
事例No 事業名称及び事業概要 団体名 開始年度 事業期間
医療・健康

１
大腸がん検診・精密検査受診率向上事業
大腸がんの早期発見・早期治療による市民の健康維持、健康寿命の延伸及び医療費
の適正化を目指し、前年度大腸がん検診未受診者への検診受診、また、要精密検査
判定者への精密検査受診勧奨を実施。

八王子市 2017 ３年

２
糖尿病性腎症等重症化予防事業
生活の質の維持・向上、医療費適正化を目指して、国民健康保険被保険者のうち人
工透析移行リスクの高い人を対象に、行動変容を促す保健指導プログラムを実施。

神戸市 2017 ３年

3

健康寿命延伸のための成果報酬型健康増進プログラム
メタボリックシンドローム予防・介護予防のため、３カ月間の健康増進プログラムをPFSとし
てRIZAPが複数の地方公共団体で実施。

・伊那市
・下諏訪町
・南相馬市、田
村市、只見町、
上ノ国町、南越
前町、長柄町、
平塚市

2017
2018
2019

１年
１年
１年

4
ソーシャルインパクトボンド（SIB）の手法を用いた新たながん検診の個別受診勧奨
業務
大腸がん早期発見・早期治療による生活の質の向上と医療費適正化を目指し、広島県
下６市の国民健康保険被保険者等を対象にして大腸がん検診受診勧奨を実施。

広島県、竹原市、
尾道市、福山市、
府中市、三次市、
庄原市

2018 ３年

5
服薬指導
健康増進及び医療費適正化を目指して、県及び県下３市で重複服薬の適正化を実
施。

大分県、別府市、
中津市、豊後大
野市

2018 １年

6
SIBを活用した健康ポイント事業（愛称：おかやまケンコー大作戦）
生活習慣の改善や医療費適正化を目指して、運動、栄養・食生活、社会参加から構
成されるサービスを多数の市内事業者が参画して提供。

岡山市 2018 ５年

7 多摩市国民健康保険糖尿病重症化予防事業
糖尿病の重症化予防のため、調剤薬局において薬剤師が服薬だけでなく食事・運動等
の生活習慣についての“コーチング”を行う、新たな保健指導を実施。

多摩市 2019 ３年

主な国内PFS事業一覧



事例No 事業名称及び事業概要 団体名 開始年度 事業期間
医療・健康

8

飛び地自治体連携型大規模ヘルスケアプロジェクト
医療費・介護給付費の適正化を目指して、健康づくりに取組んでいない「健康無関心
層」を対象に、インセンティブ付健康プログラムを提供することで、参加者の行動変容を促
す取り組み。

【第１期】
川西市、見附
市、白子町
【第２期】
宇部市、遠野
市、八幡市、指
宿市、美里町
【第３期】
高石市、飯塚
市、田原本町、
湯梨浜町

2018
2019
2020

５年
５年
５年

9
国民健康保険適正服薬推進事業
健康の保持増進と医療費適正化を目指して、重複服薬等がある国民健康保険被保険
者に対して適正な服薬を推進。

福岡市 2019 ３年

10 大腸がん検診受診勧奨PFS事業
大腸がん検診の受診率向上を目指して、ナッジ（※1）を用いて行動変容を促進。 浦添市 2019 １年

11
がん検診成果連動型事業所インセンティブ事業
全国平均を下回るがん検診受診率の向上を目的に、特に受診率の低い40歳代・職域
におけるがん検診に着目し、事業所に対するインセンティブ（従業員に受診勧奨を行い、
受診者数増加に応じた補助金を支払う。）を導入。

埼玉県 2019 １年

12
鎌倉市生活保護被保護者健康管理支援業務
生活保護被保護者の生活の質の向上と医療費適正化を目指し、生活保護被保護者
の中から健康リスクの高い人抽出した上で、ケースワーカーの指導を支援。

鎌倉市 2019 ２年

13
やまなしデータdeヘルス事業
県民の健康寿命延伸及びそれによる医療費適正化を目指して、19歳以上の働き盛りの
健康診断未受診者等の健康無関心層を中心とした国民健康保険被保険者に対して、
健康意識を高めて行動変容を促すアプリを開発・提供・運用。

山梨県 2019 ５年

主な国内PFS事業一覧

※1）対象者に対してきっかけを与え、選択肢を与えながらもよりよい方向に誘導する手法。



事例No 事業名称及び事業概要 団体名 開始年度 事業期間
介護

14
豊中市在住・在勤の喫煙者に対する禁煙支援事業
医療費適正化を目指して、豊中市在住・在勤の喫煙者、特に子育て世代で自発的禁
煙が困難な層に対して卒煙プログラムを提供。

豊中市 2019 ３年

15
産婦人科医・助産師・小児科医による遠隔健康医療相談サービス事業
産前・産後初期段階における母子に対する育児不安の減少及び効率的・効果的な医
療サービスの利用促進を目的に、妊産婦・小児科遠隔健康医療相談サービスを実施。

横浜市 2019 １年

16
要介護度改善ケア奨励事業
入所・入居施設職員の意欲向上を図るとともにさらに質の高い介護サービスの提供の継
続を推進することを目的に、サービスの質の評価を前提に、入所・入居者の要介護度の
改善人数に応じた奨励金を支給。

・滋賀県
・品川区
・川崎市、
岡山市
・福井県、
江戸川区
・名古屋市、
関市
・埼玉県

2012
2013
2014
2015
2016
2018

―

17
天理市高齢者の「活脳教室」による認知症予防対策
認知機能の改善、高齢者の居場所づくり、介護給付費の適正化を目指して、認知症予
防プログラム「脳の健康教室（活脳教室）」を市民に提供。

天理市 2017 １年

18
要支援認定者の生活自立支援
介護給付費の適正化を目指し、リハビリテーション専門職を配置して福祉用具・住宅改
修利用に関する助言や自立支援プログラムを提供。

合志市 2018 １年

19
要介護（要支援）認定者の自立支援促進による地域づくり事業
要介護（要支援）認定者の自立支援促進を目指したインフォーマルサービス（※2）と
就労メニューを開発して提供。

大牟田市 2018
2019

１年
１年

20
要支援・要介護者自立支援・重度化防止業務
市内全ての通所介護・通所リハビリテーション施設を対象に、施設利用者の要支援・要
介護度の維持・進行抑制を目指したサービスを実施。

大牟田市 2019 ４年

主な国内PFS事業一覧

※2）介護保険制度の対象外のサービス。



事例No 事業名称及び事業概要 団体名 開始年度 事業期間
介護

21
介護予防「あ・し・た」プロジェクト
介護予防による介護給付費の適正化を目指し、「あるく」（運動）、「しゃべる」（社会
参加）、「たべる」（食生活・口腔機能）というフレイル予防に有効な要素を取り入れた
介護予防プログラムを実施。

堺市 2019

３年
※新型コロ
ナウイルス
の影響によ
り４年間に
延長

22
ショッピングリハビリによる介護予防事業
介護予防を目指し、同時に買い物弱者への支援を行うため、高齢者の歩行を助ける専
用のショッピングカートを用いて「ショッピングリハビリテーション」を実施。

雲南市 2019 １年

23
大川市成果連動型認知症予防事業
健康寿命の延伸と地域づくり、介護給付費の適正化を目指し、一般高齢者（MCI含
む）に対する認知症予防及び認知症を発症した高齢者に対する認知症進行抑止のプ
ログラムを提供。

大川市 2019 ３年

24
遊休耕作地を活用した認知症高齢者等の社会参加と認知症予防プロジェクト
認知症者の就労・社会参加、認知症者と共生する地域社会の実現、地域経済の活性
化を目指し、遊休耕作地での農業生産や観光事業を実施。

奈良市 2019 １年

25
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
ホームタウンである美馬市の「美と健康」のまちづくりを推進し、運動習慣の定着と将来的
な医療・介護給付費の適正化を目指して、徳島ヴォルティスを含む複数のサービス提供
者が連携して開発したヴォルティスコンディショニングプログラムを市民に提供。

美馬市 2019 ５年

26
ずっと元気！プロジェクト
介護予防による介護給付費の適正化を目指し、65歳以上の高齢者（数千人規模）
を対象に、社会参加促進サービス事業者の創意工夫を凝らした社会活動量を増やす30
以上の"オンライン"や"三密を避けたオフライン（対面）"でのプログラムを提供。

豊田市 2021 ５年

主な国内PFS事業一覧



主な国内PFS事業一覧
事例No 事業名称及び事業概要 団体名 開始年度 事業期間
その他

27
東近江市版SIB事業
補助事業を成果連動型に転換して歳出の有効性を高めるとともに、地域の課題を地域
で解決する仕組みを構築。 東近江市

2016
2017
2018
2019

１年
１年
１年
１年

28
地域力強化のためのローカルログイン（※3）推進事業
障害の有無、老若男女に関わらず１人ひとりが持つ情熱や希望、能力が発揮できる環
境づくり「ローカルログイン」の推進。

久留米市
2017
2018
2019

１年
１年
１年

29
里親登録支援
社会的養護を必要とする児童が家庭的環境で養育される環境を整備するため、養育里
親のリクルートからトレーニング終了後のサポートまでを行うフォスタリング業務を推進し、里
親登録数等の向上を図る。

大阪府 2018 １年

30
フリースクール事業による不登校の子供への相談・通学指導を通じた自立支援
様々な課題を抱え、既存の学校の枠に入りきらない子供に対し、他者と関わりが持てる
「場」を提供することで、不登校や引きこもりなどの社会的孤立を防ぎ、将来の自立を支
援。

池田市 2018
2019

１年
１年

31
引きこもり等の社会的孤立者へのアウトリーチによる就労に向けたステップアップ支援
就労意欲の喚起、さらには就労による自立を目指して、引きこもり等の社会的孤立状態
の人にマンツーマンのアウトリーチを実施。

佐倉市 2018
2019

１年
１年

32
西条市版SIB事業
市内事業者向けの西条市特産品開発事業及び西条市商業地域等活性化事業を
PFSに変更して補助の有効性を高めるとともに、市内事業者を地域で支える体制を構築。

西条市 2018
2019

１年
１年

33
岡山市生涯活躍就労支援事業（岡山市生涯かつやく支援センター）
高齢者等の健康維持及び自立を目指し、高齢者等に対して就労や社会参加に向けた
支援を行うとともに、雇用先の企業等に対しても高齢者等の雇用を積極的に行うよう意
識改革や労働条件の見直し等の働きかけを実施。

岡山市 2019 ４年

34
子供が輝く東京・応援事業【成果連動型助成】
事業概要：事業者等が取り組む、結婚、子育て、学び、就労までのライフステージに応じ
た事業に対して助成金を交付する「子供が輝く東京・応援事業」について、助成対象とし
た事業の成果に応じて助成率を変動させた助成金を交付。

東京都 2019 ２年

※3）自分が住んでいる地域に目を向け「自分なりの地域との関わり方」を見つけること。



【令和２年２月時点】 

事業名称：大腸がん検診・精密検査受診率向上事業 

事業概要：大腸がんの早期発見・早期治療による市民の健康維持、健康寿命の延伸及び

医療費の適正化を目指し、前年度大腸がん検診未受診者への検診受診、また、要精密検

査判定者への精密検査受診勧奨を実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 東京都八王子市 

社会的課題及び 

その背景 

科学的根拠に基づくがん検診は、住民の死亡率を減少させ、か

つ、検診を受診するメリットがデメリットを上回り、国の指針

により実施が推奨されている。大腸がん検診もその１つに位置

付けられ、八王子市においても、様々な受診勧奨を実施し、新

規・継続受診者の確保に努めている。一方で、未受診、不定期

受診者層への対策が課題となっており、また、大腸がんの精密

検査受診率は 80％前後で推移しており、国の目標値 90％に近

づける必要がある。 

また、義務的・固定的経費が膨らむ地方公共団体の財政におい

て、医療費の削減、また、予算の適正な執行により、財源を確

保し、他の行政サービスに展開していく必要がある。 

目指す成果 
大腸がんの早期発見・早期治療による市民の健康寿命の延伸、

また、市民・行政双方にとって、医療費負担の抑制。 

サービス対象者 

【大腸がん検診受診率向上】 

八王子市国民健康保険被保険者で、前年度大腸がん検診未受診

者（約７万人）のうち、サービス提供者が AIを活用し、受診確

率の高い 1.2万人を抽出。 

【精密検査受診率向上】 

八王子市の大腸がん検診を受診し、精密検査が必要と判定され

た人全て。約 3,500名を想定。 

事
業
関
係
者 

委託者 八王子市医療保険部成人健診課 

受託者 株式会社キャンサースキャン 

サービス提供者 株式会社キャンサースキャン 

資金提供者 

株式会社デジサーチアンドアドバタイジング、株式会社みずほ

銀行、個人投資家、一般財団法人社会的投資推進財団（現：一

般財団法人社会変革推進財団） 

※各資金提供者は匿名組合 1に出資する。 

                                                      
1 資金提供者が採択事業者の行う事業に対して出資を行い、八王子市が行う成果連動支払を資金提供者で



【令和２年２月時点】 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 ケイスリー株式会社 

サービス内容 

【大腸がん検診受診率向上】 

キャンサースキャンは、八王子市より、平成 29年度特定健康診

査対象者及び過去５年間の特定健康診査、各種がん検診受診者

データを受領する。そして、AIを活用し、過去の受診歴等から

大腸がん検診の受診確率の高い者、1.2万人を抽出する。 

次に、近年、特定健康診査の受診歴のある者について、問診項

目のうち飲酒、喫煙、運動習慣、基本項目から BMI、すなわち

大腸がんのリスク要因を確認し、各人のリスク要因を個別に伝

える、オーダーメイド勧奨通知を郵送する。なお、勧奨通知の

パターンは数十パターンに及ぶ。 

【精密検査受診率向上】 

八王子市通常業務の中で実施する、要精密検査対象者を精密検

査に結び付ける取組みが終了してもなお、精密検査受診が確認

できない者に対し、キャンサースキャンがオーダーメイド勧奨

通知を郵送する。 

八王子市が、精密検査が必要と判断する基準値に対し、本人の

検査値を伝え、定量的、客観的判断により精密検査が必要と判

定されていることを伝える、オーダーメイド勧奨を実施。 

成果指標 

大腸がん検診受診率：受診率 15％以上を達成した場合に、達

成度に応じて段階的に支払う。（上限

19％） 

精密検査受診率：受診率 79％以上を達成した場合に、達成値

に応じて段階的に支払う。（上限 87％） 

早期がん発見者数：例年の発現率 2以上に本事業を実施した効

果として、予め定めた基準値に対して、追

加の早期がん発見者が１人以上の場合に発

見者数に応じて段階的に支払う。（上限 11

人） 

事業期間 

平成 29 年５月～令和元年８月（３年間） 

【内訳】 

サービス提供期間： 

                                                      
分配することを、資金提供者間で約束する契約形態である。 
2 精密検査受診者数に対する早期がん発見者数の割合 



【令和２年２月時点】 

・大腸がん検診受診勧奨業務：平成 29年５月～平成 30年７月 

・精密検査受診勧奨業務：平成 29年５月～令和元年７月 

評価時期： 

・大腸がん検診受診率：平成 30年８月 

・精密検査受診率及び早期がん発見者数：令和元年８月 

支払時期： 

・成果連動支払： 

平成 30年９月（大腸がん検診受診率の評価結果に基づき支払） 

令和元年９月（精密検査受診率及び早期がん発見者数の評価結

果に基づき支払） 

契
約
金
額 

総額 9,762千円 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

総額と同じ（上限） 

【内訳】 

大腸がん検診受診率：2,441千円 

精密検査受診率：4,880千円 

早期がん発見者数：2,441 千円 

財政効果

の試算 

費目 医療費（市負担分） 

金額 

約 17,000千円 ※支払額は除いていない。 

（早期がん以外のがん患者の医療費約 2,520千円－早期がん患

者の医療費 650千円）×実行給付率約 82％×11人 

※医療費は八王子市レセプトデータより分析して算定。 

国の補助の活用の有無 
経済産業省平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業（中間

支援組織の派遣） 

債務負担行為の有無 あり（３年間） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 

平成 30 年度、八王子市が成果指標の１つである大腸がん検診

受診率の評価を行ったところ、平成 27年度実績値９％、本 SIB

事業の最大目標値 19％に対して 26.8％を達成したことが確認

された。八王子市は、大腸がん検診受診率の支払基準に基づい

て、キャンサースキャンに対して満額を支払った。 

令和元年度、大腸がん精密検査受診率及び早期がん発見者数の

評価を行ったところ、前者は、平成 26年度実績値 77％、本 SIB

事業の最大目標値 87％に対して、82.1％を達成したことが確認

された。八王子市は、支払基準に基づいて、2,960 千円をキャ

ンサースキャンに支払った。なお、後者、早期がん発見者はな
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く、支払は生じていない。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

八王子市は、死亡率減少効果の認められた科学的根拠に基づくがん検診を実施すること

を基本方針としている。その上で、二重読影体制 3などを整備し、大腸がんを除く、胃、肺、

乳、子宮頸がんの精密検査受診率は国の目標値 90％を達成するなど、高い質での実施、さ

らに、受診率向上施策に取組み、がん検診事業において、全国的な評価を受ける地方公共団

体である。 

こうした八王子市のがん検診のマネジメントが整備されている背景を鑑み、経済産業省

が健康寿命延伸産業創出推進事業による SIB 導入を地方公共団体に働き掛ける中、平成 27

年度末、八王子市に SIB導入の打診をしたのがきっかけとなった。 

打診を受け、八王子市では、がん検診事業全般の振り返り、課題の検証を行った。八王子

市では、公約として、がん予防、がん検診の充実を掲げており、東京都の医療保健政策区市

町村包括補助事業等も活用しながら、財務部門の理解を得て、がん検診の質を高める取組み、

受診率向上策に一定の予算がついている。ただし、その財源にも限りがある中、大腸がんの

精密検査受診率を国の目標値 90％に近づける必要性、また、がん検診全般でも、未受診者、

不定期受診者対策など、踏み込まなくてはいけない課題を把握しつつ、予算を回しづらい領

域も明らかになった。そこで、財源を確保しつつ、より効率的な予算執行のため、SIBをモ

デル的に実施したいと考え、平成 28年５月、市長、副市長による会議において、導入の判

断を仰いだ。その結果、まずは、がんの早期発見・早期治療による市民の健康寿命の延伸を

図ることが大前提であり、そのために新たな手法に挑戦してみることはよいとの判断から、

本 SIB事業を実施することとした。 

この時、都市戦略部、総合経営部、行財政改革部、医療保険部、言わば企画部門と事業所

管部が一体となり、オール八王子で諮っており、このことが、以後の進捗において円滑に進

んだ一因であった。 

その後、八王子市は、経済産業省平成 28年度年度健康寿命延伸産業創出推進事業（以下

「平成 28 年度経済産業省事業」という。）が提供する SIB 事業の個別支援として派遣され

たケイスリーを中間支援組織とし、八王子市（企画、事業所管に加え、財政、契約部門も加

わる）、ケイスリー、キャンサースキャンが協議しながらロジックモデルの構築、成果指標

の設定、医療費適正化効果の算定、支払条件の設定、資金提供者探索等の導入可能性調査を

行った。 

なお、本 SIB 事業の実施にあたり、民間事業者の選定については、まずはがん検診全般に

                                                      
3 X線検査で撮影されたフィルムに、がんの影が写っていないかどうかを判定する際に、2人の医師が、

別々にフィルムを調べる体制のこと。八王子市においては、全症例が八王子市医師会に持ち寄られ、検診

実施機関の医師とは異なる複数のエキスパートの医師が確認を行う、独自の体制を整備している。 
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知見を有し、かつ、八王子市において実績があること、さらには、SIBという前例のない先

進的な事業にノウハウがあることから、サービス提供者を公募で選定せず、キャンサースキ

ャンとすることとした。 

 八王子市では、平成 26・27年度に大腸がん検診の受診率向上並びに判定基準の統一を目

的に、前年度特定健康診査受診者に便潜血検査キットの事前送付を行った。この取組により、

大腸がん検診受診者は２万人、受診率は 10％増加した。しかしながら、受診行動を促す最

大のサービスとも思えるこの施策をもってしても、それ以上の受診者獲得は難しく、現在で

は、大腸がん検診を受診し、異常がなければ、翌年度、便潜血検査キットが検診開始前に自

動送付される仕組みとなっており、７割以上の受診者を継続受診に結び付けている。今回の

モデル事業では、前年度未受診者という、検査キットが事前送付されない、受診意欲の低い

層へのアプローチを民間事業者に期待した。 

 さらには、八王子市では、医師会との連携や、専門の看護師が働き掛けを行っているもの

の、大腸がん検診精密検査受診率は 80％前後を推移していた。全国の地方公共団体の平均

は 70％に達しておらず、この数字も決して低い数値ではないが、国の目標値 90％に近づけ

るアプローチを民間事業者に期待した。 

 これに対し、キャンサースキャンは、これまでの一律の受診勧奨資材を用いるのではなく、

受診者個々の属性に合わせた受診勧奨通知を作成し、送付することを提案し、介入イメージ

の共有を図った。 

平成 28年 10月、平成 29年度の予算要求段階では、概ね２週に一度の頻度で打合せを重

ね、八王子市の国保被保険者のレセプトデータの分析を経て、成果指標、支払表が作成され、

既存事業費（8,874 千円）に、サービス提供者に対するインセンティブとして既存事業費の

約 10％（888 千円）を上乗せした額を加えて事業予算額とした。導入可能性調査段階から財

政部局も加わって検討を進めたため、通常の予算要求過程と同様のスケジュール（12 月ま

でに予算折衝完了）、手続きで予算を確保した。 

 

イ 体制の詳細 

八王子市とキャンサースキャンは成果連動型の業務委託契約を締結した。なお、八王子市

は、キャンサースキャンがどこから資金を調達してくるかについては、関与していない。 

契約締結後、デジサーチアンドアドバタイジング、個人投資家、社会的投資推進財団、み

ずほ銀行は匿名組合出資方式 4にてキャンサースキャンに資金提供した。キャンサースキャ

ンは資金提供を受けてサービス提供を行った。八王子市からの支払は全額成果連動である

ため、成果連動支払リスク（成果が出なければ八王子市から支払がなく、調達した資金を回

収できないリスク）はデジサーチアンドアドバタイジング、個人投資家、社会的投資推進財

団、みずほ銀行が負った。 

                                                      
4 資金提供者がサービス提供者の行うサービスに対して出資を行い、八王子市が行う成果連動支払を資金

提供者で分配することを、資金提供者及びサービス提供者で約束する契約形態である。 
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サービス提供期間中は２つの会合が定期的に開かれ、主にサービスの実施状況の確認が

行われた。１つ目の会合は、サービス提供が計画とおり行われているかどうか確認すること

を目的としたもので、八王子市とキャンサースキャンの間で定期的に実施された。２つ目の

会合は、サービス提供が計画とおり行われているかどうかの確認に加えて、成果達成の見込

みを共有することを目的とした会合で、ケイスリー、キャンサースキャン、デジサーチアン

ドアドバタイジング、個人投資家、社会的投資推進財団、みずほ銀行の間で定期的に実施さ

れた。 

サービス提供完了後、八王子市は、予め定めた評価方法・支払基準に基づき、八王子市が

保有するがん検診受診者に関わる情報を根拠にキャンサースキャンに成果に応じた支払を

行った。 

キャンサースキャンは八王子市から受けた支払額に応じてデジサーチアンドアドバタイ

ジング、個人投資家、社会的投資推進財団、みずほ銀行に償還した。 

 

図表 1 事業体制 

 

ウ 事業スケジュール 

八王子市は平成 27年度末から平成 28年度予算の査定までの約１年をかけて、SIB導入に

関する庁内検討を行い、その後ケイスリーが主導して八王子市、キャンサースキャンと協議

をしながら導入可能性調査を行い、事業の実施に至った。 

事業期間は平成 29年５月から令和元年８月までであり、そのうちサービス提供期間は平

成 29年５月から令和元年７月までの約２年間である。サービス提供は、大腸がん検診を受
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診し、精密検査が必要との結果を受けた人が精密検査も受診するというステップであり、全

国どの地方公共団体でも国に報告が求められている「地域保健・健康増進事業報告」（以下

「健増報告」という。）の内容が、前年度の大腸がん検診の受診者に関する報告と報告実施

年度の精密検査受診者に関する報告であることを踏まえ、２年間の設定とした。 

２つの業務のうち、１つ目の大腸がん検診受診勧奨業務は、八王子市が平成 30年８月に

評価を行い、その後成果に応じた支払を行った。２つ目の精密検査受診勧奨業務は、八王子

市が令和元年８月に評価を行い、その後成果に応じた支払を行った。評価の時期は、各成果

指標について、前述、健増報告に上げるため、八王子市の保有するがん検診受診者情報を最

終確定する時期に合わせて設定した。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

 成果指標は、大腸がん検診受診率、精密検査受診率、早期がん発見者数の３つである。 

大腸がん検診は、住民の死亡率を減少させることができ、かつ、検診を受診するメリッ

トがデメリットを上回るとして、国が実施を推奨するがん検診の１つである。検診受診率、

精密検査受診率を高めることで、早期がん発見者数が増加し、早期治療につながり、市民

の健康増進に寄与できると考えたことから、八王子市は上記の指標を設定した。 

成果指標の前提は、八王子市の国民健康保険被保険者の５年間分のレセプトデータに

依拠した。大腸がん検診を受診し、早期の大腸がんが発見され、治療した人の医療費と、

検診を受診せず、保険診療で大腸がんが発見され、治療した人の医療費を比較し、少なく

見積もっても前者は 655 千円、後者は 2,527 千円と算出し、早期がん発見時の医療費削

減効果を 1,873千円とし、成果指標のベースとした。 

 

② 評価方法 

 前述のとおり、成果指標を踏まえて支払基準は設定されており、かつ、がん検診受診の

有無は、八王子市が保有するがん検診受診者情報、すなわち、国へ報告する健増報告に基

づき評価を行う。そのため、第三者評価機関は設置していない。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

大腸がん検診受診勧奨業務
精密検査受診勧奨業務
大腸がん検診受診率
精密検査受診率
早期がん発見者数

サービス提供

成果連動支払

評価

庁内検討
導入可能性調査

契約締結

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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 評価方法は事前事後比較法 5を採用した。なお、事前値は、契約時最新の健増報告の数

値であり、大腸がん検診受診率は平成 27 年度、精密検査受診率、早期がん発見者数は、

平成 26年度である。これに対して、事後値は、平成 29年度の大腸がん検診受診に関わる

検診受診率、精密検査受診率、早期がん発見者数である。 

八王子市は、事前値と事後値を比較して成果の達成度を評価した。 

 

図表 3 各成果指標の評価方法 

成果指標 評価方法 

大腸がん検診受診率 事後値の算定方法：サービス対象者を母数とし、平成 29 年度地

域保健・健康増進事業報告として国及び都に提出する大腸がん検

診受診者データに基づき、平成 29 年度中に大腸がん検診を受診

した者を特定し、受診率を算定する。 

評価方法：事前値と事後値を比較して評価する。 

精密検査受診率 事後値の算定方法：平成 29 年度に大腸がん検診を受診し、要精

密検査となった全サービス対象者を母数とし、平成 30 年度地域

保健・健康増進事業報告として国及び都に提出する大腸がん検診

受診者データに基づき、精密検査を受診した者を特定し、受診率

を算定する。 

評価方法：事前値と事後値を比較して評価する。 

早期がん発見者数 事後値の算定方法：平成 29 年度中に大腸がん検診を受診し、要

精密検査となり、精密検査受診後、早期がんと診断された者の人

数について、平成 30 年度健康増進事業報告として国及び都に提

出する大腸がん検診受診者データに基づき算定する。 

評価方法：事前値と事後値を比較して評価する。 

 

オ 支払条件 

 支払条件は、八王子市、キャンサースキャン、ケイスリーが協議して決定した。キャンサ

ースキャンは、仮に資金提供者を集めることができず、民間資金を活用できない場合は自己

資金を活用することを想定していたため、支払条件の協議段階では具体的な資金提供者は

いなかった。SIBの特徴は成果連動支払であることから、八王子市は、支払額は全額成果連

動であるべきとし、キャンサースキャンも実施可能と判断したため、八王子市は支払額全額

を成果に応じて支払うこととした。 

支払は、成果指標ごとに支払基準を設定し、それに基づいて評価結果に応じて行うことと

した。 

                                                      
5 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 



【令和２年２月時点】 

 大腸がん検診受診率は、平成 27 年度の実績値が９％であることから、これを基準とし、

市の医療費適正化効果（医療費適正化効果から支払総額を差し引いた金額）が創出される

15％を下限、19％を上限として支払うこととした。 

 大腸がん検診精密検査受診率は、平成 26年度の実績値が 77％であることから、これを基

準とし、市の医療費適正化効果が創出される最低値である 79％を下限値、87％を上限とし

て支払うこととした。 

 早期がん発見者数は、平成 26 年度の発現率が 0.19％6であることから、これを本 SIB 事

業のサービス対象者数に乗じた値を基準とし、早期がん発見者数１人を下限値、11 人を上

限として支払うこととした。 

 

図表 4 支払基準 

成果指標 支払基準 

大腸がん検診

受診率 

下表に基づき支払う。（平成 27年度実績値９％） 

 

 

精密検査受診

率 

下表に基づき支払う。（平成 26年度実績値 77％） 

 

早期がん発見

者数 

下表に基づき支払う。（平成 26年度発現率 0.19％） 

 

（出所）八王子市大腸がん検診・精密検査受診率向上（成果報酬型官民連携モデル）業務委託仕様書 

 

図表 5 支払額内訳 

 平成 30年度 令和元年度 合計 

成果連動支払額 

※上限 

大腸がん検診受診率 2,441千円 ― 2,441千円 

精密検査受診率 － 4,880千円 4,880千円 

早期がん発見者数 － 2,441千円 2,441千円 

合計 2,441千円 7,321千円 9,762千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織であるケイスリーは、立ち上げ期に導入可能性調査を、サービス提供期に

は、会合の取りまとめや、八王子市に対する SIBに関する助言を行った。 

立ち上げ期に行った導入可能性調査の具体的な内容は、成果指標の素案作成、行政コスト

                                                      
6 八王子市の平成 26年度精密検査受診者数 53,540人に対する早期がん発見者数 103人の割合。 
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削減額の試算、予算要求の支援、支払条件の素案作成、契約形態の検討、資金提供者探索等

である。 

サービス提供期に行った会合の取りまとめとは、キャンサースキャン、デジサーチアンド

アドバタイジング、個人投資家、社会的投資推進財団、みずほ銀行が参加し、サービス提供

が計画とおりに行われているかどうかの確認に加えて、成果達成の見込みを共有すること

を目的とした会合の取りまとめである。 
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事業名称：糖尿病性腎症等重症化予防事業 

事業概要：生活の質の維持・向上、医療費適正化を目指して、国民健康保険被保険者のう

ち人工透析移行リスクの高い人 1を対象に、行動変容を促す保健指導プログラムを実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 兵庫県神戸市 

社会的課題及び 

その背景 

糖尿病性腎症は重症化すると人工透析が必要となり、患者の生

活の質を低下させるほか、医療費の増加にもつながることか

ら、多くの地方公共団体で重症化の予防が課題となっている。 

神戸市では、糖尿病性腎症の重症化を予防するために、特定健

診の結果により、糖尿病性腎症等のおそれがあるにもかかわら

ず医療機関未受診の人や糖尿病治療中断中の患者に対する受

診勧奨と、保健指導を行っている。これらの取組みは重症化予

防及び医療費適正化につながっているものの、いまだ医療機関

未受診者や治療中断者はいることから、このような人に行動変

容を起こし、人工透析への移行を予防する新たな手法の開発が

課題となっている。 

目指す成果 

医療機関未受診者や治療中断者の糖尿病性腎症のステージ進

行、人工透析移行等を防ぐことにより、患者の生活の質 2を維

持・向上させるとともに、さらなる医療費の適正化を目指す。 

サービス対象者 

神戸市の国民健康保険被保険者のうち、特定健診の結果によ

り、糖尿病性腎症等のおそれがあるにもかかわらず医療機関未

受診の人及び治療を中断している人 109人 

事
業
関
係
者 

委託者 神戸市 保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課 

受託者 株式会社 DPPヘルスパートナーズ 

サービス提供者 株式会社 DPPヘルスパートナーズ 

資金提供者 

三井住友銀行、個人投資家、一般財団法人社会的投資推進財団

（現：一般社団法人社会変革推進財団） 

※各資金提供者は、SMBC 信託銀行が提供する信託手法 3に基づ

いて資金提供を行った。 

                                                      
1 特定健診の結果より、糖尿病性腎症等のおそれがあるにもかかわらず医療機関未受診の人、治療を中断

している人 
2 人工透析の標準時間は、１回４時間・週３回であり、患者の負荷が大きい。このため人工透析移行予防

は患者の生活の質の向上につながる。 
3 資金提供者が資金を信託受託会社（本 SIB事業では SMBC信託銀行）に託し、信託受託会社が資金を管

理・運用する手法。 
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第三者評価機関 公益財団法人未来工学研究所 

中間支援組織 一般財団法人社会的投資推進財団 

サービス内容 

DPP ヘルスパートナーズは、独自に開発した教材を用いて指導

対象者（サービス対象者）に保健指導を行う。保健指導は、食

事療法、運動療法、セルフモニタリング、薬物療法から構成さ

れており、このほか必要に応じて活動と休息のバランス、スト

レスマネジメント、血糖管理、フットケア等に関する指導も行

う。 

保健指導の期間は約６カ月間で、１カ月目と４カ月目に面談と

電話による指導、それ以外は電話による指導を月２回実施す

る。 

成果指標 

保健指導プログラム修了率： 

目標値 80％を超えた場合は、上限金額を支払う。 

生活習慣改善率： 

目標値 75％を超えた場合は、上限金額を支払う。 

腎機能低下抑制率： 

目標値 80％を超えた場合は、上限金額を支払う。 

事業期間 

平成 29年７月～令和２年３月（３年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 29年７月～平成 30年３月 

評価時期： 

・保健指導プログラム修了率及び生活習慣改善率：平成 30年

７月 

・腎機能低下抑制率：令和２年３月 

支払時期： 

・最低支払：平成 30年３月 

・成果連動支払： 

平成 30年７月（保健指導プログラム修了率及び生活習慣改善

率に対する支払） 

令和２年５月：（腎機能低下抑制率に対する支払） 

契
約
金
額 

総額 34,063 千円 

最低支払額 10,482千円 

成果連動支払額 

23,581千円 

【内訳】 

・保健指導プログラム修了率：5,240 千円 

・生活習慣改善率：10,481千円 
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・腎機能低下抑制率：7,860千円 

財政効果

の試算 

費目 医療費（神戸市国保年金医療課負担分） 

金額 

約 120,000千円 ※支払額は除いていない。 

（積算根拠） 

医療費：第３期医療費約 430千円/年、第４期医療費約 710千

円/年、第５期医療費約 5,500千円/年 

神戸市の実効給付率：82.3％ 

生活習慣改善者数：72人 

第４期予防：15人 

人工透析予防：12人            

として算定。  

国の補助の活用の有無 
経済産業省平成 28 年度健康寿命延伸産業創出推進事業（中間

支援組織の派遣） 

債務負担行為の有無 あり（３年間） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 

平成 30 年度、未来工学研究所により、３つの成果指標のうち保

健指導プログラム修了率及び生活習慣改善率の評価が行われ

た。その結果、プログラム修了率は目標値 80％に対して 100％

（サービス対象者全員修了）となった。また、生活習慣改善率

は目標値 75％に対して 95％を達成した。これにより、神戸市は

各成果指標に基づく成果連動支払を DPPヘルスパートナーズに

対して満額行った。 

なお、残る１つの指標である腎機能低下抑制率の評価について

は、令和２年３月に実施予定である。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

 腎症は、症状が悪化して第５期に至ると人工透析が必要となる。人工透析は１日３～４時

間、週３～４日を要することから、患者の生活の質を低下させることとなるほか、年間 500

万～600 万円程度の医療費を要する。 

神戸市国保年金医療課では、透析の主要原因では糖尿病性腎症が最も多いことから、以前

から糖尿病性腎症の重症化予防に取組んでいる。例えば、特定健診の結果、腎機能が低下し

ている人や HbA1c値 4が高値で医療機関に受診していない人に対して、保健師の訪問及び電

                                                      
4 赤血球中のヘモグロビンのうち、糖と結びついている割合を示す値。値が高いと血糖値が高いことを示

し、値が低いと血糖値が低いことを示す。日本糖尿病学会では、2013 年６月より、血糖値コントロール
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話、文書にて受診勧奨を行っている。また、一定期間、糖尿病の治療を中断している人に対

しても、保健師等による受診勧奨や保健指導を実施している。それでも、いまだ医療機関未

受診者や治療中断者がいることや、糖尿病性腎症の重症化予防事業の評価方法の確立がで

きていない等の課題も見られたため、神戸市国保年金医療課では、糖尿病性腎症重症化予防

及び医療費適正化につながる新たな手法を探索していた。 

平成 27年度、社会的投資推進財団は PFS/SIBを普及するために、複数の地方公共団体に

PFS/SIB を活用した社会課題解決の提案を行っていた。その地方公共団体の１つが神戸市で

あり、神戸市国保年金医療課が糖尿病性腎症重症化予防における新たな取組みを探索して

いたことを受けて、同財団は、神戸市に対し、糖尿病性腎症重症化予防を目的とした SIBの

導入を提案した。これをきっかけに、神戸市は庁内で SIBを活用した糖尿病性腎症重症化予

防事業の検討を開始した。その結果、重症化を予防できる効果的な取組みを把握することを

目的として、これまでの事業対象者よりも軽度の腎症のうちから早期に介入することを試

験的に行う SIB事業の実施を決定した。 

 これを踏まえ、経済産業省平成 28年度健康寿命延伸産業創出推進事業（以下「平成 28年

度経済産業省事業」という。）が提供する SIB事業の個別支援として派遣された社会的投資

推進財団を中間支援組織とし、神戸市国保年金医療課及び DPP ヘルスパートナーズと協議

を行った。また、社会的投資推進財団は、三井住友銀行や SMBC 信託銀行とも協議を行い、

ロジックモデルの構築、成果指標の設定、医療費適正化効果の算定、支払条件の設定、資金

調達手法の検討、資金提供者探索等の導入可能性調査を行った。 

 本 SIB 事業の予算額は、社会的投資推進財団が算定した行政コスト削減額とサービス提

供者の見積額の両方を考慮して、サービス提供者の事業費相当額（26,202 千円）に、サー

ビス提供者に対するインセンティブとして事業費相当額の 30％（7,862千円）を上乗せした

額を加えた額とした。当該 30％は、神戸市及び社会的投資推進財団がサービス提供者にヒ

アリングを行って把握した成果達成の難易度等を踏まえて、神戸市が設定した。 

なお、本事業は導入可能性調査の段階から DPP ヘルスパートナーズが参画を検討してい

たことから、神戸市は DPP ヘルスパートナーズをサービス提供者とすることとした。 

 

イ 体制の詳細 

 本 SIB事業の契約の締結を行う前に、神戸市、DPPヘルスパートナーズ及び社会的投資推

進財団の間で覚書を締結した。覚書では、神戸市が行う支払の振込先を DPPヘルスパートナ

ーズの口座ではなく本 SIB 事業の専用口座にすること、万が一 DPP ヘルスパートナーズが

事業を継続できなくなった場合の対応として社会的投資推進財団が別途サービス提供者を

確保することを定めた。これは、仮に DPPヘルスパートナーズが事業を中断した場合であっ

ても事業を継続できる体制を構築することで、神戸市と資金提供者の双方にとって、事業の

                                                      
の新たな目標を「HbA1c 値 7.0％未満」としている。 
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安定性・継続性を確保できるスキームとすることを意図したものである。 

 覚書を締結した後、神戸市と DPPヘルスパートナーズは業務委託契約を締結し、DPPヘル

スパートナーズは SMBC信託銀行を介して三井住友銀行、個人投資家、社会的投資推進財団

から資金提供を受けた。また、DPPヘルスパートナーズは未来工学研究所と評価業務の委託

契約を締結した。 

資金提供は信託手法を用いて実施した。具体的には、SMBC 信託銀行が神戸市の支払に信

託受益権 5を設定し、これを社会的投資推進財団、三井住友銀行、個人投資家に販売した。

社会的投資推進財団、三井住友銀行、個人投資家はこれを購入することで DPPヘルスパート

ナーズに資金を提供した。信託手法を活用することにより、神戸市による最低支払及び成果

連動支払は、専用口座に入金されることから、DPPヘルスパートナーズが行う他の事業から

会計を分離でき、社会的投資推進財団、三井住友銀行、個人投資家は DPPヘルスパートナー

ズが行う他の事業のリスクを負担することがなくなる。そのため資金提供者のリスクは軽

減される。なお、資金提供者の一社である三井住友銀行は、信託受益権の購入に加えて、SMBC

信託銀行を仲介して融資も行った。神戸市からの支払は一部成果連動であるため、成果連動

支払リスク（成果が出なければ神戸市から支払がなく、提供した資金を回収できないリスク）

は社会的投資推進財団、三井住友銀行、個人投資家が負う。 

 資金提供を受けて DPPヘルスパートナーズは、サービスを提供する。サービス提供期間中

は、神戸市、DPP ヘルスパートナーズ、社会的投資推進財団が定期的に会合をもって主にサ

ービスの実施状況の確認を行う。 

 サービス提供完了後、神戸市は DPPヘルスパートナーズに対して最低支払を行う。 

 また、第三者評価機関である未来工学研究所は、各成果指標の評価を行い、神戸市にその

結果を報告する。神戸市は、未来工学研究所の評価結果を踏まえて、成果連動支払額を本 SIB

事業専用口座に振り込む。三井住友銀行、個人投資家、社会的投資推進財団は振り込まれた

支払額を償還等として受け取る。 

  

                                                      
5 神戸市が行う成果連動支払を受け取る権利。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

 平成 27 年度及び平成 28 年度の約２年間をかけて神戸市は SIB 導入における庁内検討を

行い、社会的投資推進財団が主導して導入可能性調査を行った。なお、導入可能性調査では、

神戸市、DPP ヘルスパートナーズに加えて、三井住友銀行や SMBC 信託銀行とも協議を行っ

た。 

 事業期間は平成 29 年７月から令和２年３月の約３年間である。そのうちサービス提供期

間は平成 29 年７月から平成 30 年３月までの約１年間である。サービス提供期間は、神戸

市及び社会的投資推進財団が、DPP ヘルスパートナーズのプログラム実施期間を踏まえて設

定した。 

 評価時期については、平成 30 年７月に未来工学研究所が保健指導プログラム修了率及び

生活習慣改善率の評価を行った。また、腎機能抑制率の評価は令和２年３月に行われる。 

支払時期については、最低支払が平成 30年３月、保健指導プログラム修了率及び生活習

慣改善率の評価に基づく成果連動支払は平成 30年７月、腎機能抑制率の評価に基づく支払

は令和２年４～５月である。 

 

図表 2 事業スケジュール 
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

 成果指標は、保健指導プログラム修了率、生活習慣改善率及び腎機能低下抑制率である。 

保健指導プログラム修了率はアウトプット指標 6であるが、神戸市にとって、サービス

対象者がプログラムを修了すること自体を重要と捉えていることから、成果指標とした。 

成果指標である生活習慣改善率は、糖尿病性腎症と生活習慣との因果関係が強いこと

から指標として設定した。 

腎機能低下抑制率は、本 SIB 事業が目指す成果そのものであることから、成果指標とし

て設定した。 

 

 ② 評価方法 

 未来工学研究所が、分析及び評価を行う。 

保健指導プログラム修了率は、サービス対象者のうち保健指導プログラムを修了した

人の割合である。目標値（80％）と比較して達成状況を把握した。 

生活習慣改善率は事前事後比較法 7を用いて評価した。保健指導プログラム実施前と修

了後にサービス対象者に行動変容に関するアンケートを行い、その結果を比較して、成果

の達成度を評価した。 

腎機能低下抑制率は、国民健康保険被保険者のうち、保健指導プログラム修了者と、マ

ッチング法 8により選定した対照群の eGFR 値 9の経年変化率を個人単位で比較し、対照群

よりも腎機能の低下率が低かったサービス対象者を、本 SIB 事業の結果腎機能の低下を

抑制できた人とし、成果の達成度を評価する。 

 

オ 支払条件 

 支払条件は、社会的投資推進財団が素案を作成し、それを神戸市、資金提供者である三井

住友銀行、SMBC 信託銀行、DPPヘルスパートナーズが協議して決定した。 

支払は、最低支払額と成果連動支払額からなる。 

最低支払額は、事業費相当額の 10％（2,620千円）及び前述のサービス提供者に対するイ

ンセンティブとして事業費相当額に上乗せした額（7,862 千円）を合計した 10,482 千円で

ある。 

成果連動支払は、成果指標ごとに以下の支払基準を設定し、それに基づいて成果の達成度

に応じて支払う。 

  

                                                      
6 事業の具体的な活動量や活動実績を測る指標。 
7 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
8 対象者群と可能な限り類似した対照群を設定し、両者を比較する方法。 
9 糸球体ろ過量値推定値。腎臓が老廃物を尿へ排出する能力を示す。 



【令和２年２月時点】 

 

図表 3 支払基準 

成果指標 支払基準 

保健指導プロ

グラム修了率 

事業費相当額（26,202 千円）の 20％を上限とし、事業費相当額の 20％

に、保健指導プログラム修了率である目標値（80％）に対する実際の保

健指導プログラム修了率の比率を掛けて算出した額を支払う。（目標値

80％を超えた場合は、上限金額を支払う。） 

生活習慣改善

率 

事業費相当額（26,202千円）の 40％を上限とし、生活習慣病改善率の目

標値（75％）に対する実際の生活習慣病改善率の比率を掛けて算出した

額を支払う。（目標値 75％を超えた場合は、上限金額を支払う。） 

腎機能低下抑

制率 

事業費相当額（26,202千円）の 30％を上限とし、腎機能低下抑制率の目

標値（80％）に対する実際の腎機能低下抑制率の比率を掛けて算出した

額を支払う。（目標値 80％を超えた場合は、上限金額を支払う。） 

（出所）神戸市提供資料 

 

図表 4 支払額内訳 

 平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 
合計 

成果連動 

支払額 

※上限 

保健指導プロ

グラム修了率 

5,240 

千円 

－ － 5,240 

千円 

生活習慣改善

率 

10,481 

千円 

－ － 10,481 

千円 

腎機能低下抑

制率 

－ － 7,860 

千円 

7,860 

千円 

最低支払額 10,482 

千円 

－ － 10,482 

千円 

合計 26,203 

千円 

－ 7,860千円 34,063 

千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

 中間支援組織である社会的投資推進財団は立ち上げ期に導入可能性調査を、サービス提

供期には、神戸市、DPP ヘルスパートナーズと定期的に会合をもって主にサービスの実施状

況の確認を行う。 

 立ち上げ期に行う導入可能性調査の具体的な内容は、成果指標の設定、行政コスト削減

額の試算、予算要求の支援、支払条件の設定、契約形態の検討、資金提供者探索、資金調

達手法の検討等である。 

本事業には事業の安定性及び継続性を確保するための２つの工夫がある。第一に、信託

手法を活用している点である。社会的投資推進財団が資金提供者と協議を行い、プロジェ
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クトファイナンス 10に近い資金調達手法を構築し、事業の安定性、継続性を確保した。第

二に、社会的投資推進財団が仮に DPPヘルスパートナーズが事業を継続できなくなった場

合に別途サービス提供者を確保する役割を担っている点である。 

サービス提供期に行う実施状況の確認の具体的な内容は、実施状況を基にした神戸市に

対する SIBに関する助言、事業者と資金提供者間で事業の実施状況を共有する会合のとり

まとめ等である。 

                                                      
10 事業に係る収益や資産以外は出資者に遡及責任を求めないファイナンス手法 
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事業名称：健康寿命延伸のための成果報酬型健康増進プログラム 

事業概要：メタボリックシンドローム予防・介護予防のため、３カ月間の健康増進プロ

グラムを PFSとして RIZAP が複数の地方公共団体で実施。 

※本事例における金額は、全て税抜き表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 

長野県伊那市、長野県下諏訪町、福島県南相馬市、福島県田村

市、福島県只見町、北海道上ノ国町、福井県南越前町、千葉県

長柄町、神奈川県平塚市 

※事業は各地方公共団体が個別に実施しており、連携している

わけではない。 

社会的課題及び 

その背景 

健康寿命延伸や医療費適正化に向け、地方公共団体ではこれま

でも健康増進プログラムを実施してきたが、従来の地方公共団

体のプログラムは健康への関心が無い層へ届きにくいこと、途

中で出席しなくなる参加者が多いこと等が課題となっている。

また、プログラムを実施したことによる成果が十分に把握され

ていないことも課題である。 

目指す成果 

働く世代のメタボリックシンドローム予防・高齢者向け介護予

防を行うことで、住民の健康増進を図るとともに、医療費適正

化を目指す。 

サービス対象者 

メタボリックシンドローム予防のプログラムを行う場合の成

果指標のサービス対象者： 

各地方公共団体の 40代～50代の住民 

介護予防のプログラムを行う場合の成果指標のサービス対象

者： 

各地方公共団体の 60歳～75歳の住民 

事
業
関
係
者 

委託者 

長野県伊那市、長野県下諏訪町、福島県南相馬市、福島県田村

市、福島県只見町、北海道上ノ国町、福井県南越前町、千葉県

長柄町、神奈川県平塚市 

受託者 RIZAP株式会社 

サービス提供者 RIZAP株式会社 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容 
RIZAP は、フィットネス事業のノウハウや知名度を活かして地

方公共団体ごとに、メタボリックシンドローム予防、介護予防
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のいずれかを目的とし、３カ月間にわたる健康増進プログラム

を実施する。プログラムはメタボリックシンドローム予防、介

護予防とも同じであり、内容は以下のとおりである（提供する

サービス対象者が異なる）。 

■体力年齢の測定 

参加者はプログラム参加前後に体力測定を受け、筑波大学発の

ベンチャー企業である株式会社 THFと RIZAPが開発した「RIZAP

体力年齢推定式」により、体力年齢を算出する。 

■運動指導 

各地方公共団体の運動施設等を会場とし、器具を用いず、１人

でできる軽いトレーニング（ストレッチ、足踏み運動、筋肉ト

レーニング等）を実施する。３カ月間で全８回開催する。 

■食事指導・管理 

参加者は栄養バランスの良い食事についての説明を受けた上

で、３カ月間の食事内容を記録する。各参加者の食事内容の記

録に対して、RIZAP 株式会社のトレーナーが毎週または２週間

に１回、コメントを送信し、フィードバックを行う。 

成果指標 

メタボリックシンドローム予防の場合： 

５％以上の体重減少を達成した人数 

介護予防の場合： 

10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数 

医療費の削減額（採用するかは地方公共団体が決定する） 

事業期間 

サービス提供期間：３カ月間 

評価時期：プログラム終了時点 

支払時期： 

・成果連動支払：評価終了後 

契
約
金
額 

総額 成果目標を達成した人数×70千円 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ 

財政効果

の試算 

費目 医療費 

金額 

本事業によりメタボリックシンドローム予防・介護予防を行

うことで医療費の抑制が見込まれるが、その金額は算出して

いない。 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 
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成果実績 

※ここでは長野県伊那市の成果実績について記載する。 

長野県伊那市では介護予防を目的とし、「10 歳以上の体力年齢

の低下を達成した人数」と「医療費の削減額」を成果指標とし

た。 

10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数は、サービス対象者

の約９割にあたる 35人であった。体力年齢の若返りは、参加者

の平均で-36.89歳であった。 

「医療費の削減額」は、参加者のプログラム実施前後３カ月間

の医療費の削減額の 1/2が、１つ目の成果指標である「10歳以

上の体力年齢の低下を達成した人数」による成果連動支払額を

上回る場合に、差額が支払われる仕組みとした。ただし、伊那

市ではこの差額は発生しなかった。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

全国の地方公共団体は、高齢化の進展やそれに伴う医療費の増加を背景として、健康寿命

の延伸を目的とした健康講座や体操教室などの健康増進事業を実施している。しかし、地方

公共団体が開催する健康増進事業の課題として、①日頃から健康づくりに取組んでいない

「無関心層」こそ対象とすべきであるが、このような層はそもそも事業への参加が少ないこ

と、②事業の途中から出席しなくなる参加者が存在すること、③事業を実施したことによる

成果が十分に把握されていないこと等がある。 

RIZAPでは、個人向けのフィットネスジムのほかに企業向けや地方公共団体向けに健康増

進プログラムを提供しており、このうち地方公共団体向けのプログラムでは、RIZAPが掲げ

る「結果にコミットする」という理念に基づき、成果に応じた委託費を受け取る PFSを展開

している。地方公共団体にとっては、①RIZAP の知名度や、「メタボ予防」を「ボディメイ

ク」、「介護予防」を「若返り」と呼ぶ RIZAPのプログラムを活用することにより、従来の事

業では届かなかった無関心層の取り込みが期待できること、②参加者の主体的な関与を促

す RIZAP のノウハウを活用することで、参加者がプログラム終了時まで継続して出席する

ことが期待できること、③個人向けフィットネスジム等での RIZAP の実績から、体重減少や

体力年齢の低下といった成果が十分に得られると期待できることなどのメリットがある。 

現在までに、全国で 20 を超える地方公共団体が RIZAPの地方公共団体向け健康増進プロ

グラムを導入しており、このうち９つの地方公共団体では、成果に応じた支払を採用してい

る。本事業を導入した経緯は様々であり、RIZAPからの提案を受けて事業化に至った地方公

共団体もあれば、県が主催する地方公共団体と RIZAP のマッチングの機会を通じて事業化

に至った地方公共団体も存在する。なお、各地方公共団体においては、サービス提供者が特

定されている事業であることから、公募せずに RIZAPと契約することとした。 
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イ 体制の詳細 

各地方公共団体は、RIZAP と契約を締結する。 

RIZAPは、地方公共団体との契約に基づき、自らの資金でサービス対象者に健康増進プロ

グラムを提供する（※地方公共団体によっては、参加者から参加費を徴収する場合もある）。 

 地方公共団体は、参加者の募集を行うほか、健康増進プログラムの実施場所として地方公

共団体が所有する運動施設等を RIZAP に提供する。 

プログラムの最終日に、RIZAPは、成果指標である「５％以上の体重減少を達成した人数」

もしくは「10 歳以上の体力年齢の低下を達成した人数」の算定を行い、結果を地方公共団

体に報告する。地方公共団体はこの算定結果に基づき評価を行う。これに加えて「医療費の

削減額」を成果指標に採用している地方公共団体においては、プログラム実施前後のサービ

ス対象者の医療費を比較して医療費削減額を算定する。 

地方公共団体は、成果指標の評価結果に基づき、予め定めた支払基準に則って RIZAPに成

果連動支払額を支払う。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

各地方公共団体は、ⅰサービス対象者や対象人数の設定等、ⅱ契約締結、ⅲサービス提供、

ⅳ評価・支払という流れで事業を実施している。 

一例として、長野県伊那市では、平成 29年度、事業化に向けた庁内検討を開始した。ま

た、成果指標の設定や支払条件については RIZAPと協議を行い、同年度に契約を締結、事業

を開始した。サービス提供期間は平成 30 年１月から平成 30 年３月であり、成果指標であ

る「10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数」の評価はプログラム終了時の平成 30年３

月に RIZAPが行った。その後、成果に応じた支払が同月中に伊那市から行われた。伊那市で

は、前述のとおり、成果指標「10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数」に加えて「医療

費の削減額」も成果指標とした。当該成果指標はプログラム実施前後の参加者の医療費を比

較する必要があることから、伊那市は、サービス対象者のレセプトデータ等の診療情報を分

析した上で、平成 30年 10 月に評価を行った（※評価の結果、これに対する成果連動支払額

の支払は生じなかった。）。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

RIZAP は、成果指標を、５％以上の体重減少を達成した人数、もしくは 10 歳以上の体

力年齢の低下を達成した人数としており、また、地方公共団体によっては医療費の削減額

も採用する。 

「５％の体重減少」については、厚生労働省「特定保健指導のモデル実施」において「腹

囲 2.0cm 以上かつ体重 2.0kg 以上の減少」が要件とされており、これを十分に達成できる

水準として５％に設定している。また、RIZAPのこれまでの個人向け事業等の実績を踏ま

えても、十分に実現できる水準となっている。 

体力年齢については、RIZAPが筑波大学発のベンチャー企業である THFと共同開発した

「RIZAP 体力年齢推定式」を用いて算出する。RIZAPが過去に地方公共団体向けに実施し

たモデル事業においては、参加した高齢者の約 96％に体力年齢の若返りが見られ、その

平均は 13.6 歳だった実績があり、これを踏まえ、十分に実現可能な水準として 10 歳以

上の若返りを成果目標として設定している。また、平均寿命と健康寿命の差が約９～12歳

であることから、体力年齢の若返りにより健康寿命を延伸することで、この差を縮小させ

る狙いがある。 

５％以上の体重減少を達成した人数、もしくは 10歳以上の体力年齢の低下を達成した

人数の成果指標は、RIZAPがプログラム開始時点及び終了時点のほか、プログラム実施中

（開始から１カ月後）にも測定を行う。途中段階での測定結果は、地方公共団体による成

果連動支払額の支払には関係しないが、参加者に体重減少や若返りの成果が出始めてい

ることを実感させ、意欲を持って継続的にプログラムに参加させる効果がある。 

医療費削減額による評価は、「オ 支払条件」にて後述する支払時期の課題により一部

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

※1 ※2 ※2

庁内検討

※伊那市のケース
平成29年度 平成30年度

※2：医療費の削減額

導入可能性調査
契約締結

サービス提供
評価

成果連動支払
※1：10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数
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の地方公共団体のみが採用している。医療費削減額は、参加者のプログラム実施前の医療

費から、プログラム実施後の医療費を差し引いた差額である。 

なお、RIZAPと地方公共団体はその医療費削減額を折半し、それぞれ医療費削減額の 1/2

を収受する。ただし、RIZAPが収受する額は、折半した医療費削減額から、５％以上の体

重減少を達成した人数、もしくは 10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数に応じて受

けた成果連動支払額を差し引いた額である。 

 

② 評価方法 

成果指標である５％以上の体重減少を達成した人数、もしくは 10歳以上の体力年齢の

低下を達成した人数は、プログラム開始時及び終了時に各参加者に対し RIZAP が評価手

法に基づき、評価を行い、達成人数を求める。 

医療費の削減額については、地方公共団体が参加者の同意を得た上で国民健康保険の

レセプトデータ等の診療情報を確認し、評価する。評価方法は事前事後比較法 1である。

長野県伊那市の場合、プログラム実施前の３カ月間（平成 29年９月～同年 12月）とプロ

グラム実施後の３カ月間（平成 30 年４月～６月）の医療費を比較することで評価した。

医療費の分析対象とした参加者は、全８回のプログラムのうち４回以上出席した参加者

とした。 

 

オ 支払条件 

上記のとおり、成果連動支払は、成果指標である５％以上の体重減少を達成した人数、も

しくは 10 歳以上の体力年齢の低下を達成した人数、医療費の削減額に対して行われるが、

評価を行う時期が異なることから、支払時期は２回に分かれる。 

５％以上の体重減少を達成した人数、もしくは 10歳以上の体力年齢の低下を達成した人

数については、目標値を達成した人数に応じて、地方公共団体が RIZAP に対して１人につき

70 千円の成果連動支払を行う。この単価は、実際のサービスの提供に要する費用を参考に

設定している。 

医療費の削減額については、プログラム終了後に一定の期間（長野県伊那市の場合は３カ

月間）をおいて分析を行う必要があることから、支払時期が、５％以上の体重減少を達成し

た人数、もしくは 10歳以上の体力年齢の低下を達成した人数に対する支払より遅れること

となる。そのため、医療費の削減額を成果指標とする場合、RIZAPは、医療費の削減額が判

明した時点で地方公共団体に追加的な予算を確保してもらうこととしている。このことが

RIZAPとの契約締結や予算措置を行う上で課題となっており、医療費の削減額の考え方を採

用していない地方公共団体も存在する。伊那市では、医療費の削減額も成果指標としたため、

プログラムを実施した翌年の平成 30年 10月にその評価・支払を行うこととした。 

                                                      
1 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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カ 中間支援組織の役割 

本事業では中間支援組織は設けていないが、立ち上げ期においては、各地方公共団体にお

ける事業化の検討（成果指標の設定、支払条件の設定）にあたり、RIZAPが自社の実績やノ

ウハウをもとに各地方公共団体に提案・助言を行っている。また、サービス提供期には、定

期的に RIZAP が地方公共団体に対して参加者の体重もしくは体力年齢の経過を報告するこ

とで、地方公共団体はサービス実施状況の確認を行っている。 
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事業名称：ソーシャルインパクトボンド（SIB）の手法を用いた新たながん検診の個別

受診勧奨業務 

事業概要：大腸がん早期発見・早期治療による生活の質の向上と医療費適正化を目指し、

広島県下６市の国民健康保険被保険者等を対象にして大腸がん検診受診勧奨を実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 広島県、竹原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市 

社会的課題及び 

その背景 

広島県は全国平均と比べて大腸がん検診受診率、精密検査受診

率が低く、以前より受診率向上が課題となっている。 

目指す成果 

大腸がん検診受診者数及び精密検査受診率を向上することで

早期がん発見による県民のがん死亡者数の減少、生活の質の維

持・向上、医療費適正化を目指す。 

サービス対象者 40歳～74歳の国民健康保険被保険者等 

事
業
関
係
者 

委託者 
広島県健康福祉局がん対策課、竹原市、尾道市、福山市、府中

市、三次市、庄原市 

受託者 株式会社キャンサースキャン 

サービス提供者 株式会社キャンサースキャン 

資金提供者 

一般財団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革

推進財団）、株式会社広島銀行、株式会社みずほ銀行、ミュージ

ックセキュリティーズ株式会社（クラウドファンディング） 

※ミュージックセキュリティーズ株式会社が匿名組合 1を組成

し、各資金提供者は当該組合に出資する。 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 ケイスリー株式会社 

サービス内容 

キャンサースキャンは、竹原市、尾道市、福山市、府中市、三

次市及び庄原市（以下「参加６市」という。）が有するサービス

対象者の大腸がん検診・特定健診の過去受診データ（以下「過

去受診データ」という。）を受領し、分析を行った上で、大腸が

ん検診受診率及び精密検査受診率向上業務を行う。 

大腸がん検診受診率向上業務は以下のとおりである。 

・ 過去受診データの分析結果から数パターンの大腸がん検

診の受診勧奨資材（はがき）を作成する。 

                                                      
1 資金提供者が採択事業者の行う事業に対して出資を行い、広島県及び参加６市が行う固定支払及び成果

連動支払を資金提供者で分配することを、資金提供者間で約束する契約形態である。 
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・ 次に、AIを活用して各サービス対象者に最適な受診勧奨資

材を選択し、郵送にて送付する。 

なお、精密検査受診率向上業務は、大腸がん検診の結果、精密

検査が必要になったサービス対象者に対して、精密検査受診率

向上に寄与する勧奨資材を作成・送付する。 

成果指標 

大腸がん検診受診者数：平成 29年度を基準値として、受診者数

が 1,350 人以上増加した場合に、受診者

数を評価する。 

精密検査受診率：平成 29 年度を基準値として、受診率 70％以

上の場合に、受診率を評価する。 

事業期間 

平成 30 年 10月～令和２年９月（３年間） 

【内訳】 

サービス提供期間： 

・大腸がん検診受診勧奨業務：平成 30 年 10 月～平成 31 年３

月 

・精密検査受診勧奨業務：平成 30年 10月～令和２年３月 

評価時期： 

・大腸がん検診受診者数：令和元年９月 

・精密検査受診率：令和２年９月 

支払時期： 

・固定支払（最低支払）：平成 31年３月 

・成果連動型支払：令和２年 10月 

契
約
金
額 

総額 22,294 千円 

最低支払額 

3,880千円（参加６市で負担）勧奨資材作成費、印刷費 

※本事例では「固定支払」もしくは「参加６市委託料支払」と

いう。 

成果連動支払額 
18,414 千円（県が負担）人件費（受診勧奨、分析等） 

・成果指標の達成状況に応じて支払 

財政効果

の試算 

費目 大腸がんの早期発見による医療費の抑制（県及び市負担分） 

算定方法 

早期がん発見による１人あたり医療費適正化効果約 1,870千円

×医療費財源負担率 56.8％（県、市負担分）×想定早期がん発

見者数 

国の補助の活用の有無 

経済産業省平成 29 年度健康寿命延伸産業創出推進事業（中間

支援組織の派遣） 

感染症予防事業費等国庫補助負担（補助）金（参加６市）（固定

支払（最低支払）に充当） 
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債務負担行為の有無 あり（県負担分。３年間） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

 広島県では、「広島県がん検診啓発特使」を活用した全県的な普及啓発の展開により、県

民のがん検診の認知度が８割を超える水準となっているものの、がん検診の受診率が、全て

の部位で全国平均を下回っているなど、普及啓発キャンペーンの効果が実際の受診行動に

つながっていないという課題があった。 

そうした中、受診率向上対策として、成果が可視化でき、受診率の向上が期待できること、

事業実施を通して得るノウハウを県内の各市町へも反映できることなどを評価して、SIBを

活用した大腸がん検診受診勧奨業務の実施を検討することとなった。 

 これを受けて、経済産業省平成 29年度健康寿命延伸産業創出推進事業（以下「平成 29年

度経済産業省事業」という。）が提供する SIB事業の個別支援として派遣されたケイスリー

を中間支援組織とし、広島県健康福祉局がん対策課及び総務局経営企画チームによりロジ

ックモデルの構築、成果指標の設定、医療費適正化効果の推計、支払条件の設定、参加市町

探索等の導入可能性などを協議した。 

 SIB事業を実施するには、大腸がん検診受診勧奨業務及び精密検査検診勧奨業務の実施主

体である市町の参加が必須であったため、事業スキームを構築した後、市町に対して事業ス

キーム等について説明するなど、本事業への参画の呼びかけを行った。 

 その結果、参加６市について参画の同意を得ることができたことから、広域連携の SIB導

入事業としてがん検診の受診率向上対策を実施することとした。 

 

イ 体制の詳細 

 広島県と参加６市は、SIB に関する情報を適宜共有・意見交換すること等を定めた協定を

締結した。 

 その後、広島県及び参加６市はサービス提供者のキャンサースキャンとそれぞれが委託

契約を締結した（広島県：成果連動支払の複数年度契約（平成 30年度から令和２年度）、参

加６市：固定支払（最低支払）の平成 30年度の単年度契約）。事業体制の図表 47のとおり

である。 
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図表 1 事業体制 

 

ウ 事業スケジュール 

事業期間は平成 30 年 10 月から令和２年９月の約３年間である。サービス提供期間は、

「大腸がん検診準率向上業務」が平成 30 年 10 月から平成 31 年３月まで、「精密検査受診

率向上業務」が平成 30 年 10 月から令和２年３月までとなり、参加６市及びキャンサース

キャンが大腸がん検診受診勧奨及び精密検査受診勧奨を行う。 

それぞれの業務期間の終了後、広島県は令和元年９月に「大腸がん検診受診率向上業務」、

令和２年９月に「精密検査受診率向上業務」について、委託契約に基づき評価を行う。 

 

図表 2 事業スケジュール  

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

大腸がん検診受診勧奨業務
精密検査受診勧奨業務
大腸がん検診受診者数
精密検査受診率

6市委託料支払
県委託料支払（成果連動支払）

庁内検討
導入可能性調査

契約締結
サービス
提供

支払

評価

令和２年度平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

県民のがん死亡者減少に向け、早期がん発見に寄与する２つの指標「大腸がん検診受診

者数」、「精密検査受診率」を成果指標として設定する。 

 

② 評価方法 

評価は、事前事後比較法 2にて行う。なお、事前値は、平成 29年度「地域保健・健康増

進事業報告」による実績とする。そして、事後値のうち、「大腸がん検診受診者数」は平

成 30年度「地域保健・健康増進事業報告」として提出する大腸がん検診受診者データに

基づき、大腸がん検診を受診した者を特定し、受診者数を測定する。また、「精密検査受

診率」は、平成 29 年度精密検査未受診者及び平成 30年度中に大腸がん検診を受診し、要

精密検査となった全対象者を分母とし、県が令和元年度「地域保健・健康増進事業報告」

として提出する大腸がん検診受診者データに基づき、精密検査を受診した者を特定し、受

診率を測定する。 

成果指標の評価にあたっては、参加６市以外の市町における成果指標との比較結果や、

参加６市が大腸がん検診の受診率向上対策に負担した他事業のコスト及び受診環境・状況

の変化を考慮する。 

 

オ 支払条件 

広島県は、成果指標ごとに支払基準を設定し、それに基づき、成果指標の評価結果に応じ

てキャンサースキャンに支払を行う。(成果連動支払) 

参加各市からは、勧奨資材作成費、郵送費などの実費相当額をサービス提供者に支払う

(固定支払（最低支払）)。 

成果連動支払は、前述のとおり、県及び参加６市の医療費適正化効果が創出されなければ

発生しない。具体的な支払イメージは以下のとおりである。 

 

図表 3 支払イメージ 

成果指標の達成状況 県支払額 
検診受診者数+4.1％未満かつ精密検査受診率 70％未満 支払なし 
検診受診者数+8.1％かつ精密検査 79％ 12，445千円 
検診受診者数+8.8％かつ精密検査 85％ 18，414千円 

 

 

  

                                                      
2 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 



【令和２年２月時点】 

 

 

 

図表 4 支払額内訳 

 平成 30 

年度 
令和元年度 令和２年度 合計 

県委託料支払 

（成果連動支

払） 

※上限 

大腸がん検診

受診者数 

精密検査受診

率 

－ － 18,414 千円 18,414 千円 

参加６市委託料支払（最低支

払） 

3,880千円 － － 3,880千円 

合計 3,880千円 － 18,414 千円 22,294 千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織であるケイスリーは、立ち上げ期に導入可能性調査を、サービス提供期には

サービスの実施状況の確認や広島県に対する SIBに関する助言の提供を、評価期には、評価

を行う広島県の支援を主に担っている。 

立ち上げ期に行う導入可能性調査の具体的な内容は、成果指標の素案作成、行政コスト削

減額の試算、予算要求の支援、支払条件の素案作成、契約形態の検討、資金提供者探索、県

による参加市町探索支援等である。 

サービス提供期に行うサービスの実施状況の確認の具体的な内容は、広島県、キャンサー

スキャンと定期的に会合を持ち、サービスの提供が計画とおり行われているかどうか確認

するというものである。 
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事業名称：服薬指導 

事業概要：健康増進及び医療費適正化を目指して、県及び県下３市で重複服薬 1の適正化

を実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。

●基本データ

地方公共団体 大分県、別府市、中津市、豊後大野市 

社会的課題及び 

その背景 

大分県は１人あたり医療費が全国で５番目に高い。医療費の内

訳をみると薬剤費の占める割合が大きいことから、重複服薬を

適正化することが、医療費適正化の点から喫緊の課題となって

いる。 

目指す成果 

重複服薬の中でも、複数の医療機関で定期処方されており、そ

のことをそれぞれの医療機関の医師が把握していないことに

よる服薬を適正化し、健康増進及び医療費適正化を目指す。 

サービス対象者

・中津市民のうち重複服薬している人 50人

・別府市民のうち重複服薬をしている人 287人

※サービス提供者がレセプトデータを分析して重複服薬者を

特定した。 

※豊後大野市は、個人を特定した介入をしていない。

事
業
関
係
者

委託者 厚生労働省 

受託者 株式会社キャンサースキャン 

サービス提供者 株式会社キャンサースキャン 

資金提供者 

一般財団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革

推進財団） 

※ミュージックセキュリティーズ株式会社が匿名組合 2を組成

し、一般財団法人社会的投資推進財団が出資する。 

第三者評価機関 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 

中間支援組織 なし 

サービス内容

キャンサースキャンは、レセプトデータを解析して別府市及び

中津市民から重複服薬者を抽出する。 

次に、医師に服薬相談を促すはがきを作成し、サービス対象者

に送付する。 

また、キャンサースキャンはお薬手帳携帯を呼びかけるチラシ

1 同じ効能の薬を複数の医療機関で処方されて服用すること。 
2 資金提供者がサービス提供者の行う事業に対して出資を行い、厚生労働省が行う最低支払及び成果連動

支払を資金提供者で分配することを、資金提供者間で約束する契約形態である。 
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を作成し、これを別府市、中津市及び豊後大野市が各薬局に配

布する。 

成果指標 削減薬剤数 

事業期間 

平成 30 年８月～平成 31年３月（８カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年１月 

評価時期：平成 31年３月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

契
約
金
額 

総額 8,794千円 

最低支払額 4,000千円 

成果連動支払額 

4,794千円 

【内訳】 

・削減薬剤数：4,794 千円 

財政効果

の試算 

費目 医療費 

金額 算定していない。 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 

個別通知はがき送付及びチラシ配布を行った別府市、中津市、

チラシ配布のみを行った豊後大野市でいずれも重複服薬適正

化の効果が見られた。 

 

●事業詳細 

体制の詳細 

キャンサースキャンは、大分県、社会的投資推進財団、ミュージックセキュリティーズ、

ソーシャルバリュージャパンとコンソーシアムを組成して、厚生労働省平成 30年度保健福

祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下

「平成 30年度厚生労働省モデル事業」という。）に応募した。 

採択後、厚生労働省とキャンサースキャンは業務委託契約を締結した。これを受けてキャ

ンサースキャンは、ソーシャルバリュージャパンと委託契約を締結するとともに、社会的投

資推進財団から事業費の約半額を調達した。なお、資金提供は、ミュージックセキュリティ

ーズが匿名組合を組成し、そこに社会的投資推進財団が資金を拠出するという匿名組合出
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資 3の形式で行われた。なお、事業費の約半額はキャンサースキャンが自己資金にて賄った。 

資金調達後、キャンサースキャンはサービス提供を開始した。サービス提供期は、キャン

サースキャンがサービスの実施状況を確認し、大分県、別府市、中津市、豊後大野市に定期

的に報告した。 

サービス提供完了後、ソーシャルバリュージャパンが評価を行い、キャンサースキャンに

報告した。キャンサースキャンは、評価結果を含む業務報告書を作成し、厚生労働省に報告

した。厚生労働省は業務報告書を受けて、キャンサースキャンに最低支払及び成果連動支払

を行った。キャンサースキャンは支払われた対価を原資として社会的投資推進財団に償還

した。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

イ 事業スケジュール 

平成 30 年７月までに、キャンサースキャンは平成 30 年度厚生労働省モデル事業への応

募の準備を行い、SIB を活用したスキームも構築した。 

平成 30 年８月に採択を受けて、キャンサースキャンは、同月から平成 31 年１月までサ

ービス提供を行った。 

平成 31年３月にソーシャルバリュージャパンが評価を実施し、厚生労働省から支払を受

けた。 

  

                                                      
3 資金提供者がサービス提供者の行うサービスに対して出資を行い、厚生労働省が行う最低支払及び成果

連動支払を資金提供者で分配することを、資金提供者及びサービス提供者で約束する契約形態である。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

ウ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、削減薬剤数である。別府市のサービス対象者、中津市のサービス対象者ご

とに算定する。 

削減薬剤数とは、サービス対象者のうち評価時点でレセプトデータが発行されている

人数に、１人あたり重複薬剤削減数を乗じた値である。評価時点でレセプトデータが発行

されていなければ、国民健康保険被保険者の資格を喪失した人が含まれる可能性がある

ため、算定の対象は、レセプトデータが発行されている人に限定している。 

別府市の１人あたり重複薬剤削減数は、レセプトデータを用いて次のとおりに算定する。 

・ 平成 30年 10月から 11月の１人あたり重複薬剤数（同じ効能を持つ薬剤数）から、

平成 30 年 12月から平成 31年１月の１人あたり重複薬剤数を差し引いて、当該年

度の１人あたり重複薬剤数の変化量（以下「変化量①」という。）を算出する。 

・ 前年度にあたる、平成 29年 10月から 11月の１人あたり重複薬剤数から、平成 29

年 12 月から平成 30 年１月の１人あたり重複薬剤数を差し引いて、前年度の１人

あたり重複薬剤数の変化量（以下「変化量②」という）を算出する。 

・ 変化量①から変化量②を差し引くことで季節変動を取り除いた値を、１人あたり

重複薬剤削減数とする。 

中津市の１人あたり重複薬剤削減数はレセプトデータを用いて次のとおりに算定す

る。 

・ 平成 30 年 12月の１人あたり重複薬剤数から、平成 31年１月の１人あたり重複薬

剤数を差し引いて、当該年度の１人あたり重複薬剤数の変化量（以下「変化量③」

という。）を算出する。 

・ 前年度にあたる、平成 29年 12月の１人あたり重複薬剤数から平成 30年１月の１

人あたり重複薬剤数を差し引いて、前年度の１人あたり重複薬剤数の変化量（以下

Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

応募
契約締結

サービス提供
評価

支払

応募準備

平成30年度
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「変化量④」という。）を算出する。 

・ 変化量③から変化量④を差し引くことで季節変動を取り除いた値を、１人あたり

重複薬剤削減数とする。 

 

② 評価方法 

 ソーシャルバリュージャパンは、キャンサースキャンが行った削減薬剤数の算定結果

に対して、適正に算定が行われているかを確認した。 

 

エ 支払条件 

支払条件は、キャンサースキャンが素案を作成し、大分県と協議して決定した。 

対価支払の条件となる削減薬剤数については、１薬剤あたりの削減額を試算し、医療費適

正化効果（医療費適正化効果から支払総額を差し引いた金額）が創出される削減薬剤数 28

を下限値とし、削減薬剤数 65 を上限と設定した。対価支払基準は、削減薬剤数が 28 及び

29の場合には最低支払額を支払い、29を超えた場合には、30以降を５ずつで区切った段階

ごとに設定した成果連動支払額を最低支払額に加えた金額を支払うこととした。 

 

図表 3 対価支払基準 

削減薬剤数 対価（円） 

28 4,000,000 

29 4,000,000 

30～34 4,089,300 

35～39 4,770,850 

40～44 5,452,400 

45～49 6,133,950 

50～54 6,815,500 

55～59 7,497,050 

60～64 8,178,600 

65 8,793,738 

（出所）キャンサースキャン提供資料 

 

オ 中間支援組織の役割 

本事業では、中間支援組織を設置していない。 
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事業名称：SIBを活用した健康ポイント事業（愛称：おかやまケンコー大作戦） 

事業概要：生活習慣の改善や医療費適正化を目指して、運動、栄養・食生活、社会参加か

ら構成されるサービスを多数の市内事業者が参画して提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 岡山県岡山市 

社会的課題及び 

その背景 

岡山市は、平成 26 年に初めて公表された「20 大都市『健康寿

命』ランキング」1において政令市の中で低い結果となったこと

及び生活習慣病に関する医療費が全国平均と比べて高いこと

から、生活習慣の改善及びそれによる医療費適正化が課題とな

っている。 

目指す成果 
市民に対して、運動、栄養・食生活の改善、社会参加（生きが

いづくり）の継続を促して、医療費適正化を目指す。 

サービス対象者 

（参加者） 

35歳以上の市民及び岡山市在勤者（定員 15,000人） 

※岡山市在勤者のうち市外在住者は企業単位でのみ参加可能。 

※サービス対象者は中間支援組織が募集。 

事
業
関
係
者 

委託者 岡山市 保健福祉局保健福祉部保健管理課 

受託者 PS瀬戸内株式会社 

中間支援組織 PS瀬戸内株式会社 

サービス提供者 

市内事業者 61社 153店舗（令和元年 12月末現在） 

（フィットネス事業者、スーパー、百貨店、新聞社、医療機関、

薬局等） 

資金提供者 
株式会社中国銀行、一般財団法人社会変革推進財団、地元企業、

個人等 

第三者評価機関 一般社団法人日本老年学的評価研究機構  

サービス内容 

PS瀬戸内は、35歳以上の市民及び岡山市在勤者（岡山市在勤者

のうち市外在住者は企業単位でのみ参加可能。）に対して、健康

ポイントプログラムへの参加の募集を行う。登録した参加者に

対して PS瀬戸内は QRコード付ポイントカードを発行する。 

また、市内事業者は、健康関連サービス（フィットネス、健康

的な食事のメニュー、カルチャースクール、イベント等）を開

発し、それを各店舗で販売する。 

■健康ポイントプログラム 

                                                      
1 平成 26年 6月 12日週刊文春 
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参加者は、ポイント対象となる市内事業者が提供する健康関連

サービスを利用・購入するとポイントが貯まっていく。 

PS 瀬戸内は、参加者が貯めたポイント数の順位に応じて、個人

に商品券などを送る。また、PS瀬戸内は、参加者が健康関連サ

ービスの利用・購入を行った企業には福利厚生費などを支給す

る。 

成果指標 

・令和元年度成果指標：参加者数 

０人～15,000人 

令和２年度成果指標：生活習慣を改善しようと思っている参加

者割合 

０％～80％ 

・令和３年度成果指標：週２回以上いずれかのサービスを利用

している参加者（以下「リピーター」という。）数 

０人～9,000 人 

・令和４年度成果指標：BMI2改善率（参加者のうち BMI が改善

した人の割合）もしくは運動習慣のある人数の増加率（参加者

のうち運動習慣が身についた人の割合） 

BMI 改善率０％～25％、もしくは運動習慣のある人数の増加率

０％～３％以上 

事業期間 

平成 31 年１月～令和５年３月（５年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 31年４月～令和４年３月 

評価時期： 

・令和元年度成果指標：令和２年３月 

・令和２年度成果指標：令和３年３月 

・令和３年度成果指標：令和４年３月 

・令和４年度成果指標：令和４年９月 

支払時期： 

・固定費： 

平成 30 年度～令和４年度（５年間）各年度支払 

・成果連動支払の額の決定： 

令和元年度成果指標：令和２年３月 

令和２年度成果指標：令和３年３月 

令和３年度成果指標：令和４年３月 

                                                      
2 肥満度を表す指標。日本肥満学会はでは、BMIが 25以上の場合を肥満と定めている。 



【令和２年２月時点】 

 

令和４年度成果指標：令和４年９月 

契
約
金
額 

総額 370,388 千円 

最低支払額 

（固定費） 

275,388 千円（一部実績払） 

成果連動支払額 

95,000 千円（上限） 

【内訳】 

・令和元年度成果指標：25,000千円 

・令和２年度成果指標：25,000千円 

・令和３年度成果指標：25,000千円 

・令和４年度成果指標：20,000千円 

財政効果

の試算 

費目 医療費（国保分） 

金額 

374,400 千円 ※支払額は除いていない。 

（リピーターとなっている参加者数 9,000人×医療費適正化効

果 10.4 万円/人×国民健康保険加入率 40％） 

※健幸ポイントプロジェクト（H26-28実証事業）にて活用した

医療費適正化効果シミュレーションを用いて算定。 

国の補助の活用の有無 

地方創生推進交付金（固定費 275,388 千円のうち対象経費

185,388 千円の 1/2、成果連動支払 95,000千円のうち対象経費

70,000 千円の 1/2に充当） 

債務負担行為の有無 

なし 

（※本 SIB事業は地方創生推進交付金を活用しているため、単

年度契約を毎年度締結する。） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

岡山市は、平成 26年度にスマートウェルネスシティ（SWC）総合特区 3の指定を受け

て、平成 26～28 年度の３年間、全国６市合同で実証的に健康ポイント事業（以下「健幸

ポイントプロジェクト」という。）を実施した。健幸ポイントプロジェクトとは、参加者

が活動量計を身に着け、歩数や体組成データを ICTで管理し、歩数や、体組成データ及び

健診データの改善等に対してインセンティブ（景品）を付与する取組みである。この結

果、１日の平均歩数が、開始時点の 6,468 歩から６カ月後には 8,699歩に増加し、また、

                                                      
3 自律的に「歩く」を基本とする『健幸』なまち（スマートウェルネスシティ）を構築することにより、

健康づくりの無関心層を含む住民の行動変容を促し、高齢化・人口減少が進んでも持続可能な先進予防型

社会を創り、高齢化・人口減少社会の進展による地域活力の沈下を防ぎ、もって、地域活性化に貢献する

ことを目標とする地域が申請・認定された総合特区のこと。 
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参加前に健康診断でメタボリックシンドローム該当・予備軍であった参加者の約 39％がメ

タボリックシンドローム非該当に移行するといった成果が得られた。この結果を医療費適

正化効果として算定すると、１人あたり 41千円の抑制となる。 

健幸ポイントプロジェクトにより、各種効果があったことから、平成 29～30年度の２

年間、岡山市独自で健康ポイント事業（愛称：岡山丸ごと！健幸ポイントプロジェクト）

を実施した。そのような中、岡山市は、平成 29年度につくばウエルネスリサーチが開催

するヘルスケア SIB検討会に参加したことがきっかけとなって、令和元年度以降の健康ポ

イント事業に SIB を活用することについての検討を庁内で開始した。厚生労働省から出向

してきた職員（部長級）が SIBの知見を有していたことから、当該職員が中心となり、庁

内での実務的な検討を行った。庁内検討の結果、「運動（歩く）」に、「栄養・食生活」や

「社会参加（生きがいづくり）」も加えることで、岡山市内のフィットネスクラブ等の事

業者のサービスの利用を促して、平成 29～30年度に実施した健康ポイント事業の規模を

拡大した事業とすることとなり、SIBを活用することとした。 

SIB の事業化検討においては、サービス内容、成果指標、民間資金活用等を検討する必

要があり、そのためにはそれらサービス提供者を束ねる中間支援組織が不可欠であったた

め、岡山市は、はじめに中間支援組織となりうる市内の事業者のヒアリングを行った。   

SIB の仕組みは事業者に普及しておらず、また、スキームが非常に複雑なため、理解を

得ることが難しく、中間支援組織の探索に難航した。そのような中、市内 NPOの中間支援

の実績があり、SIBの知見を有する NPO代表者の理解と賛同を得て、NPO代表者も事業化

の検討に加わった。そのため、岡山市は、公募せずに NPO代表者と他都市で SIB事業実績

のある会社とで新設した PS瀬戸内を中間支援組織とすることとした。 

また、検討当時、日本では SIB事業事例がほとんどなく、SIBを活用するには金融に関

する知識やロジックモデル構築等のためのより高いノウハウが必要であったことから、岡

山市は社会変革推進財団の協力を得ながら、民間資金活用方法の検討や成果指標や支払条

件の設定等を行った。 

先進事例の SIB事業と比較すると予算規模が大きいこともあり、財政部局との折衝に時

間を要したものの、岡山市が SDGs未来都市に選定されたことや、本 SIB事業が G20保健

大臣会合岡山市開催の主要な事業となり、地方創生推進交付金の交付が決定したことか

ら、庁内で合意を得た。加えて、中国銀行や社会変革推進財団も検討に参画していること

で資金調達のめどを一定程度確保できたことも、庁内で合意を得ることができた理由の１

つである。 

 

イ 体制の詳細 

まず、岡山市と PS 瀬戸内が中間支援組織の業務委託契約を締結した。また、岡山市は、

商店街や商工会議所などに本事業の説明を行い、市内事業者（サービス提供者及び参加企業）

を募った。 
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PS 瀬戸内は、岡山市との契約締結を受けて、日本老年学的評価研究機構、サービス提供

を行う複数の市内事業者やポイント管理を行うシステム会社等と委託契約を締結した。な

お、地方創生推進交付金が単年度申請のため、岡山市と PS瀬戸内の契約期間は単年度であ

る。事業期間中の契約は、毎年度、地方創生推進交付金の交付決定後に締結する。 

PS 瀬戸内は、中国銀行から融資を、中国銀行、社会変革推進財団、地元企業や個人等か

ら出資を受け、その一部を生活習慣病改善メニューの事業費として市内事業者に支払う。PS

瀬戸内はおかやまケンコー大作戦（以下「本作戦」という。）の参加者に QRコード付ポイン

トカードを発行し、市内事業者は各商品・サービス（フィットネス、健康的な食事のメニュ

ー、カルチャースクール、イベント等）を参加者に有償にて提供する。また、PS瀬戸内はサ

ービス提供期間中、市内事業者のサービス開発や提供に関する助言の提供やサービスの実

施状況の確認を実施するほか、参加者増加のための広報活動も行う。 

なお、出資は匿名組合出資 4の形で行われている。匿名組合出資はプラスソーシャルイン

ベストメントが組成した。出資金の充当部分について、岡山市からの支払は成果連動である

ため、成果連動支払リスク（成果が出なければ岡山市から支払がなく、調達した資金を回収

できないリスク）は出資者が負っている。 

日本老年学的研究評価機構は、事業期間中の各年度に設定した成果指標に応じた成果達

成状況の確認や医療費適正化効果の分析を実施し、その結果を岡山市に報告する。 

岡山市は、固定費とともに、成果達成状況に応じて予め定めた支払基準に基づき、PS 瀬

戸内に成果連動支払を行う。最終年度（令和４年度）、PS瀬戸内は市から受け取った４年間

の成果連動支払額に応じて出資企業・個人に元本償還及び配当を行う。 

  

                                                      
4 出資者がサービス提供者の行うサービスに対して出資を行い、岡山市からの成果連動支払額を出資者と

中間支援組織で分配することを出資者と中間支援組織で約束する契約形態である。この場合の出資者を匿

名組合員という。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 29 及び平成 30 年度後半までの約１年９カ月間をかけて SIB 導入における庁内検討

及び導入可能性調査を行い、健康ポイント事業設計及び SIBスキームの構築を行った。 

事業期間は平成 31年１月から令和５年３月までの５年間である。そのうちサービス提供

期間は平成 31年４月から令和４年３月までの３年間である。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

サービス提供期間１年目の成果指標（令和元年度成果指標）は参加者数であり、15,000

人を上限に支払と連動させる。 

サービス提供期間２年目の成果指標（令和２年度成果指標）は生活習慣を改善しようと
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思っている参加者数であり、80％を上限に支払と連動させる。 

サービス提供３年目の成果指標（令和３年度成果指標）は週２回以上いずれかのサービ

スを利用している参加者数であり、9,000 人を上限に支払と連動させる。 

事業期間最終年度（サービス提供終了後）の成果指標（令和４年度成果指標）は、参加

者のうち BMI を改善した人数もしくは運動習慣がある者の割合の増加であり、BMI改善率

が 25％もしくは運動習慣のある人数の３ポイント増加を上限に支払と連動させる。 

 

② 評価方法 

評価は日本老年学的評価研究機構が行う。 

令和元年度成果指標である「参加者数」については、基礎データを PS瀬戸内で管理し

ているため、その管理データを用いて成果を評価する。 

令和２年度成果指標である「生活習慣を改善しようと思っている参加者割合」について

は、サービス提供２年目に、参加者にアンケートを取って評価する。アンケートの設問設

定、集計は日本老年学的評価研究機構が行う。 

令和３年度成果指標である「週２回以上いずれかのサービスを利用している参加者数」

については、PS 瀬戸内にて参加者のサービス利用データを管理しているため、その管理

データを用いて成果を評価する。 

令和４年度成果指標である「BMIを改善した人数もしくは運動習慣者の割合の増加」に

ついては、事前事後比較法 5を用いて、各参加者にサービス提供開始時・終了時にアンケ

ートを取って BMI もしくは運動習慣がある者の割合を比較して評価する。比較は日本老

年学的評価機関が行う。 

 

オ 支払条件 

岡山市が行う PS 瀬戸内への支払は、固定費と成果連動支払から構成される。 

成果連動支払における支払基準は以下のとおりである。 

 

図表 3 成果連動支払基準 

成果指標 支払基準 

令和元年度成果指標 ・参加者数 

最小：０人          ・成果連動支払額      ０千円 

最大：15,000 人以上 ・成果連動支払額 25,000 千円 

令和２年度成果指標 ・生活習慣を改善しようと思っている参加者割合 

最小：０％      ・成果連動支払額      ０千円 

最大：80％以上 ・成果連動支払額 25,000 千円 

                                                      
5 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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成果指標 支払基準 

令和３年度成果指標 ・リピーターとなっている参加者数 

最小：    ０人     ・成果連動支払額      ０千円 

最大：9,000 人以上  ・成果連動支払額 25,000 千円 

令和４年度成果指標 ・BMI改善率 

最小： ０％    ・成果連動支払額      ０千円 

最大：25％以上 ・成果連動支払額 20,000 千円 

 又は 

・運動習慣のある人数の増加率 

最小：  ０ポイント以下 ・成果連動支払額    ０千円 

最大： ３ポイント以上 ・成果連動支払額 20,000千円 

 

※算出した額の多い方を採用 

（出所）岡山市提供資料 

 

図表 4 支払額内訳 

 平成 30 
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千円 
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千円 
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千円 
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千円 
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千円 
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千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である PS瀬戸内は、立ち上げ期、サービス提供期にそれぞれ以下の業務を

行った。 

立ち上げ期には、導入可能性調査と事業の準備を行った。導入可能性調査は、岡山市と社

会的投資推進財団が成果指標の設定、支払条件の設定、民間資金活用方法について決定する

上で、助言等を行った。事業の準備は、具体的に本 SIB事業の全体計画を策定した上で、そ

れに基づき、本作戦の参加者募集、参加者の登録、QR コード付ポイントカード発行及び発

送、コールセンター開設、WEBサイト・専用アプリやシステム構築・運営、資金調達、市内

事業者を取りまとめて生活習慣病改善メニューの提供準備等を行った。 

サービス提供期には、市内事業者のサービス開発や開発したサービス提供にあたっての

助言、サービスの実施状況の確認、参加者やポイント付与店の増加のための広報活動等を行
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っている。 
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事業名称：多摩市国民健康保険糖尿病重症化予防事業 

事業概要：糖尿病の重症化予防のため、調剤薬局において薬剤師が服薬だけでなく食事・

運動等の生活習慣についての“コーチング”を行う、新たな保健指導を実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 東京都多摩市 

社会的課題及び 

その背景 

多摩市では、糖尿病患者及び糖尿病性腎症患者が増加してい

る。国民健康保険被保険者の１人あたり医療費も東京都平均と

比べて高く、糖尿病対策、特に糖尿病性腎症患者の人工透析へ

の移行による医療費の適正化が課題となっている。 

目指す成果 
糖尿病性腎症による人工透析への移行を予防し、患者の生活の

質を確保するとともに、医療費の適正化を目指す。 

サービス対象者 

プログラム登録時点において 72 歳未満の国民健康保険被保険

者であり、多摩市の特定健康診査において「HbA1c1（NGSP 値）

6.5％以上」「空腹時血糖値126mg/dL以上」「随時血糖値 200mg/dL

以上」のいずれかに該当する者のうち、令和元年度については、

多摩市内の医療機関に通院中かつ本事業に参加する保険薬局

を利用している者（ただし、精神・重症疾患を有する者等は除

く）とする。 

以上の条件を満たすサービス対象者に通知を送付し、本人の意

思により事業に参加する。参加者の腎症病期は１期～３期とす

る。 

事
業
関
係
者 

委託者 多摩市 

受託者 株式会社マディア 

サービス提供者 株式会社マディア 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

参加者が薬局において処方薬を受け取る際、薬剤師がコーチン

グの概念を取り入れた新たな保健指導を行う。 

コーチングでは、通常の服薬指導業務（服薬方法の指導、副作

用管理、重複服薬の確認等）に加えて、主治医の治療方針のも

                                                      
1 赤血球中のヘモグロビンのうち、糖と結びついている割合を示す値。値が高いと血糖値が高いことを示

し、値が低いと血糖値が低いことを示す。日本糖尿病学会では、2013年６月より、血糖値コントロール

の新たな目標を「HbA1c値 7.0％未満」としている。 
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とで参加者が自発的に決めた行動目標（食生活、運動、服薬等）

を主体的に達成するよう、対面や電話でフォローを行い、行動

変容を促す。 

参加者は、通常の治療の流れの中で保健指導も受けることがで

きることから、参加のハードルが低い。 

コーチングの実施期間は６カ月間であり、内容や頻度は病期や

処方期間に応じて提供する。 

マディアはプログラム全体のコーディネートならびに事業実

施前に行う薬剤師へのコーチングスキル等の研修を含むサー

ビスの保健指導の品質管理を行う。 

薬剤師は、事業期間中、コーチングの概念を取り入れた保健指

導を行う。また、糖尿病連携手帳等を活用して主治医と薬剤師

間で情報共有を行う。さらに、プログラムの中間で、主治医・

薬剤師が参加する症例検討会（参加者の指導状況について、薬

剤師が主治医に報告し、今後の指導方針や内容協議する場）を

開催する（開催できない場合は、薬剤師からの書面での中間報

告を行い、主治医より薬剤師へ今後の指導に関するフィードバ

ックを文書で行う）ことで、事業終了後も継続可能な主治医と

薬剤師による参加者の自己管理を支援する体制を構築する。 

成果指標 腎機能低下抑制者数 

事業期間 

令和元年６月～令和４年３月（３年） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年６月～令和２年３月 

評価時期：令和２年３月、令和４年３月 

支払時期： 

・最低支払：令和２年３月 

・成果連動支払：令和４年３月 

※令和２年３月の最低支払は多摩市から委託契約に基づき支

払われる。また、令和４年３月の成果連動支払は、評価結果に

基づき、多摩市からマディアに対して行われる。なお、令和２

年３月の成果連動支払は、厚生労働省令和元年度保健福祉分野

における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための

環境整備事業として厚生労働省からマディアに対して行われ

る。 

契
約

金
額 

総額 12,550 千円 

最低支払額 10,550 千円 
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【内訳】 

令和２年３月：10,550千円 

成果連動支払額 腎機能低下抑制者１人あたり 67千円（上限 2,000千円） 

財政効果

の試算 

費目 医療費 

金額 
本事業により将来の医療費の抑制が期待されるが、その金額は

算出していない。 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業 

※本事業以前に厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における

民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備

事業として、PFS事業が実施されている。 

債務負担行為の有無 あり（３年間） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

多摩市では、糖尿病患者の増加を背景として、平成 25年度から民間事業者に委託して糖

尿病重症化予防事業を実施してきた。この事業では保健師・看護師等が市内各地域に設けた

会場を回り、特定健康診査において「HbA1c2（NGSP値）6.5％以上」「空腹時血糖値 126mg/dL

以上」「随時血糖値 200mg/dL 以上」に該当する国民健康保険被保険者を対象に、生活習慣改

善方法を指導する保健指導を行っていたが、当該民間委託事業者が委託事業を継続しない

ことになったことから、市では新たな実施方法を検討していた。 

同時期に、本事業のサービス提供者であるマディアが多摩市医師会、多摩市薬剤師会、多

摩市とコンソーシアムを構成し、厚生労働省平成 29年度保健福祉分野における民間活力を

活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 29年度厚生労働省モ

デル事業」という。）を活用して、薬局において薬剤師が患者への投薬、服薬指導のタイミ

ングに合わせてコーチングの概念を取り入れた保健指導を行う糖尿病重症化予防事業（薬

局モデル）を PFS により実施するための検討を行った。 

上記結果を受け、平成 30年度から、多摩市は薬局モデルによる糖尿病重症化予防事業を

開始し、多摩市がマディアへ業務委託を行うこととなった。この契約は、成果に関わらずサ

ービス提供に対して支払う従来の業務委託契約である。一方でこの契約とは別契約として、

マディアは厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の

開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 30年度厚生労働省モデル事業」という。）に

                                                      
2 赤血球中のヘモグロビンのうち、糖と結びついている割合を示す値。値が高いと血糖値が高いことを示

し、値が低いと血糖値が低いことを示す。日本糖尿病学会では、2013年６月より、血糖値コントロール

の新たな目標を「HbA1c値 7.0％未満」としている。 
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採択され、民間資金を調達した SIB事業として同じ事業を実施した。 

その後、同一の事業内容でマディアからの提案を受け、多摩市からマディアへの委託につ

いて PFSを導入することとしたのが本事業である。期間は令和元年度から３年間とした。ま

た、マディアは別途厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会

的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「令和元年度厚生労働省モデル事業」とい

う。）に採択され、同じ事業を実施している。多摩市は、マディアとの PFS事業の実施にあ

たり、予算額は従来の糖尿病重症化予防事業よりも大きく増加したが、マディアが厚生労働

省から受領する委託費と重複する部分があれば、多摩市がマディアに支払う委託費を減額

することを契約条件に含めており、減額後の見込額では従来の予算から大幅な増額とはな

らなかったことから、財政部局との調整が難航することはなかった。また、多摩市では、多

摩市医師会が糖尿病対策会議を開催するなど、医師会の協力で糖尿病重症化予防に力を入

れていたこと、市の政策として「健幸まちづくり」を推進してきたことなども、庁内の理解

が得やすかった要因である。 

 

イ 体制の詳細 

 多摩市は、マディアと委託契約を締結した。そのうえで多摩市は、多摩市が保有している

国民健康保険被保険者の特定健康診査データをもとに、基本データの「サービス対象者」の

条件に合致するサービス対象者のリストをマディアに提供する。 

マディアは、多摩市から提供されるリストをもとに、本事業のサービス対象者に通知を送

付し、事業への参加者を募集する。参加者が普段利用している薬局の薬剤師は、あらかじめ

マディアよりコーチング等の研修を受講・修了したうえで、応募のあった参加者に対して、

主治医により診療情報提供書に基づき、コーチングの概念を取り入れた保健指導を行う。 

保健指導完了後、マディアは、多摩市から提供される参加者の e-GFR値を分析し、腎機能

低下抑制者数を算出する。 

 なお、マディアは本事業において、別途令和元年度厚生労働省モデル事業の採択を受け、

厚生労働省とも委託契約を締結し、厚生労働省から支払われる支払で費用の一部を賄って

いる。 

  



【令和２年２月時点】 

 
 

図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

 多摩市は、平成 29 年度厚生労働省モデル事業の結果とマディアからの提案を踏まえて、

庁内検討の結果、多摩市としても PFS を導入することとし、令和元年６月に契約を締結し

た。その後、マディアが令和元年９月から６カ月間にわたり参加者への保健指導サービスを

提供する。令和２年３月には、サービス提供された分のうち最低支払部分が多摩市からマデ

ィアに支払われる。 

 令和２年度及び令和３年度は評価期間であり、多摩市は、本事業の参加者の令和２年度の

特定健康診査の結果（e-GFR 値）をもとに評価を行い、マディアに対して令和４年３月に評

価結果に基づいた成果連動支払を行う。 

 なお、前述のとおり、マディアは別途令和元年度厚生労働省モデル事業に採択され、同じ

事業を実施しており、令和元年度の最低支払及び成果連動支払は、厚生労働省から受ける。 

 

図表 2 事業スケジュール 
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【令和２年２月時点】 

 
 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

本事業の成果指標は「腎機能低下抑制者数」であり、事業実施前後の e-GFR値の変化に

より求める。 

 

② 評価方法 

多摩市は、特定健康診査の結果から基準値と、参加者の事業実施前後の e-GFR値をマデ

ィアに提供する。マディアは、多摩市から提供された情報をもとに、腎機能低下抑制者数

を算出する。 

多摩市は、マディアが算定した結果を確認し、これをもって最終評価とする。 

 

オ 支払条件 

 本事業の支払は、最低支払部分と成果連動支払部分からなる。 

 最低支払部分は、サービス提供に要する実費に相当する額であり、評価結果に関わらず、

事業実施後に多摩市がマディアへ全額を支払う。 

 成果連動支払部分は、腎機能低下抑制者数に応じ、多摩市がマディアに１人あたり 66,667

円を支払う。なお、成果連動支払部分の上限額は 2,000千円（最大 30人分）であり、腎機

能低下抑制者数がこれを超えた場合でも、超過部分は支払われない。 

 

カ 中間支援組織の役割 

 本事業では中間支援組織は設けていない。成果指標、支払条件の設定などを含む導入可能

性調査は、マディアが別途実施した平成 29 年度及び平成 30 年度厚生労働省モデル事業の

結果とマディアからの提案を受けて、多摩市が自ら行った。 
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【令和３年１２月更新】 

 

事業名称：飛び地自治体連携型大規模ヘルスケアプロジェクト 

事業概要：医療費・介護給付費の適正化を目指して、健康づくりに取組んでいない「健康

無関心層」を対象に、インセンティブ付健康プログラムを提供することで、参加者の行

動変容を促す取り組み。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 

第１期：兵庫県川西市・新潟県見附市・千葉県白子町 

第２期：山口県宇部市・岩手県遠野市・京都府八幡市・鹿児島

県指宿市・埼玉県美里町 

第３期：大阪府高石市・福岡県飯塚市・奈良県田原本町・鳥取

県湯梨浜町 

社会的課題及び 

その背景 

高齢化の進展による医療費・介護給付費の増加が懸念されてお

り、地方公共団体においては、生活習慣病予防や介護予防に向

けた市民の健康づくりのための施策が行われている。しかし、

筑波大学の研究成果によると、市民の７割は、今後も健康づく

り（運動）を開始する意思のない「健康無関心層」であること

が報告されており、従来の健康づくり施策が届かない健康無関

心層に対する働きかけが課題となっている。 

目指す成果 

健康無関心層に対する働きかけにより、市民の健康寿命の延伸

と、それによる医療費・介護給付費の適正化を目指す。重要目

標達成指標（以下「KGI1」という。）として５年後の医療費・介

護給付費の抑制を掲げ、成果連動型民間契約のもと、健康無関

心層に対して、各市町ともに成人人口の１割の参加を目指した

インセンティブ付健康プログラムなどを提供する。 

サービス対象者 

各地方公共団体の住民（主に 40歳以上を対象） 

また、サービス対象者のうち 60％は運動不充分層 2とすること

を目標としている。 

事
業
関
係
者 

委託者 

第１期：兵庫県川西市・新潟県見附市・千葉県白子町 

第２期：山口県宇部市・岩手県遠野市・京都府八幡市・鹿児島

県指宿市・埼玉県美里町 

第３期：大阪府高石市・福岡県飯塚市・奈良県田原本町・鳥取

県湯梨浜町 

                                                      
1 Key Goal Indicatorの略。成果指標のこと。 
2 運動不充分層とは、参加登録時点の１日あたりの歩数が厚生労働省の推奨する目標歩数（65歳以上：

7,000歩、65歳未満：8,000歩）に満たない者を指す。 
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受託者 

第１期：合同会社 健幸都市 Innovation Company１ 3 

第２期：合同会社 健幸都市 Innovation Company２ 

第３期：合同会社 健幸都市 Innovation Company３ 

サービス提供者 
株式会社タニタヘルスリンク・株式会社つくばウエルネスリサ

ーチ 

資金提供者 

第１期：常陽銀行 

第２期：山口銀行、東北銀行、京都銀行、鹿児島銀行、埼玉り

そな銀行 

第３期：池田泉州銀行、福岡銀行、奈良中央信用金庫、山陰合

同銀行、鳥取銀行 

第三者評価機関 筑波大学 

中間支援組織 株式会社つくばウエルネスリサーチ 

サービス内容 

■施策１：健康無関心層の行動変容を促すインセンティブ付 

健康プログラム 

参加者の歩数や体組成、健康づくりに関する活動に対してポイ

ントを付与し、貯めたポイントを地域商店等で使える商品券等

に交換する仕組みにより、健康無関心層の取り込みと継続支援

を目的にしている。具体的には、１）健康無関心層でも「これ

なら出来る、少し頑張ればできる。」という視点での歩数などの

努力と実際の成果（BMI、筋肉率など）の組み合わせでポイント

を付与するアルゴリズムの提供と、２）参加・継続を促進でき

る生体センサー（歩数や体組成）からのデータ及び過去歴と現

在の状況などをリアルタイムかつ定期的にスマホなどでも見

える化できる、仕組みを提供する。 

■施策２：生活習慣病予防・フレイル予防を目的とした個別運

動栄養プログラム 

生活習慣病予備群・該当者・フレイル該当者・要介護（要支援）

認定を受ける可能性のある住民を対象とし、各個人の体力年齢

や身体活動量、ライフスタイル等に基づく個別運動栄養プログ

ラムを提供する。同プログラムは、筑波大学の研究成果に基づ

き、１人あたり医療費の適正化・介護認定リスクの低下が確認

されている。 

※上記が基本的な内容であるが、具体的なサービスは各地方公

共団体によって異なる。例えば地方公共団体の中には施策２の

                                                      
3 合同会社健幸都市 Innovation Company 1 は、中間支援組織である株式会社つくばウエルネスリサーチ

及びサービス提供者である株式会社タニタヘルスリンクによる特別目的会社（SPC）。 
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プログラムは実施しないこともある。また、ポイント付与の対

象となる活動やポイント数、交換対象等のインセンティブの設

定も各地方公共団体により異なる。 

成果指標 

５年後の KGI（医療費・介護給付費抑制額）達成に向けて、こ

れまでの実証データを踏まえ、各年度において下記の重要業績

評価指標（以下「KPI4」という。）を設定し、その達成度に応じ

た成果報酬を設定する。 

【５年後の KGI】 

医療費適正化効果・介護給付費抑制額 

第１期 SIB：医療費 1.8億円抑制（３市町合計） 

第２期 SIB：医療費・介護給付費 12億円抑制（５市町合計） 

第３期 SIB：医療費・介護給付費 12億円抑制（４市町合計） 

【各年度】 

KPI 内容 

参加者数 新規参加者と継続参加者のそれぞれが、年度

ごとに定める目標定員の 90％以上 

運動不充分

層割合 

新規参加者のうち、運動不充分層の割合が

60％以上 

継続率 全参加者のうち、翌年度も継続する者の割合

が 85％以上 

歩数の変化 新規参加者の運動不充分層において、事業開

始 3 カ月以降に歩数が国推奨歩数以上となっ

た者、または事業開始時の歩数から 1,500 歩

以上増加した者の割合が 60％以上 

継続参加者の歩数において国推奨歩数以上の

者の割合が 55％以上 
 

事業期間 

■第１期：平成 30年４月～令和５年３月（５年間） 

サービス提供期間：平成 30年４月～令和５年３月 

評価時期：平成 31年２月、令和２年２月、令和３年２月、令和

４年２月、令和５年２月 

支払時期：平成 31年３月、令和２年３月、令和３年３月、令和

４年３月、令和５年３月 

 

■第２期：平成 31年４月～令和６年３月（５年間） 

評価時期：令和２年３月、令和３年３月、令和４年３月、令和

５年３月、令和６年３月 

                                                      
4 Key Performance Indicator の略。成果達成のためのプロセスを評価する指標。 
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支払時期：令和２年４月、令和３年４月、令和４年４月、 

令和５年４月、令和６年４月 

 

■第３期：令和２年４月～令和７年３月（５年間） 

サービス提供期間：令和２年４月～令和７年３月 

評価時期：令和３年３月、令和４年３月、令和５年３月、令和

６年３月、令和７年３月 

支払時期：令和３年４月、令和４年４月、令和５年４月、令和

６年４月、令和７年４月 

契
約
金
額 

総額 非公表 

最低支払額 非公表 

成果連動支払額 非公表 

財政効果

の試算 

費目 医療費、介護給付費 

金額 

第１期：医療費 1.8億円（３市町合計） 

第２期：医療費及び介護給付費 12億円（５市町合計） 

第３期：医療費及び介護給付費 12億円（４市町合計） 

国の補助の活用の有無 地方創生推進交付金 

債務負担行為の有無 
なし（※本 SIB事業は地方創生推進交付金を活用しているため、

単年度契約を毎年度締結する。） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 

第１期事業においては、平成 30年度の KPIの達成度が 98.8％、

令和元年度の KPIの達成度が 96.0％、令和２年度の KPIの達成

度が 100.6％。 

第２期事業においては、令和元年度の KPIの達成度が 105.3％、

令和２年度の KPIの達成度が 100.9％。 

第３期事業においては、令和２年度の KPIの達成度が 99.1％。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

本 SIB 事業に参加している地方公共団体は、第１期事業・第２期事業ともにいずれも

「Smart Wellness City首長研究会」5（以下「SWC首長研究会」という。）に加盟している。

SWC 首長研究会は科学的根拠に基づき「自然と歩いてしまう（歩かされてしまう）健幸都市」

の実現に向け、総合政策としての健幸まちづくり施策を推進することを目指している。 

                                                      
5 平成 21 年発足。令和元年 11 月末時点で 42 都道府県の 102 の地方公共団体が加盟する。

http://www.swc.jp/ 
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SWC 首長研究会の６地方公共団体において平成 26 年度より「SWC 総合特区」の取組の一

環として、ICT を活用したインセンティブ付健康プログラムの大規模社会実証が実施された。

そこでの成果として、健康無関心層の取り込み、歩数増加、さらに医療費適正化に同プログ

ラムの効果があることが示され、その成果の横展開が図られた。一方、横展開に際し、大規

模事業実施における新規予算の確保、市職員の負担増といった課題を解決することが求め

られた。具体的には、予算確保の課題とは、市財政に寄与する医療費・介護給付費の適正化

効果を出すためには、対象人数を増やして大規模に事業を行う必要があるが、財政部局を説

得するだけのエビデンスが不足し、大規模事業実施に相応する予算確保に苦慮する点であ

る。また、人材面での課題として、大規模事業を行う際には地方公共団体職員の負担が大き

くなる点である。特に、規模の小さい地方公共団体では、これらの課題より導入が難しい。 

これらの課題に対し、本事業では、①ICTを活用して複数の地方公共団体が連携すること

による事業規模拡大とスケールメリットによる１人あたりコストの抑制、②将来的な医療

費・介護給付費の適正化効果を返済原資とする民間資金活用モデルの構築を目指すこと、ま

た、③サービス対象者へのサービス提供を民間事業者にアウトソーシングすることにより、

前述の２つの課題を同時に解決する手法を考案した。 

第１期事業は、SWC首長研究会の加盟地方公共団体の中から、以前よりインセンティブ付

健康プログラム事業の実績がある３つの地方公共団体（兵庫県川西市・新潟県見附市・千葉

県白子市）が参加することとなり、地方公共団体、本事業の中間支援組織であるつくばウエ

ルネスリサーチ及びサービス提供者であるタニタヘルスリンクなどが一緒になって事業化

に向けた検討を進めた上で、平成 30年４月よりサービス提供を開始した。 

そして、SWC首長研究会に加盟するその他の地方公共団体も本事業に高い関心を持ってい

たことから、第１期成果を踏まえ筑波大学が SIB勉強会を開催し、第２期事業に参加する地

方公共団体を募った。その結果、これまでにインセンティブ付健康プログラム事業を導入し

たことのない地方公共団体を含む５つの地方公共団体（山口県宇部市・岩手県遠野市・京都

府八幡市・鹿児島県指宿市・埼玉県美里町）が参加することとなった。 

その後、４つの地方公共団体（大阪府高石市・福岡県飯塚市・奈良県田原本町・鳥取県湯

梨浜町）が参加した第３期事業、４つの地方公共団体（兵庫県西脇市・福井県大野市・京都

府南丹市・岩手県金ケ崎町）が参加する第４期事業が実施されている。 

本 SIB事業は、事業化にあたり、つくばウエルネスリサーチ及びサービス提供者であるタ

ニタヘルスリンクがサービス内容や SIBの条件を構築したことから、各地方公共団体は、公

募をせず、本 SIB 事業のために両社が設立した特別目的会社 6（Special Purpose Company。

以下「SPC」という。）である健幸都市 Innovation Companyと契約することとした。 

 

イ 体制の詳細 

                                                      
6 特定の事業のみ実施することを目的として設立した会社。 
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各地方公共団体はそれぞれ SPCと契約を締結する。事業の実施にあたっては、SPCからタ

ニタヘルスリンク、つくばウエルネスリサーチ、第三者評価機関である筑波大学にそれぞれ

再委託が行われており、それぞれの組織が各業務を行っている。資金提供者である各金融機

関との契約についても、SPC が主体となり締結している。 

各地方公共団体は、筑波大学からの評価結果の報告を受けて SPCへの支払を行う。 

事業実施状況のモニタリングは、つくばウエルネスリサーチとタニタヘルスリンク、各地

方公共団体が一体となって実施している。 

なお、評価業務については成果連動対象経費とせず、SPCからの再委託のもと筑波大学が

担当し、客観的な評価を行うことを可能としている。 

資金提供者である各金融機関は、本事業の事業費のうち固定費（最低支払部分）について

融資を行っており、成果連動のリスクについてはサービス提供者であるタニタヘルスリン

クとつくばウエルネスリサーチが負っている。 

 

図表 1 事業体制※ 

 

※2020 年度の運営体制 

 

ウ 事業スケジュール 

第１期事業のスケジュールは以下のとおりである。 

平成 29年下半期から、第１期事業に参加する兵庫県川西市・新潟県見附市・千葉県白子

町と事業化に向けた準備を開始し、平成 30 年４月以降に各地方公共団体と健幸都市

Innovation Company が契約を締結し、順次、サービス提供を開始した。 
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第２期事業のスケジュールは以下のとおりである。 

平成 30 年 10 月頃より第２期事業に参加する地方公共団体の代表となった山口県宇部市

を中心として翌年度からの事業化に向けた準備を開始し、平成 31年４月に各地方公共団体

と健幸都市 Innovation Company が契約を締結し、順次、サービス提供を開始した。 

短期間で事業を開始することが可能であった理由としては、①SWC首長研究会のこれまで

の取組みにより筑波大学・つくばウエルネスリサーチが蓄積した医療費・介護給付費の適正

化効果のデータがあり、成果指標の設定において十分なエビデンスを有していたこと、②各

地方公共団体と SPCの契約締結にあたり、第１期事業のノウハウを活用できたこと、③SWC

首長研究会から発した取組みであり、各地方公共団体においては首長のトップダウンによ

り事業が進められ、庁内の合意形成等が比較的容易であったことが挙げられる。 

第３期事業のスケジュールは以下のとおりである。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、事業開始から５年後の KGI と、５年後に KGI を達成するための各年度の

KPI からなる。 

 

図表 3 成果指標一覧 

第1期

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

評価

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和４年度

庁内検討
契約締結

サービス提供

令和2年度 令和３年度

支払

第2期

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

第3期

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

令和7年度

サービス提供
評価

支払

令和5年度 令和6年度

庁内検討
契約締結

令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和４年度

令和5年度

庁内検討
契約締結

サービス提供
評価

支払

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度 令和４年度 令和6年度
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区分 項目 目標値 

KGI 医療費・介護給付費適正化

効果 

第１期：1.8億円（医療費 ３市町合計） 

第２期：12億円(医療費・介護給付費５市町合計) 

第３期：12億円(医療費・介護給付費４市町合計) 

KPI 参加者数 新規参加者と継続参加者がそれぞれ目標定員の 90％

以上 

運動不充分層割合 新規参加者のうち 60％以上が運動不充分層 

継続率 全参加者の 85％以上が翌年度も継続 

歩数の変化 新規参加者の運動不充分層において、事業開始 3 か

月後以降に国推奨歩数以上となった者、または事業

開始時の歩数から 1,500歩以上した者の割合が 60％

以上 

継続者の平均歩数において、55％以上が推奨歩数以

上 

（出所）つくばウエルネスリサーチ提供資料 

KPI のうち参加者数は、地方公共団体別かつ年度別の目標値を全地方公共団体・全事業

期間で積み上げた目標値として設定されている。KPIの１つである参加者数は、この目標

値と比較して評価する。 

各地方公共団体が参加者数の目標値を設定するにあたり、つくばウエルネスリサーチ

は、過去の研究成果に基づき「医療費・介護給付費適正化効果を○○円程度創出するには、

参加者数を年齢構成別に○○人確保する必要がある」といった試算を示すことにより、各

地方公共団体が期待する財政効果に対して適切な目標値となるよう助言を行っている。 

 

図表 4 参加者数※の内訳 

期 地方公共団体名 初年度参加者数 ５年後参加者数 

第１期 川西市 4,473人（実績） 8,000人（計画） 

見附市 1,658人（実績） 1,500人（計画） 

白子町 1,687人（実績） 1,400人（計画） 

第２期 宇部市 3,308人（実績） 8,300人（計画） 

遠野市 1,421人（実績） 2,000人（計画） 

八幡市 2,665人（実績） 5,000人（計画） 

指宿市 1,756人（実績） 3,000人（計画） 

美里町 2,547人（実績） 3,000人（計画） 

第３期 高石市 3,708人（実績） 4,000人（計画） 

飯塚市 1,768人（実績） 6,540人（計画） 
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田原本町 1,092人（実績） 2,440人（計画） 

湯梨浜町 465人（実績） 1,290人（計画） 

※インセンティブ付健康プログラムの参加者（初年度は 2019年 3月末時点） 

（出所）つくばウエルネスリサーチ提供資料 

 

② 評価方法 

上記成果指標のうち、各年度の KPIの達成度については、タニタヘルスリンクが ICTサ

ービスを通じて蓄積する参加者の登録情報・歩数データの提供及びアンケート調査結果

を受け、中間支援組織のつくばウエルネスリサーチ及び評価機関である筑波大学が集計・

分析を行い、各成果指標を評価する。 

これらのデータを活用して、つくばウエルネスリサーチは、例えば、効果的な広報戦略、

どの年齢層をターゲットに集めるべきか、成果が出ている人・出ていない人の特徴など、

設定している医療費・介護給付費適正化効果を達成するための課題・原因を把握し、地方

公共団体及びタニタヘルスリンクに対して、目標値を達成するための助言を行う。 

また、KGI である医療費・介護給付費の適正化効果は、３年目・５年目につくばウエル

ネスリサーチ・筑波大学が、ランダム化比較試験 7により、参加群・非参加群による１人

あたり医療費の推移に対して統計的な手法をもって分析・評価を行う。 

 

図表 5 評価スケジュール 

年度 評価する成果指標 

１年目 KPIの達成度 

２年目 KPIの達成度 

３年目 KPIの達成度、医療費・介護給付費の適正化効果 

４年目 KPIの達成度 

５年目 KPIの達成度、医療費・介護給付費の適正化効果 

（出所）つくばウエルネスリサーチ提供資料 

オ 支払条件 

支払条件は、つくばウエルネスリサーチ、タニタヘルスリンクが主導して設定し、地方公

共団体と協議を行って決定した。 

各年度の事業費のうち、サービス提供に係る固定費部分（インセンティブ付健康プログラ

ム事業の運用関連費、評価費用等、事業費の約 50％）は成果に連動しない最低支払額に含

まれる。成果連動支払額に含まれるのは、固定費を除く KPI達成に向けたサービス提供費用

（システム提供・指導・継続支援の取組等、事業費の約 50％）、中間支援組織の事業実施に

係る費用であり、この部分は年度ごとの KPIの達成状況に応じて支払われる。 

                                                      
7 介入群とコントロール群（サービス提供しない群）に無作為に割付け、両者を比較する方法。 
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なお、各年度の事業全体の KPI達成度として、第１期事業・第２期事業について、連携す

る地方公共団体の KPI 達成度の平均値を算出する。これにより、仮に一部の地方公共団体の

KPI 達成度が低ければ全体の達成度を下げることとなり、本事業に参加する地方公共団体に

とっては、他の地方公共団体の足を引っ張ることのないよう、KPI達成に向けて効果的に取

組みを行うための動機付けとなっている。 

事業全体の KPI達成度が 100％を超えた場合には、サービス提供者に対するインセンティ

ブとして上乗せ額が各地方公共団体から SPCへ支払われる。ただし、各年度の予算額の制約

から、上乗せ額には一定の上限が設けられる（上限額は、各年度の予算額等を踏まえ、地方

公共団体との協議により決定する）。一方、KPI達成度が 100％を下回った場合の成果連動支

払額の減額には下限は設けていない。 

 

カ 中間支援組織の役割 

本 SIB 事業においては、中間支援組織であるつくばウエルネスリサーチが大きな役割を

果たしている。主な役割は、事業全体にかかる関係者間の調整、成果指標・目標値の設定、

地方公共団体が目標を達成するための分析・助言、その他の事業効果を高めるための取組み

である。 
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事業名称：国民健康保険適正服薬推進事業 

事業概要：健康の保持増進と医療費適正化を目指して、重複服薬 1等がある国民健康保険

被保険者に対して適正な服薬を推進。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 福岡県福岡市 

社会的課題及び 

その背景 

高齢になると複数の病気を持つ人が増え、処方される薬の種類

や数が増える傾向にあり、これにより同じ効能の薬の重複服用

や飲み合わせの悪い薬（併用禁忌）の服用を招き、その結果、

副作用等の有害事象のリスクが高くなる。福岡市国民健康保険

においても、重複服薬者は、年間で約 2,700 人、15種類以上の

多剤投与者は約 2,200 人にのぼり、それぞれ 60 歳以上の人が

６割以上を占めている。高齢化の進展に伴い、その数はさらに

増加が予想され、薬による有害事象の発生リスクが高まるとと

もに、薬剤費の増による医療費の増が見込まれる。そのため同

市では、適正な服薬の推進による被保険者の健康の保持増進と

医療費適正化が喫緊の課題となっている。 

目指す成果 
適正服薬を推進することで、被保険者の健康の保持増進と医療

費適正化を目指す。 

対象者 
福岡市国民健康保険の被保険者のうち、重複、多剤、併用禁忌

2服薬者約 8,000人 

事
業
関
係
者 

委託者 福岡市保健福祉局生活福祉部保険医療課 

受託者 株式会社ヘルススキャン 

サービス提供者 株式会社ヘルススキャン 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 九州大学 

中間支援組織 ケイスリー株式会社 

サービス内容 

はじめに、ヘルススキャンは、福岡市から国民健康保険被保険

者のレセプトデータを受領し、重複、多剤（12 種類以上）、併

用禁忌服薬者を抽出した上で、通知書を作成・送付する。また、

通知書を受け取った人からの問い合わせに応じるためのコー

                                                      
1 同じ効能の薬を複数の医療機関で処方されて服用すること 
2 併用してはいけない飲み合わせの悪い薬を服用すること。作用の増強・減弱、副作用などを引き起こ

す。 
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ルセンターも設置する。 

次に、通知を受けた人が、医療機関や薬局に相談し、医師、薬

剤師が服薬情報を確認し、必要に応じて薬の処方の変更が行わ

れる。 

成果指標 

・重複服薬者の改善率： 

各回で 10％以上を達成した場合に段階的に支払う。（上限 43％） 

・併用禁忌服薬者の改善率： 

各回で 75％以上を達成した場合に段階的に支払う。（上限

100％） 

・医療費適正化効果（１人あたり、１月あたり医薬品に係る医

療費削減割合）： 

事業終了時、5.0％以上を達成した場合に段階的に支払う。（上

限 21.5％） 

事業期間 

令和元年９月～令和４年３月（３年間） 

【内訳】 

サービス提供期間： 

第１回：令和元年９月～令和２年２月 

第２回：令和２年３月～令和２年８月 

第３回：令和２年９月～令和３年２月 

第４回：令和３年３月～令和３年８月 

評価時期： 

第１回：令和２年４月～令和２年８月 

第２回：令和２年 10月～令和３年２月 

第３回：令和３年４月～令和３年８月 

第４回：令和３年 10月～令和４年２月 

支払時期： 

・最低支払：令和２年３月、令和３年３月、令和４年３月 

・成果連動支払：令和２年９月、令和３年３月、９月、令和４

年３月 

契
約
金
額 

総額 57,600 千円 

最低支払額 10,000 千円 

成果連動支払額 

47,600 千円 

【内訳】 

・重複服薬者の改善率：16,800千円 

・併用禁忌服用者の改善率：2,400千円 

・医療費適正化効果：28,400千円 



【令和２年２月時点】 

 

財政効果

の試算 

費目 医療費（市町村負担分） 

金額 

約 63,000千円  ※支払額は除いていない。 

医薬品に係る医療費減少額は前年度に実施したモデル事業の

実績値より算定。 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 あり（３年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式により受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

 国民健康保険の都道府県単位化に伴い、新たな財政支援制度として保険者努力支援制度

が創設され、その評価指標に「重複服薬者等に対する取組み」が設定されていたため、取組

みを検討していたところ、平成 29 年度に八王子市、神戸市が SIBを導入したことを契機に、

福岡市では PFSの導入の検討を開始した。 

本事業は、対象者が通知書により医療機関や薬局に相談し、処方が変更された場合、医薬

品にかかる医療費の減少が明確に確認できることから、介入と成果の因果関係が明確であ

り、PFS を活用するのに適していると判断し、導入することとした。 

福岡市国民健康保険の被保険者数は約 30万人であり、そのうち 65歳以上 74歳未満の高

齢者が約 34％と高い割合を占める。高齢化の進展に伴い、国民健康保険被保険者の高齢者

の割合は増加傾向にある。 

福岡市の分析によると、国民健康保険被保険者のうち重複服薬者数は約 2,700 人、15 種

類以上の多剤投与者は約 2,200人であり、そのうち重複服薬者の約 63％、多剤投与の約 67％

が 60～74歳である。また、重複服薬者の薬剤費は年間約９億 2,000万円で、そのうち約 66％

を 60 歳～74 歳の薬剤費が占める。多剤投与者の薬剤費は年間約 12 億 9,000 万円で、その

うち約 62％を 60～74 歳の薬剤費が占める。高齢化の進展に伴って、重複、多剤服薬者はさ

らに増加し、有害事象等の発生リスクが高まるとともに薬剤費の増加が見込まれている。 

以上により、被保険者の健康の保持増進と医療費適正化のために、適正な服薬の推進が喫

緊の課題と認識していた。 

当初は、平成 30年度の導入を検討していたが、成果指標や目標値の設定が困難であった

ことから、平成 30年度はモデル事業として実施することとした。 

モデル事業では、ランダム化比較試験 3を用いて、対象者 2,000人のうち 1,000人に通知

書を送付し、未送付の 1,000 人（コントロール群）と比較して成果を分析した。その結果、

重複服薬については、コントロール群は 28.7％減少したのに対して、通知送付者は 61.0％

減少した。また、多剤服用については、コントロール群は 36.9％減少したのに対して、通

                                                      
3 介入群とコントロール群（サービス提供しない群）に無作為に割付け、両者を比較する方法。 
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知送付者は 59.4％減少した。併用禁忌については、通知送付者の全員で減少した（併用禁

忌はランダム化比較試験を実施していない）。以上より、モデル事業の結果、一定の成果が

確認できたことから、福岡市は、これを踏まえて成果指標、支払基準等を設定した。 

福岡市は、令和元年度からの事業実施に向けて、サービス提供者を公募型プロポーザル方

式にて選定し、結果として平成 30年度にモデル事業を行ったヘルススキャンが選定された。 

 

体制の詳細 

福岡市とヘルススキャンは業務委託契約を締結した。また、福岡市は、事業期間中の福岡

市と第三者評価機関の仲介や、事業期間中に生じる課題対応のために、中間支援組織として、

ケイスリーと業務委託契約を締結した。 

ヘルススキャンは、契約締結を受けて、サービス提供を行う。福岡市の支払の一部は成果

連動であることから、成果連動支払リスク（成果が出なければ福岡市から支払がなく、費用

を回収できないリスク）はヘルススキャンが負う。 

中間支援組織を担うケイスリーは、第三者評価機関である九州大学と福岡市を仲介し、評

価業務がスムーズにいくように支援する。その他にも、PFS事業の経験がない福岡市を支援

し、事業期間中に生じる課題の対応策を検討する。 

ヘルススキャンによるサービス提供後、第三者評価機関である九州大学は評価を行い、

評価結果を福岡市に報告する。福岡市は、評価結果に基づき、成果に応じた支払をヘルス

スキャンに行う。 

 

図表 1 事業体制 
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事業スケジュール 

事業期間は、令和元年９月から令和４年３月までの３年間である。対象者の抽出、通知書

送付、評価までの一連の流れを１回とし、３年間で４回実施する。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

評価手法 

① 成果指標の設定 

 成果指標は、重複服薬者の改善率、併用禁忌服薬者の改善率及び医療費適正化効果

（１人あたり・１月あたり医薬品に係る医療費削減割合）である。なお、多剤服用は患

者の状況に応じて必要な場合もあり、一概に抑制すべきものではないため、成果指標か

ら除外している。 

 

② 評価方法 

 評価方法はランダム化比較試験を用い、ヘルススキャンが分析を行う。その分析結果

を第三者機関である九州大学が評価・検証する。 

具体的には、各回の通知送付者とコントロール群を設定し、レセプトデータを用いて

それぞれの重複服薬状況を把握する。その上でそれぞれの改善率の差分を評価する。 

 ある回でコントロール群となった人は、次回の通知送付者とすることで、最終的には

全対象者がサービス提供を受けるようにしている。 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

第1回
第2回
第3回
第4回
第1回
第2回
第3回
第4回
最低支払

成果連動支払

令和３年度

支払

平成29年度

導入可能性調査

サービス
提供

評価

庁内検討
モデル事業

公募
契約締結

平成30年度 令和元年度 令和２年度
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支払条件 

支払条件は、平成 30年度のモデル事業の結果を基準としており、基準値を達成すると福

岡市から支払が行われる。 

支払総額は最低支払額と成果連動支払額からなる。 

 

図表 3 支払基準 

■重複服薬者の改善率（通知回ごとに評価） 

改善率 10％未満 10％ 
10％超 33％未

満 
33％ 

33％超 43％未

満 

43％以上 

（上限） 

支払金額

（千円） 
0 1,000 

１％増につき 

＋100千円 
3,300 

１％増につき 

＋90千円 
4,200 

※重複服薬者の改善率=介入実施者の改善率－比較対象者の改善率 

（出所）福岡市提供資料 

 

■併用禁忌服用者の改善率（通知回ごとに評価） 

改善率 75％未満 75％以上 100％未満 100％ 

支払金額（千円） 0 480 600 

※併用禁忌服用者の改善率=介入実施者の改善率 

（出所）福岡市提供資料 

 

■医療費適正化効果（１人あたり・１月あたり医薬品にかかる医療費の削減割合） 

改善率 5.0％未満 5.0％ 
5.0％超

17％未満 
17.0％ 

17.0％超

21.5％未

満 

21.5％以

上 

（上限

値） 

支払金額

（千円） 
0 3,500 

削減率

0.5％増に

つき 

＋800千円 

22,700 

削減率

0.5％増 

につき＋

600千円 

28,400 

※医療費適正化効果＝（介入実施者の医療費適正化効果額－比較対象者の医療費適正化 

効果額）/介入実施者の抽出期間の医薬品金額×100 

（出所）福岡市提供資料 
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図表 4 支払額内訳 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 合計 

成果連動

支払額 

※上限 

重複服薬者の改善率 － 8,400千円 8,400千円 16,800 千円 

併用禁忌服薬者の改善率 － 1,200千円 1,200千円 2,400千円 

医療費適正化効果 － － 28,400 千円 28,400 千円 

最低支払額 6,000千円 2,500千円 1,500千円 10,000 千円 

合計 6,000千円 12,100 千円 39,500 千円 57,600 千円 

 

中間支援組織の役割 

福岡市は、立ち上げ期に中間支援組織は設置しておらず、職員にて導入可能性調査（成果

指標の設定、行政コスト削減額の試算、予算要求の支援、支払条件の設定、契約形態の検討

等）を行った。その後、サービス提供期には、ケイスリーを中間支援組織として設置（業務

委託）した。ケイスリーは、第三者評価機関である九州大学と福岡市を仲介し、評価業務が

スムーズにいくように支援する他に、PFS事業の経験がない福岡市を支援し、事業期間中に

生じる課題の対応策を検討する。 
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事業名称：大腸がん検診受診勧奨 PFS事業 

事業概要：大腸がん検診の受診率向上を目指して、ナッジ 1を用いて行動変容を促進。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 沖縄県浦添市 

社会的課題及び 

その背景 

浦添市では大腸がん検診受診勧奨として、①年１回大腸がん検

診サービス対象者に対して受診券の郵送、②特定健診サービス

対象者に対する特定健診受診勧奨時にがん検診受診も勧奨す

ることを実施、という取組みを行っているが、コストが割高な

一方で受診率向上の効果が弱く、より効果的な取組みの実施が

課題となっている。 

目指す成果 

大腸がん検診受診サービス対象者に対して行動変容を促して、

大腸がん検診受診率を向上する取組みを行い、受診率向上を目

指す。 

サービス対象者 

浦添市の国民健康保険被保険者で 40歳～74歳の人 17,000人 

※サービス内容の成果を評価するために、サービス提供者はサ

ービス対象者を以下のように分類した。 

■ショートメッセージ送付サービス対象者約 6,000人 

・うち約 3,400人に検査キットを送付する。 

・うち約 2,600人には検査キットを送付しない。 

■ショートメッセージを送付しないサービス対象者約 11,000

人 

・うち約 600人に検査キットを送付する。 

・うち約 10,400人には検査キットを送付しない。 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 ケイスリー株式会社 

サービス提供者 ケイスリー株式会社、株式会社アクリート 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

中間支援組織 ケイスリー株式会社 

サービス内容 
はじめに、ケイスリー及びアクリートが連携し、英国内閣府が

設立した The Behavioural Insights Team2、横浜市行動デザイ

                                                      
1 対象者に対してきっかけを与え、選択肢を与えながらもよりよい方向に誘導する手法。 
2 行動経済学を活用して政策を改善するために設立された組織。 
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ンチーム、八王子市と意見交換をしながらナッジを活用した大

腸がん検診受診勧奨手法を開発する。 

次に、開発した大腸がん検診受診勧奨手法を活用したショート

メッセージを作成し、浦添市の国民健康保険被保険者で 40 歳

～74歳の人約 6,000人に送信する。また、ショートメッセージ

を送信した人のうち、約 3,400人と、ショートメッセージを送

信していない約 600人に郵送にて検査キットを送付する。 

【ショートメッセージ送信】 

ショートメッセージは、集団検診の予約期間に合わせて、合計

10回送信する。具体的には、検診未受診者にはがんとがん検診

に関する理解を深めてもらうために、罹患性・重大性・有益性

の認知を高める内容を送信する。継続的に受診しているサービ

ス対象者には、具体的な検診関連情報（日時、場所等）を送信

する。なお、サービス提供者は、クリック率、予約率、受診率

等を分析して事業内容の改善を併せて行う。 

【検査キット送付】 

合計 4,000人に対して３回に分けて送付する。検査キットの提

出は、集団検診時の他、浦添市健康づくり課の特設窓口で随時

受け付ける。 

成果指標 

大腸がん検診受診者増加数： 

基準値（2,190人）と比較して、１人増加ごとに 10千円支払う。

上限は 500人とする。 

事業期間 

令和元年８月～令和２年３月（８カ月間） 

（内訳） 

サービス提供期間：令和元年８月～令和２年１月 

評価時期：令和２年２月 

支払時期：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 9,500千円 

最低支払額 

4,500千円 

【内訳】 

令和２年３月：4,500 千円 

成果連動支払額 

5,000千円（上限） 

【内訳】 

令和２年３月：5,000千円 

１人あたり成果報酬 10千円×受診者増加数 500人 

財政効果 費目 医療費 
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の試算 
金額 

5,000千円（市負担分） ※支払額は除いていない。 

１人あたり医療費適正化効果 10千円×受診者 500人想定 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定 

成果実績 

途中経過として、令和２年１月末時点で集団検診受診者数 915

人、令和元年 10月 31日時点で個別検診受診者数 1,298人、検

査キット提出者 715人の合計 2,928人であり、上限である 2,690

人を超えている。成果には、さらに令和元年 11月１日～令和２

年１月末までの個別検診受診者数が追加となる見込みである。 

浦添市職員の懸念であったサービス対象者からの問い合わせ

は当初想定していたより少なく、市民サービスに内容が受け入

れられていると評価できる。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

内閣府沖縄総合事務所は平成 31 年２月、社会保障費の増大によって地方財政がひっ迫す

る中、歳出を抑えながら民間ノウハウを活用して社会的課題を解決する手法として PFS/SIB

を推進するために、沖縄県内の地方公共団体を対象にした成果連動型事業推進プラットフ

ォーム 3を設置した。本事業のサービス提供者であり、中間支援組織であるケイスリーは、

日本初の SIB である八王子市大腸がん検診・精密検査受診率向上事業をはじめ、中間支援組

織として複数の PFS/SIB 事業の支援を行った実績を有しており、本プラットフォームの立

ち上げにも参画していた。 

同時期に、ケイスリーと、本事業のサービス提供者であるアクリートは、地方公共団体向

け SMS 配信プラットフォーム開発に関する業務提携を締結し、厚生労働省令和元年度保健

福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下

「令和元年度厚生労働省モデル事業」という。）を活用して、大腸がん検診受診勧奨の新た

なサービス手法を開発するとともに、PFS/SIBを活用して高い成果を目指したいと考えてい

た。 

令和元年度厚生労働省モデル事業への応募にあたり、ケイスリーが成果連動型事業推進

プラットフォームに参加する地方公共団体に対して連携を呼びかけたところ、これに浦添

                                                      
3 内閣府沖縄総合事務所が設置。地方公共団体の財政コストを抑えながら民間ノウハウ等を活用して社会

的課題の解決や行政の効率化等を実現する PFS/SIBの普及を目的に、沖縄県内の市町村をメンバーとする

プラットフォーム。 
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市が賛同し、浦添市はフィールド提供という点で参画することとなった。 

浦添市は、これまで、大腸がん検診サービス対象者に対して年１回受診券を郵送し、また、

特定健診サービス対象者に対する特定健診受診勧奨時（電話、訪問）にがん検診受診勧奨も

行ってきたが、コストが割高な一方で受診率が向上しないといった課題を抱えており、新た

な手法を模索していた。そのような時期に、成果連動型事業推進プラットフォームにてケイ

スリーより令和元年度厚生労働省モデル事業への応募の案内があり、これに賛同して本事

業への参加を決めた。 

令和元年度厚生労働省モデル事業では地方公共団体の財政負担がないことから、浦添市

は、職員の業務負荷についてのみ庁内調整を行い、短期間で参加に関する合意を庁内で得た。 

令和元年度厚生労働省モデル事業への応募準備（成果指標の設定、支払条件の検討、行政

コスト削減額の算定等）はケイスリーが行った。 

 

イ 体制の詳細 

事業実施にあたり、浦添市、ケイスリー及びアクリートは協定を締結し、コンソーシアム

を組成した。令和元年度厚生労働省モデル事業への応募はケイスリーが行った。 

採択後、厚生労働省とケイスリーは業務委託契約を締結した。これを受けてケイスリーと

アクリート、日本ファンドレイジング協会とそれぞれ委託契約を締結し、ケイスリーとアク

リートが連携してサービス提供を行う。 

サービス提供期間中は、ケイスリーが中間支援組織としてサービスの実施状況を確認し

て浦添市に報告するとともに、サービス提供期間中に把握するサービス対象者のデータを

分析し、サービス内容の改善を行う。 

サービス提供完了後、日本ファンドレイジング協会は、浦添市からレセプトデータを受領

し、評価する。 

ケイスリーは、成果の評価結果を含む業務報告書を作成し、厚生労働省に報告する。厚生

労働省は、業務報告書を受けてケイスリーに支払を行う。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

令和元年８月にケイスリー、アクリート及び浦添市が協定を締結し、ケイスリーが、令和

元年度厚生労働省モデル事業に応募した。応募の準備は、主にケイスリーが行った。 

令和元年度厚生労働省モデル事業は１年間の事業であり、評価は２月をめどに実施する

ことが規定されていることから、令和元年８月の採択を受けて、令和２年１月までサービス

提供を行う。 

令和２年２月に評価し、令和２年３月に厚生労働省から支払を受ける予定となっている。 

 

図表 2 事業スケジュール 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

サービス提供
評価

支払

令和元年

応募準備
応募

契約締結
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は大腸がん検診受診者増加数である。 

過去に実績のある、八王子市大腸がん検診・精密検査受診率向上事業や、広島県及び県

下６市による SIB の手法を用いた新たながん検診の個別受診勧奨業務を踏まえて大腸が

ん検診受診率を成果指標とすることも検討したが、「受診者増加数」のほうが対外的に説

明しやすいという浦添市の意見を踏まえて、大腸がん検診受診者増加数とした。 

 

② 評価方法 

日本ファンドレイジング協会が浦添市から提供されるレセプトデータをもとに基準値

となる平成 28 年８月～平成 29 年１月と令和元年８月～令和２年１月までの受診者数と

比較する。 

 

オ 支払条件 

支払額は最低支払額及び成果連動支払額から構成されている。最低支払額と成果連動支

払額の内訳（最低支払額 4,500千円、成果連動支払額 5,000千円）はケイスリー及びアクリ

ートが決定した。 

成果連動支払は、平成 28 年８月～平成 29 年１月までの浦添市の大腸がん検診受診者数

2,190 人を基準値とし、そこから１人増加するごとに 10 千円を支払う。上限は 500 人であ

る。 

浦添市のレセプトデータによると、大腸がん検診による大腸がん発見者数は約 300 人に

１人、大腸がん早期発見による医療費適正化効果（医療費削減額のみ。本 PFS事業で発生す

る支払額は差し引いていない。）は１人あたり 3,080 千円となっている。これを踏まえて、

成果連動支払額は、１人あたり医療費適正化効果 3,080千円を 300人で割った約 10千円と

した。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織であるケイスリーは、立ち上げ期は導入可能性調査を担い、サービス提供期

はサービスの実施状況を確認し、定期的に浦添市に報告する。また、評価期は、浦添市が評

価を行う上で適宜相談に応じる。 

立ち上げ期に行う導入可能性調査の具体的な内容は、成果指標の設定、行政コスト削減額

の算定、支払条件の設定、令和元年度厚生労働省モデル事業の応募である。 

サービス提供期には、サービスが予定とおり実施されているか確認して浦添市に報告を行

う。また、サービス期間中に把握するサービス対象者のデータを分析して、サービス内容の

改善も都度行う。 
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事業名称：がん検診成果連動型事業所インセンティブ事業 

事業概要：全国平均を下回るがん検診受診率の向上を目的に、特に受診率の低い 40歳代・

職域におけるがん検診 1に着目し、事業所に対するインセンティブ（従業員に受診勧奨を

行い、受診者数増加に応じた補助金を支払う。）を導入。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 埼玉県 

社会的課題及び 

その背景 

埼玉県のがん検診受診率は全国平均を下回っており、特に、40

歳代の職域でのがん検診受診率が低い傾向がある。そのため受

診率の向上が課題となっている。 

目指す成果 

がんのうち胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんは

早期発見・早期治療により死亡率の低減が図られることから、

早期発見に必要ながん検診受診率の向上を目指す。 

また、職域におけるがん検診の受診勧奨を通して、事業者が従

業員の健康管理を経営的視点から考え、健康経営に取組む意識

に繋げることにより、健康経営の普及促進を目指す。 

サービス対象者 健康保険組合に加入する 40歳代の被保険者 

事
業
関
係
者 

委託者 
なし 

（実施主体：埼玉県 保健医療部疾病対策課がん対策担当） 

受託者 なし 

サービス提供者 

以下の１～３を全て満たし、健康保険組合を通じて参加申込書

を提出した事業所。 

１. 埼玉県内に所在する健康保険組合に加入する事業所 

２. 事業所の所在地が県内の事業所 

３. がん検診の受診者数の確認など、健康保険組合の協力が得

られる事業所 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容 
事業所は、がん検診の重要性や必要性を 40 歳代の従業員に限

らず周知し、がん検診を受診するよう勧奨する。 

成果指標 前年度と比較した 40歳代のがん検診受診者の増加数 

事業期間 平成 31 年４月～令和２年３月（１年間） 

                                                      
1 勤め先又は健康保険組合等が実施するがん検診 
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【内訳】 

・成果連動支払：令和２年３月までに実施 

※令和２年度、令和３年度においても同様の事業を実施予定。 

契
約
金
額 

総額 予算総額 105,599千円 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

前年度の 40 歳代のがん検診受診者と比較して１人増えるごと

に次に掲げる額（上限 100千円） 

胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん

検診の３つのがん検診を全て受けた

場合 

１人につき２千円 

乳がん検診を受けた場合 １人につき２千円 

子宮頸がん検診を受けた場合 １人につき２千円 

（出所）埼玉県ホームページ 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 算定していない。 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 ―（単年度事業のため） 

事業者選定方法 なし 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

がんのうち胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんは早期発見・早期治療により

死亡率の低減を図ることができるが、厚生労働省が実施する国民生活基礎調査の結果によ

ると、埼玉県のがん検診の受診率は全国平均よりも低く、埼玉県では受診率の向上が課題と

なっている。また、平成 28年度の同調査においては、がん検診を受診した場合にはその機

会（市町村が実施したがん検診、勤め先又は健康保険組合等が実施したがん検診、その他）

も訊ねており、埼玉県の 40 歳代は、勤め先で受診した割合が特に低いという結果であった。

このため埼玉県では、40 歳代・職域におけるがん検診をターゲットとし、受診率の向上を

図る施策を新規事業として導入することとした。 

事業化に向けては、疾病対策課がん対策担当において、成果連動/PFSの活用、40歳代の

がん検診受診者本人に対して行う受診に対する支払、事業所に対して行う従業員の受診に

対する支払、ダイレクトメールの送付等、様々な事業方式を発案した。これらの可能性を検

討した結果、事業所に対して、従業員のがん検診受診に対する補助を行うこととなった。具

体的な内容については、職域におけるがん検診を対象とすることから、担当職員が健康保険

組合へのヒアリングを行いながら検討を行った。 

成果連動支払の導入は埼玉県では初めての取組みであったが、①受診率の向上について
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当時の知事が高い関心を持っていたこと、また、②令和元年度に埼玉県が設立した「埼玉県

健康づくり安心基金」（たばこ税収の５％を財源）を活用することとなり埼玉県の一般会計

の負担がないことから、比較的円滑に庁内の合意形成を行うことができた。 

 

イ 体制の詳細 

事業の実施にあたっては、健康保険組合が事業所の取りまとめを担う。まずは、健康保険

組合が埼玉県に参加意向確認書を提出し、加入事業所へ本事業の周知を行う。 

事業所は、健康保険組合に参加申込書を提出し、従業員（被保険者）にがん検診の受診を

勧奨する。その後、事業所は、交付申請書・実績報告書・請求書を健康保険組合に提出する。 

健康保険組合は、各事業所の受診者数の実績を確認した上で、埼玉県に報告する。 

埼玉県は、健康保険組合を経由して受領した交付申請書・実績報告書・請求書に基づき、

各事業所への支払を行う。 

 

図表 1 事業体制 

 

  

ウ 事業スケジュール 

事業検討は、平成 30 年６月頃から開始した。担当課内での検討、健康保険組合へのヒア

リング等を経て、平成 30年度中に事業内容を決定した。その後、補助金の交付要綱策定等

の手続きを行い、平成 31年４月から事業を開始した。 

本事業に参加する健康保険組合は、埼玉県に参加意向確認を提出し、加入事業所へ本事業

の周知を行う。本事業への参加を希望する事業所は、令和元年７月 31日までに健康保険組

合へ参加申込書を提出し、各健康保険組合にがん検診受診者数の見込みを報告する。その後、

健康保険組合は各事業所の実績の確認を行った上で埼玉県へ報告し、埼玉県は年度内に補
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助金を交付するスケジュールとなっている。 

 

図表 2 事業スケジュール 

  
 

国民生活基礎調査におけるがん検診受診率の調査は３年おきに実施されており、直近で

実施されたのは平成 28年度、令和元年度、次に実施が予定されているのは令和４年度であ

る。令和元年度の同調査の結果を本事業実施前の状態、令和４年度の同調査の結果を本事業

実施後として比較するために、本事業は令和元年度から令和３年度まで実施する予定であ

る。ただし、予算は毎年度確保する必要がある。 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

事業所ごとに、前年度と今年度における 40歳代のがん検診受診者数を比較し、増加し

た人数を成果指標とする。対象とするがん検診の種類は、厚生労働省が科学的根拠に基づ

き死亡率の減少に有効と定めている以下の５つのがん検診・検査項目である。 

 

図表 3 対象となるがん検診 

種類 検査項目 

胃がん検診 胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 

大腸がん検診 便潜血検査（検便検査） 

肺がん検診 胸部エックス線検査 

乳がん検診 マンモグラフィー検査 

子宮頸がん検診 子宮頸部の細胞診（自己採取は除く） 

（出所）埼玉県ホームページ 

 

受診者数の増減は、（１）胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診の３つの検診すべ

て受診、（２）乳がん検診、（３）子宮頸がん検診についてそれぞれ算出する。なお、受診

者数としてカウントするのは、職域におけるがん検診を受診した人のみであり、市町村の

実施するがん検診を受診した場合はカウントしない。 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

成果連動支払

平成30年度 令和元年度

庁内検討

がん検診受診
評価（実績報告）

健保組合・事業所申し込み
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② 評価方法 

前年度・今年度のがん検診の受診者数は、事業所が実績報告書に記入して報告し、健康

保険組合が確認を行う。（市町村の実施するがん検診を対象外としている理由は、健康保

険組合において把握できるのが職域におけるがん検診のみであるためである。） 

 

オ 支払条件 

事業所への補助金は、（１）胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん検診の３つの検診全て

受診、（２）乳がん検診、（３）子宮頸がん検診のそれぞれについて、前年度と今年度の 40

歳代のがん検診受診者数を比較し、増加人数１人あたり２千円、１事業所あたり上限税込

100 千円となっている。 

１人あたり単価の設定は、がん検診を受診するために従業員が勤務時間中に仕事を抜け

ることとなるため、事業所に対しその分を補填するという考え方に基づいている。これは、

がん検診を受診していない理由のうち最も多いものが「がん検診を受診する時間がない」で

あったことから、事業所に対して時間給に相当する額を補填することで、事業所に積極的に

従業員をがん検診に送り出してもらうことを意図としている。埼玉県では、各がん検診に要

する時間を約１時間、労務単価を約２千円と想定し、このような単価設定を行った。 

 なお、本事業では、医療費適正化効果（医療費適正化効果から支払総額を差し引いた医療

費適正化効果）については考慮していない。これは、①医療費の適正化は埼玉県においても

重要な課題ではあるものの、死亡率の低減を目的とした「がん検診」の受診率の向上に主眼

を置く本事業の目的としては位置づけておらず、②本事業で対象としている健康保険組合

のがん検診は被保険者と事業所が納める保険料により運営されており、仮に健康保険組合

被保険者の医療費が適正化されたとしても県の財政には影響しないためである。また、埼玉

県では、受診勧奨を専門で行う民間事業者は参画していない。 

 

カ 中間支援組織の役割 

本事業では、中間支援組織を設けておらず、埼玉県の担当課である疾病対策課がん対策担

当が中心となって事業化の検討を進めた。検討にあたっては、県内の健康保険組合の協力を

得て、意見聴取等を行った。 

また、健康保険組合は、事業開始後においても、参加事業所の取りまとめ・各事業所の実

績の確認を行うなど、本事業の実施に協力している。 
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事業名称：鎌倉市生活保護被保護者健康管理支援業務 

事業概要：生活保護被保護者の生活の質の向上と医療費適正化を目指し、生活保護被保

護者の中から健康リスクの高い人 1を抽出した上で、ケースワーカー2の指導を支援。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。

●基本データ

地方公共団体 神奈川県鎌倉市 

社会的課題及び 

その背景 

鎌倉市では生活保護被保護者の医療費に年間約１億円を要し

ており、生活保護被保護者の生活の質の向上と、医療費の適正

化が課題となっている。 

目指す成果 
生活保護被保護者の市民に対して適正な受診行動を促し、医療

費の適正化及び生活保護被保護者の生活の質の向上を図る。 

サービス対象者

鎌倉の全生活保護被保護者のうち、指定難病対象者（指定難病

の対象となり得る者）、ジェネリック医薬品切替対象者、受診行

動適正化対象者、その他指導が必要と思われる人 

※サービス提供者は、レセプトデータを分析して上記に該当す

る生活保護被保護者を抽出する。 

事
業
関
係
者

委託者 鎌倉市健康福祉部生活福祉課 

受託者 株式会社データホライゾン 

サービス提供者 株式会社データホライゾン 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容

データホライゾンは、生活保護被保護者のうち、指定難病対象

者（指定難病の対象となり得る者）、ジェネリック医薬品切替対

象者（ジェネリック医薬品に変更可能な医薬品を使用している

者）、受診行動適正化対象者（重複受診、頻回受診、重複服薬な

どによる体の負担、症状の悪化、副作用のリスクを踏まえて指

導効果の高い者）、その他指導が必要と思われる者を抽出する。

その抽出結果をケースワーカーに報告する。 

そのうえで、データホライゾンは、ケースワーカーが当該生活

保護被保護者に指導する際に、助言の提供等の支援を行う。 

成果指標 ・指定難病取得者の医療費適正化効果（生活保護被保護者が新

1 指定難病の対象になりうる人、重複服薬者、症状が年々悪化している人等。 
2 庁内で相談業務などの福祉援助を行う職員のこと。 
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たに指定難病の取得をして国の負担する医療費助成を受ける

ことで、鎌倉市に生じる医療費の削減額） 

・ジェネリック医薬品切替による医療費適正化効果（生活保護

被保護者が新たにジェネリック医薬品への切替を行ったこと

により生じた医療扶助費の削減額） 

・受診行動適正化による医療費適正化効果（医療費の削減額） 

・その他指導が必要と思われる者の医療費適正化効果（医療費

の削減額） 

事業期間 

令和元年 11月～令和３年３月（約１年５カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年 11月～令和３年３月 

評価時期：令和３年３月 

支払時期： 

・最低支払：5,312千円 

（鎌倉市とデータホライゾンが協議の上決定） 

・成果連動支払：1,770千円（上限） 

（鎌倉市とデータホライゾンが協議の上決定） 

契
約
金
額 

総額 7,082千円 

最低支払額 
5,312千円 

令和２年５月 

成果連動支払額 

1,770千円（上限） 

令和３年５月 

【内訳】 

各医療費適正化効果：1,770千円 

財政効果

の試算 

費目 扶助費（医療費－市負担分） 

金額 

なし 

※契約金額を上回る行政コスト削減額が想定されるため算定

していない。 

国の補助の活用の有無 

あり 

令和元年度：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（支払に

充当） 

令和２年度：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（支払に

充当） 

債務負担行為の有無 あり（２年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 
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●事業詳細 

事業実施の経緯 

鎌倉市は、平成 29年度から PFS導入の検討を開始し、一般財団法人社会的投資推進財団

（現：一般財団法人社会変革推進財団）を講師に招き、庁内で PFSに関する勉強会を開催し

た。 

PFS 導入検討は、鎌倉市共創計画部政策創造課が主導した。検討にあたっては、PFS導入

にあたって関係する部署である財政課、企画計画課、契約検査課と連携し検討を進めた。 

次に、庁内の既存事業を対象に、PFS導入が可能と思われる事業を洗い出し、当該事業を

所管する部署にヒアリングを行った。 

健康福祉部生活福祉課にヒアリングを行ったところ、健康福祉部生活福祉課では、令和３

年１月に地方公共団体に義務付けられる生活保護被保護者健康管理支援事業に備えた事業

を検討していたことから、これに PFSを活用することを決定した。 

鎌倉市では、事業化を決定した当初、ケースワーカーの指導支援等を通して生活保護被保

護者の健康増進を図り、最終的に就労まで目指すことを想定していたが、このようなサービ

スを提供できる事業者が見つからなかったことから、まずは、生活保護被保護者の健康増進

及びそれによる医療費適正化を目指すこととした。 

本 PFS事業は、新規事業であったが、財政課の担当者とも連携していたことや国の補助金

を活用できたことから、円滑に予算を確保することができた。予算額は、健康福祉部生活福

祉課が、サービス提供者として想定される民間事業者から見積を取得して設定した。民間資

金や中間支援組織の活用を想定する場合には、そのコストも見積に含めるように依頼した

ため、庁内では民間資金の活用や中間支援組織に要する費用の検討は行わなかった。 

鎌倉市は公募型プロポーザル方式にてデータホライゾンを選定した。公募型プロポーザ

ル方式にて提案を評価するために鎌倉市が提示した基準は以下のとおりである。 

 

図表 1 提案評価基準 

審査項目 審査基準 配点 

事務局評
価項目 

 平成 28年度～平成 30年度までの本業務の内容と同種又
は類似の業務の実績数 

５ 

 提示金額 ５ 
レセプト
分析 

 レセプトデータの分析について具体的な手法が提案さ
れているか。 

10 

 レセプトデータの分析について独自のノウハウや効果
的な手法が提案されているか。 

10 

 指導対象者抽出の優先順位付けについて具体的に提案
されているか。 

５ 

 本市の被保護者の医療の全体的な分析方法や結果の提
示について具体的な提案があったか。 

５ 

受診行動
適正化 

 サービス対象者の抽出及び順位付け、並びにその必要な
受診の確保について、具体的な提案がされているか。 

５ 

 その他、指導が必要と思われるサービス対象者とその抽
出・指導方法について、具体的な提案があったか。 

５ 
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審査項目 審査基準 配点 
ケースワ
ーカーの
支援 

 具体的かつ効果的な方法の提案があったか。 10 
 ケースワーカーの業務負担の削減につながっているか。 10 

効果測定  効果測定の方法について具体的に提案されているか。 10 
 効果測定結果の提示方法について、具体的な提示があっ

たか。それはわかりやすかったか。 
５ 

作業スケ
ジュール 

 履行期間内に最終評価まで完了可能なスケジュールの
提案はあったか。 

５ 

様式等  基礎データ・指導記録・報告書の様式はわかりやすく、
次期事業に引き継ぎやすい形式だったか。 

10 

個人情報  個人情報の取り扱いに関する取組みは十分か。 ５ 
本業務委
託に向け
た意欲・
熱意 

 プレゼンテーションに説得力があり、業務に対する意
欲・熱意は感じられるか。質疑への応答は適切であるか。 

５ 

合計 110 

（出所）鎌倉市生活保護被保護者健康管理支援業務公募型プロポーザル実施要領 

 

民間資金や中間支援組織を活用する提案はなかったため、本 PFS事業では資金提供者、中

間支援組織はいない。また、評価は市のデータを利用することから、鎌倉市が自ら行うこと

とし、市は第三者評価機関を設置していない。 

 

イ 体制の詳細 

鎌倉市とデータホライゾンは業務委託契約を締結した。 

データホライゾンは、鎌倉市との契約締結を受けて、自らの資金でサービス提供を行う。

そのため、成果連動支払のリスク（成果が出なければ鎌倉市から支払がなく、費用を回収で

きないリスク）はデータホライゾンが負っている。 

契約締結を受けて、データホライゾンはサービス提供を行う。データホライゾンは、サー

ビス提供期間中、定期的にサービスの実施状況を鎌倉市に報告する。 

サービス提供完了後、市とデータホライゾンがレセプトデータを用いて成果を評価し、評

価結果に基づき、データホライゾンに成果連動支払を行う。 
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図表 2 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

鎌倉市は、平成 29 年度に庁内で社会的投資推進財団による勉強会を開催し、平成 30 年

度の約１年間をかけて PFS導入における庁内検討及び導入可能性調査を行った。 

事業期間は令和元年 11月から令和３年３月の約１年５カ月間である。成果指標に設定し

た医療費適正化効果を評価するには、①医療費の季節変動を考慮しなければいけないこと、

また、②医療費適正化効果を算定するには年間のレセプトデータをもとに算定する必要が

あることから、事業期間は余裕をもって１年５カ月間とした。 

成果は、鎌倉市が令和３年３月に評価し、データホライゾンに成果に応じた支払をする。 

 

図表 3 事業スケジュール 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

成果連動支払

公募
契約締結

平成29年度 令和２年度

サービス提供
評価

平成30年度 令和元年度

庁内検討
導入可能性調査

支払時期は未定
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

鎌倉市は、最も効果が分かりやすいという点から、成果指標を、指定難病取得者の医療

費適正化効果、ジェネリック医薬品切替えによる医療費適正化効果、受診行動適正化によ

る医療費適正化効果、その他指導が必要と思われる者の医療費適正化効果とした。 

 

② 評価方法 

評価方法は事前事後比較法 3である。 

データホライゾンが抽出したサービス対象者について、鎌倉市が、サービス提供実施前

後でどの程度医療費が削減されているのかレセプトデータから確認する。なお、詳細な評

価方法は、データホライゾンから提案を受けたうえで、鎌倉市とデータホライゾンにて評

価前に協議して決定することとしている。 

 

オ 支払条件 

支払条件は鎌倉市が設定した。 

最低支払額は、契約金額の 75％（5,312 千円）である。データホライゾンによる、レセプ

トデータ等分析（生活保護被保護者の医療費の特徴や課題を分析）、指定難病対象者リスト

の作成、ジェネリック医薬品対象者リストの作成、受診行動適正化対象者リストの作成、そ

の他指導支援が必要と思われる対象者リストの作成、次期事業用各リストの作成、ケースワ

ーカーが行う指導の支援等の実施に対して支払う。 

成果連動支払額は、契約金額の 25％分（1,770 千円）を上限として、契約金額の８割（5,632

千円）にあたる額を医療扶助費の削減効果額目標値とし、それに対する達成割合に応じて支

払うものとする。成果連動型契約金額（1,770千円）に上記削減達成割合を乗じた金額が支

払額となる。ただし、目標値を超える削減効果額が生じた場合も、1,770 千円を超えた金額

の支払はない。  

                                                      
3 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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図表 4 支払基準 

成果指標 支払基準 

各医療費適正化効果 

 指定難病取得者の医療費適正化効果（生活保護被保

護者が新たに指定難病の取得をして国の負担する

医療費助成を受けることで、鎌倉市に生じる医療費

の削減額） 

 ジェネリック医薬品切替による医療費適正化効果

（生活保護被保護者が新たにジェネリック医薬品

への切替を行ったことにより生じた医療扶助費の

削減額） 

 受診行動適正化による医療費適正化効果（医療費の

削減額） 

 その他指導が必要と思われる者の医療費適正化効

果（医療費の削減額） 

契約金額の 25％を上限に、医療

費削減額を支払う。 

（出所）鎌倉市生活保護被保護者健康管理支援業務 委託仕様書 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織は設置していない。 

立ち上げ期の導入可能性調査（成果指標の設定、行政コスト削減額の試算、予算要求の支

援、支払条件の設定、契約形態の検討）は、鎌倉市が行った。立ち上げ期当初は、共創計画

部政策創造課と健康福祉部生活福祉課で検討し、一定の検討が進んだ以降は、健康福祉部生

活福祉課が担った。 

サービス提供期間中は、データホライゾンが定期的にサービスの実施状況を鎌倉市に報

告し、鎌倉市は監督を行う。 

評価期は、鎌倉市が主導し、データホライゾンが支援する体制で評価を行う。 
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事業名称：やまなしデータ deヘルス事業 

事業概要：県民の健康寿命延伸及びそれによる医療費適正化を目指して、19 歳以上の働

き盛りの健康診断未受診者等の健康無関心層を中心とした国民健康保険被保険者に対し

て、健康意識を高めて行動変容を促すアプリを開発・提供・運用。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 山梨県  

社会的課題及び 

その背景 

山梨県、県下市町村は、従来から健康意識向上に資する取組み

を行っているが、健康無関心層に行動変容を促すには限界があ

り、健康無関心層に対する健康づくりの推進、それによる医療

費の適正化が課題となっている。 

目指す成果 
働き盛りのうちから健康意識を高め、行動変動を促すことによ

り、健康寿命の延伸及びそれによる医療費適正化を目指す。 

サービス対象者 
国民健康保険に加入している 19歳以上の県民 

（参加人数は現時点で未定） 

事
業
関
係
者 

委託者 山梨県 福祉保健部国保援護課 

受託者 DeSCヘルスケア株式会社 

サービス提供者 DeSCヘルスケア株式会社 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

DeSCヘルスケアは、山梨県から国民健康保険データベースの健

康診断や診療に係る情報の提供を受け、参加者自らが健康づく

りに自発的に取組むことで疾患を予防し医療費適正化を効果

的に実現することを目的としたアプリを開発し、事業期間中に

運用する。 

アプリ運用にあたり、参加者の自発的な取組みに応じてポイン

ト（以下「ヘルスポイント」という。）を付与し、一定のポイン

トが貯まったら商品等に交換できるという、参加者が継続的に

アプリを活用する仕組みを設けている。その他、参加者の募集、

市町村が実施するイベントの情報提供、アプリを通して収集・

分析した参加者の健康改善状況情報の県への提供など、DeSCヘ

ルスケアは、参加者の健康増進及び医療費適正化に寄与する取

組みを行う。なお、参加者の募集は、県・市町村の協力の下に

DeSCヘルスケアが中心となって行う。 
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成果指標 

医療費抑制効果： 

令和３年度の上限額を 25,000千円、令和４年度、令和５年度の

上限額をそれぞれ 50,000 千円とし、医療費抑制額に占める県

負担額の 50％を支払う。 

事業期間 

令和元年 12月～令和６年３月（５年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和２年４月～令和５年３月 

※令和元年度はアプリ開発を行う。 

評価時期： 

・令和２年度成果指標：令和３年度 

・令和３年度成果指標：令和４年度 

・令和４年度成果指標：令和５年度 

支払時期： 

・最低支払 

令和２年３月（固定支払） 

・実費支払（ポイント精算分） 

令和３年度中（実費払） 

令和４年度中（実費払） 

令和５年度中（実費払） 

※令和３～５年度は、ヘルスポイント付与業務に係る費用（ヘ

ルスポイントと交換できる景品等の購入費用）の実費払 

・成果連動支払 

・令和３年度中（令和２年度成果評価結果に基づき支払） 

・令和４年度中（令和３年度成果評価結果に基づき支払） 

・令和５年度中（令和４年度成果評価結果に基づき支払） 

契
約
金
額 

総額 141,000 千円 

最低支払額 
固定支払：5,000 千円 

実費支払：11,000千円（上限） 

成果連動支払額 

125,000 千円（上限） 

【内訳】 

医療費抑制効果：125,000千円（上限） 

財政効果

の試算 

費目 医療費（県負担分） 

金額 事業終了後に算定するため現時点では未定 

国の補助の活用の有無 

都道府県国保ヘルスアップ支援事業（令和元年度支払に充当） 

保険者努力支援制度交付金（都道府県分）（令和３～５年度の支

払に充当） 
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債務負担行為の有無 あり（５年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

平成 30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が都道府県に変わったことを受

けて、都道府県は医療費適正化に主体的に取組むことが求められているが、都道府県や市

町村の従前の取組みでは、健康診断未受診者等の健康無関心層に対する健康意識の向上及

びそれによる行動変容を促すことには限界があった。このため、全国的にヘルスケア分野

における PFS の導入が進んでいることを踏まえ、山梨県においても民間のノウハウ等を活

用して事業成果を最大限に引き出し、成果を求めることで医療費適正化効果及び健康増進

につながることが期待されると考え、PFSを導入して健康無関心層に対して行動変容を促

す事業を検討することとした。 

成果指標については、誰でもわかりやすいという観点から医療費抑制効果を基本とし、

事業者による提案についても受け入れることとした。 

事業者選定については、提案の質を評価することができる公募型プロポーザル方式を採

用し、サービス提供者を選定した。公募型プロポーザル方式にて提案を評価するために山梨

県が提示した基準は以下のとおりである。 

 

図表 1 提案評価基準 

審査項目 審査基準 配点 

アプリの
内容 

 参加者の健康づくり、生活習慣病予防に効果が見込める
か（有効なコンテンツが充実しているか） 

15 

 国保データベースを活用し、参加者の健康状態等に適合
した情報等を提供できるものとなっているか 

15 

継続性 

 ヘルスポイントの活用方法は参加者にとって魅力的か
（継続利用してもらうための仕掛けとして効果的か） 

10 

 参加者の興味が続き、継続した利用が見込めるアプリで
あるか 

15 

参加者の
獲得 

 多くの参加者を獲得できる提案となっているか 15 

成果報酬 

 ヘルスポイントと成果報酬の金額及び金額の配分は適
切か 

５ 

 医療費抑制による成果報酬の上限額の設定および事業
者取り分は妥当か 

５ 

 医療費抑制以外の成果報酬の設定は妥当か △５～５ 
セキュリ
ティ 

 個人情報保護や情報漏洩に対する対策が十分に取られ
ているか 

10 

人員等の
体制 

 開発や運営に当たる人員等の体制は適切か ５ 

市町村貢
献 

 市町村保健事業等との連携など、市町村の保健事業にも
資する提案となっているか 

５ 

総合 
 事業提案を総合的に見て、大きな事業効果（医療費の増

加抑制）が期待できるか 
15 
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審査項目 審査基準 配点 

価格 
 安価であるか（開発費及び運用費） 
 （配点×応募者中の最低価格/応募者の提案価格） 

20 

合計 140 

（出所）やまなしデータ deヘルス事業業務委託に係る企画提案募集要領 

 

イ 体制の詳細 

山梨県と DeSCヘルスケアが業務委託契約を締結する。 

DeSCヘルスケアは、県との契約締結を受けて、はじめにアプリ開発を行う。アプリ運用

に必要な国民健康保険データベースの健診や診療に係る情報は、山梨県が県下市町村から

同意を得て取得し、それを DeSC ヘルスケアに提供する。 

DeSCヘルスケアは自らの資金でサービス提供を行うため、成果連動支払のリスク（成果

が出なければ山梨県から支払がなく、費用を回収できないリスク）は DeSCヘルスケアが

負っている。 

 山梨県は、事業期間３年目（令和３年度）、４年目（令和４年度）、５年目（令和５年度）

に国民健康保険データベースの情報を基に評価を行い、それに基づいて DeSC ヘルスケアに

対して成果連動支払を行う。 

 

図表 2 事業体制 
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ウ 事業スケジュール 

令和元年５月頃から庁内で検討を行い、サービス提供者の選定に係る公募書類等の作成

を行った上で、令和元年 10月に公募を開始し、同年 11月にサービス提供者を選定した。 

事業期間は令和元年 12月から令和６年３月の５年間である。そのうちサービス提供期間

は令和２年４月から令和５年３月までの３年間である。評価は３年目、４年目、５年目に行

う。 

 

図表 3 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

 成果指標は医療費抑制効果である。 

 医療費抑制効果とは、参加者群と非参加者群の医療費の差額である（「② 評価方法」

参照）。 

 医療費抑制効果は、本事業が目指す医療費適正化を示す指標である。誰にでも分かりや

すいという観点から本成果指標を設定した。 

  

図表 4 成果指標 

年度 成果指標 

令和３年度（事業期間３年目） 令和２年度の医療費抑制効果 

令和４年度（事業期間４年目） 令和３年度の医療費抑制効果 

令和５年度（事業期間５年目） 令和４年度の医療費抑制効果 

                  （出所）やまなしデータ deヘルス事業基本仕様書 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
実費支払

成果連動支払
支払

庁内検討
公募

契約締結
サービス提供

評価

令和５年度令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和４年度
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② 評価方法 

 医療費抑制効果は、マッチング法 1を用いて評価することを想定している。この場合

は、参加者のうち、アプリを利用している人を参加者群とし、アプリを利用していない

非参加者群の属性をそろえたうえで、両群の当該年度の医療費を、次年度に精査し比較

する（例：令和２年度の医療費抑制効果は、令和３年度に国民健康保険データベースの

情報を用いて評価する）。なお対象者群は、６カ月以上継続的にアプリを利用した者と

する。ただし、６カ月継続していても翌年度以降にアプリを利用していない人は翌年度

の評価対象者群から除外する。 

 

オ 支払条件 

 事業期間１年目は固定払いのみである。事業期間３年目から５年目は実費払い及び成果

連動支払である。 

 

図表 5 支払基準 

成果指標 支払基準 

令和元年度 ・最低支払 

5,000千円 

令和２年度 なし 

令和３年度 ・実費払 

5,000 千円を上限として、ヘルスポイント付与業務に係る費用（ヘルス

ポイントと交換できる景品等の実費）を支払う。 

・成果連動支払 

25,000 千円を上限に、医療費抑制効果を測定して医療費抑制額に占める

県負担額の 50％を支払う。 

令和４年度 ・実費払 

3,000 千円を上限として、ヘルスポイント付与業務に係る費用（ヘルス

ポイントと交換できる景品等の実費）を支払う。 

・成果連動支払 

50,000 千円を上限に、医療費抑制効果を測定して医療費抑制額に占める

県負担額の 50％を支払う。 

令和５年度 実費払 

3,000 千円を上限として、ヘルスポイント付与業務に係る費用（ヘルス

ポイントと交換できる景品等の実費）を支払う。 

・成果連動支払 

                                                      
1 対象者群と可能な限り類似した対照群を設定し、両者を比較する方法。 
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成果指標 支払基準 

50,000 千円を上限に、医療費抑制効果を測定して医療費抑制額に占める

県負担額の 50％を支払う。 

  （出所）やまなしデータ deヘルス事業基本仕様書 

  

医療費抑制効果の算定式は以下のとおりである。 

 

図表 6 医療費抑制効果の算定式 

対象者群と対照群の医療費を比較し、その差額（参加者１人あたりに換算した額）を医療

費抑制額（X）とする。 

医療費抑制額（X）－自己負担分（３割※１）＝行政コスト抑制額 

行政コスト抑制額－α×医療費抑制割合（※２）＝１人あたり県負担軽減額（X`） 

α＝（市町村納付金＋療養給付費負担金＋高額利用費負担金＋特別高額利用費共同事業

負担金＋普通調整交付金＋特別調整交付金＋県繰入額＋高額利用費負担金繰入額）/保険

給付費等普通交付金（歳出）×医療保険分（※３） 

 

※１ 国保被保険者平均の自己負担分 

※２ １人あたり医療費抑制額/１人あたり医療費 

※３ １人あたり医療費から自己負担分を除いた額 

 

 成果報酬＝X`×参加者数×事業者取り分割合（50％） 

 （出所）やまなしデータ deヘルス事業基本仕様書 

 

図表 7 支払額内訳 

 令和元

年度 

令和２

年度 

令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

合計 

成果連動支

払額 

※上限 

医療費

抑制効

果 

－ － 25,000 

千円 

50,000 

千円 

50,000 

千円 

125,000 

千円 

実費支払額 ※上限 － － 5,000 

千円 

3,000 

千円 

3,000 

千円 

11,000 

千円 

最低支払額 5,000 

千円 

－ － － － 5,000 

千円 

合計 5,000 

千円 

－ 30,000 

千円 

53,000 

千円 

53,000 

千円 

141,000 

千円 
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カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織は設置していない。 

サービス提供状況は、DeSCヘルスケアが定期的に山梨県に報告する。 
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事業名称：豊中市在住・在勤の喫煙者に対する禁煙支援事業 

事業概要：医療費適正化を目指して、豊中市在住・在勤の喫煙者、特に子育て世代で自発

的禁煙が困難な層に対して卒煙プログラムを提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 大阪府豊中市 

社会的課題及び 

その背景 

全国的に禁煙を推進する動向であるのに対して、豊中市が行

っている禁煙の取組みが禁煙外来の紹介にとどまっており、

市民に対するより多様な禁煙対策の実施が課題となってい

る。 

目指す成果 
禁煙によって喫煙・受動喫煙による健康の悪化を予防し、医

療費及び介護給付費の適正化を目指す。 

サービス対象者 豊中市在住・在勤の 20歳以上の喫煙者 

事
業
関
係
者 

委託者 豊中市 健康医療部健康政策課 

受託者 株式会社 CureApp 

サービス提供者 株式会社 CureApp 

資金提供者 

一般財団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革

推進財団）、株式会社三井住友銀行ほか 

※各資金提供者は、SMBC信託銀行が提供する信託手法 1を活用

して資金提供を行った。 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 
一般財団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革

推進財団） 

サービス内容 

CureApp は、豊中市在住・在勤の 20歳以上の喫煙者で、スマー

トフォンのアプリの利用に同意する人を募集する。参加者に対

しては 12 カ月間、以下の完全オンライン禁煙支援プログラム

を提供する。 

医師と開発したスマートフォン用アプリ「ascure卒煙」（以下

「専用アプリ」という。）を提供するとともに、一般用医薬品

（ニコチンパッチ等）を配付する。 

②専用アプリでは、喫煙の健康被害や禁煙のコツに関する学

習や禁煙の記録を行う。 

                                                      
1 ここでは、CureAppが豊中市宛に取得した将来金銭債権を信託受託会社（本 SIB事業では SMBC信託銀

行）に信託し、代わりに受け取る信託受益権を資金提供者に売却する等して資金調達する手法を指す。 
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③保健師や薬剤師等の医療資格保有者による、定期的なオン

ライン面談を行う。 

成果指標 

禁煙支援プログラム参加者数 

禁煙の成功者（禁煙継続者）数 

※本事業では、プログラム開始から 12 カ月後まで禁煙を継続

している人を禁煙の成功者と定義している。 

事業期間 

令和元年７月～令和４年３月（３年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年７月～令和４年３月 

評価時期： 

令和元年７月～令和４年３月 

※参加者は令和元年７月～令和２年 12 月の間に順次サービス

提供（６カ月）を受けて、開始から 12カ月後に評価を行う。 

支払時期： 

・成果連動支払：令和３年３月、令和４年３月 

契
約
金
額 

総額 61,000 千円 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

・１人あたりの成果指標「禁煙支援プログラム参加者数」に対

して支払う。（目標値 900人） 

・１人あたりの成果指標「禁煙の成功者（禁煙継続者）数」に

対して支払う。（目標値 450人） 

財政効果

の試算 

費目 医療費 

金額 １人あたり約 700千円 ※自己負担額は除いていない。 

国の補助の活用の有無 あり 

債務負担行為の有無 あり（３年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

平成 30年７月、受動喫煙の防止を目的として、健康増進法の一部を改正する法律が成立

した。大阪府は、これを受けて、平成 31年３月、令和７年に開催される大阪万博を見据え

て大阪府受動喫煙防止条例を制定し、国の基準よりさらに厳しい基準（禁煙の対象は客席数

30㎡以上飲食店）を設けた。 

豊中市では、前述の法改正や条例制定の検討段階動向を踏まえて、従来同市が実施してい

る禁煙対策が禁煙外来の紹介にとどまっていることから、市民に対するより多様な禁煙対

策の実施が課題となっている。 
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並行して、豊中市平成 31年度行財政経営方針において、公民連携の推進の一手法として

SIB の活用が示されることを踏まえて、同方針の策定を開始した平成 29 年度から、庁内で

SIB の検討を開始した。各所管課で SIBの検討を行う中、禁煙推進の社会的要請が高まって

いることを受けて保健医療課（現：健康政策課）が禁煙をテーマとした SIB を庁内で提案

し、①前述のとおり社会的要請が高まっていること、②禁煙は成果を評価しやすいことから、

実施することとなった。 

これを受けて豊中市は、指定銀行である三井住友銀行に相談したところ、三井住友銀行か

ら社会的投資推進財団の紹介を受け、社会的投資推進財団の支援を得て庁内検討を行った。 

庁内検討は、所管課である保健医療課に加えて、市の政策企画を担う企画調整課、会計課、

財政課と協議しながら進めた。行財政経営方針にて SIB の導入を市として掲げる予定であ

ること、関係各課と協議しながら事業化を進めたことから、本 SIB事業は新規事業であるも

のの、予算確保においては特に庁内調整に難航することなく、従来型委託事業と同様の手順

で予算を確保した。予算折衝の中で、財政課が行政コスト削減額を重視したため、社会的投

資推進財団の支援を受けながら保健医療課にて試算、説明を行って財政課の理解を得た。 

豊中市は、SIBの事業化にあたり、SIB市場の拡大と機運の醸成のためには、金融機関を

巻き込むことが重要であると考え、公募においては、民間資金活用を条件とした。 

豊中市は、公募型プロポーザル方式にて CureAppを選定した。 

なお、公募型プロポーザル方式にて提案を評価するために豊中市が提示した基準は以下

のとおりである。 

 

図表 1 提案評価基準 

 評価項目 評価の視点 

有
効
性 

介入方法 · 提案されている介入手法は、業務の目的（禁煙支援参加者の確
保と禁煙の継続）に対して手段としての因果関係が期待でき
るか（記入の学術的裏付けの有無、過去の実績（実証実験含む）
の有無等。 

· その他効果を高めるための提案がなされているか。 
実施計画 · 業務の目的の達成に向け、参加勧奨や禁煙支援の提供に関す

る具体的な事業計画が示されており、その実現可能性は高い
か。 

· 本業務の実施体制について、担当者の経歴といった人員面及
び事業実施のための資金面も含めて、委託期間中の事業計画
の実施を担保するための実施体制が整っているか。 

· 受託者について、団体としての実績（同種業務の実施実績及び
その成果）は十分か。 

革新性 · 介入の有効性や効率性を高めるための、従来の手法に比べた
革新性はあるか。 

波及効果 · 禁煙支援への参加者の確保と参加者の禁煙の継続という本事
業の直接の目的のほかに、提案された介入を通じて長期的な
波及効果（アウトカム）が期待できるか。 

効率性 · 本事業の予算をより効率的に活用するための提案がなされて
いるか。 

· 事業費に対して、期待される便益は十分か。 
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 評価項目 評価の視点 
その他 · 禁煙支援の効果検証に係るデータ収集方法について、客観性

のある方法が提案されているか。 
· 未回答率の低減やデータの信頼性が高まると考えらえる方法

が提案されているか。 

（出所）豊中市在住・在勤の喫煙者に対する禁煙支援事業 民間資金を活用した成果連動型業務委託

仕様書 

 

イ 体制の詳細  

豊中市と CureApp は業務委託契約を締結した。併せて、豊中市は社会的投資推進財団、

CureAppと基本合意書、SIB 事業に係る覚書を締結した。基本合意書及び覚書締結の目的は、

契約関係にない豊中市と社会的投資推進財団の役割等を明確にすることである。 

CureApp は、豊中市との契約締結を受けて、社会的投資推進財団等より資金提供を受けた。

これら資金提供は信託手法 2を活用して実施された。具体的には、CureApp が業務委託契約

に基づき取得した将来金銭債権（将来、報酬を受け取る権利）を SMBC 信託銀行に信託し、

代わりに受け取る信託受益権を資金提供者が購入する方法である。一方、三井住友銀行は信

託手法を活用した融資の形態で SMBC 信託銀行を通じて資金提供する契約を SMBC 信託銀行

と締結済みであり、今後の融資実行を予定している。信託手法を活用することにより、豊中

市による成果連動支払は、専用口座に入金されるため、CureAppが行う他の事業から会計を

分離でき、資金提供者は CureAppの他の事業のリスクを負担することがなくなる。豊中市か

らの支払は全額成果連動であるため、成果連動支払リスク（成果が出なければ豊中市から支

払がなく、提供した資金を回収できないリスク）は資金提供者が負うことになるが、三井住

友銀行からの融資に関しては、プログラム参加者数に応じた確定報酬額（＝豊中市からの支

払確定額）に見合う金額を実際の豊中市からの支払迄の間の繋ぎ資金として提供される予

定である。 

CureApp は資金提供を受けてサービスを提供する。サービス提供期間中は、CureAppが定

期的にサービスの実施状況を豊中市に報告する。 

各参加者は開始から 12 カ月後にコチニン検査（唾液検査）を行い、CureApp はこの検査

結果を確認して禁煙が継続しているか把握し、その結果を豊中市が評価する。禁煙が継続し

ているかどうかはオンライン面談で指導員が見守って実施するコチニン検査で客観的に判

定できるために、第三者評価機関は設置していない 

豊中市は評価結果に基づき、予め定めた支払基準に則って CureApp に成果連動支払を行

う。CureAppは豊中市より行われる成果連動支払を原資として資金提供者に返済・償還等を

行う。 

 

                                                      
2 ここでは、CureAppが豊中市宛に取得した将来金銭債権を信託受託会社（本 SIB事業では SMBC信託銀

行）に信託し、代わりに受け取る信託受益権を資金提供者に売却する等して資金調達する手法を指す。 
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図表 2 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

豊中市は、平成 29 年から庁内調整を行うとともに、平成 31 年３月まで社会的投資推進

財団支援のもと導入可能性調査を行った。その後、令和元年５月に公募型プロポーザルによ

り CureAppを選定した。 

事業期間は、令和元年７月から令和４年３月までの３年間である。プログラムの申し込み

は、令和元年７月から令和３年３月の期間中随時受け付ける。プログラムは個人ごとに６カ

月提供し、プログラム提供開始から 12カ月後に個人ごとに評価を行う。サービス提供期間

は、実現可能性調査の段階で事業者にヒアリングを行って設定した。 

豊中市による支払は、２年目の令和３年３月と、３年目の令和４年３月に行う。 

 

図表 3 事業スケジュール 
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成果連動支払
評価
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、禁煙成功者数及び禁煙支援プログラム参加者数である。 

禁煙成功者数は、目指す成果を表す指標であることから、導入可能性調査の段階で設定

した。 

禁煙支援プログラム参加者数は、CureAppの提案に基づいて設定した指標である。豊中

市は公募時に、サービス提供者のリスク軽減を目的として、アウトプット指標の提案を任

意に受け付けた。これを受けて CureAppが「禁煙支援プログラム参加者数」を提案したこ

とから、豊中市はこれを成果指標とした。 

 

② 評価方法 

第三者評価機関は設置していない。 

CureApp は、参加者が、プログラム開始から 12 カ月後にオンライン面談上でコチニン

検査を実施している動画及び検査結果を確認して豊中市に報告する。豊中市はその報告

結果を踏まえて成果を評価する。 

 

オ 支払条件 

豊中市は、喫煙者の年間医療費が非喫煙者の年間医療費より約 10千円/人高く、生涯にか

かる医療費は、喫煙者の方が非喫煙者よりも約 700千円/人高いというエビデンスを基に削

減額を算出し、これに基づいて１人あたりの成果連動払額を定めた。 

 

図表 4 支払基準 

年度 支払基準 

令和元年度 支払なし。 

令和２年度 豊中市は、年度末時点の禁煙支援プログラム参加者数と禁煙成功者数に

応じて支払う。 

令和３年度 豊中市は、年度末時点の禁煙支援プログラム参加者数と禁煙成功者数に

応じて支払う。 

（出所）豊中市提供資料 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である社会的投資推進財団は、立ち上げ期に豊中市が行う実現可能性調査

の支援を担った。 

具体的には、豊中市が行う成果指標の設定、行政コスト削減額の試算、予算要求の支援、

支払条件の設定、契約形態の検討、資金提供者探索等に対して、助言やデータの提供などを

行った。 
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事業名称：産婦人科医・助産師・小児科医による遠隔健康医療相談サービス事業 

事業概要：産前・産後初期段階における母子に対する育児不安の減少及び効率的・効果

的な医療サービスの利用促進を目的に、妊産婦・小児科遠隔健康医療相談サービスを実

施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 神奈川県横浜市 

社会的課題及び 

その背景 

横浜市では、子どものいる世帯の減少や地域のつながりの希薄

化が生じている中、子育てについて、不安や負担、孤立感を感

じる子育て世代が多くなっている。また、今後、高齢化の進展

に伴う救急医療需要の増加が見込まれる。 

目指す成果 

産前・産後初期段階における母子に対する育児不安の減少及び

効率的・効果的な医療サービスの利用促進。 

子どもの健康や育児に対する親の不安が減少し、子どもに対し

て、適切な接し方ができることや、不要不急の病院・クリニッ

クの受診や救急搬送が減少することによって、医療リソースの

適正配分が実現し、「親の Well-beingが維持・向上する」、「子

どもの健康・Well-beingが維持・向上する」こと。 

サービス対象者 
事業に参画する医療機関において、妊娠後期の妊婦健診を受け

た妊婦。ただし、事業参加中は、出産後も継続。 

事
業
関
係
者 

委託者 横浜市政策局共創推進課 

受託者 株式会社 Kids Public 

サービス提供者 株式会社 Kids Public 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 東京大学大学院 

中間支援組織 EY新日本有限責任監査法人 

サービス内容 

動画やチャットを通じて産婦人科を専門とする医師・助産師又

は小児科を専門とする医師が、平日の夜間、予約制により相談

に応じる。 

また、助産師が、日中、予約なしでチャット相談に応じるほか、

助産師の方から相談事項がないかどうかを声掛けする。産後２

か月時点に産後うつスクリーニング評価を行うことで、産後う

つハイリスク者を同定し、同者に特に配慮した声掛けや医療ス

タッフ間の情報共有を行う。 

さらに、メール等により、妊産婦・小児医療や子育てに関する

情報を毎週配信する。 
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成果指標 

サービス利用率 

育児不安減少率 

子どもの健康に関する不安減少率 

事業期間 

令和元年７月～令和２年３月（９カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年８月～令和２年２月 

評価時期：令和２年３月 

支払時期：令和２年５月 

・最低支払：令和２年５月 

・成果連動支払：令和２年５月 

契
約
金
額 

総額 5,000千円 

最低支払額 4,000千円 

成果連動支払額 

1,000千円 

【内訳】 

サービス利用率：200千円 

育児不安減少率：400千円 

子どもの健康に関する不安減少率：400千円 

財政効果

の試算 

費目 ― 

金額 ― 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 

サービス利用率が 88％、育児不安減少率が 95.6％、子どもの健

康に関する不安減少率が 98.5％であったことから、横浜市は、

支払条件に基づいて、Kids Publicに対して満額を支払った。 

なお、横浜市は本事業の成果を受け、令和２年度からは、サン

プル数の拡大、検証方法の精緻化をして同様の事業を複数年度

で実施することを予定している。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

 横浜市では、子どものいる世帯の減少や地域のつながりの希薄化が生じている中、子育て

について、不安や負担、孤立感を感じる子育て世帯が多くなっているほか、今後、高齢化の

進展に伴う救急医療需要の増加が見込まれている。これらの課題を解決するため、平成 30

年度、産後初期段階における母子に対する育児不安の減少及び効率的・効果的な医療サービ

スの利用促進に資するモデル事業として、「横浜市ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）
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事業の組成に向けた検討調査委託」（以下、「モデル事業」という。）を実施し、社会的イン

パクト評価を行った。モデル事業では、ゼロ歳児を持つ母親に対して小児科医への相談事業

を提供し、子育てや子どもの健康に関する不安減少効果について検証した。令和元年度にお

いては、子育て世帯の不安減少のための相談を産前から提供し、産前産後の切れ目ない支援

を行うことで、より不安減少に資する形に発展させるとともに、成果連動型支払いの仕組み

を導入することで、本格的な SIB 導入に向けた検討をより具体化することを目的に本事業

を実施した。 

 本事業の予算額は、民間事業者からの見積を参考にして算出した。最低支払額の 4,000千

円は、Kids Publicによる遠隔健康医療相談サービスに要する経費だけでなく、Kids Public

が EYに業務委託するための経費も含まれている。なお、本事業は、サービス提供できる事

業者が限られており、モデル事業の段階から、サービス内容や成果指標の設定等の検討に

Kids Publicが参加していたことから、公募は行わなかった。 

 

イ 体制の詳細 

横浜市と Kids Publicは成果連動型の業務委託契約を締結した。 

横浜市は、港北区に所在し、産科を取り扱う医療機関に対し、本事業の参加者募集の協力

を依頼した。その依頼に応じた医療機関は、令和元年 8 月 5 日から同 10 月 31 日までの間

に、妊産婦健診を受けた妊産婦で妊娠 35週～37週の妊婦に対し、本事業への参加案内を行

った。 

Kids Publicは、上記案内に応じた本事業の参加者に対し、PCやスマートフォンを使った

妊産婦遠隔健康医療相談サービス（以下「産婦人科オンライン」と言う。）及び小児遠隔健

康医療相談サービス（以下「小児科オンライン」という。）を提供する。 

また、Kids Public は、EY 新日本有限責任監査法人と PFS 事業の実施に関する助言の提

供や報告書の作成支援に関する業務委託契約を締結した。 

本事業について、Kids Publicがアンケートの実施など事業の評価を行い、東京大学大学

院が評価アドバイザーとして、評価の妥当性についてレビューを行った。 

 

図表 1 事業体制 
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ウ 事業スケジュール 

平成 30年度に、モデル事業を実施し、事業内容等の検討を行った。 

事業期間は令和元年７月から令和２年３月までであり、そのうちサービス提供期間は令

和元年８月から令和２年２月までである。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

 成果指標は、「サービス利用率」、「育児不安減少率」及び「子どもの健康に関する不安

減少率」である。これらは、本事業の初期アウトカムである「産婦人科オンライン・小児

科オンラインが身近な相談先になる」、中間アウトカムである「育児に関する不安が減少

する」及び「子どもの健康に関する不安が減少する」の達成状況を測る指標として、設定

した。 

  また、支払額に影響しないものの、中間アウトカムである「不要不急の診療や救急搬送

が減少する」の達成状況を測る指標として、「夜間診療抑制率」及び「救急搬送抑制率」

の計測を行うほか、中間アウトカムである「産後うつのハイリスク者の減少に寄与する」

の達成状況を測る指標として、「産後うつスクリーニング陽性割合減少率」の計測を行っ

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

平成30年度 令和元年度 令和２年度

モデル事業
契約締結

サービス提供
評価

支払
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た。 

  加えて、遠隔健康医療相談を通じて既に述べたようなアウトカムが実現することによ

り、波及的にもたらされるアウトカムとして、「このようなオンラインでのサポート体制

が存在することによるサービス提供地域における子育てのしやすさの認識の向上」の達

成状況を測る指標として、「子育てしやすい街との認識率」の計測を行った。 

  なお、遠隔健康医療相談を通じて、波及的にもたらされるアウトカムとして、サービス

提供地域における行政の窓口負担の減少が期待されると考えたところ、横浜市あるいは

港北区が行っている支援サービスのうち一部は、遠隔健康医療相談サービスにより代替

され、行政の負担減少につながることは考えられる一方、同サービスでは、支援機関に対

する情報が不足している利用者に情報提供を行い、適切な支援機関につなぐという機能

も有していることから、行政サービスの利用が増える可能性もあり、必要な人に必要なサ

ービスを提供するという観点からは、窓口負担の減少のみで成果を測ることが適切では

ないこと、また、データ収集が困難であることなどから、本事業内では計測はしないこと

とした。 

 

② 評価方法 

 評価は、Kids Publicが行い、その結果を東京大学大学院が評価アドバイザーとして、

評価の妥当性についてレビューを行った。 

各成果指標の評価方法は、以下のとおり。 

図表 3 各成果指標の評価方法 

成果指標 評価方法 

サービス利用率 小児科・産婦人科オンラインに対する LINE 友だち登録をした参

加者（診察券番号等の送信があった参加者）のうち、「夜間相談」

または「日中相談」のいずれかを利用した人の実人数。夜間相談

または日中相談の利用者及びその回数は、Kids Publicが保有す

る利用記録により集計する。 

育児不安減少率、子ど

もの健康に関する不

安減少率、子育てしや

すい街との認識率 

参加者に対するアンケートにより聴取する。育児不安減少率は、

「産婦人科/小児科オンライン・日中助産師相談の利用により、

次のような効果はありましたか？ [子育ての不安が減った]」の

質問に対する４段階の回答のうち、「そう思う」または「どちら

かというとそう思う」と回答した人の割合である。 

子どもの健康に関する不安減少率は、「産婦人科/小児科オンライ

ン・日中助産師相談の利用により、次のような効果はありました

か？ [子どもの健康に関する不安が減った]」の質問に対する４

段階の回答のうち、「そう思う」または「どちらかというとそう

思う」と回答した人の割合である。子育てしやすい街との認識率
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成果指標 評価方法 

は、「産婦人科/小児科オンライン・日中助産師相談のような子育

て支援がある街（自治体）は、「子育てしやすい街」だと思いま

すか？」の質問に対する４段階の回答のうち、「そう思う」また

は「どちらかというとそう思う」と回答した人の割合である。 

夜間診療抑制率、救急

搬送抑制率 

参加者に対するアンケートにより聴取する。「本サービスの利用

によって昼間や夜間に病院に行かずに済んだことや、救急車を呼

ばずに済んだことが何回ありましたか？」の質問に対し、「0回」、

「1回」、「2回」または「3回以上」との選択肢で聴取する。 

産後うつスクリーニ

ング陽性割合減少率 

エジンバラ産後うつ病質問票（Edinburgh Postnatal Depression 

Scale：EPDS）1の日本語版を用いてオンラインによるスクリーニ

ング調査を行う。30 点満点のうち、9 点以上を陽性 （産後うつ

の可能性あり）と判定する。このカットオフ値（9点）は、国内

の先行研究により妥当性が評価されている。調査は、産後 2週間

及び 4週間に産院で実施するほか、産後 2か月及び 3か月時点で

ウェブ調査により実施する。 

 

オ 支払条件 

 支払条件は、横浜市、Kids Public が協議して決定した。固定払いと成果連動払いを設定

した。支払は、上記エに示す成果指標のうち図表４に示す項目を支払に連動させることとし

て支払基準を設定し、それに基づいて評価結果に応じて行うこととした。 

 サービス利用率は、平成 30年度に実施したモデル事業では、子育て支援拠点にて、イベ

ントに集まった関心の高い層に対するリクルートができ 81％の利用率だったが、、本事業は

忙しい妊婦検診の外来診療において、参加者（利用者）の募集を行わなければならないとい

う制約があることを踏まえ、サービス利用率の目標をモデル事業の実績値の半分弱の 30％

と見積もり、設定した。 

 育児／子供の健康に関する不安の減少率は、モデル事業では、上位２段階の回答をした利

用者が 80～90％だったが、本事業では、参加者が通う産院がもともと手厚い産後の支援を

提供していることや、Kids Publicが参加者募集時に本事業の趣旨や思いを参加者へ直接伝

える機会が持てないことがモデル事業と異なることを考慮し、不安の減少率の目標を 60％

と見積り、設定した。 

図表 4 支払基準 

                                                      
1 産後うつ病のスクリーニングを目的として、1987年に Coxらが開発した自己記入式質問紙。 
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成果指標 支払条件／目標値 

サービス利用率 
（「小児科・産婦人科オンラインの夜間相談または
日中助産師相談のいずれか利用」が対象） 

 0％未満：0円 
 10%以上 20%未満：80％ 
 20%以上 30%未満：90％ 
 30%以上：100％ 
上限 20万円（税込み） 

育児不安減少率 

 40％未満：0 円 
 40%以上 50%未満：80％ 
 50%以上 60%未満：90％ 
 60%以上：100％ 
上限 40万円（税込み） 

子どもの健康に関する不安減少率 

 40％未満：0 円 
 40%以上 50%未満：80％ 
 50%以上 60%未満：90％ 
 60%以上：100％ 
上限 40 万円（税込み） 

 

図表 5 支払額内訳 

 令和２年度 

成果連動 

支払額 

※上限 

サービス利用率 200千円 

育児不安減少率 400千円 

子どもの健康に関

する不安減少率 

400千円 

最低支払額 4,000千円 

合計 5,000千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である EY新日本有限責任監査法人は、モデル事業において、受託者として、

事業実施及びモデル事業を通じた本事業の案件形成支援を行ったほか、本事業においては、

Kids Publicに対し、事業実施に関する助言の提供や報告書作成の支援を行った。 
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事業名称：要介護度改善ケア奨励事業 

事業概要：入所・入居施設職員の意欲向上を図るとともにさらに質の高い介護サービス

の提供の継続を推進することを目的に、サービスの質の評価を前提に、入所・入居者の

要介護度の改善人数に応じた奨励金を支給。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 

東京都品川区 

※東京都品川区のほかに、埼玉県、東京都江戸川区、神奈川県

川崎市、福井県、愛知県名古屋市、滋賀県、岡山県岡山市にお

いても、介護サービス利用者の状態が維持・改善した場合に介

護サービス事業者へインセンティブ付与を実施している。 

社会的課題及び 

その背景 

品川区では、平成 15 年度より「品川区施設サービス向上研究

会」（以下「研究会」という。）を立ち上げ、特別養護老人ホー

ム・老人保健施設・特定施設（ケアホーム）、障害者施設等が自

らサービス内容を見直すことが重要との考えの下、それらの施

設を対象としたセルフチェック（自己評価）シートの開発・運

用等を通じて、サービス内容の改善に取り組んでいるところ、

それらの取組による、サービスの質の向上に対する施設職員の

意欲の向上を図る方策を模索していた。 

目指す成果 

施設における介護サービスのセルフチェックを通じた介護サ

ービスの質の向上及びそれによるサービス対象者の要介護度

の改善 

サービス対象者 
研究会に参加する社会福祉法人等が運営する高齢者施設に入

所、または入居する品川区被保険者。 

事
業
関
係
者 

委託者 
なし 

（実施主体：品川区福祉部高齢者福祉課） 

受託者 なし 

サービス提供者 研究会に参加する社会福祉法人等が運営する高齢者施設 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 なし 

サービス内容 
研究会に参加し、セルフチェックの実施等を通じて、質の高い

介護サービスをサービス対象者に提供する。 

成果指標 要介護度の改善人数及びそれぞれの改善段階 

事業期間 ― 

契約 総額 ※実績額（奨励金交付対象者総数） 
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平成 25 年度：6,800千円（47人） 

平成 26 年度：12,460千円（86人） 

平成 27 年度：14,380千円（98人） 

平成 28 年度：17,060千円（121人） 

平成 29 年度：16,280千円（110人） 

平成 30 年度：24,840千円（133人） 

最低支払額 ― 

成果連動支払額 総額と同じ 

財政効果

の試算 

費目 介護給付費 

金額 ― 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし 

事業者選定方法 ― 

成果実績 

本事業の実績額等については、上記金額のとおり。 

なお、指定介護予防サービスにおける事業所評価加算で用いら

れる成果指標算定式 1で、本事業対象となる施設での成果指標

を算出したところ、いずれも成果指標基準値の 0.7を上回った。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

 品川区では、平成 14年度に「品川区介護サービス向上委員会答申書」において、施設

自らがサービス内容を見直すことが重要との考えが示されたことから、平成 15年度より

「品川区施設サービス向上研究会」を立ち上げ、特別養護老人ホーム・老人保健施設・特

定施設（ケアホーム）、障害者施設を対象とし、セルフチェック（自己評価）シートの開

発・運用を中心とした介護サービスの質の評価に関する取組を行っており、令和２年度５

月時点で 20施設が参加している。 

セルフチェックは、以下の要領で行われる。 

①各施設の職員が、自らの施設で提供しているサービスについて、「日常生活援助サー

ビス」、「地域連携」、「設備・環境」、「マネジメント（運営管理）」に関する 119項目

の質問に対して自己評価を行う。 

②品川区は、①の結果を集計し、その結果を踏まえ、当該施設へ助言等といったフィー

ドバックを行う。 

③施設長は、②のフィードバックも踏まえ、①のセルフチェックの総括・課題の抽出、

課題に対する対応策を整理し、翌年の向上計画として、施設の年間計画に組み込むと

                                                      
1 成果指標算定式＝（要介護度維持者数＋（改善者数×２））/更新・変更認定を受けた要介護者数 
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ともに、その結果を向上研究会にて共有する。 

品川区では、このセルフチェックを通じた、継続した質の高いサービス提供をより一

層、推進するため、入所・入居施設における良質な介護サービスの提供により入所者の

介護度が改善された場合に、その改善に至るサービスの質を評価し、奨励金を支給する

「品川区要介護度改善ケア奨励事業」を平成 25年度より開始した。要介護度改善ケア奨

励事業については、研究会への参加を要件としている。これは、本事業が単に要介護度

が改善したという結果だけを評価するのではなく、研究会に参加している施設は、セル

フチェックの実施等を通じてサービスの向上に取り組み、質の担保に努めていること

が、要介護度の改善につながっていると考えているためである。 

 また、奨励金が施設におけるサービスの質の維持・向上に適切に活用されるよう、さら

に、奨励金が職員の意欲向上につながるよう、施設に対し、奨励金の趣旨及び金額等を職

員に周知することを求める事業設計とした。 

なお、施設におけるサービス内容と要介護度改善の因果関係を明らかにするため、品川

区においては、サービス対象者の状態変化、具体的な処遇内容、施設全体としての取組等

について、詳細なデータ分析作業を行うとともに、在宅サービスへの展開も計画してい

る。 

 

イ 体制の詳細 

本事業に参加したい施設は、研究会に参加し、セルフチェックシートの活用等を通じて、

サービスの質の向上に取り組む。 

上記取組の結果、当該施設の入所者の要介護度が改善された際に、当該施設は、品川区に

その旨を所定の様式により報告する。品川区は、その報告の内容等を確認の上、当該施設か

らの請求に基づき、奨励金を交付する。 

品川区においては、特別養護老人ホームへの入所申込は、区が一括して取りまとめ、「入

所調整会議」において、必要度の高い人から、優先して入所できる仕組みとしているため、

施設が、要介護度が改善されやすいサービス対象者を優先的に入所等させることは、生じな

い仕組みとなっている。 

なお、品川区においては、本事業は、２名の体制で実施している。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 15年度に研究会を立ち上げ、平成 24年度から、事業検討を行い、平成 25年度から

本事業を開始した。 

 

エ 評価手法  

 ① 成果指標の設定 

 成果指標は、介護サービスによるアウトカムである「要介護度」のみである。品川区に

おいては、インプットやアウトプットである職員体制や施設整備、サービス内容の充実等

については、研究会におけるセルフチェックを通じて、適切に評価されていると考え、「要

介護」のみを成果指標とした。 

 

② 評価方法 

 要介護度の認定（評価）は、品川区が行っている。 

 また、セルフチェックの結果については、品川区も確認しており、必要に応じて、当該

施設に対し、フィードバックを行っている。 

 

オ 支払条件 

 支払条件は、要介護度が１段階改善されると、介護報酬が約 22千円減額となることから、

要介護度が１段階改善する毎の奨励金の単価を 20 千円に設定した。（要介護度が２段階以

上改善された場合は、「改善された段階×20千円」となる。） 

 令和２年度新規認定分からは、要介護度の改善がされた場合、段階に関係なく奨励金単価

は一律 20千円となる。他の条件は変更なし。 

 奨励金は、年度の初日を基準日とし、基準日に対象の施設に入所等しているサービス対象
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者について、前年度１年間において、当該施設における介護サービスの結果、要介護度が、

それ以前の要介護度から改善された場合に、その改善された要介護度を維持・改善した期間

に応じて、最大 12カ月間交付される。 

なお、老人保健施設は、入所者の利用期間が短いため、入所期間中に要介護度が改善した

場合に、退所までの期間で奨励金を交付する。 

 

キ 中間支援組織 

 本事業では、中間支援組織を設けておらず、品川区の担当課である福祉部高齢者福祉課が

中心となって事業化の検討を進めた。 
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事業名称：天理市高齢者の「活脳教室」による認知症予防対策 

事業概要：認知機能の改善、高齢者の居場所づくり、介護給付費の適正化を目指して、認

知症予防プログラム「脳の健康教室（活脳教室）」を市民に提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 奈良県天理市 

社会的課題及び 

その背景 

天理市では認知症高齢者数が増加傾向である。認知症は多くの

場合介護が必要となり、認知症高齢者数の増加に伴って介護給

付費が増加する。そのため天理市では認知症予防が課題となっ

ている。 

目指す成果 

高齢者の認知機能の維持・改善、地域コミュニティへの参加を

促進することで高齢者の居場所づくり、介護給付費適正化を目

指す。 

サービス対象者 

要介護認定を受けておらず、１人で教室に通える概ね 65 歳以

上の市民 20人 

※サービス対象者は、天理市が広報等で募集。 

事
業
関
係
者 

委託者 
天理市 健康福祉部介護福祉課地域包括ケア推進室（現：福祉

政策課） 

受託者 株式会社公文教育研究会学習療法センター 

サービス提供者 株式会社公文教育研究会学習療法センター 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 慶応義塾大学 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

公文教育研究会は、有償市民ボランティアである教室サポータ

ーを育成し、教室サポーターが、「脳の健康教室 1（活脳教室）」

をサービス対象者（要介護認定を受けておらず、１人で教室に

通える概ね 65歳以上の市民）に提供する。 

脳の健康教室（活脳教室）は、教室サポーター１名と参加者２

名を１テーブルとして行う。参加者は、週１回、読み書きや計

算などの脳のトレーニング教材を教室サポーターと共に行う。

これを通して、参加者同士、参加者と教室サポーターが会話を

                                                      
1 公文教育研究会とともに、東北大学・川島隆太教授をリーダーとする共同研究チームが、社会福祉法人道
海永寿会での実践研究などの結果から、認知症高齢者の脳機能の維持・改善に効果がある非薬物療法「学
習療法」を共同で開発した。「脳の健康教室」はこれを応用した認知症予防サービスプログラムである。 
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する等の交流が行われる。また、教室のない日は、宿題として

脳のトレーニング教材に取り組む。 

成果指標 

・教室サポーター研修受講修了者数： 

（目標値）教室サポーター全員の研修受講修了 

・教室サポーターの配置状況： 

（目標値）参加者 20 人に対して５人以上の教室サポーターの

配置 

・教室開催回数： 

（目標値）開催数 22回以上 

・参加率： 

（目標値）参加者の８割以上が出席した開催回が、全開催回数

の８割以上 

・MMSE2改善率： 

（目標値）受講開始時 26 点以下だった参加者の８割以上が改

善 

※全成果指標の目標値を全て達成できた場合に、天理市から公

文教育研究会学習療法センターに成果連動による支払が行わ

れる。 

事業期間 

平成 29 年６月～平成 30年３月（９カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 29年６月～平成 29年 12月 

評価時期：平成 29年 12月～平成 30年３月 

支払時期： 

・成果連動による支払：平成 30年３月 

契
約
金
額 

総額 259千円 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ（上限） 

財政効果

の試算 

費目 介護給付費（市負担分） 

金額 

なし 

（天理市は具体的な削減額を算出していないものの、成果の達

成が行政コスト削減に繋がると考えている。） 

国の補助の活用の有無 地域支援事業交付金 3（成果連動による支払に充当） 

                                                      
2 認知症の疑いを判断する検査であり、国際的に使用されている。検査項目は、時間の見当識、場所の見

当識、即時想起、注意と計算応力、遅延再生、呼称、読字・復唱、言語理解、文章理解、文章校正、図形

的構成、図形的能力の 11項目。 
3 市町村が、地域支援事業を行うことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防

し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とし
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債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 

公文教育研究会学習療法センターは各成果指標の目標値を全

て達成したことから、天理市が公文教育研究会学習療法センタ

ーに対して満額の成果連動による支払を行った。 

天理市及び公文教育研究会学習療法センターが参加者にヒア

リング等を行ったところ、これまで、参加者の主観に頼りがち

であった成果が、成果指標と目標値を設定することにより客観

的に示されたことで、教室サポーターをはじめ参加者の脳の健

康教室（活脳教室）参加へのモチベーションが高く保たれたこ

とが分かった。また、天理市によると、本サービスは、参加者

に意識や行動の変化を起こし、ボランティアである教室サポー

ターには自主性とやりがいを与え、共に地域コミュニティ参加

の意識も高めたとのことであった。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

全国的に認知症高齢者の増加が社会問題化し始めたのと同時期に、天理市は、同市でも認

知症高齢者が増加傾向であることから、平成 27年度、認知症予防方策について庁内検討を

開始した。 

そのような中、天理市は、経済産業省健康寿命延伸産業創出推進事業の受託者（日本総合

研究所）より、公文教育研究会学習療法センターの認知症予防プログラム「脳の健康教室」

を活用した実証実験を行うにあたって天理市をフィールドにしたいとの提案を受けた。そ

の実証実験は、将来的に MMSE改善率に応じて委託費の支払を受けることを見据え、脳の健

康教室と MMSEの因果関係を検証した上で、MMSEを改善することによる介護給付費の削減額

を試算することを１つの目的としていた。天理市は、認知症予防対策を検討していたことか

らこの提案を受けた。 

天理市は、実証実験の中で行われる脳の健康教室に職員がスタッフとして参加し、また、

定期的に公文教育研究会学習療法センター及び慶應義塾大学から報告も受けた。天理市は

これを通して脳の健康教室の内容、成果の達成状況に応じて委託費を支払う PFS について

学んだ。 

実証実験後も、天理市は、公文教育研究会学習療法センターと認知症予防について意見交

換を継続する中で、公文教育研究会学習療法センターから、PFSを活用した脳の健康教室を

天理市が主体となって実施する提案を受けた。庁内で検討した結果、①実証実験を通して認

                                                      
て、介護保険法に基づき、交付されるもの。 
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知症予防の PFS に将来性を見込んでいた市長の強い意向があったこと、②多くの地方公共

団体が介護予防事業等で抱えている「教室やイベントを開催しても参加者が集まりにくく、

また、最後まで続きにくい」、「担い手であるボランティアを育成できず主体性のあるグルー

プにならない」という問題への対処法の１つとすることができるのではないかという考え

から、本 PFS 事業を実施することとした。 

天理市の健康福祉部介護福祉課地域包括ケア推進室は、公文教育研究会学習療法センタ

ーと協議を行い、実証的な取組ということで予算を必要最小限としたことから、財政部局と

の調整に難航することはなかった。 

天理市、公文教育研究会学習療法センター、実証実験で第三者評価機関を務めた慶應義塾

大学は、実証実験での検討結果を踏まえて、本 PFS事業実施前に、支払条件、成果指標の設

定を再考した。このうち、支払条件は、予算と関係するため天理市が主導的に設定し、成果

指標は、天理市、公文教育研究会学習療法センター及び慶應義塾大学が協議して設定した。 

天理市は、公文教育研究会学習療法センターのみが提供できるプログラム活用に向け、同

センターと協議をしながら検討したため、公募せずに公文教育研究会学習療法センターを

サービス提供者とすることとした。 

 

イ 体制の詳細 

天理市と公文教育研究会学習療法センターは業務委託契約を締結した。 

公文教育研究会学習療法センターは、研究委託契約を締結していた慶應義塾大学に成果

の評価を依頼し、また、自らの資金でサービス提供を行った。そのため、成果連動による支

払のリスク（成果が出なければ天理市から支払がなく、費用を回収できないリスク）は公文

教育研究会学習療法センターが負うこととなった。 

脳の健康教室（活脳教室）を開催するにあたり、天理市は、市の広報紙で教室サポーター

候補者及び参加者を募集した。また、公文教育研究会学習療法センターは教室サポーターを

育成し、教室サポーターが参加者に対して脳の健康教室（活脳教室）を提供した。 

サービス提供期間中に、天理市は、脳の健康教室（活脳教室）の実績報告書から教室サポ

ーター研修受講修了者数、教室サポーターの配置状況、教室開催回数、参加率を把握し、ま

た、参加者に対して MMSE検査を行い、その結果を収集した。慶應義塾大学はこれを用いて

評価を行い、その結果を、公文教育研究会学習療法センターを通じて天理市に報告した。 

天理市は、その報告に基づき、予め定めた支払基準に則って公文教育研究会学習療法セン

ターに成果連動による支払を行った。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 27年度に行った実証実験が、導入可能性調査の代替となった。これを踏まえて、本

PFS 事業実施前に、天理市、公文教育研究会学習療法センター、慶應義塾大学にて支払条件、

成果指標の設定を再考した。 

平成 29年６月に PFS 事業を開始するにあたり、天理市は、平成 28年 12月に予算要求を

行い、予算を確保した。また、公文教育研究会の協力の下、天理市は教室開始準備（会場、

事務用品、教具等の準備等）、教室参加者・教室サポーター募集を行った。 

事業期間は平成 29 年６月から平成 30 年３月までの約９カ月間である。そのうちサービ

ス提供期間は平成 29 年６月～12 月までの約６カ月間、評価期間は平成 29 年 12 月～平成

30 年３月の約４カ月間である。プログラム内容やプログラム期間を踏まえてサービス提供

期間を設定した。 

第三者評価機関による評価後、その結果に応じて天理市から公文教育研究会学習療法セ

ンターに対して成果連動による支払が行なわれた。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

※1：平成27年度は実証実験

サービス提供

※1導入可能性調査
庁内検討

契約締結

評価
成果連動支払

平成27年度 平成28年度 平成29年度
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 ① 成果指標の設定 

成果指標は、教室サポーター研修受講修了者数、教室サポーターの配置状況、教室開催

回数、参加率、MMSE 改善率である。 

 

 ② 評価方法 

天理市は、成果指標である教室サポーター研修受講修了者数、教室サポーターの配置状

況、教室開催回数、参加率について、サービス提供後の結果を把握し、それを慶應義塾大

学が再確認した。 

MMSE改善率については、慶應義塾大学が、事前事後比較法 4にて評価した。天理市がサ

ービス提供開始時及びサービス提供終了時にサービス対象者に対して MMSE 検査を行い、

その結果を慶應義塾大学が分析し、サービス対象者のうち MMSEが改善した人の割合を算

定して評価した。 

 

オ 支払条件 

支払条件は、平成 27年度に実施された経済産業省の実証実験にて公文教育研究会及び慶

應義塾大学が検討した上で、サービス提供開始前の平成 28年 12月～平成 29年６月までの

間に、天理市が中心となって設定した。天理市、公文教育研究会学習療法センターは、全額

成果連動による支払を前提としていたため、最低支払の検討はなかった。 

公文教育研究会学習療法センターが全成果指標の目標値全てを満たした場合に、天理市

は公文教育研究会学習療法センターに対して成果連動による支払を行い、１つでも満たさ

ない場合には成果連動による支払は発生しないこととした。 

 

カ 中間支援組織の役割 

 中間支援組織は設置していない。 

立ち上げ期は、実証実験の検討結果を踏まえて、天理市、公文教育研究会学習療法センタ

ー、慶應義塾大学が、成果指標、支払条件を再度協議して確定した。このうち、支払条件は、

予算と関係するため天理市が主導的に設定し、成果指標は、天理市、公文教育研究会学習療

法センター及び慶應義塾大学が協議して設定した。 

サービス提供期は、公文教育研究会学習療法センターが、サービス提供の実施状況を定期

的に天理市と協議し、両者で実施状況に対する認識を共有した。 

 

                                                      
4 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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【令和２年 10月一部修正】 

事業名称：要支援認定者の生活自立支援 

事業概要：介護給付費の適正化を目指し、リハビリテーション専門職を配置して福祉用

具・住宅改修利用に関する助言や自立支援プログラムを提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 熊本県合志市 

社会的課題及び 

その背景 

一般的に要支援認定者は要支援・要介護度が進行する割合が高

く、通所系サービスを利用する以外に社会参加のない人の割合

も高い。そのため、日常生活支援総合事業 1を通して生活機能

の向上及び社会参加の促進を図ることが求められている。 

合志市でも、日常生活支援総合事業を行っているが、認知度不

足等により利用は低調である。合志市では、要支援認定者が、

日常生活支援総合事業を積極的に利用し、生活自立につなげる

ことが課題となっている。 

目指す成果 

日常生活支援総合事業を通して要支援認定者への自立支援を

強化し、健康寿命延伸とそれによる介護給付費の適正化を目指

す。 

サービス対象者 
新規に介護申請を行った、または行う意思のある合志市の要支

援認定者 50人 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 株式会社くまもと健康支援研究所 

サービス提供者 株式会社くまもと健康支援研究所 

資金提供者 株式会社肥後銀行 

第三者評価機関 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 

中間支援組織 株式会社くまもと健康支援研究所 

サービス内容 

くまもと健康支援研究所は、合志市の介護相談窓口にリハビリ

テーション専門職を配置し、福祉用具・住宅改修利用の適正化

及び自立支援につながるサービスを、日常生活支援総合事業と

して提供する。 

① 福祉用具・住宅改修利用の適正化 

相談窓口に相談にきた要支援認定者に対して、リハビリテーシ

ョン専門職が、福祉用具・住宅改修利用の適正化につながる助

言を行う。 

                                                      
1 市区町村が、要支援者及び 65 歳以上を対象に行う介護予防事業。 
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② 自立支援 

相談窓口に相談に来た新規の介護認定申請者に対して、リハビ

リテーション専門職の同行のもとで地域包括支援センターに

おいてアセスメント等を行い、自立支援に特化した多職種自立

支援プログラム「元気が出る学校・こうし元気クラブ」への参

加勧奨を行う。サービス対象者が当該プログラムの受講を終え

た後は、社会参加を支援する。 

成果指標 

■福祉用具・住宅改修利用の適正化の成果指標 

・リハビリテーション専門職による福祉用具・住宅改修点検

件数：目標値 50件 

・不要な福祉用具・住宅改修の是正件数：目標値 20件 

■自立支援の評価指標 

・窓口対応件数：目標値 50件 

・リハビリテーション専門職による訪問アセスメント件数： 

目標値 40件 

・相談窓口での相談がきっかけとなって参加した多職種連携

自立支援プログラム参加者数：目標 20人 

事業期間 

平成 30 年８月～平成 31年３月（８カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年２月 

評価時期：平成 31年３月 

支払時期：平成 31年３月 

契
約
金
額 

総額 9,000千円（うち、事業費 8,519 千円） 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

総額と同じ。 

【内訳】 

・リハビリテーション専門職による福祉用具・住宅改修点検件

数：目標値 50件達成につき事業費の 15％ 

・不要な福祉用具・住宅改修の是正件数：是正件数１件あたり

50千円（上限：1,000 千円） 

・窓口対応件数：目標値 50件達成につき事業費の 15％ 

・リハビリテーション専門職による訪問アセスメント件数：目

標値 40 件達成につき事業費の 19％ 

・窓口からの多職種連携自立支援プログラム参加者数：参加者

１人あたり 200千円（上限：4,000千円） 

財政効果 費目 介護給付費（介護保険被保険者及び市負担分） 
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の試算 

金額 

13,250 千円 ※支払額は除いていない。 

１人あたり削減額 1,060 千円×想定介入成功者 20 人×被保険

者及び市負担分 62.5％ 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 

評価の結果、成果指標「相談窓口での相談がきっかけとなって

参加した自立支援プログラム参加者数」のみ目標未達となった

が、地域包括支援センターへの初回訪問にリハビリテーション

専門職が同行することで、地域包括支援センターの業務の効率

化、円滑化を実現した。また、リハビリテーション専門職が同

行することで、同行した 60％の人の福祉用具・住宅改修の是正

が可能であることが分かった。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

くまもと健康支援研究所の分析によると、要支援認定者は要支援・要介護度が進行する割

合が高く、その原因として、要支援認定者の約 50％が下肢筋力低下等の廃用症候群 2の疑い

があることが挙げられている。これらの要支援認定者は、移動能力、起立動作、立位動作の

低下（ADL3低下）等の症状が顕著であり、多くの場合、通所系サービスを利用する以外に社

会参加がない、いわゆる「ときどきデイサービス ほとんど閉じこもり」の状況である。 

このような状況に対して、合志市では、日常生活支援総合事業により、既存の介護保険サ

ービス・介護人材に依存しない多様なサービスを提供し、要支援認定者の生活機能の向上及

び社会参加の促進に取組んできた。その背景には、合志市では今後 20年間で約 4,000人の

後期高齢者の増加が見込まれており、介護給付費の適正化が喫緊の課題となっていたこと

があった。 

しかしながら、日常生活支援総合事業によるサービスの利用は必ずしも好調ではなかっ

た。その要因として、実施主体である地域包括支援センターの業務量が過多となっており、

個別案件に対しての専門的な対応が必ずしも十分に実施できていなかったこと、また、サー

ビス提供にあたり派遣を受けていた医療機関の職員数が限られていたことがあった。 

合志市と地域包括ケアシステム推進の取組みで協定を締結していたくまもと健康支援研

                                                      
2 安静状態が長期に渡って続くことによって起こる、様々な心身の機能低下等を指す。 
3 他者の力を借りずに日常生活を送るための最低限必要な動作（起居、移乗、移動、食事、更衣、排泄、

入浴、整容）。 
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究所は、これらの課題を解決するために、自立支援の専門職であるリハビリテーション専門

職を活用したサービスを構築した。また、くまもと健康支援研究所は、以前より当該サービ

ス内容及び SIB を活用した事業スキームについて構想を有していたことから、当該サービ

スの有効性を検証し、また、SIB 事業の導入可能性を検討するために、厚生労働省平成 30年

度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事

業（以下「平成 30年度厚生労働省モデル事業」という。）を活用して行うこととした。 

平成 30年度厚生労働省モデル事業の実施にあたり、以前からくまもと健康支援研究所と

SIB に関して協力している肥後銀行が資金提供を行った。また、成果指標及び支払条件はソ

ーシャルバリュージャパンから助言を得ながらくまもと研究支援研究所が検討した。合志

市にとっては、平成 30 年度厚生労働省モデル事業を活用した本事業は財政的負担を伴わな

いこと、かつ合志市が抱える課題の解決が期待されることから参画を決めた。 

 

イ 体制の詳細 

くまもと健康支援研究所は、合志市、肥後銀行、本 SIB事業の中間支援組織であるソーシ

ャルバリュージャパンとコンソーシアムを組成して、平成 30年度厚生労働省モデル事業に

応募し、採択された。厚生労働省とくまもと健康支援研究所が業務委託契約を締結した。こ

れを受けて、くまもと健康支援研究所は、ソーシャルバリュージャパンと委託契約を締結し、

また、肥後銀行から融資による資金提供を受けた。   

厚生労働省からの支払は約半額が成果連動であるため、成果連動支払リスク（成果が出な

ければ厚生労働省から支払がなく、融資した資金を回収できないリスク）は肥後銀行が負っ

た。 

くまもと健康支援研究所は、資金提供を受けてサービス提供を行った。サービス提供期間

中、合志市は庁舎内に介護相談窓口の設置を許可したほか、窓口からの多職種連携自立支援

プログラム参加者数や不要な福祉用具・住宅改修の是正件数のデータをソーシャルバリュ

ージャパンに提供した。また、くまもと健康支援研究所は、ソーシャルバリュージャパンの

助言を得ながら、サービスの内容を改善し、その内容を定期的に合志市と共有した。 

サービス提供終了後、ソーシャルバリュージャパンが成果を評価し、くまもと健康支援研

究所に報告した。 

くまもと健康支援研究所は、本事業の評価結果を含む業務報告書を作成し、厚生労働省に

報告した。厚生労働省は、業務報告書の提出を受けて、くまもと健康支援研究所に最低支払

額及び成果連動支払額を支払った。くまもと健康支援研究所は、厚生労働省からの支払をも

って肥後銀行に資金を返済した。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

くまもと健康支援研究所は、以前より当該サービス内容及び SIB を活用した事業スキー

ムについて構想を有していた。 

平成 30 年８月から平成 30 年度厚生労働省モデル事業が開始されることを受けて、同年

７月までに応募の準備を行い、申請した。 

平成 30 年８月に採択を受けて、くまもと健康支援研究所は、同月から平成 31 年２月ま

でサービス提供を行った。 

平成 31年３月に評価を実施し、その結果に基づき支払を受けた。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

支払

応募準備
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評価

平成30年度
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エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

サービス内容のうち、福祉用具・住宅改修利用の適正化を評価するための成果指標は、

リハビリテーション専門職による福祉用具・住宅改修点検件数、不要な福祉用具・住宅改

修の是正件数である。 

また、自立支援を評価するための成果指標は、窓口対応件数、リハビリテーション専門

職による訪問アセスメント件数、相談窓口での相談がきっかけとなって参加した自立支

援プログラム参加者数である。 

なお、くまもと健康支援研究所は、身体機能の維持・改善、認知機能の維持・改善、セ

ルフケアの定着、社会参加の増加についても重要な成果指標であると考えているが、これ

らの成果は比較的長期間をかけて現れるものであり、事業期間内には把握できないため、

成果連動支払に関する指標としなかった。本事業とは別に、これらについて令和３年２月

まで評価を行うこととしている。 

 

② 評価方法 

第三者評価機関であるソーシャルバリュージャパンは、くまもと健康支援研究所の報

告及び合志市から提供されたデータに基づき、各成果指標の確認を行う。 

なお、ソーシャルバリュージャパンは、評価のほかに、事業開始前段階においては成果

指標や支払条件の設定に対する助言、事業実施期間中においては把握されたデータ等に

基づくサービス内容の改善助言等も行った。 

 

オ 支払条件 

各成果指標に対する支払基準は以下のとおりである。 

窓口対応件数、リハビリテーション専門職による訪問アセスメント件数、リハビリテーシ

ョン専門職による福祉用具・住宅改修点検係数は、それぞれ目標値を超えた場合に、予め定

めた総額の一定割合が支払われる。 

窓口からの自立支援プログラム参加者数は、１人あたりの単価を定め、達成した人数に応

じた額が支払われる。不要な福祉用具・住宅改修是正件数は１件あたりの単価を定め、達成

した件数に応じた額が支払われる。 

 

図表 3 支払基準 

成果指標 支払基準 

窓口対応件数 目標値 50 件達成につき総額の 15％を支払

う。 

リハビリテーション専門職による訪問ア

セスメント件数 

目標値 40 件達成につき総額の 19％を支払

う。 
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成果指標 支払基準 

リハビリテーション専門職による福祉用

具・住宅改修点検件数 

目標値 50 件達成につき総額の 15％を支払

う。 

窓口からの多職種連携自立支援プログラ

ム参加者数 

参加者１人あたり 200千円 

（上限 4,000 千円） 

不要な福祉用具・住宅改修の是正件数 是正件数１件あたり 50千円 

（上限 1,000 千円） 

（出所）くまもと健康支援研究所提供資料 

 

カ 中間支援組織の役割 

サービス提供者と中間支援組織を兼ねるくまもと健康支援研究所は、中間支援組織とし

て立ち上げ期に導入可能性調査を、サービス提供期には、サービス内容の実施状況の確認を

行った。 

立ち上げ期に行う実現可能性調査の具体的な内容は、成果指標の設定、平成 30年度厚生

労働省モデル事業への応募、支払条件の設定、資金提供者探索等である。なお、成果指標や

支払条件は、第三者評価機関であるソーシャルバリュージャパンの助言を得て設定した。 

サービス提供期は、サービスの実施状況を定期的に合志市に報告した。 
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事業名称：要介護（要支援）認定者の自立支援促進による地域づくり事業 

事業概要：要介護（要支援）認定者の自立支援促進を目指したインフォーマルサービス 1

と就労メニュー2を開発して提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 福岡県大牟田市 

社会的課題及び 

その背景 

大牟田市は、高齢者が抱える様々な問題を当事者個人の問題に

とどめるのではなく、市民が自らの問題として主体的に関わ

り、住民、介護専門職、企業等が連携して解決していく地域づ

くりを目指している。その一環として、大牟田市は地域包括支

援センターに生活支援コーディネーターを配置したが、必ずし

も生活支援コーディネーターが地域づくりのノウハウを有し

ておらず、また、評価方法がないことから活動を検証できない

といった問題があり、地域づくりとその評価方法の構築が課題

となっている。 

目指す成果 

要介護（要支援）認定者の自立を促進するとともに、要介護（要

支援）認定者が、住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続

けることができる地域づくり及び社会参加の機会に満ちた地

域づくりを目指す。 

サービス対象者 

市内の地域包括支援センターに相談に来た高齢者のうち、サー

ビス提供期間中に開発したサービスに参加した市民 

第１期：地域包括支援センター１施設にてプログラムを提供。

サービス対象者数 42人。 

第２期：地域包括支援センター２施設にてプログラムを提供。

サービス対象者数は 32人（予定）。 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 
第１期：特定非営利活動法人ドネルモ 

第２期：一般社団法人大牟田未来共創センター 

サービス提供者 

第１期：特定非営利活動法人ドネルモ、大牟田市中央地域包括

支援センター（白川病院）、株式会社 YOUI 

第２期：一般社団法人大牟田未来共創センター、大牟田市中央

地域包括支援センター（白川病院）、大牟田市手鎌地域包括支援

                                                      
1  介護保険制度の対象外のサービス。 
2 事業者との交渉、介護サービス利用者と就労メニューのマッチング、事業者とのコミュニケーション支

援などを行い、介護サービス利用者の雇用を創出する取組み。 
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センター 

 

資金提供者 市民、事業者（寄付、クラウドファンディング） 

第三者評価機関 

第１期：認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

第２期：Artlogy、日本老年学的評価研究機構（評価アドバイザ

ー） 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

インフォーマルサービス及び就労メニューの開発を行った上

で、開発したサービスを地域包括支援センターにて提供する。 

○インフォーマルサービス 

生活の中で介護等に関する不安や悩みを持つ要介護（要支援）

の認定を受けた対象者及びその家族に対して、ご近所ケア会

議、ご近所支え合いワークショップを実施。ご近所ケア会議は、

要介護（要支援）認定者の悩みや不安を共有し、地域としての

関わりを見直すことを目的として、要介護（要支援）認定者、

家族、近隣住民とともに話し合いや模擬体験（要介護（要支援）

認定者の立場になった体験）等を行う。ご近所支え合いワーク

ショップは、ご近所ケア会議での気づきを共有するために、近

隣住民、地域包括支援センターの職員が参加してワークショッ

プ（関係づくりやノウハウ共有を目的とした集まり）を行う。 

○就労メニュー 

対象者と要介護（要支援）の認定者の雇用を希望する企業との

交渉、介護サービス利用者と就労メニューのマッチング、介護

サービス利用者と企業が互いの要望や条件を共有するための

コミュニケーション支援などを行い、介護サービス利用者の雇

用を創出する。 

成果指標 

地域住民、高齢者及び要介護（要支援）認定者、介護事業所・

職員、協働企業、要介護（要支援）認定者の家族、介護事業所・

職員ごとにアウトカムとそれに基づく成果指標を設定。（「エ 

評価手法①成果指標の設定」参照） 

事業期間 

第１期：平成 30年８月～平成 31年３月（８カ月間） 

【内訳】 

・サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年２月 

・評価時期：平成 31年３月 

・支払時期：平成 31年３月 

第２期：令和元年７月～令和２年３月（９カ月間） 

【内訳】 
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・サービス提供期間：令和元年７月～令和２年２月 

・評価時期：令和２年３月 

・支払時期： 

最低支払：令和２年３月 

成果連動支払：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 
第１期： 7,000千円 

第２期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 6,500千円 

【内訳】 

・平成 31年３月： 6,500 千円 

第２期： 7,550千円 

【内訳】 

・令和２年３月： 7,550千円 

成果連動支払額 

第１期： 500千円（上限） 

【内訳】 

・平成 31年３月： 500千円 

第２期： 1,950千円（上限） 

【内訳】 

・令和２年３月： 1,950千円 

財政効果

の試算 

費目 介護給付費等 

金額 

将来的に介護給付費をはじめとした社会保障費の適正化、就労

による税収増加が見込まれるものの、その額は算定していな

い。 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 

平成 30 年度においては、第三者評価機関による評価の結果、本

事業の最終アウトカムである「生きがいと社会参加の機会に満

ちた地域の実現」、「社会保障費の削減」に総合的につながって

いると評価されたため、厚生労働省からドネルモに対して満額

の成果連動支払が行われた。 
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●事業詳細 

事業実施の経緯 

訪問介護・通所介護に関して大牟田市が実施した分析によると、「社会性の維持」を目的

とした「生活支援」ニーズが高いことから、大牟田市はフォーマルサービス 3に加えて、地

域のつながりに焦点を当てたインフォーマルサービスの拡充を目指している。また、大牟田

市では、要支援認定者の４割以上は要支援・要介護度が短期で進行しているため、自立支援

を促して要介護（要支援）認定度の軽度化につなげることで、介護給付費を適正化すること

が喫緊の課題となっている。 

このような状況を受けて大牟田市は、高齢者が抱える諸問題を当事者個人の問題に留め

るのではなく、市民が自らの課題として主体的に捉え、住民、専門職、企業等が連携して解

決する地域づくりを目指し、様々な取組みを行っている。その一環として、地域包括支援セ

ンターに生活支援コーディネーターを配置し、生活支援の担い手養成、生活支援サービスの

開発、サービス提供主体の関係者のネットワーク構築、地域支援ニーズとサービス提供主体

のマッチング等の役割を一元的に担う体制を整えている。 

しかしながら、この取組みを通じた課題も把握されている。課題は大きく３つある。第一

に、生活支援コーディネーターが、参加と協働を促す地域づくりのノウハウを十分に有して

いないケースがある点である。第二に、要介護（要支援）認定者の意思が地域の支え合いの

中で尊重され、自己実現を継続できる暮らしを実現できているかを評価する枠組みがない

ため、大牟田市が実施している様々な取組みの検証やフィードバックをできていない点で

ある。第三に、現行の介護保険制度では介護事業所に要介護度の軽度化を行うインセンティ

ブが働かない点である。 

そこで大牟田市は、要介護（要支援）認定者の自立を促進し、要介護（要支援）認定者が

住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続けられる地域づくり及び社会参加の機会に満

ちた地域づくりを実現するために、新たなサービスの開発、評価方法の構築を行うこととし

た。なお、大牟田市は、将来的には、構築した評価方法を用いて地域包活支援センターのサ

ービス評価することも検討している。 

大牟田市の方針を受けて、本事業のサービス提供者であるドネルモが具体的なサービス

を提案したことがきっかけとなり、ドネルモ、大牟田市、日本ファンドレイジング協会、大

牟田市中央地区地域包括支援センター、YOUI がコンソーシアムを組成し、厚生労働省平成

30 年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整

備事業（以下「平成 30 年度厚生労働省モデル事業」という。）に応募した。応募にあたって

は、ドネルモが主導して、日本ファンドレイジング協会に助言を得ながら、サービス内容、

実施体制、成果指標案、支払条件等を検討した。大牟田市は、モデル事業という位置づけで

本事業に参画しており、応募段階から、担当課の保健福祉部福祉課に加えて、市民協働部地

                                                      
3 介護保険制度を使用するサービス 
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域コミュニティ課、企画総務部総合政策課も検討に参画した。 

平成 30年度厚生労働省モデル事業が終了した後、大牟田市は引き続きサービス開発及び

評価方法の構築を行うこととし、サービス提供者及び第三者評価機関を変更したうえで、地

域包括支援センター１施設をコンソーシアムに追加し、第２期として厚生労働省令和元年

度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事

業（以下「令和元年度厚生労働省モデル事業」という。）を実施している。 

 

イ 体制の詳細 

平成 30年度は、大牟田市、サービス提供者であるドネルモ、大牟田市中央地区地域包括

支援センター（白川病院）、YOUI（以下「ドネルモ等」という。）、第三者評価機関である日

本ファンドレイジング協会がコンソーシアムを組成して、平成 30年度厚生労働省モデル事

業に応募した。 

採択後、厚生労働省とドネルモが業務委託契約を締結した。 

契約締結を受けて、ドネルモは市民や事業者からクラウドファンディングにて資金を調

達し、サービス提供を開始した。成果連動支払リスク（成果が出なければ厚生労働省から支

払がなく、調達した資金を回収できないリスク）は資金提供者である市民や事業者が負った。 

サービス提供期間中は、大牟田市（保健福祉部福祉課、市民協働部地域コミュニティ推進

課、企画総務部総合政策課）、サービス提供者であるドネルモ、大牟田市中央地区地域包括

支援センター（白川病院）、YOUI、第三者評価機関である日本ファンドレイジング協会から

構成される検討会が定期的に開催され、サービスの実施状況や発生している課題を共有し、

協議した。 

サービス提供終了後、日本ファンドレイジング協会が評価を行い、これに基づき厚生労働

省は最低支払及び成果連動支払をドネルモに対して行った。ドネルモはこれを原資として

資金提供者に償還した。 

令和元年度厚生労働省モデル事業は、受託者を大牟田未来共創センター、サービス提供者

を大牟田未来共創センター、大牟田市中央地区地域包括支援センター（白川病院）、大牟田

市手鎌地区地域包括支援センター（以下「大牟田未来共創センター等」という。）とし、第

三者評価機関を Artlogy とする体制で実施している。評価アドバイザーとして日本老年学

的評価研究機構も参画している。また、令和元年度は費用の一部を大牟田未来共創センター

が負担している。そのため、資金提供者に加えて、大牟田未来共創センターも成果連動支払

リスクを負っている。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

 平成 30年度厚生労働省モデル事業が開始されたことを受けて、同年７月までに大牟田市

及びドネルモ等が主導して応募の準備を行い、申請した。 

 採択を受けて、ドネルモ等は、同月から平成 31年２月までサービス提供を行った。 

 平成 31年３月に評価を実施し、最低支払及び成果連動支払を受けた。 

 事業終了後も引き続き検討を継続するために、令和元年度厚生労働省モデル事業が開始

されたことを受けて、令和元年６月までに大牟田市及び大牟田未来共創センター等が主導

して応募の準備を行い、申請した。 

 採択を受けて、大牟田未来共創センター等は、同月から令和２年２月までサービス提供を

行い、令和２年３月に評価を実施し、最低支払及び成果連動支払を受ける。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

 成果指標は、①地域住民、②当事者（高齢者、要介護（要支援）認定者）、③介護事業

所・職員、④協働企業、⑤当事者の家族、⑥介護事業所・職員ごとアウトカムを設定した

うえで、それを表す指標とした。 

 

図表 3 成果指標一覧（平成 30年度） 

受益者 アウトカム 成果指標 

参加者、地域 個別生活課題を地域生活課題と捉える

意識変化 

意識変化の度合い 4 

個別生活課題を自分事と捉える意識変

化 

意識変化の度合い 

IS（インフォーマルサービス）の担い手

が増える＝住民の地域活動への参加の

増加（ソーシャルキャピタル 5） 

担い手の数 

IS（インフォーマルサービス）が増える

＝地域資源が発見、整理、開発される 

発見、整理、開発されたサー

ビス数 

就労支援メニューが増える（連携企業、

施設、メニュー数の増加） 

プログラム数、連携企業、施

設、メニュー数 

困ったときに頼れる人が増える（ソーシ

ャルキャピタル） 

頼れる人の数 

日常から交流のある人が増える（ソーシ

ャルキャピタル） 

知人、友人の数 

会話の頻度が高くなる（ソーシャルキャ 知人、友人との会話の頻度 

                                                      
4 生活や地域の課題に対する本人の意識の変化の度合い。本事業独自の指標。アンケートを用いてサービ

ス提供実施前後で意識の変化を把握する。 
5 社会関係資本ことで、「人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのでき

る、『信頼』『規範』『ネットワーク』といった社会的仕組みの特徴」と定義されている。（Putnam,1993） 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

第１期 第２期
平成30年度 令和元年

応募準備
応募

契約締結
サービス提供

評価

支払
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受益者 アウトカム 成果指標 

ピタル） 

多世代交流の頻度が高くなる（ソーシャ

ルキャピタル） 

異なる世代の友人・知人が増

加した人の数、割合 

生きがいが増す 生きがい意識尺度 6 

自己肯定感の向上 自己効力感尺度 7 

社会保障費の削減 介護度等から試算した金額 

当事者（高齢

者、要介護（要

支援）認定者） 

ケアプランの内容に IS（インフォーマル

サービス）の割合が増える 

ケアプランの内容の変化（IS

（インフォーマルサービス）

の割合） 

就労の増加 就労者数 

良好な人間関係の構築 友人、知人等との関係性 

居場所が増える 外出状況 

社会参加の機会の増加 社会参加状況 

生きがいが増す 生きがい意識尺度 

ADL8（日常生活動作）の維持・向上 事業所で使用している項目 

IADL9（手段的日常生活動作）の維持・向

上 

事業所で使用している項目 

介護度の維持・改善 介護度等 

自己肯定感の向上 自己効力感尺度 

生活満足度の向上 QOL指標 10 

介護事業所・

職員 

利用者、家族とのコミュニケーションが

増加する 

コミュニケーション頻度 

職員同士のコミュニケーションが向上

する 

コミュニケーション頻度 

事業所の職員のモチベーションが向上

する（介護の楽しさを実感できることに

よる） 

モチベーションの度合い 11 

利用希望者数の増加 利用希望者数 

協働企業 業務整理と効率化の促進 生産性など 

                                                      
6 生きがいを測定する尺度。「自分は幸せだと感じることが多い」「何か新しいことを学んだり、始めたい

と思う」「自分や何か他人や社会のために役立っていると思う」「心にゆとりがある」「いろいろなものに

興味がある」「自分の存在は何であるか、誰かのために必要だと思う」「生活が豊かに充実している」「「自

分の可能性を伸ばしたい」「自分は誰かに影響を与えていると思う」の項目からなり、アンケートによっ

て把握する。 
7 行動をきちんと遂行できるかどうかということを、自ら判断できるか測定する尺度。アンケートによっ

て把握する。 
8 他社の力を借りずに日常生活を送るための最低限必要な動作（起居、移乗、移動、食事、更衣、排泄、

入浴、整容）。 
9 日常生活の複雑な動作（電話の使用、財産管理、買い物、乗り物の利用、服薬管理、食事の準備、掃除

などの家事、洗濯） 
10 生活満足度を表す指標。①移動、②身の回りの管理、③普段の活動（仕事、勉強、家族、余暇生活）

の５項目から構成されておりアンケートによって把握する。 
11 インタビュー調査によって、職員が高いモチベーションをもって業務を行っているか把握する。 
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受益者 アウトカム 成果指標 

経営者・従業員の多様性理解の促進 多様性（高齢者等）への理解

度 12 

企業イメージの向上 売上 

当事者の家族 家族との良好な関係 関係性尺度 13 

介護事業所・

職員 

専門職スタッフのモチベーションが向

上する 

モチベーションの度合い 

（出所）大牟田市提供資料 

 

② 評価方法 

第１期である平成 30 年度は日本ファンドレイジング協会、第２期である令和元年度

Artlogy が分析・評価を行う。 

評価は事前事後比較法 14により行う。成果指標ごとに、サービス提供開始時点及び終了

時点でアンケート、ヒアリング等を行い、評価する。なお、倫理的な観点からサービス提

供を行わない群を設定するのは難しいため、ランダム化比較試験 15は実施しないこととし

た。事前事後比較法では、可能な限り本事業以外の影響を除外するよう、アンケートやヒ

アリングは、本事業の目的や内容を説明して本事業実施前後の変化について把握するこ

とを強調した上で実施した。 

 

オ 支払条件 

 平成 30年度における支払条件は、日本ファンドレイジング協会の助言を得ながらドネル

モが設定した。 

 平成 30年度においては、第三者評価機関による評価の結果、本事業の最終アウトカムで

ある「生きがいと社会参加の機会に満ちた地域の実現」、「社会保障費の削減」に総合的につ

ながっていると評価されたため、厚生労働省からドネルモに対して満額の成果連動支払が

行われた。 

 

カ 中間支援組織の役割 

 本事業では中間支援組織を設置していない。 

立ち上げ期の実現可能性調査（成果指標の設定、行政コスト削減額の試算、平成 30年度

及び令和元年度厚生労働省モデル事業への応募、支払条件の設定等）は、日本ファンドレイ

ジング協会から助言を得てドネルモが行った。 

また、平成 30年度のサービス提供期間中は、大牟田市（保健福祉部福祉課、市民協働部

                                                      
12 高齢者に対して理解があるかを示す指標。アンケートもしくはインタビューを行って把握する。 
13 家族との関係性を示す尺度。家族へのアンケートを行って把握する。 
14 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
15 介入群とコントロール群（サービス提供しない群）に無作為に割付け、両者を比較する方法。 
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地域コミュニティ推進課、企画総務部総合政策課）、サービス提供者であるドネルモ、大牟

田市中央地区地域包括支援センター（白川病院）、YOUI、第三者評価機関である日本ファン

ドレイジング協会から構成される検討会が定期的に開催され、サービスの実施状況や発生

している課題を共有し、協議した。 

なお、令和元年度の検討会は、大牟田市（保健福祉部福祉課、市民協働部地域コミュニテ

ィ推進課、企画総務部総合政策課）、サービス提供者である大牟田未来共創センター、大牟

田市中央地区地域包括支援センター（白川病院）、大牟田市手鎌地区地域包括支援センター、

第三者評価機関である Artology から構成され、平成 30 年度と同様に定期的に会合を開催

してサービス実施状況や発生している課題を共有し、協議を行っている。 
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事業名称：要支援・要介護者自立支援・重度化防止業務 

事業概要：市内全ての通所介護・通所リハビリテーション施設を対象に、施設利用者の

要支援・要介護度の維持・進行抑制を目指したサービスを実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 福岡県大牟田市 

社会的課題及び 

その背景 

大牟田市の通所介護及び通所リハビリテーション施設利用者

の一定割合は、要支援・要介護度が毎年進行している。大牟田

市では今後も支援を必要とする高齢者数の増加が進むと見込

まれ、今のままでは重度の要介護認定者の増加が確実な情勢で

ある。よって、要支援・要介護度の維持は、介護給付費を適正

化し、介護保険財政を維持する上で喫緊の課題となっている。 

目指す成果 
大牟田市内の通所介護及び通所リハビリテーション施設利用

者の要支援・要介護度の維持・進行抑制を目指す。 

サービス対象者 
大牟田市内にある全通所介護及び通所リハビリテーション施

設（76 施設、施設利用者 3,122人（要支援１～要介護４）） 

事
業
関
係
者 

委託者 大牟田市 保健福祉部健康福祉推進室福祉課 

受託者 株式会社くまもと健康支援研究所 

サービス提供者 株式会社くまもと健康支援研究所 

資金提供者 非公表 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 株式会社日本総合研究所 

サービス内容 

くまもと健康支援研究所は、事業開始時に、大牟田市内の全通

所介護及び通所リハビリテーション施設を対象として、平成 27

～30年度までの利用者の要支援・要介護度の変化を調査・把握

した上で、事業所単位で利用者の要支援・要介護度の変化を図

表化する。 

次に、図表化した結果を踏まえて、全事業所を集めて研修を行

い、結果を各事業所にフィードバックし、利用者の要支援・要

介護度を維持できる余地のある事業所へ個別に改善方策を指

導するとともに、その事業所の利用者に対して要介護度の維

持・進行抑制のための学習療法プログラムを提供する。また、

市民に対しても介護データ分析結果から見える大牟田市の現

状と健康長寿に向けた取組みを考えるセミナーを行う。 

最後に、再度、全通所介護及び通所リハビリテーション施設の
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利用者の要支援・要介護度の変化を図表化する。その結果を踏

まえ、くまもと健康支援研究所が、要支援・要介護度を維持し

た（要支援・要介護度の維持・進行抑制に成功した）事業所の

取組みを掲載したパンフレットを作成し、市内で広く PR する

ことで、事業所にとってサービス内容改善のインセンティブと

する。 

成果指標 

・令和元年度成果指標： 

くまもと健康支援研究所による提案（非公表）： 

くまもと健康支援研究所が提案した目標と同等かそれ以上の

場合に限り支払う。 

・令和２年度成果指標： 

くまもと健康支援研究所による提案（非公表）： 

くまもと健康支援研究所が提案した目標と同等かそれ以上の

場合に限り支払う。 

・令和３年度成果指標： 

くまもと健康支援研究所による提案（非公表）： 

くまもと健康支援研究所が提案した目標と同等かそれ以上の

場合に限り支払う。 

・令和４年度成果指標： 

大牟田市内にある全通所介護及び通所リハビリテーション施

設における利用者の要支援・要介護度の改善維持率： 

サービス対象者の要支援・要介護度の改善維持率が 10％以

上の場合に限り段階的に支払う。（上限 20％） 

事業期間 

令和元年８月～令和５年３月（４年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年８月～令和４年７月 

評価時期： 

・令和元年度成果指標：令和２年３月 

・令和２年度成果指標：令和３年３月 

・令和３年度成果指標：令和４年３月 

・令和４年度成果指標：令和５年３月 

支払時期： 

・令和元年度成果指標：令和２年３月 

・令和２年度成果指標：令和３年３月 

・令和３年度成果指標：令和４年３月 

・令和４年度成果指標：令和５年３月 
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契
約
金
額 

総額 13,644 千円 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

総額と同じ（上限） 

【内訳】 

令和元年度成果指標：2,470千円 

令和２年度成果指標：2,470千円 

令和３年度成果指標：6,193千円 

令和４年度成果指標：2,511千円 

財政効果

の試算 

費目 介護給付費（介護保険第１号被保険者及び市負担分） 

金額 

約 41,000千円 ※支払額は除いていない。 

大牟田市は過去実績より、要介護（要支援）認定者の市民ごと

に、過去４年間でどの程度、要支援・要介護度が進行したのか

分析した上で、これを踏まえて進行を最大 20％抑止した場合の

要支援１～要介護４の利用者数を算定し、これに平均介護給付

額を乗じて算定した。 

国の補助の活用の有無 

経済産業省平成 30 年度健康寿命延伸産業創出推進事業（中間

支援組織の派遣） 

厚生労働省介護給付費等費用適正化事業費（成果連動支払に充

当） 

債務負担行為の有無 あり（４年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

大牟田市では、通所介護、通所リハビリテーション施設利用者のうち、要支援１の認定者

の約 70％、要支援２の認定者の約 40％、要介護１の認定者の約 40％、要介護２の認定者の

約 40％、要介護３の認定者の約 40％、要介護４の認定者の約 20％は、平成 27 年度から平

成 29年度の２年間で要支援・要介護度が進行している。大牟田市高齢者保健福祉計画・第

７期介護保険事業計画によると、大牟田市では今後も要介護（要支援）認定者数の増加が見

込まれている。要介護（要支援）認定者が増加し、要支援・要介護度が進行すれば、介護給

付費が増加し、介護保険財政がひっ迫する。そのため、要支援・要介護度の維持・進行抑制

は大牟田市の喫緊の課題であった。 

経済産業省は平成 30 年度経済産業省健康寿命延伸産業創出推進事業（以下「平成 30 年

度経済産業省事業」という。）において地方公共団体に対する SIB 事業支援を行っており、

当該事業の受託者である日本総合研究所は、上記の課題を踏まえて大牟田市に介護予防分

野における SIB事業を提案した。これを受けて大牟田市は庁内で検討を始めた。 
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大牟田市は、平成 30年度経済産業省事業が提供する SIB事業の個別支援として派遣され

た日本総合研究所を中間支援組織として導入可能性調査を行った。導入可能性調査は、日本

総合研究所が大牟田市と協議しながら行った。具体的には、ロジックモデルの構築、成果指

標の設定、介護給付費の適正化効果の試算、支払条件の設定、サービス提供者探索等を行っ

た。 

本 SIB 事業の予算額は、日本総合研究所が算定し大牟田市に提案した介護給付費の適正

化効果と、想定されるサービス提供者の見積額の両方を考慮して、サービス提供者の事業費

相当額（11,133 千円）に、サービス提供者に対するインセンティブとして事業費相当額の

約 22％（2,511千円）を上乗せした額を加えた額とした。 

大牟田市保健福祉部健康福祉推進室福祉課における財政部局との調整は予算要求の段階

で行った。本事業は新規事業であることから、予算確保における庁内調整には時間を要した。

特に、成果に応じて支払うという SIB の考え方にも関わらず厚生労働省介護給付費等費用

適正化事業費を活用するため、大牟田市が目指す成果を表す要支援・要介護度の維持・抑制

が判明する前に毎年度支払が発生する点、民間資金活用を想定して民間の資金調達コスト

を予算額に含めている点において、従来の委託事業の考え方とは全く異なることから、庁内

で合意を得るのに時間を要した。 

サービス提供者の公募段階では部内の総務部局と調整を行った。事業期間や委託費（成果

連動支払額）の提示方法（「委託費○○円」と提示するのではなく、「成果が□□であった場

合に委託費は○○」と提示する）が従来の委託事業と異なることから、提示方法を中心に協

議を行って公募資料を作成した。 

大牟田市は令和元年７月に公募型プロポーザル方式にて、くまもと健康支援研究所を選

定した。なお、公募型プロポーザル方式にて提案を評価するために大牟田市が提示した基準

は以下のとおりである。 

図表 1 提案評価基準 

 評価項目 評価の視点 

１ 業務の取組み
方針 

・本業務の目的及び概要、大牟田市の現状等を踏まえた本業務の
取組み方針、コンセプトが明確に示されているか。 

２ 業務遂行能力 ・本業務の実施体制は適当か。 
・本市との連絡体制が確保されているか。 
・令和４年度にサービス対象者の要支援・要介護度の改善維持率
向上を達成する現実的なスケジュールとなっているか。 

３ 業務計画の実
現性 

・令和４年度にサービス対象者の要支援・要介護度の改善維持率
向上を達成するための提案が詳細に検討され、具体化されてい
るか。 

・提案内容が、要支援・要介護度の改善維持率向上に至ることを、
根拠に基づいて説明されているか。 

・現状維持を前提とした場合の令和４年度時点のサービス対象者
の改善維持率の推計方法について、詳細に検討され、具体化され
ているか。 

・提案内容を遂行する上でのリスク・課題を分析し、対応策が事前
に検討されているか。 

・提案内容を遂行する上で必要な資金を各自に確保する資金調達
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 評価項目 評価の視点 
方法が具体的に提案されているか。 

・事業期間中安定して資金を確保できる方策が提案されているか。 
４ 成果指標の妥

当性 
・令和元、２、３年度の成果指標は、サービス対象者の要支援・要
介護度の改善維持率向上に関連する指標であることが具体的に
説明されているか。 

・令和 3 年度の成果指標は、生活機能の改善を定量的かつ客観的
に表す指標であることが具体的に説明されているか。 

・令和元、２、３年度の成果指標は、各年度の業務に関連した指標
であることが具体的に説明されているか。 

・令和元、２、３年度の成果指標は、本市の成果としても有効な指
標であることが具体的に説明されているか。 

５ 成果指標の目
標値の妥当性 

・令和元、２、３年度の成果指標の目標値は、サービス対象者の要
支援・要介護度の悪化率 20％改善に関連する値であることが、
根拠に基づいて説明されているか。 

・令和元、２、３年度の成果指標の目標値はチャレンジングな指標
であり、達成することで本市の成果として有効な値であること
が根拠に基づいて説明されているか。 

・令和４年度の成果指標の達成見込み値が根拠に基づいて説明さ
れているか。 

（出所）要支援・要介護者自立支援・重度化防止業務委託プロポーザル実施要領 

 

イ 体制の詳細 

大牟田市とくまもと健康支援研究所が業務委託契約を締結した。 

くまもと健康支援研究所は、市との契約締結を受けて、資金提供者から出資を受けて、サ

ービスを提供する。資金提供者探索はくまもと健康支援研究所が地元の金融機関を中心に

行った。大牟田市からの支払は全額成果連動であるため、成果連動支払リスク（成果が出な

ければ大牟田市から支払がなく、調達した資金を回収できないリスク）は資金提供者が負う。 

サービス提供期間中は、くまもと健康支援研究所が定期的に市と会合を持ち、サービス提

供の進捗を共有し、管理する。 

サービス提供完了後、大牟田市は、契約締結時に協議し定めた成果指標と評価方法に基づ

き、成果の達成度を評価し、予め定めた支払基準に基づいてくまもと健康支援研究所に成果

連動支払を行う。 

くまもと健康支援研究所は大牟田市から受けた成果連動支払を原資に、資金提供者に償

還等を行う。 
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図表 2 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 30年７月から令和元年６月の約１年間で、大牟田市及び日本総合研究所にて、導入

可能性調査及びサービス提供者の選定に係る公募書類作成を行い、大牟田市が同年８月に

サービス提供者としてくまもと健康支援研究所を選定した。 

事業期間は、令和元年８月から令和５年３月までの４年間である。そのうちサービス提供

期間は令和４年７月までの３年間である。導入可能性調査段階で日本総合研究所がサービ

ス提供者として想定される事業者にヒアリングを行い、それを踏まえて３年間とした。最終

年は令和４年度成果指標の評価を行う。 

 

図表 3 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は事業期間中、毎年度設定することとした。当初の３年間の成果指標である令

和元年度成果指標、令和２年度成果指標及び令和３年度成果指標は、くまもと健康支援研

究所の業務の進捗を把握する指標とし、くまもと健康支援研究所が公募プロポーザル段

階で提案した。これに対して大牟田市は、目指す成果である要支援・要介護度の維持・進

行抑制に寄与する指標であるか、大牟田市にとっての何らかの成果にもつながる指標で

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

サービス提供
評価

成果連動支払

令和４年度

庁内検討
導入可能性調査

契約締結
公募

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和３年度
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あるかという点から評価した。 

令和４年度成果指標は「要支援・要介護度の改善維持率」であり、市が予め定めて、公

募時に提示した。 

導入可能性調査実施当初は、要支援・要介護度の改善維持率のみを成果指標とすること

を想定していたが、財源を検討する中で、大牟田市が本 SIB事業を介護給付費等費用適正

化事業に位置付けることを決定したため、毎年度支払うスキームに変更し、それに伴って

令和元年度、令和２年度及び令和３年度成果指標を設けた。 

 

② 評価方法 

令和元年度成果指標、令和２年度成果指標及び令和３年度成果指標は、くまもと健康支

援研究所が提出する報告書にて大牟田市が評価する。 

令和４年度成果指標の評価は、大牟田市は自ら保有する介護保険データを用いて成果

指標を算出して行う。当該データは客観性が確保されており、当該データを活用する算定

方法も公募時点で決定していることから、透明性は確保されていると考え、第三者評価機

関は設置していない。 

なお、令和４年度成果指標の算定方法の詳細は以下のとおりである。介入前改善維持率

は、大牟田市が保有する平成 28 年度～令和元年 7月までの要介護（要支援）認定者のデ

ータを踏まえ、令和元年時点で要支援１認定者のうち、令和４年度時点も要支援１認定と

想定される者及び自立すると想定される者を、くまもと健康支援研究所が算定（試算）し、

算出する。これを基準値とし、令和４年度時点で令和元年度の介護度を維持している人の

割合を算定し、それを比較することで改善維持率を算出する。 

 

図表 4 令和４年度成果指標の評価方法 

要支援１～要介護４のサービス対象者ごとに改善維持率を算定した上で平均化して、改

善維持率を算定。 

【改善維持率の算定方法】 

（例：要支援１認定者のケース） 

・通所介護利用者（要支援１）の要支援・要介護度の改善維持率 ＝ 

       （介入後改善維持率 － 介入前改善維持率）÷（１－介入前改善維持率） 

・介入前改善維持率 ＝ 

（令和元年時点で要支援１認定者のうち、令和４年度時点も要支援１認定者数及び自

立する者）÷（令和元年時点の要支援１認定者数） 

・介入後改善維持率 ＝ 

（令和元年時点で要支援１認定者のうち、令和４年度時点も要支援１認定者数及び自

立した者）÷（令和元年時点の要支援１認定者数） 

（出所）大牟田市要支援・要介護者自立支援・重度化防止業務委託仕様書 

オ 支払条件 

支払条件は、導入可能性調査段階に日本総合研究所が検討し、大牟田市に提案した上で、
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大牟田市が決定した。 

令和元年度、令和２年度及び令和３年度の成果に応じた支払は、予め定めた基準（くまも

と健康支援研究所の提案により決定）をくまもと健康支援研究所が同等かそれを上回った

場合に支払われ、下回った場合は支払われない。 

令和４年度成果指標は、大牟田市が予め定めた支払基準に基づいて支払う。 

 

図表 5 支払基準 

成果指標 支払基準 

令和元年度成果指標 基準を満たした場合、2,470千円を支払う。 

基準を満たさなかった場合は支払わない。 

令和２年度成果指標 基準を満たした場合、2,470千円を支払う。 

基準を満たさなかった場合は支払わない。 

令和３年度成果指標 基準を満たした場合、6,193千円を支払う。 

基準を満たさなかった場合は支払わない。 

令和４年度成果指標 表に基づき、令和４年度成果指標の実績値に応じて支払う。 

 

 

 

 

（出所）大牟田市要支援・要介護者自立支援・重度化防止業務委託仕様書 

 

図表 6 支払額内訳 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 合計 

成果連動 

支払額 

※上限 

令和元年度成

果指標 

2,470 

千円 

－ － － 2,470 

千円 

令和２年度成

果指標 

－ 2,470 

千円 

－ － 2,470 

千円 

令和３年度成

果指標 

－ － 6,193 

千円 

－ 6,193 

千円 

令和４年度成

果指標 

－ － － 2,511 

千円 

2,511 

千円 

合計 2,470 

千円 

2,470 

千円 

6,193 

千円 

2,511 

千円 

13,644 

千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である日本総合研究所は、立ち上げ期の導入可能性調査及び公募書類作成

支援を担っている。 

対象者の要

支援・要介

護度の改善

維持率 

10％ 11％ 12％ 13％ 14％ 15％ 16％ 17％ 18％ 19％ 20％ 

対価（千円） 1,044 1,191 1,337 1,484 1,631 1,777 1,924 2,071 2,217 2,364 2,511 
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立ち上げ期の導入可能性調査の具体的な内容は、成果指標の素案作成、財政効果の試算、

予算要求の支援、支払条件の素案作成、契約形態の検討等である。大牟田市との協議に加え

て、サービス提供者や資金提供者になり得るプレーヤーにヒアリング等を行い、検討した。 

事業条件の確定後は、公募書類（募集要項、仕様書）の作成を支援した。具体的には、大

牟田市が作成する仕様書やサービス提供者の提案評価基準に対して、民間ノウハウ発揮と

いう観点から市がサービス事業者に求める業務を最低限にとどめることや、応募者から成

果を達成する上でのリスク管理の提案を求めること等の助言を行った。 
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事業名称：介護予防「あ・し・た」プロジェクト 

事業概要：介護予防による介護給付費の適正化を目指し、「あるく」（運動）、「しゃべる」

（社会参加）、「たべる」（食生活・口腔機能）というフレイル 1予防に有効な要素を取り

入れた介護予防プログラムを実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 大阪府堺市 

社会的課題及び 

その背景 

堺市では、介護給付費が増加し続けていることに加え、要介護

（要支援）認定率 2が国や大阪府の平均値よりも高く、特に軽

度者の割合が高いことから、効果的な介護予防施策を行い、要

介護（要支援）認定率を低下させることが課題となっている。 

目指す成果 

要介護状態ではない高齢者の介護予防・自立支援を行うことに

より、高齢者の生活の質を向上させる。また、介護給付費の適

正化を図る。 

サービス対象者 

市内在住の概ね 65 歳以上の高齢者のうち、主に要介護認定を

受けていない人（普段介護予防の取組を行っていない、または

介護予防の取組に無関心な人が望ましい） 

事
業
関
係
者 

委託者 堺市 健康福祉局 長寿社会部 地域包括ケア推進課 

受託者 

阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業グル

ープ（阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社ライフデ

ザイン阪急阪神によるコンソーシアム） 

サービス提供者 
阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業グル

ープ（同上） 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 一般社団法人日本老年学的評価研究機構 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

サービス対象者に対し、「あるく」（運動）、「しゃべる」（社会参

加）、「たべる」（食生活・口腔機能）というフレイル予防に有効

な要素を取り入れたプログラムを提供する。参加者を拡大する

ための「きっかけづくりのプログラム」、多様な興味関心に対応

し、地域課題も踏まえた本格的な「学びのプログラム」、活動を

披露する機会となる「活躍の場プログラム」を組み合わせ、日

                                                      
1 加齢に伴う心身の活力（身体的機能や認知機能など）の低下が見られる、「健康」と「要支援・要介

護」の中間的な状態のこと。 
2 第 1号被保険者に占める要介護（要支援）認定者の割合。 
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常生活の中で継続して介護予防につながる行動を促し、プログ

ラム終了後も、参加者が地域で活躍し続けることを目指す。 

上記取組みについて、スマートフォンアプリを活用した日常活

動のモニタリングを行い、参加者に効果を実感させることで継

続的な活動を支援する。 

【各プログラムの主な実施内容】 

・気づきの場プログラム：健康イベント、健康計測、学びの場

体験、ウォーキングイベントと健康体操等 

・学びの場プログラム：本気のパン教室、本気の木工教室、歌

劇体験ワークショップ、防災教育インストラクター、シニアヨ

ガ、チアリーダー等 

活躍の場プログラム：カフェ開催、ステージ披露等 

成果指標 

・事業参加者総数 

・継続参加人数 

・要介護状態進行遅延人数 

事業期間 

令和元年 12月～令和４年３月（３年間） 

※新型コロナウイルスの影響により、令和元年度～令和４年度

の４年間に延長 

【内訳】（当初のもの） 

サービス提供期間：令和元年 12月～令和３年 11月 

評価時期： 

・中間評価：令和２年 11月 

・最終評価：令和３年 11月 

支払時期： 

・最低支払： 

令和２年４月 

・成果連動支払： 

令和３年３月（中間評価に基づき支払） 

令和４年３月（最終成果に基づき支払） 

契
約
金
額 

総額 
44,297 千円 

（この他に、第三者評価機関への委託料 10,000千円） 

最低支払額 17,719千円 

成果連動支払額 

26,579 千円（上限） 

【内訳】 

・事業参加者総数：13,289千円 

・継続参加人数：6,645千円 
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・要介護状態進行遅延人数：6,645千円 

財政効果

の試算 

費目 介護給付費 

金額 118,840 千円/年 

国の補助の活用の有無 
厚生労働省介護予防・日常生活支援総合事業（最低支払、成果

連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 あり（３年間） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

 堺市では、平成 30年度予算編成において、総務省からの出向者であった当時の財政局長

の発案により、庁内で社会保障費の削減に向けた SIB事業の実施を検討することとなった。

SIB の手法を用いた施策の検討を企画部が行っており、平成 30 年度は事業化に向けた調査

費として企画部に約 4,000千円の予算を計上し、SIB事業の支援実績がある金融機関から講

師を招いて職員向けの SIB 勉強会の開催等を行った。この勉強会には各部署の担当職員が

出席し、庁内で SIBを導入する機運が高まった。参加部局の１つに、介護給付費の増加や国

や大阪府と比較して要介護（要支援）認定率が高いことが課題となっている、地域包括ケア

推進課があり、介護予防における社会的課題の解決方法として SIB の手法を活用する事業

委託が適していると判断した。 

 令和元年度からの事業化に向けて、NPO法人の活動促進や保育士の雇用増加等、様々な分

野で SIB の導入を検討した結果、地域包括ケア推進課が新規事業として考えていた介護予

防「あ・し・た」プロジェクトで SIBの導入を検討するに至った。 

同プロジェクトの事業化に向けた検討においては、SIB 勉強会を開催した金融機関から、

社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革推進財団）の SIB担当者の紹介を受け、複

数回の助言を得た。また、成果指標や評価方法の設定にあたっては、社会的投資推進財団か

ら紹介を受けた日本老年学的評価研究機構の有識者の助言を得た。令和元年度予算要求に

おいては、妥当性やメリットについての質問が財政部局より出されたが、外部の専門家・有

識者を交えた検討を行っていること、介護保険特別会計 3により行う事業であり、堺市の一

般財源負担は事業費の 12.5％であること等を説明することで、庁内の合意形成に至った。 

令和元年度は、事業者の公募を行うにあたり、民間企業へのサウンディング調査を経て、

仕様書等の作成を行った。これらの検討は全て担当課職員が実施しており、案件形成にあた

り外部のコンサルタント等への委託は行っていない。令和元年８月から開始した公募には

７つの事業者及びコンソーシアムから応募があり、有識者等による審査の結果、阪急阪神ホ

ールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業グループを選定した。なお、公募型プロポー

                                                      
3 介護保険事業のために設ける特別会計 
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ザル方式にて提案を評価するために堺市が提示した提案書記載事項は以下のとおりである。 

 

図表 1 提案記載事項 

評価項目 評価の視点 

現状把握と事業目
的及び取組の方向
性 

 地域包括ケアシステムの構築及び高齢者の自立支援に向け
た国及び本市の課題を理解したうえで、事業目的及び取組の
方向性を記載すること。（なお、フレイル予防及びフレイル
予防活動を継続するための考え方についても記載するこ
と。） 

業務の遂行につい
て 

 事業目的の達成に向け、これまでの経験や実績に基づいた独
自の知見等をどのように提案に活かすかを記載すること 

 事業目的の達成に向け、事業期間全体を見据えた効率的かつ
適切な実施計画等の事業スケジュールについて記載するこ
と 

業務の実施体制  事業責任者、スタッフなどの人員体制 
 円滑な事務執行、進捗管理を適切に行うための実施体制とバ

ックアップ体制 
 個人情報保護の考え方と管理体制 

業務の概要 仕様書に示す下記の業務について、実施方法などを含め具体的な
内容とすること。 
① 事業の広報 
 介護予防プログラムへの参加者を確保するため、多くの高齢

者が興味を持つような独自の知見を用いた効果的かつ効率
的な周知方法や募集方法を提案すること。 

② 参加者募集、受付管理、基本情報の収集等 
 参加者の募集・受付の管理や、参加者基本情報の収集、問合

せ等に適切かつ効率的に対応可能な方法を提案すること。 
③ 業務実施報告書の作成 
 アンケート調査の実施方法や回収方法は個人情報等を踏ま

えて適切に実施され、多くの回答が得られることを見込める
手法を提案すること。 

④ 提供される介護予防プログラムの方向性及び実施の妥当性 
 高齢者の社会参加を基本として、本市が求めるフレイル予防

の観点「あ・し・た」のそれぞれの取組が含まれ、参加者の
介護予防についての理解を深めるものを提案すること。ま
た、フレイル予防に効果的な実施回数、実施期間で提案し、
継続性を高めるための適切な工夫も記載すること。 

⑤ 魅力的な介護予防プログラムの提案 
 提案される介護予防について、高齢者の参加意欲を高めるよ

うな魅力的な提案をすること。また、そのための工夫も記載
すること。 

⑥ 多彩な介護予防プログラムの提案 
 提案される介護予防プログラムについて、高齢者が継続的に

参加するとともに、他の社会参加の機会を促進するような多
彩なプログラムが提案されているか。また、そのための工夫
も記載すること。 

⑦ 介護予防プログラムをきっかけとした行動変容 
 提案される介護予防プログラムをきっかけに、社会参加回数

の増加など介護予防の取組みにつながる行動変容を促すも
のを提案すること。既存の社会資源を活用するなど、具体的
かつ効果的な事業展開や工夫なども記載すること。 

⑧ 事業終了後の継続性、発展性について 
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評価項目 評価の視点 
 委託期間終了後もフレイル予防の取組の普及に向けて、提案

される介護予防プログラムが継続・発展し、ビジネスモデル
となるような仕組みや工夫を提案すること。 

資金調達の方法  ソーシャルインパクトボンド等の活用など、提案事業者以外
からの資金調達を行う場合は、そのスキームを記載するこ
と。なお、提案事業者がそれぞれの自社内で資金調達を行う
場合は、外部資金を活用した資金調達は行わない旨を明記す
ること 

（出所）堺市介護予防「あ・し・た」プロジェクト業務企画提案書作成要領 

 

イ 体制の詳細 

堺市とサービス提供者である阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業

グループが契約を締結し、同グループが「あ・し・た」プロジェクトを実施している。この

他に、堺市は、第三者評価機関である日本老年学的評価研究機構と契約を締結し、本事業の

評価を委託している。 

本事業の公募にあたっては、コンソーシアムの構成員に金融機関を含めること（民間事業

者が資金調達を行うこと）を条件としておらず、金融機関からの資金調達の有無は事業者の

提案に委ねていた。結果的に、選定された阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急

阪神事業グループを含むすべての応募者が自己資金で事業を実施することを提案していた

ため、本事業の実施体制の中に資金提供者は存在しない。 

 

図表 2 事業体制 

  

 

ウ 事業スケジュール 

平成 29 年度から介護予防の新規事業の検討を行い、平成 30 年度は、主に対象事業を介

護予防「あ・し・た」プロジェクトに決定した。その後、令和元年度の予算要求に向け社会

的投資推進財団や老年学的評価研究機構の助力を得ながら、具体的な事業スキーム等の検

討を行った。 
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本事業は令和元年８月から 10 月にかけて公募型プロポーザルにより事業者の選定を行い、

同年 12 月からサービス提供を開始した。サービス提供は令和３年 11 月までであり、令和

２年４月・令和２年 12 月・令和３年 12 月にそれぞれ初期報告・中間報告・最終報告を行

い、それぞれ支払を行う予定である。 

 

図表 3 事業スケジュール（当初のもの） 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

本事業では介護予防に資する活動への参加による介護給付費の伸びの抑制を目標とし

ており、これに関連する成果指標として、事業参加者総数、継続参加人数、要介護状態進

行遅延人数の３つの指標を設定した。成果指標の設定にあたっては、科学的根拠に基づい

たものとすべく、日本老年学的評価研究機構の有識者から助言を得た。 

 

図表 4 成果指標 

項目 内容 

事業参加者総数 阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業グループが

実施するイベント及び継続的介護予防プログラムへの概ね 65 歳以上

の参加者の実人数をカウントする。分野の異なる複数のプログラムに

同一人物が参加した場合は、それぞれでカウントする。 

継続参加人数 継続的プログラム及びそれに関連するコミュニティ活動に月１回以

上の頻度で半年以上継続して参加している人を継続参加者とし、その

人数をカウントする。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

令和３年度

公募

平成30年度 令和元年度 令和２年度平成29年度

支払

庁内検討
導入可能性調査

契約締結
サービス提供

評価
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項目 内容 

要介護状態進行

遅延人数 

事業実施期間中の継続参加者のうち、要介護状態進行の遅延が推測さ

れた人数をカウントする。要介護状態の進行遅延が推測された者と

は、サービス提供者が実施するアンケートにおいて、要支援・要介護

リスク評価尺度 4が維持以上であり、社会参加の状況に該当する項目

が増加または主観的健康感が増加している人とする。 

（出所）堺市提供資料 

 

② 評価方法 

 上記のうち、事業参加者総数・継続参加人数については、阪急阪神ホールディングス・

ライフデザイン阪急阪神事業グループがプログラム開催時に参加受付表を作成し、根拠

資料として堺市に提出する。参加受付表には、氏名・年齢・住所を参加者が自筆で記入す

ることとし、電子媒体を用いて受付を行う場合は、氏名・年齢・住所の情報を提出するの

みとする。人数のカウントは、令和２年３月 31日時点、令和２年 11月 30日時点、令和

３年 11月 30日時点の３回行う。 

 要介護状態進行の遅延が推測された人数については、阪急阪神ホールディングス・ライ

フデザイン阪急阪神事業グループがプログラム参加者に対して実施するアンケートによ

り把握する。アンケートは全３回実施し、それぞれの実施時期・アンケート項目は以下の

とおりである。 

 

図表 5 アンケート実施時期・項目 

回数 実施時期 アンケート項目 

１ プログラム参加時点 社会参加の状況 

主観的健康感 

要支援・要介護リスク評価尺度 

２ 本事業の開始から１年後 

（令和２年 11月） 

本事業及びコミュニティ活動への継続参加状況 

社会参加の状況 

主観的健康感 

要支援・要介護リスク評価尺度 

３ 本事業の開始から２年後 

（令和３年 11月） 

（出所）堺市提供資料 

 

 なお、参加者へのアンケートの実施は阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急

阪神事業グループが行うが、その分析及び評価は、堺市が別途委託する第三者評価機関で

                                                      
4 千葉大学・一般社団法人日本老年学的評価研究機構の研究グループが開発した、高齢者が約 3年以内に

要支援・要介護になるリスクを評価する尺度。「バスや電車を使って１人で外出できるか」「15分位続け

て歩いているか」等の 10の質問と性別・年齢により算出する。 
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ある日本老年学的評価研究機構が実施する。このため、アンケートの実施にかかる費用は

阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業グループへの委託費に含まれ

るが、分析・評価費用は日本老年学的評価研究機構への委託費に含まれる。 

 

オ 支払条件 

阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急阪神事業グループは、令和２年４月・令

和２年 12月・令和３年 12 月にそれぞれ初期報告書・中間報告書・最終報告書を堺市に提出

する。堺市はこれを検査し、３回に分けて阪急阪神ホールディングス・ライフデザイン阪急

阪神事業グループに対し支払を行う。各回の支払条件は以下のとおりである。 

 

図表 6 アンケート実施時期・項目 

回数 検査対象 支払条件 

１ 初期報告書 最低支払額（全委託料の 40％）を支払う。 

２ 中間報告書 事業参加者総数・継続参加人数の評価結果に応じて、全委託料

の最大 18％を支払う。 

 

３ 最終報告書 事業参加者総数・継続参加人数・要介護状態進行遅延人数の評

価結果に応じて、全委託料の最大 42％を支払う。 

 

 

図表 7 支払額内訳 



【令和２年２月時点】 

【令和３年１２月一部修正】 

 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 合計 

成果連

動 

支払額 

※上限 

事業参加者総数 － 6,645千円 6,644千円 13,289 千円 

継続参加人数 － 1,329千円 5,316千円 6,645千円 

要介護状態進行遅

延人数 

－ － 6,645千円 6,645千円 

最低支払額 － 17,718 千円 － 17,718 千円 

合計 － 25,692 千円 18,605 千円 44,297 千円 

 

カ 中間支援組織の役割 

本事業では中間支援組織は設けておらず、事業化に向けた検討・公募資料の作成等は全て

堺市が実施した。検討においては、社会的投資推進財団及び後に第三者評価機関として本事

業の評価を委託する日本老年学的評価研究機構の協力・助言を得た。 

 



【令和２年２月時点】 

 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 島根県雲南市 

社会的課題及び 

その背景 

雲南市では、高齢化に伴う医療費・介護給付費の増加に加え、

買い物弱者の増加が課題となっている。 

目指す成果 

買い物を通じたリハビリテーションにより、高齢者の身体・認

知機能の維持改善・健康寿命延伸を目指すとともに、医療費・

介護給付費を適正化する。また買い物弱者の利便促進による消

費の拡大により、地域経済に貢献する。 

サービス対象者 

雲南市内の 65歳以上の高齢者で、基本チェックリスト 2により

介護予防・日常生活支援総合事業のサービス対象者と判定され

た者または介護保険の要支援１・２の認定を受けた者 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 合同会社 Cono-base 

サービス提供者 光プロジェクト株式会社 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 一般社団法人 CSOネットワーク 

中間支援組織 合同会社 Cono-base 

サービス内容 

介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスＡ3と

して、雲南市内のショッピングセンターに光プロジェクトがサ

ロンを開設し、そこを会場として、健康体操と、専用のショッ

ピングカートを用いたスーパーマーケットでの買い物を週３

日×２回開催する。 

参加者は、週３日の開催のうち、毎週１日決められた回に出席

する。各回の流れは以下のとおりである。 

①送迎（参加者自宅～会場） 

                                                      
1 人口減少や少子高齢化等を背景とした流通機能や交通網の弱体化等の多様な理由により、日常の買物機

会が十分に提供されない状況に置かれている人々のこと。 
2 地方公共団体が介護状況を把握するために用いるリスト。25項目からなる。 

参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-11.pdf 
3 日常生活支援総合事業における通所介護の一類型。ミニデイサービスや運動など生活援助を目的とした

介護サービス。NPOや民間事業者が提供する。 

事業名称：ショッピングリハビリによる介護予防事業 

事業概要：介護予防を目指し、同時に買い物弱者 1への支援を行うため、高齢者の歩行を

助ける専用のショッピングカートを用いて「ショッピングリハビリテーション」を実施。 



【令和２年２月時点】 

 

②血圧・体温・健康状態・生活上の困りごと等の確認 

③ノルディックポールを用いた健康体操 

④スーパーマーケットでの買い物 

⑤送迎（会場～参加者自宅） 

成果指標 
・ショッピングリハビリへの出席率 

・運動機能、認知機能の改善状況 

事業期間 

令和元年６月～令和２年３月（10カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年９月～令和２年２月 

評価時期：令和２年２月 

支払時期：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 9,500千円 

最低支払額 

4,500千円 

【内訳】 

令和２年３月： 4,500千円 

成果連動支払額 

5,000千円（上限） 

【内訳】 

令和２年３月： 5,000千円 

財政効果

の試算 

費目 医療費、介護給付費 

金額 

将来の医療費・介護給付費の適正化が期待されており、介護給

付費の削減額の算出が行われている。ただし、当該スキームの

主目的は財政効果にはなく、金額もあくまで参考情報程度の位

置づけであるため非公開とする。 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

 事業実施の経緯は、以下の３点のとおりである。 

１点目に雲南市は高齢化率が島根県平均や全国平均と比較して高く、高齢化に伴う医療

費・介護給付費の増加を背景に、介護予防事業に対するニーズが高まっていることが挙げら

れる。また２点目に、山間部に位置する雲南市では、買い物弱者の増加が課題となっており、

高齢者の自立度や健康への影響が懸念されていた。加えて、３点目に全国的な傾向として、



【令和２年２月時点】 

 

健康教室や通いの場等の従来の介護予防事業は、もともと健康意識が低く、家に閉じこもり

がちな高齢者に届いていないことや、プログラムへの出席率が低いという点が指摘されて

いた。 

このような背景から、サービス提供者である光プロジェクトは、買い物を通じた介護予防

事業「ショッピングリハビリ」を考案し、平成 29年度から雲南広域連合の委託を受けて介

護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスＡとして実施している。 

ショッピングリハビリとは、高齢者の歩行を補助する機能を備えた専用のショッピング

カートを用いて実際にスーパーマーケットで買い物するというものである。これにより運

動機能や認知機能の訓練を行うとともに、歩行を補助することで、自力で買い物に行けない

買い物弱者の生活支援にもなっている。また、体操教室等の従来の介護予防事業と異なり、

日常生活の一部であり娯楽のひとつでもある買い物を行うため、参加者が定期的・継続的に

参加することが期待されている。 

平成 29年度及び平成 30年度に雲南広域連合 4からの委託事業として継続してショッピン

グリハビリを実施する中で、雲南市や光プロジェクトの間ではショッピングリハビリによ

る参加者の運動機能・認知機能の改善効果について、これを定量的に把握することを試みる

こととなった。 

光プロジェクトから相談を受けた Cono-base が検討に加わり、令和元年度は厚生労働省

令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環

境整備事業（以下「令和元年度厚生労働省モデル事業」という。）へ応募し、採択されたこ

とから、PFS事業として実施することとなった。 

令和元年度厚生労働省モデル事業への応募にあたっては、雲南市、光プロジェクト、Cono-

base のほか、過去にショッピングリハビリの医学的効果の検証を行ったことから光プロジ

ェクトとつながりのあった島根大学の有識者が外部アドバイザーとして加わり、コンソー

シアムを構成した。 

 

イ 体制の詳細 

コンソーシアムの代表である Cono-base が厚生労働省と業務委託契約を締結しているが、

事業の実施は、コンソーシアム構成員が役割分担を行っている。Cono-baseは、成果指標の

設定、将来の介護費用の削減効果の試算、支払金額の算定、令和元年度厚生労働省モデル事

業への応募・報告等、コンソーシアム会議開催による事業全体の進捗確認を行う。光プロジ

ェクトは、Cono-baseからの再委託を受け、サービス対象者へサービス（ショッピングリハ

ビリ）の提供を行うほか、評価に必要なデータの収集を行う。雲南市は、定期的に開催され

るコンソーシアムの会議へ出席し、必要に応じて意見や情報提供を行う。外部アドバイザー

は、主に運動機能・認知機能の測定や分析方法についての助言を行う。 

                                                      
4 平成 11年 8月に介護保険の共同実施と雲南地域の広域的な地域振興事業の実施を目的に設立された組

織。 



【令和２年２月時点】 

 

事業実施後、CSO ネットワークは、あらかじめ合意された方法に則りデータの確認を行う。

そして、その結果を Cono-baseに報告する。Cono-base はそれを厚生労働省に報告し、厚生

労働省は Cono-base からの報告に基づき最低支払額及び成果連動支払額を Cono-base に支

払う。 

 

図表 1 事業体制 

 

  

ウ 事業スケジュール 

Cono-base及び光プロジェクトが連携して令和元年７月までに事業実施準備、評価計画の

確認、事前データ取得を行い、令和元年８月に Cono-base が採択を受け、９月から翌年の令

和２年２月までサービス提供を行う。 

サービス提供完了後、令和２年２月に評価を行い、令和２年３月に厚生労働省より支払を

受ける。 

なお、令和元年度厚生労働省モデル事業として PFS 事業として評価対象とする期間は令

和元年９月～令和２年２月であるが、この前後の期間もショッピングリハビリ事業は継続

して実施している。 

  



【令和２年２月時点】 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、ショッピングリハビリへの出席率、運動機能・認知機能の維持・改善状況

からなる。 

ショッピングリハビリへの出席率は、全国傾向として一般的な介護予防事業への出席

率が低いという課題を踏まえて設定した。参加者が継続して出席し、リハビリを受けるこ

とにより、介護予防や健康寿命の延伸につながると考えられるためである。 

「運動機能・認知機能の改善状況」は、厚生労働省が定める基本チェックリストのうち

運動器の機能に関する項目及び認知症に関する項目を活用する。 

なお、支払条件には関連しないが、運動機能及び認知機能については、参考指標として

「Timed Up and Go Test」（TUG）、「認知症スコア」（CADi2）についても測定を行う。TUG

とは、高齢者が自立した生活を維持するためには、歩行能力が重要と考えられていること

から、椅子から立ち上がり３メートルの距離を往復し再び椅子に座るまでの所要時間を

計測するものである。 

 

 ② 評価方法 

ショッピングリハビリへの出席率は以下の式により算定する。各開催回の参加者名を

光プロジェクトが記録し、把握する。光プロジェクトは、これを出席率の母数となる各回

の参加登録者数とともに CSOネットワークに情報提供され集計が行われる。 

 

（出所）Cono-base提供資料 



【令和２年２月時点】 

 

運動機能・認知機能の改善状況は、事前事後比較法 5で評価を行う。具体的には、厚生

労働省が定める基本チェックリストのうち運動器の機能に関する項目及び認知症に関す

る項目を活用し、各参加者の事業実施前と実施後の比較を行う。サービス提供開始前（令

和元年７月）及びサービス提供終了後（令和２年２月）において、光プロジェクトが各参

加者に回答補助を行いつつも、基本的には自記式で実施する。 

 

オ 支払条件 

本事業の成果連動による支払は上限を 5,000 千円とし、支払条件を以下のように決定し

た。 

 

 ① ショッピングリハビリへの出席率による加算 

 ショッピングリハビリへの出席率が80％未満の場合、ショッピングリハビリへの出

席率（小数点以下切捨て）に50千円を乗じて得た金額を加算する。 

 ショッピングリハビリへの出席率が80％以上の場合、ショッピングリハビリへの出

席率（小数点以下切捨て）から20を減じた数に200千円を乗じたのち、３で除して

得た金額（小数点以下切捨て）を加算する。ただしその上限額は5,000千円とす

る。 

 ② 基本チェックリスト悪化者数による減額 

 基本チェックリストの点数が事業実施前に比べて悪化している者１人あたり、（１

①で計算した額から140千円を減額する。 

 

カ 中間支援組織の役割 

本事業において、Cono-base はコンソーシアムの代表として、立ち上げ期には成果指標の

設定や令和元年度厚生労働省モデル事業への応募等の事業組成を、サービス提供期には光

プロジェクトへの再委託、コンソーシアム全体の運営を行っている。評価期には、光プロジ

ェクトからデータの提供を受け CSO ネットワークへのデータや支払額算定の依頼及び厚生

労働省への報告を行う。 

  

                                                      
5 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 



 
【令和２年２月時点】 

1 
 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 福岡県大川市 

社会的課題及び 

その背景 

大川市では高齢化の進展に伴って認知症の高齢者数が増加し

ている。認知症の増加は、本人やその家族の生活の質を低下さ

せることに加え、介護給付費の増加につながることから、認知

症を予防し、また、進行を抑止することが課題となっている。 

目指す成果 

一般高齢者を対象とした認知症予防（以下「認知症予防事業」

という。）と、既に認知症を発症した高齢者を対象とした進行

抑止（以下「認知症重症化予防事業」という。）の両方を行う

ことで、高齢者の生活の質を向上させるとともに、将来の介護

給付費の適正化を目指す。 

また、認知症予防事業を地域住民による自主活動として定着さ

せることにより、地域の人が自分たちで地域を支えるコミュニ

ティづくりを目指す。 

サービス対象者 

■認知症予防事業 

大川市の募集に参加した市内在住の 65歳以上の高齢者 94人 

■認知症重症化予防事業 

本事業に参加した介護施設の利用者 43人 

事
業
関
係
者 

委託者 大川市 

受託者 株式会社公文教育研究会学習療法センター 

サービス提供者 

株式会社公文教育研究会学習療法センター 

社会福祉法人道海永寿会（再委託） 

株式会社くまもと健康支援研究所（再委託） 

大川市内の介護施設（学習療法導入契約） 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 

なし 

※慶應義塾大学が大川市の調査（評価）結果に対して助言を行

う。 

                                                      
1 物忘れが主たる症状だが、日常生活への影響はほとんどなく、認知症とは診断できない状態。 

事業名称： 大川市成果連動型認知症予防事業 

事業概要：健康寿命の延伸と地域づくり、介護給付費の適正化を目指し、一般高齢者（MCI1

含む）に対する認知症予防及び認知症を発症した高齢者に対する認知症進行抑止のプロ

グラムを提供。 
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中間支援組織 なし 

サービス内容 

本事業のサービス内容は、一般高齢者を対象とした認知症予防

「認知症予防事業」と、既に認知症を発症した高齢者を対象と

した進行抑止「認知症予防事業」の二つからなる。それぞれの

実施内容は以下のとおりである。 

■認知症予防事業 

「あたまとからだの健康教室」を市内のモデル地区において、

６カ所の公民館に設置する。サービス対象者は週１回教室に通

い、脳の活性化のための読み書き・計算の教材に取組むほか、

フレイル予防のための体操を行う。教室の運営は、サービス提

供者（再委託２業者）が担うが、研修を受けた教室サポーター

（地域の有償ボランティアで学習担当のサポーターと体操担

当のサポーターが存在する）を中心に行い、教室サポーターは

サービス対象者と積極的にコミュニケーションをとることに

より、参加者が継続して教室に通うよう意欲を喚起する。 

■認知症重症化予防事業 

大川市の募集に応じた市内３法人の介護施設において、各施設

を利用する認知症の高齢者に対し週３～５回、１回 20 分程度

の「学習療法」2を提供する。参加者は、学習療法実践士の資格

を取得したスタッフのもとで、読み書き・計算の教材を行う。 

成果指標 

■認知症予防事業 

・研修を受け、採用された教室サポーターの充足率 

・８割以上の出席率を記録した教室の回数 

・参加者の MMSE3の点数の変化 

・「通いの場」の成立と継続的参加 

■認知症重症化予防事業 

・研修を受けた学習療法実践士の充足率 

・学習回数の充足率 

・参加者の MMSE の点数の変化 

事業期間 
令和元年６月～令和４年３月（３年間） 

【内訳】 

                                                      
2 公文教育研究会とともに、東北大学・川島隆太教授をリーダーとする共同研究チームが、社会福祉法人

道海永寿会での実践研究などの結果から、認知症高齢者の脳機能の維持・改善に効果がある非薬物療法。 
3 認知症の疑いを判断する検査であり、国際的に使用されている。検査項目は、時間の見当識、場所の見

当識、即時想起、注意と計算応力、遅延再生、呼称、読字・復唱、言語理解、文章理解、文章校正、図形

的構成、図形的能力の 11項目。 
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サービス提供期間： 

・令和元年度：令和元年７月～令和２年３月 

・令和２年度：令和２年４月～令和３年３月 

・令和３年度：令和３年４月～令和４年３月 

評価時期：令和２年３月、令和３年３月、令和４年３月 

支払時期： 

・最低支払：令和２年５月、令和３年５月、令和４年５月 

・成果連動支払：令和２年５月、令和３年５月、令和４年５月 

契
約
金
額 

総額 7,490千円 

最低支払額 1,530千円 

成果連動支払額 

5,960千円 

【内訳】 

■認知症予防事業 

・研修を受け、採用された教室サポーターの充足率：1,216千

円 

・８割以上の出席率を記録した教室の回数：1,216 千円 

・参加者の MMSE4の点数の変化：2,323 千円 

・「通いの場」の成立と継続的参加：730千円 

■認知症重症化予防事業 

・研修を受けた学習療法実践士の充足率：91千円 

・学習回数の充足率：91千円 

・参加者の MMSE の点数の変化：293千円 

財政効果

の試算 

費目 介護給付費 

金額 

本事業により認知症予防及び認知症進行抑止を行うことで、将

来の介護給付費が適正化されることが期待されるが、その金額

は算出していない。 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

 

ア 事業実施の経緯 

 大川市では、東北大学及び公文教育研究会学習療法センターが共同研究を行い開発した

学習療法の効果に着目し、同療法を市内で実践していた社会福祉法人道海永寿会に委託し、

                                                      
4 認知症の疑いを判断する検査であり、国際的に使用されている。検査項目は、時間の見当識、場所の見

当識、即時想起、注意と計算応力、遅延再生、呼称、読字・復唱、言語理解、文章理解、文章校正、図形

的構成、図形的能力の 11項目。 
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認知症予防事業として一般高齢者を対象に認知症の予防に取組んできた。平成 27年度には、

当時の大川市長が PFS に関心を持っていたことから、認知症高齢者に対して重症化を抑制

する認知症重症化予防事業に PFSを導入することを前提とした実証実験を行うこととなり、

大川市・公文教育研究会学習療法センター・慶應義塾大学・日本財団の４者が経済産業省の

「平成 27年度健康寿命延伸産業創出推進事業（ヘルスケアビジネス創出支援等）」の支援を

受けた。この実証実験の結果、学習療法を行うことで認知症高齢者の介護時間が減少するこ

と、その結果として介護給付費の節減効果が得られることが確認された。また、地域に MCI

の高齢者が多く存在すること、同プログラムによる改善効果（MMSE の点数の変化、MCI比率

の減少等）があることを確認できた。 

これらの結果を受けて、大川市及び本事業のサービス提供者である公文教育研究会学習

療法センターは、PFS 事業として認知症予防事業を実施することを目指し、事業化に向けた

検討を開始した。検討においては、成果指標の設定に多くの時間を要した。公文教育研究会

学習療法センターでは、PFS 事業における「成果」とは「本事業により市が実現したいこと」

であると考え、何を実現したいかと市に問いかけを行う形で議論を重ねた。大川市の担当職

員は、公文教育研究会学習療法センターの問いかけに答えることを通じて、日頃から業務を

通じて把握していた地域の高齢者の実情を踏まえ、何を目指す成果とするか検討した。さら

に、大川市と公文教育研究会学習療法センターでは、専門的知見も踏まえて成果指標を設定

するために、慶應義塾大学の有識者からも助言も得た。 

こうして、令和元年度からの PFS 事業の実施に至った。なお、本事業は、検討段階から公

文教育研究会学習療法センターが大川市と検討を行ったことから、大川市は、公募せず、サ

ービス提供者を公文教育研究会学習療法センターとすることとした。 

 

イ 体制の詳細 

大川市と公文教育研究会学習療法センターが契約を締結した。 

 公文教育研究会学習療法センターは、事業全体が当初の計画通り進行しているか確認す

るほか、認知症予防事業の実施にあたっては、道海永寿会、くまもと健康支援研究所に再委

託を行い、有償ボランティアである教室サポーターとも契約し、認知症重症化予防事業の実

施に際しては、大川市が募集した市内３法人の介護施設と学習療法導入契約を結んでいる。 

認知症予防事業として行う「あたまとからだの健康教室」では、あたまの健康に関する部

分は、道海永寿会が担当し公文教育研究会学習療法センターが開発したプログラムを活用、

からだの健康に関する部分は、くまもと健康支援研究所がフレイル予防を担当する。両プロ

グラムの提供は教室サポーターを中心に行い、教室の運営と教室サポーターの育成は、道海

永寿会とくまもと健康支援研究所が担当する。 

認知症重症化予防事業では、３法人の介護施設において、施設の職員が研修を受けて学習

療法実践士（公文教育研究会学習療法センターが開発。この資格を持つ人だけが学習療法を

提供できる。）の資格を取得したうえで、各施設の利用者に対し学習療法を提供する。 
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 このほか、大川市は別途、慶應義塾大学と契約を締結し、大川市が行う本事業の評価に対

する助言の提供を委託している。 

なお、本事業の実施にあたり、大川市・公文教育研究会学習療法センター・慶應義塾大学

の三者は、協定を締結している。 

 

図表 1 事業体制 

 

 
 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 27 年度に経済産業省の平成 27 年度健康寿命延伸産業創出推進事業（ヘルスケアビ

ジネス創出支援等）として実施した実証実験が、本事業の事業化に向けた検討の一部となっ

ている。その後、平成 29年度には、公文教育研究会学習療法センターが奈良県天理市より

類似の事業内容で単年度の PFS事業を受託し、成果目標を達成している。この結果も踏まえ

て平成 30年度に大川市における事業化の検討を行い、令和元年度から事業を開始した。 

令和元年度の認知症予防事業は、令和元年７月から 12月までの６カ月間実施した。令和

２年度、令和３年度は、それぞれ令和元年度とは別の地域に教室を開講し、６カ月間ずつ実

施する予定である。なお、令和元年度は６カ月間の事業終了後、令和２年１月より、６会場

のうち５会場で自主活動としての教室がスタートしている。 

認知症重症化予防事業は、市が説明会を開催して参加する介護施設を募集し、応募のあっ

た法人の職員が所定の研修を受けて資格を取得したのち、令和元年９月より学習療法の提

供を開始した。加えて、従前より学習療法を実施していた１法人も対象に加え、合計３法人
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となった。令和２年度・令和３年度ともに、令和元年度と同じ施設においてサービス提供を

継続する予定である。 

成果の評価は、各年度末に実施し、年度ごとに支払いを行う。 

 

 

 

図表 2 事業スケジュール 

 
 

エ 評価手法 

① 成果指標の設定 

認知症予防事業における成果指標は、「採用され、研修を受けたサポーターの充足率」

「８割以上の出席率を記録した教室の回数」「参加者の MMSE の点数の変化」「「通いの

場」の成立と継続的参加」の４項目である。このうち、「「通いの場」の成立と継続的参

加」は、将来的には、あたまとからだの健康教室を住民グループによる自主事業として

実施し、地域の人が自分たちで地域を支える仕組みを実現したいという大川市の意向

を反映したものである（本事業においては、あたまとからだの健康教室で使用する学習

教材の教材費（一人あたり 2,400 円/月）の半額は事業費から支出しているが、本事業

の終了後においては、効果を感じた参加者が、自ら教材費を負担して自主事業として継

続することを大川市は期待している）。このほかに、成果連動支払額の算定には関係し

ないが、参加者の積極性の向上や、自立度・生活の質の改善についても、参考指標とし

て把握することとしている。 

認知症重症化予防事業における成果指標は、「研修を受けた学習療法実践士の充足率」

「学習回数の充足率」「参加者の MMSE の点数の変化」の３項目である。このほかに、成

果連動支払額の算定には関係しないが、要介護度の改善や自立度・生活の質の改善につ

いても、参考指標として把握することとしている（本事業においては、学習療法で使用

する学習教材の教材費（一人あたり 2,200 円/月）の半額を事業費から支出している）。 

 

② 評価方法 

認知症予防事業における成果指標のうち、「研修を受け、採用されたサポーターの充

足率」「８割以上の出席率を記録した教室の回数」については、道海永寿会とくまもと

健康支援研究所が実績を記録し、大川市に報告する。「参加者の MMSEの点数の変化」に

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

認知症予防事業
認知症重症化予防事業

最低支払
成果連動支払

評価

支払

※1：平成27年度は実証実験

令和2年度 令和3年度 令和4年度

導入可能性調査 ※1

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

庁内検討
契約締結

サービス
提供
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ついては、大川市が参加者に対し調査を行う。「「通いの場」の成立と継続的参加」につ

いては、大川市が参加者に対し実施するアンケート調査により意向を確認し、参加者及

び教室サポーターの出席状況について道海永寿会とくまもと健康支援研究所が実績を

記録し大川市に報告する。 

認知症重症化予防事業における成果指標のうち、「研修を受けた学習療法実践士の充

足率」「学習回数の充足率」については、学習療法を導入している各施設が実績を記録

し、大川市に報告する。「参加者の MMSEの点数の変化」については、学習療法を導入し

ている各施設が参加者に対し調査を行い、大川市に報告する 

大川市は、把握したデータを、別途委託契約を結んでいる慶應義塾大学に提供する。

慶應義塾大学は、大川市の調査結果に対して助言を提供するほか、MMSE の変化が当該

サービス内容に起因したものであるのかを統計的に分析する。 

 

オ 支払条件 

本事業の対価は、最低支払額、認知症予防事業にかかる成果連動支払額、認知症重症化予

防事業にかかる成果連動支払額からなる。 

最低支払額は、事業の実施に要する教材費や教室サポーターへの謝金である固定的な経

費に相当する額であり、全事業費の 21％を占める。評価の結果に関わらず、各年度末に支

払われる。 

認知症予防事業にかかる成果連動支払額は、全事業費の 73％であり、４つの成果指標の

達成状況に応じて、次表のとおり算出する。 

 

図表 3 認知症予防事業にかかる成果連動支払い額の算出方法 

成果指標 内容 ウエイト 

研修を受け、採用され

たサポーターの充足

率 

サポーター定員に対して、100％の充足率を達成し

た場合、全額を支払う。それ以下の場合は人数按分

により支払う。 

25％ 

８割以上の出席率を

記録した教室の回数 

出席率が８割以上となった回数が、全開催回数の

80％を超えた場合、全額を支払う。80％以下の場合

は、回数按分により支払う。 

25％ 

参加者の MMSE の点数

の変化 

受講開始時の MMSE が 22～26 点だった参加者のう

ち、受講後に 27 点以上に改善する割合が 40％を達

成した場合全額を支払い、40％を上回った（下回っ

た）場合、１％ごとに一定の金額を加算（減算）す

る。 

受講開始時の MMSE が 27 点以上だった参加者のう

ち、受講後も 27 点以上を維持する割合が 90％を達

35％ 



 
【令和２年２月時点】 

8 
 

成果指標 内容 ウエイト 

成した場合全額を支払い、90％を上回った（下回っ

た）場合、１％ごとに一定の金額を加算（減算）す

る。 

「通いの場」の成立と

継続的参加 

５か所の「通いの場」が、３か月以上継続して開催

される（１か所につき２％）。 

参加者の 25％が、「通いの場」に週１回以上参加す

る（参加者５％につき１％）。 

15％ 

（出所）公文教育研究会学習療法センター提供資料 

 

認知症重症化予防事業にかかる成果連動部分は全事業費の６％であり、３つの成果指標

の達成状況に応じて、下表のとおり算出する。 

 

図表 4 認知症重症化予防事業にかかる成果連動支払額の算出方法 

成果指標 内容 ウエイト 

研修を受けた学習療法

実践士の充足率 

研修を受けた学習療法実践士の数が、参加者数に

対して必要な数を超えた場合は全額を、それ以下

なら必要な数に対する実際の人数の割合を乗じ

て支払う。 

25％ 

学習回数の充足率 参加者のうち、予め設定した学習回数を超えて学

習した人が全体の 80％を超えた場合は全額を、そ

れ以下なら按分で支払う。 

25％ 

参加者の MMSE の点数の

変化 

受講開始時に測定した MMSE と比較して、受講後

に維持・改善が見られた参加者の数が 20％を超え

れば全額を、それ以下なら按分で支払う。20％を

上回った場合には、一定金額を上乗せして支払

う。 

50％ 

（出所）公文教育研究会学習療法センター提供資料 

 

カ 中間支援組織の役割 

本事業では、中間支援組織は設けていないが、成果指標の設定など事業化の検討にあたっ

ては、公文教育研究会学習療法センター及び慶應義塾大学が大きな役割を果たした。また、

事業開始後は、公文教育研究会学習療法センターが、当初の計画通り進行しているか確認す

るほか、事業全体のマネジメントを担っている。 
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事業名称：遊休耕作地を活用した認知症高齢者等の社会参加と認知症予防プロジェクト 

事業概要：認知症者の就労・社会参加、認知症者と共生する地域社会の実現、地域経済の

活性化を目指し、遊休耕作地での農業生産や観光事業を実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 奈良県奈良市 

社会的課題及び 

その背景 

奈良市では、高齢者数の増加に伴って認知症高齢者の数も増加

しており、認知症高齢者をはじめとした認知症者が共に暮らす

ことのできる地域社会の実現が課題となっている。また、人口

減少や産業構造の変化による地域経済の低迷から脱却するた

め、地域内に豊富に存在する遊休耕作地や観光資源の活用が試

みられているが、その担い手の確保が課題となっている。 

目指す成果 

認知症者に就労機会・社会参加の機会を創出し、地域共生社会

を実現することを目指す。また、遊休耕作地を活用した農業生

産活動、観光拠点整備を行うことで、地域経済の活性化を目指

す。 

サービス対象者 
奈良県若年性認知症サポートセンター等を通じて募集した認

知症者（認知症高齢者、若年性認知症者） 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 みずほ情報総研株式会社 

サービス提供者 一般社団法人 SPSラボ若年認知症サポートセンターきずなや 

資金提供者 なし 

第三者評価機関 なし 

中間支援組織 みずほ情報総研株式会社 

サービス内容 

奈良市内の遊休耕作地を活用し、SPS ラボ若年認知症サポート

センターきずなや、追分梅林組合、近畿大学農学部及び地域の

各団体の協力・支援を受けながら、認知症者が農業生産活動等

を通じて、特産品生産・観光拠点整備等を行う。これに対して、

経済活動の一環として、認知症者には賃金を支払う。具体的な

活動内容は以下のとおりである。 

■農福連携活動 1 

遊休耕作地において、みかん・薬草・梅の実・ハーブ・エディ

                                                      
1 障害者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組みの

こと。 
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ブルフラワー等の生産を行う。栽培した作物を商品に加工し、

現地や県内外で販売する。梅の実の生産にあたっては、梅林を

整備し、観光地としての魅力向上（追分梅林の再興）を目指す。 

■当事者のつどい 

認知症者当事者が集うための会を設置し、希望者に対し居場所

の提供（食事、運動、語らい、住民との交流等）を行う。 

■地域活動 

認知症者と地域住民が協働し、農業生産活動、地域の困りごと

等の解決を目指す。 

■歴史的資源と認知症と共に生きる社会を結びつけた観光活

動 

歴史的・文化的価値のある追分梅林を再興し、国内外からの来

訪者をターゲットとし、観光拠点としてレジャー活動・カフェ

運営等を行う。 

■認知症と共に生きる社会作りに向けた課題解決のための検

討フィールドの提供 

国内外からの視察団を受け入れ、認知症と共に生きる社会づく

りに向けた課題解決に関する検討の場を提供する。 

成果指標 
・農業生産物の販売、観光活動における年間収益額 

・寄付額 

事業期間 

令和元年７月～令和２年３月（９カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年７月～令和２年３月 

評価時期：令和２年３月 

支払時期： 

・最低支払：令和２年３月 

・成果連動支払：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 9,500千円 

最低支払額 

4,500千円 

【内訳】 

令和２年３月： 4,500千円 

 

成果連動支払額 

5,000千円 

【内訳】 

令和２年３月：4,500 千円 

財政効果 費目 介護給付費・医療費の適正化、税収の維持 



【令和２年２月時点】 

 

の試算 
金額 

本事業により、将来の介護給付費・医療費の適正化や税収の維

持が期待されるが、その金額は算出していない。 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

奈良市では、高齢者数増加に伴って認知症者が増加していることを背景に、認知症者が地

域で共に暮らすための地域づくりが必要となっている。特に、認知症者に対する就労・社会

参加に関する支援は、本人の生活の質の改善につながるほか、家族等の負担軽減や介護のた

めの離職の防止が図られることが期待されている。また、奈良市は歴史的観光資源が豊富な

地域でありながら、観光客の滞在時間が短く地域経済への波及効果が小さいこと、観光資源

の維持に要する費用の負担等が課題となっている。 

このような課題を背景とし、本事業のサービス提供者である SPS ラボ若年認知症サポー

トセンターきずなや（以下「きずなや」という。）では、平成 21年度頃より、若年性認知症

者を雇用した農作業活動や家族に対する支援を行っている。これまでの活動を通じて、地域

住民との協働や、地域の農業生産法人、近畿大学等の協力を得るなど、認知症者やその家族

が地域の一員として生活できる環境を構築してきたところである。しかし、これまでの活動

には、①法人からの寄付や一時的な補助金に頼った運営であったこと、②一部の住民はボラ

ンティアとして参加しているものの、活動の支え手の確保が難しいことが課題となってい

た。そこで、資金・人材面で安定的・継続的に事業を実施できる体制づくりに取組むことと

した。 

平成 29 年度は、厚生労働省平成 29 年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会

的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 29年度厚生労働省モデル事業」と

いう。）を活用し、事業計画の策定や成果指標の検討を行った。この際、きずなやのほか、

本事業の中間支援組織であるみずほ情報総研、奈良県及び奈良市、活動を支援していた農業

生産法人、近畿大学等とコンソーシアムを構成した。平成 30年度は、平成 29年度に策定し

た事業計画をもとに、厚生労働省平成 30年度保健福祉分野における民間活力を活用した社

会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 30 年度厚生労働省モデル事業」

という。）を活用して試行的に事業を実施した。これを踏まえて令和元年度は、令和元年度

保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業

（以下「令和元年度厚生労働省モデル事業」という。）を活用して本格的に事業を実施して

いる。なお、事業実施に要する費用は、厚生労働省からの委託費のほかに、本事業の趣旨に
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賛同する資金提供者からの寄付を受けて賄っている。将来的には、SIBを導入して民間資金

を活用することを計画している。 

 

イ 体制の詳細 

コンソーシアムの代表であるみずほ情報総研が厚生労働省と業務委託契約を締結してい

るが、事業の実施は、コンソーシアム構成員が役割分担を行っている。 

みずほ情報総研は、関係者間の調整、サービスの実施状況の確認、事業の取りまとめ、評

価を行う。 

きずなやは、みずほ情報総研からの再委託を受け、認知症者を雇用して特産品生産・観光

拠点整備を実施する。また、評価にかかるデータ収集を行い、みずほ情報総研にデータを提

供する。 

奈良県及び奈良市は、本事業に関連する情報提供や意見交換を行うほか、評価にかかるデ

ータの収集に関して助言や指導を行う。 

このほか、本事業を支援する地域の団体として、農業生産法人追分梅林組合（土地の無償

貸与、農作業サポートボランティア）、近畿大学農学部（農業技術支援、農作業サポートボ

ランティア）、G＆L共生研究所及び奈良女子大学（事業計画にかかる助言、マルシェ開催に

よる農産物販売協力）が、コンソーシアムに加わっている。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 29 年度は、平成 29 年度厚生労働省モデル事業を活用し、みずほ情報総研がきずな
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やと連携し、実現可能性調査として、コンソーシアム設立・事業計画の策定・ロジックモデ

ル等の検討を行った。平成 30年度は、平成 30年度厚生労働省モデル事業を活用し、試行的

に取組みを開始した。年度末には評価及び厚生労働省への報告を行った。令和元年度は、令

和元年度厚生労働省モデル事業を活用し、本格的に事業を開始した。年度末には、評価及び

厚生労働省への報告を行う予定である。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

本事業の実施にあたっては、認知症者の就労・社会参加により生み出される社会価値に

ついて、コンソーシアムとしてロジックモデルを作成した。ロジックモデルにおいては、

アウトカムを「初期アウトカム」「中期アウトカム」「長期アウトカム」に分けており、そ

れぞれについて下表のとおり成果指標を設定している。今後、事業を継続して実施する中

でこれらの成果指標に基づき評価を行い、指標設定の妥当性等を検証していく予定であ

る。 

 

図表 3 アウトカム及び成果指標 

時期 活動 アウトカム 成果指標 

初期 農福連携活動 就労の継続 延べ就労者数 

当事者のつどい 相談での語り 相談件数 

地域活動 居場所への参加 延べ参加者数 

歴史的資源と認知症と共

に生きる社会づくりを結

びつけた観光活動 

販売収益 年間収益額 

※成果連動支払の対象と

なる成果指標 

認知症と共に生きる社会

づくりに向けた課題解決

のための検討フィールド

当事者・住民等の協働機

会の創出 

協働活動に参加した住民

等の延べ人数 

課題解決に向けた議論の ラウンドテーブル参加団

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

平成30年度 令和元年度

応募準備
応募

事業化検討

平成29年度

契約締結
サービス提供

評価

支払

※1：平成30年度は試行的に実施した。
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時期 活動 アウトカム 成果指標 

の提供 実施 体数 

視察団の来訪 延べ視察人数 

中期 農福連携活動 本人・家族の生活の質向

上 

EQ5D5L 指標 2 

Zarit介護負担尺度 3 

当事者のつどい 地域全体の相談件数の増

加 

相談件数 

地域活動 活動量の増加 自宅以外での活動時間 

歴史的資源と認知症と共

に生きる社会づくりを結

びつけた観光活動 

介護離職の防止 就業状況の把握 

認知症と共に生きる社会

づくりに向けた課題解決

のための検討フィールド

の提供 

認知症者の就労収入の獲

得 

支払額 

住民の認知症に対する理

解深化 

認知症に関するアンケー

ト調査 

地域共生活動の継続実施 協働活動に参加した住民

等の延べ人数 

長期 当事者のつどい ADL4、IADL5の維持 FIM6 

地域活動 行動、心理症状の状態維

持 

MMSE7 

                                                      
2 健康関連の生活の質を測定する評価尺度。移動の程度、身の回りの管理、普段の活動、痛み/不快感、

不安/ふさぎこみの５項目の質問から構成される。 
3 介護負担の大きさを測定する尺度。介護を行う人に対して 22項目からなるアンケートを行って測定す

る。 
4 他社の力を借りずに日常生活を送るための最低限必要な動作（起居、移乗、移動、食事、更衣、排泄、

入浴、整容）。 
5 日常生活の複雑な動作（電話の使用、財産管理、買い物、乗り物の利用、服薬管理、食事の準備、掃除

などの家事、洗濯） 
6 ADLを評価する手法。運動項目と認知項目からなり採点を行う。点が高いほど介護の必要性が低い（ADL

が高い）ことを示す。 
7 認知症の疑いを判断する検査であり、国際的に使用されている。検査項目は、時間の見当識、場所の見

当識、即時想起、注意と計算応力、遅延再生、呼称、読字・復唱、言語理解、文章理解、文章校正、図形

的構成、図形的能力の 11項目。 
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時期 活動 アウトカム 成果指標 

農福連携活動／歴史的資

源と認知症と共に生きる

社会づくりを結びつけた

観光活動／認知症と共に

生きる社会づくりに向け

た課題解決のための検討

フィールドの提供 

困ったときに家族以外の

相談相手がいる 

コミュニティへの参加に

より自身が抱える問題が

解決されることへの認

識・評価 

本事業の認知度 

（出所）みずほ情報総研提供資料 

② 評価方法 

上記の成果指標のうち初期アウトカムについては、きずなやが毎月作成する事業の実

施記録により把握する。中期アウトカムについては、きずなやが毎月作成する事業の実施

記録に加え、一部の項目は年度当初及び年度末時点においてきずなやが把握する。また、

長期アウトカムについては、年度当初及び年度末時点においてコンソーシアムが参加者

へのアンケート調査を行い把握するほか、他の地域におけるデータとの比較を行うこと

を検討している。 

みずほ情報総研は、把握したデータをもとに評価を行い、その結果を厚生労働省へ報告

する。 

 

オ 中間支援組織の役割 

みずほ情報総研は、コンソーシアムの代表として、立ち上げ期にはコンソーシアム構成員

と共に、事業計画の策定、ロジックモデルの作成や成果指標の設定等を行った。サービス提

供期には厚生労働省と契約を締結し、きずなやへの再委託を行っているほか、関係者間の調

整、サービスの実施状況の確認、事業の取りまとめを行っている。 

また、評価期には、データを分析して評価を行い、厚生労働省への報告を行っている。 
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事業名称：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 

事業概要：ホームタウンである美馬市の「美と健康」のまちづくりを推進し、運動習慣の

定着と将来的な医療・介護給付費の適正化を目指して、徳島ヴォルティスを含む複数の

サービス提供者が連携して開発したヴォルティスコンディショニングプログラム 1を市

民に提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 徳島県美馬市 

社会的課題及び 

その背景 

美馬市では「美と健康」のまちづくりを推進している。また、

高齢化の進行に伴って増加する医療費・介護給付費の適正化が

課題となっている。 

一方で、徳島ヴォルティスは、従来から運動習慣の定着を目的

とするスポーツ教室などの地域貢献を行ってきたが、あくまで

ボランティアであるため本業（サッカーの試合や練習等）と比

べて優先順位は低く、結果的に十分な人的・経済的資源をかけ

ることができず、そのために地域に明確な成果が出ていないと

いう問題意識があった。地域に根付くクラブチームとして、地

域に成果が生まれる規模で地域貢献を実施したいという思い

があり、そのためには地域貢献であっても責任ある形で事業を

実施することで費用を賄うためのビジネスモデルが必要であ

った。 

目指す成果 
運動機能を改善して運動習慣の定着を図り、将来的な医療費・

介護給付費の適正化を目指す。 

サービス対象者 

姿勢の悪さや慢性的な痛みを感じる 20 歳以上の市民約 1,800

人（治療が必要な場合や、病気・けがで既に治療中の人、要介

護（要支援）認定者は除く。） 

事
業
関
係
者 

委託者 美馬市 保険福祉部 

受託者 徳島ヴォルティス株式会社 

サービス提供者 
徳島ヴォルティス株式会社、大塚製薬株式会社、株式会社 R-

body project、株式会社タニタヘルスリンク 

資金提供者 株式会社阿波銀行、徳島県信用保証協会 

第三者評価機関 なし（※） 

                                                      
1 動作評価に基づいたトレーニングの指導手法をマスターした徳島ヴォルティスのコーチによる運動プロ

グラムとサプリメントの提供、活動量等の計測を行うサービスの総称。 
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※筑波大学がヴォルティスコンディショニングプログラム（以

下「プログラム」という。）内容を含む事業全体を監修する。 

中間支援組織 株式会社日本総合研究所 

サービス内容 

プログラム参加者は１クール 100人とし、クールごとに８週間

のプログラムを提供する。プログラムは年間４クール（初年度

及び最終年度は３クール）実施する。 

プログラムは徳島ヴォルティスのコーチが提供する。 

まず、参加者の健康状態等に関する事前アンケート、姿勢の撮

影や身体機能をチェックする。次に、集合トレーニング（ヨガ

マットを活用した軽微な運動を週１回）、ボディメンテゼリー

摂取（週２回）、ICTデバイスによる活動量データレコード（週

１回チェック）等から構成されるメニューを合計９回提供す

る。最後に、姿勢の撮影や身体機能を再度チェックする。その

後約３週間後に、事後アンケートを実施する。 

成果指標 
運動習慣の改善度 

基本チェックリスト 2の改善度（65歳以上のみ対象） 

事業期間 

平成 31 年４月～令和６年３月（５年間） 

【内訳】 

サービス提供期間： 

・令和元年度：令和元年７月～令和２年３月 

・令和２年度：令和２年４月～令和３年２月 

・令和３年度：令和３年４月～令和４年２月 

・令和４年度：令和４年４月～令和５年２月 

・令和５年度：令和５年４月～令和５年 11月 

評価時期： 

・令和元年度：令和元年９月、12月、令和２年３月 

・令和２年度：令和２年６月、９月、12月、令和３年３月 

・令和３年度：令和３年６月、９月、12月、令和４年３月 

・令和４年度：令和４年６月、９月、12月、令和５年３月 

・令和５年度：令和５年６月、９月、12月 

支払時期： 

・令和元年度：令和２年４月 

・令和２年度：令和３年４月 

・令和３年度：令和４年４月 

                                                      
2 地方公共団体が介護状況を把握するために用いるリスト。25項目からなる。 

参考 URL：https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/dl/tp0313-1a-11.pdf 



【令和２年２月時点】 

 

・令和４年度：令和５年４月 

・令和５年度：令和６年１月 

※最終年度である令和６年２月～３月については、事業全体の

成果のとりまとめや評価、課題検討などを行う期間として確保

している。 

契
約
金
額 

総額 38,400 千円（初年度は別途契約有） 

最低支払額 35,400 千円 

成果連動支払額 

3,000千円（上限） 

【内訳】 

・基本チェックリスト改善度：2,400 千円 

・運動習慣の改善度：600千円 

※参加者数が目標値の３分の１に達成しなかった場合は、基本

チェックリスト改善度、運動習慣の改善度に基づく成果連動支

払額の上限がそれぞれ２分の１に減額される。 

財政効果

の試算 

費目 

医療費（運動習慣のない者が運動習慣を持つことで運動機能が

改善することによる削減額。市負担分） 

介護給付費（基本チェックリストにおける運動機能の項目５問

中３問以上「問題がある」に該当する者が、５問中２問以下に

改善することによる削減額。市負担分） 

金額 

4,485千円 ※支払額は除いていない。 

医療費：５年間合計の参加者 1,800人の中で、運動習慣のない

人（720人想定）のうち６割の人（432人）が、運動習慣を持つ

ことで運動機能が改善すると、医療費が約 185千円改善する。 

介護給付費：５年間合計の参加者 900人の中で、基本チェック

リストにおける運動機能の項目５問中３問以上「問題がある」

に該当する人（213人想定）のうち７割の人（149人）が基本チ

ェックリストにおいて５問中２問以下に改善すると、介護給付

費が約 4,300 千円（市、第１号被保険者分）改善する。 

国の補助の活用の有無 

経済産業省平成 30 年度健康寿命延伸産業創出推進事業（中間

支援組織の派遣） 

地方創生推進交付金 

債務負担行為の有無 あり（５年間） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 

令和元年９月に初年度第１クールのプログラム提供が完了し

た。同年９月末に評価した結果、運動習慣の改善度については、

プログラム参加前は 30 分以上の運動を週０～１回しか行って
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いなかったサービス対象者 54人のうち 27人が、プログラム参

加後は 30 分以上の運動を週２回以上実施するようになった。

また、65歳以上のサービス対象者のうち基本チェックリストに

３項目該当していた３人全員は、プログラム参加後、該当する

項目がなくなった。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

 徳島ヴォルティスは徳島県内の市町村を活動拠点とする四国初の Jリーグチームである。

発足時から、地域貢献とサポーター拡充を目的として、子供から高齢者まで幅広い世代に対

してスポーツ教室等を展開している。 

しかしながら、徳島ヴォルティスは、これらの取組はあくまでボランティア活動であるた

め本業（サッカーの試合や練習等）に対する優先順位は低く、結果的に十分なリソースをか

けることができず、そのために地域に明確な成果が出ていないという問題意識があった。一

方、収益事業として展開するには、売上を確保できる層（富裕層、勤労世代等）のみを対象

とせざるを得ず、子供や高齢者等幅広い世代が参加できるという良さが失われる可能性が

ある。そのため、徳島ヴォルティスのスポンサーである大塚製薬は、地方公共団体にとって

メリットがある成果を創出し、それに応じた支払を得ることができる SIBであれば、収益事

業化の可能性があると考え、検討を開始した。 

 大塚製薬及び徳島ヴォルティスは住民の健康に貢献できるサービスを開発するとともに、

SIB 事業の委託者となり得る地方公共団体の探索を行った。その中で、徳島ヴォルティスの

ホームタウンであり、かつ「美と健康」のまちづくりを推進する美馬市が強い関心を示した。

これを受けて美馬市と大塚製薬は、美馬市の「美と健康」のまちづくりを推進するための連

携協定を締結し、その中の１つの取組として、本 SIB事業を行うこととした。 

 美馬市と大塚製薬の連携協定締結後、美馬市、大塚製薬及び徳島ヴォルティスは、サービ

スの具体化を進めた。その結果、本サービスの目的について、徳島ヴォルティスが地域貢献

として幅広い世代に関わり、かつ、現在医療や介護支援を受けていない人の健康を維持する

こととした。これに基づき、大塚製薬及び徳島ヴォルティスが主導し、複数の事業者と連携

してサービス内容の詳細を検討した。 

 平成 30 年度経済産業省健康寿命延伸産業創出推進事業（以下「平成 30 年度経済産業省

事業」という。）が提供する SIB事業の個別支援として派遣された日本総合研究所を中間支

援組織とし、日本総合研究所が中立的な立場で成果指標や支払条件等の設定、行政コスト削

減額の試算の支援をした。 

 予算の確保については、美馬市が、本 SIB事業実施に要する費用を算定し、それを踏まえ

て予算額を設定した。美馬市庁内は本 SIB事業に対して、徳島ヴォルティスの活動により地

域住民の健康増進がさらに期待できる点を評価し、新規事業であるものの大きな異論なく
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庁内合意を得て、予算を確保することができた。また、受託者の選定においては、立ち上げ

期の段階から、美馬市は、地元の事業者として徳島ヴォルティスが本 SIB事業を行うことを

前提としていたため、公募による選定は行わなかった。 

 

イ 体制の詳細 

美馬市と徳島ヴォルティスは業務委託契約を締結した。 

徳島ヴォルティスは、美馬市との業務委託契約締結を受けてから、大塚製薬とともに地元

金融機関からの資金調達を目指して資金提供者の探索を行った。その結果、阿波銀行からの

資金調達が実現した。美馬市からの支払の一部は成果連動であるため、成果連動支払リスク

（成果が出なければ美馬市から支払がなく、調達した資金を回収できないリスク）は阿波銀

行が負う。ただし徳島ヴォルティスは徳島県信用保証協会の保証を付保しているため、仮に

成果連動支払がない場合は、徳島県信用保証協会が徳島ヴォルティスによる阿波銀行に対

する返済の一部を負う。 

徳島ヴォルティスが中心となり、大塚製薬、R-body Project、タニタヘルスリンクと協議

しながら、プログラムを開発した。開発後、徳島ヴォルティスがサービス対象者にプログラ

ムの提供等のサービスを提供する。サービスは、初年度及び最終年度は、毎年３クール実施

し、２～４年目は毎年４クール実施する。 

事業の進捗確認について、サービス内容に関する協議（サービス提供が予定とおり実施さ

れているかの確認、サービス提供の中で発生する問題の把握と解決策の検討等）を徳島ヴォ

ルティスをはじめ大塚製薬、R-body Project、タニタヘルスリンクと美馬市で各クール終了

後に行う。これとは別に、美馬市は日本総合研究所に対して、美馬市への助言とともに、成

果指標や評価方法の再考の必要性の判定や、立ち上げ期には想定していなかった成果の探

索等を委託している。 

 評価は、各クール終了後に美馬市が行う。支払条件の確定と最低支払及び成果連動支払は

年度ごとに行う。 

 徳島ヴォルティスは美馬市から支払われた最低支払額及び成果連動支払額を阿波銀行へ

の返済に充当する。 
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図表 1 事業体制 

 
 

ウ 事業スケジュール 

平成 30年７月から平成 31 年３月の約８カ月間で導入可能性調査を行った。 

事業期間は、平成 31年４月から令和６年３月までの５年間である。初年度及び最終年度

は年間３クール設定し、クールごとに参加者を集めてプログラムを提供する。２～４年目は

年間４回クール設定し、クールごとに参加者を集めてプログラムを提供する。サービス提供

期間は、サービス内容を踏まえて徳島ヴォルティス及び美馬市が設定した。 

評価は各クール終了後に美馬市が実施し、年度末に支払額を確定させる。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、基本チェックリストの改善度及び運動習慣の改善度である。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

第1クール
第2クール
第3クール
第4クール
第1クール
第2クール
第3クール
第4クール
最低支払

成果連動支払

令和４年度 令和５年度

サービス提供

評価

支払

令和３年度令和２年度

庁内検討
導入可能性調査

契約締結

平成30年度 令和元年度
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基本チェックリストの改善度は、基本チェックリストの運動器の機能低下に係る項目

の改善により、一定の介護給付費の適正化が見込めることから、美馬市、大塚製薬、徳島

ヴォルティス、日本総合研究所による協議により、成果指標として設定した。運動習慣の

改善度は、週２回以上、１日 30 分以上の運動を行っていない人が運動習慣を有すること

により、一定の医療費の適正化が見込まれることから、美馬市、大塚製薬、徳島ヴォルテ

ィス、日本総合研究所による協議により、成果指標として設定した。 

各成果指標の目標値は美馬市、大塚製薬、徳島ヴォルティス、日本総合研究所が協議を

行って設定した。 

なお、参加者数が目標値の３分の１に達成しなかった場合は、基本チェックリスト改善

度、運動習慣の改善度に基づく成果連動支払額の上限がそれぞれ２分の１に減額される。 

 

図表 3 成果指標一覧 

成果指標 目標値 

基本チェックリスト改善度 

サービス利用者へのアンケートにより、65歳以上のプログ

ラム参加者で、厚生労働省「介護予防マニュアル改訂版」

に示された基本チェックリストにおける運動器の機能に

係る次の５項目中、プログラム開始時に３項目以上に該当

した者（以下「該当者」という。）の７割以上が、プログラ

ム修了後に２項目以下の該当に改善した者（以下「非該当

者」という。）に改善される。 

運動習慣の改善度 
サービス利用者へのアンケートにより、運動習慣のない者

の６割以上が運動習慣を有するようになる。 

（出所）美馬市提供資料 

 

② 評価方法 

本事業では第三者評価機関は設置していないが、プログラムの監修を含む事業全体の

監修は、大塚製薬が以前より助言を得ていた筑波大学名誉教授河野一郎氏が担っている。 

評価は事前事後比較法 3を採用した。 

徳島ヴォルティスはプログラム開始前にサービス対象者について、事前アンケートや

身体機能チェックを行い、サービス提供前の運動習慣や基本チェックリストの該当状況

を把握する。これと、プログラム終了３週間後を目安として行う身体機能の再度チェック

を比較することで改善度を算定する。 

美馬市は算定された改善度に基づき、各クールの成果達成状況を評価した上で、各年度

末に支払額を確定させる。 

                                                      
3 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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オ 支払条件 

 支払条件は、日本総合研究所提案の下、美馬市が徳島ヴォルティスと協議の上決定した。  

美馬市による支払は、最低支払と成果連動支払から構成される。最低支払額の内訳は、参

加者募集に要する実費、コーチ派遣料、プログラムサポート費用、ボディメンテゼリー費用、

活動量計費用等の事業実施に係る実費相当額である。 

成果連動支払額は、成果指標ごとに支払基準及び支払条件を設定している。成果連動支払

額は年間 600 千円である。美馬市の事務手続きを簡略化するために、支払は年度単位で行

う。成果指標ごとの支払基準値及び支払条件は以下のとおりである。 

 

図表 4 支払基準 

成果指標等 目標値 支払条件 

プログラム参

加者数 

※成果指標と位置

付けていないが、

成果連動の支払額

の基準額に影響す

る。 

１年目及び５年目：年間 300 人の

1/3以上 

２～４年目：年間 400 人の 1/3 以

上 

※１年目、５年目はプログラムが

年間３クール（各回 100名参加）、

２～４年目は年間４クール（各回

100名参加） 

各年度におけるプログラム参加者 

数の合計が、左記の参加者目標値

の３分の１を下回った場合は、成

果連動支払額の基準額（介護給付

費相当 480千円、医療費相当 120千

円、計 600千円）をそれぞれ２分の

１に減額する。 

基本チェック

リスト改善度 

サービス利用者へのアンケートに

より、基本チェックリストの該当

者の７割以上が非該当者に改善さ

れる 

目標値を満たすと、成果連動支払

額の８割を支払う。（目標値を満た

さない場合は、改善割合に応じて

設定した支払率を乗じた額を支払

う。）上限 480千円、下限０円 

運動習慣の改

善度 

サービス利用者へのアンケートに

より、運動習慣のない者の６割以

上が運動習慣を有するようにな

る。 

目標値を満たすと、成果連動支払

額の２割を支払う。（目標値を満た

さない場合は、改善率に応じて設

定した支払率を乗じた額を支払

う。）上限 120千円、下限０円 

（出所）美馬市提供資料 

図表 5 支払表（基本チェックリストの改善） 

業務委託料 
各年度の成果連動による委託料（基本チェックリストの改善）＝各年度の

成果連動による委託料（600千円）×0.8×下記の達成率による支払率 

成果指標 
・65歳以上のプログラム参加者で、厚生労働省「介護予防マニュアル改訂

版」に示された基本チェックリストにおける運動器の機能に係る次の５項
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目中、プログラム開始時に３項目以上に該当した者（「該当者」）のうち、

プログラム修了後に２項目以下の該当に改善した者 

非該当者の割合が 70％以上 

・階段を手すりや壁をつたわらず昇っているか 

・椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているか 

・１５分程度続けて歩いているか 

・過去１年間転んだことがあるか 

・転倒に対する不安が大きいか 

算出に用いる

達成率 

プログラム開始時「該当者」のうちプログラム修了時「非該当者」数／

プログラム開始時「該当者」数（小数点以下四捨五入） 

達成率 10％未満 10～19％ 20～29％ 30～39％ 40～49％ 50～59％ 50～59％ 70％以上 

支払率 0％ 10％ 20％ 40％ 50％ 70％ 90％ 100％ 

（出所）美馬市提供資料 

図表 6 支払表（運動習慣の改善） 

業務委託料    
各年度の成果連動による委託料（運動習慣の改善）＝各年度の成果連動に

よる委託料（600千円）×0.2×下記の達成率による支払 

成果指標 

プログラム開始時に運動習慣（１日 30分以上、週２回以上の運動 

習慣）のなかった参加者のうち、プログラム修了後に運動習慣を持つ 

ようになった者の割合が 60％以上 

算出に用いる

達成率 

プログラム開始時に運動習慣のなかった参加者のうちプログラム修了時

に運動習慣を持つようになった参加者数／プログラム開始時に運動習慣

のなかった参加者数（小数点以下四捨五入） 

達成率 10％未満 10～19％ 20～29％ 30～39％ 40～49％ 50～59％ 60％以上  

支払率 0％ 10％ 30％ 50％ 70％ 90％ 100％  

（出所）美馬市提供資料 
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図表 7 支払額内訳 

 令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 
合計 

成果連

動支払

額 

※上限 

基本チ

ェック

リスト

改善度 

480 

千円 

480 

千円 

480 

千円 

480 

千円 

480 

千円 

2,400 

千円 

運動習

慣の改

善度 

120 

千円 

120 

千円 

120 

千円 

120 

千円 

120 

千円 

600 

千円 

最低支払額 
9,000 

千円 

6,900 

千円 

6,900 

千円 

6,900 

千円 

5,700 

千円 

35,400 

千円 

合計 
9,600 

千円 

7,500 

千円 

7,500 

千円 

7,500 

千円 

6,300 

千円 

38,400 

千円 

※参加者数が目標値に達成しなかった場合は、基本チェックリスト改善度、運動習慣の

改善度に基づく成果連動支払額の上限がそれぞれ２分の１に減額される。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である日本総合研究所は、立ち上げ期に導入可能性調査を、サービス提供期

に美馬市への助言や事業期間中発生する可能性のある様々な課題検討（成果連動支払を対

外的に説明する方法、財政効果の試算結果の検証等）等を、評価期に美馬市の支援を主に担

っている。 

立ち上げ期に行う導入可能性調査の具体的な内容は、成果指標の素案作成、行政コスト削

減額の試算、支払条件の素案作成等である。 

サービス提供期は、前述のとおり美馬市に対する SIBに関する助言のほか、成果連動支払

を対外的に説明する方法、財政効果の試算結果の検証、さらにはサービス提供の状況に応じ

た成果指標や評価方法の再検討、立ち上げ期に想定していなかった成果の把握等を行う。 

評価期に行う支援の具体的な内容は、美馬市が評価を行う上での助言である。 
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事業名称：「ずっと元気！プロジェクト」 

事業概要：介護予防による介護給付費の適正化を目指し、65 歳以上の高齢者（数千人規

模）を対象に、社会参加促進サービス事業者の創意工夫を凝らした社会活動量を増やす

30以上の"オンライン"や"三密を避けたオフライン（対面）"でのプログラムを提供。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 愛知県豊田市 

社会的課題及び 

その背景 

・団塊の世代の後期高齢化（2025年問題）に伴う、急速な高齢

化の進展 

・新型コロナウイルスにより高齢者が外出を抑制 

→介護リスクの増大・急上昇、介護予防に早急に取り組む必要

性あり 

目指す成果 

趣味や運動、就労などにより、高齢者の方の“社会参加機会・

社会活動量”の増加を図ることで、介護リスクの低減を図り、

人との様々なつながりを得ることができることに加えて、“生

きがい”や“楽しみ”を得ることで、本市においてより「幸せ」

を感じられる暮らしの実現を目指す。 

サービス対象者 

豊田市内在住の 65歳以上の健康高齢者（要支援・要介護でない

方） 

※主たるターゲットは、70歳代を想定。参加者は、5,000人／

年規模 

事
業
関
係
者 

委託者 豊田市 企画政策部未来都市推進課 

受託者 
合同会社 Next Rise ソーシャルインパクト推進機構 

※ＳＰＣ 

サービス提供者 

20 以上の社会参加促進サービス事業者（スポーツ・健康、趣味・

エンタメ、コミュニケーション・就労、その他） 

※令和３年９月１日時点で 28事業者 

資金提供者 

Next Rise ソーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責

任組合（株式会社ドリームインキュベータ、株式会社日本政策

投資銀行、日本生命保険相互会社、株式会社 DI ソーシャルイ

ンパクトキャピタルにより組成） 

第三者評価機関 一般社団法人日本老年学的評価研究機構（JAGES） 

中間支援組織 株式会社ドリームインキュベータ 

サービス内容 

民間事業者の「とりまとめ組織」としての役割を担う合同会社

Next Rise ソーシャルインパクト推進機構が選定した多数の民

間事業者が、豊田市内在住の 65歳以上の高齢者に対して、社会
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活動量を増やす"オンライン"や"三密を避けたオフライン（対

面）"での双方向コミュニケーションを前提としたプログラム

（運動・趣味・エンタメ・就労など事業期間中に 30以上のプロ

グラムを展開）を提供する。 

成果指標 

・参加者数（プログラムに参加した人数） 

・継続者数（月一回以上の頻度で 計 6ヵ月間継続してプログラ

ムに参加している人数） 

・要介護リスク点数 1の低減度（事業期間中に要介護・要支援と

なっていない対象者の要介護リスク評価） 

・介護保険給付費削減額 

事業期間 

令和３年７月～令和８年６月 

【内訳】 

サービス提供期間：令和３年７月～令和８年６月 

評価時期：令和８年度中 

契
約
金
額 

総額 
事業費：約 500,000千円 

（この他に、第三者評価機関への委託料 50,000千円） 

最低支払額 150,000 千円 

成果連動支払額 

350,000 千円 

【内訳】 

・参加者数、継続者数：150，000千円 

・要介護リスク点数の低減度、介護保険給付費削減額：200，000

千円 

財政効果

の試算 

費目 介護保険給付費 

金額 1，000,000千円 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 あり（５年間） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 ― 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

 豊田市は、株式会社ドリームインキュベータ（以下、ＤＩ）からのＳＩＢの活用に係る

共同研究の提案を受け、同社とＳＩＢの活用に向けた調査・研究に関する覚書を締結し、

                                                      
1 千葉大学・一般社団法人日本老年学的評価研究機構の研究グループが開発した、高齢者が約 3年以内に

要支援・要介護になるリスクを評価する尺度。「バスや電車を使って１人で外出できるか」「15分位続け

て歩いているか」等の 10の質問と性別・年齢により算出する。 
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多分野において社会課題解決のための構想を描き、その実現のためにＳＩＢを活用する検

討を進めていた。 

 他方、豊田市においては、団塊の世代の後期高齢化、いわゆる 2025 年問題に対し、こ

れまでも重点施策として取り組んできたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、高

齢者の外出機会が減少しており、コロナフレイルとも呼ばれる新型コロナウイルスで自宅

に閉じこもりがちになることで心身が衰え、介護リスクが上昇することを喫緊の課題と受

け止め、予防に早急に取り組む必要があると考えていた。 

そこで、ＳＩＢを活用した第一弾の事業として、介護予防事業を開始することとした。 

なお、本プロジェクトにおいては、従来の介護予防のイメージとして思い浮かぶ運動と

いった分野だけでなく、趣味や就労といった様々な選択肢を提供することで、高齢者の方

の社会参加機会を増やすとともに、「いきがい」「楽しみ」「幸せ」を感じてもらうことで

介護予防の実現を目指すこととした。 

 

イ 体制の詳細 

まず、豊田市は、本事業実施のためにＤＩが設立したＳＰＣである合同会社 Next Rise 

ソーシャルインパクト推進機構（以下、ＮＲＳ）とサービス事業者の募集・選定等に係る

成果連動型の業務委託契約を締結した。また、第三者評価機関である JAGESと成果指標の

評価等に係る業務委託契約を締結した。 

ＮＲＳは、豊田市との契約締結を受けて、サービス対象者に社会参加促進サービス等を

提供する民間事業者の「とりまとめ組織」としての役割を担い、介護予防に係る成果指標

を達成するのに最も適した事業者（又は、事業者の集合体）を募集・選定する。同機構と

各事業者においても成果連動型の委託契約 2が交わされる。また、同機構は、市内事業者

のサービス開発や提供に関する助言の提供やサービスの実施状況の確認も実施する。 

ＮＲＳと契約を締結した市内事業者は、高齢者の社会活動量を増やす"オンライン"や"

三密を避けたオフライン（対面）"での双方向コミュニケーションを前提としたプログラ

ム（運動・趣味・エンタメ・就労など事業期間中に 30以上のプログラムを展開）を提供

する。 

ＮＲＳは、株式会社ドリームインキュベータ、株式会社日本政策投資銀行、日本生命保

険相互会社、株式会社 DI ソーシャルインパクトキャピタルにより組成された Next Rise 

ソーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責任組合から出資を受け、介護予防メニ

ューの事業費として各事業者への支払いに充てる。豊田市からの支払は一部成果連動であ

るため、成果連動支払リスク（成果が出なければ豊田市から支払いがなく、調達した資金

を回収できないリスク）は上記出資者が負う。 

なお、豊田市においては、事業財源として企業版ふるさと納税を活用することとし、多

                                                      
2 提供するサービスへの参加者、継続参加者の獲得人数実績に応じて、参加者一人あたり約 0.3 万円／

年、継続参加者一人あたり約 1.0 万円／年の報酬（参加者属性により額が多少異なる）を支払われる。 
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方面からの働きかけにより寄附団体を確保した。 

JAGESは、事業期間中の各年度に設定した成果指標に応じた成果達成状況の確認や介護保

険給付費削減効果の分析を実施し、その結果を豊田市に報告する。 

豊田市は、最低支払とともに、成果達成状況に応じて予め定めた支払基準に基づき、毎年

12月から翌１月頃に成果連動支払を行う。最終年度（令和８年度）、ＮＲＳは市から受け取

った５年間の成果連動支払額に応じて出資企業・個人に元本償還及び配当を行う。 

 

図表 1 事業体制

 

 

ウ 事業スケジュール 

豊田市は、令和元年度末から庁内検討を開始し、導入可能性調査（支払条件の設定、契

約形態の検討等）を行った。導入可能性調査は、ＤＩから助言を得ながら進めた。 

 また、行政コスト削減額の試算、ロジックモデルの構築とそれに基づく成果指標の設定

は、一般社団法人日本老年学的評価研究機構（以下、JAGES）からの助言を得て作成し

た。 

事業期間及びサービス提供期間は、令和３年７月から令和８年６月の５年間である。サ

ービス提供期間は、豊田市が、予算及び最終的な財政効果を踏まえて設定した。 

評価時期については、成果連動支払額の中で、参加者数及び継続者数は毎年度の 11月

末日時点での数値をもとに、豊田市が 12月から翌 1月頃にかけて内容を精査する。要介

護リスク点数の低減度及び介護保険給付費削減額の評価については、令和８年度中に第三
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者評価機関（JAGES）が行う。 

支払時期は、最低支払額については、毎年度４月（初年度のみ事業開始月）。成果連動

支払額の中で、参加者数及び継続者数については、毎年度の 12月末から 1月ころ。要介

護リスク点数の低減度及び介護保険給付費削減額については、令和８年度中とされた。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

本事業では介護予防に資する活動への参加による介護給付費の伸びの抑制を目標とし

ており、これに関連する成果指標として、参加者数、継続者数、要介護リスク点数の低減

度、介護保険給付費削減額の４つの指標を設定した。成果指標の設定にあたっては、科学

的根拠に基づいたものとすべく、JAGESの助言を得て、予防効果と相関が最も高いと考え

られる指標として、将来の介護リスクを判定するための指標と実際の介護保険給付費を

選んで設定した。 

 

図表 3 成果指標 

項目 内容 

参加者数 プログラムに参加した人数 

継続者数 月一回以上の頻度で 計 6 ヵ月間継続してプログラムに

参加している人数 

要介護リスク点数の低減度 要介護リスク点数の低減度（事業期間中に要介護・要支

援となっていない対象者の要介護リスク評価） 

介護保険給付費削減額 事業期間中に、要介護・支援となった対象者の介護給付

費（事業期間及び終了後） 

  （出所）豊田市  

 

② 評価方法 

第三者評価機関（JAGES）が、分析及び評価を行う。 

「参加者数」及び「継続者数」については、基礎データを毎月豊田市で収集・管理

し、その管理データを用いて成果を評価する。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

令和７年度 令和８年度

評価

支払

庁内検討
（導入可能性調査）

契約締結
サービス提供

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度令和元年度
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「要介護リスク点数の低減度」については、参加者にサービス提供開始時・終了時に

アンケートを取って評価する。アンケートの設問設定、集計は JAGESが行う。 

「介護保険給付費削減額」については、実際の介護保険給付データを用いて、JAGES

が事業期間終了後に、要介護・支援となった対象者の介護給付費の集計を行い、算定す

る。 

 

オ 支払条件 

支払いは、最低支払額と成果連動支払額からなる。最低支払額は、事業費総額の 30パー

セント（1.5億円）。また、成果連動支払は、成果指標ごとに以下の支払基準を設定し、それ

に基づいて成果の達成度に応じて支払う。事業費総額の 70パーセント（3.5億円）。 

両者の配分については、豊田市とＮＲＳとの協議により決定された。 

なお、支払条件の設定に際し、新型コロナウイルスの影響について特段明記することはし

ていない。 

 

図表 4 支払基準 

成果指標 支払い基準 

参加者数・継続者数 仕様書で定められた単価に基づき、人数分を支払う 

要介護リスク点数の低減度・介

護保険給付費削減額 

本事業の参加者と非参加者を比較し、その差に基づいて

報酬を支払う 

  （出所）豊田市  

 

図表 5 支払額内訳  

 令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

令和 8

年度 

成果連動支払額 

※上限 

参加者数 各年度実績に基づき、毎年度支払い 

（150,000千円÷５年×120％が各年の上限） 

― 

継続者数 

要介護リスク点数の低

減度 

― ― ― ― ― 評価結

果に基

づき支

払い 

（200,

000千

円） 

介護保険給付費削減額 ― ― ― ― ― 

最低支払額 30,000

千円 

30,000

千円 

30,000

千円 

30,000

千円 

30,000

千円 

― 

  （出所）豊田市  

 

キ 中間支援組織の役割 
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豊田市との委託契約関係はないものの、ＤＩは、豊田市とＳＩＢの活用に向けた調査・研

究に関する覚書を締結し、立ち上げ期に導入可能性調査と事業の準備を行うなど、中間支援

組織としての役割を担っている。 

導入可能性調査では、豊田市と協議し JAGESの助力を得ながら成果指標の設定、支払い条

件の設定、民間資金活用方法について助言した。事業の準備としては、具体的には本事業実

施のためにＳＰＣであるＮＲＳを設立したほか、資金提供者としてファンド（Next Rise ソ

ーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責任組合）を組成し、出資者を募った。 
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事業名称：東近江市版 SIB 事業 

事業概要：補助事業を成果連動型に転換して歳出の有効性を高めるとともに、地域の課

題を地域で解決する仕組みを構築。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 滋賀県東近江市 

社会的課題及び 

その背景 

東近江市は、従来の各種補助事業による補助金の使い方をチェ

ックする仕組みであることに対して、事業の効果が十分検証さ

れていないことに疑問を持っており、補助金改革が課題となっ

ている。 

また、東近江市は、住民主体の地域活性化や地域課題の解決が

必要であると考え、その仕組みづくりが課題となっている。 

目指す成果 

東近江市は、コミュニティビジネス支援をはじめ、複数の地域

課題の解決に資する補助事業を成果連動型に転換することで、

公的支出の効果を高めるとともに、地域の課題を地域で解決す

る仕組みを構築する。 

サービス対象者 

市内事業者や団体（採択事業者） 

年度 対象事業 

第１期（平

成 28年度） 

【コミュニティビジネス支援事業】 

・地元産木材を活用したおもちゃの商品化 

・廃食油を使ったリサイクル粉せっけんの意

義を伝える商品のリニューアル化 

・空き店舗を改修した地域拠点整備 

・地域の困りごとをサポートする仕組みづく

り 

第２期（平

成 29年度） 

【コミュニティビジネス支援事業】 

・市の花ムラサキを活用した化粧品開発 

・空き家を活用した地域の拠点づくり 

【中間的就労支援事業】 

・薪割り作業を通じた引きこもり支援 

・農作業と収穫物による商品開発を通じた引

きこもり支援 

・地域の困りごとを解決する多様な働く場の

創出による引きこもり支援 

第３期（平 【コミュニティビジネス支援事業】 
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成 30年度） ・政所茶（まんどころちゃ）1の高付加価値化と

体験型観光ツアー 

・産前産後の母親支援の仕組みづくり 

【世代を超えて地域でつくる子供の居場所事

業】 

・地域で育むこどもの居場所づくり 

・世代を超えてつなぐ障害のある方の就労支

援事業 

第４期（令

和元年度） 

【コミュニティビジネススタートアップ支援

事業】 

・地元産ぶどうを活用したワイン醸造を実現

する環境整備 

・空き家を活用したシェアオフィスの仕組み

づくり 

【若者支援事業】 

・福祉部門で働く若者が働く意義について考

える勉強会の開催 

【ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト】 

・空き家を活用したガリ版伝承によるまちづ

くりのプラン策定と空き家改修 

（出所）東近江三方よし基金事務局提供資料 

事
業
関
係
者 

委託者 ―（実施者：東近江市） 

受託者 ― 

サービス提供者 

公益財団法人東近江三方よし基金事務局 

（平成 28年度：東近江三方よし基金設立準備会） 

（平成 29年度：一般財団法人東近江三方よし基金） 

資金提供者 

地元企業、地元金融機関、地域住民 

※プラスソーシャルインベストメント株式会社が匿名組合 2を

組成し、各資金提供者は当該組合に出資する。 

第三者評価機関 東近江三方よし基金が設置する第三者委員会 

中間支援組織 公益財団法人東近江三方よし基金事務局 

サービス内容 東近江三方よし基金事務局は、市内事業者や団体から、各種補

                                                      
1 東近江市で栽培されている日本茶 
2 資金提供者が採択事業者の行う事業に対して出資を行い、東近江市が行う成果連動支払を資金提供者で

分配することを、資金提供者間で約束する契約形態である。 
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助制度の応募を受け付ける。 

応募する市内事業者や団体は、東近江三方よし基金事務局が設

置した選考会による審査を受け、採択された場合に事業を開始

する。採択事業者による事業終了後、採択事業者は実績報告書

を基金事務局に提出して成果目標の達成状況を報告する。審査

会はこれを踏まえて各採択事業者の成果の達成度を審査する。 

成果指標 

選考会が、各採択事業者の事業計画書に基づき、各採択事業者

と協議のうえ成果目標を決定する。 

※採択事業ごとの成果目標は「エ.評価手法 ①成果指標の設

定」参照。 

事業期間 

毎期 11 カ月間 

【内訳】 

第１期：平成 28年５月～平成 29年３月 

採択事業実施期間：平成 28年５月～平成 29年２月 

評価時期：平成 29年２月～３月 

支払時期：平成 29年３月 ※以下各期も同様 

第２期：平成 29年５月～平成 30年３月 

第３期：平成 30年５月～平成 31年３月 

第４期：令和元年５月～令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 

・コミュニティビジネススタートアップ支援事業：500千円/採

択事業 

・中間的就労支援事業：500千円/採択事業 

・世代を超えて地域でつくる子供の居場所事業：500千円/採択

事業 

・若者支援事業：1,000千円/採択事業 

・ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト：3,630 千円/採択

事業 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成 29 年度健康福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（第２期の

成果連動支払に充当） 

厚生労働省平成 30 年度健康福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（第３期の
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成果連動支払に充当） 

厚生労働省令和元年度健康福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（第４期の

成果連動支払に充当） 

国土交通省まちづくり分野におけるソーシャル・インパクト・

ボンドの活用調査検討に向けた実証事業（第４期の成果連動支

払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 ― 

成果実績 

※ここでは第１～３期の成果実績について記載する。 

第１～３期の全ての採択事業が、各採択事業者で設定した成果

目標を達成した。これをもって、東近江三方よし基金事務局は

東近江市から満額の成果連動支払を受け、これを原資として地

元企業や地域住民等の資金提供者に償還した。成果連動型補助

金は、採択事業者にとって成果達成の動機づけになっているこ

とが確認された。 

また、各採択事業では、事業実施中、資金提供した地域住民が

店舗に足を運び声掛けするなど地域で新たな交流が生まれた。

これが事業者の刺激にもつながり、成果の達成の一助となっ

た。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

東近江市では、平成 22年に実施した市研究会資金調達分科会にて、コミュニティファン

ド設置が提案された。また、平成 26年度、東近江市市民協働推進計画（平成 26～令和５年

度）においても、市民活動や地域の課題解決の基盤として市民ファンドの必要性が明記され

た。 

これを受けて、平成 27年度、東近江市では行政と市民が参加するコミュニティファンド

検討会を設置し、翌年度、当検討会は東近江三方よし基金設立準備会に発展した。東近江三

方よし基金設立準備会では、外部有識者より、EBPM3や海外の SIB 事業事例の紹介、成果連

動の重要性についての示唆を受けた。 

準備会での検討を受けて、平成 29 年度に一般財団法人東近江三方よし基金が設置され、

平成 30年度には、現在の公益財団法人東近江三方よし基金となった。 

前述の東近江三方よし基金設立準備会の運営中に、外部有識やより EBPM や海外の SIB事

                                                      
3 Evudence-based Policy Maikingの略で、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政

策目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすること。 
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業事例の紹介、成果連動の重要性についての示唆を受けたことがきっかけとなり、当準備会

の運営に関わっていた職員が中心となって、EBPM の必要性を認識し、成果志向を行政経営

に組み込む検討を開始した。検討の中で、庁内では、補助金の使い方を重視する従来の補助

事業について効果の検証がなされていない点が疑問視されてきた。そこで、①補助事業の有

効性を高めること、②東近江三方よし基金の目的でもある、地域の資金を活用して市民活動

や地域の課題解決を目指すこととし、市内事業者向けに補助金を交付していたコミュニテ

ィビジネススタートアップ支援事業を成果連動型に転換することとした。 

事業実施主体は東近江三方よし基金事務局が担うこととなった。庁内で検討を開始した

当初から、東近江市は地域の民間資金活用を方針としていたことから、東近江三方よし基金

事務局は、東近江三方よし基金設立準備会の座長である龍谷大学教授深尾昌峰教授が設立

したプラスソーシャルインベストメント株式会社と資金調達方法について検討した。 

第１期である平成 28 年度は、既存のコミュニティ支援事業を成果連動型に転換した。こ

の結果、全採択事業において成果が達成されたこと、また、地域住民が事業者を応援すると

いう地域交流が生まれ地域活性化につながった。この結果を受け、東近江市は、翌年度以降、

複数の支援事業に成果連動型を導入し、現在、東近江市版 SIB事業として実施している。 

なお、第２～４期は厚生労働省の健康福祉分野における民間活力を活用した社会的事業

の開発・普及のための環境整備事業を活用し、また、第４期は国土交通省まちづくり分野に

おけるソーシャルインパクトボンドの活用調査検討に向けた実証事業を活用した。 

 

イ 体制の詳細 

東近江三方よし基金事務局は、採択事業者を選考する選考会、採択事業者の成果を審査す

る審査会を設置する。選考会と審査会は同一の委員で、外部有識者、基金理事、東近江市職

員から構成されている。 

東近江三方よし基金、湖東信用金庫及びプラスソーシャルインベストメントにて社会的

投資推進協定を締結する。これを持って、湖東信用金庫はプラスソーシャルインベストメン

トに、地元企業や地域住民が出資する際の専用口座を提供する。加えて、湖東信用金庫とプ

ラスソーシャルインベストメントは、協定に基づき、資金提供者の募集や事業の周知を連携

して行う。 

東近江三方よし基金事務局は、プラスソーシャルインベストメントと業務委託契約を締

結する。これを受けて、プラスソーシャルインベストメントは、匿名組合を組成し、出資を

募るためのホームページを開設する。 

東近江三方よし基金事務局は、市内事業者や団体からの応募を受け付ける。応募する市内

事業者や団体は事業提案書を提出し、選考会の審査を受ける。応募する市内事業者や団体は、

事業提案書の中で事業内容に適した成果目標を提案し、それを基に選考会が協議を行い、選

考会が事業内容に沿った成果指標とその目標を設定する。 

採択事業者決定後、地元住民や地元企業が出資を行う。だれでも一口 20,000円から出資
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（償還率約 102％）できる。東近江市からの支払は全額成果連動であるため、成果連動支払

リスク（成果が出なければ行政から支払がなく、提供した資金を回収できないリスク）は地

元企業や地域住民等の全資金提供者が負う。 

プラスソーシャルインベストは、東近江三方よし基金事務局との業務委託契約に基づい

て、東近江三方よし基金事務局が採択事業者に交付する事業支援金として、出資金を採択事

業者に交付する。 

採択事業者は事業支援金を用いて事業提案書に基づいて事業を行う。プラスソーシャル

インベストメントは、採択事業者が成果目標を達成できるよう、採択事業者に必要に応じて

助言を提供する。 

採択事業者は２月までに事業を終了し、事業報告書を審査会に提出する。加えて、審査会

にて成果目標の達成状況に関する報告を行う。審査会はそれを踏まえて成果目標の達成度

を審査する。審査会が成果目標を達成していると判定した場合、東近江市が三方よし基金事

務局に補助金を支払い、東近江三方よし基金事務局はプラスソーシャルインベストメント

を介して、地元企業や地域住民等の資金提供者に償還する。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 27年度から東近江市庁内において、補助事業の成果連動型への転換について検討を

行った。 

毎年度の事業期間は、従来の補助制度と同様に、当該年５月から翌年３月までの約 11カ

月間である。そのうち採択事業者が事業を行う期間が約 10カ月間、審査会による審査を行

う期間が約１カ月間である。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

応募する市内事業者や団体は、事業提案書の中で事業内容に適した成果指標とその目

標を提案し、それを基に選考会が協議を行い、選考会が成果指標とその目標を設定す

る。 

採択された市内事業者や団体に対して選考会が設定する成果目標には、定量的な目標

と定性的な目標がある。 

 

図表 3 各採択事業の成果指標一覧 

第１期（平成 28 年度） 

空き店舗を改修した地域拠

点整備 

① サポーターの増加 

② 経営計画策定 

③ 空き家管理ノウハウの取得 

④ サポーターの交流会開催 

地元産木材を活用したおも

ちゃの商品化 

① 販売先の具体的計画策定 

② 森林組合が提携先になっている 

③ 商品パッケージの具体的展開確定 

粉せっけんの意義を伝える

商品のリニューアル化 

① 商品パッケージの具体的な展開確定 

② モニター100人使用による感想・改善点を把握 

③ 事業の立ち上げプラン策定 

④ 試作品の完成 

地域の困りごとをサポート

する仕組みづくり 

① 拠点整備完成 

② 雇用開始 

③ 関係者の増加 

④ 困りごと解決事業の開始 

第２期（平成 29 年度） 

市の花ムラサキを活用した

化粧品開発 

① ホームページを構築し、ホームページからの直販が  

来るようにする。 

② 特産品「シコンコスメ」の販路獲得のための営業を

30社以上に対して行う。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

第１期 第２期 第３期 第４期

協定・契約締結
採択事業実施

審査
成果連動支払

平成30年度

庁内検討

令和元年度平成27年度 平成28年度 平成29年度
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③ 特産品「シコンコスメ」の販売契約を 10社以上と

締結する。 

空き家を活用した地域の拠

点づくり 

① カフェを活動の拠点と位置づけ、運営が継続するよ

う来客数の増加を図るためのマーケティングを行

う。 

② 拠点の情報発信を担う人材が５名以上育成されてお

り、その人材の情報が公開され、情報発信が実践さ

れている。 

③ 拠点において講座を開催する人材（有償ボランティ

ア）が３名以上登録され、その人材の情報が公開さ

れ、講座が実践されている。 

薪割り作業を通じた引きこ

もり支援 

① 中間就労の見える化に取り組むことで、新規で 4名

の利用者を増やす。 

② 環境と福祉の融合を行政と共に広報していくこと。 

③ 一般就労に移行する利用者を１名以上。 

農作業と農作物を活用した

商品開発を通じた引きこも

り支援 

① 中間就労の場を見える化する具体策を実現する。 

② 地域特性を踏まえた連携の方法、様々な主体をつな

ぐネットワークをつくる。 

③ 新規の利用者を 15名以上。 

地域の困りごとを解決する

多様な働く場を創出して引

きこもり支援 

① 中間就労の場を見える化する具体策を実現する。 

② 地域特性を踏まえた連携の方法、様々な主体をつな

ぐネットワークをつくる。 

③ 新規の利用者を 15名以上。 

第３期（平成 30 年度） 

地域で育むこどもの居場所

づくり 

① つながりの増加（関係者にアンケート調査にて確

認） 

② 団体の状態の変化（相談できる人が増えた人数） 

③ 地域の状態の変化（地域の子供に関する課題を知っ

ている人数。出資者へのアンケートにて確認） 

世代を超えてつなぐ障害の

ある方の就労支援事業 

① つながりの増加（保護者アンケート調査にて確認） 

② 団体の状態の変化（相談できる人が増えた人数） 

③ 地域の状態の変化（障害のある子供たちの課題を知

っている人数。出資者へのアンケート調査にて確

認） 

政所茶の高付加価値化とブ

ランディング 

① 生産コスト３倍の価値を購入してくれる人を獲得す

るためのマーケティング（アンケート等の調査、販

促活動）の実施 

② マーケティング調査を踏まえたモニタリングツアー

の実施 

③ 政所茶の物語やモニターによる評価をとりまとめ、

それらを情報発信するウェブサイトを開設 

産前産後の母親支援の仕組
① 活動のミッション、コンセプトを踏まえた８種類の

イベントを企画開催 



【令和２年２月時点】 

 

みづくり ② イベント等への参加者対象アンケートによるニーズ

の把握 

③ 団体ならではの「子育てシステム」を次年度から運

用できる事業計画の作成 

第４期（令和元年度） 

空き家を活用したガリ版伝

承によるまちづくりのプラ

ン策定と空き家改修 

① 地域住民対象の意見交換会等を通じた本事業の周知 

② ビジネスプランの具体策の明記 

③ ガリ版秘術等の伝承を担う専門事務官の設置 

④ 工房として活用できるよう空き家のリノベーション

完了 

福祉部門で働く若者が働く

意義について考える勉強会

を開催 

① 勉強会による参加者の気づきの獲得 

② 課題解決思考ではなく価値創造思考ができる「共感

できることコトバ」の獲得 

③ 価値創造思考でとらえ直した事例の見える化 

地元産ぶどうを活用したワ

イン醸造を実現する環境整

備 

① 8,000本のワインの販路計画の作成 

② SNSを活用したワイン日記の週１回以上の発信 

③ 醸造技術を習得し、成果報告会に実物を持参 

空き家を活用したシェアオ

フィスの仕組みづくり 

① ペルソナ（サービス・商品の典型的な利用者像）を

設定した広報活動 

② 市内外で月額利用オーナー10人の募集 

③ 地域とのつながりの構築（自治会との連携プログラ

ムづくり） 

（出所）東近江市 SIBホームページ、東近江三方よし基金事務局提供資料 

 

 ② 評価方法 

採択事業者は採択事業終了後、事業報告書を審査会に提出する。加えて、審査会にて

成果目標の達成状況に関する報告を行う。審査会はそれを踏まえて成果目標の達成度を

評価する。 

 

オ 支払条件 

審査会が、採択事業者が成果目標を達成したと評価した場合、東近江市は東近江三方よし

基金事務局を通じて地元企業や地域住民等の資金提供者に償還を行う。 

 

図表 4 支払基準 

事業名 支払基準 

コミュニティビジネス支援事業 500千円/採択事業 

中間的就労支援事業 500千円/採択事業 

世代を超えて地域でつくる子供の居場所事業 500千円/採択事業 

コミュニティビジネススタートアップ支援事業 500千円/採択事業 
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事業名 支払基準 

若者支援事業 1,000千円/採択事業 

ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト 3,630千円/採択事業 

（出所）東近江三方よし基金事務局提供資料 

 

カ 中間支援組織の役割 

東近江三方よし基金事務局は、地域の資源（資金含む）を活用した地域の課題解決を目指

しており、市民や市内事業者から出資を受けて、出資者と協力しながら拠出先を決め、運用

している。本事業においても、立ち上げ期に、プラスソーシャルインベストメントと検討を

行い、市民や地元企業から資金を集める方法として、出資を募り、採択事業者の成果目標の

達成状況に応じて償還する仕組みを構築した。 

 



事業名称：地域力強化のためのローカルログイン 1推進事業 
事業概要：障害の有無、老若男女に関わらず１人ひとりが持つ情熱や希望、能力が発揮で

きる環境づくり「ローカルログイン」の推進。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 福岡県久留米市 

社会的課題及び 

その背景 

全国的に、障害者福祉等の保健福祉分野では、公助への依存が

強まっている。このため、財政負担は膨らむ一方で、地域コミ

ュニティの分断（つながりの希薄化）が進み、住民主体による

支え合い等の自助・互助の力（地域力）、自治力は弱まってきて

いる。また、単身世帯化、貧困化、孤立化、災害多発、耕作放

棄地、空き家等、地域が抱える課題は多様化、複雑化しており、

分野縦割りの全国画一されたサービスでは十分な対応はでき

なくなっている。公的サービスを支える税収とサービスの需要

のバランスが崩れており、単に障害者福祉サービス等を提供す

るのではなく、その成果を可視化しながら新たな資金の流れで

地域の資源や人材を掛け合わせて地域課題を解決していくエ

コシステム創りの実現が課題となっている。 

目指す成果 

地域住民が主体となり、地域資源を最大限活用しながら、サー

ビスの提供者と対象者というこれまでの関係性にとらわれず

に、世代や性別を超えた多様な主体（担い手）による社会的事

業を創出しながら、地域のつながりを強めることで、多様な社

会的課題をみずから解決していける地域社会の形成を目指す。 

サービス対象者 
プロジェクトにより異なる（障害者、子ども、地域住民等） 

（第１～３期で計 20プロジェクトを実施） 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 社会福祉法人 拓く 

サービス提供者 
プロジェクトにより異なる 

（第１～３期で計 20プロジェクトを実施） 

資金提供者 

第１期：社会福祉法人拓く、銀行、社会的活動利用者 

第２期：社会福祉法人拓く、社会医療法人天神会、寄付者 

第３期：各社会的事業が総事業費の半分を資金調達、ポレポレ

祭り実行委員会 

第三者評価機関 

特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会（第１～２

期） 

NPO法人ドネルモ（第３期） 

中間支援組織 久留米コンソーシアム（代表：社会福祉法人 拓く） 

サービス内容 
複数のサービス提供者がそれぞれプロジェクトを行う。 

・事例１ 「ほんによかね会」：地域食堂の運営、ほか 

                                                      
1 自分が住んでいる地域に目を向け「自分なりの地域との関わり方」を見つけること。 



・事例２「輪をつくろう」：障害がある子どもと親が集える「お

しゃべり会」の開催、ほか 

・事例３「世代力発 DEN所 みやの人」：耕作放棄地の開墾と野

菜農園づくり、防災マップ作成に向けた意見交換会、

ほか 

・事例４「6000 人みんなが顔見知り町 長門石」：ニュースポー

ツ体験会、まち歩き下見ツアー、ほか 

・事例５ 「異文化力発電所」：ケニアフェアの開催、ほか 

・事例６「もうひとつの家」：ボランティアによる土曜日宿泊サ

ービス（土曜日里親）、ほか 

以上、これまでに行ったプロジェクトから抜粋 

成果指標 

各プロジェクトにより異なり、詳細は非公表だが、「プロジェク

トの利用者数」や「プロジェクト参加者の定性的な変化」等が

ある。 

事業期間 

第１期：平成 29年７月～平成 30年３月（９カ月間） 

第２期：平成 30年８月～平成 31年３月（８カ月間） 

第３期：令和元年７月～令和２年３月（９カ月間） 

【内訳】 

第１期： 

サービス提供期間：平成 29年７月～平成 30年１月 

複数のプロジェクトを並行して実施しており、プロジェクトに

より異なる。 

評価時期：平成 30年２月 

支払時期： 

・最低支払：平成 30年３月 

・成果連動支払：平成 30年３月 

第２期： 

サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年１月 

複数のプロジェクトを並行して実施しており、プロジェクトに

より異なる。 

評価時期：平成 31年２月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

第３期： 

サービス提供期間：令和元年７月～令和２年１月 

複数のプロジェクトを並行して実施しており、プロジェクトに

より異なる。 

評価時期：令和２年２月 

支払時期： 

・最低支払：令和２年３月 

・成果連動支払：令和２年３月 

 



契
約
金
額 

総額 

第１期：10,000千円 

第２期： 9,000千円 

第３期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 4,500千円 

【内訳】 

・平成 30年３月： 4,500 千円 

第２期： 4,000千円 

【内訳】 

・平成 31年３月： 4,000 千円 

第３期： 4,500千円 

【内訳】 

・令和２年３月： 4,500千円 

成果連動支払額 

第１期： 5,500千円 

【内訳】 

・平成 30年３月： 5,500 千円 

第２期： 5,000千円 

【内訳】 

・平成 31年３月： 5,000 千円 

第３期： 5,000千円 

【内訳】 

・令和２年３月： 5,000千円 

財政効果

の試算 

費目 

プロジェクトにより様々だが、例えば第１期のプロジェクトの

ひとつに障害者の自立を目標にしたものがあり、このプロジェ

クトによりサテライト型居住 2の障害者が１人暮らしに移行で

きた場合、それまで障害者支援に拠出していた福祉サービスに

係る公費が削減できる。 

金額 

（障害者支援の例）約 77千円／人・月 

（１人暮らしに移行できた場合の介護保険事業に係る公費削

減額） 

※支払額は除いていない。 

国の補助の活用の有無 

第１期： 

厚生労働省平成 29 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第２期： 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第３期： 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

                                                      
2 障害者が、食事や余暇活動といったコミュニケーションをはかる場所とは別に、１人暮らしに近い状態

で生活を送ることができる住居。 



した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 

詳細は非公表のため不明だが、第１期における成果が成果指標

の上限を超えたため、最低支払額及び成果連動支払額の上限の

合計である 10,000千円が厚生労働省から支払われた。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

 社会福祉法人拓くが声かけ役となって、それ以前から既に福祉事業等を実施していた事

業者、会計・法律の専門家、日本ファンドレイジング協会から構成されるコンソーシアムを

組成し、厚生労働省平成 29年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開

発・普及のための環境整備事業（以下「平成 29年度厚生労働省モデル事業」という。）に応

募した。 

第１期は、小中学校区単位で、民間（住民をはじめ企業や団体等）の「こんなことやって

みたい」という発意・発想と「地縁型」「テーマ型」「若い世代」などのコミュニティを融合・

再編した以下の６つの社会的プロジェクトを実施した。 

・安武小学校区における、交通弱者や耕作放棄地といったテーマを住民参加で解決を図る

「ほんによかね」プロジェクト 

・障害者の自立生活のための訓練を促す「もうひとつの家」プロジェクト 

・障害児の親のコミュニティ形成を助ける「輪をつくろう」プロジェクト 

・幼稚園児が自然の中で遊ぶ機会を提供する「子ども農トレ」プロジェクト 

・地域課題の解決を主導できる若者の人材を発掘する「次世代の担い手発掘」プロジェクト 

・地域課題の解決に向けたコミュニティづくりや、専門家による研修の開催等を実施する

「コミュニティ・オーガナイズ研修」プロジェクト 

第２期は、今までの社会課題解決を中心とした地域活動の展開ではなく、若い世代の興

味・関心に基づく地域活動の展開と、異文化・異分野・異世代の掛け合わせで多様な背景を

持つ人々同士が新たな発想を生み出すプラットフォーム創りに着目し、以下のような新た

なプロジェクトを実践した。 

・異文化理解を深めるために、アフリカ音楽の祭りの開催やベトナム料理の商品開発等を行

う「異文化力発電所」プロジェクト 

・女性を中心としたコミュニティ形成を促す「久留米 10 万人女子会 WeLAB46」プロジェク

ト 

 第３期は、事務局に久留米市（地域福祉課、協働推進課、子ども未来部）、社会福祉協議

会が事務局として参画した。これまでのプロジェクトに加え、新たなプロジェクト（久留米

アフリカ共生共創プロジェクト、JUNEの会）を追加実施した。すべての社会的活動に対し、



「資金調達」「参加型評価」のかけ合わせも実践した。 

 

イ 体制の詳細 

中間支援組織である久留米コンソーシアムは、久留米市、日本ファンドレイジング協会、

会計士、弁護士などで構成する。 

サービス提供者はプロジェクトにより異なり、久留米コンソーシアムは資金調達やプロ

ジェクトの事務局補助といった様々な形で各プロジェクトを支援する。 

第３期では、第１期及び第２期で組成しているコンソーシアムの事務局に、久留米市（地

域福祉課、協働推進課、子ども未来部）、社会福祉協議会が加わり、事業や会議を共に推進

した。さらに、コンソーシアムメンバーとしてコミュニティデザインをする株式会社

studio-L、研究者（早稲田大学菊池馨実教授、慶應義塾大学堀田聡子教授）を加えた。なお、

第三者評価機関は日本ファンドレイジング協会からドネルモに変わった。 

活動資金に関しては、第１期及び第２期では銀行からの借入金や寄付者からの遺贈金等

が中心だったが、第３期ではクラウドファンディングや物販等、各プロジェクトが中心とな

って資金調達に取組んだ。 

 

図表 1 事業体制（第３期） 

 

  



ウ 事業スケジュール 

第１期から第３期までは、概ね同じスケジュールにて、実施されており、ここでは、第３

期について、例示することとする。 

拓くは、令和元年６月までに厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活

用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「令和元年度厚生労働省モデル

事業」という。）への応募を行った。応募の準備にあたって、拓くは、サービス提供者と地

域包括ケアの研究者等の間で調整を行い、成果指標や支払条件を設定した。当年７月中旬に、

本事業が、令和元年度厚生労働省モデル事業に採択された後、拓くは、厚生労働省と契約を

締結した上で、実際に各プロジェクトを運営するサービス提供者と委託契約を締結した。 

その後令和元年７月から令和２年１月にかけて、各プロジェクトのサービス提供者がプ

ロジェクトを推進するとともに、拓くは久留米コンソーシアム事務局を担いつつ、プロジェ

クトの参加者数等のデータを収集した。また、コンソーシアムに参加する者で構成される会

議（以下「コンソーシアム会議」という。）を令和元年６月、同 11月、同２年１月に開催し、

同会議において、各プロジェクトを運営するサービス提供者が実施状況や課題を報告し、そ

れらについての協議を行った。 

令和２年２月にはドネルモによる評価を実施し、コンソーシアム会議で評価結果を共有

するとともに、厚生労働省にも評価結果を報告する。 

その後、令和２年３月に厚生労働省による評価結果の審査が行われ、コンソーシアム会議

で共有される。 

最終的に令和２年３月に、上記審査結果に基づき、厚生労働省から拓くへ支払が行われる。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法（第１期） 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は各プロジェクトにより異なり、詳細は非公表だが、プロジェクトの利用者

数やプロジェクト参加者の定性的な変化等が挙げられる。 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

応募準備、応募、契約締結
サービス提供

評価

支払

令和元年度平成30年度平成29年度
第1期 第2期 第3期



 ② 評価方法 

プロジェクトにより異なるが、例えばプロジェクト利用者数については、プロジェク

トを運営するサービス提供者が利用人数と多様性（年齢や障害の有無など）の実数を記

録した。 

また、利用者や参加者の定性的変化（ソーシャルキャピタルの変化等）の場合は、事

前事後比較法3を用いて、個人が特定できないように、サービス対象者に対してプロジェ

クト実施前後にアンケート調査を実施し、プロジェクト実施期間内での変化を測定し

た。なお、本プロジェクト以外の成果への影響を除外できるように質問内容を工夫し

た。 

 

オ 支払条件 

支払額は最低支払額と成果連動支払額から構成され、第１期の内訳及び支払条件は以下

のとおりである。 

最低支払額は、それぞれのプロジェクトの実施に要する費用相当額とし、4,500千円とす

る。成果連動支払額については、各プロジェクトの成果指標が非公表であるため不明だが、

5,500千円を上限とする。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織は久留米コンソーシアムであり、その代表は社会福祉法人拓くが担ってい

る。 

立ち上げ期は、PFSに関するノウハウのないサービス提供者等に対し、成果指標の設定や

評価方法等についての助言やその検討を支援する役割を担った。 

サービス提供期は、プロジェクトを運営するサービス提供者が実施状況や課題を報告す

る一方、コンソーシアム会議の事務局としての役割も一部担っている。 

 

 

 

                                                      
3 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 



【令和２年２月時点】 

 

事業名称：里親登録支援 

事業概要：社会的養護を必要とする児童が家庭的環境で養育される環境を整備するた

め、養育里親 1のリクルートからトレーニング終了後のサポートまでを行うフォスタリ

ング業務を推進し、里親登録数等の向上を図る。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 大阪府 

社会的課題及び 

その背景 

大阪府域（大阪市・堺市を除く）では、様々な事情で社会的養

護を必要とする児童が、平成 30年時点で約 1,700人いる。実親

への支援を行い、保護された児童が再び家族の元で暮らせるよ

うになることが最も望ましい形ではあるが、現状では、約 9割

の児童が児童養護施設等で生活していることから、子どもの選

択肢を増やすという点において、より家庭的な養育環境として

地域社会に根ざした『家庭』としての養育里親家庭を増やして

いかなければならない。 

大阪府では、これまで児童相談所等が主体となり養育里親の

質・量の向上に取り組んできたが、更なる受入れ条件の改善と

登録里親数の増加策の検討が課題となっている。 

目指す成果 

実親等への家族再統合以外の選択肢として養育里親制度の質・

量を向上させることで、社会的養護を受ける児童が地域社会に

戻り、地域社会の中で育ち、育てられるケースを増やすことを

目指す。 

サービス対象者 

特定非営利活動法人キーアセットが探索した養育里親候補者 

※特定の地域にて広報活動（SNS、公共交通機関での広告、回覧

板、イベント等）を実施して候補者を探索する。 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 特定非営利活動法人キーアセット 

サービス提供者 特定非営利活動法人キーアセット 

資金提供者 
一般社団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革

推進財団） 

第三者評価機関 ケイスリー株式会社 

中間支援組織 関電システムソリューションズ株式会社 

サービス内容 キーアセットは、はじめに、地域社会から養育里親候補者を発

                                                      
1 様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親。 
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掘する「リクルート」を行う。 

次に、その養育里親候補者に対して「訪問・面接調査（アセス

メント）」、「認定前研修（トレーニング）」、「登録した養育里親

家庭の情報提供」、「課題別研修（継続トレーニング）」、「児童の

委託後の支援」及び「トレーニング終了後のサポート」を行う。 

成果指標 
研修修了数 

里親登録件数（目標値２件） 

事業期間 

平成 30 年８月～平成 31年３月（７カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年１月 

評価時期：平成 31年２月～３月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

契
約
金
額 

総額 9,000千円 

最低支払額 4,000千円 

成果連動支払額 5,000千円 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成30年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

平成30年度末時点で、大阪府域（大阪市・堺市を除く）には、様々な事情で実親と一緒

に暮らすことができず社会的養護を受ける児童が約1,700人いる。行政は、児童の人権と

福祉を保障するため、このような児童を保護しており、そのうち約88％が施設（乳児院・

児童養護施設）への入所措置、里親等委託は約11.6％（全国平均約20.5％）となってい

る。 

大阪府は、里親等に委託する割合を増やすため、児童相談所等が主導して、地域社会で

児童が育ち・育てられる環境づくりとして、養育里親の質・量の向上に取り組んでいる。 

 キーアセットは、大阪府を含む多くの地方公共団体が、養育里親制度の質・量の向上を

目指して養育里親候補の「リクルート」、「訪問・面接調査（アセスメント）」、「研修（ト
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レーニング）」、「児童の委託後の支援」を行っているものの、段階ごとに担当者が異なる

等一気通貫した取組みになっていないことに対して、問題意識を持っていた。 

そこでキーアセットは養育里親制度の質・量の向上を目指す大阪府に対して提案を行

い、厚生労働省平成30年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・

普及のための環境整備事業（以下「平成30年度厚生労働省モデル事業」という。）を活用

し、養育里親候補者を発掘する「リクルート」から「児童の委託後の支援」までを一気通

貫で行うこととした。 

 

イ 体制の詳細 

キーアセットは、社会的投資推進財団、ケイスリー、関電システムソリューションズ、

大阪府、プラスソーシャルインベストメントとコンソーシアムを組成した上で、代表企業

として厚生労働省と業務委託契約を締結した。 

契約締結を受けて、キーアセットは匿名組合出資2にて社会的投資推進財団から資金提供

を受けた。厚生労働省からの支払は一部成果連動であるため、成果連動支払リスク（成果

が出なければ厚生労働省から支払がなく、調達した資金を回収できないリスク）は社会的

投資推進財団が負った。 

関電システムソリューションズは、中間支援組織として、成果や支払条件等の事業条件

の設定等に関する素案を作成し、それをもとにキーアセット、社会的投資推進財団、ケイ

スリー、プラスソーシャルインベストメントと協議を行い、事業条件を設定した。 

  

                                                      
2 資金提供者がサービス提供者の行うサービスに対して出資を行い、厚生労働省が行う最低支払及び成果

連動支払を資金提供者で分配することを、資金提供者及びサービス提供者で約束する契約形態である。こ

の場合の資金提供者を匿名組合員という。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成30年度厚生労働省モデル事業の応募はキーアセットが行い、平成30年８月に採択を

受けた。 

サービス提供は平成30年８月～平成31年１月の約５カ月である。 

平成31年２～３月にケイスリーが評価を行った。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 
 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、研修修了数及び里親登録数である。 

キーアセットは、研修修了数はサービス提供者の恣意性が介在する余地が小さいこと

から、成果指標として望ましいと判断した。また、里親登録数は、それ自体が養育里親制

度の受け皿拡大を示す成果指標と言えることから、成果指標として設定した。 

Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

平成30年度

サービス提供

応募準備
応募

契約締結

評価

支払



【令和２年２月時点】 

 

事業名称：フリースクール事業による不登校の子供への相談・通学指導を通じた自立支

援 

事業概要：様々な課題を抱え、既存の学校の枠に入りきらない子供に対し、他者と関わ

りが持てる「場」を提供することで、不登校や引きこもりなどの社会的孤立を防ぎ、将来

の自立を支援。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 大阪府池田市 

社会的課題及び 

その背景 

不登校を経験した子供たちは将来、非就業、非就学状態に陥る

確率が高い。このため、様々な課題を抱え、既存の学校の枠に

入りきらない子供に対し、他者と関わりが持てる「場」や柔軟

性のある教育プログラム及びケアを提供することで将来的な

自立を支援することが課題となっている。加えて、教育、医療、

生涯年収、社会的サービスの観点から、不登校が継続した際に

発生し得る社会的コストを抑制することも課題となっている。 

目指す成果 
不登校や引きこもりなどの社会的孤立を防ぎ、将来の自立を支

援することを目的とする。 

サービス対象者 
サービス提供者が運営するフリースクール「スマイルファクト

リー」に在籍し、池田市に在住する小・中学生 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 

サービス提供者 特定非営利活動法人トイボックス 

資金提供者 一般財団法人村上財団（第１期のみ） 

第三者評価機関 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

中間支援組織 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 

サービス内容 

本事業では、様々な課題を抱え、既存の学校の枠に入りきらな

い子供に対する支援をさらに充実させるために、サービス対象

者のスマイルファクトリーへの出席及び教育相談を促すとと

もに、スマイルファクトリーでの指導を通じて原籍校への出席

日数増加を実現する。 

※スマイルファクトリーは小学校から高校まで（当該 SIB 事業

が対象とする事業は小学生から中学生まで）幅広い年齢の児

童・生徒を受け入れるフリースクールである。トイボックスは、

スマイルファクトリーの運営と、ひきこもり、LD(学習障害)、

ADHD（注意欠陥障害）、発達障害等様々な特殊性を抱えた子供・
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保護者からの教育相談を行っている団体である。なお、フリー

スクールは一般的に集団授業が基本だが、スマイルファクトリ

ーでは、集団授業に馴染めない子供達のために個別授業も用意

している。 

成果指標 

第１期：スマイルファクトリー及び原籍校の出席日数 

第２期：スマイルファクトリー及び原籍校の出席日数 

教育相談件数 

事業期間 

第１期：平成 30年９月～平成 31年３月（７カ月間） 

第２期：令和元年７月～令和２年３月（９カ月間・予定） 

【内訳】 

第１期： 

事業実施：平成 30年９月～平成 31年１月 

評価時期：平成 31年２月 

支払時期：平成 31年３月 

第２期： 

事業実施：令和元年７月～令和２年１月 

評価時期：令和２年２月 

支払時期：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 
第１期： 9,000千円 

第２期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 4,000千円 

【内訳】 

・平成 31年３月 

第２期： 4,500千円 

【内訳】 

・令和２年３月 

成果連動支払額 

第１期：5,000千円（上限） 

【内訳】 

平成 31 年３月 

第２期： 5,000千円（上限） 

【内訳】 

令和２年３月 

・教育相談件数：1,850千円 

・出席日数：3,650千円 

※上記の上限値をともに達成した場合であっても、成果連動支

払額の上限は 5,000千円となる。 
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財政効果

の試算 

費目 
教育、医療、生涯年収、社会的サービスの観点から、不登校が

継続した際に発生しうる社会的コスト 

金額 
１人あたり 6,450 千円 ※支払額は除いていない。 

※不登校児（11歳～16歳）の生涯コスト（推計） 

国の補助の活用の有無 

第１期： 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第２期： 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 
第１期は、スマイルファクトリー及び原籍校で支払条件を超え

る出席日数を達成した。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

スマイルファクトリーは、様々な理由で学校生活への適応が難しい児童・生徒に対して、

学習や生活の支援を行うことを目的に、池田市教育委員会がトイボックスに委託を行うこ

とで平成 15 年９月から開始された。トイボックスは、小学校から高校まで幅広い年齢の児

童・生徒を受け入れるスマイルファクトリーの運営と同時に、ひきこもり、LD(学習障害)、

ADHD（注意欠陥障害）、発達障害等様々な特殊性を抱えた子供・保護者からの教育相談も行

っている。 

平成 29 年度に、スマイルファクトリーの事業評価を試みたいと考えたトイボックスが、

社会的インパクト評価に実績のあるソーシャルバリュージャパンに依頼し、フリースクー

ルへの出席日数を軸として試験的に事業を評価した。その結果、池田市教育委員会も事業評

価の重要性を認識した。 

以上の実績を踏まえ、厚生労働省平成 30年度保健福祉分野における民間活力を活用した

社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 30年度厚生労働省モデル事業」

という。）に応募することになった。 

 

イ 体制の詳細 

コンソーシアムの代表であるソーシャルバリュージャパンが厚生労働省と業務委託契約

を締結しているが、事業の実施は、コンソーシアム構成員が役割分担を行っている。ソーシ
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ャルバリュージャパンは、成果指標の設定、支払条件の設定、平成 30年度厚生労働省モデ

ル事業への応募・報告、サービス提供期間中定期的に開催するコンソーシアム会議（ソーシ

ャルバリュージャパン、トイボックス、日本ファンドレイジング協会が参加する会議）の取

りまとめ等を行う。トイボックスは、ソーシャルバリュージャパンから再委託を受け、スマ

イルファクトリーの運営及び教育相談を行うほか、評価に使用するデータの収集も行う。日

本ファンドレイジング協会はソーシャルバリュージャパンと委託契約を締結し、第三者評

価機関として成果指標達成状況の評価を行う。 

 PFS を採用する以前は池田市がトイボックスにスマイルファクトリーの運営を委託して

いたが、PFSを採用して以降は支払額（最低支払額及び成果連動支払額）が池田市からでは

なく、厚生労働省から支払われる。  

また、第１期と第２期とで異なる点は、第２期である厚生労働省令和元年度保健福祉分野

における民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「令和元

年度厚生労働省モデル事業」という。）では、事業費用をソーシャルバリュージャパンとト

イボックスが自己資金で賄うことである。その理由は、出資を受けるための手続きの煩雑さ

やそれに係る工数と比較し、第１期で受けることができた出資規模が小さく、第２期でも外

部資金を調達することは合理的でないとソーシャルバリュージャパンが判断したためであ

る。 

図表 1 事業体制（第２期） 
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ウ 事業スケジュール 

令和元年度厚生労働省モデル事業においては、令和元年６月までに、ソーシャルバリュー

ジャパンは成果指標の設定を行い、応募準備をする。 

ソーシャルバリュージャパンが厚生労働省から採択を受けて契約した後、ソーシャルバ

リュージャパンとトイボックスが契約を締結する。 

その後令和元年７月から令和２年１月まで、トイボックスがスマイルファクトリーでの

教育相談と、スマイルファクトリーの運営を行う。サービス提供期間中、トイボックスが教

育相談件数のデータを収集し、それを池田市教育センターとソーシャルバリュージャパン

に月次報告として提供する。ソーシャルバリュージャパンは、７月と 11月にはコンソーシ

アム会議を開催し、事業実施状況を三者間で共有する。 

令和２年２月には日本ファンドレイジング協会が評価を行い、ソーシャルバリュージャ

パンが開催するコンソーシアム会議の場でそれを三者間で共有する。ソーシャルバリュー

ジャパンはその評価結果を厚生労働省に報告する。 

令和２年３月にソーシャルバリュージャパンが厚生労働省から支払を受ける。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

① 成果指標の設定 

成果指標は、第１期では「出席日数（スマイルファクトリー及び原籍校）」であり、第

２期では「教育相談件数」及び「出席日数（スマイルファクトリー及び原籍校）」の２つ

である。 

 

② 評価方法 

「出席日数」は、スマイルファクトリーへの登校、原籍校への登校、池田市内への小・

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

評価

支払

応募準備
応募

契約締結
サービス提供

第1期 第2期
平成30年度 令和元年
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中学校への登校の全ての日数を含めたデータをソーシャルバリュージャパンが日本ファ

ンドレイジング協会へ提供する。なお、原籍校及び池田市内への小・中学校への登校日数

データについては、池田市教育センターを通じてソーシャルバリュージャパンが取得す

る。 

「教育相談件数」は、ソーシャルバリュージャパンがトイボックスから受けた月次報告

を日本ファンドレイジング協会に提供する。 

日本ファンドレイジング協会は、上記データを基に教育相談件数及び登校日数を確認

し、成果達成状況を評価する。 

評価方法は事前事後比較法 1を用いる。ただし、事前値は PFSを採用する以前の相談件

数と出席割合である（本 PFS事業のサービス対象者とは一致しない）。これに対して事後

値は本 PFS事業のサービス対象者の値である。 

 

オ 支払条件 

支払は、最低支払及び成果連動支払からなる。 

第２期において成果連動支払は、成果指標である「教育相談件数」と「出席日数（スマイ

ルファクトリー及び原籍校）」の評価結果に応じて支払う。なお、出席人数は、必要出席日

数に対する出席日数の割合より算定する。 

事前値に対する事後値の増減に応じて成果連動支払額が決定する。例えば、事後値が事前

値と同一であれば差がゼロであり、この場合は 9,000千円の支払がある。なお、第２期の厚

生労働省との契約上限額は 9,500 千円であるため、教育相談件数と出席日数の支払基準の

合計が 9,500 千円を超えた場合、上限の 9,500 千円が支払われる。 

 

図表 3 支払基準（教育相談件数） 

相談総件数（８月～１月） 支払金額（千円） 事後値-事前値 

1,699（上限） 3,200 +265 

1,433 2,700 ０ 

717（下限） 1,350 -717 

（出所）ソーシャルバリュージャパン提供資料 

図表 4 支払基準（出席日数） 

出席日数（８月～１月） 支払金額（千円） 事後値-事前値 

35.4％（上限） 6,800 +2.6％ 

32.8％ 6,300 ０ 

16.4％（下限） 3,150 -16.4％ 

（出所）ソーシャルバリュージャパン提供資料 

                                                      
1 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織であるソーシャルバリュージャパンは、立ち上げ期に、成果指標の設定、支

払条件の設定、平成 30年度及び令和元年度厚生労働省モデル事業への応募等を行い、サー

ビス提供期にはトイボックスへの再委託、コンソーシアム全体の運営を行っている。また、

トイボックスから受けた月次報告を確認してフィードバックを行うことで、サービスの品

質管理の役割を担う。 
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事業名称：引きこもり等の社会的孤立者へのアウトリーチによる就労に向けたステップ

アップ支援 

事業概要：就労意欲の喚起、さらには就労による自立を目指して、引きこもり等の社会

的孤立状態の人にマンツーマンのアウトリーチ 1を実施。 

※本事例における金額は、全て税抜き表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 千葉県佐倉市 

社会的課題及び 

その背景 

引きこもりの人をはじめ、地方公共団体や NPO等が提供する就

労支援プログラムに自ら参画することが困難な人は、将来的に

生活保護受給につながる可能性が高いことから、このような人

に対して、いかにして就労による自立に向けた意欲喚起を促

し、就労に必要な能力向上を支援するかが日本全体で課題とな

っている。佐倉市でも同様の課題を抱えており、民間事業者に

委託して生活困窮者の自立支援窓口を開設していたが、さらに

自立支援を強化することを検討していた。 

目指す成果 

引きこもりの人等に対してアウトリーチ（訪問支援）を行い、

既存の地方公共団体や NPO等が提供する就労支援プログラムに

つなぐことで、就労による自立、それによって将来的に見込ま

れる生活保護費の抑制、税収の増加を目指す。 

サービス対象者 

自宅等から外出困難な引きこもりの人、様々な理由から既存の

就労支援プログラム等につながっていない社会的孤立状態の

人 30人 

※サービス提供者が設置する自立相談支援窓口に相談のあっ

た人から選定した。 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス提供者 社会福祉法人生活クラブ風の村 

資金提供者 
平成 30 年度：一般財団法人村上財団 

令和元年度：なし 

第三者評価機関 武蔵大学 

中間支援組織 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス内容 

生活クラブ風の村は、生活クラブ風の村の訪問支援員をサービ

ス対象者に派遣する。派遣された訪問支援員は、アウトリーチ

を行って、サービス対象者と趣味の話をする、一緒にお茶を飲

                                                      
1 訪問型の支援サービスのこと。 
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む、カラオケボックスに一緒に行く等することでサービス対象

者と信頼関係を醸成する。これを積み重ねることで、サービス

対象者はコミュニケーション能力の向上、外出や人ごみへの慣

れ、また、購買意欲の増加等の効果を得ることができ、就労意

欲が向上する。最終的にサービス対象者の既存就労支援プログ

ラムへの参加を目指す。ただし、学生など、就労支援プログラ

ム以外の社会資源につなぐことが望ましいサービス対象者の

場合は、それぞれに合った社会資源につなぐことを目指す。 

成果指標 

アクション数（訪問支援員によるサービス対象者に対する何ら

かのアクション数（面談、電話、関係機関への連絡等）） 

アウトリーチ数（アウトリーチ成功者数） 

ステップアップ値（就労、就労に向けた意識面や行動面での変

化等） 

事業期間 

第１期：平成 30年 11月～平成 31年３月（５カ月間） 

第２期：令和元年８月～令和２年３月（８カ月間） 

【内訳】 

第１期： 

サービス提供期間：平成 30年 11月～平成 31年２月 

評価時期：平成 31年３月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

第２期： 

サービス提供期間：令和元年８月～令和２年１月 

評価時期：令和２年２月 

支払時期 

・最低支払：令和２年３月 

・成果連動支払：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 
第１期： 9,000千円 

第２期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 4,000千円 

【内訳】 

平成 31 年３月：4,000千円 

第２期： 4,500千円 

【内訳】 

令和２年３月：4,500 千円 
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成果連動支払額 

第１期： 5,000千円（上限） 

【内訳】 

平成 31 年３月：5,000千円 

・アウトリーチ成功者数：450千円/人 

・ステップアップ値：１値あたり 1,000千円 

※上限 5,000 千円まで成果連動支払が行われる。 

 

第２期： 5,000千円（上限） 

【内訳】 

令和２年３月：5,000 千円 

・アクション数：３千円/回 

・アウトリーチ成功者数：450千円/人 

・ステップアップ値：１値あたり 1,000千円 

※上限 5,000 千円まで成果連動支払が行われる。 

財政効果

の試算 

費目 
税収入増加分（市町村民税収入分、都道府県民税収入分、社会

保険料収入分、所得税収入分）及び生活保護費抑制分 

金額 

１人あたり 40,779千円 ※支払額は除いていない。 

25歳のモデル賃金 229万円（男女平均値）を基準として就労が

実現した場合の 65 歳までの賃金収入を算定し、その金額から

市区町村民税、都道府県民税、社会保険料、所得税を税収入増

加分として算定する。 

国の補助の活用の有無 

第１期： 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第２期： 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 第１期事業では、７人のアウトリーチ（面談）に成功した。 
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●事業詳細 

事業実施の経緯 

 近年、引きこもりを含む生活困窮者増加の深刻化により、生活困窮者への生活保護費の拠

出が国及び地方公共団体の福祉予算を圧迫しており、日本全体で生活困窮者の経済的な自

立が課題となっている。その対策として、生活困窮者自立支援法の下で平成 27年度から始

まった生活困窮者自立支援制度は、地方公共団体が生活困窮者に対して、生活保護に至る前

の段階で支援を行い、自立を促進することを目的としている。 

 生活クラブ風の村は、高齢者支援、子育て支援、障害児支援のほか、生活困窮者自立支援

法に基づく自立相談支援や就労準備支援、就労訓練、こどもの学習支援など、総合的な福祉

支援を行っている。また、福祉関連の総合窓口も 24時間 365日開設しており、多数の相談

を受けている。生活クラブ風の村は、特に、引きこもり等の社会的孤立者の社会参加及び就

労支援を推進するために、アウトリーチに力を入れた就労支援を模索してきた。 

 一方、日本ファンドレイジング協会は、日本財団とともに尼崎市で実施した引きこもりア

ウトリーチ SIB事業 2を踏まえた、引きこもりの人に対するアウトリーチへの SIB導入を検

討していた。そこで、日本ファンドレイジング協会は、生活クラブ風の村に、SIBを活用し

た引きこもりの人に対するアウトリーチの取組みについて事業化の相談をしていた。 

日本ファンドレイジング協会は、平成 30年度保健福祉分野における民間活力を活用した

社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 30年度厚生労働省モデル事業」

という。）が行われることを把握し、生活クラブ風の村と応募することとした。 

日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村は、上記事業への応募にあたり、連携

する地方公共団体の探索を開始した。その中で、佐倉市が、民間事業者に委託して生活困窮

者の自立相談窓口を開設しているものの、民間ノウハウをさらに活用したい意向があるこ

とを把握し、佐倉市に対して上記事業への参画の提案をした。 

佐倉市は、提案を受けて庁内で検討し、フィールドの提供として参加することに合意し

た。佐倉市には財政負担が発生しないため、短期間で庁内調整ができた。 

その後、日本ファンドレイジング協会が平成 30 年度厚生労働省モデル事業に採択された

のを受けて、日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村は、佐倉市をフィールドと

してアウトリーチに力を入れた就労支援 SIB事業の検討を開始した。 

 なお、本事業は、平成 30年度厚生労働省モデル事業において、十分なサービス提供期間

が確保できなかったことから、令和元年度も厚生労働省令和元年度保健福祉分野における

民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「令和元年度厚生

労働省モデル事業」という。）に再度応募したところ、厚生労働省から採択を受け、現在引

き続き実施している。 

 

                                                      
2 https://www.nippon-foundation.or.jp/media/archives/2018/news/articles/2016/img/63/4.pdf 
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イ 体制の詳細 

日本ファンドレイジング協会は、以前より社会的インパクト評価 3に関する助言を得てい

る武蔵大学粉川一郎教授に依頼し、第三者評価機関を担う承諾を得た。 

日本ファンドレイジング協会は、佐倉市、生活クラブ風の村、武蔵大学とコンソーシアム

を組成し、平成 30年度厚生労働省モデル事業、令和元年度厚生労働省モデル事業に応募し

た。 

平成 30年度厚生労働省モデル事業に採択された後、厚生労働省と日本ファンドレイジン

グ協会は業務委託契約を締結した。これを受けて、日本ファンドレイジング協会は、生活ク

ラブ風の村及び武蔵大学と委託契約を締結するとともに、村上財団から借り入れを行った

（第１期のみ）。なお、第２期は日本ファンドレイジング協会の自己資金を活用する。厚生

労働省による支払は一部成果連動であることから、第１期は、成果連動支払リスク（成果が

出なければ厚生労働省から支払がなく、提供した資金を回収できないリスク）を村上財団が

負い、第２期は当該リスクを日本ファンドレイジング協会が負う。 

生活クラブ風の村は、日本ファンドレイジング協会と締結した業務委託契約に基づきサ

ービス対象者にサービス提供を行った。 

サービス提供期間中、日本ファンドレイジング協会は、生活クラブ風の村によるサービス

内容の実施状況の確認を行った。 

武蔵大学は、サービス提供完了後、本事業の評価を行い、結果を取りまとめた。 

日本ファンドレイジング協会は評価結果を厚生労働省に報告し、厚生労働省は評価結果

に基づき、最低支払及び成果に応じた支払を日本ファンドレイジング協会に対して行った。 

令和元年度は、前述のとおり民間資金を活用していない点を除き、同様の体制で事業を実

施している。 

  

                                                      
3 担い手の活動が生み出す「社会的価値」を「可視化」し、これを「検証」し、資金等の提供者への説明

責任（アカウンタビリティ）につなげていくとともに、評価の実施により組織内部で戦略と結果が共有さ

れ、事業・組織に対する理解が深まるなど組織の運営力強化に資するもの。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 30 年、日本ファンドレイジング協会は平成 30 年度厚生労働省モデル事業が実施さ

れることを把握し、同年 11月までに日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村が

応募の準備を行い、日本ファンドレイジング協会が申請した。 

平成 30年 11月に日本ファンドレイジング協会が採択を受けて、同月から平成 31年２月

まで生活クラブ風の村がサービス提供を行った。平成 31 年３月に評価を行い、平成 31 年

３月、厚生労働省は日本ファンドレイジング協会に対して最低支払及び成果連動支払を行

った。 

令和元年度は、８月に採択を受けて、令和元年８月～令和２年１月まで生活クラブ風の

村がサービス提供を行う。その後令和２年２月に評価を行い、令和２年３月、厚生労働省

から日本ファンドレイジング協会に対して最低支払及び成果連動支払が行われる予定であ

る。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、アクション数（訪問支援員よるサービス対象者に対する何らかのアクシ

ョン数（面談、電話、関係機関への連絡等））、アウトリーチ数（アウトリーチ成功者

数）、ステップアップ値（就労、就労に向けた意識面や行動面での変化等）である。 

本事業では、アウトリーチを、訪問支援員がサービス対象者に２回以上面談が継続的

にできている状態と定義した。 

なお、アクション数は令和元年度の事業に新たに追加された指標である。サービス提

供期間が短いことから、早期に把握できる成果指標として、日本ファンドレイジング協

会と生活クラブ風の村が協議して設定した。 

 

 ② 評価方法 

武蔵大学が、本事業の分析及び評価を行う。 

アクション数及びアウトリーチ数は、生活クラブ風の村が日本ファンドレイジング協

会に報告を行い、それを武蔵大学が再確認する。 

ステップアップ値は、事前事後比較法4にて評価する。まず、武蔵大学は、訪問支援員

に聞き取りを行い、訪問支援員による支援前のサービス対象者の状況を「非希望型」

「非希望型Ｂ」「非希望型Ａ」「非求職型」「求職型」「就労」の６段階に分類して得点化

し、これを当該サービス対象者の事前値とする。また、サービス提供完了時点でも武蔵

大学は訪問支援員に聞き取りを行い、当該サービス対象者の状況を同じ６段階の分類に

て得点化し、これを当該サービス対象者の事後値とする。事後値から事前値を引いた値

を当該サービス対象者のステップアップ値とする。このサービス対象者ごとの値の合計

を評価する。 

                                                      
4 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

第1期 第2期
平成30年度 令和元年

応募準備
応募

契約締結

評価
サービス提供

支払



【令和２年２月時点】 

 

なお、本事業はサービス対象者の就労を目指すものであるが、事業期間が短期のため

実際に就労に至るのは難しいことから、就労に至る前段階の状況を上述の６段階の分類

を採用している。 

 

図表 3 ステップアップ値６分類 

分類 内訳 

非希望型 

 • ひきこもりやニート状態で社会的孤立状態 

非希望型 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身体に関するもの 

• 表情が豊かになった 

• 目線、手の動き、呼吸の状態などが落ち着いた 

• 体調がよくなった 

• 自傷行為等がなくなった 

• 通院服薬等、健康管理できるようになった 

○生活習慣に関するもの 

• 身なりがよくなった 

• 部屋の片づけ、文字の書き方などがよくなった 

• 規則正しい生活ができるようになった 

• 理由のないキャンセル、ドタキャンがなくなった 

• 自分のことを自分でできるようになった 

○コミュニケーションに関するもの 

• 本人とコミュニケーションが取れた 

• 部屋に入れた 

• 人の話を聞くことができた 

• 次回訪問の約束ができた 

• 訪問支援員など他者の名前を覚えたり、配慮できるようになった 

• １人ではなく家族と過ごす時間が増えた 

• 家族との会話が増えた 

• 声が大きくなった、よく話すようになった 

• ポジティブ、ネガティブどちらにせよ感情表現が豊かになった 

• 自分の気持ちが話せた 

• 知らない人と話せた 

• 友人・知人と過ごす時間ができた 

• 携帯電話やメールで受け答えができるようになった 

• 誰かに相談ができた 

• 待つことができるようになった 

○主体性・自信に関するもの 

• 他人のせいにしなくなった 

• 将来のことを語る、考えるようになった 

• 訪問支援員に認めてもらいたいそぶりを見せた 

• 何かを決断できた 
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分類 内訳 

• 誰かを信じられた 

○興味関心に関するもの 

• 食事に興味を持ち始めた 

• 外出に興味を持ち始めた 

• 訪問支援員など他者に興味を持ち始めた 

• 買いたいものができた 

• 本を読んだり、ネット検索するようになった 

○環境に関するもの 

• 保護者や家族が協力的になった 

• 笑顔が出るなど家族が安定した 

• 外出用に服や靴を買った 

• 携帯電話や PCなどを揃えた 

• 独居した 

○活動に関するもの 

• 部屋から出てきた 

• 訪問支援員と一緒に何かをした 

• 外出した 

• 電車などの公共交通を利用した 

• スケジュールが決められるようになった 

○就職に関するもの 

• 就職に関する情報に関心を示した 

• 勉強を始めた 

• 就労体験、ボランティア体験を行った 

• 就職の意向を示した 

• 就職活動を行った、あるいは相談をはじめた 

非希望型Ａ 

 • 就職に関する情報に関心を示した 

• 勉強を始めた 

求職型 

 • インターネットの求人・求職サイトを見ている/応募している 

• 新聞広告の求人欄・求人情報誌を見ている/応募している 

• 求人雑誌やチラシを見ている/応募している 

• 公共職業安定所や民間職業紹介書に足を運ぶ/申し込んでいる 

• 公共職業安定所や民間職業紹介書のサイトを見ている 

• 労働者は県事業所に登録して仕事が来るのを待っている 

• 事業を始めるための資金、資材、設備の調達などの準備をしている 

• 訪問支援員に対して、職に就きたいという意思表示をしたうえで、就

職活動について相談している 

就労・自立 

 • 就労したか否か（正規/非正規は問わない） 

（出所）日本ファンドレイジング協会提供資料  
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ステップアップ値の各分類の得点は以下のとおりである。 

 

図表 4 ステップアップ値分類別得点 

ステップアップ類型 スコア 

非希望型 ０ 

非希望型Ｂ 0.15 

非希望型Ａ 0.35 

非求職型 0.75 

求職型 0.85 

就労 0.95 

（出所）日本ファンドレイジング協会提供資料 

 

オ 支払条件 

 支払条件は、日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村が検討し、設定した。  

第１期の支払条件は以下のとおりである。 

 

図表 5 支払基準（第１期） 

成果指標 支払基準 

アウトリーチ成功者数 
アウトリーチ成功者数は、１人以上で支払が発生。そ

こから１人増えるごとに 45万円ずつ増加。 

ステップアップ値 ステップアップ値×100万円を支払う。 

 

第２期の支払条件は以下のとおりである。 

成果連動支払が発生する下限値は、本事業開始前の平成 29年１月から平成 30年 10月ま

でに生活クラブ風の村の相談事業において、相談受付表に社会的孤立状態であるとチェッ

クを受けた人 43 人のデータを参考にして設定した。 

アクション数の下限値は 57 回（１カ月あたり 9.5 回×６カ月）とし、197 回を目標値と

して設定した。 

 アウトリーチ成功者数の下限は 4.8 人（１カ月あたり 0.8 人×６カ月）とし、11 人を目

標値として設定した。 

 ステップアップ値は０を下限とし、それを上回れば成果連動支払が行われることとした。 
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図表 6 支払基準（第２期） 

成果指標 支払基準 

アクション数 
57 回以上で支払が発生。そこから１回増えるごとに

3,000円を支払う。 

アウトリーチ成功者数 
アウトリーチ成功者数は、4.8 人以上で支払が発生。

そこから１人増えるごとに 45万円ずつ増加。 

ステップアップ値 ステップアップ値×100万円を支払う。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である日本ファンドレイジング協会は生活クラブ風の村と協力し、立ち上

げ期には導入可能性調査を、サービス提供期には、サービス提供が計画とおり行われている

かの確認行った。 

立ち上げ期の導入可能性調査の具体的な内容は、SIBを活用したアウトリーチ就労支援にお

ける成果指標の設定、行政コスト削減額及び税収額の試算、平成 30年度及び令和元年度厚

生労働省モデル事業への応募、支払条件の設定等である。また、令和元年度は日本ファンド

レイジング協会が自ら資金を拠出して生活クラブ風の村の事業費を確保している。 
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事業名称：西条市版 SIB事業 

事業概要：市内事業者向けの西条市特産品開発事業 1及び西条市商業地域等活性化事業 2

を PFS に変更して補助の有効性を高めるとともに、市内事業者を地域で支える体制を構

築。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 愛媛県西条市 

社会的課題及び 

その背景 

西条市は、従来の各種補助事業が制度上、本来重視すべき成果

創出よりも経費の適切な執行という部分に力点を置く仕組み

であることに対して、事業効果の検証作業が十分機能していな

いことに問題意識を持っており、補助金改革が課題となってい

る。また、西条市では、全国の地方部と同様に、人口減少、高

齢化、若年層の担い手不足が深刻化しており、地域の産業を地

域で支える仕組みの構築が課題となっている。 

目指す成果 

西条市は、同市が行う市内事業者向け地域産業競争力強化補助

制度を PFSに転換することで、採択事業者を地域で支える仕組

みを構築する。 

サービス対象者 

市内の事業者（中小企業・NPO等） 

 第１期（平成 30年度） 第２期（令和元年度） 

西条市特産

品開発事業 

・酒ダイニングつじ丸

（はだか麦野菜スイー

ツ拡大プロジェクト）3 

・ 株 式 会 社 PENTA 

FARM（完熟果物ソース

商品化プロジェクト）4 

・くらしとごはんリ

クル（丹原産はちみ

つ入り季節の果物ジ

ャム開発プロジェク

ト）5 

西条市商業 ・とりや福（地元食材 ― 

                                                      
1 西条市の地域資源（歴史・文化、伝統産品、農水産品、観光資源等）を活用した新たな商品開発や既存

商品の改良等により、西条市ならではの魅力ある特産品を開発し、地域産業の活性化を図る事業。 
2 西条市の商業地域等において、新たな魅力の創出や商業機能の強化、店舗での直接販売等来客者向け商

業サービス等を行うことにより、その地域等の賑わいの創出、活性化を図る事業。 
3 西条市特産である「はだか麦」と通常では販売できない規格外野菜を活用し、商品（パウンドケーキ）

のラインナップを増やし、販路拡大を目指す。愛媛大学と連携して、グルテンフリーであることを明示で

きる商品を目指す。 
4 主に西条市の果物を、加工業者を介さずに直接農家から購入し、無添加・無着色・保存料なしの果物ソ

ースを開発する。 
5 新しい製造法で、西条市丹原町産の希少なはちみつと西条市内で採れる四季の果物を使用したジャムを

製造・商品化する。安心・安全に流通を行うため細菌検査や、安定した製造・販売を行うための雇用の確

保も行う。 
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地域等活性

化事業 

提供による賑わい創出

プロジェクト）6 

（出所）西条市ホームページ 

※西条市特産品開発事業及び西条市商業地域等活性化事業は、

以下「地域産業競争力強化補助制度」という。 

事
業
関
係
者 

委託者 
―（実施主体：西条市 企画情報部地域振興課） 

※令和元年度からは西条市市民生活部地域振興課 

受託者 ― 

サービス提供者 なし 

資金提供者 

地域内外の個人、法人 

※プラスソーシャルインベストメント株式会社が匿名組合 7を

組成し、各資金提供者は当該組合に出資する。 

第三者評価機関 
西条市と業務委託契約を締結した中間支援組織が設置する選

考会 

中間支援組織 プラスソーシャルインベストメント株式会社 

サービス内容 

プラスソーシャルインベストメントは、西条市との連携のも

と、市内事業者から、地域産業競争力強化補助制度の応募を受

け付ける。 

応募する市内事業者は、プラスソーシャルインベストメントが

設置した選考会による一次審査、二次審査を受け、採択された

場合に事業を開始する。採択事業者による事業終了後、採択事

業者は実績報告書を選考会に提出して成果の達成状況を報告

する。選考会はこれを踏まえて各採択事業者の成果の達成度を

審査する。 

                                                      
6 店舗数や来街者数の減少が進む西条市内の商業地域において、地元漁師から仕入れた魚介類を利用した

ランチメニューの開発、ランチタイムの営業開始により、地元食材の PR と商業地域の賑わい創出を目指

す。 
7 資金提供者が採択事業者の行う事業に対して出資を行い、西条市が行う成果連動支払を資金提供者で分

配することを、営業者と資金提供者間で約束する契約形態である。 
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成果指標 

採択事業者ごとに成果目標を設定する。成果目標は以下のとお

りである。 

第１期（平成 30年度） 

 

酒ダイニン

グつじ丸 

① ５種類のパウンドケーキ及びパッケー

ジを開発する。 

② 県外も入れ 10 店舗の委託販売先と契約

に向けた交渉を行い、そのリストを提出

する。 

③ 他都市でのイベントや商談会に参加し、

開発商品の反響を報告する。 

株 式 会 社

PENTA 

FARM 

① ５種類の果物ソースの商品化及び 500本

を製造し発売を開始する。 

② ２名の新規雇用を行う。 

③ イベントを開催し、200 名程度のモニタ

ーに試食品を提供しアンケートを回収

する。 

とりや福 

① １名の新規雇用を行う。 

② 西条市産食材を活用したメニューを開

発する。 

③ 西条市産食材の PR のため、インターネ

ット上での情報発信ツールを整備する。 

④ イベントに年２回以上参加し、１回あた

り 30 名程度のモニターからアンケート

を回収する。 

 

第２期（令和元年度） 

 
くらしとご

はんリクル 

① 開発したジャムを 300個製造し販売を開

始する。 

② ２名の新規雇用をする。 

③ お店に来る方を対象に試食品の提供と

アンケートを実施し、結果を開発に活か

す。 

④ 取組みや自らの思いを伝える機会とし

て、地域でのイベントの出展を５回行

う。 

（出所）西条市ホームページ 
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事業期間 

第１期：平成 30年５月～平成 31年３月（11カ月間） 

【内訳】 

採択事業実施期間：平成 30年６月～平成 31年２月 

評価時期：平成 31年３月 

支払時期：平成 31年４月 

 

第２期：平成 31年４月～令和２年３月（12カ月間） 

【内訳】 

採択事業実施期間：令和元年５月～令和２年２月 

評価時期：令和２年３月 

支払時期：令和２年４月 

契
約
金
額 

総額 

第１期（平成 30年度）： 

西条市特産品開発事業： 100万円/採択事業 

西条市商業地域等活性化事業： 50万円/採択事業 

第２期（令和元年度）： 

西条市特産品開発事業： 50万円/採択事業 

（西条市商業地域等活性化事業は募集の結果応募無し） 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 なし 

成果実績 

第１期では、全ての採択事業で設定した全成果指標を達成し、

採択事業者が地域産業の担い手として成長していることが確

認された。これをもって、地域住民等の資金提供者は満額償還

を受けた。また、各採択事業では、事業実施中、資金提供した

地域住民が店舗に足を運び声掛けするなど地域で新たな交流

が生まれた。これが事業者の刺激にもつながり、成果の達成の

一助となった。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

西条市庁内では、制度上、本来重視すべき成果創出よりも経費の適切な執行という部分に

力点を置く従来の補助事業について効果の検証作業が十分機能していないことが問題視さ
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れていた。 

そのような中、西条市は、東近江市が市内事業者向けの補助事業を PFS に転換すること

で、限られた財源を有効に配分するとともに、地域の事業者を地域で支える仕組みを構築し

ていることを知った。 

西条市は、この仕組みによって、かねてより問題意識を持っていた従来の補助事業の転換

に加え、地域の産業を地域で支える仕組みの構築 8も期待できることを知り、西条市企画情

報部地域振興課が中心となって庁内で導入に向けた検討を開始した。 

西条市では、地域産業活性化の補助金として市内事業者（中小企業・NPO等）向けの地域

産業競争力強化補助制度を設けているところ、庁内で検討を行うとともに、東近江市版 SIB

事業の事業実施主体である東近江三方よし基金の担当者や、東近江市版 SIB 事業で地元企

業や地域住民が出資するための匿名組合を組成するプラスソーシャルインベストメントに

ヒアリングを行った。その結果、補助金の有効性を高めるのはもちろんのこと、地域の産業

を地域で支える仕組みの構築につながると判断し、あわせて、既存補助事業を PFSに転換す

るには、地域産業競争力強化補助制度が最も適していると判断した。地域産業競争力強化補

助制度を PFS にする具体的な仕組みは、庁内関係部署（当該補助制度所管課、文書法制担当

課等）との調整やプラスソーシャルインベストメントから助言を得ながら構築した。 

予算の確保にあたっては、補助額や補助対象、期間等は従来の補助事業と同様であるもの

の、補助金の交付時期を成果創出後に転換するという変更点等から、財政部局との調整は難

航したが、スキームを整理し疑問点を１つ１つクリアすることで、合意を得た。 

 

イ 体制の詳細 

西条市、愛媛銀行及びプラスソーシャルインベストメントは「社会的事業への資金調達支

援に関する協働協定」（以下「協定」という。）を締結する。これをもって、愛媛銀行は出資

金振込時の手数料が無料になる振込口座（愛媛銀行本店及び市内５支店における窓口での

振込手数料が対象）を設ける。加えて、西条市、愛媛銀行、プラスソーシャルインベストメ

ントは、協定に基づき、資金提供者の募集や事業の周知を連携して行う。 

西条市は、プラスソーシャルインベストメントと SIB 事業に係る業務委託契約を締結す

る。契約締結を受けて、プラスソーシャルインベストメントは、採択事業者を選定する選考

会、採択事業者の成果目標の達成状況を審査するための選考会を設置する。両選考会は同一

の会議体であり、外部有識者と西条市職員から構成されている。 

プラスソーシャルインベストメントは、西条市と連携し、市内事業者から地域産業競争力

強化補助制度への応募を受け付ける。応募する市内事業者は事業提案書を提出し、選考会の

一次審査（書類審査）及び二次審査（プレゼンテーション及び協議）を受ける。 

                                                      
8 東近江市では補助事業を成果連動型に転換した東近江市版 SIB事業を行っている。補助金を成果連動型

に転換し、地元企業や地域住民の民間資金を活用することで、採択事業者が成果を達成するとともに、地

域住民が採択事業者を応援して交流することで事業者の刺激につながるという効果が生まれている。 



【令和２年２月時点】 

 

応募する市内事業者は、事業提案書の中で事業内容に適した成果目標を提案し、それを基

に二次審査の中で選考会出席者が協議を行い、選考会が成果目標を設定する。 

採択事業者決定後、地元住民や地元企業が出資を行う。 

プラスソーシャルインベストメントは、匿名組合を組成し、同社が運営する投資型クラウ

ドファンディングサイトで出資の募集を行う。 

誰でも一口 10,000円～20,000円（一口の金額：第１期 20,000円、第２期 10,000円）か

ら出資（償還率 101～102％）できる 9。西条市からの支払は全額成果連動であるため、成果

連動支払リスク（成果が出なければ西条市から支払がなく、提供した資金を回収できないリ

スク）は地元企業や地域住民等の全資金提供者が負う。 

プラスソーシャルインベストメントは、西条市との業務委託契約に基づいて、事業支援金

として、出資金を採択事業者に提供する。 

採択事業者は事業支援金を用いて事業提案書に基づいて事業を行う。西条市、愛媛銀行、

プラスソーシャルインベストメントは、採択事業者が成果目標を達成できるよう、採択事業

者に必要に応じて助言する。 

採択事業者は２月までに採択事業を終了し、事業実績報告書を選考会に提出する。加え

て、選考会にて成果目標の達成状況に関する報告を行う。選考会はそれを踏まえて成果目標

の達成度を審査する。選考会が成果目標を達成していると判定した場合、西条市はプラスソ

ーシャルインベストメントに交付金を支払い、プラスソーシャルインベストメントは、それ

を地元企業や地域住民等の資金提供者に償還する。 

  

                                                      
9 年度によって募集情報は異なる。 
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図表 1 事業体制 

 

ウ 事業スケジュール 

西条市は、平成 29年度 11 月から SIB導入について庁内検討を行った。 

毎年度の事業期間は、従来の地域産業競争力強化補助制度と同様に、平成 30年４月から

平成 31 年３月までの約 12 カ月間である。そのうち採択事業者が事業を行う期間が約８カ

月間、選考会による審査から市への報告、市からの交付金交付、プラスソーシャルインベス

トメントから出資者への分配等を行う期間が約２カ月間である。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

応募する市内事業者は事業提案書の中で事業内容に適した成果目標を提案し、それを

基に二次審査の中で選考会及び応募する市内事業者が協議を行い、選考会が成果目標を

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
令和２年度平成29年度 平成30年度

庁内検討

令和元年度

協定・契約締結
採択事業実施

審査
成果連動支払
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設定する。 

採択された市内事業者に対して選考会が設定する成果目標には、定量的な目標と定性

的な目標がある。 

 

② 評価方法 

採択事業者は採択事業終了後、事業実績報告書を選考会に提出する。加えて、選考会に

て成果目標の達成状況に関する報告を行う。選考会はそれを踏まえて成果目標の達成度

を審査する。 

 

オ 支払条件 

選考会が、採択事業者が成果目標を達成したと判断した場合、西条市はプラスソーシャル

インベストメントを通じて地元企業や地域住民等の資金提供者に償還を行う。西条市は、成

果連動型という点を重視し、SIBの導入を検討した時点から全額成果連動支払を前提として

いる。 

 

図表 3 支払基準 

事業名 支払基準【第１期】 支払基準【第２期】 

西条市特産品開発事業 
１事業あたり上限 100 万

円 

１事業あたり上限 50万円 

西条市商業地域等活性化事業 １事業あたり上限 50万円 １事業あたり上限 50万円 

（出所）西条市ホームページ 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織であるプラスソーシャルインベストメントは、立ち上げ期に、西条市と検討

し、市民や地元企業から資金を集める方法として、出資を募り、採択事業者の成果目標の達

成状況に応じて償還する仕組みを構築した。 

また、サービス提供期は、匿名組合を組成して出資を受ける他、採択事業者が成果目標を

達成できるよう採択事業者に必要に応じて助言する。 

 



【令和２年２月時点】 

 

事業名称：岡山市生涯活躍就労支援事業（岡山市生涯かつやく支援センター） 

事業概要：高齢者等の健康維持及び自立を目指し、高齢者等に対して就労や社会参加に

向けた支援を行うとともに、雇用先の企業等に対しても高齢者等の雇用を積極的に行う

よう意識改革や労働条件の見直し等の働きかけを実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 岡山県岡山市 

社会的課題及び 

その背景 

岡山市では、企業やボランティア団体における人材不足が深刻

になっている一方で、就労や社会参加の意欲は持っていても、

既存の制度や仕組みのもとでは参画できていない高齢者等が

存在するという社会的な背景がある。また、医療費や介護給付

費が増加し続けており、高齢者の健康維持や介護予防を推進す

るうえでも高齢者の就労促進は岡山市の喫緊の課題となって

いる。 

目指す成果 

高齢者等の就労や社会参加を促し、生きがいづくりを行うこと

で、介護予防や自立促進を図るとともに、地元企業等の人手不

足の解消につなげる。また、これにより医療費・介護給付費等

の適正化を図ることを目指す。 

サービス対象者 

概ね 55 歳以上の岡山市民（シニア層） 

※現在、がん・難病患者、刑務所出所者等といったサービス対

象者の拡大を検討している。 

事
業
関
係
者 

委託者 岡山市 保健福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課 

受託者 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス提供者 

社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 

株式会社パソナ岡山 

株式会社グロップ 

資金提供者 
未定  

※地元金融機関を想定している 

第三者評価機関 武蔵大学 

中間支援組織 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス内容 

就労や社会参加を希望する利用者（高齢者等）からの相談を受

け付ける専用の総合窓口を設置する。 

総合窓口では、利用者の状況や就労に関する希望、能力等を勘

案し、民間の職業紹介事業所・社会福祉協議会等の就労支援機

関に引き継ぐ。 
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各機関においては、就労先やボランティア先を紹介するほか、

面接指導、職場見学や仕事体験、職業紹介後の相談受付等の支

援を必要に応じて提供する。また、雇用側の企業等に対して、

高齢者等の雇用を積極的に行うよう普及啓発や、継続的に働け

る環境を確保するために労働条件の交渉を行う。 

成果指標 

令和２年度より成果連動支払を導入するため、令和元年度中に

成果指標を決定する。 

【成果指標の例（検討中）】 

・利用者登録数 

・企業登録数 

・就労者数 

・定着率 等 

事業期間 

令和元年７月～令和５年６月（４年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年８月～令和５年３月 

評価時期：令和２年度以降（時期は未定） 

支払時期： 

【内訳】 

最低支払： 

・令和２年３月 

それ以降は未定 

成果連動支払： 

令和２年度以降（時期は未定） 

契
約
金
額 

総額 

235,040 千円 

【内訳】 

令和元年度：53,856 千円 

令和２年度：56,428 千円 

令和３年度：56,428 千円 

令和４年度：68,328 千円 

最低支払額 
約 190,000千円 

※支払時期は未定 

成果連動支払額 
約 40,000千円 

※支払時期は未定 

財政効果

の試算 

費目 医療費、介護給付費（市負担分） 

金額 
本事業により介護予防や自立支援を行うことで医療費、介護給

付費の適正化が期待されるが、その額は算定していない。 



【令和２年２月時点】 

 

国の補助の活用の有無 
地方創生推進交付金（約 100,000千円）（最低支払、成果連動支

払に充当） 

債務負担行為の有無 
なし（本 SIB事業は、地方創生推進交付金を活用しているため、

単年度契約を毎年度締結する。） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 本事業においては、令和２年度から PFSを導入する予定である。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

岡山市では、以前より、高齢者の社会参加を促し、生きがいづくりを促進するために、高

齢者向けにボランティア活動を紹介する「生涯現役応援センター」や、生活困窮者の自立を

支援するために、住宅の確保や生活習慣の改善を支援する「寄り添いサポートセンター」を

設置している。これらのセンターは、高齢者や生活困窮者に対して、ボランティア活動の紹

介、住居の確保、生活習慣の改善等を支援し、社会参加・自立を促すという点では一定の成

果は上げていたが、「就労支援」の機能が不十分であり、それを充実させるという点で共通

の課題があった。 

また、岡山市においても、近年、少子高齢化を受けて人手が不足しており、特に市内に本

社や事業所を置く地元企業を中心に、人材の確保は喫緊の経営課題であった。 

そこで、生涯現役応援センター及び寄り添いサポートセンターを所管する岡山市保健福

祉局が発案して、生涯現役応援センターに就労支援の機能を追加した新たな支援窓口を開

設し、寄り添いサポートセンターと連携しながら、高齢者や課題を抱えた人など誰もが地域

や社会で役割をもって活躍できる「生涯現役社会」の実現と、地元企業の雇用確保を目指す

こととした。 

一方で、岡山市では平成 31 年４月から、先行事業として SIBの仕組みを導入していた「お

かやまケンコー大作戦」があったことから、SIBの導入可能性や有効性についての知見は一

定程度有しており、先行事業のノウハウを本事業にあてはめる形で、事業実施に向けた検討

を行うこととした。 

検討の結果、平成 29年７月頃に、保健福祉局において SIBを活用して本事業を実施する

ことが決まったため、同年の予算編成過程において、民間事業者の見積を踏まえて、本事業

の予算要求額を固め、財政当局との予算折衝に臨んだ。また、事業構築にあたっては、旧事

業との差別化を図るため、新規事業という位置づけで構築を行った。予算化作業で苦労した

点としては、SIBの仕組みを知らない職員が多数で、また、前述のとおり新規事業という位

置づけでもあったことから、財政部門の理解を得るまでに時間を要した点が挙げられる。 
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イ 体制の詳細 

 岡山市は、中間支援組織である日本ファンドレイジング協会と契約を締結している。 

 日本ファンドレイジング協会は、民間の職業紹介を行っている事業者であるパソナ岡山

及びグロップ、高齢者の就労支援と福祉サービスを提供する岡山市社会福祉協議会等とコ

ンソーシアムを組成し、それぞれ再委託を行う。再委託を受けた各機関は、サービス対象者

への支援サービスの提供を行う。 

 また、令和２年度から成果連動支払を導入するにあたり、日本ファンドレイジング協会は

金融機関から融資により資金調達を行う予定である。ただし、成果指標や支払条件を令和元

年度に検討中であることから、具体的な融資の条件や、成果連動支払によるリスクを資金提

供者がどの程度負担するかはコンソーシアム内で協議中である。 

 岡山市は、本事業の評価は現時点で以下の流れを想定している。日本ファンドレイジング

協会は以前より社会的インパクト評価 1に関する助言を得ている武蔵大学粉川一郎教授に第

三者評価機関を依頼し、武蔵大学に実績報告書を提出する。武蔵大学は、日本ファンドレイ

ジング協会から提出された実績報告書をもとに評価を行い、その結果を岡山市に報告する。 

 岡山市は、武蔵大学からの評価結果の報告を受け、日本ファンドレイジング協会に成果に

応じた支払を行う。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

                                                      
1 社会的価値を可視化して検証すること。 
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ウ 事業スケジュール 

 事業化に向けた検討は平成 29 年度に着手した。 

 岡山市は、平成 30 年度、導入可能性調査の実施にあたり、雇用先企業の意識等をアンケ

ート調査によって把握し分析を行った。また、相談者に紹介できる企業等を拡充するため、

事前に岡山県中小企業家同友会に協力を仰ぎ、就労先企業の新規開拓や、企業等の意識改革

をねらった企業向けセミナーの開催等を実施した。 

 その後、令和元年度７月に日本ファンドレイジング協会と契約を締結し、コンソーシアム

組成等の事業準備を開始した。成果連動を組み込む時期については、日本ファンドレイジン

グ協会と市で協議・検討して決定した。サービス提供は令和元年８月から令和５年３月にか

けて行う。事業終了後、令和５年４月から６月にかけて事業期間を通した評価を行う予定で

あるが、評価の具体的なスケジュールは現時点で未定である。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

令和元年度は成果連動支払がなく、現在、サービス実施状況を踏まえながら、岡山市

及び日本ファンドレイジング協会において成果指標の検討を行っているところである。

成果指標の候補としては、利用者登録数、企業登録数、実際の就労者数、就労後の定着

率、社会的インパクトを表す指標等が挙げられる。 

 

② 評価方法 

 上記成果指標の検討とあわせ、その評価方法についても現在検討を行っているところ

である。利用者登録数、企業登録数、実際の就労者数、就労後の定着率といった事業の実

施状況に関する指標であれば、各サービス提供者が日常業務の中で記録を行い、日本ファ

ンドレイジング協会においてとりまとめを行うことが考えられる。最終的な評価は、日本

ファンドレイジング協会が提出する実績報告書をもとに、武蔵大学が行う。 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

令和４年度

庁内検討
導入可能性調査

契約締結
サービス提供

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和５年度

未定

未定

評価

支払



【令和２年２月時点】 

 

オ 支払条件 

上記成果指標、評価方法の検討とあわせ、支払条件についても現在検討を行っていると

ころである。支払条件はファンドレイジング協会が中心となって検討し、その案をもとに

岡山市とファンドレイジング協会が協議を行っている。また、武蔵大学からの助言を得て

いる。 

 

カ 中間支援組織の役割 

日本ファンドレイジング協会は、岡山市と契約を締結後、岡山市社会福祉協議会、パソナ

岡山、グロップと委託を締結する。サービス提供期には、資金管理、事業運営管理を行って

いる。評価期においては、岡山市社会福祉協議会、パソナ岡山、グロップの事業の実施状況

をとりまとめて実績報告書を作成し、武蔵大学に提出する。 
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事業名称：子供が輝く東京・応援事業【成果連動型助成】 

事業概要：事業者等が取り組む、結婚、子育て、学び、就労までのライフステージに応じ

た事業に対して助成金を交付する「子供が輝く東京・応援事業」について、助成対象とし

た事業の成果に応じて助成率を変動させた助成金を交付。 

※本事例における金額は、全て税込み（税抜き）表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 東京都 

社会的課題及び 

その背景 

東京都においては、かつて経験したことのないほど急速に少子

高齢化が進展しており、とりわけ、東京都の合計特殊出生率は、

1.21（平成 29年）と全国最低であり、少子化の進行は顕著とな

っている。 

こうした状況を打破するため、結婚や出産をためらう若い世代

や、子育て世帯に対する環境の整備や、社会全体で子育て支援

を進める気運の醸成が課題となっている。 

目指す成果 

①都民に対して事業成果の普及を図ること 

成果評価を実施することにより、都民に対して事業の成果を

明確に開示し、事業成果の普及を図ること。 

②事業活動の促進につなげること 

助成対象とした事業（以下「助成事業」という。）の成果に応

じて助成率を変動させることにより、成果目標の達成に向

け、事業者等が事業の創意工夫を高めるなど、より事業活動

の促進につなげること。 

③事業や活動における学び・改善につなげること 

成果評価の実施にあたり、事業者等が事業の効果・成果を検

証することにより、事業や活動における学びや改善につなげ

ること。 

助成対象者 
（助成対象） 

東京都内に本社又は事務所を有する法人 

事
業
関
係
者 

実施主体 公益財団法人東京都福祉保健財団（以下「財団」という。） 

－ ― 

サービス提供者 ― 

資金提供者 ― 

第三者評価機関 子供が輝く東京・応援事業公募審査会 

中間支援組織 なし 

助成内容 
財団は、本事業の助成対象とする事業者等の公募、形式審査、

子供が輝く東京・応援事業公募審査会設置要綱により設置する
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審査会による書類審査及び総合審査を行い、助成事業を選定

し、助成金の交付を行う。事業者等は、助成事業終了後、当該

交付決定に係る事業の実績報告について、事業実績報告書によ

り財団に報告する。財団は、報告を受けた事業実績報告書等の

審査及び成果評価を行い、交付すべき助成金の額を確定する。

助成事業が２か年度（会計年度）に及ぶものについては、会計

年度ごとに交付の手続きを行う。 

成果指標 助成事業ごとに成果評価対象指標を設定する。 

事業期間 

助成対象期間：最大２か年度 

評価時期：助成事業最終年度年の事業終了後 

支払時期：助成事業が２か年度（会計年度）に及ぶものについ

ては、初年度に助成対象経費の４分の１を交付し、最終年度の

事業終了後、成果評価に基づいて最終的な助成率を決定した上

で、追加交付または精算を行う。 

助
成
額 

総額 基準限度額 20,000千円（最大 15,000千円を助成） 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

助成基準限度額 20,000 千円または助成対象と認められた経費

のうち、いずれか低い額に助成率（1/4～3/4に変動）を乗じた

額と、総事業費から寄付金その他収入を控除した額とを比較し

て低い方の額を助成（最大 15,000千円を助成）。 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし 

事業者選定方法 ― 

成果実績 

平成 30 年度より成果連動型助成制度を導入し、令和元年度採

択事業者により助成事業が開始された。採択事業のうち、単年

度事業については、令和２年３月の事業終了後、成果評価に基

づき評価を行い、設定された成果評価対象指標が達成されたた

め、助成金を交付している。２か年度事業については、令和 3

年 3月が事業終了予定である。 

また、令和元年度にも応募を実施しており、令和 2年度採択事

業者により助成事業を実施している。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 



【令和２年６月時点】 

「財団」では、社会全体で子育ての応援を進めることを目的として、東京都の出えん及び

都民等からの寄付による基金（東京子育て応援基金）を活用し、特定非営利活動法人や事業

者等が創意工夫を凝らして取り組む先駆的・先進的な事業に対して助成金を交付する「東京

子育て応援事業」を平成 27 年度に東京都にてモデル実施し、平成 28 年度から財団で実施

している。 

東京子育て応援事業では、社会全体で子育てを進める機運醸成を一層図っていく観点か

ら、３年に一度、事業の実施状況、波及効果等に係る検証を行い、次年度以降の事業募集に

結果を反映させることとしていたため、平成 29年度に団体へのヒアリング、利用者満足度

調査、申請に至らなかった団体へのアンケート等を実施した。その結果、事業実施上の課題

や事業の現状・都政を取り巻く状況を踏まえ、事業の再構築が決定し、平成 30年度から「子

供が輝く東京・応援事業」（以下、「本事業」という。）に名称変更を行った上で、以下の２

つの助成制度を実施することとした。 

再構築の方向性として、本事業は、人が輝く東京の実現に向け、結婚や子育て、就労まで

のライフステージに応じた取組を行う事業者に対する立ち上げ支援（新たな取組へのチャ

レンジの定額助成）と、実績を伸ばす観点（助成割合を成果連動型にすることで、事業者の

活動意欲をより一層向上させる観点）から、既存の取組の拡充を図りたい事業者に対し、成

果に連動した形で助成（既存の取組のレベルアップの成果連動型助成）を行うこととした。 

   

イ 体制の詳細 

 東京都は、財団に対し、助成金の原資として、出えんを行う。財団は、東京都と別途締

結する出えん契約に基づき、出えん金をもとに基金を造成するとともに、都民等からの寄

付を受け入れ、これを原資として本事業を行う。 

 財団は、本事業の助成対象とする事業者等の公募、審査を行い、助成事業を選定する。 

また、事業者等は、助成事業終了後、当該交付決定に係る事業の実績報告について、事業

実績報告書により財団に報告する。財団は、報告を受けた事業実績報告書等をもとに事業の

成果評価を行い、助成率の決定、助成金の交付を行う。 

 



【令和２年６月時点】 

ウ 事業スケジュール 

財団は、本事業への応募を検討している事業者等を対象に、募集説明会や事業の成果評

価に関する研修会を開催する。研修会では、成果評価について理解し、ロジックモデルの

作成や成果指標の設定など、成果評価の作業を体験し、応募書類作成の一助とすることを

目的としている（ただし、研修会への参加は、応募の要件とはしていない）。財団の公募

に対し、事業者等は、事業目的や内容だけでなく、ロジックモデル、成果指標とその目標

値、その測定方法などを記載（提案）した、応募書類を提出する。財団は、形式審査（応

募書類に基づく資格審査及び法的審査）、別途設置した審査会による書類審査及び総合審

査（プレゼンテーション）において、事業・企画審査を行う。項目については、以下の観

点を中心とした審査を行う。 

①資格審査 

・対象者の要件を満たしているか 

・対象事業であるかどうか 

②法的審査 

・各種法令等に反していないか 

③事業・企画審査 

・趣旨の適合性（助成事業として趣旨が合致しているか） 

・事業の目的（課題等が十分に検討されているか）  

・成果目標（成果目標が適正に設定されているか） 

・ロジックモデル（成果目標実現に向けての成果波及経路は論理的かつ妥当か） 

・成果指標・目標値（ロジックモデルに沿って適切な指標が設定され、妥当な目標値

となっているか） 

・測定方法（各指標のデータ測定の方法、タイミングは妥当か） 

・実現可能性（確実に実施可能な事業か） 

・収支予算の的確性（収支予算書の内容が適正か） 

・実行体制の確保（十分な組織・体制・財源を確保し、内部統制が適正に図られてい

るか） 

・スケジュールの妥当性（スケジュール等が適切か） 

・継続性（助成終了後も継続実施できるか） 

・波及効果（事業成果の波及効果が高い事業か） 

・上記項目以外で特に評価できる点があるか 

 財団は、助成事業として選定した事業者等に対し、助成金に関する交付申請について通

知する。助成事業終了後、当該交付決定に係る事業の実績報告について、財団へ報告を行

い、提出を受けた実績報告書等をもとに、事業の成果評価を行い、助成率及び助成額を決

定し、助成金を交付する 

 なお、助成事業が２か年度（会計年度）に及ぶものについては、会計年度ごとに交付の



【令和２年６月時点】 

手続きを行う。 

 

 

エ 評価の方法  

 ① 成果指標の設定 

助成事業者は、成果目標達成に向けた道筋を体系的に示すロジックモデルにおいて、成

果評価に必要な指標を設定する。 

評価の対象は、事業の結果（以下「アウトプット」という。）及び成果（以下「アウト

カム」という。）とする。ただし、アウトカムについては、直接アウトカム、中間アウト

カム及び最終アウトカムの３段階に分け、直接アウトカム及び中間アウトカムを評価対

象とする。 

なお、本事業におけるアウトプット及びアウトカムの定義は、以下のとおりとしている。 

アウトプット 事業者の取組によって達成された実績、基本的には事業者の取組によ

って実現されるもの 

直接アウトカム 事業の実施により、対象者に与える直接的な変化（改善効果） 

中間アウトカム 直接アウトカムによって生じる対象者、社会の意識や行動、状況の変化 

最終アウトカム 中間アウトカムによって生じた変化によってもたらされた状態及び最

終的に事業を通じて実現を目指す状態 

（出典：財団資料） 

評価対象指標は、ロジックモデルで設定した指標のうち、アウトプット指標、直接アウ

トカム指標、中間アウトカム指標の各区分それぞれ、最大２つまで設定可能とする。なお、

指標は、それぞれの達成状況を客観的に測定できるよう、定量的なものとする。ただし、

アンケート調査結果により、対象者の意識や行動の変化を把握して、数値化することでも

構わない。 

 

② 評価方法 

  事業者は、事業実施後、予め定めた成果指標を予め定めた測定方法により測定し、そ

れらの結果をもとに、実績報告書を作成し、財団に提出する。 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

単年度 ２か年度

単年度 ２か年度

説明会・研修会
応募締切
審査・選定
事業実施

成果連動型助成交付
事業の成果評価

令和３年度平成30年度 令和元年度 令和２年度
令和元年度採択事業のケース



【令和２年６月時点】 

財団は、実績報告書をもとに、予め定めた成果指標の目標の達成水準を確認し、事業

の成果評価を行う。 

 

オ 助成金の算定方法 

 助成基準限度額（20,000 千円）と助成対象経費を比較して少ない方の額に対し、成果に

応じて、４分の１から４分の３までの助成率を乗じた額と、総事業費から対象事業に係る収

入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を助成期間終了後の最終的な助成金の交付

額とする。 

 助成率は、以下の基準により決定される。 

基準 助成率 

①設定したアウトプット指標のみ全て達成した場合 ４分の１ 

②上記①を達成した上で、設定した直接アウトカム指標のうち、最低１つが

達成した場合 

２分の１ 

③上記②の指標のうち最低 1 つを達成した上で、設定した中間アウトカム指

標のうち、最低１つが達成した場合 

４分の３ 

④設定したアウトプット指標を１つでも達成しない場合 ０ 

※「達成」とは、設定した指標を１００％達成した場合とする。 

（出典：財団資料をもとに、内閣府が作成） 

 

キ 中間支援組織 

本事業では、成果連動型助成に採択された事業者に対して成果指標や目標値の設定に係

る支援、事業の進行管理等に係る業務についても専門的な知識がある外部（コンサルティン

グ会社）へ業務委託し、事業を実施している。 
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	まず、豊田市は、本事業実施のためにＤＩが設立したＳＰＣである合同会社Next Rise ソーシャルインパクト推進機構（以下、ＮＲＳ）とサービス事業者の募集・選定等に係る成果連動型の業務委託契約を締結した。また、第三者評価機関であるJAGESと成果指標の評価等に係る業務委託契約を締結した。
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	ＮＲＳと契約を締結した市内事業者は、高齢者の社会活動量を増やす"オンライン"や"三密を避けたオフライン（対面）"での双方向コミュニケーションを前提としたプログラム（運動・趣味・エンタメ・就労など事業期間中に30以上のプログラムを展開）を提供する。
	ＮＲＳは、株式会社ドリームインキュベータ、株式会社日本政策投資銀行、日本生命保険相互会社、株式会社 DI ソーシャルインパクトキャピタルにより組成されたNext Rise ソーシャル・インパクト・ファンド投資事業有限責任組合から出資を受け、介護予防メニューの事業費として各事業者への支払いに充てる。豊田市からの支払は一部成果連動であるため、成果連動支払リスク（成果が出なければ豊田市から支払いがなく、調達した資金を回収できないリスク）は上記出資者が負う。
	なお、豊田市においては、事業財源として企業版ふるさと納税を活用することとし、多方面からの働きかけにより寄附団体を確保した。
	JAGESは、事業期間中の各年度に設定した成果指標に応じた成果達成状況の確認や介護保険給付費削減効果の分析を実施し、その結果を豊田市に報告する。
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