
甲府市議会「創政こうふ」行政視察報告書 

 

１、実施日時 

  平成 30年 2月 15日（木） ～ 2月 16日（金） 

 

２、視察先・視察内容 

  埼玉県ふじみ野市 

「ふじみ野市 元気・建康マイレージ（ふじみん元気・健康ポイント）事業」について 

  埼玉県 

    「埼玉県コバトン健康マイレージ」について 

 

３、参加者 

  会派「創政こうふ」8人 

（桜井正富、金丸三郎、清水仁、山中和男、天野一、小沢宏至、望月大輔、向山憲稔） 

 

４、視察報告 

（１） 埼玉県ふじみ野市（報告者：望月 大輔） 

実施日時 2月 15日（木） 

視察内容 「ふじみ野市 元気・建康マイレージ（ふじみん元気・健康ポイント）事業」について 

対応者 

ふじみ野市こども・元気健康部保健センター 所長  金子 学 様 

ふじみ野市こども・元気健康部保健センター健康推進係 係長  木村 明子 様 

ふじみ野市こども・元気健康部保健センター健康推進係 主任  木本 綾乃 様 

〒356-0011 埼玉県ふじみ野市福岡 1-2-5 

TEL (049)-264-8292  FAX (049)-264-8284 

 

≪ふじみ野市について≫ 

  平成 17年に上福岡市と大井町が合併して「ふじみ野市」が誕生した。埼玉県の南西部に位置

し、人口は 113,533人、世帯数は 50,452世帯（平成 29年 4月 1日現在）。 

道路は、川越街道（国道 254号）が市の中央部を南北に、富士見川越道路（国道 254号パイ

パス）が東部に、関越自動車道が西部に走っている。鉄道は、東武東上線と東京地下鉄有楽町

線が通り、池袋駅から約 30分の「上福岡駅」、急行が停車する「ふじみ野駅」がある。平成 20年

には地下鉄副都心線、平成 25年には東急東横線・みなとみらい線との相互乗り入れが実現し、

交通の便が良くなっている。 

 

① 事業目的・内容 

愛称は「ふじみん元気・健康ポイント」で平成２８年度から実施している。 

平成２７年１月に宣言した「元気・健康都市宣言」に基づき開始した。 

市民の健康に対する関心を高め、健康的な生活習慣を実践するきっかけとなるよう、動機付け

となる健康マイレージの仕組みを取り入れた健康づくり事業であり、この事業が医療費の削減や健

康寿命の延伸を図り、元気なふじみ野市、活気のあるふじみ野市、持続可能なふじみ野市の実

現に寄与することを目的として行っている。 



② 参加対象者 

1. ふじみ野市に住民票がある 18歳以上の方 ※ 高校生は除く 

2. 初回登録計測会と各年度最終月の測定会（1月実施）に参加できる方 

3. 市が実施するアンケートに協力できる方 

4. 3年間事業を継続できる方 

 

③ 参加機関 

  平成 29年度参加者は、平成 32年 1月 31日まで 

  平成 30年度、31年度は自動継続 ※更新手続きの必要なし。 

 

④ 健康ポイントの貯め方 

活動量計・歩数計アプリを携帯し、市内に設置された 22か所の専用端末からデータを送信し、

そのデータに基づきポイントが獲得できる。他にも市の指定する健康増進プログラムに参加したり、

健診を受けたりするとポイントが獲得できる。 

 

⑤ ポイントの交換方法 

初回登録時に「商品券」、「寄付」のどちらかを選択し、1ポイント 1円として、500ポイントごとに

交換ができる。 

初回測定時に付与される、ウェルカムポイント（1000ポイント）は、ふじみ野市スタンプ会が発行

する市内共通商品券と交換する。 

※ ポイント交換の手続きは無く、事務局で 3月末に商品券等を郵送する。 

 

⑥ 事業開始のきっかけ 

埼玉県健康長寿埼玉モデルをきっかけに平成 27年度から「筋力アップトレーニング」を始め

た。平成 28年度には「とことんモデル」に拡大。マイレージ事業は、市議会からの提案で始まっ

た。ＩＣＴに対応するべく県内初のスマホも活用できる。 

 

⑦ 事業の成果や課題 

1. 年間 18.7％の医療費削減（１人当たり年間 21,000円軽減） 

2. 健康診断受診率 46.3％（県内２位） 

3. 平成２９年４月には、女子栄養大学との包括協定を締結 

4. 紛失や故障した場合は、実費で再購入してもらう。（３０００円＋税） 

 

⑧ その他 

・ 目標値は、１年目３,０００人が１,０００人だった。 

・ 参加料１,０００円の根拠は、自己負担が必要との判断。 

ただ、ウェルカムポイントとして１,０００ポイント贈呈されるため、実質ゼロになる。 

他都市で無料のところも多いがウェルカムポイントとして還元した方が、参加意識が強くな

るとのこと。 

・ 費用としては、全体で３,３００万円うち２,０００万円はタニタへの委託料。３,０００万円は、県

からの補助金が入っている。 

 

 

 

 

 

 

 



⑨ まとめ 

甲府市では、健康的な生活習慣をおくるきっかけとなるよう、活動量計またはスマートフォンを活

用した「健康ポイント事業」を平成 30年度からはじめる。この健康ポイント事業は、ふじみ野市の

事業を参考にしているとのことだったが、甲府市もスマホも利用ができる点は良い点である。ふじみ

野市は、県費が入っているとのことだが、甲府市は、単独で行っていく事業なので、継続性を持た

せるためには、500人規模で長く続けられる方が良いと思うが、甲府市も可能であればふじみ野

市同様に 1,000人規模で行っても良いのではないかと感じた。ポイントは、甲府市はプリペイドカー

ドが 1年につき最大 3000円分贈呈されるが、ふじみ野市のように市内経済が活性化するように

市内共通商品券なども検討した方がいいのではないかと思った。 

 

≪参考写真≫ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 2 ） 埼玉県 （ 報告者 ： 向山 憲稔 ） 

実施日時 2月 16日（金） 

視察内容 「埼玉県コバトン健康マイレージ」について 

対応者 

埼玉県保健医療部健康長寿課 副課長  坂 行正 様 

埼玉県保健医療部健康長寿課健康長寿担当 主幹(管理栄養士)  古海 史予 様 

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

TEL 048-830-3578  FAX 048-830-4804 

 

≪埼玉県について≫ 

 
（「埼玉県議会事務局 議会の概要 2017」より抜粋） 

 

≪健康長寿埼玉プロジェクト≫ 

埼玉県の高齢化は急速に進み、平成 22年に約 59万人、20.4%だった高齢化率（65歳以上

人口の割合）は、平成 27年には約 118万人、24.8%と、伸び率は日本一となった。平成 47年に

は 31.8%まで上昇し、県民の約 3人に 1人が 65歳以上になると言われている。また、埼玉県民

の医療費総額は、平成 26年度に約 2兆円だったが、平成 29年度には 2兆 4,000億円に達

すると見込まれており、増大する医療費の削減が喫緊の課題となっている。 

そこで、埼玉県では「健康長寿埼玉プロジェクト」を展開し、県民の健康寿命の延伸と医療費の

抑制につなげることで、誰もが毎日健康で生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会の実現」を

目指している。 

平成 24年度から平成 26年度まで、東松山市の「毎日 1万歩運動」や加須市の「筋力アップ

トレーニング」など 7市で先行モデル事業を行い、医療費の抑制効果が実証された。平成 27年

度からは「健康長寿埼玉モデル」を全県展開し、29市町村、約 14,000人が参加。平成 29年

度からは健康無関心層を呼び起こすため、楽しみながらウォーキングなどの健康づくりに取り組む

ことができる「埼玉県コバトン健康マイレージ」を新たにスタートさせた。 



≪埼玉県コバトン健康マイレージ≫ 

 施策内容 

コバトン健康マイレージとは、ウォーキングや特定健診の受診などでポイントを貯め、抽選で賞

品が当たる仕組み。 

コバトン…埼玉県のキャラクター 

 参加団体 

（市町村） 県内 26市町村 1万 7,800人 

→ 平成 30年度は約 40市町村となる見通し。県内全体は 63市町村。 

（事業者） 株式会社ヤオコーなど 4事業者 2,500人 

（保険者） 協会けんぽ埼玉支部など 4団体 3,700人 

 対象 

参加団体に所属している 18歳以上の方 

（一部市町村では、参加可能年齢や在住者限定などの参加条件を別途設けている） 

 

（参照：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kenkochoju/documents/conditionslist.pdf） 

 

 利用までの流れ 

（歩数計等の場合） 

1. 参加者からの申し込み（郵送またはWEBサイト）により、データ送信機能付きの歩数計等を

送付。 

2. 市町村役場や保健センター、(株)NTT ドコモが運営する県内の「ドコモショップ」などに設置さ

れている専用のタブレット端末に歩数計をかざすと、歩数が送信される。 

3. 歩数を送信すると、歩数に応じてポイントが貯まり抽選に参加することができる。また、送信

時には、タブレット端末の画面で参加者自身の歩数記録や他参加者との順位などが確認で

きる。 



（スマートフォンアプリの場合） 

1. スマートフォンを利用して、WEBサイトから参加登録を行う。 

2. 専用アプリ「埼玉県コバトン健康マイレージアプリ」をダウンロードする。 

3. スマートフォンを使って歩数を送信する。 

（タブレット端末設置場所に行くことなく、いつでもどこでも歩数の送信が可能。） 

4. 歩数を送信すると、歩数に応じてポイントが貯まり抽選に参加することができる。 

スマートフォンアプリから、参加者自身の歩数記録や、他参加者と順位の比較などの確認が

できる。 

 

 ポイントの活用 

1日に 3,000歩以上でポイントを付与。歩数送信ポイントやランキング上位者へのボーナスポイ

ントなどを用意している。3か月間で 30,000ポイント貯めるごとに抽選権を 1口獲得できる。  

 

 抽選 

抽選は 3か月に 1度実施。抽選の対象者は自動エントリーで応募不要。  

 

 賞品 

季節の野菜や果物、彩の黒豚など県産農産物。企業協賛による賞品を用意。 

 

 特色 

県全域でデータ送信機能付き歩数計を活用したポイント事業は全国初。 

・ 多様な参加形態 

歩数計は 3種類で、生活スタイルに合わせて選択可能。 

市町村、保険者、事業者など多様な参加方法。 

・ 楽しみながら継続できる 

歩数を送信するとボーナスポイントや商品が当たる。 

自分の歩数やランキングがその場で分かる。 

・ 民間企業との連携 

社員の健康増進に活用（健康経営の推進）。 

抽選賞品の提供（参加者が喜ぶ、企業は PRに） 

 その他 

参加者に楽しんでもらうために、 

・ 特定健診受診キャンペーン 早期受診推奨＆インセンティブの付与 

特定健診の受診推奨をタブレットやアプリのお知らせ機能を使って実施。 

受診した方には、ボーナスポイントを付与。 

・ 日本最大級のウォーキングイベント「日本スリーデーマーチコラボイベント」 

（開催地：埼玉県東松山市） 

 参加者 

参加者の平均年齢 55歳（男性 53歳、女性 57歳） 

→埼玉県で実施する同じような事業と比較して 10歳ほど平均年齢が若い。 

 



≪主な質疑応答≫ 

Ｑ： ふじみ野市など市町村が先行して行っているポイント事業とはどのように整合性を図っている

か？ 

Ａ： 市町村は県の事業に乗り換えるか、市町村独自に実施するか選択することになる。先行して実

施している市町村は、補助金を利用しているケースがほとんどなので、補助金期間（3年間）が

終わった後に選択することになる。ともにデータを連携する手法は取っている。 

Ｑ： 参加費用は？ 

Ａ： 個人は無料。郵送料などは市町村が負担している。 

Ｑ： 実施予算と委託先は？ 

Ａ： システム利用料、歩数計購入費として 1団体 60～70万円。企業は 50万円前後。 

個人の機器購入費 2,500円は市町村が購入している。スマホは無料。委託先はＮＴＴ。 

Ｑ： 健常者だけでなく、障がい者も対象になっているのか？ 

Ａ： 健常者がメインとなっている。障がい者は福祉部の担当。マイレージ制度は考えていない。 

さらに一歩進んだ意見は、制度導入前にはなかった。 

 

≪まとめ・所感≫ 

今回視察した事業は、健康寿命延伸と医療費抑制に向けた取り組みであり、担当職員から埼

玉県の上田清司知事が掲げるビジョン実現に向けた施策の一環だと説明を受けた。全国に先駆け

る、または全国初の取り組みは、首長のリーダーシップ力が大きく左右するのだと改めて感じた。 

埼玉県は、健康長寿に関する優秀な取り組みを行った市町村を「健康長寿優秀市町村」として

表彰しており、受賞自治体に対しては、国民健康保険財政調整基金の優先配分を実施している。

県の方針や取り組みに対して、同調した市町村を財政的にも応援しようという姿勢だと思うが、全

県的に医療費抑制に取り組む態勢を整える上では、必要な対応なのかもしれない。一方で、地方

分権が推し進められる中で、県が一方的に施策を押し付けるような格好にならないように配慮も必

要であると感じた。各市町村との意見交換を図りながら、県としての方向性、県トップである県知事

の将来ビジョンを共有した後に、主体的に市町村が取り組みを進めることができるような仕組みづく

りが求められている。 

いずれにせよ、医療費抑制は国家的な課題であり、各都道府県、市町村が抱える問題点であ

る。行政の仕組みづくりだけでなく、医療費抑制に向けた市民の意識醸成の施策展開が重要であ

り、甲府市が本年度から取り組む「健康ポイント事業」は大きな意義がある。埼玉県では、各事業

所や団体の協力を得るとともに、景品も協賛を受けるなど民間企業との連携も進めている。甲府

市も各企業や団体との連携強化をさらに進める必要があると感じた。 

先進地である埼玉県、ふじみ野市の取り組みから課題点や問題点を学び、より多くの市民が健

康に向き合えるような環境を整えるべく、議会・議員の視点からも提案していきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪参考写真≫ 

 

 
 

 

 

 
 

 


