
【令和４年２月時点】 

事業名称：ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB)による非行少年への学習支援事業 

事業概要：少年院在院者のうち、出院後の継続的な学習に意欲のある者に対し、少年院在

院中に学習支援計画の策定等を行った上で、出院後、最長１年間にわたり、継続的な学習

支援を実施するもの。 

※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 

事業実施主体 国（法務省） 

社会的課題及び 

その背景 

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（文部科学省「学校基本調査」）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（令和２年矯正統計年報）。 

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年矯正統

計年報）、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（令和３

年度犯罪白書）。 

このように、少年院出院者の中には、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、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など

の課題があった。 

目指す成果 

非行少年に対する官民連携による柔軟かつきめ細やかな支

援により、学習の継続と充実を図り、その生活基盤の安定を通

じて再犯・再非行の防止を目指す。 

サービス対象者 

少年院出院後、東京又は大阪に帰住する少年のうち、高卒認

定試験の受験を予定している者や高等学校への復学を希望し

ている者など 

事
業
関
係
者 

委託者 国（法務省） 

受託者 
（共同事業体）株式会社公文教育研究会、株式会社キズキ、一

般社団法人もふもふネット 

サービス提供者 
株式会社公文教育研究会、株式会社キズキ、一般社団法人もふ

もふネット 



【令和４年２月時点】 

資金提供者 

株式会社日本政策投資銀行(信託受益権投資型スキーム) 

株式会社三井住友銀行(変動金利型貸付) 

株式会社ＣＡＭＰＦＩＲＥ(融資型クラウドファンディング) 

第三者評価機関 

なし 

※事業の実施状況に関して、特定非営利活動法人ソーシャル・

バリュー・ジャパンがモニタリングを実施 

中間支援組織 なし 

サービス内容 

少年院在院中に学習支援計画の策定等を行った上で、出院

後、最長１年間にわたり、学習支援を実施するほか、専門家に

よる個別面談等によって生活状況及び心情等の把握、少年の抱

える課題の解決に向けた対応の検討などの生活支援を実施す

る。 

成果指標 

【プロセス指標】 

・学習支援計画の策定数 

・支援の継続率 

・学習支援計画の見直し検討の回数 

【アウトカム指標】 

・学習支援計画上の目標達成率 

・専門家によるアセスメントの結果、生活状況が改善されたと

判断された者の割合 

・再処分・再犯率（本事業の対象となる少年のうち、少年院出

院後、再非行・再犯により新たな処分を受けた者の割合） 

事業期間 

令和３年８月～令和６年３月 

【内訳】 

サービス提供期間：令和３年８月～令和６年２月 

評価時期：（令和３年度）令和４年３月 

     （令和４年度）令和５年３月 

（令和５年度）令和６年３月 

契
約
金
額 

総額 

総額：71,220千円（上限） 

【内訳（上限）】 

令和３年度：16,750千円 

令和４年度：25,520千円 

令和５年度：28,940千円 

※表示単位未満を端数処理しているため、総額と一致しない。 

最低支払額 上限額の 20％相当額 

成果連動支払額 上限額の 80％相当額 



【令和４年２月時点】 

財政効果

の試算 

費目 ― 

金額 ― 

国の補助の活用の有無 ― 

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 

成果実績 ― 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 

再犯防止推進計画 1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。 

                                                      
1 https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi/hisho04_00036.html 



【令和４年２月時点】 

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。 

なお、政府においては、「成果連動型民間委託契約方式の推進に関するアクションプラ

ン」2に基づき、再犯防止を重点分野の一つとして、成果連動型民間委託契約方式の普及促

進を進めることとしている。特に，民間資金を呼び込む SIBは、「経済財政運営と改革の

基本方針 2020」3においても積極的な活用を図ることとされている一方、国の直轄事業に

おいて SIBが活用された事例はなかった。本事業は、国が主体となって SIBを活用する初

めての事業であり、再犯防止分野においては、地方公共団体も含めて初の取組となる。 

 

イ 体制の詳細 

 法務省は、民間の教育サービス企業である株式会社公文教育研究会及び株式会社キズキ

並びに非行・犯罪・暴力に関する調査研究、被害者・加害者及びその家族に対するケアと

サポート等を実施している一般社団法人もふもふネットによる共同事業体と契約を締結し

ている（代表企業：株式会社公文教育研究会）。 

各事業者の役割等は以下のとおり。 

・ 株式会社公文教育研究会：事業の実施計画・遂行のとりまとめ、学習教材、学習支

援のノウハウの提供 

・ 株式会社キズキ：東京拠点における支援 

・ 一般社団法人もふもふネット：大阪拠点における支援 

また、NPO法人ソーシャル・バリュー・ジャパンは、支援の実施現場への訪問や受託事

業者が作成する月次報告書の内容を確認するとともに、同内容を踏まえた受託事業者に対

するアドバイスを行う等、事業の実施状況に関するモニタリングを実施する。 

なお、資金提供のスキームは、以下のとおり。 

① 信託受益権投資型スキーム（㈱日本政策投資銀行） 

日本政策投資銀行においては、信託銀行が国からの委託費の支払いについて設定し

た信託の受益権の一部を公文教育研究会から購入する方法により、共同事業体の代表

事業者である公文教育研究会に対して投資を行い、事業の成果に応じた償還を受ける

予定。 

② 変動金利型貸付（㈱三井住友銀行） 

   三井住友銀行においては、事業の成果に応じて変動する金利条件により、共同事業

体に融資をすることで、事業の成果に応じた金利の支払いを受ける予定。 

③ 融資型クラウドファンディング（㈱ＣＡＭＰＦＩＲＥ） 

   ＣＡＭＰＦＩＲＥ社がクラウドファンディングにより一般出資者から集めた資金を

                                                      
2 https://www8.cao.go.jp/pfs/actionplan.html 
3 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/decision0717.html 
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共同事業体に融資し、事業の成果に応じて共同事業体から返済を受けた後、一般出資

者に分配する予定 

 

図表 1 事業体制 

 
 

ウ 事業スケジュール 

令和元年度に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

査研究を実施し、その結果を踏まるなどして、具体的な事業スキームの構築を行った。 

その後、令和３年４月に本事業に関する公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

を行い、同方式による事業者の選定を経て、同年８月に事業者と契約締結及び事業開始と

なった。 

事業期間は、令和３年８月から令和６年３月までの約２年８か月間である。なお、事業期

間の設定に当たっては、支援対象者数の確保、少年院出院後最長１年の支援期間の確保等、

本事業を通じた成果を担保する観点から検討を行った。そのうちサービス提供期間は、令和

３年８月から令和６年２月までの約２年７か月間である（事業期間のうち令和６年３月に

ついては、事業者による事業の実施結果の報告及び成果指標に関する評価等のみを実施す

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 

本事業では、官民連携のきめ細やかな学習支援による学びの継続と充実を通じた再

犯・再非行の防止を目指している。 

そこで、成果指標として、 

・ 学習支援計画の策定数 

・ 支援の継続率 

・ 学習支援計画の見直し検討の回数 

・ 再処分率 

・ 専門家よるアセスメントの結果 

・ 学習支援計画上の目標達成率 

を設定した。成果指標の設定にあたっては、法務省から事業者に対し、仕様書において

例示をした上で、提案を求め、法務省と事業者との協議によって最終決定とした。 

 

図表 3 成果指標 

項目 内容 

【プロセス指標①】学習支

援計画の策定数 

学習支援計画の策定数／支援対象者として法務省が選定し

た数 

【プロセス指標②】支援の

継続率 

支援対象者に支援を実施した総月数／受託者が設定した学

習支援計画（対象者全員分）における支援の計画総月数 

【プロセス指標③】学習支

援計画の見直し検討の回

数 

支援対象者に学習支援計画見直しの検討を実施した総回数

／受託者が設定した学習支援計画（対象者全員分）における

見直し検討の総回数 

【アウトカム指標①】学習

支援計画上の目標達成率 

支援終了時に支援計画上の目標を達成した者の数／支援を

開始した者の数 

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

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

契約締結
サービス提供

評価

支払

令和６年度

庁内検討
（導入可能性調査）
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項目 内容 

【アウトカム指標②】専門

家によるアセスメント結

果 

学習支援終了時に専門家によるアセスメントを実施し、支援

の必要性等を点数化 

同点数が出院時よりも下がった者の数／支援を開始した対

象者数 

【アウトカム指標③】再処

分率 

比較対照群の再処分率を「１００」とした場合の、本事業の

支援対象者の再処分率 

 

② 評価方法 

  支払額を決定するための成果の評価は、法務省と事業者とがあらかじめ協議の上で

定めた基準に従い、法務省が行う。 

  なお、法務省が評価を行うに当たって必要となる情報は、一部を除き、受託者が準

備することとなっているが、法務省への提出に当たっては、受託者において NPO法人

ソーシャル・バリュー・ジャパンの協力を得て、当該情報が客観的なものであるか、

成果指標に関する情報であれば適切に測定されたものとなっているか等の精査を行う

とともに、その結果を踏まえ、事業者の取組状況に関し、改善すべき点があるか等の

事業に関するモニタリングを行う。 

 

オ 支払条件 

各会計年度における支払額は、委託契約において定めている。 

なお、成果指標と同様に支払条件についても、法務省から事業者に対し、仕様書において

例示をした上で、提案を求め、法務省と事業者の協議によって最終決定とした（詳細は以下

のとおり）。 

 

図表 4 成果指標と支払条件について 

【プロセス指標① 学習支援計画の策定数】 

  達成状況 支払割合 

評
価 

Ａ 80％以上 100％ 

Ｂ 20％～79％ 達成割合と同一の割合 

Ｃ 20％未満 0％ 

 

【プロセス指標② 支援継続率】 

  達成状況 支払割合 

評
価 

Ａ 80％以上 100％ 
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Ｂ 25％～79％ 達成割合と同一の割合 

Ｃ 25％未満 25％ 

 

【プロセス指標③ 学習支援計画の見直し検討の回数】 

  達成状況 支払割合 

評
価 

Ａ 80％以上 100％ 

Ｂ 20％～79％ 達成割合と同一の割合 

Ｃ 20％未満 0％ 

 

○【アウトカム指標① 学習支援計画上の目標達成率】 

  達成状況 支払割合 

評
価 

Ａ 80％以上 100％ 

Ｂ 40％～79％ 達成割合と同一の割合 

Ｃ 40％未満 0％ 

 

【アウトカム指標② 専門家によるアセスメント結果】 

  達成状況 支払割合 

評
価 

Ａ 80％以上 100％ 

Ｂ 40％～79％ 達成割合と同一の割合 

Ｃ 40％未満 0％ 

 

○【アウトカム指標③ 再処分率】 

  達成状況 支払割合 

評
価 

Ａ 70％未満 100％ 

Ｂ 70％以上 80％未満 75％ 

Ｃ 80％以上 90％未満 50％ 

Ｄ 90％以上 100％未満 25％ 

Ｅ 100％以上 0％ 

（出所）法務省提供資料より作成 

 

図表 5 各年度における成果指標と成果連動支払額の割合について 

 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 
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成果連

動支払

額 A 

【プロセス指標①】学習支援計画の策

定数 
38％ 33％ － 

【プロセス指標②】支援継続率 48％ 47％ 70％ 

【プロセス指標③】学習支援計画の見

直し検討の回数 
14％ 20％ 30％ 

成果連

動支払

額 B 

【アウトカム指標①】学習支援計画上

の目標達成率 
－ － 42％ 

【アウトカム指標②】専門家によるア

セスメント結果 
－ － 28％ 

【アウトカム指標③】再処分率 － － 30％ 

（出所）法務省提供資料より作成 
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事業名称：東近江市版 SIB 事業 

事業概要：補助事業を成果連動型に転換して歳出の有効性を高めるとともに、地域の課

題を地域で解決する仕組みを構築。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。

●基本データ

地方公共団体 滋賀県東近江市 

社会的課題及び 

その背景 

東近江市は、従来の各種補助事業による補助金の使い方をチェ

ックする仕組みであることに対して、事業の効果が十分検証さ

れていないことに疑問を持っており、補助金改革が課題となっ

ている。 

また、東近江市は、住民主体の地域活性化や地域課題の解決が

必要であると考え、その仕組みづくりが課題となっている。 

目指す成果 

東近江市は、コミュニティビジネス支援をはじめ、複数の地域

課題の解決に資する補助事業を成果連動型に転換することで、

公的支出の効果を高めるとともに、地域の課題を地域で解決す

る仕組みを構築する。 

サービス対象者

市内事業者や団体（採択事業者） 

年度 対象事業 

第１期（平

成 28年度） 

【コミュニティビジネス支援事業】 

・地元産木材を活用したおもちゃの商品化

・廃食油を使ったリサイクル粉せっけんの意

義を伝える商品のリニューアル化

・空き店舗を改修した地域拠点整備

・地域の困りごとをサポートする仕組みづく

り

第２期（平

成 29年度） 

【コミュニティビジネス支援事業】 

・市の花ムラサキを活用した化粧品開発

・空き家を活用した地域の拠点づくり

【中間的就労支援事業】 

・薪割り作業を通じた引きこもり支援

・農作業と収穫物による商品開発を通じた引

きこもり支援

・地域の困りごとを解決する多様な働く場の

創出による引きこもり支援

第３期（平 【コミュニティビジネス支援事業】 
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成 30年度） ・政所茶（まんどころちゃ）1の高付加価値化と

体験型観光ツアー 

・産前産後の母親支援の仕組みづくり 

【世代を超えて地域でつくる子供の居場所事

業】 

・地域で育むこどもの居場所づくり 

・世代を超えてつなぐ障害のある方の就労支

援事業 

第４期（令

和元年度） 

【コミュニティビジネススタートアップ支援

事業】 

・地元産ぶどうを活用したワイン醸造を実現

する環境整備 

・空き家を活用したシェアオフィスの仕組み

づくり 

【若者支援事業】 

・福祉部門で働く若者が働く意義について考

える勉強会の開催 

【ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト】 

・空き家を活用したガリ版伝承によるまちづ

くりのプラン策定と空き家改修 

（出所）東近江三方よし基金事務局提供資料 

事
業
関
係
者 

委託者 ―（実施者：東近江市） 

受託者 ― 

サービス提供者 

公益財団法人東近江三方よし基金事務局 

（平成 28年度：東近江三方よし基金設立準備会） 

（平成 29年度：一般財団法人東近江三方よし基金） 

資金提供者 

地元企業、地元金融機関、地域住民 

※プラスソーシャルインベストメント株式会社が匿名組合 2を

組成し、各資金提供者は当該組合に出資する。 

第三者評価機関 東近江三方よし基金が設置する第三者委員会 

中間支援組織 公益財団法人東近江三方よし基金事務局 

サービス内容 東近江三方よし基金事務局は、市内事業者や団体から、各種補

                                                      
1 東近江市で栽培されている日本茶 
2 資金提供者が採択事業者の行う事業に対して出資を行い、東近江市が行う成果連動支払を資金提供者で

分配することを、資金提供者間で約束する契約形態である。 
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助制度の応募を受け付ける。 

応募する市内事業者や団体は、東近江三方よし基金事務局が設

置した選考会による審査を受け、採択された場合に事業を開始

する。採択事業者による事業終了後、採択事業者は実績報告書

を基金事務局に提出して成果目標の達成状況を報告する。審査

会はこれを踏まえて各採択事業者の成果の達成度を審査する。 

成果指標 

選考会が、各採択事業者の事業計画書に基づき、各採択事業者

と協議のうえ成果目標を決定する。 

※採択事業ごとの成果目標は「エ.評価手法 ①成果指標の設

定」参照。 

事業期間 

毎期 11 カ月間 

【内訳】 

第１期：平成 28年５月～平成 29年３月 

採択事業実施期間：平成 28年５月～平成 29年２月 

評価時期：平成 29年２月～３月 

支払時期：平成 29年３月 ※以下各期も同様 

第２期：平成 29年５月～平成 30年３月 

第３期：平成 30年５月～平成 31年３月 

第４期：令和元年５月～令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 

・コミュニティビジネススタートアップ支援事業：500千円/採

択事業 

・中間的就労支援事業：500千円/採択事業 

・世代を超えて地域でつくる子供の居場所事業：500千円/採択

事業 

・若者支援事業：1,000千円/採択事業 

・ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト：3,630 千円/採択

事業 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成 29 年度健康福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（第２期の

成果連動支払に充当） 

厚生労働省平成 30 年度健康福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（第３期の
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成果連動支払に充当） 

厚生労働省令和元年度健康福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（第４期の

成果連動支払に充当） 

国土交通省まちづくり分野におけるソーシャル・インパクト・

ボンドの活用調査検討に向けた実証事業（第４期の成果連動支

払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 ― 

成果実績 

※ここでは第１～３期の成果実績について記載する。 

第１～３期の全ての採択事業が、各採択事業者で設定した成果

目標を達成した。これをもって、東近江三方よし基金事務局は

東近江市から満額の成果連動支払を受け、これを原資として地

元企業や地域住民等の資金提供者に償還した。成果連動型補助

金は、採択事業者にとって成果達成の動機づけになっているこ

とが確認された。 

また、各採択事業では、事業実施中、資金提供した地域住民が

店舗に足を運び声掛けするなど地域で新たな交流が生まれた。

これが事業者の刺激にもつながり、成果の達成の一助となっ

た。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

東近江市では、平成 22年に実施した市研究会資金調達分科会にて、コミュニティファン

ド設置が提案された。また、平成 26年度、東近江市市民協働推進計画（平成 26～令和５年

度）においても、市民活動や地域の課題解決の基盤として市民ファンドの必要性が明記され

た。 

これを受けて、平成 27年度、東近江市では行政と市民が参加するコミュニティファンド

検討会を設置し、翌年度、当検討会は東近江三方よし基金設立準備会に発展した。東近江三

方よし基金設立準備会では、外部有識者より、EBPM3や海外の SIB 事業事例の紹介、成果連

動の重要性についての示唆を受けた。 

準備会での検討を受けて、平成 29 年度に一般財団法人東近江三方よし基金が設置され、

平成 30年度には、現在の公益財団法人東近江三方よし基金となった。 

前述の東近江三方よし基金設立準備会の運営中に、外部有識やより EBPM や海外の SIB事

                                                      
3 Evudence-based Policy Maikingの略で、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政

策目的を明確化した上で合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすること。 
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業事例の紹介、成果連動の重要性についての示唆を受けたことがきっかけとなり、当準備会

の運営に関わっていた職員が中心となって、EBPM の必要性を認識し、成果志向を行政経営

に組み込む検討を開始した。検討の中で、庁内では、補助金の使い方を重視する従来の補助

事業について効果の検証がなされていない点が疑問視されてきた。そこで、①補助事業の有

効性を高めること、②東近江三方よし基金の目的でもある、地域の資金を活用して市民活動

や地域の課題解決を目指すこととし、市内事業者向けに補助金を交付していたコミュニテ

ィビジネススタートアップ支援事業を成果連動型に転換することとした。 

事業実施主体は東近江三方よし基金事務局が担うこととなった。庁内で検討を開始した

当初から、東近江市は地域の民間資金活用を方針としていたことから、東近江三方よし基金

事務局は、東近江三方よし基金設立準備会の座長である龍谷大学教授深尾昌峰教授が設立

したプラスソーシャルインベストメント株式会社と資金調達方法について検討した。 

第１期である平成 28 年度は、既存のコミュニティ支援事業を成果連動型に転換した。こ

の結果、全採択事業において成果が達成されたこと、また、地域住民が事業者を応援すると

いう地域交流が生まれ地域活性化につながった。この結果を受け、東近江市は、翌年度以降、

複数の支援事業に成果連動型を導入し、現在、東近江市版 SIB事業として実施している。 

なお、第２～４期は厚生労働省の健康福祉分野における民間活力を活用した社会的事業

の開発・普及のための環境整備事業を活用し、また、第４期は国土交通省まちづくり分野に

おけるソーシャルインパクトボンドの活用調査検討に向けた実証事業を活用した。 

 

イ 体制の詳細 

東近江三方よし基金事務局は、採択事業者を選考する選考会、採択事業者の成果を審査す

る審査会を設置する。選考会と審査会は同一の委員で、外部有識者、基金理事、東近江市職

員から構成されている。 

東近江三方よし基金、湖東信用金庫及びプラスソーシャルインベストメントにて社会的

投資推進協定を締結する。これを持って、湖東信用金庫はプラスソーシャルインベストメン

トに、地元企業や地域住民が出資する際の専用口座を提供する。加えて、湖東信用金庫とプ

ラスソーシャルインベストメントは、協定に基づき、資金提供者の募集や事業の周知を連携

して行う。 

東近江三方よし基金事務局は、プラスソーシャルインベストメントと業務委託契約を締

結する。これを受けて、プラスソーシャルインベストメントは、匿名組合を組成し、出資を

募るためのホームページを開設する。 

東近江三方よし基金事務局は、市内事業者や団体からの応募を受け付ける。応募する市内

事業者や団体は事業提案書を提出し、選考会の審査を受ける。応募する市内事業者や団体は、

事業提案書の中で事業内容に適した成果目標を提案し、それを基に選考会が協議を行い、選

考会が事業内容に沿った成果指標とその目標を設定する。 

採択事業者決定後、地元住民や地元企業が出資を行う。だれでも一口 20,000円から出資
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（償還率約 102％）できる。東近江市からの支払は全額成果連動であるため、成果連動支払

リスク（成果が出なければ行政から支払がなく、提供した資金を回収できないリスク）は地

元企業や地域住民等の全資金提供者が負う。 

プラスソーシャルインベストは、東近江三方よし基金事務局との業務委託契約に基づい

て、東近江三方よし基金事務局が採択事業者に交付する事業支援金として、出資金を採択事

業者に交付する。 

採択事業者は事業支援金を用いて事業提案書に基づいて事業を行う。プラスソーシャル

インベストメントは、採択事業者が成果目標を達成できるよう、採択事業者に必要に応じて

助言を提供する。 

採択事業者は２月までに事業を終了し、事業報告書を審査会に提出する。加えて、審査会

にて成果目標の達成状況に関する報告を行う。審査会はそれを踏まえて成果目標の達成度

を審査する。審査会が成果目標を達成していると判定した場合、東近江市が三方よし基金事

務局に補助金を支払い、東近江三方よし基金事務局はプラスソーシャルインベストメント

を介して、地元企業や地域住民等の資金提供者に償還する。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 27年度から東近江市庁内において、補助事業の成果連動型への転換について検討を

行った。 

毎年度の事業期間は、従来の補助制度と同様に、当該年５月から翌年３月までの約 11カ

月間である。そのうち採択事業者が事業を行う期間が約 10カ月間、審査会による審査を行

う期間が約１カ月間である。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

応募する市内事業者や団体は、事業提案書の中で事業内容に適した成果指標とその目

標を提案し、それを基に選考会が協議を行い、選考会が成果指標とその目標を設定す

る。 

採択された市内事業者や団体に対して選考会が設定する成果目標には、定量的な目標

と定性的な目標がある。 

 

図表 3 各採択事業の成果指標一覧 

第１期（平成 28 年度） 

空き店舗を改修した地域拠

点整備 

① サポーターの増加 

② 経営計画策定 

③ 空き家管理ノウハウの取得 

④ サポーターの交流会開催 

地元産木材を活用したおも

ちゃの商品化 

① 販売先の具体的計画策定 

② 森林組合が提携先になっている 

③ 商品パッケージの具体的展開確定 

粉せっけんの意義を伝える

商品のリニューアル化 

① 商品パッケージの具体的な展開確定 

② モニター100人使用による感想・改善点を把握 

③ 事業の立ち上げプラン策定 

④ 試作品の完成 

地域の困りごとをサポート

する仕組みづくり 

① 拠点整備完成 

② 雇用開始 

③ 関係者の増加 

④ 困りごと解決事業の開始 

第２期（平成 29 年度） 

市の花ムラサキを活用した

化粧品開発 

① ホームページを構築し、ホームページからの直販が  

来るようにする。 

② 特産品「シコンコスメ」の販路獲得のための営業を

30社以上に対して行う。 

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

第１期 第２期 第３期 第４期

協定・契約締結
採択事業実施

審査
成果連動支払

平成30年度

庁内検討

令和元年度平成27年度 平成28年度 平成29年度
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③ 特産品「シコンコスメ」の販売契約を 10社以上と

締結する。 

空き家を活用した地域の拠

点づくり 

① カフェを活動の拠点と位置づけ、運営が継続するよ

う来客数の増加を図るためのマーケティングを行

う。 

② 拠点の情報発信を担う人材が５名以上育成されてお

り、その人材の情報が公開され、情報発信が実践さ

れている。 

③ 拠点において講座を開催する人材（有償ボランティ

ア）が３名以上登録され、その人材の情報が公開さ

れ、講座が実践されている。 

薪割り作業を通じた引きこ

もり支援 

① 中間就労の見える化に取り組むことで、新規で 4名

の利用者を増やす。 

② 環境と福祉の融合を行政と共に広報していくこと。 

③ 一般就労に移行する利用者を１名以上。 

農作業と農作物を活用した

商品開発を通じた引きこも

り支援 

① 中間就労の場を見える化する具体策を実現する。 

② 地域特性を踏まえた連携の方法、様々な主体をつな

ぐネットワークをつくる。 

③ 新規の利用者を 15名以上。 

地域の困りごとを解決する

多様な働く場を創出して引

きこもり支援 

① 中間就労の場を見える化する具体策を実現する。 

② 地域特性を踏まえた連携の方法、様々な主体をつな

ぐネットワークをつくる。 

③ 新規の利用者を 15名以上。 

第３期（平成 30 年度） 

地域で育むこどもの居場所

づくり 

① つながりの増加（関係者にアンケート調査にて確

認） 

② 団体の状態の変化（相談できる人が増えた人数） 

③ 地域の状態の変化（地域の子供に関する課題を知っ

ている人数。出資者へのアンケートにて確認） 

世代を超えてつなぐ障害の

ある方の就労支援事業 

① つながりの増加（保護者アンケート調査にて確認） 

② 団体の状態の変化（相談できる人が増えた人数） 

③ 地域の状態の変化（障害のある子供たちの課題を知

っている人数。出資者へのアンケート調査にて確

認） 

政所茶の高付加価値化とブ

ランディング 

① 生産コスト３倍の価値を購入してくれる人を獲得す

るためのマーケティング（アンケート等の調査、販

促活動）の実施 

② マーケティング調査を踏まえたモニタリングツアー

の実施 

③ 政所茶の物語やモニターによる評価をとりまとめ、

それらを情報発信するウェブサイトを開設 

産前産後の母親支援の仕組
① 活動のミッション、コンセプトを踏まえた８種類の

イベントを企画開催 



【令和２年２月時点】 

 

みづくり ② イベント等への参加者対象アンケートによるニーズ

の把握 

③ 団体ならではの「子育てシステム」を次年度から運

用できる事業計画の作成 

第４期（令和元年度） 

空き家を活用したガリ版伝

承によるまちづくりのプラ

ン策定と空き家改修 

① 地域住民対象の意見交換会等を通じた本事業の周知 

② ビジネスプランの具体策の明記 

③ ガリ版秘術等の伝承を担う専門事務官の設置 

④ 工房として活用できるよう空き家のリノベーション

完了 

福祉部門で働く若者が働く

意義について考える勉強会

を開催 

① 勉強会による参加者の気づきの獲得 

② 課題解決思考ではなく価値創造思考ができる「共感

できることコトバ」の獲得 

③ 価値創造思考でとらえ直した事例の見える化 

地元産ぶどうを活用したワ

イン醸造を実現する環境整

備 

① 8,000本のワインの販路計画の作成 

② SNSを活用したワイン日記の週１回以上の発信 

③ 醸造技術を習得し、成果報告会に実物を持参 

空き家を活用したシェアオ

フィスの仕組みづくり 

① ペルソナ（サービス・商品の典型的な利用者像）を

設定した広報活動 

② 市内外で月額利用オーナー10人の募集 

③ 地域とのつながりの構築（自治会との連携プログラ

ムづくり） 

（出所）東近江市 SIBホームページ、東近江三方よし基金事務局提供資料 

 

 ② 評価方法 

採択事業者は採択事業終了後、事業報告書を審査会に提出する。加えて、審査会にて

成果目標の達成状況に関する報告を行う。審査会はそれを踏まえて成果目標の達成度を

評価する。 

 

オ 支払条件 

審査会が、採択事業者が成果目標を達成したと評価した場合、東近江市は東近江三方よし

基金事務局を通じて地元企業や地域住民等の資金提供者に償還を行う。 

 

図表 4 支払基準 

事業名 支払基準 

コミュニティビジネス支援事業 500千円/採択事業 

中間的就労支援事業 500千円/採択事業 

世代を超えて地域でつくる子供の居場所事業 500千円/採択事業 

コミュニティビジネススタートアップ支援事業 500千円/採択事業 



【令和２年２月時点】 

 

事業名 支払基準 

若者支援事業 1,000千円/採択事業 

ガリ版伝承によるまちづくりプロジェクト 3,630千円/採択事業 

（出所）東近江三方よし基金事務局提供資料 

 

カ 中間支援組織の役割 

東近江三方よし基金事務局は、地域の資源（資金含む）を活用した地域の課題解決を目指

しており、市民や市内事業者から出資を受けて、出資者と協力しながら拠出先を決め、運用

している。本事業においても、立ち上げ期に、プラスソーシャルインベストメントと検討を

行い、市民や地元企業から資金を集める方法として、出資を募り、採択事業者の成果目標の

達成状況に応じて償還する仕組みを構築した。 

 



事業名称：地域力強化のためのローカルログイン 1推進事業 
事業概要：障害の有無、老若男女に関わらず１人ひとりが持つ情熱や希望、能力が発揮で

きる環境づくり「ローカルログイン」の推進。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 福岡県久留米市 

社会的課題及び 

その背景 

全国的に、障害者福祉等の保健福祉分野では、公助への依存が

強まっている。このため、財政負担は膨らむ一方で、地域コミ

ュニティの分断（つながりの希薄化）が進み、住民主体による

支え合い等の自助・互助の力（地域力）、自治力は弱まってきて

いる。また、単身世帯化、貧困化、孤立化、災害多発、耕作放

棄地、空き家等、地域が抱える課題は多様化、複雑化しており、

分野縦割りの全国画一されたサービスでは十分な対応はでき

なくなっている。公的サービスを支える税収とサービスの需要

のバランスが崩れており、単に障害者福祉サービス等を提供す

るのではなく、その成果を可視化しながら新たな資金の流れで

地域の資源や人材を掛け合わせて地域課題を解決していくエ

コシステム創りの実現が課題となっている。 

目指す成果 

地域住民が主体となり、地域資源を最大限活用しながら、サー

ビスの提供者と対象者というこれまでの関係性にとらわれず

に、世代や性別を超えた多様な主体（担い手）による社会的事

業を創出しながら、地域のつながりを強めることで、多様な社

会的課題をみずから解決していける地域社会の形成を目指す。 

サービス対象者 
プロジェクトにより異なる（障害者、子ども、地域住民等） 

（第１～３期で計 20プロジェクトを実施） 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 社会福祉法人 拓く 

サービス提供者 
プロジェクトにより異なる 

（第１～３期で計 20プロジェクトを実施） 

資金提供者 

第１期：社会福祉法人拓く、銀行、社会的活動利用者 

第２期：社会福祉法人拓く、社会医療法人天神会、寄付者 

第３期：各社会的事業が総事業費の半分を資金調達、ポレポレ

祭り実行委員会 

第三者評価機関 

特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会（第１～２

期） 

NPO法人ドネルモ（第３期） 

中間支援組織 久留米コンソーシアム（代表：社会福祉法人 拓く） 

サービス内容 
複数のサービス提供者がそれぞれプロジェクトを行う。 

・事例１ 「ほんによかね会」：地域食堂の運営、ほか 

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



・事例２「輪をつくろう」：障害がある子どもと親が集える「お

しゃべり会」の開催、ほか 

・事例３「世代力発 DEN所 みやの人」：耕作放棄地の開墾と野

菜農園づくり、防災マップ作成に向けた意見交換会、

ほか 

・事例４「6000 人みんなが顔見知り町 長門石」：ニュースポー

ツ体験会、まち歩き下見ツアー、ほか 

・事例５ 「異文化力発電所」：ケニアフェアの開催、ほか 

・事例６「もうひとつの家」：ボランティアによる土曜日宿泊サ

ービス（土曜日里親）、ほか 

以上、これまでに行ったプロジェクトから抜粋 

成果指標 

各プロジェクトにより異なり、詳細は非公表だが、「プロジェク

トの利用者数」や「プロジェクト参加者の定性的な変化」等が

ある。 

事業期間 

第１期：平成 29年７月～平成 30年３月（９カ月間） 

第２期：平成 30年８月～平成 31年３月（８カ月間） 

第３期：令和元年７月～令和２年３月（９カ月間） 

【内訳】 

第１期： 

サービス提供期間：平成 29年７月～平成 30年１月 

複数のプロジェクトを並行して実施しており、プロジェクトに

より異なる。 

評価時期：平成 30年２月 

支払時期： 

・最低支払：平成 30年３月 

・成果連動支払：平成 30年３月 

第２期： 

サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年１月 

複数のプロジェクトを並行して実施しており、プロジェクトに

より異なる。 

評価時期：平成 31年２月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

第３期： 

サービス提供期間：令和元年７月～令和２年１月 

複数のプロジェクトを並行して実施しており、プロジェクトに

より異なる。 

評価時期：令和２年２月 

支払時期： 

・最低支払：令和２年３月 

・成果連動支払：令和２年３月 

 



契
約
金
額 

総額 

第１期：10,000千円 

第２期： 9,000千円 

第３期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 4,500千円 

【内訳】 

・平成 30年３月： 4,500 千円 

第２期： 4,000千円 

【内訳】 

・平成 31年３月： 4,000 千円 

第３期： 4,500千円 

【内訳】 

・令和２年３月： 4,500千円 

成果連動支払額 

第１期： 5,500千円 

【内訳】 

・平成 30年３月： 5,500 千円 

第２期： 5,000千円 

【内訳】 

・平成 31年３月： 5,000 千円 

第３期： 5,000千円 

【内訳】 

・令和２年３月： 5,000千円 

財政効果

の試算 

費目 

プロジェクトにより様々だが、例えば第１期のプロジェクトの

ひとつに障害者の自立を目標にしたものがあり、このプロジェ

クトによりサテライト型居住 2の障害者が１人暮らしに移行で

きた場合、それまで障害者支援に拠出していた福祉サービスに

係る公費が削減できる。 

金額 

（障害者支援の例）約 77千円／人・月 

（１人暮らしに移行できた場合の介護保険事業に係る公費削

減額） 

※支払額は除いていない。 

国の補助の活用の有無 

第１期： 

厚生労働省平成 29 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第２期： 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第３期： 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

                                                      
2 障害者が、食事や余暇活動といったコミュニケーションをはかる場所とは別に、１人暮らしに近い状態

で生活を送ることができる住居。 



した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 

詳細は非公表のため不明だが、第１期における成果が成果指標

の上限を超えたため、最低支払額及び成果連動支払額の上限の

合計である 10,000千円が厚生労働省から支払われた。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

 社会福祉法人拓くが声かけ役となって、それ以前から既に福祉事業等を実施していた事

業者、会計・法律の専門家、日本ファンドレイジング協会から構成されるコンソーシアムを

組成し、厚生労働省平成 29年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開

発・普及のための環境整備事業（以下「平成 29年度厚生労働省モデル事業」という。）に応

募した。 

第１期は、小中学校区単位で、民間（住民をはじめ企業や団体等）の「こんなことやって

みたい」という発意・発想と「地縁型」「テーマ型」「若い世代」などのコミュニティを融合・

再編した以下の６つの社会的プロジェクトを実施した。 

・安武小学校区における、交通弱者や耕作放棄地といったテーマを住民参加で解決を図る

「ほんによかね」プロジェクト 

・障害者の自立生活のための訓練を促す「もうひとつの家」プロジェクト 

・障害児の親のコミュニティ形成を助ける「輪をつくろう」プロジェクト 

・幼稚園児が自然の中で遊ぶ機会を提供する「子ども農トレ」プロジェクト 

・地域課題の解決を主導できる若者の人材を発掘する「次世代の担い手発掘」プロジェクト 

・地域課題の解決に向けたコミュニティづくりや、専門家による研修の開催等を実施する

「コミュニティ・オーガナイズ研修」プロジェクト 

第２期は、今までの社会課題解決を中心とした地域活動の展開ではなく、若い世代の興

味・関心に基づく地域活動の展開と、異文化・異分野・異世代の掛け合わせで多様な背景を

持つ人々同士が新たな発想を生み出すプラットフォーム創りに着目し、以下のような新た

なプロジェクトを実践した。 

・異文化理解を深めるために、アフリカ音楽の祭りの開催やベトナム料理の商品開発等を行

う「異文化力発電所」プロジェクト 

・女性を中心としたコミュニティ形成を促す「久留米 10 万人女子会 WeLAB46」プロジェク

ト 

 第３期は、事務局に久留米市（地域福祉課、協働推進課、子ども未来部）、社会福祉協議

会が事務局として参画した。これまでのプロジェクトに加え、新たなプロジェクト（久留米

アフリカ共生共創プロジェクト、JUNEの会）を追加実施した。すべての社会的活動に対し、



「資金調達」「参加型評価」のかけ合わせも実践した。 

 

イ 体制の詳細 

中間支援組織である久留米コンソーシアムは、久留米市、日本ファンドレイジング協会、

会計士、弁護士などで構成する。 

サービス提供者はプロジェクトにより異なり、久留米コンソーシアムは資金調達やプロ

ジェクトの事務局補助といった様々な形で各プロジェクトを支援する。 

第３期では、第１期及び第２期で組成しているコンソーシアムの事務局に、久留米市（地

域福祉課、協働推進課、子ども未来部）、社会福祉協議会が加わり、事業や会議を共に推進

した。さらに、コンソーシアムメンバーとしてコミュニティデザインをする株式会社

studio-L、研究者（早稲田大学菊池馨実教授、慶應義塾大学堀田聡子教授）を加えた。なお、

第三者評価機関は日本ファンドレイジング協会からドネルモに変わった。 

活動資金に関しては、第１期及び第２期では銀行からの借入金や寄付者からの遺贈金等

が中心だったが、第３期ではクラウドファンディングや物販等、各プロジェクトが中心とな

って資金調達に取組んだ。 

 

図表 1 事業体制（第３期） 

 

  



ウ 事業スケジュール 

第１期から第３期までは、概ね同じスケジュールにて、実施されており、ここでは、第３

期について、例示することとする。 

拓くは、令和元年６月までに厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活

用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「令和元年度厚生労働省モデル

事業」という。）への応募を行った。応募の準備にあたって、拓くは、サービス提供者と地

域包括ケアの研究者等の間で調整を行い、成果指標や支払条件を設定した。当年７月中旬に、

本事業が、令和元年度厚生労働省モデル事業に採択された後、拓くは、厚生労働省と契約を

締結した上で、実際に各プロジェクトを運営するサービス提供者と委託契約を締結した。 

その後令和元年７月から令和２年１月にかけて、各プロジェクトのサービス提供者がプ

ロジェクトを推進するとともに、拓くは久留米コンソーシアム事務局を担いつつ、プロジェ

クトの参加者数等のデータを収集した。また、コンソーシアムに参加する者で構成される会

議（以下「コンソーシアム会議」という。）を令和元年６月、同 11月、同２年１月に開催し、

同会議において、各プロジェクトを運営するサービス提供者が実施状況や課題を報告し、そ

れらについての協議を行った。 

令和２年２月にはドネルモによる評価を実施し、コンソーシアム会議で評価結果を共有

するとともに、厚生労働省にも評価結果を報告する。 

その後、令和２年３月に厚生労働省による評価結果の審査が行われ、コンソーシアム会議

で共有される。 

最終的に令和２年３月に、上記審査結果に基づき、厚生労働省から拓くへ支払が行われる。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法（第１期） 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は各プロジェクトにより異なり、詳細は非公表だが、プロジェクトの利用者

数やプロジェクト参加者の定性的な変化等が挙げられる。 

  

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

最低支払
成果連動支払

応募準備、応募、契約締結
サービス提供

評価

支払

令和元年度平成30年度平成29年度
第1期 第2期 第3期



 ② 評価方法 

プロジェクトにより異なるが、例えばプロジェクト利用者数については、プロジェク

トを運営するサービス提供者が利用人数と多様性（年齢や障害の有無など）の実数を記

録した。 

また、利用者や参加者の定性的変化（ソーシャルキャピタルの変化等）の場合は、事

前事後比較法3を用いて、個人が特定できないように、サービス対象者に対してプロジェ

クト実施前後にアンケート調査を実施し、プロジェクト実施期間内での変化を測定し

た。なお、本プロジェクト以外の成果への影響を除外できるように質問内容を工夫し

た。 

 

オ 支払条件 

支払額は最低支払額と成果連動支払額から構成され、第１期の内訳及び支払条件は以下

のとおりである。 

最低支払額は、それぞれのプロジェクトの実施に要する費用相当額とし、4,500千円とす

る。成果連動支払額については、各プロジェクトの成果指標が非公表であるため不明だが、

5,500千円を上限とする。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織は久留米コンソーシアムであり、その代表は社会福祉法人拓くが担ってい

る。 

立ち上げ期は、PFSに関するノウハウのないサービス提供者等に対し、成果指標の設定や

評価方法等についての助言やその検討を支援する役割を担った。 

サービス提供期は、プロジェクトを運営するサービス提供者が実施状況や課題を報告す

る一方、コンソーシアム会議の事務局としての役割も一部担っている。 

 

 

 

                                                      
3 事業の実施前の値と実施後の値を比較する方法。 
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事業名称：里親登録支援 

事業概要：社会的養護を必要とする児童が家庭的環境で養育される環境を整備するた

め、養育里親 1のリクルートからトレーニング終了後のサポートまでを行うフォスタリ

ング業務を推進し、里親登録数等の向上を図る。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 大阪府 

社会的課題及び 

その背景 

大阪府域（大阪市・堺市を除く）では、様々な事情で社会的養

護を必要とする児童が、平成 30年時点で約 1,700人いる。実親

への支援を行い、保護された児童が再び家族の元で暮らせるよ

うになることが最も望ましい形ではあるが、現状では、約 9割

の児童が児童養護施設等で生活していることから、子どもの選

択肢を増やすという点において、より家庭的な養育環境として

地域社会に根ざした『家庭』としての養育里親家庭を増やして

いかなければならない。 

大阪府では、これまで児童相談所等が主体となり養育里親の

質・量の向上に取り組んできたが、更なる受入れ条件の改善と

登録里親数の増加策の検討が課題となっている。 

目指す成果 

実親等への家族再統合以外の選択肢として養育里親制度の質・

量を向上させることで、社会的養護を受ける児童が地域社会に

戻り、地域社会の中で育ち、育てられるケースを増やすことを

目指す。 

サービス対象者 

特定非営利活動法人キーアセットが探索した養育里親候補者 

※特定の地域にて広報活動（SNS、公共交通機関での広告、回覧

板、イベント等）を実施して候補者を探索する。 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 特定非営利活動法人キーアセット 

サービス提供者 特定非営利活動法人キーアセット 

資金提供者 
一般社団法人社会的投資推進財団（現：一般財団法人社会変革

推進財団） 

第三者評価機関 ケイスリー株式会社 

中間支援組織 関電システムソリューションズ株式会社 

サービス内容 キーアセットは、はじめに、地域社会から養育里親候補者を発

                                                      
1 様々な事情により家族と暮らせない子どもを一定期間、自分の家庭で養育する里親。 
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掘する「リクルート」を行う。 

次に、その養育里親候補者に対して「訪問・面接調査（アセス

メント）」、「認定前研修（トレーニング）」、「登録した養育里親

家庭の情報提供」、「課題別研修（継続トレーニング）」、「児童の

委託後の支援」及び「トレーニング終了後のサポート」を行う。 

成果指標 
研修修了数 

里親登録件数（目標値２件） 

事業期間 

平成 30 年８月～平成 31年３月（７カ月間） 

【内訳】 

サービス提供期間：平成 30年８月～平成 31年１月 

評価時期：平成 31年２月～３月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

契
約
金
額 

総額 9,000千円 

最低支払額 4,000千円 

成果連動支払額 5,000千円 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 

厚生労働省平成30年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

平成30年度末時点で、大阪府域（大阪市・堺市を除く）には、様々な事情で実親と一緒

に暮らすことができず社会的養護を受ける児童が約1,700人いる。行政は、児童の人権と

福祉を保障するため、このような児童を保護しており、そのうち約88％が施設（乳児院・

児童養護施設）への入所措置、里親等委託は約11.6％（全国平均約20.5％）となってい

る。 

大阪府は、里親等に委託する割合を増やすため、児童相談所等が主導して、地域社会で

児童が育ち・育てられる環境づくりとして、養育里親の質・量の向上に取り組んでいる。 

 キーアセットは、大阪府を含む多くの地方公共団体が、養育里親制度の質・量の向上を

目指して養育里親候補の「リクルート」、「訪問・面接調査（アセスメント）」、「研修（ト
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レーニング）」、「児童の委託後の支援」を行っているものの、段階ごとに担当者が異なる

等一気通貫した取組みになっていないことに対して、問題意識を持っていた。 

そこでキーアセットは養育里親制度の質・量の向上を目指す大阪府に対して提案を行

い、厚生労働省平成30年度保健福祉分野における民間活力を活用した社会的事業の開発・

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

し、養育里親候補者を発掘する「リクルート」から「児童の委託後の支援」までを一気通

貫で行うこととした。 

 

イ 体制の詳細 

キーアセットは、社会的投資推進財団、ケイスリー、関電システムソリューションズ、

大阪府、プラスソーシャルインベストメントとコンソーシアムを組成した上で、代表企業

として厚生労働省と業務委託契約を締結した。 

契約締結を受けて、キーアセットは匿名組合出資2にて社会的投資推進財団から資金提供

を受けた。厚生労働省からの支払は一部成果連動であるため、成果連動支払リスク（成果

が出なければ厚生労働省から支払がなく、調達した資金を回収できないリスク）は社会的

投資推進財団が負った。 

関電システムソリューションズは、中間支援組織として、成果や支払条件等の事業条件

の設定等に関する素案を作成し、それをもとにキーアセット、社会的投資推進財団、ケイ

スリー、プラスソーシャルインベストメントと協議を行い、事業条件を設定した。 

  

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

連動支払を資金提供者で分配することを、資金提供者及びサービス提供者で約束する契約形態である。こ

の場合の資金提供者を匿名組合員という。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成30年度厚生労働省モデル事業の応募はキーアセットが行い、平成30年８月に採択を

受けた。 

サービス提供は平成30年８月～平成31年１月の約５カ月である。 

平成31年２～３月にケイスリーが評価を行った。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 
 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、研修修了数及び里親登録数である。 

キーアセットは、研修修了数はサービス提供者の恣意性が介在する余地が小さいこと

から、成果指標として望ましいと判断した。また、里親登録数は、それ自体が養育里親制

度の受け皿拡大を示す成果指標と言えることから、成果指標として設定した。 

Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

平成30年度

サービス提供

応募準備
応募

契約締結

評価

支払



【令和２年２月時点】 

 

事業名称：フリースクール事業による不登校の子供への相談・通学指導を通じた自立支

援 

事業概要：様々な課題を抱え、既存の学校の枠に入りきらない子供に対し、他者と関わ

りが持てる「場」を提供することで、不登校や引きこもりなどの社会的孤立を防ぎ、将来

の自立を支援。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 大阪府池田市 

社会的課題及び 

その背景 

不登校を経験した子供たちは将来、非就業、非就学状態に陥る

確率が高い。このため、様々な課題を抱え、既存の学校の枠に

入りきらない子供に対し、他者と関わりが持てる「場」や柔軟

性のある教育プログラム及びケアを提供することで将来的な

自立を支援することが課題となっている。加えて、教育、医療、

生涯年収、社会的サービスの観点から、不登校が継続した際に

発生し得る社会的コストを抑制することも課題となっている。 

目指す成果 
不登校や引きこもりなどの社会的孤立を防ぎ、将来の自立を支

援することを目的とする。 

サービス対象者 
サービス提供者が運営するフリースクール「スマイルファクト

リー」に在籍し、池田市に在住する小・中学生 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 

サービス提供者 特定非営利活動法人トイボックス 

資金提供者 一般財団法人村上財団（第１期のみ） 

第三者評価機関 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

中間支援組織 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 

サービス内容 

本事業では、様々な課題を抱え、既存の学校の枠に入りきらな

い子供に対する支援をさらに充実させるために、サービス対象

者のスマイルファクトリーへの出席及び教育相談を促すとと

もに、スマイルファクトリーでの指導を通じて原籍校への出席

日数増加を実現する。 

※スマイルファクトリーは小学校から高校まで（当該 SIB 事業

が対象とする事業は小学生から中学生まで）幅広い年齢の児

童・生徒を受け入れるフリースクールである。トイボックスは、

スマイルファクトリーの運営と、ひきこもり、LD(学習障害)、

ADHD（注意欠陥障害）、発達障害等様々な特殊性を抱えた子供・
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保護者からの教育相談を行っている団体である。なお、フリー

スクールは一般的に集団授業が基本だが、スマイルファクトリ

ーでは、集団授業に馴染めない子供達のために個別授業も用意

している。 

成果指標 

第１期：スマイルファクトリー及び原籍校の出席日数 

第２期：スマイルファクトリー及び原籍校の出席日数 

教育相談件数 

事業期間 

第１期：平成 30年９月～平成 31年３月（７カ月間） 

第２期：令和元年７月～令和２年３月（９カ月間・予定） 

【内訳】 

第１期： 

事業実施：平成 30年９月～平成 31年１月 

評価時期：平成 31年２月 

支払時期：平成 31年３月 

第２期： 

事業実施：令和元年７月～令和２年１月 

評価時期：令和２年２月 

支払時期：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 
第１期： 9,000千円 

第２期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 4,000千円 

【内訳】 

・平成 31年３月 

第２期： 4,500千円 

【内訳】 

・令和２年３月 

成果連動支払額 

第１期：5,000千円（上限） 

【内訳】 

平成 31 年３月 

第２期： 5,000千円（上限） 

【内訳】 

令和２年３月 

・教育相談件数：1,850千円 

・出席日数：3,650千円 

※上記の上限値をともに達成した場合であっても、成果連動支

払額の上限は 5,000千円となる。 
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財政効果

の試算 

費目 
教育、医療、生涯年収、社会的サービスの観点から、不登校が

継続した際に発生しうる社会的コスト 

金額 
１人あたり 6,450 千円 ※支払額は除いていない。 

※不登校児（11歳～16歳）の生涯コスト（推計） 

国の補助の活用の有無 

第１期： 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第２期： 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 
第１期は、スマイルファクトリー及び原籍校で支払条件を超え

る出席日数を達成した。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

スマイルファクトリーは、様々な理由で学校生活への適応が難しい児童・生徒に対して、

学習や生活の支援を行うことを目的に、池田市教育委員会がトイボックスに委託を行うこ

とで平成 15 年９月から開始された。トイボックスは、小学校から高校まで幅広い年齢の児

童・生徒を受け入れるスマイルファクトリーの運営と同時に、ひきこもり、LD(学習障害)、

ADHD（注意欠陥障害）、発達障害等様々な特殊性を抱えた子供・保護者からの教育相談も行

っている。 

平成 29 年度に、スマイルファクトリーの事業評価を試みたいと考えたトイボックスが、

社会的インパクト評価に実績のあるソーシャルバリュージャパンに依頼し、フリースクー

ルへの出席日数を軸として試験的に事業を評価した。その結果、池田市教育委員会も事業評

価の重要性を認識した。 

以上の実績を踏まえ、厚生労働省平成 30年度保健福祉分野における民間活力を活用した

社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 30年度厚生労働省モデル事業」

という。）に応募することになった。 

 

イ 体制の詳細 

コンソーシアムの代表であるソーシャルバリュージャパンが厚生労働省と業務委託契約

を締結しているが、事業の実施は、コンソーシアム構成員が役割分担を行っている。ソーシ
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ャルバリュージャパンは、成果指標の設定、支払条件の設定、平成 30年度厚生労働省モデ

ル事業への応募・報告、サービス提供期間中定期的に開催するコンソーシアム会議（ソーシ

ャルバリュージャパン、トイボックス、日本ファンドレイジング協会が参加する会議）の取

りまとめ等を行う。トイボックスは、ソーシャルバリュージャパンから再委託を受け、スマ

イルファクトリーの運営及び教育相談を行うほか、評価に使用するデータの収集も行う。日

本ファンドレイジング協会はソーシャルバリュージャパンと委託契約を締結し、第三者評

価機関として成果指標達成状況の評価を行う。 

 PFS を採用する以前は池田市がトイボックスにスマイルファクトリーの運営を委託して

いたが、PFSを採用して以降は支払額（最低支払額及び成果連動支払額）が池田市からでは

なく、厚生労働省から支払われる。  

また、第１期と第２期とで異なる点は、第２期である厚生労働省令和元年度保健福祉分野

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

年度厚生労働省モデル事業」という。）では、事業費用をソーシャルバリュージャパンとト

イボックスが自己資金で賄うことである。その理由は、出資を受けるための手続きの煩雑さ

やそれに係る工数と比較し、第１期で受けることができた出資規模が小さく、第２期でも外

部資金を調達することは合理的でないとソーシャルバリュージャパンが判断したためであ

る。 

図表 1 事業体制（第２期） 
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ウ 事業スケジュール 

令和元年度厚生労働省モデル事業においては、令和元年６月までに、ソーシャルバリュー

ジャパンは成果指標の設定を行い、応募準備をする。 

ソーシャルバリュージャパンが厚生労働省から採択を受けて契約した後、ソーシャルバ

リュージャパンとトイボックスが契約を締結する。 

その後令和元年７月から令和２年１月まで、トイボックスがスマイルファクトリーでの

教育相談と、スマイルファクトリーの運営を行う。サービス提供期間中、トイボックスが教

育相談件数のデータを収集し、それを池田市教育センターとソーシャルバリュージャパン

に月次報告として提供する。ソーシャルバリュージャパンは、７月と 11月にはコンソーシ

アム会議を開催し、事業実施状況を三者間で共有する。 

令和２年２月には日本ファンドレイジング協会が評価を行い、ソーシャルバリュージャ

パンが開催するコンソーシアム会議の場でそれを三者間で共有する。ソーシャルバリュー

ジャパンはその評価結果を厚生労働省に報告する。 

令和２年３月にソーシャルバリュージャパンが厚生労働省から支払を受ける。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

① 成果指標の設定 

成果指標は、第１期では「出席日数（スマイルファクトリー及び原籍校）」であり、第

２期では「教育相談件数」及び「出席日数（スマイルファクトリー及び原籍校）」の２つ

である。 

 

② 評価方法 

「出席日数」は、スマイルファクトリーへの登校、原籍校への登校、池田市内への小・
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中学校への登校の全ての日数を含めたデータをソーシャルバリュージャパンが日本ファ

ンドレイジング協会へ提供する。なお、原籍校及び池田市内への小・中学校への登校日数

データについては、池田市教育センターを通じてソーシャルバリュージャパンが取得す

る。 

「教育相談件数」は、ソーシャルバリュージャパンがトイボックスから受けた月次報告

を日本ファンドレイジング協会に提供する。 

日本ファンドレイジング協会は、上記データを基に教育相談件数及び登校日数を確認

し、成果達成状況を評価する。 

評価方法は事前事後比較法 1を用いる。ただし、事前値は PFSを採用する以前の相談件

数と出席割合である（本 PFS事業のサービス対象者とは一致しない）。これに対して事後

値は本 PFS事業のサービス対象者の値である。 

 

オ 支払条件 

支払は、最低支払及び成果連動支払からなる。 

第２期において成果連動支払は、成果指標である「教育相談件数」と「出席日数（スマイ

ルファクトリー及び原籍校）」の評価結果に応じて支払う。なお、出席人数は、必要出席日

数に対する出席日数の割合より算定する。 

事前値に対する事後値の増減に応じて成果連動支払額が決定する。例えば、事後値が事前

値と同一であれば差がゼロであり、この場合は 9,000千円の支払がある。なお、第２期の厚

生労働省との契約上限額は 9,500 千円であるため、教育相談件数と出席日数の支払基準の

合計が 9,500 千円を超えた場合、上限の 9,500 千円が支払われる。 

 

図表 3 支払基準（教育相談件数） 

相談総件数（８月～１月） 支払金額（千円） 事後値-事前値 

1,699（上限） 3,200 +265 

1,433 2,700 ０ 

717（下限） 1,350 -717 

（出所）ソーシャルバリュージャパン提供資料 

図表 4 支払基準（出席日数） 

出席日数（８月～１月） 支払金額（千円） 事後値-事前値 

35.4％（上限） 6,800 +2.6％ 

32.8％ 6,300 ０ 

16.4％（下限） 3,150 -16.4％ 

（出所）ソーシャルバリュージャパン提供資料 

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

中間支援組織であるソーシャルバリュージャパンは、立ち上げ期に、成果指標の設定、支

払条件の設定、平成 30年度及び令和元年度厚生労働省モデル事業への応募等を行い、サー

ビス提供期にはトイボックスへの再委託、コンソーシアム全体の運営を行っている。また、

トイボックスから受けた月次報告を確認してフィードバックを行うことで、サービスの品

質管理の役割を担う。 
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事業名称：引きこもり等の社会的孤立者へのアウトリーチによる就労に向けたステップ

アップ支援 

事業概要：就労意欲の喚起、さらには就労による自立を目指して、引きこもり等の社会

的孤立状態の人にマンツーマンのアウトリーチ 1を実施。 

※本事例における金額は、全て税抜き表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 千葉県佐倉市 

社会的課題及び 

その背景 

引きこもりの人をはじめ、地方公共団体や NPO等が提供する就

労支援プログラムに自ら参画することが困難な人は、将来的に

生活保護受給につながる可能性が高いことから、このような人

に対して、いかにして就労による自立に向けた意欲喚起を促

し、就労に必要な能力向上を支援するかが日本全体で課題とな

っている。佐倉市でも同様の課題を抱えており、民間事業者に

委託して生活困窮者の自立支援窓口を開設していたが、さらに

自立支援を強化することを検討していた。 

目指す成果 

引きこもりの人等に対してアウトリーチ（訪問支援）を行い、

既存の地方公共団体や NPO等が提供する就労支援プログラムに

つなぐことで、就労による自立、それによって将来的に見込ま

れる生活保護費の抑制、税収の増加を目指す。 

サービス対象者 

自宅等から外出困難な引きこもりの人、様々な理由から既存の

就労支援プログラム等につながっていない社会的孤立状態の

人 30人 

※サービス提供者が設置する自立相談支援窓口に相談のあっ

た人から選定した。 

事
業
関
係
者 

委託者 厚生労働省 

受託者 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス提供者 社会福祉法人生活クラブ風の村 

資金提供者 
平成 30 年度：一般財団法人村上財団 

令和元年度：なし 

第三者評価機関 武蔵大学 

中間支援組織 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス内容 

生活クラブ風の村は、生活クラブ風の村の訪問支援員をサービ

ス対象者に派遣する。派遣された訪問支援員は、アウトリーチ

を行って、サービス対象者と趣味の話をする、一緒にお茶を飲

                                                      
1 訪問型の支援サービスのこと。 
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む、カラオケボックスに一緒に行く等することでサービス対象

者と信頼関係を醸成する。これを積み重ねることで、サービス

対象者はコミュニケーション能力の向上、外出や人ごみへの慣

れ、また、購買意欲の増加等の効果を得ることができ、就労意

欲が向上する。最終的にサービス対象者の既存就労支援プログ

ラムへの参加を目指す。ただし、学生など、就労支援プログラ

ム以外の社会資源につなぐことが望ましいサービス対象者の

場合は、それぞれに合った社会資源につなぐことを目指す。 

成果指標 

アクション数（訪問支援員によるサービス対象者に対する何ら

かのアクション数（面談、電話、関係機関への連絡等）） 

アウトリーチ数（アウトリーチ成功者数） 

ステップアップ値（就労、就労に向けた意識面や行動面での変

化等） 

事業期間 

第１期：平成 30年 11月～平成 31年３月（５カ月間） 

第２期：令和元年８月～令和２年３月（８カ月間） 

【内訳】 

第１期： 

サービス提供期間：平成 30年 11月～平成 31年２月 

評価時期：平成 31年３月 

支払時期： 

・最低支払：平成 31年３月 

・成果連動支払：平成 31年３月 

第２期： 

サービス提供期間：令和元年８月～令和２年１月 

評価時期：令和２年２月 

支払時期 

・最低支払：令和２年３月 

・成果連動支払：令和２年３月 

契
約
金
額 

総額 
第１期： 9,000千円 

第２期： 9,500千円 

最低支払額 

第１期： 4,000千円 

【内訳】 

平成 31 年３月：4,000千円 

第２期： 4,500千円 

【内訳】 

令和２年３月：4,500 千円 
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成果連動支払額 

第１期： 5,000千円（上限） 

【内訳】 

平成 31 年３月：5,000千円 

・アウトリーチ成功者数：450千円/人 

・ステップアップ値：１値あたり 1,000千円 

※上限 5,000 千円まで成果連動支払が行われる。 

 

第２期： 5,000千円（上限） 

【内訳】 

令和２年３月：5,000 千円 

・アクション数：３千円/回 

・アウトリーチ成功者数：450千円/人 

・ステップアップ値：１値あたり 1,000千円 

※上限 5,000 千円まで成果連動支払が行われる。 

財政効果

の試算 

費目 
税収入増加分（市町村民税収入分、都道府県民税収入分、社会

保険料収入分、所得税収入分）及び生活保護費抑制分 

金額 

１人あたり 40,779千円 ※支払額は除いていない。 

25歳のモデル賃金 229万円（男女平均値）を基準として就労が

実現した場合の 65 歳までの賃金収入を算定し、その金額から

市区町村民税、都道府県民税、社会保険料、所得税を税収入増

加分として算定する。 

国の補助の活用の有無 

第１期： 

厚生労働省平成 30 年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

第２期： 

厚生労働省令和元年度保健福祉分野における民間活力を活用

した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（最低支払、

成果連動支払に充当） 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 公募型プロポーザル方式にて受託者を選定。 

成果実績 第１期事業では、７人のアウトリーチ（面談）に成功した。 
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●事業詳細 

事業実施の経緯 

 近年、引きこもりを含む生活困窮者増加の深刻化により、生活困窮者への生活保護費の拠

出が国及び地方公共団体の福祉予算を圧迫しており、日本全体で生活困窮者の経済的な自

立が課題となっている。その対策として、生活困窮者自立支援法の下で平成 27年度から始

まった生活困窮者自立支援制度は、地方公共団体が生活困窮者に対して、生活保護に至る前

の段階で支援を行い、自立を促進することを目的としている。 

 生活クラブ風の村は、高齢者支援、子育て支援、障害児支援のほか、生活困窮者自立支援

法に基づく自立相談支援や就労準備支援、就労訓練、こどもの学習支援など、総合的な福祉

支援を行っている。また、福祉関連の総合窓口も 24時間 365日開設しており、多数の相談

を受けている。生活クラブ風の村は、特に、引きこもり等の社会的孤立者の社会参加及び就

労支援を推進するために、アウトリーチに力を入れた就労支援を模索してきた。 

 一方、日本ファンドレイジング協会は、日本財団とともに尼崎市で実施した引きこもりア

ウトリーチ SIB事業 2を踏まえた、引きこもりの人に対するアウトリーチへの SIB導入を検

討していた。そこで、日本ファンドレイジング協会は、生活クラブ風の村に、SIBを活用し

た引きこもりの人に対するアウトリーチの取組みについて事業化の相談をしていた。 

日本ファンドレイジング協会は、平成 30年度保健福祉分野における民間活力を活用した

社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「平成 30年度厚生労働省モデル事業」

という。）が行われることを把握し、生活クラブ風の村と応募することとした。 

日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村は、上記事業への応募にあたり、連携

する地方公共団体の探索を開始した。その中で、佐倉市が、民間事業者に委託して生活困窮

者の自立相談窓口を開設しているものの、民間ノウハウをさらに活用したい意向があるこ

とを把握し、佐倉市に対して上記事業への参画の提案をした。 

佐倉市は、提案を受けて庁内で検討し、フィールドの提供として参加することに合意し

た。佐倉市には財政負担が発生しないため、短期間で庁内調整ができた。 

その後、日本ファンドレイジング協会が平成 30 年度厚生労働省モデル事業に採択された

のを受けて、日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村は、佐倉市をフィールドと

してアウトリーチに力を入れた就労支援 SIB事業の検討を開始した。 

 なお、本事業は、平成 30年度厚生労働省モデル事業において、十分なサービス提供期間

が確保できなかったことから、令和元年度も厚生労働省令和元年度保健福祉分野における

民間活力を活用した社会的事業の開発・普及のための環境整備事業（以下「令和元年度厚生

労働省モデル事業」という。）に再度応募したところ、厚生労働省から採択を受け、現在引

き続き実施している。 

 

                                                      
2 https://www.nippon-foundation.or.jp/media/archives/2018/news/articles/2016/img/63/4.pdf 
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イ 体制の詳細 

日本ファンドレイジング協会は、以前より社会的インパクト評価 3に関する助言を得てい

る武蔵大学粉川一郎教授に依頼し、第三者評価機関を担う承諾を得た。 

日本ファンドレイジング協会は、佐倉市、生活クラブ風の村、武蔵大学とコンソーシアム

を組成し、平成 30年度厚生労働省モデル事業、令和元年度厚生労働省モデル事業に応募し

た。 

平成 30年度厚生労働省モデル事業に採択された後、厚生労働省と日本ファンドレイジン

グ協会は業務委託契約を締結した。これを受けて、日本ファンドレイジング協会は、生活ク

ラブ風の村及び武蔵大学と委託契約を締結するとともに、村上財団から借り入れを行った

（第１期のみ）。なお、第２期は日本ファンドレイジング協会の自己資金を活用する。厚生

労働省による支払は一部成果連動であることから、第１期は、成果連動支払リスク（成果が

出なければ厚生労働省から支払がなく、提供した資金を回収できないリスク）を村上財団が

負い、第２期は当該リスクを日本ファンドレイジング協会が負う。 

生活クラブ風の村は、日本ファンドレイジング協会と締結した業務委託契約に基づきサ

ービス対象者にサービス提供を行った。 

サービス提供期間中、日本ファンドレイジング協会は、生活クラブ風の村によるサービス

内容の実施状況の確認を行った。 

武蔵大学は、サービス提供完了後、本事業の評価を行い、結果を取りまとめた。 

日本ファンドレイジング協会は評価結果を厚生労働省に報告し、厚生労働省は評価結果

に基づき、最低支払及び成果に応じた支払を日本ファンドレイジング協会に対して行った。 

令和元年度は、前述のとおり民間資金を活用していない点を除き、同様の体制で事業を実

施している。 

  

                                                      
3 担い手の活動が生み出す「社会的価値」を「可視化」し、これを「検証」し、資金等の提供者への説明

責任（アカウンタビリティ）につなげていくとともに、評価の実施により組織内部で戦略と結果が共有さ

れ、事業・組織に対する理解が深まるなど組織の運営力強化に資するもの。 
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図表 1 事業体制 

 

 

ウ 事業スケジュール 

平成 30 年、日本ファンドレイジング協会は平成 30 年度厚生労働省モデル事業が実施さ

れることを把握し、同年 11月までに日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村が

応募の準備を行い、日本ファンドレイジング協会が申請した。 

平成 30年 11月に日本ファンドレイジング協会が採択を受けて、同月から平成 31年２月

まで生活クラブ風の村がサービス提供を行った。平成 31 年３月に評価を行い、平成 31 年

３月、厚生労働省は日本ファンドレイジング協会に対して最低支払及び成果連動支払を行

った。 

令和元年度は、８月に採択を受けて、令和元年８月～令和２年１月まで生活クラブ風の

村がサービス提供を行う。その後令和２年２月に評価を行い、令和２年３月、厚生労働省

から日本ファンドレイジング協会に対して最低支払及び成果連動支払が行われる予定であ

る。 
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図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

成果指標は、アクション数（訪問支援員よるサービス対象者に対する何らかのアクシ

ョン数（面談、電話、関係機関への連絡等））、アウトリーチ数（アウトリーチ成功者

数）、ステップアップ値（就労、就労に向けた意識面や行動面での変化等）である。 

本事業では、アウトリーチを、訪問支援員がサービス対象者に２回以上面談が継続的

にできている状態と定義した。 

なお、アクション数は令和元年度の事業に新たに追加された指標である。サービス提

供期間が短いことから、早期に把握できる成果指標として、日本ファンドレイジング協

会と生活クラブ風の村が協議して設定した。 

 

 ② 評価方法 

武蔵大学が、本事業の分析及び評価を行う。 

アクション数及びアウトリーチ数は、生活クラブ風の村が日本ファンドレイジング協

会に報告を行い、それを武蔵大学が再確認する。 

ステップアップ値は、事前事後比較法4にて評価する。まず、武蔵大学は、訪問支援員

に聞き取りを行い、訪問支援員による支援前のサービス対象者の状況を「非希望型」

「非希望型Ｂ」「非希望型Ａ」「非求職型」「求職型」「就労」の６段階に分類して得点化

し、これを当該サービス対象者の事前値とする。また、サービス提供完了時点でも武蔵

大学は訪問支援員に聞き取りを行い、当該サービス対象者の状況を同じ６段階の分類に

て得点化し、これを当該サービス対象者の事後値とする。事後値から事前値を引いた値

を当該サービス対象者のステップアップ値とする。このサービス対象者ごとの値の合計

を評価する。 

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

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

最低支払
成果連動支払

第1期 第2期
平成30年度 令和元年

応募準備
応募

契約締結

評価
サービス提供

支払
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なお、本事業はサービス対象者の就労を目指すものであるが、事業期間が短期のため

実際に就労に至るのは難しいことから、就労に至る前段階の状況を上述の６段階の分類

を採用している。 

 

図表 3 ステップアップ値６分類 

分類 内訳 

非希望型 

 • ひきこもりやニート状態で社会的孤立状態 

非希望型 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身体に関するもの 

• 表情が豊かになった 

• 目線、手の動き、呼吸の状態などが落ち着いた 

• 体調がよくなった 

• 自傷行為等がなくなった 

• 通院服薬等、健康管理できるようになった 

○生活習慣に関するもの 

• 身なりがよくなった 

• 部屋の片づけ、文字の書き方などがよくなった 

• 規則正しい生活ができるようになった 

• 理由のないキャンセル、ドタキャンがなくなった 

• 自分のことを自分でできるようになった 

○コミュニケーションに関するもの 

• 本人とコミュニケーションが取れた 

• 部屋に入れた 

• 人の話を聞くことができた 

• 次回訪問の約束ができた 

• 訪問支援員など他者の名前を覚えたり、配慮できるようになった 

• １人ではなく家族と過ごす時間が増えた 

• 家族との会話が増えた 

• 声が大きくなった、よく話すようになった 

• ポジティブ、ネガティブどちらにせよ感情表現が豊かになった 

• 自分の気持ちが話せた 

• 知らない人と話せた 

• 友人・知人と過ごす時間ができた 

• 携帯電話やメールで受け答えができるようになった 

• 誰かに相談ができた 

• 待つことができるようになった 

○主体性・自信に関するもの 

• 他人のせいにしなくなった 

• 将来のことを語る、考えるようになった 

• 訪問支援員に認めてもらいたいそぶりを見せた 

• 何かを決断できた 
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分類 内訳 

• 誰かを信じられた 

○興味関心に関するもの 

• 食事に興味を持ち始めた 

• 外出に興味を持ち始めた 

• 訪問支援員など他者に興味を持ち始めた 

• 買いたいものができた 

• 本を読んだり、ネット検索するようになった 

○環境に関するもの 

• 保護者や家族が協力的になった 

• 笑顔が出るなど家族が安定した 

• 外出用に服や靴を買った 

• 携帯電話や PCなどを揃えた 

• 独居した 

○活動に関するもの 

• 部屋から出てきた 

• 訪問支援員と一緒に何かをした 

• 外出した 

• 電車などの公共交通を利用した 

• スケジュールが決められるようになった 

○就職に関するもの 

• 就職に関する情報に関心を示した 

• 勉強を始めた 

• 就労体験、ボランティア体験を行った 

• 就職の意向を示した 

• 就職活動を行った、あるいは相談をはじめた 

非希望型Ａ 

 • 就職に関する情報に関心を示した 

• 勉強を始めた 

求職型 

 • インターネットの求人・求職サイトを見ている/応募している 

• 新聞広告の求人欄・求人情報誌を見ている/応募している 

• 求人雑誌やチラシを見ている/応募している 

• 公共職業安定所や民間職業紹介書に足を運ぶ/申し込んでいる 

• 公共職業安定所や民間職業紹介書のサイトを見ている 

• 労働者は県事業所に登録して仕事が来るのを待っている 

• 事業を始めるための資金、資材、設備の調達などの準備をしている 

• 訪問支援員に対して、職に就きたいという意思表示をしたうえで、就

職活動について相談している 

就労・自立 

 • 就労したか否か（正規/非正規は問わない） 

（出所）日本ファンドレイジング協会提供資料  
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ステップアップ値の各分類の得点は以下のとおりである。 

 

図表 4 ステップアップ値分類別得点 

ステップアップ類型 スコア 

非希望型 ０ 

非希望型Ｂ 0.15 

非希望型Ａ 0.35 

非求職型 0.75 

求職型 0.85 

就労 0.95 

（出所）日本ファンドレイジング協会提供資料 

 

オ 支払条件 

 支払条件は、日本ファンドレイジング協会及び生活クラブ風の村が検討し、設定した。  

第１期の支払条件は以下のとおりである。 

 

図表 5 支払基準（第１期） 

成果指標 支払基準 

アウトリーチ成功者数 
アウトリーチ成功者数は、１人以上で支払が発生。そ

こから１人増えるごとに 45万円ずつ増加。 

ステップアップ値 ステップアップ値×100万円を支払う。 

 

第２期の支払条件は以下のとおりである。 

成果連動支払が発生する下限値は、本事業開始前の平成 29年１月から平成 30年 10月ま

でに生活クラブ風の村の相談事業において、相談受付表に社会的孤立状態であるとチェッ

クを受けた人 43 人のデータを参考にして設定した。 

アクション数の下限値は 57 回（１カ月あたり 9.5 回×６カ月）とし、197 回を目標値と

して設定した。 

 アウトリーチ成功者数の下限は 4.8 人（１カ月あたり 0.8 人×６カ月）とし、11 人を目

標値として設定した。 

 ステップアップ値は０を下限とし、それを上回れば成果連動支払が行われることとした。 

  



【令和２年２月時点】 

 

図表 6 支払基準（第２期） 

成果指標 支払基準 

アクション数 
57 回以上で支払が発生。そこから１回増えるごとに

3,000円を支払う。 

アウトリーチ成功者数 
アウトリーチ成功者数は、4.8 人以上で支払が発生。

そこから１人増えるごとに 45万円ずつ増加。 

ステップアップ値 ステップアップ値×100万円を支払う。 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織である日本ファンドレイジング協会は生活クラブ風の村と協力し、立ち上

げ期には導入可能性調査を、サービス提供期には、サービス提供が計画とおり行われている

かの確認行った。 

立ち上げ期の導入可能性調査の具体的な内容は、SIBを活用したアウトリーチ就労支援にお

ける成果指標の設定、行政コスト削減額及び税収額の試算、平成 30年度及び令和元年度厚

生労働省モデル事業への応募、支払条件の設定等である。また、令和元年度は日本ファンド

レイジング協会が自ら資金を拠出して生活クラブ風の村の事業費を確保している。 
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事業名称：西条市版 SIB事業 

事業概要：市内事業者向けの西条市特産品開発事業 1及び西条市商業地域等活性化事業 2

を PFS に変更して補助の有効性を高めるとともに、市内事業者を地域で支える体制を構

築。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 愛媛県西条市 

社会的課題及び 

その背景 

西条市は、従来の各種補助事業が制度上、本来重視すべき成果

創出よりも経費の適切な執行という部分に力点を置く仕組み

であることに対して、事業効果の検証作業が十分機能していな

いことに問題意識を持っており、補助金改革が課題となってい

る。また、西条市では、全国の地方部と同様に、人口減少、高

齢化、若年層の担い手不足が深刻化しており、地域の産業を地

域で支える仕組みの構築が課題となっている。 

目指す成果 

西条市は、同市が行う市内事業者向け地域産業競争力強化補助

制度を PFSに転換することで、採択事業者を地域で支える仕組

みを構築する。 

サービス対象者 

市内の事業者（中小企業・NPO等） 

 第１期（平成 30年度） 第２期（令和元年度） 

西条市特産

品開発事業 

・酒ダイニングつじ丸

（はだか麦野菜スイー

ツ拡大プロジェクト）3 

・ 株 式 会 社 PENTA 

FARM（完熟果物ソース

商品化プロジェクト）4 

・くらしとごはんリ

クル（丹原産はちみ

つ入り季節の果物ジ

ャム開発プロジェク

ト）5 

西条市商業 ・とりや福（地元食材 ― 

                                                      
1 西条市の地域資源（歴史・文化、伝統産品、農水産品、観光資源等）を活用した新たな商品開発や既存

商品の改良等により、西条市ならではの魅力ある特産品を開発し、地域産業の活性化を図る事業。 
2 西条市の商業地域等において、新たな魅力の創出や商業機能の強化、店舗での直接販売等来客者向け商

業サービス等を行うことにより、その地域等の賑わいの創出、活性化を図る事業。 
3 西条市特産である「はだか麦」と通常では販売できない規格外野菜を活用し、商品（パウンドケーキ）

のラインナップを増やし、販路拡大を目指す。愛媛大学と連携して、グルテンフリーであることを明示で

きる商品を目指す。 
4 主に西条市の果物を、加工業者を介さずに直接農家から購入し、無添加・無着色・保存料なしの果物ソ

ースを開発する。 
5 新しい製造法で、西条市丹原町産の希少なはちみつと西条市内で採れる四季の果物を使用したジャムを

製造・商品化する。安心・安全に流通を行うため細菌検査や、安定した製造・販売を行うための雇用の確

保も行う。 



【令和２年２月時点】 

 

地域等活性

化事業 

提供による賑わい創出

プロジェクト）6 

（出所）西条市ホームページ 

※西条市特産品開発事業及び西条市商業地域等活性化事業は、

以下「地域産業競争力強化補助制度」という。 

事
業
関
係
者 

委託者 
―（実施主体：西条市 企画情報部地域振興課） 

※令和元年度からは西条市市民生活部地域振興課 

受託者 ― 

サービス提供者 なし 

資金提供者 

地域内外の個人、法人 

※プラスソーシャルインベストメント株式会社が匿名組合 7を

組成し、各資金提供者は当該組合に出資する。 

第三者評価機関 
西条市と業務委託契約を締結した中間支援組織が設置する選

考会 

中間支援組織 プラスソーシャルインベストメント株式会社 

サービス内容 

プラスソーシャルインベストメントは、西条市との連携のも

と、市内事業者から、地域産業競争力強化補助制度の応募を受

け付ける。 

応募する市内事業者は、プラスソーシャルインベストメントが

設置した選考会による一次審査、二次審査を受け、採択された

場合に事業を開始する。採択事業者による事業終了後、採択事

業者は実績報告書を選考会に提出して成果の達成状況を報告

する。選考会はこれを踏まえて各採択事業者の成果の達成度を

審査する。 

                                                      
6 店舗数や来街者数の減少が進む西条市内の商業地域において、地元漁師から仕入れた魚介類を利用した

ランチメニューの開発、ランチタイムの営業開始により、地元食材の PR と商業地域の賑わい創出を目指

す。 
7 資金提供者が採択事業者の行う事業に対して出資を行い、西条市が行う成果連動支払を資金提供者で分

配することを、営業者と資金提供者間で約束する契約形態である。 
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成果指標 

採択事業者ごとに成果目標を設定する。成果目標は以下のとお

りである。 

第１期（平成 30年度） 

 

酒ダイニン

グつじ丸 

① ５種類のパウンドケーキ及びパッケー

ジを開発する。 

② 県外も入れ 10 店舗の委託販売先と契約

に向けた交渉を行い、そのリストを提出

する。 

③ 他都市でのイベントや商談会に参加し、

開発商品の反響を報告する。 

株 式 会 社

PENTA 

FARM 

① ５種類の果物ソースの商品化及び 500本

を製造し発売を開始する。 

② ２名の新規雇用を行う。 

③ イベントを開催し、200 名程度のモニタ

ーに試食品を提供しアンケートを回収

する。 

とりや福 

① １名の新規雇用を行う。 

② 西条市産食材を活用したメニューを開

発する。 

③ 西条市産食材の PR のため、インターネ

ット上での情報発信ツールを整備する。 

④ イベントに年２回以上参加し、１回あた

り 30 名程度のモニターからアンケート

を回収する。 

 

第２期（令和元年度） 

 
くらしとご

はんリクル 

① 開発したジャムを 300個製造し販売を開

始する。 

② ２名の新規雇用をする。 

③ お店に来る方を対象に試食品の提供と

アンケートを実施し、結果を開発に活か

す。 

④ 取組みや自らの思いを伝える機会とし

て、地域でのイベントの出展を５回行

う。 

（出所）西条市ホームページ 
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事業期間 

第１期：平成 30年５月～平成 31年３月（11カ月間） 

【内訳】 

採択事業実施期間：平成 30年６月～平成 31年２月 

評価時期：平成 31年３月 

支払時期：平成 31年４月 

 

第２期：平成 31年４月～令和２年３月（12カ月間） 

【内訳】 

採択事業実施期間：令和元年５月～令和２年２月 

評価時期：令和２年３月 

支払時期：令和２年４月 

契
約
金
額 

総額 

第１期（平成 30年度）： 

西条市特産品開発事業： 100万円/採択事業 

西条市商業地域等活性化事業： 50万円/採択事業 

第２期（令和元年度）： 

西条市特産品開発事業： 50万円/採択事業 

（西条市商業地域等活性化事業は募集の結果応募無し） 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 総額と同じ 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし（単年度事業のため） 

事業者選定方法 なし 

成果実績 

第１期では、全ての採択事業で設定した全成果指標を達成し、

採択事業者が地域産業の担い手として成長していることが確

認された。これをもって、地域住民等の資金提供者は満額償還

を受けた。また、各採択事業では、事業実施中、資金提供した

地域住民が店舗に足を運び声掛けするなど地域で新たな交流

が生まれた。これが事業者の刺激にもつながり、成果の達成の

一助となった。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

西条市庁内では、制度上、本来重視すべき成果創出よりも経費の適切な執行という部分に

力点を置く従来の補助事業について効果の検証作業が十分機能していないことが問題視さ
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れていた。 

そのような中、西条市は、東近江市が市内事業者向けの補助事業を PFS に転換すること

で、限られた財源を有効に配分するとともに、地域の事業者を地域で支える仕組みを構築し

ていることを知った。 

西条市は、この仕組みによって、かねてより問題意識を持っていた従来の補助事業の転換

に加え、地域の産業を地域で支える仕組みの構築 8も期待できることを知り、西条市企画情

報部地域振興課が中心となって庁内で導入に向けた検討を開始した。 

西条市では、地域産業活性化の補助金として市内事業者（中小企業・NPO等）向けの地域

産業競争力強化補助制度を設けているところ、庁内で検討を行うとともに、東近江市版 SIB

事業の事業実施主体である東近江三方よし基金の担当者や、東近江市版 SIB 事業で地元企

業や地域住民が出資するための匿名組合を組成するプラスソーシャルインベストメントに

ヒアリングを行った。その結果、補助金の有効性を高めるのはもちろんのこと、地域の産業

を地域で支える仕組みの構築につながると判断し、あわせて、既存補助事業を PFSに転換す

るには、地域産業競争力強化補助制度が最も適していると判断した。地域産業競争力強化補

助制度を PFS にする具体的な仕組みは、庁内関係部署（当該補助制度所管課、文書法制担当

課等）との調整やプラスソーシャルインベストメントから助言を得ながら構築した。 

予算の確保にあたっては、補助額や補助対象、期間等は従来の補助事業と同様であるもの

の、補助金の交付時期を成果創出後に転換するという変更点等から、財政部局との調整は難

航したが、スキームを整理し疑問点を１つ１つクリアすることで、合意を得た。 

 

イ 体制の詳細 

西条市、愛媛銀行及びプラスソーシャルインベストメントは「社会的事業への資金調達支

援に関する協働協定」（以下「協定」という。）を締結する。これをもって、愛媛銀行は出資

金振込時の手数料が無料になる振込口座（愛媛銀行本店及び市内５支店における窓口での

振込手数料が対象）を設ける。加えて、西条市、愛媛銀行、プラスソーシャルインベストメ

ントは、協定に基づき、資金提供者の募集や事業の周知を連携して行う。 

西条市は、プラスソーシャルインベストメントと SIB 事業に係る業務委託契約を締結す

る。契約締結を受けて、プラスソーシャルインベストメントは、採択事業者を選定する選考

会、採択事業者の成果目標の達成状況を審査するための選考会を設置する。両選考会は同一

の会議体であり、外部有識者と西条市職員から構成されている。 

プラスソーシャルインベストメントは、西条市と連携し、市内事業者から地域産業競争力

強化補助制度への応募を受け付ける。応募する市内事業者は事業提案書を提出し、選考会の

一次審査（書類審査）及び二次審査（プレゼンテーション及び協議）を受ける。 

                                                      
8 東近江市では補助事業を成果連動型に転換した東近江市版 SIB事業を行っている。補助金を成果連動型

に転換し、地元企業や地域住民の民間資金を活用することで、採択事業者が成果を達成するとともに、地

域住民が採択事業者を応援して交流することで事業者の刺激につながるという効果が生まれている。 
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応募する市内事業者は、事業提案書の中で事業内容に適した成果目標を提案し、それを基

に二次審査の中で選考会出席者が協議を行い、選考会が成果目標を設定する。 

採択事業者決定後、地元住民や地元企業が出資を行う。 

プラスソーシャルインベストメントは、匿名組合を組成し、同社が運営する投資型クラウ

ドファンディングサイトで出資の募集を行う。 

誰でも一口 10,000円～20,000円（一口の金額：第１期 20,000円、第２期 10,000円）か

ら出資（償還率 101～102％）できる 9。西条市からの支払は全額成果連動であるため、成果

連動支払リスク（成果が出なければ西条市から支払がなく、提供した資金を回収できないリ

スク）は地元企業や地域住民等の全資金提供者が負う。 

プラスソーシャルインベストメントは、西条市との業務委託契約に基づいて、事業支援金

として、出資金を採択事業者に提供する。 

採択事業者は事業支援金を用いて事業提案書に基づいて事業を行う。西条市、愛媛銀行、

プラスソーシャルインベストメントは、採択事業者が成果目標を達成できるよう、採択事業

者に必要に応じて助言する。 

採択事業者は２月までに採択事業を終了し、事業実績報告書を選考会に提出する。加え

て、選考会にて成果目標の達成状況に関する報告を行う。選考会はそれを踏まえて成果目標

の達成度を審査する。選考会が成果目標を達成していると判定した場合、西条市はプラスソ

ーシャルインベストメントに交付金を支払い、プラスソーシャルインベストメントは、それ

を地元企業や地域住民等の資金提供者に償還する。 

  

                                                      
9 年度によって募集情報は異なる。 



【令和２年２月時点】 

 

図表 1 事業体制 

 

ウ 事業スケジュール 

西条市は、平成 29年度 11 月から SIB導入について庁内検討を行った。 

毎年度の事業期間は、従来の地域産業競争力強化補助制度と同様に、平成 30年４月から

平成 31 年３月までの約 12 カ月間である。そのうち採択事業者が事業を行う期間が約８カ

月間、選考会による審査から市への報告、市からの交付金交付、プラスソーシャルインベス

トメントから出資者への分配等を行う期間が約２カ月間である。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

応募する市内事業者は事業提案書の中で事業内容に適した成果目標を提案し、それを

基に二次審査の中で選考会及び応募する市内事業者が協議を行い、選考会が成果目標を

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
令和２年度平成29年度 平成30年度

庁内検討

令和元年度

協定・契約締結
採択事業実施

審査
成果連動支払
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設定する。 

採択された市内事業者に対して選考会が設定する成果目標には、定量的な目標と定性

的な目標がある。 

 

② 評価方法 

採択事業者は採択事業終了後、事業実績報告書を選考会に提出する。加えて、選考会に

て成果目標の達成状況に関する報告を行う。選考会はそれを踏まえて成果目標の達成度

を審査する。 

 

オ 支払条件 

選考会が、採択事業者が成果目標を達成したと判断した場合、西条市はプラスソーシャル

インベストメントを通じて地元企業や地域住民等の資金提供者に償還を行う。西条市は、成

果連動型という点を重視し、SIBの導入を検討した時点から全額成果連動支払を前提として

いる。 

 

図表 3 支払基準 

事業名 支払基準【第１期】 支払基準【第２期】 

西条市特産品開発事業 
１事業あたり上限 100 万

円 

１事業あたり上限 50万円 

西条市商業地域等活性化事業 １事業あたり上限 50万円 １事業あたり上限 50万円 

（出所）西条市ホームページ 

 

カ 中間支援組織の役割 

中間支援組織であるプラスソーシャルインベストメントは、立ち上げ期に、西条市と検討

し、市民や地元企業から資金を集める方法として、出資を募り、採択事業者の成果目標の達

成状況に応じて償還する仕組みを構築した。 

また、サービス提供期は、匿名組合を組成して出資を受ける他、採択事業者が成果目標を

達成できるよう採択事業者に必要に応じて助言する。 
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事業名称：岡山市生涯活躍就労支援事業（岡山市生涯かつやく支援センター） 

事業概要：高齢者等の健康維持及び自立を目指し、高齢者等に対して就労や社会参加に

向けた支援を行うとともに、雇用先の企業等に対しても高齢者等の雇用を積極的に行う

よう意識改革や労働条件の見直し等の働きかけを実施。 

※本事例における金額は、全て税込み表示とする。 

 

●基本データ 

地方公共団体 岡山県岡山市 

社会的課題及び 

その背景 

岡山市では、企業やボランティア団体における人材不足が深刻

になっている一方で、就労や社会参加の意欲は持っていても、

既存の制度や仕組みのもとでは参画できていない高齢者等が

存在するという社会的な背景がある。また、医療費や介護給付

費が増加し続けており、高齢者の健康維持や介護予防を推進す

るうえでも高齢者の就労促進は岡山市の喫緊の課題となって

いる。 

目指す成果 

高齢者等の就労や社会参加を促し、生きがいづくりを行うこと

で、介護予防や自立促進を図るとともに、地元企業等の人手不

足の解消につなげる。また、これにより医療費・介護給付費等

の適正化を図ることを目指す。 

サービス対象者 

概ね 55 歳以上の岡山市民（シニア層） 

※現在、がん・難病患者、刑務所出所者等といったサービス対

象者の拡大を検討している。 

事
業
関
係
者 

委託者 岡山市 保健福祉局 高齢福祉部 地域包括ケア推進課 

受託者 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス提供者 

社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 

株式会社パソナ岡山 

株式会社グロップ 

資金提供者 
未定  

※地元金融機関を想定している 

第三者評価機関 武蔵大学 

中間支援組織 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 

サービス内容 

就労や社会参加を希望する利用者（高齢者等）からの相談を受

け付ける専用の総合窓口を設置する。 

総合窓口では、利用者の状況や就労に関する希望、能力等を勘

案し、民間の職業紹介事業所・社会福祉協議会等の就労支援機

関に引き継ぐ。 
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各機関においては、就労先やボランティア先を紹介するほか、

面接指導、職場見学や仕事体験、職業紹介後の相談受付等の支

援を必要に応じて提供する。また、雇用側の企業等に対して、

高齢者等の雇用を積極的に行うよう普及啓発や、継続的に働け

る環境を確保するために労働条件の交渉を行う。 

成果指標 

令和２年度より成果連動支払を導入するため、令和元年度中に

成果指標を決定する。 

【成果指標の例（検討中）】 

・利用者登録数 

・企業登録数 

・就労者数 

・定着率 等 

事業期間 

令和元年７月～令和５年６月（４年間） 

【内訳】 

サービス提供期間：令和元年８月～令和５年３月 

評価時期：令和２年度以降（時期は未定） 

支払時期： 

【内訳】 

最低支払： 

・令和２年３月 

それ以降は未定 

成果連動支払： 

令和２年度以降（時期は未定） 

契
約
金
額 

総額 

235,040 千円 

【内訳】 

令和元年度：53,856 千円 

令和２年度：56,428 千円 

令和３年度：56,428 千円 

令和４年度：68,328 千円 

最低支払額 
約 190,000千円 

※支払時期は未定 

成果連動支払額 
約 40,000千円 

※支払時期は未定 

財政効果

の試算 

費目 医療費、介護給付費（市負担分） 

金額 
本事業により介護予防や自立支援を行うことで医療費、介護給

付費の適正化が期待されるが、その額は算定していない。 
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国の補助の活用の有無 
地方創生推進交付金（約 100,000千円）（最低支払、成果連動支

払に充当） 

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

単年度契約を毎年度締結する。） 

事業者選定方法 受託者の選定に公募は実施していない。 

成果実績 本事業においては、令和２年度から PFSを導入する予定である。 

 

●事業詳細 

事業実施の経緯 

岡山市では、以前より、高齢者の社会参加を促し、生きがいづくりを促進するために、高

齢者向けにボランティア活動を紹介する「生涯現役応援センター」や、生活困窮者の自立を

支援するために、住宅の確保や生活習慣の改善を支援する「寄り添いサポートセンター」を

設置している。これらのセンターは、高齢者や生活困窮者に対して、ボランティア活動の紹

介、住居の確保、生活習慣の改善等を支援し、社会参加・自立を促すという点では一定の成

果は上げていたが、「就労支援」の機能が不十分であり、それを充実させるという点で共通

の課題があった。 

また、岡山市においても、近年、少子高齢化を受けて人手が不足しており、特に市内に本

社や事業所を置く地元企業を中心に、人材の確保は喫緊の経営課題であった。 

そこで、生涯現役応援センター及び寄り添いサポートセンターを所管する岡山市保健福

祉局が発案して、生涯現役応援センターに就労支援の機能を追加した新たな支援窓口を開

設し、寄り添いサポートセンターと連携しながら、高齢者や課題を抱えた人など誰もが地域

や社会で役割をもって活躍できる「生涯現役社会」の実現と、地元企業の雇用確保を目指す

こととした。 

一方で、岡山市では平成 31 年４月から、先行事業として SIBの仕組みを導入していた「お

かやまケンコー大作戦」があったことから、SIBの導入可能性や有効性についての知見は一

定程度有しており、先行事業のノウハウを本事業にあてはめる形で、事業実施に向けた検討

を行うこととした。 

検討の結果、平成 29年７月頃に、保健福祉局において SIBを活用して本事業を実施する

ことが決まったため、同年の予算編成過程において、民間事業者の見積を踏まえて、本事業

の予算要求額を固め、財政当局との予算折衝に臨んだ。また、事業構築にあたっては、旧事

業との差別化を図るため、新規事業という位置づけで構築を行った。予算化作業で苦労した

点としては、SIBの仕組みを知らない職員が多数で、また、前述のとおり新規事業という位

置づけでもあったことから、財政部門の理解を得るまでに時間を要した点が挙げられる。 
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イ 体制の詳細 

 岡山市は、中間支援組織である日本ファンドレイジング協会と契約を締結している。 

 日本ファンドレイジング協会は、民間の職業紹介を行っている事業者であるパソナ岡山

及びグロップ、高齢者の就労支援と福祉サービスを提供する岡山市社会福祉協議会等とコ

ンソーシアムを組成し、それぞれ再委託を行う。再委託を受けた各機関は、サービス対象者

への支援サービスの提供を行う。 

 また、令和２年度から成果連動支払を導入するにあたり、日本ファンドレイジング協会は

金融機関から融資により資金調達を行う予定である。ただし、成果指標や支払条件を令和元

年度に検討中であることから、具体的な融資の条件や、成果連動支払によるリスクを資金提

供者がどの程度負担するかはコンソーシアム内で協議中である。 

 岡山市は、本事業の評価は現時点で以下の流れを想定している。日本ファンドレイジング

協会は以前より社会的インパクト評価 1に関する助言を得ている武蔵大学粉川一郎教授に第

三者評価機関を依頼し、武蔵大学に実績報告書を提出する。武蔵大学は、日本ファンドレイ

ジング協会から提出された実績報告書をもとに評価を行い、その結果を岡山市に報告する。 

 岡山市は、武蔵大学からの評価結果の報告を受け、日本ファンドレイジング協会に成果に

応じた支払を行う。 

 

図表 1 事業体制 

 

 

                                                      
1 社会的価値を可視化して検証すること。 
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ウ 事業スケジュール 

 事業化に向けた検討は平成 29 年度に着手した。 

 岡山市は、平成 30 年度、導入可能性調査の実施にあたり、雇用先企業の意識等をアンケ

ート調査によって把握し分析を行った。また、相談者に紹介できる企業等を拡充するため、

事前に岡山県中小企業家同友会に協力を仰ぎ、就労先企業の新規開拓や、企業等の意識改革

をねらった企業向けセミナーの開催等を実施した。 

 その後、令和元年度７月に日本ファンドレイジング協会と契約を締結し、コンソーシアム

組成等の事業準備を開始した。成果連動を組み込む時期については、日本ファンドレイジン

グ協会と市で協議・検討して決定した。サービス提供は令和元年８月から令和５年３月にか

けて行う。事業終了後、令和５年４月から６月にかけて事業期間を通した評価を行う予定で

あるが、評価の具体的なスケジュールは現時点で未定である。 

 

図表 2 事業スケジュール 

 

 

エ 評価手法 

 ① 成果指標の設定 

令和元年度は成果連動支払がなく、現在、サービス実施状況を踏まえながら、岡山市

及び日本ファンドレイジング協会において成果指標の検討を行っているところである。

成果指標の候補としては、利用者登録数、企業登録数、実際の就労者数、就労後の定着

率、社会的インパクトを表す指標等が挙げられる。 

 

② 評価方法 

 上記成果指標の検討とあわせ、その評価方法についても現在検討を行っているところ

である。利用者登録数、企業登録数、実際の就労者数、就労後の定着率といった事業の実

施状況に関する指標であれば、各サービス提供者が日常業務の中で記録を行い、日本ファ

ンドレイジング協会においてとりまとめを行うことが考えられる。最終的な評価は、日本

ファンドレイジング協会が提出する実績報告書をもとに、武蔵大学が行う。 

  

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

最低支払
成果連動支払

令和４年度

庁内検討
導入可能性調査

契約締結
サービス提供

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和５年度

未定

未定

評価

支払



【令和２年２月時点】 

 

オ 支払条件 

上記成果指標、評価方法の検討とあわせ、支払条件についても現在検討を行っていると

ころである。支払条件はファンドレイジング協会が中心となって検討し、その案をもとに

岡山市とファンドレイジング協会が協議を行っている。また、武蔵大学からの助言を得て

いる。 

 

カ 中間支援組織の役割 

日本ファンドレイジング協会は、岡山市と契約を締結後、岡山市社会福祉協議会、パソナ

岡山、グロップと委託を締結する。サービス提供期には、資金管理、事業運営管理を行って

いる。評価期においては、岡山市社会福祉協議会、パソナ岡山、グロップの事業の実施状況

をとりまとめて実績報告書を作成し、武蔵大学に提出する。 

 

 

 

 



【令和２年６月時点】 

事業名称：子供が輝く東京・応援事業【成果連動型助成】 

事業概要：事業者等が取り組む、結婚、子育て、学び、就労までのライフステージに応じ

た事業に対して助成金を交付する「子供が輝く東京・応援事業」について、助成対象とし

た事業の成果に応じて助成率を変動させた助成金を交付。 

※本事例における金額は、全て税込み（税抜き）表示とする。 

●基本データ 

地方公共団体 東京都 

社会的課題及び 

その背景 

東京都においては、かつて経験したことのないほど急速に少子

高齢化が進展しており、とりわけ、東京都の合計特殊出生率は、

1.21（平成 29年）と全国最低であり、少子化の進行は顕著とな

っている。 

こうした状況を打破するため、結婚や出産をためらう若い世代

や、子育て世帯に対する環境の整備や、社会全体で子育て支援

を進める気運の醸成が課題となっている。 

目指す成果 

①都民に対して事業成果の普及を図ること 

成果評価を実施することにより、都民に対して事業の成果を

明確に開示し、事業成果の普及を図ること。 

②事業活動の促進につなげること 

助成対象とした事業（以下「助成事業」という。）の成果に応

じて助成率を変動させることにより、成果目標の達成に向

け、事業者等が事業の創意工夫を高めるなど、より事業活動

の促進につなげること。 

③事業や活動における学び・改善につなげること 

成果評価の実施にあたり、事業者等が事業の効果・成果を検

証することにより、事業や活動における学びや改善につなげ

ること。 

助成対象者 
（助成対象） 

東京都内に本社又は事務所を有する法人 

事
業
関
係
者 

実施主体 公益財団法人東京都福祉保健財団（以下「財団」という。） 

－ ― 

サービス提供者 ― 

資金提供者 ― 

第三者評価機関 子供が輝く東京・応援事業公募審査会 

中間支援組織 なし 

助成内容 
財団は、本事業の助成対象とする事業者等の公募、形式審査、

子供が輝く東京・応援事業公募審査会設置要綱により設置する



【令和２年６月時点】 

審査会による書類審査及び総合審査を行い、助成事業を選定

し、助成金の交付を行う。事業者等は、助成事業終了後、当該

交付決定に係る事業の実績報告について、事業実績報告書によ

り財団に報告する。財団は、報告を受けた事業実績報告書等の

審査及び成果評価を行い、交付すべき助成金の額を確定する。

助成事業が２か年度（会計年度）に及ぶものについては、会計

年度ごとに交付の手続きを行う。 

成果指標 助成事業ごとに成果評価対象指標を設定する。 

事業期間 

助成対象期間：最大２か年度 

評価時期：助成事業最終年度年の事業終了後 

支払時期：助成事業が２か年度（会計年度）に及ぶものについ

ては、初年度に助成対象経費の４分の１を交付し、最終年度の

事業終了後、成果評価に基づいて最終的な助成率を決定した上

で、追加交付または精算を行う。 

助
成
額 

総額 基準限度額 20,000千円（最大 15,000千円を助成） 

最低支払額 なし 

成果連動支払額 

助成基準限度額 20,000 千円または助成対象と認められた経費

のうち、いずれか低い額に助成率（1/4～3/4に変動）を乗じた

額と、総事業費から寄付金その他収入を控除した額とを比較し

て低い方の額を助成（最大 15,000千円を助成）。 

財政効果

の試算 

費目 なし 

金額 なし 

国の補助の活用の有無 なし 

債務負担行為の有無 なし 

事業者選定方法 ― 

成果実績 

平成 30 年度より成果連動型助成制度を導入し、令和元年度採

択事業者により助成事業が開始された。採択事業のうち、単年

度事業については、令和２年３月の事業終了後、成果評価に基

づき評価を行い、設定された成果評価対象指標が達成されたた

め、助成金を交付している。２か年度事業については、令和 3

年 3月が事業終了予定である。 

また、令和元年度にも応募を実施しており、令和 2年度採択事

業者により助成事業を実施している。 

 

●事業詳細 

ア 事業実施の経緯 



【令和２年６月時点】 

「財団」では、社会全体で子育ての応援を進めることを目的として、東京都の出えん及び

都民等からの寄付による基金（東京子育て応援基金）を活用し、特定非営利活動法人や事業

者等が創意工夫を凝らして取り組む先駆的・先進的な事業に対して助成金を交付する「東京

子育て応援事業」を平成 27 年度に東京都にてモデル実施し、平成 28 年度から財団で実施

している。 

東京子育て応援事業では、社会全体で子育てを進める機運醸成を一層図っていく観点か

ら、３年に一度、事業の実施状況、波及効果等に係る検証を行い、次年度以降の事業募集に

結果を反映させることとしていたため、平成 29年度に団体へのヒアリング、利用者満足度

調査、申請に至らなかった団体へのアンケート等を実施した。その結果、事業実施上の課題

や事業の現状・都政を取り巻く状況を踏まえ、事業の再構築が決定し、平成 30年度から「子

供が輝く東京・応援事業」（以下、「本事業」という。）に名称変更を行った上で、以下の２

つの助成制度を実施することとした。 

再構築の方向性として、本事業は、人が輝く東京の実現に向け、結婚や子育て、就労まで

のライフステージに応じた取組を行う事業者に対する立ち上げ支援（新たな取組へのチャ

レンジの定額助成）と、実績を伸ばす観点（助成割合を成果連動型にすることで、事業者の

活動意欲をより一層向上させる観点）から、既存の取組の拡充を図りたい事業者に対し、成

果に連動した形で助成（既存の取組のレベルアップの成果連動型助成）を行うこととした。 

   

イ 体制の詳細 

 東京都は、財団に対し、助成金の原資として、出えんを行う。財団は、東京都と別途締

結する出えん契約に基づき、出えん金をもとに基金を造成するとともに、都民等からの寄

付を受け入れ、これを原資として本事業を行う。 

 財団は、本事業の助成対象とする事業者等の公募、審査を行い、助成事業を選定する。 

また、事業者等は、助成事業終了後、当該交付決定に係る事業の実績報告について、事業

実績報告書により財団に報告する。財団は、報告を受けた事業実績報告書等をもとに事業の

成果評価を行い、助成率の決定、助成金の交付を行う。 

 



【令和２年６月時点】 

ウ 事業スケジュール 

財団は、本事業への応募を検討している事業者等を対象に、募集説明会や事業の成果評

価に関する研修会を開催する。研修会では、成果評価について理解し、ロジックモデルの

作成や成果指標の設定など、成果評価の作業を体験し、応募書類作成の一助とすることを

目的としている（ただし、研修会への参加は、応募の要件とはしていない）。財団の公募

に対し、事業者等は、事業目的や内容だけでなく、ロジックモデル、成果指標とその目標

値、その測定方法などを記載（提案）した、応募書類を提出する。財団は、形式審査（応

募書類に基づく資格審査及び法的審査）、別途設置した審査会による書類審査及び総合審

査（プレゼンテーション）において、事業・企画審査を行う。項目については、以下の観

点を中心とした審査を行う。 

①資格審査 

・対象者の要件を満たしているか 

・対象事業であるかどうか 

②法的審査 

・各種法令等に反していないか 

③事業・企画審査 

・趣旨の適合性（助成事業として趣旨が合致しているか） 

・事業の目的（課題等が十分に検討されているか）  

・成果目標（成果目標が適正に設定されているか） 

・ロジックモデル（成果目標実現に向けての成果波及経路は論理的かつ妥当か） 

・成果指標・目標値（ロジックモデルに沿って適切な指標が設定され、妥当な目標値

となっているか） 

・測定方法（各指標のデータ測定の方法、タイミングは妥当か） 

・実現可能性（確実に実施可能な事業か） 

・収支予算の的確性（収支予算書の内容が適正か） 

・実行体制の確保（十分な組織・体制・財源を確保し、内部統制が適正に図られてい

るか） 

・スケジュールの妥当性（スケジュール等が適切か） 

・継続性（助成終了後も継続実施できるか） 

・波及効果（事業成果の波及効果が高い事業か） 

・上記項目以外で特に評価できる点があるか 

 財団は、助成事業として選定した事業者等に対し、助成金に関する交付申請について通

知する。助成事業終了後、当該交付決定に係る事業の実績報告について、財団へ報告を行

い、提出を受けた実績報告書等をもとに、事業の成果評価を行い、助成率及び助成額を決

定し、助成金を交付する 

 なお、助成事業が２か年度（会計年度）に及ぶものについては、会計年度ごとに交付の



【令和２年６月時点】 

手続きを行う。 

 

 

エ 評価の方法  

 ① 成果指標の設定 

助成事業者は、成果目標達成に向けた道筋を体系的に示すロジックモデルにおいて、成

果評価に必要な指標を設定する。 

評価の対象は、事業の結果（以下「アウトプット」という。）及び成果（以下「アウト

カム」という。）とする。ただし、アウトカムについては、直接アウトカム、中間アウト

カム及び最終アウトカムの３段階に分け、直接アウトカム及び中間アウトカムを評価対

象とする。 

なお、本事業におけるアウトプット及びアウトカムの定義は、以下のとおりとしている。 

アウトプット 事業者の取組によって達成された実績、基本的には事業者の取組によ

って実現されるもの 

直接アウトカム 事業の実施により、対象者に与える直接的な変化（改善効果） 

中間アウトカム 直接アウトカムによって生じる対象者、社会の意識や行動、状況の変化 

最終アウトカム 中間アウトカムによって生じた変化によってもたらされた状態及び最

終的に事業を通じて実現を目指す状態 

（出典：財団資料） 

評価対象指標は、ロジックモデルで設定した指標のうち、アウトプット指標、直接アウ

トカム指標、中間アウトカム指標の各区分それぞれ、最大２つまで設定可能とする。なお、

指標は、それぞれの達成状況を客観的に測定できるよう、定量的なものとする。ただし、

アンケート調査結果により、対象者の意識や行動の変化を把握して、数値化することでも

構わない。 

 

② 評価方法 

  事業者は、事業実施後、予め定めた成果指標を予め定めた測定方法により測定し、そ

れらの結果をもとに、実績報告書を作成し、財団に提出する。 

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

単年度 ２か年度

単年度 ２か年度

説明会・研修会
応募締切
審査・選定
事業実施

成果連動型助成交付
事業の成果評価

令和３年度平成30年度 令和元年度 令和２年度
令和元年度採択事業のケース



【令和２年６月時点】 

財団は、実績報告書をもとに、予め定めた成果指標の目標の達成水準を確認し、事業

の成果評価を行う。 

 

オ 助成金の算定方法 

 助成基準限度額（20,000 千円）と助成対象経費を比較して少ない方の額に対し、成果に

応じて、４分の１から４分の３までの助成率を乗じた額と、総事業費から対象事業に係る収

入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を助成期間終了後の最終的な助成金の交付

額とする。 

 助成率は、以下の基準により決定される。 

基準 助成率 

①設定したアウトプット指標のみ全て達成した場合 ４分の１ 

②上記①を達成した上で、設定した直接アウトカム指標のうち、最低１つが

達成した場合 

２分の１ 

③上記②の指標のうち最低 1 つを達成した上で、設定した中間アウトカム指

標のうち、最低１つが達成した場合 

４分の３ 

④設定したアウトプット指標を１つでも達成しない場合 ０ 

※「達成」とは、設定した指標を１００％達成した場合とする。 

（出典：財団資料をもとに、内閣府が作成） 

 

キ 中間支援組織 

本事業では、成果連動型助成に採択された事業者に対して成果指標や目標値の設定に係

る支援、事業の進行管理等に係る業務についても専門的な知識がある外部（コンサルティン

グ会社）へ業務委託し、事業を実施している。 
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	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。
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	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。
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	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。
	なお、政府においては、「成果連動型民間委託契約方式の推進に関するアクションプラン」1F に基づき、再犯防止を重点分野の一つとして、成果連動型民間委託契約方式の普及促進を進めることとしている。特に，民間資金を呼び込むSIBは、「経済財政運営と改革の基本方針2020」2F においても積極的な活用を図ることとされている一方、国の直轄事業においてSIBが活用された事例はなかった。本事業は、国が主体となってSIBを活用する初めての事業であり、再犯防止分野においては、地方公共団体も含めて初の取組となる。
	イ　体制の詳細
	法務省は、民間の教育サービス企業である株式会社公文教育研究会及び株式会社キズキ並びに非行・犯罪・暴力に関する調査研究、被害者・加害者及びその家族に対するケアとサポート等を実施している一般社団法人もふもふネットによる共同事業体と契約を締結している（代表企業：株式会社公文教育研究会）。
	各事業者の役割等は以下のとおり。
	・　株式会社公文教育研究会：事業の実施計画・遂行のとりまとめ、学習教材、学習支援のノウハウの提供
	・　株式会社キズキ：東京拠点における支援
	・　一般社団法人もふもふネット：大阪拠点における支援
	また、NPO法人ソーシャル・バリュー・ジャパンは、支援の実施現場への訪問や受託事業者が作成する月次報告書の内容を確認するとともに、同内容を踏まえた受託事業者に対するアドバイスを行う等、事業の実施状況に関するモニタリングを実施する。
	なお、資金提供のスキームは、以下のとおり。
	①　信託受益権投資型スキーム（㈱日本政策投資銀行）
	日本政策投資銀行においては、信託銀行が国からの委託費の支払いについて設定した信託の受益権の一部を公文教育研究会から購入する方法により、共同事業体の代表事業者である公文教育研究会に対して投資を行い、事業の成果に応じた償還を受ける予定。
	②　変動金利型貸付（㈱三井住友銀行）
	三井住友銀行においては、事業の成果に応じて変動する金利条件により、共同事業体に融資をすることで、事業の成果に応じた金利の支払いを受ける予定。
	③　融資型クラウドファンディング（㈱ＣＡＭＰＦＩＲＥ）
	ＣＡＭＰＦＩＲＥ社がクラウドファンディングにより一般出資者から集めた資金を共同事業体に融資し、事業の成果に応じて共同事業体から返済を受けた後、一般出資者に分配する予定
	ウ　事業スケジュール
	令和元年度に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を実施し、その結果を踏まるなどして、具体的な事業スキームの構築を行った。
	その後、令和３年４月に本事業に関する公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示を行い、同方式による事業者の選定を経て、同年８月に事業者と契約締結及び事業開始となった。
	エ　評価手法
	①　 成果指標の設定
	②　評価方法
	支払額を決定するための成果の評価は、法務省と事業者とがあらかじめ協議の上で定めた基準に従い、法務省が行う。
	なお、法務省が評価を行うに当たって必要となる情報は、一部を除き、受託者が準備することとなっているが、法務省への提出に当たっては、受託者においてNPO法人ソーシャル・バリュー・ジャパンの協力を得て、当該情報が客観的なものであるか、成果指標に関する情報であれば適切に測定されたものとなっているか等の精査を行うとともに、その結果を踏まえ、事業者の取組状況に関し、改善すべき点があるか等の事業に関するモニタリングを行う。
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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。
	なお、政府においては、「成果連動型民間委託契約方式の推進に関するアクションプラン」1F に基づき、再犯防止を重点分野の一つとして、成果連動型民間委託契約方式の普及促進を進めることとしている。特に，民間資金を呼び込むSIBは、「経済財政運営と改革の基本方針2020」2F においても積極的な活用を図ることとされている一方、国の直轄事業においてSIBが活用された事例はなかった。本事業は、国が主体となってSIBを活用する初めての事業であり、再犯防止分野においては、地方公共団体も含めて初の取組となる。
	イ　体制の詳細
	法務省は、民間の教育サービス企業である株式会社公文教育研究会及び株式会社キズキ並びに非行・犯罪・暴力に関する調査研究、被害者・加害者及びその家族に対するケアとサポート等を実施している一般社団法人もふもふネットによる共同事業体と契約を締結している（代表企業：株式会社公文教育研究会）。
	各事業者の役割等は以下のとおり。
	・　株式会社公文教育研究会：事業の実施計画・遂行のとりまとめ、学習教材、学習支援のノウハウの提供
	・　株式会社キズキ：東京拠点における支援
	・　一般社団法人もふもふネット：大阪拠点における支援
	また、NPO法人ソーシャル・バリュー・ジャパンは、支援の実施現場への訪問や受託事業者が作成する月次報告書の内容を確認するとともに、同内容を踏まえた受託事業者に対するアドバイスを行う等、事業の実施状況に関するモニタリングを実施する。
	なお、資金提供のスキームは、以下のとおり。
	①　信託受益権投資型スキーム（㈱日本政策投資銀行）
	日本政策投資銀行においては、信託銀行が国からの委託費の支払いについて設定した信託の受益権の一部を公文教育研究会から購入する方法により、共同事業体の代表事業者である公文教育研究会に対して投資を行い、事業の成果に応じた償還を受ける予定。
	②　変動金利型貸付（㈱三井住友銀行）
	三井住友銀行においては、事業の成果に応じて変動する金利条件により、共同事業体に融資をすることで、事業の成果に応じた金利の支払いを受ける予定。
	③　融資型クラウドファンディング（㈱ＣＡＭＰＦＩＲＥ）
	ＣＡＭＰＦＩＲＥ社がクラウドファンディングにより一般出資者から集めた資金を共同事業体に融資し、事業の成果に応じて共同事業体から返済を受けた後、一般出資者に分配する予定
	ウ　事業スケジュール
	令和元年度に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を実施し、その結果を踏まるなどして、具体的な事業スキームの構築を行った。
	その後、令和３年４月に本事業に関する公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示を行い、同方式による事業者の選定を経て、同年８月に事業者と契約締結及び事業開始となった。
	エ　評価手法
	①　 成果指標の設定
	②　評価方法
	支払額を決定するための成果の評価は、法務省と事業者とがあらかじめ協議の上で定めた基準に従い、法務省が行う。
	なお、法務省が評価を行うに当たって必要となる情報は、一部を除き、受託者が準備することとなっているが、法務省への提出に当たっては、受託者においてNPO法人ソーシャル・バリュー・ジャパンの協力を得て、当該情報が客観的なものであるか、成果指標に関する情報であれば適切に測定されたものとなっているか等の精査を行うとともに、その結果を踏まえ、事業者の取組状況に関し、改善すべき点があるか等の事業に関するモニタリングを行う。
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