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ポピュリズムと民主主義 

～ ネットワーク社会における合意形成の在り方 ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

公共分野における新たな議論の場が提供されている。広島県福山市の景勝地である鞆の浦の架橋計画

の在り方の検討にあっては、メディエーション（調停）の手法が採用された。メディエーションとは、

メディエータ（第三者）が介在し、対立関係にある当事者が最終的に任意に意思決定する紛争を解決す

る手法の一つである。架橋推進派と反対派が供に参加する住民協議会を県が主催して立上げ、1 年間に

渡る協議を行っている。政府は、2030 年を見据えた日本のエネルギー政策について、国民全体で議論

を深めることを目的とし、世論の把握するための社会実験である「エネルギー・環境の選択肢に関する

討論型世論調査」を実施した。議会を討議の場の中心に据えた間接民主制に加え、住民自身が直接討議

する直接民主制の新たな議論の場を提示しているという意味合いにおいては、一定の評価ができる。 
このような動きが見られる背景として、政治を取巻く２つの大きな環境変化があげられる。第一は問

題の複雑化である。高度成長期においては、経済的成長と富の分配が中心的課題であり、それに付随す

る様々な閉塞化された問題、例えば公害の問題など利害関係の構造を明確化し易い課題の解決が、政策

議論の多くを占めていた。しかし、経済成長と富の拡大を政策の基軸に据えられない人口減・低成長時

代においては、拡大する世代間の経済格差の問題もあり、価値観を共有することが困難になっている。

また、人、物、情報のやり取りの制限が殆どないネットワーク社会においては、多様な主体の多様な価

値観との調整を前提とした経済社会活動が求められ、一つの問題が他の問題と密接に関係するとともに、

利害関係者、問題の設定そのものが複雑化している。そのため、間接民主制では収集できない多様な意

見を聞く場が求められていることがあげられる。第二はポピュリズムの深刻化である。政治が民意を聞

くことに重きを置く傾向が強まること自体は、民主主義の深化という意味合いにおいても正しい方向性

であろうが、人気取りのため利己的な批判を無秩序に受け止め、複雑な構造的問題を単純な問題に置き

換え抜本的な問題解決を先送りする姿勢は、従前以上に高まっている。高齢化社会の進展に伴い、数に

勝る高齢者層の主張に偏重した意思決定を行うなど、社会保障制度を中心にシルバー民主主義の深刻化

に拍車をかけている。膨張する社会保障費に歯止めが掛けられない現状は、その証左であろう。その活

動の場が双方にとって求められていることがあげられる。 
間接民主制と直接民主制との関係の整理は、大きな課題として位置付けられる。情報化社会の進展に

伴い、個人が自由に発言する機会が拡大することにより、社会と個人の関係の意識にも変化が見られる。

個人が社会に対してより大きな影響力を持つことができるという意識の高まりであり、社会参加という

意味合いでは評価できるものの、問題を単純化した批判と批評を中心とした「民意」を強く押し出すこ

とが圧力となり、間接民主制の場においても表層的な決定を下すことが懸念される。 
住民が直接討議する新たな動きを、住民のニーズをより丁寧に聞くためと位置付けられた場合、衆愚

政治としてのポピュリズムに陥り、政治の質の低下を招き、将来世代の選択肢を奪う悪循環をより深刻

化させる。一方、直接民主制では対応しきれない構造的な環境変化に耐えられる政策の立案力の強化を

図るものと位置付けた場合、多様な主体の多様な観点による、問題の構造化と解決に向けた多数の選択

肢を提示する場として、政治の質を高めることが期待される。新たな議論の場の活用は、公共政策に係

る意思決定の在り方を変える取組であり、地方分権と併せその在り方を議論する必要があろう。 
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基本構想と持続的発展 

北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

1.はじめに 
 2011 年の地方自治法改正によって基本構想策定の義務付け自体が廃止となり、仮に基本構想を作成

する場合でも条例規定などがない限り議会の議決を必要要件とすることもなくなった。従来、市町村の

首長を中心に執行部で作成される基本構想に対して議会の議決要件を付していた理由は、基本構想が住

民生活に密着した基礎自治体の根本的運営方針を表し将来を見込んで策定する内容であるため、長期に

わたり住民生活に大きな影響を与えることにある。すなわち、基本構想は短期的な視野ではなく、長期

的な視野に立って地域運営の根幹的方針を定めることを本来意図している。 
 基本構想の位置づけの見直しは、国の地方自治体に対する関与の廃止という地方分権改革の視点だけ

でなく、基本構想を頂点とする総合計画の質にも問題が生じていることにある。基本構想を頂点とする

総合計画は、右肩上がり等外部環境が大きく変化しない中でこれまで少なくとも機能してきた。そこで

は、地方自治体の地域運営に長期的指針を与える一方で、実際の具体的運営は基本構想と乖離して展開

する中で不要・不急な施策・事業の実施を正当化し、施策や事業の失敗・遅延の明確化を拒み問題先送

り型を誘引する一因となっていたことも否定できない。少子高齢化・グローバル化の時代を迎え外部環

境の変化が激しい中で長期計画を設定するリスクが高まり、基本構想を頂点とする総合計画の質の抜本

的見直しが不可欠となっている。基本構想は地方自治体の長期の地域経営方針を定めることから、短

期・中期の視野からの安易な変更は避けなければならない。その前提の下で、「地域の持続的発展」の

確保が基本構想の根底にある大きな理念として重要となる。以下では、長期的視野に立った「持続的発

展」とは何かを中心に、地域のあり方について検討する。 
 
2.持続的発展の意味 

持続的発展とは、「将来世代の必要性を満たす能力を損なわせることなく、現役世代の必要性を満た

すこと」である。すなわち、我々の子孫たる将来世代の可能性・選択肢を制約することなく、今を生き

る世代の必要性を満たすことを意味する。将来世代の選択肢を確保し、かつ現役世代の生活を質的に充

実させるには、右肩上がりに依存した問題先送りではなく、限られた資源を最適に活用する政策選択が

必要となる。そのためには、地域の様々な異なる資源を住民や民間組織との連携の中で活用し、行政だ

けに依存しない住民主体の地域をつくり上げることが重要となる。地域の資源を認識しその資源に適し

た活用方法を地域が自ら選択し実行できる仕組みの構築である。 
（1）成長と発展 

成長と発展には大きな違いがある。成長は、公共投資や民間投資等ハードの物的資源の増大とその再

投資による所得の拡大を主に意味する。発展は、物的資源だけでなくソフトを中心に自然環境、時間配

分、生活サイクルなど無形資源も含めた経済社会の質的改善を意味する。持続的発展では、単に行政の

有する資源だけでなく、地域の企業・住民も含めた人的資源、官民連携による新たな活力の創造、新し

いライフスタイルの模索等無形資源も視野に加え、従来の活力構造を変える思考の中で地域を語ること

が重要となる。持続的発展の問題は、グローバル化の中での経済社会の様々な要素の相互連関性の高ま

りと密接な関係を有する。経済、財政、社会、環境等あらゆる問題が相互連関性を強め、ひとつの視点

からだけで整理し解決することが極めて困難となっている。そのため、政策による問題解決に際して、
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より広い視野、不確実性を意識できる能力が必要となっており、縦割りによる閉ざされた公共性ではな

く、地域に開かれた公共性の構築が重要となる。地域ごと、住民ごとの行政ニーズへの選好が異なるこ

とを前提としそれを共有した上で、住民と共に下からの民主主義を充実させることが重要である。地域

ごとに異なる質と量で存在する民間組織や住民、そして様々な有形・無形の資源でその描く地域の具体

像は異なるからである。この異なる具体像を具現化するには、分権型の社会を形成することが必要であ

り、同時に異なる資源を相互連関性を持って機能させる横型ネットワークの充実が重要となる。 
（2）内外一体の取り組みと活力の転換 

経済社会の様々な要素の相互連関性の高まりは、外部環境変化への対応と新たな統治形態の形成とい

う内外の問題を一体化させている。グローバル化対応とリージョナル化対応が両軸であるように、外部

との関係の見直しが同時に国内の見直しにも一体化する。国のあり方、かたちを根本から見直すことは、

新たな時代状況の認識と表裏一体のものであり、その見直しの重要な選択肢が地方分権の実現とそれに

続く国の新たな姿と位置付けられるべきである。外に対する関係の見直しと一体となった内部関係たる

国の統治体系、国と地方の関係の見直しを的確に実現するには、見直すべき対象としての国と地方の関

係を現実妥協型で理解するのではなく、二一世紀の新たな地平線を認識した規範的緊張関係をもった目

で議論する必要がある。 
持続的発展を実現するには、地域活力の転換が必要である。活力の転換すなわちパワーシフトとは、

地域に存在するさまざまな影響力、行動力の構成が大きく変化することを意味する 1。従来の活力構造

が揺れながら大きく変化している。変化が生じているにもかかわらず、国や地方がその変化を十分に認

識せず自らの活力を従来どおりの形で保持するため、その場しのぎの場当たり型で住民や民間組織との

協働関係を構築し活動しやすい。そのことは、かえって行政の活力や信頼を低下させる。活力の転換を

考える際の大きな問題は、地方自治体、民間組織、住民の活力配分と相互関係をいかなるガバナンスの

中で構築するのかにある。活力の転換がガバメント・ガバナンスの枠組みを持たず、グローバル化され

た市場の持つ短視眼的視点や外生的視点で進められるとするならば、地域の不安定を助長する結果とも

なる。活力転換の構造を、地域の内生的活力によって生み出し育てることが重要である。内生的活力は、

地域の外側から与えられるものではなく、地域の内側からにじみ出る活力である。そうした内側からに

じみ出る活力を現実の生活に結びつけるには、中央集権を脱する必要がある。 
 

3.自由の意味 
地方自体に対して最も重要なことは制度の中に眠ることなく、また上から与えられることを待つので

はなく、自ら地方自治を積極的に生み出すことである。 
（1）消極的自由と積極的自由 
 消極的自由とは、他者の権力に従わないこと、すなわち既存の経済社会の中で制約を受けている場合、

その制約を取り除くこと、「・・・からの自由」を意味する。たとえば、地方が国からの関与や国から

の財政制約をなくし自らの地域のことを自ら決定し行動できるガバナンス構造にすることが消極的自

由に該当する。ここでは、制約を取り除くことを自由と定義している。これに対して、積極的自由とは、

制約を取り除くだけでなく自ら新しい地域を生み出す自由、自己の意志を実現し自己の行為や自らの決

定に基づいて行動できること、「・・・への自由」を意味する。制約を取り除くだけでなく、自らどう

行動するかを自ら決定することを重視する。地方分権議論でよく指摘されることとして「分権になった

                                                   
1 アルヒン・トフラー、徳山二郎訳（1993）『パワーシフト』中公文庫 
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らどうなるのか」という質問がある。国の関与の問題点等は指摘されその制約を取り除く消極的自由は

主張される一方で、制約がなくなった後どうするかについて他者に質問する姿勢である。国からの制約

が見直された後、どのような地域づくりをするかは自ら積極的に考え提示すべき事項である。この消極

的自由から脱却し積極的自由に移行するためには変革の内生化が必要となる。西尾勝氏が指摘するよう

に「居眠り自治体」2は、制約がなくなっても積極的自由を求めることはなく、むしろ制約がなくなっ

た消極的自由に困惑し依存を強める実態も生じる。この実態を克服するためにも変革の内生化が重要と

なる。なお、地域間格差の拡大により自己実現が困難な地域に対して財源調整等を行い自己実現を容易

にする行為は、積極的自由を実現する取組みとして重要となる。ただし、自己実現を容易にする行為に

依存すれば、自己実現は国等他者からの介入を前提とすることになり、消極的自由自体を失う危険性に

結び付くことに十分留意すべきである。 
（2）積極的自由に向けた変革の内生化 
 変革の内生化とは、内側から新たなガバナンスを求める力を生み出すことであり、消極的自由を積極

的自由に進化させる要因でもある。地方分権議論を国や地方六団体等地域住民にとっての外生的力に依

存し続ける場合、積極的自由を求める地域体質には結びつきづらい。継続的な変革を地域の体質にする

には、外生的に指摘される問題を契機として進めるのではなく、地域の内側から継続的な問題提起が行

われそれを受けた変革が展開されるいわゆる変革の内生化が必要となる。しかし、多くの場合、内生化

が自動的にもたらされることはない。 
 内生化体質を生み出す要因として第 1 に財政危機の深刻化が挙げられる。公的部門の場合、こうした

財政状況悪化からの内生化には大きな壁が存在する。それは、公共性を担うとの名目の中で財政赤字等

の存在が民間企業と比べ容認され、内生問題として認識されるまで大きな時間を要すること、そして内

生問題として受け止めても外部からの関与が広範にわたるため内生化自体の構図が複雑となり行動に

結びつけることが困難ななることなどによる。こうした点を克服するため地方自治体の財政状態を測る

体温計として地方財政健全化法に基づく再生団体、早期是正団体制度等が 2009 年 4 月から本格施行さ

れている。財政問題は民主主義の根幹的問題である。なぜならば、財政は数字に凝縮された住民の運命

とも称されるからである。財政に関する自立度を高め自治財政権を確立することが内生化への第一歩で

ある。財政赤字を安易な公共性の名の下で正当化せず、自らの負担と受益を可能な限り接近させること、

縦割りによる国の関与を可能な限りなくすことで地域の内生問題として認識する必要がある。 
 第 2 は、機能低下による内生化である。グローバル化、技術革新や民間企業の領域拡大、社会的ニー

ズの変化等により地方自治体が従来から提供してきたサービス等への住民や利用者の評価が低下し、サ

ービスの質の面から内生化が迫られる場合である。経営状況は危機的状況でなく提供しているサービス

の劣化が進む状況であり、早期に問題の内生化を図り対処しなければ、最終的に財政危機に陥る。公共

サービスを全て行政機関等に依存するのではなく、民間企業、住民、ＮＰＯ等と連携し持続的に担う等

新たなパートナーシップの工夫が必要となる。地域に適したパートナーシップの展開には、地方分権や

規制改革によって地方自治体や民間部門の自由度を高めると同時に条例による立法権の拡充を図るこ

とが必要となる。 

 

 

 
                                                   
2 西尾勝『地方分権改革』東京大学出版会、2007,pp222-223。 
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政策創造と異化効果 

                     北海道大学公共政策大学院院長・教授 宮脇 淳 

 

政策や制度の「創造」には、行財政情報の中に無意識に隠された「未知」を掘り起こしその包まれた

ベールを剥がす「気づき」が行政、住民を問わず必要となる。この気づきをもたらすことを「異化効果」

と言う。異化とは、「見知らぬ」という意味を語源とし、「分かりきっている」、「当たり前」と思ってい

る事柄に注意を向け、分かりきっているとの思いが外見だけのものであることを知ることを意味する。

従来の行財政情報が生みだす思い込みの認識をはぎ取って、その中にある新しいイメージを掘り起こす

ことである。行財政情報を巡る異化効果の代表はコストの明確化である。公会計、財政原則をベースに

活動してきた政治や行政の中で無意識となっている領域に、コストという概念を使って気づきをもたら

し、従来の行財政情報では見えていなかった姿を認識することを目的とする。コスト情報の形成は、行

財政の効率化や歳出削減以上に公会計が生みだす情報だけでは限界のある「気づき」を行政、住民の両

者にもたらす点にある。 
第１は、フルコストの認識である。行政と民間ではコストの概念自体が大きく異なる。民間企業では、

フルコストの把握が基本である。自らの活動に必要なすべての費用を将来までも見越して(減価償却引当

金、退職給与引当金、貸倒引当金等)計上し、その上ではじめて利益が認識可能になる。これに対して行

政では、予算制度を通じて部局ごとに分断されたコストのみが縦割りで把握され、人件費、総務費、企

画費などの間接費などを事業ごとに配分し把握するフルコストの認識は十分には行われていない。業務

部門が、総務・財務・評価などの間接部門の作業のために投入したコストは業務予算に反映されない。

予算編成や評価作業にいくら時間を投入しても個別事業費に影響しないため、予算編成や評価など本来

効率性を重視すべき間接部門の作業に多大な時間を投入し、非効率な構造が放置される結果となりやす

い。仮に予算編成や評価作業の間接コストも適切に各事業に配分し計算されれば、予算編成や評価に投

入された時間や作業が多くなるほど、各事業のコストも増加する。このため、間接部門の効率化に対す

る要請も強めることが可能となる。 
第 2 は、機会コストである。現金主義を基本とする公会計では理解が難しい概念である。希少性を前

提とする概念であり、右肩上がりで新しい資源を追加投入できる時代には意識されない。しかし、21
世紀に入り財源も人材も時間も大きく不足し、希少化する資源を少しでも比較優位の分野に投入しより

良い行政サービスを提供する必要がある。実際に費やした資源を比較優位の分野に投入していればどれ

だけのメリットが生じたかを計算し、実際との差額を認識することを機会コストと言う。たとえば、会

議時間を行政サービスに割けば、行政としての付加価値を高めることができる。さらに、地域の一等地

にある行政施設を他に転用すれば、地域生活の利便性は高めることができるかもしれない。 
このほか、ライフサイクルコストの把握なども重要となる。これまでの行財政情報は単年度ごとにぶつ

切りとなった情報を基本としてきた。ライフサイクルコストは、施設を建設するだけでなく、維持管理、

大規模修繕、更新そして破棄に至るまでのトータルなコストを建設前に把握し、その是非を判断しよう

とする情報である。建設コストを安く抑えても、維持管理コストが高くなればトータルなコストは全体

として財政負担を節約したことにはならない。施設、雇用、政策などのスタートからゴールまでのトー

タルなコストを把握する情報である。

政策シグナル 
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人民元の国際化 

北海道大学公共政策大学院教授・院長  宮脇 淳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（資料）中国国家統計局資料より作成。 
 中国経済の拡大と共に、中国元が国際的基軸通貨としての役割を担う可能性があるかという点は、

経済面・政治面においても重要なポイントとなる。中国元が基軸通貨としての役割を担うためには、

①実体経済面で貿易取引の決済通貨として役割を果たせるか、②資本取引の自由化、すなわち金融

資本の出入りへの制限が大きく緩和されるか、③他国の中央銀行の準備通貨として保有されるか、

などの視点が重要となる。 
 第 1 の貿易取引における決済通貨としての比率は、中国経済の成長と共に着実に拡大しており現

状で 10%程度を占めるに至っている。直近 10 年間で 3 倍程度にシェアを拡大させており、着実に

決済通貨としての存在感を強めている。今後の中国経済の持続力にも大きく左右されるものの、当

面、存在感を強める傾向にある。 
 第 2 の資本取引の自由化については、足元では広範な資本取引の制限を展開しており大きく改善

されていない。しかし、中国経済の拡大と共に資本取引の制約を踏まえつつも外国資本の中国投資

は増加を続けており、中国資本の海外投資も民間企業や年金基金等を中心に活発化していることか

ら、中国政府の資本取引の緩和も徐々に進むものと見られる。但し、中国の金融制度の間接金融依

存は依然として大きく、銀行部門の中国経済活動に対する与信規模が大きなウェートを占める。こ

うした実態は、中国経済そして資本取引の制約要因となるため、直接金融を柱とする金融取引の拡

充が不可欠となる。また、中国の債券市場の拡充は大きく遅れており、売買代金等の面での増加が

必要となっている。最後に準備通貨としての存在感についてはまだこれからの課題と言える。債券

取引も含めた中国金融市場の資本取引自由化の推進と共に為替レートの柔軟化などが前提となる。 

アアジジアアリリンンクク  
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住民の健康寿命の延伸に資する ICT 利活用に向けて 

株式会社富士通総研 公共事業部  東 史人 

 
１．健康づくりを取り巻く状況・課題 

①健康づくりの必要性の高まり 

健康づくりは直接的な疾病予防から更に 1 歩進んだ概念として、先進国では 1970 年代以降、

推進されてきた取組ですが、2000 年以降の我が国では、生活習慣病が死因の 6割を超える等、生

活習慣病に係る患者・死者・医療費等の顕著な増加に対応し、生活習慣の改善による生活習慣病

予防の発症・重症化の予防のために、積極的に健康を増進していくことが重視されています。 

加えて、我が国で進行中の超高齢少子社会とは、少子化による社会の担い手不足や低経済成長

のために、高齢者の増加による医療・介護の負担増を支えることが困難になる社会とも言え、健

康づくりはそのような事態の回避策としても重視される（治療や介護に要する社会的負担を減ら

すため、健康寿命を延ばし、より健康な社会となることが急務とされる）ようになっています。 
 
②取組状況 

健康な社会づくりには、一人ひとりが健康的な生活習慣に改め、その取組を維持できるよう、

様々な機会を捉えて促進・支援する必要があることから、職場（事業主が従業員へ）、地域（自

治体が住民へ）、その他（保険者が加入者へ、等）の場にて、意識付けに向けた情報提供・啓発

や、意欲を持った者への機会提供、行動の継続のための環境づくり等が、各実施主体（事業主等

上述の主要 3者の他に、マスメディア、NPO、学校、家庭等）により取り組まれています。 
様々な実施主体による多様な取組を後押しするのが、国（厚生労働省）や自治体です。国は 2000

年度から「21 世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21)」を推進、自治体は健康増進計画

を策定・推進しており、来年度からは第 2次として更に 10年間の推進が計画されています。 

 
③課題 

健康日本 21 の最終評価（昨年 10 月公表）では、59 項目の目標の約 6割が達成・達成途上です

が、「日常生活における歩数の増加」等 9項目（約 15%）で悪化、「多量に飲酒する人の減少」「メ

タボリックシンドロームの該当者・予備群の減少」等 14 項目（約 1/4）で変化無しとなりました。

この結果から、「知識の浸透や行動の必要性の理解までは進んだが態度・行動の変容や習慣化ま

でには至っていないこと」「意識が変わりにくい年齢層・地域・環境等の他、本人へ働きかける

（実施主体）側の体制・費用・実施方法等の不十分さから、年齢層や地域等により改善度が異な

ること」という課題が浮かび上がっています。 

そもそも、健康づくりは本人の主体的な健康行動を促進・支援するという特性上、本人の意識

が変わり、行動面で持続できる必要がある点で、成果を挙げるのが難しい取組ではありますが、

促進・支援する実施主体としても、（上述のような最終的な成果目標の変化は把握されています

ものの）自分たちの取組がどの程度有効なのか否かの検証が為されていない、あるいは検証でき

ないために、成果を挙げられるよう取組を検証し改善していくことや、検証結果を踏まえより効

果的な取組にシフトすることができず、その結果として成果がなかなか上がらないという側面も

事事例例研研究究  
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少なくありません。 
 
２．課題への対応と ICT の利活用 

1 に挙げた課題を解決し、より効果的に健康づくりを推進するためには、本人の主体的・自発

的な行動をより強力に喚起・促進する仕掛けづくり、取組の改善に向けた効果検証・解析、それ

らを踏まえた年齢・地域等で分けたセグメントに適した重点的な取組が必要となります。 
これらの対策を着実に実施していくには十分な費用や体制が必要となりますが、多くの実施主

体では健康づくりに十分な人員体制を割けていないのが実情です（それも成果が上がりにくい要

因の一つとも言えます）。 

そこで、これらの対策をより効果的かつ簡便に（大きな作業負荷なく）実施していく手法とし

て、ICT（情報通信技術）を効果的に活用することがあります。次項以降、それぞれについて簡

単に紹介します。 

 
 
３．各種健康増進コンテンツ 

実効性の向上が課題となっている健康づくりの取組において、本人の主体的な取組等を促すた

めの日常的な機会提供策として、1 人に複数台まで普及が進みつつある携帯電話やスマートフォ

ン等を活用した健康関連のコンテンツがあります。 

例えば、歩数計や体組成計と連動した携帯電話等により、Web 上の個人ページに毎日の歩数等

のデータをアップロードし、蓄積されたデータの水準や傾向等から健康管理・指導等を行うサー

ビスや、歩数データを活用した疑似トラベルゲーム（例：東海道五十三次等を歩数に応じ移動し

プレイヤー間で進捗度を競争する等）、毎回の食事の写真をアップロードしたらカロリーを教え

てくれるサービス、栄養の偏り等を指導してくれるサービス等、利用者が楽しんで継続できるよ

うな多様なコンテンツが、健康サービス会社（タニタ等）・携帯電話会社（KDDI 等）等から提供

されています。 

 
４．健康ポイントシステム 

①健康ポイントとは 

健康ポイントとは、本人の自発的な健康行動を促進するために、本人の自発的な健康行動に対

し、ポイント・特典等を付与する仕組みを言います（健康マイレージと言う人もいます）。 

この仕組みは、近年、包括的かつ強力な促進策として、民間企業（健康サービス会社等）が個

人や法人の会員に対して提供している他、自治体や事業者等健康づくりの実施主体が対象者（自

治体であれば住民、事業者であれば従業員）に提供しています。 

但し、前者（民間企業提供）のサービスは、有料の会員サービスであることが多いことから、

本人の主体的・自発的な行動をより強力に
喚起・促進する仕掛けづくり 

取組の改善に向けた効果検証・解析 

それらを踏まえた年齢・地域等で分けたセグ
メントに適した重点的な取組 

健康ポイントシステム 

健康情報活用基盤
(EHR) 

健康増進コンテンツ 
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個人での参加は意欲ある人に限られ、法人での参加（企業・保険者・自治体等が契約し、従業員・

被保険者・市民等が利用）が多くなっています。 

後者（実施主体提供）のサービスも、ポイント・特典に関するコスト、ポイント管理業務に関

するコスト等が発生していますが、十分な体制・費用がない実施主体が多いことから、極力仕組

みを単純化して管理負担を極小化（例：紙のスタンプ帳・シール台紙を配布しスタンプ（シール）

数の多少はあまり関係なく厳格に管理しない）したり、特典は協賛企業等からの無償サンプル供

与品等を充てたりしているケースが少なくないようです。 

 
②健康ポイントのメリット 

この手法のメリットは、ポイントをためる意欲が湧き、本人の自発的な行動を喚起する直接的

な影響力も勿論ですが、それだけではなく、投下費用に対する具体的な効果が見え辛かったこれ

までの情報提供や啓発等の取組と異なり、取組毎のポイント獲得状況等を解析することにより、

誰が何の取組にどの程度参加した・頑張ったかや、各種取組に対する利用者の反応・ニーズ等、

実施主体が提供した各種の健康づくりの取組について、様々な効果・評価を検証・解析できるこ

とにあります。 
この検証結果を踏まえ、ポイントに反応しやすい利用者の特徴、特定の属性の利用者に人気の

取組等が判別されることから、それらを踏まえた年齢・地域等で分けたセグメントに適した重点

的な取組が可能となります。 
これら取組状況の検証・解析、取組や利用者による付与ポイント数の可変的な調整を行おうと

すると、ポイントの付与及び付与状況等の管理はシステムで行っておく必要があり、システム化

しておくメリットが出ます。 
 
５．健康情報活用基盤（EHR)による効果検証 

健康情報活用基盤（EHR：Electronic Health Record の略）とは、個人の医療・健康に係る情

報を蓄積・参照・活用・共有する情報基盤を意味します。例えば複数の医療機関の医師や薬局の

薬剤師が共通の患者の情報を共有することで、重複投薬を回避したり、薬の飲み合わせに気を付

けたりする（医薬連携）ように、個人の健康情報をプライバシーに十分配慮した中で様々な形で

活用・共有することにより、効率化や負担減等様々なメリットを享受できるシステムです。 

例えば集団のデータを解析すると、その集団の疾病の特徴・傾向等が明らかになる他、個人単

位で解析すると個人の健康状態が明らかになる等、この情報を横断的に解析することで、健康づ

くりの取組が有効に作用しているかどうかの検証が、集団単位や個人単位で可能となります。 

これにより、４と同様、健康づくりの効果が出ている/出ていないセグメントやその属性等が

明らかとなることから、それらを踏まえた年齢・地域等で分けたセグメントに適した重点的な取

組が可能となります。 
このような膨大なデータを多角的かつ簡便に解析するためには、システムの活用が効率的かつ

効果的となります。 
 
６．おわりに～ICT 利活用における注意点 

3～5 にて、ICT を効果的に活用した、効果的な健康づくりを支援する取組を簡単に紹介しまし

た。それぞれの取組には紹介した長所のみならず取組に際しての課題も少なくありませんが、各
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地域にてこれらの取組を参考にしたシステム導入等を検討される場合、特に次のような点に十分

注意する必要があります。 

 
①健康ポイント 

システムの仕組み自体は比較的単純ですが、それよりもポイント制度をどのように設計するか

が非常に重要となります。前述のように多大なメリットがあるにもかかわらず一部の自治体でのみ導

入されている原因として、次の点が挙げられます。 

n 失敗の先例が少なくないこと 

n 地域特性等を踏まえた事前の綿密な制度設計が制度の成功（持続的な発展）への第一歩

となるが、ポイント制度や ICT 等の知識を駆使した事前の検討・設計は、自治体の衛生部門

にとって全くの畑違いであるために不慣れ・苦手なこと 

n 人員・財源不足の自治体にとって検討作業や運用準備、開始後の運営等に要する労力や

費用等への負担感があること 

富士通総研では昨年度、国内最大の自治体である横浜市から健康ポイント制度導入のための制

度設計を受託しました。この業務を通じ、健康ポイント制度における ICT 利活用含めた成功要因

を整理し、自治体が大きな負担なく比較的容易に制度を導入・発展させられるための標準的なス

キーム（システム構成や運用体制・留意点等）を取り纏めておりますので、必要があればお気軽

にご相談下さい。 
 
②健康情報活用基盤 

健康情報活用基盤の利点については疑問の余地は薄いものの、現段階ではまだ一部のモデル地

域における実証事業にとどまっている状況です。この原因として、自治体が大きな負担なく比較

的容易に導入・普及展開が進むような低廉な標準システムや運用体制等持続可能なモデルが示し

切れていない点があると考えられています。 

富士通総研では、今年度、総務省からの受託調査にて、全国 6地域で行われている EHR の実証

事業の成果をとりまとめることで、導入を促進できるような地域向けの導入支援マニュアルとも

言うべき資料を作成する予定です。完成次第、また改めて詳細をご紹介できればと考えておりま

す。 
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訪日外国人観光客の最新動向 

2012 No.2 ＳＮＳは今後も成長を続けるのか 

ローカル・マニフェストと議会の関係 

社会保障と税の一体改革と地域間財政調整の課題 

台湾経済政策の分岐点 

遠隔医療の普及促進に関する公的機関の関与の在り方 

2012 No.3 インターネットの地域格差は解消するか 

地方公務員研修のパラダイム転換 

金融資産の量と質の変化と財政運営 

中国のエネルギー政策と経済 

ＩＣＴを活用した「未来の学び」のあり方 

2012 No.4 「想定外」のリスクとどう向き合うか 

行政体制議論と大都市制度 

国家信用と財政危機 

日本の貿易収支・所得収支とアジア 

地域の観光資源を活かしたまちおこしの進め方 

2012 No.5 誰のための社会保障と税の一体改革か？ 

次期衆議院選挙に向けたマニフェスト制度の検証 

国債償還と借換債 

日本の証券投資動向と財政 

新たな大都市制度は地方分権の画期たりえるか？ 
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