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健康づくりプロジェクト



プロジェクトの概要

美馬市と大塚製薬が健康増進に関する連携協定を締結し、美馬市民の健康づくりを推進すること
で、美馬市が進める「美と健康」のまちづくりに貢献する。また、美馬市、大塚製薬、徳島ヴォル
ティス三者の覚書に基づき、美馬市版ＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド）であるヴォルティスコ
ンディショニングプログラムに取り組む。（Ｊリーグクラブで初となるヘルスケア分野のＳＩＢとし
て、他のモデルとなる仕組みを構築。）

①健康セミナー

②健康度測定会 (身体機能チェック）
～健康増進への関心度向上～

〈測定項目〉

・体組成、骨強度、ロコモ度など（検討中）

③運動習慣へのインセンティブ

【主な取組】

”大塚ウェルネスパスポート”の導入
美馬市が実施する健康、スポーツに関するイベントへの参加や、

健診・検診の受診、大塚製薬指定薬局での健康相談等にポイントを
付与し、ポイント数に応じて抽選で景品と交換。

④大塚製薬指定薬局等での食後血糖値測定会

⑤美馬少年サッカー大会決勝をポカリスエットスタジアムで etc

ヴォルティスコンディショニングプログラム
○対 象 姿勢の悪さや慢性的な痛み（肩痛・腰痛等）を感じる20歳

以上の市民1,800人（治療が必要な場合や、病気、けがで既に治
療中の方、要介護・要支援の方は除く。）

○目 的 プログラムの実施により、運動機能を改善することで運動
習慣の定着を図り、将来的な医療費・介護給付費の削減に
つなげる。

○内 容✓動作評価に基づいたパーソナルコンディショニングトレー
ニング手法である「R-conditioning」の指導方法（R-body
オリジナルメソッド）をマスターした徳島ヴォルティスコーチ
による運動プログラムを実践。

✓８週間、運動プログラムに加え、栄養補給（大塚製薬「ボ
ディメンテゼリー」の摂取）、ＩＣＴを活用した日々の活動デー
タ等の「見える化」を併せて行うことにより効果を高める。

三者覚書に基づく美馬市版ＳＩＢ〈有償〉
連携協定に基づく事業 ～原則として全ての市民が対象〈無償〉～

○期 間 ５年間
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ヴォルティスコンディショニングプログラムの流れ

Step１
健康セミナー

Step2
身体機能
チェック

Step3
・運 動（軽い運動･ストレッチ 週１回）

・ボディメンテゼリー摂取（週2回）

・活動量データレコード
（週１回チェック・コーチによる指導も）

＋微量採血（オプションメニュー）

・25人を２人のコーチで担当
・１クール４組(100人)×8週間(8回)
（1日当たり25人(60分)×4=100人）

・初年度･最終年度：３クール／
２～４年目：４クール実施

・300人×2年＋400人×3年=1,800人

８週間

Step4
身体機能
再チェック

会場は地域交流センター ミライズの予定

■健康度測定会
（Step2）

■大塚ウェルネス

パスポート

幅広い市民向けの取組

運動の習慣化▲ミライズ内「活動のハコ」

■健康セミナー
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【参考】 R-conditioningとは･･･

～今回のプログラムはR-bodyオリジナルメソッドをマスターした徳島ヴォルティスコーチによるグループセッションとなります。～

（出典：株式会社R-body project資料）
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何故「コンディショニング」が必要か？
慢性的な痛みの多くは、「正しいカラダの使い方」が習慣化されていないことが原因
→適切な関節可動域や安定性を身に付けることが、障害予防に繋がり、運動を
より効果的に行う基盤になる

「コンディショニング」とは
カラダを良い状態に維持し、心身豊かに生活するために行うこと
→痛みの無いカラダでいること、ケガをしにくいカラダを維持することが重要

運動でカラダを「整え」、正しいカラダの動きを「インストール」するオリジナルメソッド。
150名以上のトップアスリートを含む約5,000名の方々に対して延べ25万回のパーソナルトレーニングセッションを実施し、
その蓄積されたデータから導き出された『結果を出すトレーニングの法則』をプログラム化。



【参考】 ＩＣＴを活用した日々の活動量等データの「見える化」

Step3
Step4配布

FAIT tag FAIT tag

➊参加者にライフレコーダーを配布 ➋日常の活動量等データを記録

✓日々の歩数などの活動量や食事時間、睡眠時間などをFAIT tagが記録
✓FAIT ステーションを用いて体力測定を実施
✓測定結果から個別のトレーニングメニューを作成

FAIT ステーション

訪問

日常の活動量データ等をシンクロ

➌会場に行く

FAIT tag

画面の指示に従って機能測定・総合結果
・測定結果詳細
・個別おすすめトレーニング

＋ヴォルティスコーチによる指導も （会場）

（出典：aiwell株式会社資料）

連携
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見える化



【参考】 大塚製薬 コンディショニング栄養食「ボディメンテゼリー」

Step3
Step4

➋日常の活動量データを記録

（大塚製薬株式会社資料）
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美馬市版ＳＩＢの仕組み

ＳＩＢ（ソーシャルインパクトボンド：Social Impact Bond）とは、民間資金を活用して社会課
題解決型の事業を実施し、その成果に応じて地方公共団体が対価を支払うスキームのこと。（経済産業
省資料より）今回、美馬市では次の仕組みにより事業を実施。

徳島ヴォルティス【運営組織】

美馬市

《提携リソース》

◎ R-body project（運動プログラム）

◎ 大塚製薬（栄養）

◎ aiwell（ICT）

美馬市民

【事業監修】

①委託

(株)阿波銀行
徳島県信用保証協会

②事業実施

（プログラム参加者）

覚書

⓪融資･出資

③成果指標測定結果の確認

④支払い※

⑤返済･配当

ランニングコスト：固定払い＋
一部実績払い

イニシャルコスト：成果連動型支払い
（実施期間中の委託料に経費として上乗せ）

河野 一郎 筑波大学学長特別補佐

※支払い方法
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資金提供者



美馬市と徳島ヴォルティスの役割分担

美馬市
（委託者）

・市民への広報周知（広報みま，広報みまＴＶ等）

・各種団体等を通じた参加呼びかけ
・会場の無償提供（会場使用料が必要な場合は市が支払い。）

・成果指標測定結果の確認，事業の評価
・地方創生推進交付金の申請
・委託料の支払い 等

徳島ヴォルティス
（受託者）

・広報周知ツールの作成
（広報みま原稿データ作成等を含む。）

・プログラム参加申込みの受付
・プログラム参加者負担金の収入
・プログラム参加者データの管理
・プログラムの実施・運営

（大塚製薬，R-body project，aiwellとの調整を含む。）

・成果指標の測定，モニタリング 等

●美馬市と徳島ヴォルティスの役割

※上記はあくまで主な役割を示したものであって，両者は連携・協力してプログラムの実施に取り組む。
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美馬市版ＳＩＢにより見込まれる効果～ロジックモデル～

ヴォルティスコンディショニングプログラムにより見込まれる効果に関するロジックモデルは次の
とおり。

健康セミナー・
測定会の実施

コンディショニ
ングPGの実施

運動習慣定着の
取組み

運動器の改善

運動習慣の改善

ＫＰＩ①
運動習慣のない参加者の一定割合が改善（運動習慣化）

医療費の抑制

メンタルヘルス
の改善

（高齢者の）
ADLの維持

メンタルヘルスに
よる休職･離職の

抑制

（高齢者の）ソー
シャルサポートの

維持

（高齢者の）主観
的幸福感の向上

休業･離職による
逸失所得の抑制

基本チェック
リストの改善

新規支援･介護
者の抑制

介護給付費の
抑 制

ＱＯＬの向上

介護離職の減少

ＫＰＩ② 「基本チェックリスト」５項目のうち３項目該当者
の一定割合が改善（２項目以下に移行）
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［出所］株式会社日本総合研究所（「平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事業（経済産業省委託事業）」にて作成）※以下、同様



美馬市版ＳＩＢのＫＰＩ

運動習慣がない人の一定割
合が改善（運動習慣化）

プログラム参加者全員

プログラム参加者のうち
65歳以上

「基本チェックリスト」
（※2）の運動器の機能に係る
５項目のうち３項目該当者
の一定割合が改善（２項目以下
に移行）

プログラム修了後
１ヶ月後
（ただし、「成果連動
型」の支払率とは別に、
事業期間終了後、モニ
タリングを実施する場
合がある。）

支払率への適用方法、両ＫＰ
Ｉ間の内訳等詳細については
契約時までに調整する。

１．「成果連動型」の支払率に適用するＫＰＩ

※1  参考文献などにより効果推計額の試算が可能な２項目を支払率に適用

２．「成果連動型」の支払率に適用しないＫＰＩ

プログラム参加者全員

※3  事業としての成果の確認と、他地域への展開を見据え設定

今後調整する。・姿勢の改善度
・ロコモ度
・その他（検討中）

※2  厚生労働省「介護予防マニュアル改訂版」に示された基本チェックリスト

【基本チェックリスト５項目】

①階段を手すりや壁をつたわらず昇っていますか

②椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上
がっていますか

③15分位続けて歩いていますか

④この１年間に転んだことがありますか

⑤転倒に対する不安は大きいですか

対 象 者 ＫＰＩ（※1） 測定時期 その他

対 象 者 ＫＰＩ（※3） 測定時期
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→ 改善率については調整中

→ 改善率については調整中

［出所］株式会社日本総合研究所



美馬市版ＳＩＢの支払いイメージ

成果連動型
支払い

固定払い
または

参加者数に応じた
実績払い

H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 H35年度

参加者
負担金

参加者
負担金 参加者

負担金

参加者
負担金

（事業費の一部については、地方創生推進交付金の活用（申請）を検討）
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参加者
負担金

各年度における一定額または事業費の一定割合を「成果連動型」の支払いとし、「成果連動型」を除く部分につい
て、固定払いまたは参加者数に応じた実績払いとする。



【参考】 一般的なＳＩＢのイメージ
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１．ＳＩＢは成果連動型支払いの類型の一つ

・成果が出るまでの
間の資金手当

・成果が出ない
場合の財務
リスク回避

外部資金
調達あり

外部資金
調達なし

Pay for
Success

成果連動型
支払い

ソーシャル
インパクト
ボンド

成果連動型
契約

［出所］一般財団法人社会的投資推進財団
「成果連動型民間委託の意義と普及に向けた課題について」

・成果指標を設定

・行政は成果が出た時だけ
支払う

２．ＳＩＢによる行政コスト削減イメージ

現状 SIB導入

行政
コスト
100

行政
コスト

50

事業費
20

資金提供者
リターン10

行政コスト削減分
（ネット）20

行政コスト削減分
（グロス）50

SIBによる
行政コスト削減

［出所］経済産業省
「地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集」



美馬市版ＳＩＢにより見込まれる効果額の試算

［出所］株式会社日本総合研究所

運動習慣の改善及び基本チェックリストの改善による医療費及び介護給付費の抑制額の試算
対象者1,800人のうち、900人が65歳以上であるとした場合の医療費及び介護給付費の抑制額の試算は以下の

とおり。（プログラム脱落者がいないと仮定）

介護給付費の
削減

医療費の削減 運動習慣の改善

基本チェックリス
トの改善

基本チェックリストへの該当が改善され
ることで、１年後の新規要支援･要介護
者に移行する者が抑制される。

運動習慣が改善されることで、医療費
（入院外医療費）の増加が抑制される。

20歳
以上 1,800人 900人 (900人)

※下記と重複

65歳
以上

900人 0人 900人

成 果 項 目 内 容 試算対
象年齢

試算対
象人数

左記のうち
20～64歳

左記のうち
65～75歳

医療費の削減
※参加者が国保
加入者であると
仮定した場合

介護給付費の
削減

運動習慣（１日30分以上、週２回
以上）のない者が運動習慣を持つよ
うに改善

基本チェックリストにおける運動機
能の項目５項目中３項目以上該当す
る者（｢該当者｣）が５項目中２項目
以下該当（｢非該当者｣）に改善

基本チェックリスト
該当者の７割が非該
当者に改善

運動習慣のない者の
うち６割が運動習慣
を持つように改善

4,291,138円

185,444円
※国保医療費における市町村

負担分を６％として算出

「１年後の要介護認定
発生に対する基本
チェックリストの予測
妥当性の検証」（遠又
靖丈ほか、2011）

「推奨運動量レベルの
運動習慣と入院外医療
費との関連」（齋藤義
信ほか、2012）

成果項目 改 善 項 目 試算の際の改善率 推計抑制額 左のうち市負担額等
の推計抑制額 参考文献
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※「平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事業（経済産業省委託事業）」による支援を受け効果推計額を試算

3,019,680円

12,087,713円
※市負担分＋１号保険料で

算出



【参考】 概算事業費

年度 一般財源参加負担金国交付金
(見込み)

摘 要事 業 費区 分

31 SIB年間運営経費 7,200千円

35

計

注）事業期間終了後、評価を実施する経費について、H36年度に計上する場合があります。

成果連動型支払い

固定払い+プログラム参加者数による実績払い
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１年あたり一般財源約6,860千円

１．徳島ヴォルティスへの運営委託料

～

約41,500千円 0千円 約34,300千円

参加負担金＠4,000円/人×1,800人
（１回のセッション当たり500円（ワンコイン）相当）

約41,500千円 0千円 7,200千円 約34,300千円

２．初年度事業構築経費 （徳島ヴォルティスに対する構築関係業務委託料を含む）

年度 区 分 事 業 費 国交付金
(見込み)

参加負担金 一般財源 摘 要

31

３．その他 ・ヴォルティスコンディショニングプログラム会場使用料を市が負担または減免（H31～35年度）

SIB事業構築経費

計

約8,400千円

・ＳIBと関連付け、全市民を対象とした健康アプリ（仮称）の開発を検討（H32年度）

約4,200千円 0千円 約4,200千円

約8,400千円 約4,200千円 0千円 約4,200千円

（地方創生推進交付金の申請を予定）

＋



今後のスケジュール

平成30年11月21日

平成30年12月～

連携協定及び覚書締結
①健康増進に関する連携協定
（美馬市・大塚製薬）

②健康増進のためのプログラムに関する覚書
（美馬市・大塚製薬・徳島ヴォルティス）

連携協定に基づく事業準備
（大塚ウェルネスパスポート等）

ヴォルティスコンディショニング
プログラム 試行
～市職員を対象としたトライアル～

平成31年３月 H31年度当初予算
計上（予定）

（歳出予算+債務負担行為）

平成31年４月～

地方創生推進
交付金事前相談

条件が整い次第･････

美馬市-徳島ヴォルティス
ＳＩＢ契約（契約期間：５年間）

ヴォルティスコンディショニング
プログラム本格始動！

・身体機能改善に関するデータ収集

・アンケート調査

連携協定に基づく事業実施
条件が整い次第･････

交付金申請

①健康セミナー

②健康度測定会（身体機能チェック）

③大塚ウェルネスパスポート

④食後血糖値測定会

⑤ポカリスエットスタジアムでの
美馬少年サッカー大会決勝戦開催 etc

年 月 内 容 その他

市民への周知 参加者募集 開始

目標
７月
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年 月 内 容 その他

15

第２ 具体的施策
［３］「行政」「インフラ」が変わる

３．ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入加速
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅱ）成果連動型民間委託契約方式の普及促進

行政の財政コストを抑えながら、民間のノウハウ等を活用し、社会的課題の解決や行政の効率化等を実現す
る仕組みである成果連動型民間委託契約方式の活用と普及を促進するため、内閣府は関係省庁からの人材登用
を拡大するとともに、制度の関係省庁からの人材を巻き込みながら必要な体制を整備する。

内閣府は、必要な体制を整備の上、国・地方公共団体における成果連動型民間委託方式を活用した案件の動
向や課題に関する情報を集約するとともに、関係省庁に対してモデル事業の組成や評価指標の標準化、契約条
件等に関する分野別のガイドライン等の策定を働きかけるほか、必要に応じ分野横断的なガイドライン等の策
定を行う。
意欲ある地方公共団体における成果連動型民間委託契約事業の案件組成に向けて、地方公共団体及び中間支

援団体に対する具体的な支援策を検討し、実施するとともに、国庫補助金や地方交付税措置の点検等を行う。
国が成果連動型民間委託契約方式のモデル実証事業等を実施するため民間事業者と契約する場合には、評価

指標を測定する上で十分な事業実施期間を設定する。事業実施期間が複数年にわたる場合には債務負担行為を
活用して複数年契約を締結するよう努める。

先進的な地方公共団体が取り組んだ成果連動型民間委託契約事業により成果が確認された分野について、関
係省庁は分野別ガイドラインの策定、評価指標の標準化、評価指標の性質上複数年契約が必要な場合の債務負
担行為設定の周知等を行い、他の地方公共団体に確実に横展開する。
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