
【令和２年２月時点】 

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 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
令和３年度

庁内検討
導入可能性調査

契約締結

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

公募

サービス提供

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）



【令和２年４月時点】 

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
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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



【令和２年２月時点】 

 

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 
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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。 



【令和２年２月時点】 

【令和３年１２月一部修正】 

 

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 



【令和２年２月時点】 

【令和３年１２月一部修正】 

 

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



【令和２年２月時点】 

【令和３年１２月一部修正】 

 

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 
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 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。 
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※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。 
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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、
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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。 
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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。 
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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、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。 
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※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。 



 
【令和２年２月時点】 
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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％ 
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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 
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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



【令和２年２月時点】 

 

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



【令和３年１０月時点】 

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



【令和３年１０月時点】 

「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 



【令和３年１０月時点】 

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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	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、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1F 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
	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。
	「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
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	ア　事業実施の経緯
	再犯防止推進計画0F では、再犯の防止等の推進に関する法律に掲げられた基本理念をもとに５つの基本方針と７つの重点課題を設定しており、政府として取り組むべき１１５の具体的な再犯防止施策が掲げられている。
	その中の具体的施策の一つとして、民間の団体等の創意と工夫による再犯防止活動の促進が掲げられており、その一環として、民間資金を活用した支援の在り方について検討を行い、その結果に基づき施策を実施することとされている。
	また、令和元年１２月に犯罪対策閣僚会議で決定された「再犯防止推進計画加速化プラン」においても、SIB等の仕組みを通じ、社会的課題に取り組むNPO、民間企業・団体等と連携した効果的な再犯防止・立ち直りに向けた活動を推進することとされている。
	その上で、令和元年度に法務省が実施した、再犯防止活動における成果連動型民間委託契約方式の案件組成のための調査研究の最終報告書では、具体的な案件例として「非行少年に対する継続的な学習支援の実施」が示された。
	非行少年に対する学習支援については、
	・　我が国の高等学校等への進学率は、令和２年度には９８．８％に上っているものの、少年院入院者の教育程度を見ると、２０．７％が中学校卒業後に高等学校に進学しておらず、また、４３．６％が高等学校を中退している現状にあること
	・　他方、少年院出院者の１５．５％は、進学を希望しているものの、進学先が決まらないまま出院しており、令和２年に保護観察を終了した少年について、保護観察中に再非行・再犯により新たな処分を受けた者の割合を見ると、少年院出院者について学生・生徒であった者は１２．７％であったのに対し、無職者は４２．９％となっていること
	などの現状から、少年院出院者の中には、学習を持続できずに再非行や再犯に至る例があり、これに対応するためには、少年院在院中から保護処分終了後まで国として一貫した学習支援を行うことが有効と思われるものの、現下はその体制にないことなどの課題があった。
	そこで、SIBの手法を活用することで民間のノウハウを最大限に引き出しつつ、学習意欲のある非行少年に対する継続的かつ一貫した学習支援を行うことにより、対象者の再犯・再非行の防止を実現することを目的としたものである。
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