科会 100.0万円 0.0万円 100.0万円

 地域健幸ビジネス分科会 100.0万円 0.0万円 100.0万円

 動脈硬化予防啓発分科会 100.0万円 5.8万円 94.2万円

1,315.0万円 346.9万円 968.1万円

 グローバルヘルス推進分科会 70.0万円 0.0万円 70.0万円

 健幸アンバサダープロジェクト(業務委託料) 615.0万円 230.9万円 384.1万円

 健幸アンバサダープロジェクト(外部専門家旅費交通費&手数料) 100.0万円 80.1万円 19.9万円

 地域健幸ビジネス分科会 110.0万円 0.0万円 110.0万円

 フレイル啓発PJ 300.0万円 0.0万円 300.0万円

 動脈硬化予防啓発分科会 120.0万円 35.9万円 84.1万円

 運営補助費（補助金・助成金対象分） 1,382.1万円 778.9万円 1,206.4万円

 健幸アンバサダーPJ(厚労省：補助金) 958.8万円 355.6万円 603.2万円

会場費（健幸アンバサダー・ファシリテータ養成講座） 30.0万円 0.0万円 30.0万円

講演料及びアドバイザー料 74.8万円 6.9万円 67.9万円

旅費 70.0万円 0.3万円 69.7万円

委託料（コンソーシアム設立支援、コンテンツ作成、健幸アンバサ

ダー・ファシリテータの養成・監修、事業評価
784.0万円 348.4万円 435.6万円

 動脈硬化予防啓発分科会(日本動脈硬化予防研究基金：助成金） 423.3万円 423.3万円 0.0万円

　５期収入合計 4,398.8万円 3,353.3万円 　当期支出合計　 5,887.1万円 4,505.0万円 1,382.1万円 1,984.1万円 1,084.5万円 778.9万円 4,026.9万円 3,408.0万円 603.2万円

収入 支出

期初予算 消化金額 未使用金額

 スポーツ・レガシー分科会

（含む健幸スポーツの駅＆健幸コンシェルジュPJ）

 追加予算補助費（追加予算申請分）

425.0万円

費目

 会費収入

厚生労働省（補助金）

令和３年度地域の健康増進支援活動支援事業

 ヘルス＆ICTリテラシー向上PJ

（含む ICTヘルスケアサービス推奨基準策定PJ）

日本動脈硬化予防研究基金（助成金）

動脈硬化予防啓発事業
423.3万円

※休会会員は含まれていません。

（単位：万円）

2021年11月1日 現在

Ⅰ．事務局報告事項

１ - ① 一般社団法人SWC協議会 第5期 上半期収支状況(予算執行状況概算を含む)
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Ⅰ. 事務局報告事項

１ - ① 一般社団法人SWC協議会 第5期 上半期収支状況(分科会ごと予算執行状況)
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（単位：万円） 2021年11月1日 現在

期初予算 内部分 補助金・助成金分 消化金額 内部分 補助金・助成金分 未使用金額 内部分 補助金・助成金分 消化率 内部分 補助金・助成金分

 グローバルヘルス推進分科会 170.0万円 0.0万円 170.0万円 0.0%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 追加予算補助費 70.0万円 0.0万円 70.0万円 0.0%

 健幸アンバサダー・人材育成分科会 1,773.8万円 405.5万円 1,368.3万円 22.9%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 49.9万円 50.1万円 49.9%

 追加予算補助費(業務委託料) 615.0万円 0.0万円 615.0万円 0.0%

 追加予算補助費(外部専門家旅費交通費&手数料) 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 運営補助費(厚労省：補助金) 958.8万円 355.6万円 603.2万円 37.1%

 AI・情報銀行データ利活用分科会 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 地域健幸ビジネス分科会 210.0万円 0.0万円 210.0万円 0.0%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 追加予算補助費 110.0万円 0.0万円 110.0万円 0.0%

 動脈硬化予防啓発分科会 643.3万円 465.0万円 178.3万円 72.3%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 5.8万円 94.2万円 5.8%

 追加予算補助費 120.0万円 35.9万円 84.1万円 29.9%

 運営補助費(日本動脈硬化予防研究基金：助成金） 423.3万円 423.3万円 0.0万円 100.0%

100.0万円 24.7万円 75.3万円 24.7%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 24.7万円 75.3万円 24.7%

 フレイル啓発PJ 400.0万円 0.0万円 400.0万円 0.0%

 合同会・分科会運営費 100.0万円 0.0万円 100.0万円 0.0%

 追加予算補助費 300.0万円 0.0万円 300.0万円 0.0%

未使用金額 使用率

費目

 スポーツ・レガシー分科会

（含む健幸スポーツの駅＆健幸コンシェルジュPJ）

 まちづくり分科会

 ヘルス＆ICTリテラシー向上PJ

（含む ICTヘルスケアサービス推奨基準策定PJ）

期初予算 消化金額



Ⅰ. 事務局報告事項

１ - ① 一般社団法人SWC協議会 第5期 上半期収支状況(厚生労働省補助金の使用進捗)
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（単位：万円） 2021年11月1日 現在

期初予算 補助金・助成金分 消化金額 補助金・助成金分 未使用金額 補助金・助成金分 消化率 補助金・助成金分

 運営補助費（補助金・助成金対象分） 958.8万円 355.6万円 603.2万円 37.1%

 健幸アンバサダーPJ(厚労省：補助金) 958.8万円 355.6万円 603.2万円 37.1%

会場費（健幸アンバサダー・ファシリテータ養成講座） 30.0万円 0.0万円 30.0万円 0.0%

講演料及びアドバイザー料 74.8万円 6.9万円 67.9万円 9.3%

旅費 70.0万円 0.3万円 69.7万円 0.4%

委託料（コンソーシアム設立支援、コンテンツ作成、健幸ア

ンバサダー・ファシリテータの養成・監修、事業評価
784.0万円 348.4万円 435.6万円 44.4%

　当期支出合計　 958.8万円 958.8万円 355.6万円 355.6万円 603.2万円 603.2万円 37.1% 37.1%

支出

期初予算 消化金額 未使用金額 使用率

費目



　種別 請求金額 入金額 期初予算 内部分 補助金分 合計 内部分 補助金分 消化率 内部分 補助金分

 WAPJ事業収入 637.1万円 637.1万円  WAPJ売上フィー 0.0万円 339.7万円

　受講認定料 307.1万円 307.1万円 第１四半期請求分（4月~6月） 280.6万円

　広告協賛費・WA通信 330.0万円 330.0万円 第２四半期請求分（7月~9月） 59.1万円

第３四半期請求分（10月~12月）

第４四半期請求分（1月~3月）

 補助金（厚生労働省） 958.8万円 958.8万円  合同会・分科会運営費 100.0万円 49.9万円 49.9%

 健幸アンバサダー・人材育成分科会 100.0万円 49.9万円 49.9%

715.0万円 311.0万円 43.5%

615.0万円 230.9万円 37.5%

100.0万円 80.1万円 80.1%

 運営補助費（補助金・助成金対象分） 958.8万円 355.6万円 37.1%

 健幸アンバサダーPJ(厚労省：補助金) 958.8万円 355.6万円 37.1%

会場費

(健幸アンバサダー・ファシリテータ養成講座)
30.0万円 0.0万円 0.0%

講演料及びアドバイザー料 74.8万円 6.9万円 9.3%

旅費 70.0万円 0.3万円 0.4%

委託料

(コンソーシアム設立支援、コンテンツ作成、健

幸アンバサダー・ファシリテータの養成・監修、事

業評価)

784.0万円 348.4万円 44.4%

　４期収入合計 1,595.9万円 　当期支出合計　 1,773.8万円 815.0万円 958.8万円 1,056.2万円 700.5万円 355.6万円 59.5% 86.0% 37.1%

支払済金額 使用率

令和３年度地域の健康増進

支援活動支援事業
958.8万円 0.0万円

収入 支出

予算

 追加予算補助費（追加予算申請分）

 健幸アンバサダープロジェクト

 (業務委託料)

 健幸アンバサダープロジェクト

 (外部専門家旅費交通費&手数料)

費目

（単位：万円）
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2021年11月1日 現在

Ⅰ．事務局報告事項

１ - ② 健幸アンバサダーPJ 第5期 上半期収支状況(予算執行状況概算を含む)

全体の支出に記載分
WAPJに関する支出（補助金対象含む）の為、転載してあります。



一般社団法人ｽﾏｰﾄｳｴﾙﾈｽｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 （単位：円）

金額 金額

【流動資産】 82,861,259 【流動負債】 70,000

　現金及び預金 80,959,619 未払法人税等 70,000

　売掛金 1,094,000 負債の部合計 70,000

　貯蔵品 807,640

【固定資産】 7,644,665 金額

　　有形固定資産 249,800 【株主資本】 90,435,924

　工具器具備品 249,800 正味財産 40,946,468

　　無形固定資産 5,395,065 　利益剰余金 49,489,456

　ソフトウェア 5,395,065 　　その他利益剰余金 49,489,456

　　投資その他の資産 1,999,800 繰越利益剰余金 49,489,456

　長期前払費用 1,999,800 （うち当期純利益） 18,702,001

純資産の部合計 90,435,924

資産の部合計 83,111,059 負債・純資産の部合計 90,505,924

純資産の部

科目

貸借対照表

令和03年10月31日 現在

資産の部 負債の部

科目 科目
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Ⅰ. 事務局報告事項

１ - ③ ．(参考資料)一般社団法人 SWC協議会 第5期中間決算

NHK小学生向け医学番組
の動画クリップの5年間使
用料（2021年10月～2026
年9月）

動画コンテンツ

作成済パンフレット類

ノートPC
(動脈硬化予防啓発分科会)
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Ⅰ. 事務局報告事項

３．今後のスケジュール（案）のお知らせ

①今年度のスケジュール

１２月３日 ・中間報告会

１月 ＜各分科会＆PJの実施報告と来期活動の方向性＞

①メールによる来期分科会の活動方向性の確認と必要な追加予算の確認。

②次年度会員総会の会場＆開催方法について

２月中旬 ＜ 理事会・幹部会の開催＞（状況により開催方法を検討）
～３月上旬 ①2022年度業務委託先決定決議と業務委託契約書と委託金額の承認

②事務局長・事務局の選任
③来期事業計画案・暫定予算案の確定等々



Ⅰ. 事務局報告事項

３．今後のスケジュール（案）のお知らせ

（注）極力下記のスケジュールで決定するように設定しますが、理事長・副理事長の

スケジュールによっては、前後する場合もあります。

② 次年度スケジュール

・理事会・幹部会 ４月１２日から２８日の間で決定。

・理事会・定時社員総会 （決算承認等） ６月上旬から中旬の間で決定。

・会員総会 ７月上旬から中旬の間で決定。

・理事会・幹部会 １０月中旬から下旬の間で決定。

・中間報告会 １１月中旬から１２月上旬の間で決定。

・理事会・臨時社員総会・幹部会 ２月中旬から３月上旬の間で決定。
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（参考資料）新規入会会員のご紹介(2020年11月～2021年11月)
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2021年 １月 愛媛県 西条市 自治体(Ｄ)

埼玉県 本荘市 自治体(Ｄ) 

栃木県 足利市 自治体(Ｄ)

４月 中村 正和 有識者

今井 靖 有識者

松本 康男 有識者

９月 岡山 明 有識者

11月 一般社団法人日本循環器病予防学会 学術

※21年11月1日時点

合計：8会員



参考資料1.一般社団法人SWC協議会 会員状況（全体）
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※2021年11月1日時点

スマートウエルネスコミュニティ協議会 会員：１３6団体

＜企業：会員A+B+グループ会社＞ （５５社）
①健康・医療・スポーツ
旭化成ファーマ(＊)
アシックス
アストラゼネカ
オムロンヘルスケア
カーブスホールディングス
スポーツクラブＮＡＳ(＊)
ＳＯＭＰＯヘルスサポート(＊)
タニタ(＊)
タニタヘルスリンク
つくばウエルネスリサーチ
東京アスレティッククラブ
白寿生科学研究所
R-body project

②金融
アニコムホールディングス
損害保険ジャパン (＊)
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険(＊)
ＳＯＭＰＯホールディングス
第一生命保険
第一フロンティア生命保険(＊)

③化学・食品
旭化成
大塚製薬
サントリーホールディングス
資生堂
森永乳業

④商社・流通
イオン
イオン北海道(＊)
スギホールディングス
三井物産

＜有識者＞ （３１名）
浅見泰司 東京大学 教授
和泉徹彦 嘉悦大学 教授
伊東春樹 榊原記念病院 顧問
伊藤弘人 労働者健康安全機構 本部研究ディレクター
井上茂 東京医科大学 教授
今井靖 自治医科大学 臨床薬理学部門 教授
大内尉義 虎の門病院 顧問
大野裕 認知行動療法研修開発センター 理事長
岡田幸彦 筑波大学 准教授
岡山明 生活習慣病予防研究センター 代表
金子郁容 慶應義塾大学 名誉教授
川原貴 前 国立スポーツ科学センター長
岸井隆幸 日本大学 特任教授
久野譜也 筑波大学 教授
倉田哲郎 大阪府箕面市 市長
河野一郎 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会

組織委員会 副会長
駒村康平 慶應義塾大学 教授
塩谷信幸 アンチエイジング医師団支援機構 理事長
下光輝一 健康・体力づくり事業財団 理事長
田村好史 順天堂大学 教授
戸田晴実 日本ダイエット協会 会長
中板育美 日本公衆衛生看護学会 理事/武蔵野大学 教授
中村正和 地域医療振興協会

ヘルスプロモーション研究センター センター長
中村好男 早稲田大学 教授
西尾チヅル 筑波大学 教授
原田英之 静岡県袋井市 市長
福生吉裕 日本未病システム学会 理事
松本康男 家族信託普及協会 事務局長
御立尚資 前 経済同友会 副代表幹事
師岡文男 上智大学 教授
山科章 桐生大学・桐生大学短期大学部 副学長

＜準会員＞ （１団体）
八王子商工会議所

⑤ICT
ＮＥＣネッツエスアイ
ＮＴＴドコモ(＊)
カナミックネットワーク
ディーエヌエー
日本電信電話
パナソニック
東日本電信電話(＊)
日立システムズ
フェリカポケットマーケティング(＊)

⑥まちづくり・交通・住宅
旭化成建材(＊)
旭化成ホームズ(＊)
国際開発コンサルタンツ
清水建設
積水ハウス
東京電力エナジーパートナー
大和ハウス工業
日建設計総合研究所
ポリテックエイディディ
ミサワホーム
三井不動産

⑦広報・その他
旭リサーチセンター(＊)
クラブビジネスジャパン
電通
電通西日本(＊)
ＰｗＣコンサルティング
第一生命経済研究所(＊)
読売新聞東京本社

＜自治体：会員D＞ （３４団体）
北海道 札幌市
北海道 苫小牧市
岩手県 遠野市
岩手県 滝沢市
山形県 中山町
新潟県 見附市
新潟県 三条市
福島県 伊達市
栃木県 足利市
埼玉県 さいたま市
埼玉県 所沢市
埼玉県 本庄市
東京都 中野区
東京都 杉並区
東京都 多摩市
千葉県 白子町
静岡県

静岡県 三島市
静岡県 島田市
静岡県 清水町
愛知県 岡崎市
大阪府 高石市
京都府 八幡市
京都府 南丹市
兵庫県 川西市
兵庫県 西脇市
岡山県 岡山市
山口県 宇部市
愛媛県 西条市
徳島県 美馬市
福岡県 川崎町
宮崎県 小林市
宮崎県 高鍋町
鹿児島県 指宿市

＜非営利法人・団体：会員Ｃ＞ （６団体）
クリーンエア
慶應義塾大学
筑波大学
都市再生機構
日本交通計画協会
日本スポーツ協会

＜学術＞ （9団体）
日本ウオーキング学会
日本介護予防・健康づくり学会
日本高血圧学会
日本循環器病予防学会
日本スポーツ産業学会

日本動脈硬化学会
日本未病システム学会
日本老年医学会
メンタルケア協会

事務局版

休会中：みずほ銀行(金融)/イーレックス・スパーク・マーケティング(まちづくり)/ベネフィットワン(健康)/みずほ情報総研(広報)/静岡県松崎町(自治体)/第一興商(ICT)/ジャパンハートクラブ(団体)
赤字は新規入会会員 青字は無料会員 (＊）はグループ会社登録
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グローバルヘルス推進分科会＜ 座長：慶應義塾大学教授 駒村 康平 ＞

• 旭化成 株式会社

• イオン 株式会社（イオンリテール）

• 和泉 徹彦（嘉悦大学 教授）

• オムロンヘルスケア 株式会社

• 鹿児島県 指宿市

• 埼玉県 さいたま市

• ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 株式会社（グループ会社）

• 第一生命保険 株式会社

• 株式会社 第一生命経済研究所（グループ会社）

• 株式会社 タニタヘルスリンク

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 東京都 中野区

• パナソニック 株式会社

• 戸田 晴実（日本ダイエット協会 会長）

参考資料2.一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員①

※2021年11月1日時点

：副座長



• 愛知県 岡崎市

• 旭化成 株式会社

• 旭化成ファーマ 株式会社（グループ会社）

• 株式会社 旭リサーチセンター（グループ会社）

• アストラゼネカ 株式会社

• アニコムホールディングス 株式会社

• 株式会社 R-body project

• イオン 株式会社

• 伊東 春樹（榊原記念病院 顧問）

• 岩手県 遠野市

• 岩手県 滝沢市

• 株式会社 ＮＴＴドコモ（グループ会社）

• 愛媛県 西条市

• 大塚製薬 株式会社

• 株式会社 カーブスホールディングス

• 京都府 八幡市

• 京都府 南丹市

• 株式会社 クラブビジネスジャパン

• 一般社団法人 クリーンエア

• 埼玉県 所沢市

• 埼玉県 本庄市

• サントリーホールディングス 株式会社

• 静岡県

• 静岡県 三島市

• 静岡県 清水町

• 株式会社 資生堂

• スギホールディングス 株式会社

• 第一生命保険 株式会社

• 株式会社 タニタ（グループ会社）

• 株式会社 タニタヘルスリンク

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 国立大学法人 筑波大学 久野譜也教授

• 株式会社 電通

• 東京都 中野区

• 栃木県 足利市

• 中板 育美（ 日本公衆衛生看護学会 理事／武蔵野大学 教授）

• 新潟県 見附市

• 日本介護予防・健康づくり学会

• 特定非営利活動法人 日本高血圧学会

• 公益財団法人 日本スポーツ協会

• 一般社団法人 日本未病システム学会

• 一般社団法人 日本老年医学会

• 株式会社 白寿生科学研究所

• 八王子商工会議所

• パナソニック 株式会社

• 兵庫県 川西市

• 兵庫県 西脇市

• 福岡県 川崎町

• 北海道 苫小牧市

• 三井物産 株式会社

• 宮崎県 小林市

• 宮崎県 高鍋町

• 一般財団法人 メンタルケア協会

• 森永乳業 株式会社

• 師岡 文男（上智大学 教授）

• 山形県 中山町

• 山口県 宇部市

• 株式会社 読売新聞東京本社

• 山科 章（桐生大学・桐生大学短期大学部 副学長）

• 下光 輝一(健康・体力づくり事業財団理事長)
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健幸アンバサダー・人材育成分科会 ＜座長：認知行動療法研修開発センター理事長 大野 裕＞

参考資料2.一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員②
※2021年11月1日時点

：副座長

※休会中：静岡県松崎町/ベネフィットワン
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AI・情報銀行データ利活用分科会 ＜座長：筑波大学准教授 岡田 幸彦 ＞

参考資料2.一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員③

※2021年11月1日時点

：副座長

• 旭化成 株式会社

• 旭化成建材 株式会社（グループ会社）

• 旭化成ファーマ 株式会社（グループ会社）

• 株式会社 旭リサーチセンター（グループ会社）

• アニコムホールディングス 株式会社

• 株式会社 R-body project

• イオン 株式会社

• 岩手県 遠野市

• ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

• 株式会社 ＮＴＴドコモ（グループ会社）

• 大塚製薬 株式会社

• オムロンヘルスケア 株式会社

• 株式会社 カナミックネットワーク

• 久野 譜也（筑波大学 教授）

• サントリーホールディングス 株式会社

• ＳＯＭＰＯヘルスサポート 株式会社（グループ会社）

• 株式会社 第一生命経済研究所（グループ会社）

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 東京都 多摩市

• 東京都 中野区

• 株式会社 ディー・エヌ・エー

• 戸田 晴実（日本ダイエット協会 会長）

• 株式会社 日建設計総合研究所

• 日本電信電話 株式会社

• パナソニック 株式会社

• ＰｗＣコンサルティング 合同会社

• 東日本電信電話 株式会社（グループ会社）

• 株式会社 日立システムズ

• フェリカポケットマーケティング 株式会社

• 株式会社 ミサワホーム総合研究所（ミサワホーム 株式会社）

• 三井物産 株式会社

• 宮崎県 高鍋町

※休会中 ベネフィットワン
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スポーツ・レガシー分科会 ＜座長：東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会組織委員会副会長 河野 一郎＞

参考資料2.一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員④

※2021年11月1日時点

：副座長

• 旭化成 株式会社

• 株式会社 アシックス

• 株式会社 R-body project

• イオン 株式会社

• 伊東 春樹（榊原記念病院 顧問）

• 井上 茂（東京医科大学 教授）

• 岩手県 遠野市

• ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

• 株式会社 ＮＴＴドコモ（グループ会社）

• 大塚製薬 株式会社

• 大野 裕（認知行動療法研修開発センター 理事長）

• 株式会社 カーブスホールディングス

• 川原 貴（前 国立スポーツ科学センター長）

• 埼玉県 さいたま市

• 埼玉県 所沢市

• 静岡県 島田市

• 静岡県 三島市

• 田村 好史（順天堂大学 教授）

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 国立大学法人 筑波大学

• 株式会社 電通

• 株式会社 東京アスレティッククラブ

• 東京都 中野区

• 徳島県 美馬市

• 公益財団法人 日本スポーツ協会

• 日本スポーツ産業学会

• 一般社団法人 日本未病システム学会

• パナソニック 株式会社

• フェリカポケットマーケティング 株式会社

• 株式会社 ポリテック・エイディディ

• 三井物産 株式会社

• 師岡 文男（上智大学 教授）

• 株式会社 読売新聞東京本社

※休会中：みずほ銀行/イーレックス・スパーク・マーケティング/みずほ情報総研/静岡県松崎町
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まちづくり分科会 ＜座長：日本大学特任教授 岸井 隆幸＞

参考資料2 .一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員⑤

※2021年11月1日時点

：副座長

• 愛知県 岡崎市

• 浅見 泰司（東京大学 教授）

• 旭化成 株式会社

• 旭化成ホームズ 株式会社（グループ会社）

• 株式会社 R-body project

• イオン 株式会社

• イオン北海道 株式会社（グループ会社）

• 井上 茂（東京医科大学 教授）

• 伊藤弘人（労働者健康安全機構 本部研究ディレクター）

• 岩手県 遠野市

• 岩手県 滝沢市

• ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

• 株式会社 ＮＴＴドコモ（グループ会社）

• 大野 裕（認知行動療法研修開発センター 理事長）

• オムロンヘルスケア 株式会社

• 株式会社 カナミックネットワーク

• 一般社団法人 クリーンエア

• 株式会社 国際開発コンサルタンツ

• 埼玉県 さいたま市

• 埼玉県 所沢市

• 清水建設 株式会社

• スポーツクラブＮＡＳ 株式会社（グループ会社）

• 積水ハウス 株式会社

• 大和ハウス工業 株式会社

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 株式会社 電通

• 株式会社 東京アスレティッククラブ

• 東京都 中野区

• 徳島県 美馬市

• 独立行政法人 都市再生機構

• 新潟県 三条市

• 株式会社 日建設計総合研究所

• 公益社団法人 日本交通計画協会

• 一般社団法人 日本未病システム学会

• 株式会社 白寿生科学研究所

• 八王子商工会議所

• パナソニック 株式会社

• 東日本電信電話 株式会社（グループ会社）

• 兵庫県 川西市

• 福島県 伊達市

• 北海道 苫小牧市

• 株式会社 ポリテック・エイディディ

• フェリカポケットマーケティング 株式会社

• ミサワホーム 株式会社

• 株式会社 みずほ銀行

• 三井不動産 株式会社

• 三井物産 株式会社

• 宮崎県 高鍋町

※休会中：イーレックス・スパーク・マーケティング(まちづくり) )/第一興商(ICT)
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地域健幸ビジネス分科会 ＜座長：新潟県見附市長 久住 時男＞

参考資料2 .一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員⑥

※2021年11月1日時点

：副座長

• アニコムホールディングス 株式会社

• イオンリテール 株式会社

• 株式会社 カーブスジャパン

• 埼玉県 さいたま市

• 埼玉県 本庄市

• 株式会社 タニタヘルスリンク

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 新潟県 見附市

• 戸田 晴実（日本ダイエット協会 会長）

• 株式会社 白寿生科学研究所

• 福岡県 川崎町

• 山科 章（桐生大学・桐生大学短期大学部 副学長）
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動脈硬化予防啓発分科会＜座長：虎の門病院 顧問 大内 尉義＞

参考資料2 .一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員⑦

※2021年11月1日時点

：副座長

• 中村 正和（地域医療振興協会 ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長）

• 今井 靖 （自治医科大学 臨床薬理学部門教授）

• 岡山 明 （生活習慣病予防研究センター 代表）

• 一般社団法人 日本循環器病予防学会

分科会事務局 担当：田村伊都子
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フレイル啓発プロジェクト＜リーダー：虎の門病院 顧問 大内 尉義＞

参考資料2 .一般社団法人SWC協議会 会員状況 分科会会員⑧

※2021年11月1日時点

：副リーダー

• イオン 株式会社

• 大塚製薬 株式会社

• オムロンヘルスケア 株式会社

• 株式会社 カーブスホールディングス

• 株式会社 カナミックネットワーク

• スギホールディングス 株式会社

• 株式会社 資生堂

• 株式会社 タニタヘルスリンク

• 第一生命保険 株式会社

• 株式会社 つくばウエルネスリサーチ

• 東京電力エナジーパートナー 株式会社

• 戸田 晴実（日本ダイエット協会 会長）

• 株式会社 白寿生科学研究所

• パナソニック 株式会社（パナソニックシステムソリューションズジャパン）

• 宮崎県 児湯郡 高鍋町

• 森永乳業 株式会社



（参考資料）SWC協議会ホームページ 会員専用ページへのログインパスワード
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https://www.swc-kyogikai.jp/

中間報告会のご意見・ご質問は以下よりお願いします。

パスワード：swc2015


