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下記のとおり、行政視察に参加しましたので、報告します。 

 

記 

 

１．実 施 日   平成３０年８月１６日（木）～８月１７日（金） 

           （２日間） 

 

 ２．調査市及び主な調査項目(詳細については別紙のとおり) 

 

新潟県見附市 
    スマートウエルネスみつけについて 
  
埼玉県志木市 

    健康寿命のばしマッスルプロジェクトについて 
       



新潟県見附市 平成３０年８月１６日（木）１３：３０～１５：３０  
目的 
  見附市は、平成２３年３月の第４次見附市総合計画（後期）から都市の将来像に日本一 

健康なまちを目指して「スマートウエルネスみつけ」の実現を掲げている。      
これは、身体面の健康だけではなく人々が生きがいを感じ、安心して豊かな生活を送れ 
る状態を「健幸」＝ウエルネスと呼び、まちづくりの中核に据えていこうという考え 
で、この取り組みが第１回コンパクトシティ大賞の最高賞である国土交通大臣賞と第５ 
回プラチナ大賞の最高賞である大賞と総務大臣賞を平成２９年度に受賞されている。そ 
の事業内容と成果についてご教示いただきたく視察に赴いた。 

  
説明要旨 
 ・見附市の概要（平成３０年４月１日現在） 
人 口  ４０，７１１人 
世帯数  １４，７８５世帯 
高齢化率 ３１．３％ 
面 積  ７７．９平方キロメートル 
位 置  新潟県の中央  

 ・スマートウエルネスみつけを推進するきっかけとなった理由 
筑波大学の久野譜也氏の発案により、平成２１年１１月に９市の首長が集まり、スマー 
トウエルネスシティ首長研究会が発足した。久住見附市長が発足当初から会長に就任し 
ている。 
これまでに、見附市では健康施策である「食生活」「運動」「生きがい」「健診」など 

  を健康福祉部局が中心になって行ってきた。しかし、健康運動教室などの参加者が頭打

ちになり、効果があまり振るわなかった。そこで、個人が健康で、かつ生きがいをも

ち、安全安心に豊かな生活ができることを「健幸」とし、「健幸」をまちづくりの基本

に据えた政策を実行し、新しい都市モデルであるスマートウエルネスシティを目指すこ

とになった。 
   
 ・スマートウエルネスみつけを推進するまちづくり全体の４つの要素 
  ①健康になれるまち：道路、公園、景観、交通 

歩きたくなる道路等の整備（景観・公園・自転車通行帯等） 
   地域公共交通体系の整備（コミュニティバス・乗り合いタクシー等）  

②地域が元気なまち：経済活動、産業育成、交流 
産業振興、雇用機会の創出（企業誘致・地産地消の取り組み・まちなか賑わい等） 
交流（いいとこ見つけ・コシヒカリオーナー制度・まちの駅ネットワーク「パティオ 
にいがた」等） 地域コミュニティの推進  
③環境に優しいまち：ごみの減量化、新・省エネルギー 
 見附市環境元年事業スタート（平成２２年～） 
 ごみ減量 廃食用油の回収 全小中学校太陽光発電装置設置  
④健幸を理解し行動：教育、啓発 

 健康教育・啓発・見附１８年教育の推進（０歳～１８歳までの一貫した支援） 

 喫煙防止講演会（平成１３年度から医師会と共催 小学６年と中学１年対象） 



 

 ・スマートウエルネスみつけを進める７つのポイント 
  ①社会参加（外出）できる場づくり 

 【ハード】ネーブルみつけ、イングリッシュガーデン、道の駅「パティオにいがた」 
 【ソフト】生きがい・社会貢献に結び付ける。 
 毎日外出する高齢者に対し殆ど外出しない高齢者は歩行が不自由になったり、認知機 
能障害のリスクが高くなる。さらに、心肺機能の低下から死亡率が高くなる。 

  ②中心市街地を中核とした賑わいづくり 
   都市機能が集積し、歩いて過ごせる楽しくて便利なゾーンをつくる。 
  ③歩きたくなる快適な歩行空間の整備 
   歩行者優先への転換 歩く楽しみを演出 レンタサイクル ウォーキング・サイクリ 

ングコースの整備を行う。 
見附市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年１２月制定） 

  ④特徴的な取組 地域コミュニティの構築と協働のまちづくり 
   約１年半かけて何度もワークショップを行い、住民に地域コミュニティの必要性を問 

いかける（見附方式） 
  ⑤過度な車依存の脱却を可能とする公共交通の再整備 
   路線バス（広域）・コミュニティバス（市街地）・デマンドタクシー（郊外）・コミ 

ュニティワゴン（地域コミュニティ）などの生活の足の確保をする。 
  ⑥まちをゾーニング 
   特定地域再生計画（平成２５年）地方都市の持続のためのまちづくり基本方針を策定 

する。  
  ⑦スマートウエルネスシティ推進のカギは人材 
   市民の健康づくりを啓発・サポートする人材が必要であることから、健幸都市実現を 

下支えする市職員のスキルアップ・行動変容につなげる。  
 ・スマートウエルネスみつけの７つのポイント＋３つの観点 
  「地方都市の持続」のための基本方針を策定 

①ゾーン設定と機能別の誘導 中心部は歩いて暮らせるまち 
 市街地を機能別に集約するため、居住や生活機能誘導ゾーンを設定する。 
 持続可能な集落地域づくりへ向けて、コンパクトビレッジの形成を行う。 
②地域包括ケアシステムの構築 
 住み慣れた地域で生活を継続することができる体制を整備するため、地域包括支援セ 
ンターの増設や介護付き高齢者住宅の設置を推進する。 
③総合的な住み替え施策の推進 

   世代別のライフスタイルに応じた住居の住み替え、転居を誘発する。 
   ひとり暮らし高齢者を中心市街地へ誘導し、既存集落の空き家は子育て世代への借家 

として活用していく。  
 ・健幸に関する条例と計画 
   まちづくりの方向性を担保するために条例制定や計画策定を行った。 
  【健幸に関する条例の制定】 
   『見附市健幸基本条例』『見附市歩こう条例』『見附市道の構造の技術的基準を定め 

る条例』 
  【健幸に関する計画の策定】 
   『歩いて暮らせる都市実現のために都市のスプロール化を抑制する計画』 



   『健幸づくり推進計画』  
 ・見附市の国保・後期高齢者加入者のうち６０～８０歳で要介護認定を受けていない人を 

対象に健康情報管理システム実施者と未実施者を平成２３年～平成２７年度の５年間追 
跡した結果、要支援１以上の認定率が未実施者１７％に対し実施者３％と大きな開きが 
あった。要支援１以上の認定を受けるリスクも未実施者を１とした場合、実施者は０． 
３６倍と低い結果となった。 

 ・後期高齢者の医療費の成果として、国の平均に対して見附市は約２０万円低い状態で推 
移している。  

・明らかになった市民のタイプと解決に向けて 
平成２２年度に実施された「健康アルゴリズムによる研究」からの調査では、健康行動 
の無関心層（運動未実施）が６５％であることから、解決に向けて普段の生活で自然と 
必要な運動量が満たされるまちづくりが必要と考えられた。  

・歩くことの効果 
生活習慣病予防のため、厚生労働省の推奨する１日の歩数は８千歩～１万歩とある。 

  また、国土交通省のまちづくりにおける健康増進効果を把握するための歩行量調査のガ 
イドラインでは１日１歩あたりの医療費抑制効果＝０．０６５～０．０７２円とし、今 
より１，５００歩多く歩くことで、一人当たり、年間約３５，０００円の医療費抑制効 
果になると試算している。  

 ・健幸ポイント事業 
  対象者：おおむね３０歳以上の市民または勤務している方 
  運動内容：有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチ 
  参加費：月５００円、専用歩数計は実費購入する。価格は５，１４０円 

ポイント：１ポイント１円、５００ポイントごとに地域商品券か地域貢献（寄付）コー 
スとして交換できる。 
年間上限獲得ポイント：６，０００ポイント 
募集人数：１，５００人  

 ・さらなる今後の取り組み目標 
  最適な保健指導モデルを提示できる「ＡＩ」（人工知能）の開発研究 
  自治体のエビデンスに基づく保健指導政策立案を強化するために、健診、医療レセプ 

ト、及び介護保険データと都市データ等の大規模データベースを基に 
  ①課題及び要因発見 
  ②課題解決のための施策候補提示 
  ③実施された施策効果評価 
  この３つのエンジンから構成されるＡＩを開発し、保健師が直感的に使いやすいユーザ 

ーインターフェイスにより実証する。  
所感 

スマートウエルネスみつけの推進のポイントは、健康に無関心な市民に対して自然に歩 
きたくなるまちづくりをすることであった。その為、中心市街地を中核とした賑わいづ 
くりとして、ハード面でネーブルみつけやイングリッシュガーデン、道の駅パティオに 
いがたなど沢山の市民が交流できる施設が設けられ、道路の整備と共に歩きたくなる環 
境づくりが確実に進められていた。ソフト面では、健幸ポイント事業において、民間業 



者と連携しデータ管理を行い、医療費抑制や介護リスク低減へとつなげ事業成果を見 
える化していた。また、地域の確かな絆づくりの構築にも力を入れていた。健幸都市 
実現のため、このようなハード、ソフト両面の整備は、スマートウエルネスシティ首 
長研究会の会長である市長のリーダーシップがあってこそできるのではないかと思う 
が、大いに参考にしたい。そのためには、スマートウエルネスシティ首長研究会への 
加盟や、大学や民間業者の力を借りることも提案していきたい。  
対応者：議会事務局       主任  多田 淳美 
説明者：企画調整課 総合戦略室 副主幹 夫馬 英之    



埼玉県志木市 平成３０年８月１７日（金）９：３０～１１：３０  
目的 
  志木市は、健康寿命日本一のまちづくりを目指されており、平成２７年度から市民力を

活かした健康づくり事業「健康寿命のばしマッスルプロジェクト」に取り組まれていま

す。その事業が、平成２８年の厚生労働省主催の「第５回健康寿命をのばそう！アワー

ド」の生活習慣病予防分野において、厚生労働省健康局長優良賞を受賞されています。

その事業内容と成果についてご教示いただきたく視察に赴いた。  
説明要旨 
 ・志木市の概況（平成３０年８月１日現在） 
  人 口  ７６，２５２人 
  世帯数  ３４，４１９世帯 
  高齢化率 ２４．０２％ 
  面 積  ９．０５平方キロメートル 
  要介護認定率 前期高齢者  ３．４２％ 
         後期高齢者 ２５．１１％ 
  ６５歳平均寿命（年） 男１９．１５ 女２４．１３ 
  ６５歳健康寿命（年） 男１７．７０ 女２０．８１ 
   
 ・都心から２０分という好条件からベットタウンとして発展し、人口は微増している。 
  平成３２年には前期高齢者と後期高齢者の割合が逆転することが予想され、平成２２年

の７５歳以上の人口を１００としたときの平成３７年における７５歳以上の人口の伸び

率は、全国１７４１市区町村中３８位と大変高い。今後、急速な高齢化を迎えると推測

されている。  
 ・健康寿命のばしマッスルプロジェクトを開始した理由 
  ～志木市の３つの特徴と課題～ 

① 健康寿命日本一を目指したまちづくり 
・平成２３年の６５歳健康寿命は、埼玉県内の全市町村中で男女とも１位 

② 土手や河川敷など身近な場所で運動する人たちが多い 
・１日平均歩数を全国平均と比べると志木市民が平均歩数を上回っている 
・土手、河川敷などの身近な場所で散歩や運動をする人の割合が全体の６割 

③ 心疾患・脳血管疾患の死亡率が高く、非肥満のリスク保有者が多い 
・データヘルス計画、第２期特定健診等実施計画より  

 ・志木市の特徴と課題を踏まえ、平成２７年度から埼玉県の補助金を活用し、大阪大学大

学院特任教授山下和彦氏の監修の下、健康寿命のばしマッスルプロジェクトを展開して

いる。  
・健康寿命のばしマッスルプロジェクトは、生活習慣病の改善をめざした「いろは健康

ポイント事業」と身体機能の改善をめざした「健康になりまっする教室」の２つの事

業で構成されている。 
  
 ・いろは健康ポイント事業 
  事業内容の検討に当たっては、庁内にプロジェクトチームを設置し、関係部署と連携を 

図り、役割分担をし、庁内横断的に取り組んだ。 



  参加者全員に活動量計を無償で貸与し、歩数や体組成など定期的に測定した数値や、健 
康増進につながる行動した場合にポイント（インセンティブ）が獲得でき、地域商品券 
と交換できる。 

  健康ポイントは、専用端末「あるこう！かざすくん」に活動量計をかざすことによりポ 
イントをゲットできる。公共施設や駅、スーパーなど市内２７か所に設置している。 

  参加者対象は４０歳以上の市民で、６割は６０歳以上、国保の被保険者は全体の約４割 
である。 

  参加者数 平成２７年度 １０１６人 
       平成２８年度 １７１９人 
       平成２９年度 ２３３０人 
       平成３０年度 ２７１８人 
  参加者募集方法は、平成２７年度は新聞折り込み、２８年度は広報のみ、２９年度は口 

コミのみだが増加した。 
  地域商品券は、平成２８年度は、１人平均３５００円を交換。約６００万円が地域全体 

へ還元された。 
  ＩＣＴの利用による情報収集とタイムリーに自分自身の情報がわかる、いわゆる「見え 

る化」したことも、健康づくりモチベーション維持・向上につながっている。 
脱落者は非常に少なく、事業継続率は９割を超えている。  

・健康になりまっする教室 
参加者それぞれの生活や健康状態に合わせ、「歩くこと、筋力アップトレーニング、食 
事コントロール」の三位一体の指導をきめ細やかに行う事業。 
平成２９年度参加者数は、２６３名。全員、健康ポイント事業にも参加しながら、週１ 
回、健康運動指導士等からノルディックウォーキング・ポールウォーキングや筋力アッ 
プトレーニングの直接指導を受け、定期的に管理栄養士による食生活指導も受けてい 
る。  

・健康寿命のばしマッスルプロジェクトによる事業成果 
（平成２７年１０月から１８か月間） 
平均歩数が維持・増加され、平均歩数に占めるアクティブ歩数がすべての世代で７割を 
超えている。（体脂肪燃焼効果） 
ＢＭＩ２５以上の人の腹囲が平均１．１ｃｍ減（メタボ改善効果） 
足指力、膝間力が増加（転倒予防改善効果） 
開眼方足立ち 男性７．３秒増加、女性２１．２秒増加（要介護リスク減） 
ＬＤＬが異常群７６．９％が減少し、異常群から正常群への移行が４６．２％で、 
ＨｂＡ１ｃが異常群８５．７％が減少し、異常群から正常群への移行が７１．４％ 
（動脈硬化リスク減）  

・医療費削減効果（平成２７年１０月から１８か月間） 
 健康ポイント事業では、１人あたり約４万７千円削減 
 健康まっする教室では、１人あたり約６万円削減 
 医療費削減効果の分析は、このプロジェクトを監修している大阪大学大学院特任教授の 
山下和彦氏が行った。分析にあたっては、健康ポイント事業の参加者のうち国保被保険 
者とその３倍に当たる国保被保険者でこの事業に参加していない人の医療費を比較し、 
より精緻な比較となるよう性別・年齢・特定健診の受診の有無と介入前の医療費総額に 
より、プロペンシティスコアを導きマッチングした。 
このほか、調剤への影響や後期高齢者医療費への影響も分析した結果、それぞれ医療費 



削減効果がみられた。また、特に高血圧・糖尿病・脂質異常症の３つの慢性疾患に着目 
し分析したところ、慢性疾患の数が多いほど、医療費が高く、ポイント事業参加者は、 
参加していない人に比べ、医療費の伸びが小さいことが示唆された。  
・健康無関心層への意識喚起効果 
 健康ポイント事業参加者へのアンケート結果から、健康無関心層の方が多く参加してい 
 ることがわかり、この事業が行動変容に効果があったことが推測される。  
・今後の展望 
 地域での健康づくり進めていくために、平成２７年度から地域リーダーの育成を目的と 
した「スマート・ウォーク・リーダー育成講座」を実施している。受講生の多くは、講 
座終了後、ノルディックウォーキングなど市の健康推進事業を中心となって進めている 
「いろは健康２１プラン推進事業実行委員会」や地域のノルディックウォーキング・ポ 
ールウォーキング関連サークルの中心メンバーとして活躍している。 
さらに、今後は、健康ポイント事業のＩＣＴ活用によるデータの見える化という利点を 
生かし、データの変化の大きい方、認知症の疑いのある方に対する保健師や管理栄養士 
の早期介入や対象者の健康活動や医療行動を日常生活機能の観点からの分析などにもつ 
なげ、地域包括ケアの中にも位置付けていく。 
高血圧や循環器系疾患の方が多いことから、現在展開中の減塩をキーワードにした「お 
いしく減塩！減らソルトプロジェクト」と連動する。 
ハイリスクとポピュレーションの事業を庁内横断的に展開し、さらなる健康寿命の延伸 
と医療費の適正化をめざした取り組みを進める。  

所感 
健康政策は、産官学の連携で計画しなければならない。健康寿命のばしマッスルプロジ

ェクトにおいても大阪大学大学院特任教授山下和彦氏の監修の下展開され、事業成果の

分析も行われている。また、活動量計をかざす専用端末「あるこう！かざすくん」によ

るデータの見える化ができるＩＣＴの活用などは、行政のみではできない。費用の問題

はあるものの医療費削減をめざすのであれば、検討すべきである。 
ハイリスクアプローチとして、特定健康診査の結果で特定保健指導対象者に、活動量計

（歩数計）を貸与して保健師と管理栄養士の指導の下、データにより運動と生活習慣病

リスクの改善を見える化してはどうだろうか。 
ポピュレーションアプローチとしては、健康ポイント制度をインセンティブとして導入

すべきと考えているが、非肥満でリスク保有者を対象に絞り込んでの実施も検討すべき

である。 
赤穂市は、健康ポイント制度については研究するとのことで実施は見えていないが、視 
察で得た志木市の事業成果を基に提案していきたい。   
対応者：議会事務局 局長                     今野 喜明 
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