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人 口　28,120人 （令和2年9月1日現在住基人口）

面 積　367.14㎢ （国土地理院）

Ⅰ-1.美馬市の紹介

可住地面積 　 田･畑　　34.86㎢  （9.5％）

　　　　　　　　 　  　宅地　　   8.53㎢  （2.3％）
非可住地面積　森林  　275.50㎢ （75.0％）

平成17年３月１日合併
（脇町，美馬町，穴吹町，木屋平村）

･･･農林業センサス

固定資産税概要調書

▲重要伝統的建造物群保存地区
うだつの町並み

▲ 夏場に賑わう清流穴吹川

▲世界農業遺産に認定（H30.3）
  された傾斜地農耕システム

▲日本百名山･西日本第二の高峰
剣山

徳島県西部（徳島市から約40km）に位置し、
市の中央を東西に吉野川が流れている。
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Ⅰ-2.VCPGに取り組む背景
（２）徳島ヴォルティスのホームタウン

（３）大塚製薬徳島美馬工場の立地

　同社国内6番目の医薬品工場。
日米欧３極のGMPに適合し、柔軟
かつ持続的に医薬品を生産でき
る工場として、令和2年9月10日に
操業開始。

（１）美馬市民の健康課題

背 景

・どこへでも自家用車で移動
・歩く習慣がない。（東京出張で筋肉痛）
・麺類とご飯類の食べ重ね

･･･ 生活習慣病

・平成17年度からホームタウンに。
（徳島県と県内4市4町で協議会を組織）

・年１試合ホームタウンデー
　イベントを開催（ホームゲームで）

・小･中学生無料招待、物産展、　
　ハーフタイムイベントも実施。

美馬市 全国の同規模自治体

52.2％ 46.4％

HbA1c6.5以上 7.3％ 県内2位

メタボ 22.6％ 県内4位

１日１時間以上運動なし

いずれも平成30年度特定健診問診票の分析結果
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Ⅰ-3.美馬市版SIB（VCPG）の仕組み

覚書
④KPI結果の確認
　⑤支払い

美馬市
⑥返済・配当

①委託

③事業実施

美馬市民

明治安田生命
参加者募集

※支払い方法

2020年9月23日健康増進に
関する連携協定締結

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）

ランニングコスト：固定＋実績払い

資金提供者

阿波銀行
※徳島県信用保証協会

保証付融資

②融資・出資

タニタヘルスリンク（ICT）

R-body project（運動プログラム）
《提携リソース》

大塚製薬（栄養）

SIB（ソーシャルインパクトボンド）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）

徳島ヴォルティス
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Ⅰ-4.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
運動機能・運動習慣

チェック

Step3
①集合トレーニング（1回/週）　　　　　　
　（自宅課題1回/週）
②ボディメンテゼリー摂取　
　（トレーニング後）
③ライフレコーディング
④ワークブックの活用

Step4
身体機能・運動習慣

再チェック

・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クール実施
・２～４年目：４クール実施
・300人×2年＋400人×3年=1,800人

約2ヶ月（8週間）初回

運動の習慣化への
インセンティブ

（ポイント還元事業）

OB・OG会

全市民向取り組みに　
よる運動の習慣化▲活動量計

（タニタヘルスリンク）

ボディメンテゼリー

▲

（大塚製薬）

R-conditioningメソッド

（R-body project）

▲

参加者負担金：4,000円/人
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Ⅰ-5.初年度の実績
（１）コース 木曜日コース

土･日曜日コース
9:00～10:30

11:00～12:30各日

（３）参加者数 申込者数 285名 → 参加者数 267名 （男性 64名 女性 203名）

（２）実施状況 第1クール 18回（9週間） 第2クール 18回（9週間）
第3クール 14回（7週間）計50回

→ 新型コロナウイルス感染症の影響で第8･9週目（4回分）中止

平均年齢：59.6歳
（20歳代から80歳代まで幅広く参加。最多は60歳代で最年長 は88歳。）

の2回

（４）成果連動型支払い

運動習慣を持つよう
になった人の割合 60％ 運動習慣のない参加者 96名

⇒ 54名が運動習慣化（56.3％）
120,000円 90％ 108,000円

介護予防マニュアル
基本チェックリスト
3項目該当者の改善

70％
3項目以上該当者 17名

⇒ 0名（100.0％）

65歳以上
の参加者

480,000円 100％ 480,000円

【参考】固定払い

実施回数･参加者数
による減額

予算額 4,900,000円

  ▲426,190円

  4,473,810円

成果指標 目標値 実 績 値 予算額 支払率 支 払 額
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Ⅰ-６.２年度の実績
（１）コース 木曜日コース

土･日曜日コース
9:00～10:30

11:00～12:30各日

（３）参加者数 申込者数 169名 → 参加者数 131名 （男性 28名 女性 103名）

（２）実施状況 第1クール 18回（9週間） 第2クール 18回（9週間）
計36回

→ 新型コロナウイルス感染症の影響で4クール中2クールのみ実施

平均年齢：57.7歳

の2回

（４）成果連動型支払い

運動習慣を持つよう
になった人の割合 60％ 運動習慣のない参加者 69名

⇒ 44名が運動習慣化（63.8％）
120,000円 90％ 120,000円

介護予防マニュアル
基本チェックリスト
3項目該当者の改善

70％
3項目以上該当者 12名

⇒ 2名（83.3％）

65歳以上
の参加者

480,000円 100％ 480,000円

成果指標 目標値 実 績 値 予算額 支払率 支 払 額
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Ⅱ-１．事業の課題や問題について 

・どのように事業決定したのか
・地方で実施することは難しいのでは
・人口が少ないところでも実施できるのか
・スポーツ団体との実施が望ましいか
・議会対策について
・費用対効果は
・社会的課題とは
・SIB/PFS



Ⅱ-２．事業の課題や問題について 

・KPIはどのように設定したのか
・参加者の募集について
・予算について
・契約や仕様書について
・任務分担について
・内部調整や行政内での反応について
・5年間実施した後は
・現段階で事業実施して良かったか



Ⅰ 美馬市版SIB
ヴォルティスコンディショニング
プログラム（VCPG）について

事業の課題や問題についてⅡ 

withコロナ・afterコロナに向けたⅢ 
VCPGの展望



Ⅲ-1.VCPG中断中の活動
コロナ禍での市民の運動不足解消、健康二次被害の防止のため、CATVの市自主放送番組を活
用して、自宅でできるコンディショニングを紹介するとともに、リモートと集合形式でOB･OG会を開催。

（２）OB･OG会
VCPG修了者から継続希望が多数
より多くの市民の参加機会を確保することや
SIBの成果指標との関係でOB･OG会を開催
することに。
･･･令和３年４月現在登録者数：約２００名

■リモートでの開催（昨年度7/12）
･･･ヴォルティスは本拠地（板野町）からZoomを通じて発信
  し、参加者は自宅から11名が参加。

■集合トレーニング（クール終了後毎に開催）

（１）CATVの活用

■2020年4月から
 放送開始
･･･現在も放送中。
番組：3種類
1番組20分or10分
1日6回放映

市民からは、ＤＶ
Ｄの販売や番組の
種類を増やして欲
しいとの要望が寄
せられている。
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Ⅲ-２.VCPG中断中の活動
　「コロナ禍でもできることを」との思いから、リモートでの料理教室やCATVでの発信、徳島ヴォルティ
スの選手による市の音声告知端末を通じた「熱中症予防」の呼びかけなどに取り組んだ。

（３）料理教室
・講師：美馬市在住の管理栄養士＋栄養士
・地域交流センター ミライズ「料理のハコ」
 から発信し、各自宅等からリモートで参加。
（1クラス約10名程度、参加費無料）
・CATVの自主放送番組でも発信
 令和2年5月14日から放送開始（現在放送中）
 3番組（1番組14分or20分） 6回/日

大塚製薬による健
康情報コーナーも

（４）ヴォルティス選手による熱中症予防
 市の音声告知端末を活用し、徳島ヴォルティ
ス選手による熱中症予防の注意喚起を実施。
（昨年6月15日以降の猛暑日の午前10時5分か
ら市内全域で放送。本年度は徳島ヴォルティス
3選手で放送中。）

美馬市の食材を活
用

▲地域交流センター ミライズ

▲CATVの自主放送番組

▲全家庭にある音声告知端末機

7「料理のハコ」



Ⅲ-３.VCPGの再開
■令和元年度第3クール参加者の残り2回分の集合トレーニングを令和2年7月に実施。
■令和2年8月27日から平成2年度分のVCPGを再開。（R2年度は2クール実施予定）
■国や県の基本的なガイドラインに加え、（一社）日本フィットネス産業協会の「新型コ
　 ロナウイルス感染拡大対応ガイドライン」を活用して感染防止対策に取り組んでいる。
■令和3年度４月からスタートし、現在第2クール終了間近。3クール募集中。

【集合トレーニング実施時の感染防止対策】
◎ 開催会場の変更（50㎡→100㎡）･･･ただし、市中心部からは距離がある。
◎ ソーシャルディスタンスの確保
◎ 換気の徹底（変更前の会場には窓がなかった。）
◎ 検温、消毒の徹底（体調が悪い場合の参加見合わせの要請も）
◎ コーチによる「接触指導」を控え、

◎ 参加者各自に体調管理とマスク着用を要請
（体調が悪い場合の参加見合わせも）

▲受付時の飛沫感染防止対策

「差し棒」を活用
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Ⅲ-４.VCPGの様子
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Ⅲ-５.VCPG参加者募集チラシ
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Ⅲ-６.地域おこし協力隊員の招聘
■R-conditioningメソッドを習得した地域おこし協力隊員２名を招聘。
■今後の地域での展開を見据えて、市職員を対象にランチタイムコンディショニングを実施。
■外出機会の減少による健康被害を防止するため、地域に出向いての指導を実施。

佐藤 大輔
徳島県三好市出身

R-Conditioning Coach

JATI-ATI
健康運動実践指導者

新谷 旺也
福井県小浜市出身

JSPO公認アスレティックトレーナー
JATI-ATI

健康運動実践指導者

デスクワークが多い職
員の運動不足を解消す
るため、実施前に把握
した個々のニーズに合
わせて3種のプログラ
ムを3週間実施。

▲ランチタイムコンディショニング

▲ 地域に出向
いての運動
指導

地域からの要望に応じて①転倒予防、②認知
症予防、③農作業動作獲得など6回実施。
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Ⅲ-７.ヴォルティス元気っずプログラム

　美馬市では子どもの集団遊びが減り、外遊びができる環境が減少している状況で、
 肥満傾向の園児が増加している。また、専門家による栄養面や運動面での指導も十分
 に確保できておらず、肥満の助長やケガの増加、小･中学校での体力測定の記録低下を
 招いている。

背 景

　この状況を改善し、健康の３原則「運動（遊び）」
「栄養」「休養」を充実させることや、集団遊びなど
を通じた社会適応能力の向上を目的として、市内の認
定こども園の園児を対象に、日本スポーツ協会の「ア
クティブチャイルドプログラム」を参考にしたプログ
ラムを実施する。

目的・実施内容

日本スポーツ協会の協力によりア
クティブチャイルドプログラムの
研修をリモートで開催。

▲
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Ⅲ-８.ヴォルティス元気っずプログラム

徳島ヴォルティス 大塚製薬

日本スポーツ協会の「アクティブチャイルドプ
ログラム」を参考にした運動（遊び）の提供と
指導テキスト・動画による遊びの紹介と解説。

　美馬市内の３つの認定こども園で５歳児クラスの園児（102名）を対象に、
昨年度10/20から実施。（各園月2回×45分×3か月の計6回）

アプリやテキストを使用した栄養面のサポート、
熱中症予防などの飲食料のサポート。
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Ⅲ-９.ヴォルティス元気っずプログラム
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Ⅲ-10.今後の展望

◎過疎地においても「健康」へのニーズは大きい。
 （お金を払ってもいいと考えている。）

取り組んで分かったことですが･･･

◎直接コーチから指導してもらえることにメリットを感じている。
→ 身近に施設やサービスがない。

→ リモートでは難しい。感染防止対策に取り組みつつ対面指導
を試行錯誤するしかないか･･･。

◎プログラム修了後にどう運動習慣を継続してもらうかが課題。

そのためにも組織の壁（健康づくり部局とスポーツ振興部局）や保険者の違
い（市民＝国保被保険者ではない。）を乗り越えないといけない。（自省）

→ 様々なサークルやグループ、民間のサービスの情報をプログラ
  ム修了者と共有する仕組みづくりが重要かと。

プレイヤーがいないと成立しない。
（今回の場合徳島ヴォルティス）
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