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都内在住・在勤の理学療法士によって組織される公益社団法人東京都理学療法士協会（以下、東京都理学療法士協会）は、東京
都民の健康と、理学療法士の地位向上のために、さまざまな活動を行っています。同協会では、定期的な会長および理事役員の
選挙において、信頼性と公平性を確保するとともに、選挙費用を削減するためWeb選挙システムi-voteを導入。わずか2カ月
で、i-voteの設定から選挙準備までを完了することができました。i-voteを利用したWeb選挙により、選挙費用の大幅な削減
や、選挙管理委員会の負荷を軽減できただけでなく、選挙結果に対する信頼性の確保も達成しています。
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導入決定からわずか2カ月でWeb選挙体制を確立
手探りの状態から、公平かつ信頼性の確保された選挙を実現

東京都理学療法士協会は、5,000人を超える東
京都の理学療法士によって組織され、医療機関
への協力や研修会・講習会などの開催、刊行物
の発行、理学療法関連機器の研究・開発などを
行っています。
こうした広範囲な活動を円滑に推進するため
に、同協会ではさまざまな委員会や局を設置
し、合わせて任期ごとに会長や理事、監事を会
員による選挙で選出しています。理事や会長
は、その責任の大きさから、なり手が限られる
こともあり、従来は無投票による選出が続いて
いました。しかし2012年の理事役員選挙にお
いて、複数の立候補があり突如として投票が必
要な状況となりました。

同協会の選挙管理委員会の委員長であり、普段
は東京大学医学部附属病院リハビリテーション
部で副技師長として活躍する高橋雅人氏は、当
時のことを次のように語ります。
「わたしが1996年に委員長に就任してから
2012年の理事役員選挙までの間に投票が行わ
れたことはなく、その前の投票記録は昭和にま

無投票当選が続いていた
役員選挙において
初めて投票が必要な事態に

導入事例～クラウド選挙システム～
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公益社団法人東京都理学療法士協会 様
■団体プロフィール ■活動内容
・設立　1969年(東京士会として発足) 
・本社所在地　東京都渋谷区代々木2-26-5
　　　　　　　バロール代々木409
・会員数　6,549名(2015年6月現在)
・URL　http://pttokyo.net/

東京都における理学療法の普及および向上を図る
ために、理学療法の学問的成果や先進技術を研究
している団体であり、1969年に「東京士会」とし
て発足。以来、各種研修会の開催をはじめ、その
専門性を高める活動を実施してきた。東京都にお
いては、唯一社団法人として認められた理学療法
士の団体で、東京都民の健康・福祉に貢献するこ
とを目的に、理学療法士全体の資質の向上に努
め、ひいては医療全体の発展に寄与している。

で遡ります。当然、私を含めた委員会メンバー
の誰もが選挙運営は未経験で、情報が何もな
い、文字通り手探りの状態で準備を始めなけれ
ばなりませんでした」

初めての選挙開催に向けて高橋氏は、他団体への
問い合わせを行うなど、まず他の職能団体の選挙
制度について調査を実施。そして選挙の形式を、
総会を開催してその場で直接投票を行い手作業で
集計する方針に決定しました。投票箱や投票用紙
などの必要な選挙用品の準備も並行で進め、総会
会場での投票にまでこぎつけました。
こうして初めての選挙は何とか無事に終わらせ
ることができました。しかし苦労したわりに納
得のいく結果とはならず、苦い思いが残ってし
まったといいます。

開催された選挙を振り返ってみると、まず、総
会に参加した会員がごく少数であったために、
全体の会員数に対して投票率が上がりませんで
した。また、総会に参加しなければ投票できな
い仕組みは問題ではないかという声が上がり、

総会会場の近くを活動拠点にしている立候補者
に有利という意見も出ました。
「選挙管理委員会としては、あれだけの苦労が
報われなかったというやりきれない気持ちもあ
りますし、何よりも無投票の場合と違って落選
者が出る選挙において、あるべき選挙の形を描
けなかったことに忸怩たる思いが残りました」
（高橋氏）

こうした反省もあり、2015年6月に行われる理
事役員選挙では、より公平でコストの削減も見
込める形式に移行するべく、約1年前から準備
を開始。総会に参加できない会員も投票できる
方法として検討されたのが、Web投票による選
挙と郵送投票による選挙の2つの形式でした。
Web選挙については、他の団体の導入ケースを
耳にしたこともあり、ひとまずベンダーへ一か
らシステムを構築した場合の見積りを依頼して
みました。しかし、あまりに大きいコストのた
めに選択肢からは一度外れることになります。
残る郵送選挙については、無投票の場合にはコ
ストが少なく済む点は良かったのですが、投票

が行われた場合には多大なコストと労力が発生
する点が大きな懸念として残りました。
検討を進める中で、一度は郵送選挙を採用する
方針に決まりかけていましたが、そんな最中に
とある情報が高橋氏のもとへ入ってきました。
それは、自前のWeb選挙システムを持つ医療系
の公益社団法人がi-voteというクラウド型の
Web選挙システムに切り替え、大幅なコスト削
減を実現したというものでした。

高橋氏は、早速開発元のエム・イー・シーに問
い合わせを実施。その結果、Web選挙導入の最
大のネックだったコスト面において、ベンダー
に見積りを取った時とは比較にならないほど低
コストで利用できることが判明しました。
運営面においても、郵送選挙では莫大な労力と
コストが発生する選挙通知・開票・集計などの
作業の多くが、i-voteでは自動化され作業負荷
が大きく軽減されます。さらに、投票の匿名性
や集計の独立性も担保できることから、選挙結
果に対する信頼性の確保にもつながります。
「前回選挙では、開票・集計時のヒューマンエ
ラーが相当なプレッシャーになっていました。参
加者全員にも納得してもらえる運営形式について
は苦慮していましたから、集計に関する懸念を払
拭できるのはありがたかったです」(高橋氏)

導入に向けて、選挙の迫った2015年1月には、
責任者を集めた会合においてi-voteのプレゼンを
実施。その場では、投票時のトラブルがあった
場合の対処法など、厳しい質疑応答が行われま
したが、ほとんどの理事からi-voteの導入に賛同
があり、Web選挙への移行が決まりました。

郵送選挙かWeb選挙かの選択にぎりぎりまで悩
んだこともあり、i-voteによる選挙の準備は、2
カ月間の急ピッチで進める必要がありました。
2015年3月に、新たに選挙管理委員として準備
に加わった坂上詞子氏は、当時の様子を次のよ
うに語ります。
「i-voteのことはもちろん、最初は選挙の仕組
みそのものもよく分かっていなかったので、大
変なことを任されてしまったというのが正直な
感想でした。実施までの期間が非常に短かった
のですが、選挙への知見をもとにしたエム・
イー・シーのアドバイスもあって、何とか準備
を終わらせることができました」
高橋氏も、サポート体制については高く評価し
ています。「当初は、ある程度まで作業を丸投

げできることを期待していたのですが、エム・
イー・シー側からのサポートは、i-voteの仕組
みの説明と、システムを使いこなすためのアド
バイスがメインでした。このことを今振り返っ
てみると、私たちの手で設定を行ったことで、
選挙を我々が望む形に近づけていくことがで
き、その結果、今の理想の形を確立できたとい
う実感があります。さまざまなノウハウを惜し
みなく提供してもらえたことも、大きな安心感
につながりました」

2015年6月の理事役員選挙は、立候補者の受付
までをi-vote上で行いましたが、結果として無
投票当選となりました。今回の選挙について高
橋氏は次のように語ります。「今回のi-voteの
導入で、納得のいく選挙運営の仕組みを低コス
トで整備することができました。前回の経験が
あっただけに、選挙の公平性と正確性を担保で
きた点には特に満足しています。次回以降の選
挙でも是非使っていきたいですね」
現在、同協会では、会員の増加に対応するため
代議員総会の導入が進行しています。2016年3
月には代議員選挙が行われる予定ですが、この
選挙においてもi-voteを継続して利用する予定
で着々と準備が進んでいるとのことです。

「総会に参加しないと
　投票できないのは問題では」
  との会員からの声

信頼性を確保するために
Web選挙を導入
大幅なコスト削減も実現
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i-voteによるWeb選挙が課題を解決前回選挙の課題と郵送選挙への懸念

公益社団法人 東京都理学療法士協会 様
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導入事例
～クラウド選挙システム～

MECの選挙ノウハウを活用することで、
公益社団法人として
ふさわしい選挙制度を確立

会場で投票する形式では、
すべての候補者と投票者に
公平な選挙を実現できない…

手作業では集計ミスの心配が…
作業に対しての独立性を
疑問視する声も上がっていた…

郵送選挙はいざ投票になると
莫大なコストが発生する… これなら

いける!!

①公平な選挙体制を実現
Web上での立候補・投票によって、
場所や日程による条件面の不公平を
解消。すべての立候補者と
投票者に同じ条件を保証。

②集計の正確性/独立性を担保
集計を自動化して
当選結果の正確性を保証。
集計作業に対する独立性も
担保できる。

③低コストでの導入/利用が可能
選挙時のみ費用が発生する
従量課金制で、初期費用も不要。
投票が行われなければ
基本料金のみでOK。


