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1. 研究交流事業概要
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PFS/SIB研究会

「成果連動型契約(PFS)/ソーシャル・インパク
ト・ボンド(SIB)に関する研究交流事業」企画趣旨
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近年の日本社会において、社会的サービスの提供を、社会的投資や成果連動型契約(Pay for 
Success, PFS)による民間の事業ノウハウや資金を活用して効果的に実施し、社会イノベーション
を促進しようという動きが加速している。この手法は、特に2010年に英国で再犯防止分野において
第1号案件が導入されたソーシャル・インパクト・ボンドにおいて普及が加速し、その導入は、
2018年末時点では世界で132件、委託金額にして431百万ドル以上の実績がある。

日本においても、特に少子高齢化による社会的資源の逼迫から、限られた予算を活用して最大限
の社会的成果の達成に対する要請があり、こうしたモデルの導入は、平成29年に神戸市、八王子市
において、それぞれ糖尿病重症化予防、大腸がん検診・精密検査受診率向上事業が実施され、平成
30年には広島県において同じく大腸がん検診の事業が実施される等、複数の自治体で実験的な取り
組みが続いており、現在検討中の自治体を含めると全国で20以上の案件形成が進んでいるとされる。
また、内閣府においても、令和元年度に成果連動型契約やソーシャル・インパクト・ボンドを推進
する部署が設置され、経産省や省庁横断型での推進が行われている。

しかしながら、こうした成果連動型の公的資金の投入や民間資金の活用が、どのような条件下で
社会課題の解決を誘導する結果になるのか、また導入の結果、どのようにその社会的成果を生み出
すのかについては、こうした動きをけん引する欧米諸国でも様々な議論がある。

本事業は、こうした事業に取り組む行政、事業者、資金提供者、中間支援組織等が議論の場を共
有することで、異なる観点から成果連動型契約やソーシャル・インパクト・ボンドの取り組みにつ
いて検討を行い、こうした政策導入が行政と民間にどのようなインパクトをもたらすのかについて
の経験を共有し、日本と海外における実践についての知見をもたらすことで、社会課題解決に貢献
することが期待するものである。

（事業企画書より抜粋）



PFS/SIB研究会

「成果連動型契約(PFS)/ソーシャル・インパク
ト・ボンド(SIB)に関する研究交流事業」概要①

成果連動型契約(PFS)/ソーシャル・インパクト・
ボンド(SIB)に関する研究・交流を目的として、
以下の3点の取り組みを行う。

1. 日本国内の実務者/有識者による研究会

2. 米国のPFS/SIB推進に関わる中間支援組織、
行政、事業者等との研究交流

3. 日本におけるシンポジウム/ワークショップ
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事業名

成果連動型契約(PFS)/ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)に関する研究交流事業

事業概要

1. 研究会 ： 2020年6月～12月*

2. 研究交流： 2020年12月⇒2021年度内に延期**

3. シンポジウム：2020年12月⇒2021年度内に延期**
*事業企画期間含む
**新型コロナ感染症拡大に伴う延期

事業期間

事業体制

以下の5団体による共同実施
（順不同/敬称略）

主催

共催

特別協賛

協力

特定非営利活動法人

ソーシャルバリュージャパン

株式会社日本政策投資銀行

一般財団法人社会変革推進財団

株式会社三井住友銀行

Asian Venture 

Philanthropy Network



PFS/SIB研究会

「成果連動型契約(PFS)/ソーシャル・インパク
ト・ボンド(SIB)に関する研究交流事業」概要②

本事業は以下の目的を以って開催を行なった

1. 日本におけるPFS/SIBの意義と、導入の
課題についての論点整理を行い、行政・
資金提供者・事業者・中間支援組織等の
関係者間での認識の共有とネットワーク
の形成を行う

2. 日本においてPFS/SIBの推進を行うため
の検討が必要な課題を議論し、あるべき
取り組みの方向性を位置づける

3. 来年度以降に日本での実施が想定される
PFS/SIBの取組をもとに、異なるレベル
で取られるべきアクションを確認する

また、本事業におけるアウトプットは、
2021年度において実施を予定する日米交流
についてのアジェンダとすることを想定する
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事業目的 目的の前提にある事業の背景

• 日本において社会的サービスの提供を、社会的
投資や成果連動型契約(Pay for Success, PFS)に
よる民間の事業ノウハウや資金を活用して効果
的に実施し、社会イノベーションを促進しよう
という動きが加速している

• 一方で、成果連動型の公的資金の投入や民間資
金の活用が、どのような条件下で社会課題の解
決を誘導する結果になるのか、また導入の結果、
どのようにその社会的成果を生み出すのかにつ
いては複数の議論、評価があり、明確でない

• また、日本国内での実施による知見やノウハウ
について、関係者/団体間で散逸している状態と
なっている

• 日本、米国での事例および知見の整理、両国専
門家間の事例・知見の共有により、社会課題解
決に資する成果型連動契約の在り方を知見化す
ることで、社会イノベーションの促進に貢献す
ることを目指す



PFS/SIB研究会

「成果連動型契約(PFS)/ソーシャル・インパク
ト・ボンド(SIB)に関する研究交流事業」枠組
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事業毎の実施時期と形態詳細

実施体制と役割

0. 先行研究調査 1.研究会 2.研究交流 3.ワークショップ

運営/報告

会場協力

登壇

企画運営

共催

企画運営

特別共催

共催

助成 助成助成



PFS/SIB研究会

２. 2020年度実施事項
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PFS/SIB研究会

研究会概要
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2020年度は3点の企画実施を想定していたが、２．研究交流、３．ワークショップについては新型
コロナ感染症拡大の状況を鑑み21年度に延期、今年度は研究会のみの実施とした

実施事項



PFS/SIB研究会

研究会概要
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国内外の事例を念頭に、各関係者が、これま
での取り組みの振り返りや、成果や課題の抽
出を行い、今後の必要な取り組みについて検
討するとともに、米国訪問によって期待され
る得られる知見についても議論を行う。

研究会の目的

研究会参加者

成果連動型契約やソーシャル・インパクト・
ボンドの取り組みに関連した異なる領域の実
務者/専門家の内、次の要件を満たしたもの

a. これまでの日本での取り組みの問題意識を十分に共有し
ていること

b. これまでの関連する取り組みから、議論に寄与する知見
を持っていること

c. 今後の日本における当該領域に継続的に事業を展開し、
重要な役割を果たす組織的な意図があること

d. 研究会の成果を自組織の取り組みに参考にしたいだけで
はなく、社会全体の課題解決や関係組織間のエコシステ
ムの発展に寄与しようとする意図があること

（１）研究会委員*20名

（２）オブザーバー**75名

*  研究会内で議論発表を行う形での関与
**聴講を中心とした関与

2020年10月、11月、1月の計3回、各回３時間

現地/オンライン両建てでのハイブリット型で
の実施（詳細は各報告頁）

実施方式

第1回：日本におけるPFS/SIBの現状と課題

➢ 日本と海外における当該領域の全体像

➢ PFS/SIBの舞台設定

➢ 議題(1)ステークホルダー参加類型に基づく規模の拡大への
方策

第2回：PFS/SIBによる社会課題の加速度的

解決の為に必要な施策・課題

➢ 議題(2)官民連携としてのPFS/SIBの導入における事業領域
の位置づけ

➢ 議題(3)PFS/SIBの社会的インパクト評価

➢ 議題(4)プラットフォームとしてのアウトカムファンド

第3回：日本におけるPFS/SIB発展に向けた

アクション

➢ PFS/SIBのフロンティア

➢ 2021年度以降のPFS/SIB事業の取組方向

➢ 今後のステップ

開催テーマ概要



PFS/SIB研究会

３. 研究会各回概要
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PFS/SIB研究会

第1回研究会
（2020.10.12）
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PFS/SIB研究会

研究会各回概要（第1回）
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これまでの日本と海外における当該領域の取り組みの概観を確認しながら、PFS/SIBに対する社会的
期待と実績、その背景にある現状の課題について議論、共通認識化を試みた。研究会内では現在の日
本におけるPFS/SIBの舞台設定について類型化を試み、その分類に基づいた領域毎に、既存の取り組
みの紹介とその課題について、また舞台設定の類型化自体について議論が行われた。

実施テーマ：日本におけるPFS/SIBの現状と課題

2020年10月12日

13時～16時（3時間）

実施日時

TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター

オンライン（Zoom）

実施場所

会場参加 ：42名

オンライン参加：43名

合 計 ：85名

参加人数



PFS/SIB研究会

第1回アジェンダ詳細
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①研究会の位置づけとプロセス (事務局)

②PFS/SIBの現状・全体像

事務局 /  内閣府 /  一般財団法人社会変革推進財団

③PFS/SIBの舞台設定 （事務局)

④参加者発表

I. 経産省の取り組み：領域1（経済産業省）

II. スケールアップ：領域１（株式会社日本政策投資銀行）

III. 単体ソリューションの規模拡大：領域１（一般財団法人社会変革推進財団）

IV. 広島県がん検診：領域２（株式会社キャンサースキャン）

V. おかやまケンコー大作戦：領域３（プラスソーシャルインベストメント株式会社）

VI. 内閣府コメント

⑤自由討論



PFS/SIB研究会

PFS/SIBの現状・全体像
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PFS/SIB研究会

第1回議論：PFS/SIB の現状・全体像
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世界のインパクトボンド動向

• インパクトボンドと呼ばれているものは、191案件の実績（PFSを含まない）

• 案件総額で見れば、＄456million

PFS/SIBについての革新的政策・施策

• PFS/SIBの推進において、適切な評価をいかにして実装していくかが課題となってきた

• SIB の第1号案件から10年が経過する中で、評価の課題を解決する相互補完的な取り組みが開発されてきた

I.中央省庁によるアウトカムファンドの設置(SIPPRA/アウトカムファンド)

II.アウトカム・レートカードの開発

III.社会的インパクト評価・マネジメント手法の発展と国際的合意の進展

本領域で先行する英国・米国の事例を中心に、海外を含めたPFS/SIBの現状とその推進に対する政策・施策等が日
本での整理・状況とも比較する形で共有がなされた。日本の現状については政府方針およびその背景も併せて共有
された。



PFS/SIB研究会

第1回議論：PFS/SIB の現状・全体像
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日本におけるPFS/SIBの提議/概要および現状(内閣府より)

【SIBの概要】

• PFSによる事業を受託した民間事業者が、当該事業の実施に
係る資金を資金提供者から調達するもの。

• 成果が確認できてから委託費が支払われるため、PFSによる
事業を受託した事業者には資金需要が生じることになる。課
題に対するソリューションを有する事業者には、中小企業や
スタートアップ、非営利セクターも想定される。これらの事
業者は、PFS事業実施のための資金調達が難しい場合がある。

• 事業者がPFSによる事業を受託した場合、当該事業者が資金
提供者とその返済等について、成果に連動した自治体からの
支払額等に応じて行う契約を結ぶことにより、委託費が成果
指標の改善状況に連動するリスクの一部または全部を資金提
供者へ移転することができる。

• これにより、多様な民間セクターの参画が可能になる。

【PFSの概要】

• 国又は自治体等が、民間事業者に委託等する事業

• 解決すべき行政課題に対応した成果指標を設定

• 支払額を当該成果指標の改善状況に連動させる

• 成果の指標として設定する目的を明確にすることが重要
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第1回議論：PFS/SIB の現状・全体像
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日本におけるPFS/SIB推進の方針と背景-PFSの効果：なぜPFSを推進するのか（内閣府より）

• 国民の満足度の向上といったより高い成果（アウトカム）の創出

コスト削減を中心とするこれまでの民間委託の議論に対し、PFSで
は高いアウトカムを創出するという事業目的を中心に委託契約を実
施していくことになる。これにより、国民の満足度が向上すること
を期待。

• 民間事業者におけるノウハウの蓄積・改善の促進/民間事業者の育成の
促進

事業の実施手法について、民間事業者に一定の裁量を持たせること
によって多様な創意工夫の余地が生まれる。事業者の育成/新規事業
者からの参入による新しいイノベーションの活用が促されることを
期待。

• ワイズスペンディング（賢い予算支出）の実現

自治体等から民間事業者に対する支払額等を、成果指標の改善状況
に連動させることを通じてワイズスペンディングを実現。

• EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング。証拠に基づく
政策立案）の推進

解決を目指す行政課題（政策目的）に向け、事業とその成果との結
び付き（因果等の関連性）を整理するとともに、成果指標を設定し、
その測定に情報やデータを整備し、活用することによりEBPMの推
進を図ることができる。
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第1回議論：PFS/SIB の現状・全体像
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日本におけるPFS/SIB推進の方針と背景-政府の方針（内閣府より）

• PFSの普及促進に向けた取組については、厚生労働省・経済産業省で
2010年代半ばから取り組みが開始。内閣府に成果連動型事業推進室
設立（2019年7月）。政府全体として推進するにあたり、PFSアク
ションプランを2020年3月に策定した。

• アクションプランの策定に至る閣議決定文書は成長戦略から来てお
り、その中で特に重要な分野として医療・健康、介護、再犯防止の3
つが指定。その策定には、関係省庁として法務省・厚生労働省・経
済産業省等が関与している。

• アクションプランの中では、「3.令和４年度までの具体的取組事項」
等が定められており、関係府省庁が連携し、PFSの普及促進を強力に
推し進めていくこととされている。アクションプランに基づき、分
野横断的なガイドラインと、重点3分野について、分野別の手引きを
作成していくことになっている。

• 並行して、自治体での推進を図るため、内閣府・経産省・国交省が
自治体における導入可能性を検討するための支援事業を実施。達成
目標として、重点3分野でのPFS事業を実施した自治体等の数を、令
和4年度末までに100団体以上と設定。

• 以上の方針を踏まえ、内閣府では①国内外の先進的な事例等の情報
を提供するポータルサイトの充実、②自治体への支援事業、③自治
体によるPFSの活用を支援する「アウトカムファンド」等の海外の取
組を参考に、PFSの補助の仕組みについての検討を実施している。

• 令和2年度については、骨太の方針にも成果連動型民間委託契約方式
などを推進していくことが明記され、社会的な事業について推進し
ていく方針が出ている。
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第1回議論：PFS/SIB の現状・全体像
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日本におけるPFS/SIB推進の方針と背景-国内の活用の現状（内閣府より）

• 2019年度末時点で、内閣府が把握するPFS事業の実施実績は59件、医療・健康と介護分野で3/4を占める

• 団体数としては50団体。契約の平均期間は2年間、年間平均契約金額は1,300万円

• SIBだけを見ると平均契約年数は4年、年間平均契約金額は2,600万円となる
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第1回議論：PFS/SIB の現状・全体像
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日本におけるPFS/SIBの現状-案件組成者の視点からの現状と課題（SIIF）

• 神戸市、八王子市の案件を皮切りに、案件が積みあがり始
めているが、指標や評価デザインについては多様化。

• 案件の規模感としては、3,000万円以下が7割を占め、事業
期間も2年以内が半数。必ずしも規模を追求する必要はな
いものの、外部資金の調達規模を大きくしていくという目
的からは事業期間を長くとることも重要。

• エビデンスとPFS/SIBには、「つかう」、「つくる」、
「つたえる」という3つの観点で共通している。①事業を
作り上げていく段階では、予算に見合った便益が得られる
かどうかを試算するためにエビデンスを「つかう」②設
定した指標に基づいて事業を行ってデータを収集し、因果
関係の仮説を強化するエビデンスを「つくる」③エビデ
ンスを「つたえる」ことにより、より良い政策を実現して
いく。

• 規模拡大とエビデンスとの関係でいえば、豊富なエビデン
スが蓄積されている分野の方が確実性が高く、規模を大き
くしやすい可能性がある。

• 成果指標をどのように設定し、その評価の妥当性というの
をどのように判断するのか、評価デザインが極めて重要。
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研究会の論点：規模化に焦点を当てる背景

• 政策に影響を与え得る可能性のあるエビデンスの構
築には一定の規模で社会実験が行われる必要がある。

• 案件に占める組成コストの割合を下げるうえで有効
であり、資金提供者にとっての関心事である。

• 参入を検討する民間の事業者にとって、イノベー
ションへの動機付けになる

以上の理由から、PFS/SIBの自律的な市場の発展を促
す上で有効なアプローチとなりえるのではないか。

本研究会では、PFS/SIBにおける重要な論点として、「規模の拡大をどのように実現していくか」に焦点を当てる
こととした。本項目ではその背景と、議論を行うにあたって、整理を行う為の領域毎の整理（4類型化）について、
事務局より共有がなされた。

研究会上の整理：4類型

• 「単独自治体」「複数自治体」「単独事業者」「複数事業者」の組み合わせで、規模の拡大を整理。

• 単独の自治体で事業規模を大きくすること（領域１）。ただし、領域１は規模の小さな自治体では限界がある。

• 「単独事業者」×「複数自治体」（領域2）は、「広域連携（広域化）」ないしは複数自治体で同じスキームを導
入することで、この制約を乗り越えるという方法。

• 「単独自治体」で事業規模を大きくする別の方法としては、「単独自治体」×「複数事業者」（領域3）がある。
この領域一つ事業の規模を拡大して深度を深めていくことが想定され、例：英国Peterboroughのケース。複数の再
犯防止に係る事業者が協働し、成果指標をDepartment of Justice（法務省）と共有して事業を行う点に対し、コ
レクティブな取組として成果が最終的に上がるイノベーションだと謳われている。

• 領域4は、上記の応用例として、複数の自治体が複数の事業者とコンソーシアムを組んでソリューションを提供し
ていく領域として提示している。

（PFS/SIB4類型）
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各領域毎の事例発表団体

前掲の4類型での整理に基づき、各領域に該当する案件関与者より、事例の内容と実施に伴う気づき事項について共
有がなされた。各領域の案件関与者については以下の表の通り。

単独自治体 複数自治体

単独事業者 経済産業省様
グリーンインフラ（DBJ様）

神戸市糖尿病性腎症等重症化予防事業
（SIIF様）

広島県がん検診促進事業
（キャンサースキャン様）

複数事業者
おかやまケンコー大作戦

（プラスソーシャルインベストメント
様）

現在のところ事例なし
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領域 1 （日本政策投資銀行）

個別案件で規模を拡大する観点で、インフラ分野を含む新しい分野へのSIBの応用可能性について紹介

a. インフラ分野：老朽化への対応として予防保全（長寿命化）

b. 行政サービスの効率化

c. スーパーシティ

d. 環境インパクトボンド
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領域 1 （日本政策投資銀行）

a.インフラ分野

• 今後20年間に要するインフラ維持管理・更新費は、年間6兆円規模

• 社会資本12分野で予防保全を行った場合、今後30年間での維持管理・
更新費は約32%削減可能と推計。データを基にした老朽化予測やロ
ボット・センサー等を使った異常個所の早期発見といった新技術の導
入に際しPFS/SIBが適用できないか。

• 今後の可能性１：「性能規定型」の包括的民間委託が進展する分野に
おける、民間の新技術等の活用に際し、「成果連動型」の考えを導入
できないか

➢ 点検、診断、監視の効率化、予防保全等、ライフサイクルコス
ト削減の方法は複数考えられるも、「成果連動型」導入に際し
ての成果指標の設定方法等ハードルは多い

• 今後の可能性２：インフラ建設後の運営面（ソフト）へのSIBの導入
（PFI×SIB）

➢ 静岡県島田市では、ソーシャルキャピタルの醸成・向上を成果
目標とした運営事業をSPCが自ら資金調達のうえ実施し、自治
体から成果達成度合いに応じて対価を受け取る事業を実施予定
（SIBスキームの導入）
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領域 1 （日本政策投資銀行）

b. 行政サービスの効率化

• デジタル行政サービスの推進とPFS/SIBは親和性が
ある

c. スーパーシティ

• スーパーシティにおいては、都市の様々なデータを
収集・整理し、住民への新たなサービス提供を行う。
蓄積されたデータをもとに成果指標を設定し、行政
サービスを向上させることも可能であり、PFS/SIB
と親和性が高い。
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領域 1 （日本政策投資銀行）

d. 環境インパクトボンド

• グリーンインフラ（自然を守るだけでなく、自然を活用
することを目的とした社会資本整備手法）を対象とした
成果連動型の仕組みを活用した環境インパクトボンド
（Environment Impact Bond：EIB）が、諸外国も含めて
導入されている。

• 成果の連動の仕方も通常のSIBと異なり、プロジェクト
の成果に応じて、投資家へのパフォーマンスペイメント
（追加リターンもしくは追加負担）が発生することが特
徴。

• プロジェクト効果が目標水準を超過した場合は、発行体
が投資家にアウトカム支払い（追加リターン）を実施す
る。一方で、目標水準未達の場合は、投資家が発行体に
リスクシェア支払い（追加負担）を実施する。

• 投資家にとっては、アウトカム支払いによる追加リター
ン享受の可能性や、投資がもたらす社会的インパクトが
明確であることから、ESG投資の拡大を実現できる。

• 発行体にとっては、事業効果発言リスク（パフォーマン
スリスク）を投資家に転嫁することが可能。諸外国では
インフラプロジェクトであるため、機関投資家を含めた
一般投資家が参画しているケースが多くみられる。

• 実績としては、米国で組成中の案件を含めて6件。
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経産省の取り組み：領域 1 （経済産業省）

経済産業省における成果連動型契約の位置づけ

• 成長戦略に記載された3分野のうち、経産省が関
連するのはヘルスケア領域。PFS/SIBの普及は、
ヘルスケア市場拡大のための様々な取り組みの
基盤と位置付け。

これまでの取り組み

• ヘルスケア分野での導入促進に向けた取組とし
て、複数自治体の連携モデルや介護予防等の案
件組成に向けた支援を実施。平成28年度から継
続的に多様なモデル事業を創出し、関連協議会
やセミナー等を通じ、関係者への情報提供を
行っている。

• 初期に着手した神戸の取組について総括レポー
トの公表に至り、一巡した段階。今後は振り返
りを行い、他の省庁と議論しながら横展開を考
えていく。
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経産省の取り組み：領域 1 （経済産業省）

事例

• 広域連携モデルによる案件形成事例：①神戸市・
八王子市、②広島県＋県内６市、③兵庫県川西
市・新潟県見附市・千葉県白子町

• 介護予防分野における案件形成事例：①プロス
ポーツクラブ（徳島ヴォルティス：Ｊリーグクラ
ブ）と連携した運動機能改善や運動習慣の定着プ
ログラム

• 介護予防分野における案件形成事例：②介護サー
ビス事業者と連携し、介護度の進行を抑制・維持
するための効果的なサービスを提供

今後の方針

• 引き続きヘルスケア分野の案件組成を通じてモデ
ル事業の創出をしていく方針。まだ定型が定まっ
ていないものも多くあると認識している。

• 指標をきちんと設定していくことは、エビデンス
の整備だけでなく、ヘルスケアの分野が広く伸び
ていくうえでも重要であるが大変難しい。

• 自治体ごとに取り得る選択肢や合意形成のプロセ
スの進め方など、様々な方法があると認識。もう
少し事例を作っていくことが重要と考えている。
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領域 1 （一般財団法人社会変革推進財団）

事例：神戸市の糖尿病性腎症等の重症化予防事業

• 事業の目的：糖尿病性腎症等の

ステージの進行抑制

• 対象者：100名強

• 成果指標：

①プログラム修了率

②生活習慣改善率

③腎機能低下抑制率

※ロジックモデルに基づいて設定

• 総事業費：約2600万円

+SIBにかかる組成中間コスト

• 事業期間：2017年4月～2020年3月

• 実施主体：神戸市

• 事業者：DPPヘルスパートナーズ

• 資金提供者：三井住友銀行、個人投資家

• 評価機関：未来工学研究所

• 評価デザイン：傾向スコアマッチング法
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領域 1 （一般財団法人社会変革推進財団）

評価デザインに関する気づき

• 介入の対象となる方の重症度（属性）により、処置
事業の効果が変わってくることが事後的に分かり、
この点を成果目標の設定時点で考慮すべきであった。

• 最終成果指標である腎機能低下抑制率については未
達となったが、これは介入の対象者が比較的軽症者
だったことによる可能性がある。

• 成果指標を設定する際に対象者をどのように選ぶの
か、また対象者により指標をどう設定するのかとい
うことが、非常に重要な話になるという点は、大き
な学びであった。

エビデンス構築の観点からの気づき

• エビデンスを貯めていくことがSIBでは重要となるが、
介入の対象人数が多くなることによって評価に係る
手間やコストが大きく増加する。

• アウトカムファンドのような存在により、評価に係
るコストを補填してもらえるのであれば、エビデン
スの構築の観点では良い形になるのではないか。

単体ソリューションでの規模拡大

• ①処置人数、②そのサービスにかかる単価、③事業
期間の3要素
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領域 2 （株式会社キャンサースキャン）

事例：広島県のがん検診受診率向上プロジェクト

• 八王子市で実施した大腸がん検診受診率向上事
業での知見を基に、複数自治体の広域事業とし
て広島県にて実施。一次検診（精密検査を求
められた人たちへの受診勧奨）

• 広島県と県下6 市での広域型での実施（日本
初）。ただし、発注主は広島県のみでその他
の6市は介入対象者が住んでいた地域。

• 資金調達にクラウドファインディングを活用
（日本初) 。

• 事業規模は全体で2,229万円（成果連動支払を
含む)。

• 県からの支払いは1,841万円、6市で388万円。
6市が勧奨資材、受診勧奨資材の作成費、印刷
費、運送費、いわゆる実費分を固定で負担。

• 契約では、成果連動分の調整事に関しては県と
一括で行い、6市については原則としてスコー
プを決めたうえでのアウトプットでの支払い
(いわゆる通常の委託事業的な形)。こうした契
約形態は、広域型への展開を進めやすくする意
図で設計した。
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領域 2 （株式会社キャンサースキャン）

事業を通じて認識したメリット

• 広域型にすることで案件の規模が大きくなる。

• 県が主導することで、がん検診の受診率の低さが県全体の課題として認識される。

• 1市と1事業者だけでやっていた場合に比べ、新聞が取り上げるなどの動きが見られた。

事業を通じて認識したデメリット

• 広域型にした分、関係者が増え調整の負担が非常に増える。広域型だからと言って、必ずしも調整コストが低
減、省力化できるわけではない。

• 県の支払いは成果連動、市は実費を固定支払いというスキームにおいて、事業実施の段階で事業者が密に連携
をするのは県よりは市。

• 事業者と行政がともに成果連動型の事業をするというSIB の立て付けになりにくい。

規模の追及に対して思うこと

• 費用対効果の面では、大腸ガンについて言えば、一人の早期発見による医療費適正化効果が5～600万円と非常
に高いことがわかり、より大規模に展開できることが分かった。

• しかしながら、この論理だけで拡大を正当化してしまうと、例えば、乳がんや子宮ガン等の検診は対象になら
ない可能性がある。むしろ、成果というものを医療費適正化効果だけで測るのではなく、母親世代の方が乳が
ん・子宮がんにかかることを防ぐことができることについての価値やその方たちのQOLを考えることが大事で
はないか。そのあたりまで成果指標に含めることが出来るのであれば、スケールアップを通じて規模を追求し
なくても、インパクトの大きさについて説明を行うことで単独案件の規模を大きくできるのではないか。むし
ろその方が、広域型で展開する際にもスムーズに調整ができるのではないかと考えている。
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領域 3（プラスソーシャルインベストメント株式会社）

事例：おかやまケンコー大作戦

• 2019年度の事業開始。当時、国内最大の事業規模。5年間の事業継続をして行うもので、事業総額が約
3.7億円。クラウドファンディングでの出資も3,000万円入っている（地元企業23社、65名の個人が出資）。

• SIB事業の多くは単独の事業者が実施することが多いが、ヘルスケア領域に関わる幅広い事業者が複数事
業に参画をし、さらに出資をしている。

• 中国銀行は、事業に主体的に参画されているのと同時に、金融機関としても、出資をして事業参画をされ
ている。

• 背景として、以下の三点が挙げられる。

-健康寿命と平均寿命の差が全国平均より長い

-生活習慣病罹患者・予備群が多く、一人当たり医療費が全国平均よりも高い

-前期高齢者の運動機能低下者や要介護リスク者の割合等が全国平均より高い

• 健康ポイント事業を通じて、健康な人を生活習慣病予備群に移動させないことに重きを置く点に特徴

• 岡山市では、今回のSIB事業以前の2014年度からすでに健康ポイント事業を実施をしており、それらの
データ等を活用しながら現在の健康ポイント事業(3代目)を実施している

• 過去のデータを活用し、医療費どのぐらいの削減効果を見込むのかを事業費の算出に充てたうえで事業展
開をしている

• 第三者機関は日本老年学的評価研究機構が入っており、毎年成果指標をチェックして達成率を見ている

• 成果目標は、①プログラムへの参加者数、②プログラムへの参加者のうち、生活習慣を改善しようと思っ
ている方の割合、③②のうち、プログラムのリピーターの人数、④③の方のBMI、⑤医療費の抑制効果の
5つを設定

• 現在は1年目が終了した段階
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（問題提起）4類型の整理についてーステークホルダーの参画類型と規模の拡大

• 2軸で整理しているが、「単純な構造の課題に対する」というのが上段に、下が「複雑な構造の課題」という記
載があり、実際には3軸ではないか

• 横軸が自治体の軸で縦軸が事業者の軸。さらにもう1つ「課題の構造」が「単純」か「複雑」かという軸がある

• もし単純な構造の課題であるものを、単独自治体、単独事業者である意味パイロット的にやってみて上手く形
ができたとしたら、今度はそれを複数の自治体において、複数の事業者、色んな方々がチャレンジしてみる方
向性ができるのではないか

• 課題の複雑化というのが難しいのであれば、同じ構造のものを1個作って広島でなさったときには、6つの市で
一度に行ったというのは大変だったのか

• 1つの市で行い、形を固めてから複数の自治体に、そして複数の事業者で行うように展開していく可能性もある
のではないか

（以上、SIP鈴木様）

【ディスカッション】

• ご指摘は大変的を射ている。例えば、認知症予防であるとか、あるいは、介護という問題そのものが非常に複
雑なメカニズムでできている。こういう問題は下の方の領域に踏み込まざるを得ないということになる。

• 一方で、単独のものから遡及できるのかということについては、確信できない。

• 多くの社会問題というものはかなり複雑であるので、そういった考え方はあまりそぐわない可能性もある。

（以上、SVJ伊藤）

• 単独の自治体で実施されている事業について、複数の事業者のモデルを作って領域3でやっていくアプローチは、
東近江市であったり、西条市で目指している展開かと思う。ただ、課題の分析によっては単純とか複雑と単純
に言い切れない側面がある。

• PSIでは自治体の既存事業をSIBに置きかえられないかを検討する際、他の地域で広げるパターンと、より様々
な事業者を巻き込んで実施するパターンとに分けて展開をしている。単純な図式化での説明ができない。

（以上、プラスソーシャルインベストメント野池様）
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（問題提起）事例紹介のPFS/SIBの取組を、どのように社会全体の課題の解決につなげていくことが可能か

• モデルケースとして、領域1、2、3という形で移行するやり方があるのではないかと提示させていただいた。
これについてのご意見を頂戴したい。

（以上、SVJ伊藤）

【ディスカッション】

• 自団体としては単独自治体、複数自治体、領域1と2を実施している。

• 特にPFS/SIBに関しては領域1、ないしは2から取り組み始めるのが良いのではないか。この領域は組成のコ
ストがポイントになるが、レートカードの整備が進み始めている。

• 領域３、４は成果（および指標）の設定が複雑になるため、領域１・２でフレームを作ってから挑戦するのが
良いのではないか。

• 現在の４領域の整理は、組成のコストと調整コストの観点で整理されているが、全体を見れば、一案件あたり
のコストが案件の性質によって変わってくると感じている。

• 全体を通して感じたことをお話すると、規模拡大が目的になっているように感じるが、何度もお話があったよ
うに、規模拡大は目的ではない。

• とはいえ、案件を作っていくにあたっては、行政側もコストがかかるし、事業者側もかなりコストがかかる部
分もある。アプローチとしては、どういうコストを下げていくのかといったような考え方も検討の余地があ
る。個人的な感覚で言うと、領域に分けるよりは、単価×数×期間の因数分解で事業拡大を考える方がしっ
くりくる。

• 単価は今ご一緒している農水省の案件でいえば、単純に人員コストになる。インフラ部分も単価は大きい。

• 期間に着目すれば、実際に事業を実施する期間を複数年度にするということが規模拡大につながる。例えば広
島県の広域連携に関しても、単年度で事業を実施して2,200万。これを例えば3年連続で実施していくと単純に
3倍の規模になる。

（以上、ケイスリー幸地様）
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（問題提起）日本におけるアウトカム・レートカード導入の動き

• 八王子の事例において、一人がん検診を受けたらいくら、という案を提示して、それ以下で提案できるなら実
施を、といったパッケージ化の提案を行なっている。

• 全国の自治体で同じようなレートカードでその他事業者を公募するという取り組みが進めば、中間支援のコス
トは一切かからず、横展開ができるようになるのではないか。

（問題提起）調達見直しの動き

• 金額も評価方法も全部あらかじめ決めたうえで進めていく前提の契約手続きについて、柔軟な契約手法に変え
ようとする動きが見られる。例えば、初めにパイロット事業みたいなのをやっていきながら、そこで出たエ
ビデンスを基に契約条件を定める条件で契約する等。

• こうした柔軟性を導入することにより、事業の可能性と成果向上、事業化も含めた契約を結べる可能性が高ま
るのではないか。

• 浦添市では複数年の契約も柔軟にしていくやり方で、今年度から初年度の契約を開始した。今年度はいわゆる
調査期間ということで、今年度のデータに基づいて次年度の成果目標を決めて、次年度から2年間の事業を行
う条件となっている。 3年間の契約として一括受託して進めていると、そういう契約を結ぶ方法もある。

（以上、ケイスリー幸地様）

【ディスカッション】

• 新しい取り組みなどでは、いきなり成果指標を設定して固めてしまうのは、逆にリスクになる。事業者に
とっても行政にとってもリスクになるので、ある程度期間を見たうえで柔軟な契約を結べる方が良いという認
識はある。

• 一方でそれをあまり長い期間を取りすぎてエビデンスを貯めるだけの期間と、SIB事業を行う期間を分けてし
まうと、それもそれで持続性がなくなってしまうのが難点ではないか。

（以上、SIIF田淵様）
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（視点共有）民間金融機関からの視点

• マーケット全体がスケールしていくということは大事であり、民間金融機関としてはそこに魅力を感じている。

• 個別のストラクチャーなり商品をスケール化させていくことは、民間の金融機関が得意とするところ。今日
のような場での議論というのを、なるべくわかりやすいものにして広げていくというのが、我々に期待されて
いる所と認識している。

• スケール化させるにはインセンティブが必要で、従来は収益であったりコスト削減という経営の部分が多かっ
た。これからはそれだけではなくて、アウトカムだと認識している。社会に対するインパクトがどれだけ出
てくるかというのがインセンティブになってくる。

• システムインパクト、公共セクターの政策や、市場全体の行動変容をもたらすことこそ、この会のインパクト
なのではないか。

（以上、三井住友銀行竹田様）

（問題提起）質とスケールのトリガーとなる要因

• 民間財団として、質とスケールのトリガーとなる要因は何であると認識してるか。例えば、どういう領域が良
いと見ているか。（以上、SVJ伊藤）

【ディスカッション】

• 4つの象限について、SIP鈴木様からの指摘を受け、「構造」を決める要素にもいくつかあるかと考えている。

• 関係者の数、課題の複雑さ、等もある。時間軸の長さもその一つではないか。アウトカムが発現するまでの時間軸
が短い課題と、より長くかかるような課題がある。より長くかかるような課題は難易度増という意味で複雑。我々
のような財団が、よりサポートをすべきところだと感じている。

• １つの整理方法として、成果が発現するまでの期間で整理してみた場合、成果が出るまでの期間の長さに応じて役
割分担を進めていくのが良いのではないか。

• 比較的短期に成果が出やすい領域においては、民間の事業者が関与していく余地があると認識している。 SIBとい
う事業の形で契約するのも、比較的説明がつきやすく、短いスパンで成果を出せる部分からやりやすい。

（以上、SIIF青柳様）
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Key of Note

• 本領域で先行する英国・米国の事例を中心に、海外を含めたPFS/SIBの現状とその推進に対する政策・
施策等が日本での整理・状況とも比較する形で共有がなされた。日本の現状については政府方針および
その背景も併せて共有された。

• 内閣府として、①国民の満足度の向上といったより高い成果（アウトカム）の創出②民間事業者におけ
るノウハウの蓄積・改善の促進/民間事業者の育成の促進③ワイズスペンディング（賢い予算支出）の
実現④EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング。証拠に基づく政策立案）の推進の4点
を期待し、PFSアクションプランを2020年3月に策定、推進を進めている。

• 本研究会では、PFS/SIBにおける重要な論点として、「規模の拡大をどのように実現していくか」に焦
点を当てることとした。本項目てはその背景と、議論を行うにあたって、整理を行う為の領域毎の整理
（4類型化）について、事務局より共有がなされた。4つの象限（「単独の自治体」「複数自治体」「単
独事業者」「複数事業者」の組み合わせ）で、規模の拡大を整理。

• 各象限において、事例になる事業に関与した関係者から、事例の共有が行われ、事例創出の重要性、広
域化によるコスト削減への期待と難所、領域移行に向けた中間支援組織への期待などが共有された。

• 質疑応答においては、4象限の整理に対し、「課題の複雑さ」という軸の追加の提案がなされた。併せて
その複雑さについては、時間軸、関係性など複数の視点から確認が行われた。

• 海外事例として紹介のあったレートカードへの期待や、柔軟な契約体系の重要性等も併せて論点として
提示された。
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第1回で議論が行われたPFS/SIBによる社会課題の加速度的解決の為に必要な施策・課題の各論点
の内、アウトカムファンドといった事例、官民連携上の課題、評価に関連する課題といった領域
において、各実務者からの事例と論点の提示、議論が行われた。

実施テーマ：PFS/SIBによる社会課題の加速度的解決の為に必要な施策・課題

2020年11月9日

13時～16時（3時間）

実施日時

SMBCホール

オンライン（Zoom）

実施場所

会場参加 ：41名

オンライン参加：51名

合 計 ：92名

参加人数
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①第一回の振り返り (事務局)

②PFS/SIBに期待される役割

I. PFS/SIBに期待される役割 （事務局）

II. PFS/SIBにおける民間と行政の役割

③PFS/SIBのエコシステム構築とアウトカムファンドの役割

I. アウトカムファンド（株式会社日本総合研究所）

II. PFS/SIBの成長戦略（自由討論）

④評価問題

I. 第三者評価機関と中間支援組織の定義（事務局）

II. 評価指標と測定精度（一般社団法人日本老年学的評価研究機構）

III. 評価の費用負担（事務局）

⑤自由討論
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✓ 経済的価値とならぶ社会的価値を、事業の社
会的成果として把握することが重要

✓ 一方で事業の成果に対する社会的合意が難し
い領域の存在

✓ 事業の社会的成果の異なるステークホルダー
による合意が難しい領域にPFS/SIBの活用可
能性がある

基本的な問題意識

内閣府の整理に基づく期待される役割

✓ 事業実施による高い成果の創出

✓ 社会課題解決への民間事業者の参入とノウハ
ウの蓄積

✓ 行政による事業の生産性（費用対効果）の向
上

✓ 成果指標とデータの収集によるEBPMの推進

PFS/SIBに期待される役割について、内閣府の整理に基づき、事務局より共有がなされた。また、民間と行政の役
割について、行政・民間それぞれの立場から、実事例に基づき共有がなされた。
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✓ ４つの役割のどれを重視するかについて、ステークホルダー間で濃淡が存在。

この点が、PFS/SIB推進上のチャレンジとなる可能性。

例えば、PFS/SIBの機能に対する認識について、以下のような違いがあると考えられる。

-事業実施による高い成果の創出：行政およびそのトップ

-社会課題解決への民間事業者の参入とノウハウの蓄積：事業者、自治体

-行政による事業の生産性（費用対効果）の向上：自治体、リサーチアンドデベロップメント研究者

-成果指標とデータの収集によるEBPMの推進：自治体、中央省庁

-これらに加え、民間事業者では自社の事業成長への貢献に関心がある

役割と期待からみるPFS／SIBの推進に向けた論点

✓ これらの違いを踏まえると、異なる目的意識に基づいて、PFS/SIB事業の領域設定や、仕組みを構築す
ることが、PFS／SIBの推進につながると考えられる。

例えば、具体的な論点としては、以下の通り。

-既存の行政事業で、どのような事業を民間に委託することが適切か

-領域別のガイドラインを作るとして、どのような要素に力点を置くべきか

-PFS/SIB事業のどのような点が行政サービスのイノベーションを促すのか
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• 検挙者（=犯罪をして捕まった人）の約半数を再犯者、つまり犯罪の繰り返しによって再び捕まった者が占め
ているという現状があるが、犯罪を繰り返してしまう者には、共通の理由や社会的な背景がある。

• これらを分析した上で、例えば福祉のニーズのある方、障害を抱えていらっしゃる方、ご高齢の方、生活困窮
の方、それぞれの事情に応じた再犯防止の取組を推進することが必要である。

①中央省庁：法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室

【前提：再犯防止に対する基本的な考え方】

• 非行少年に対し学びの継続を通じて再非行・再犯の防止を実現しようとする事業を法務省内で検討。具体的に
は、高等学校卒業程度認定試験を合格させることや、通信制高校・単位制高校等に通学をさせて、高卒の資格
を取らせるなどといったことを想定。

• 非行少年に対しては、少年在院中と出院後で、それぞれ異なる担当者が指導を担当するという縦割り行政の問
題がある。担当者が変わることにより、いわゆる「伴走型」で指導をすることが困難な課題がある。

• 委託事業では、非行少年が少年在院中から出院後まで同一の支援者による伴走型の支援を受けることなどが期
待される。

【前提：委託事業の内容】
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• 諸外国ではこの分野にPFS/SIBを導入する動きがあり、効果を上げていると聞いている。法務省としても非常に
興味深く受け止めている。

• 現在、少年院に入る少年が、年間で約2,000人程度いる。彼らの再非行・再犯を防止するためには、就業支援だけ
でなく、学習支援や教育を受ける機会の提供といった方法も重要ではないか。

• 本人の能力、資質以上に家庭環境や生まれ育った環境が原因で、学びへのアクセスが阻害をされてきたことに
よって、十分に就学の機会を享受できていなかったといったような層に着目することで、再非行・再犯の防止に
寄与できるのではないか、という期待がある。

①中央省庁：法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室

【再犯防止分野へSIB/PFSの導入を図る目的】

• 国の財政事情が厳しい中で、SIBあるいはPFSのスキームによって、高い成果の創出を目指して、チャレンジング
な事業を導入するところに期待をしている。

• 犯罪は1件でも少ない方が良いことは明らかであり、1人でも犯罪の繰り返しを防ぐことができれば、その分だけ
被害者も減ることになる。その成果をコスト換算することは簡単なことではないものの、犯罪者の処遇に成功す
ることが、あらゆる面で国にとってメリットがあることを法務省としても打ち出していきたいと考えている。

【SIB/PFSに対する期待】

- 四つの内閣府の整理で言えば、2番目「社会課題解決への民間事業者の参入とノウハウの蓄積」に該当する
- 民間を介在させることによって、1番目「事業実施による高い成果の創出」が期待。それは、最終的には行政
の事業全体で捉えると、費用対効果も高まることにつながる

Key of Note
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• 県内市町村と連携してPFSを広域的に導入する目的で、2019年からSDGs成果連動型事業推進プラット
フォームを立ち上げている。構成員は29自治体で、神奈川県に加え、県内33市町村のうちの28自治体が
参加している。

• 具体的な活動としては、①全国の取り組み事例などの共有、②PFSの導入促進を図るための会議を行う
「プラットフォーム会議」の開催、③県内市町村とPFS導入に向けて個別相談の実施、④具体的な事業に
おけるPFS導入のための調査研究を行っている。

• 3点目の具体的な導入事案の研究については、平塚市における「生活習慣病予防のための健康増進事業」、
厚木市における「特定保健指導の利用率向上事業」、大井町における「生活習慣病予防のための健康増進
事業」の3事業で、令和3年度からの実施に向けて検討している。

• 平塚市：既に実施している生活習慣病改善プログラムがあり、成果指標として採用されていた「体重」に
加えて、新たな別の指標（腹囲等）を組み入れることで業務改善を図ることを狙いとしている。厚木市に
ついては、特定保健指導の利用率向上が自治体にとってウイークポイントになっており、PFSを導入する
ことで改善を目指している。大井町の案件では平塚市と類似するモデルについて、10人程度の非常に小さ
な規模を想定したPFSを検討している。

②都道府県：神奈川県SDGs推進課

【前提：神奈川県での取り組み】

• 自治体の目から見て、PFS/SIBに対する期待は2点に収斂される。一点目は、民間のメーカーのノウハウや
サービスを利用し、既存事業の改善を図ること。二点目は、課題に対してどのような手法が相応しいか判
断しにくい新規事業に対し、民間と一緒に試してみることで、効果的な行政手法の探索を図ることにある。

• 実施可能性を判断するうえでは、ひとえに事業化の課題感が何なのか、それがPFSと結び付くのかを検討
することが重要になる。仄聞する話では、トップダウンでPFSを進めることが有効であるという話もある
が決してそうではない。自治体一つ一つ、業界一つ一つ、持っている課題が違う中で、直面する課題にど
う使えるのか、それが上の期待に結び付くのか、という点が非常に重要だと感じている。

• 以上を押さえたうえで、神奈川県では、平塚・厚木・大井町の３つのケースを検討している。

【自治体におけるPFS/SIBの導入目的】
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• 神奈川県では、①事業規模、②自治体の体力、③事業者とのマッチングの３点を認識している。

• 一つ目の事業規模は、SIBという観点で見ると事業規模が小さいこと。神奈川県下の自治体で想定される案件の規模
は数十万から数百万程度で、SIBには経済合理性が確保できないのではないかとの認識を持っている。

• 二つ目は、自治体の業務推進体制。導入には業務の仕様書を作り、成果に連動して報酬を支払う契約書を起案して契
約課との調整を行う必要がある。現在の基礎自治体の事業課には、これらの業務を遂行できるだけの知見を備えた人
材を擁していない自治体が多く、それがネックとなって実施できない可能性がある。

• 三つ目が、事業所とのマッチング。課題解決のノウハウを持つ業者と出会うことができない。仮にノウハウを持って
いても、参入するほどの余裕がない（人手）。そういった事情が相まって、PFSに取り組めない所があると認識して
いる。

②都道府県：神奈川県SDGs推進課

【PFS/SIBの活用に向けた課題】

• 求められる取り組みの方向性は3つあると考えている。

• 一つ目は広域化。これは単なる事業規模の課題への対応に限らず、自治体の業務推進体制や企業とのマッチングの課
題を解決するうえでも、自治体を後押しすることにつながる。この役割を都道府県もしくは国が担ったうえで、それ
らに対して適切に、個別の案件に対するバックアップする仕組みづくりが、今後求められると考えている。

• 二つ目はPFSの標準的な仕様書や契約書の整備。現状はひな型がないために、ゼロから作成している。標準的なひな
型が用意されると、自治体も具体的に検討する可能性がある。

• 三つ目はPFSに関心のある事業者と、実際の課題を結び付けるプラットフォームの構築。現状は自治体が過去の取引
相手などの情報を基に、無理やりソリューションと結び付けている側面がある。このことからも、今後は行政の課題
認識とPFSに関心のある事業者との結び付きを構築できる仕組みが、今後求められてくると認識している。

【課題解決に向けた取り組み】

- 四つの内閣府の整理では1番目「事業実施による高い成果の創出」ならびに2番目「社会課題解決への民間事業
者の参入とノウハウの蓄積」に該当する

- エコシステムをどうやってつくるのか、事業規模を拡大できるようなものがあるかという所について問題意識

Key of Note
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• 神戸市では平成29年度（2017年４月）から令和元年度（2020年3月）までの期間、糖尿病性腎症の重症化予防とい
う国保の保健事業にSIBを導入。

• 糖尿病性腎症は平たく言うと、糖尿病を原因として腎臓機能が衰える病気。最終的には、人工透析に至る疾病であり、
人工透析に至ると一人当たり年間に約500万円程度の医療費が発生することになる。これは国保の財政にとって大き
な負担につながる課題である。

③基礎自治体：神戸市国保年金医療課

【前提：神戸市での取り組み】

• 神戸市では、SIBの導入以前から糖尿病性腎症の重症化予防に取り組んでいた。

• 例えば、平成26年度からは特定健診（いわゆるメタボ健診）で糖尿病の治療が必要だと判断されたにも関わらず、
医師の治療を受けていない方に対し、事業者が受診勧奨および訪問による保健指導を実施してきた。同様に、平成
27年度からは、国保の医療レセプトを基に治療中断者を抽出し、事業者が訪問をして受診勧奨および保健指導を行
う事業を実施してきた

• こうした取り組みにもかかわらず、受診に至らず治療を中断される方が後を絶たないことから、より効果的な事業の
在り方を模索してきた。

• SIBを、糖尿病性腎症の重症化予防事業に取り入れることで、民間資金を活用して成果に応じた資金提供者への配当
金の支払いの仕組みを導入することにより保健指導の効果の見える化を図ること、ひいては、データやエビデンスに
基づいた効果的な保健事業の実施につなげていくことを期待した。

【PFS/SIBの導入目的】

- 四つの内閣府の整理では3番目「行政による事業の生産性（費用対効果）の向上」に当たる
- エビデンスベースで施策を実施することによって、内閣府の言葉で言うと、ワイズ・スペンディングが実現さ
れる

- 以前のコメントで、「予算の費用対効果が高い効果が出ることが目的」ともあり、その意味では、4類型の中
での3番目を強く意識した行政施策の推進と考えられる

Key of Note
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• 疾患治療用プログラム医療機器「治療アプリ」の研究開発及び提供や、民間法人向けのモバイルヘルスプログラムの
提供（※非医療）を行うベンチャー企業

• 現在、大阪府の豊中市と禁煙支援を目的としたSIBを世界で初めて発行し、禁煙への挑戦者の後押しとその成果に対
して報酬をいただくスキームで事業を実施している

④事業者：株式会社CureApp

【前提：事業概要】

• 自治体からの受注を得る上では過去の受注実績が非常に重要視されている。

• 当社のように創業からの年数が浅く、デジタルテクノロジーの最先端領域で勝負している場合、受注実績では伝統的
な大手企業に見劣りしてしまう。このため、挑戦的な取り組みについては受注が難しい環境であったと認識。

• 特に医療・ヘルスケアの分野では、成果が本当に出ているのかが、あやふやになりがちである。「人のためにやって
いるのだから、もっと長い目で見ようよ」といった大義名分が通りやすい。本当に成果が出たのかという点がうやむ
やになり、現実を直視していない事業者も多い。

【課題：自社事業および分野全体】

• 喫煙は、成人の死亡要因の第一位の癌との関連が指摘されており、医療費抑制の面でも患者個人のQOL（Quality Of 
Life）の向上の面でも、まず一番目に上るテーマである。

• 従来の禁煙支援の施策では、費用に対する十分な効果を出せているとは言えなかった。例えば禁煙治療として実施さ
れている禁煙外来では、成功率は1年間で3割に満たない。市販の禁煙補助薬の成功率に至っては、そこよりもはる
かに低い。こうした実績のみならず、特に費用に対する十分な効果が出ていないにも関わらず、取り組みを見直す動
きにつながらず、他方で熱心に禁煙支援を推進する方も限られていた。

• 今回、PFS/SIBの機会をいただき、当社はデジタルテクノロジーを用いて、6カ月から1年という長い期間で禁煙を
実現している。今後は、一生たばこを吸わなくても生きてられるようになるところまで導くことを目指している。

• 当社が目指しているのはこうした成果であり、過去の受注実績は大手企業には見劣りするが、彼らが持っていないテ
クノロジーの先進性を用いて、エビデンスベースドで勝負している。

【豊中市におけるSIBの背景】
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• 民間事業者としてSIBの枠組みで実施しようとした場合、大きな調整コストが発生する。

• 自治体の方、銀行の方、信託銀行の方、それぞれとの調整をしてファンドレイズするためには不首尾のないように取
り組む必要があり、調整コストに跳ね返る。調整コストは、契約条件を合意する過程で自治体・銀行・信託銀行それ
ぞれと手数料や成果に連動させる報酬の条件を1つ1つ詰めていくにあたり発生する。こうした調整コストを負担し
てでも調整する意欲を事業者が持つには、それに見合った受託規模を頂く必要がある。1,000万から2,000万円の規模
では次の話が来たとしても、断念するケースが出てくるかも知れない。

• 民間事業者のPFS/SIBへの参入を促す方針の下では、調整コストを完全に解消することは難しいという前提の下で、
調整コストが減らすことにつながるツール（チェックリスト、ガイドライン等）が整備されることが望ましい。各当
事者にとっても、ひな形になるものがあれば、合意形成がスムーズに進むのではないか。

• 現状認識として、事業者にとっては調整コストが回収できない状況にある。事業者の参入を促すという意図があるの
であれば、参入に見合うような事業規模（感覚では5,000万円から1億円）を実現する必要がある。SIIFの調査では、
既存案件の事業規模の中央値がUS$で1.3ミリオン(約1億3,000万円)となっているのは、調整コストを解消するうえ
でSIBが成立する規模感のコンセンサスということではないか。

• そうなると、どうしても市町村が推進主体となるとよりは、都道府県もしくは国といった広域を率いる自治体がけん
引していく必要があると思う。

④事業者：株式会社CureApp

【論点：適切なSIBの規模感】
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他の行政サービスの委託形態や事業の実施形態に比べ、PFS/SIB事業が、その事業成果を可視化する仕組みがある
ことによって行政として民間事業との連携がしやすいという実感の有無について

【質疑応答】

• SIB事業に対応できる民間事業者とのマッチングが難しいという実感がある。（神戸市）

• 事業者との連携を機能するものにするには、自治体がどういう目的ないしは成果を求めて実施するのかという点につ
いて、小まめな打ち合わせなどを通じて共有していくことが重要。今回のSIBでは間にSIIFに参画いただき、全体の
調整を行っていただいた点がメリットとして大きかった。（神戸市）

• 連携の前提として、成果を出すことを重視する自治体の方針との整合と、健康保険組合での導入事業実績を有してい
たことの2点がまず背景としてある。成果を挙げることを重視するという、事業者の評価軸が変わった点が大きなポ
イントだったと認識している。また、自治体にとってはリスクが伴うような新しいやり方になるため、健保組合での
実績も小さくない。（CureApp）

• 逆に、実績が全くない事業者が先進的な取り組みを提案しようとすると、大手企業に比べて見劣りすることになって
しまう。大手は実績があり、安心感があり、資金規模もある。大手企業がこれまで受託されてきたけれども、成果を
出せなかった課題について、解決可能なアプローチを持っている事業者にとっては、勝負できる領域が増えていると
感じる。（CureApp）

• 法務省では、他の中央省庁と比べても民間との連携が進んでいなかったところがある。一方で司法行政の分野でも、
民間の力も借りながら取り組む雰囲気が少しずつ醸成されてきている。（法務省）

• 民間の新しい取り組みを取り入れることで、そのノウハウをいかした効果的な取組の実施や、国自身のスキルアップ
も含めて、施策の効果を向上させることも期待される。（法務省）

- 事業者、資金提供者、行政といった異なる立場で共通する所、少し温度感の違う部分が存在する現状

Key of Note
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PFS/SIBに関わるステークホルダーが共通して参加できるプラットフォームの整備の可能性

成果連動型事業においては、革新的な手法をもつ事業者が、大手に比べて実績の面では積み上げが薄くとも、
行政との協働事業への参画機会が生まれる可能性がある。研究会では個別の事業がバラバラに動くことだけで
なく、全体の仕組みとして後押しをする方法はないか、という点について議論を行った。

全体最適を実現するエコシステムの構築

• SIBのエコシステムについては、「個別最適」、「全体最適」という概念を提示

• 「個別最適」の積み重ねが、すなわち社会全体への便益を最大化するかというと、その限りではない。それ
に対して、「全体最適」の図では、個別の利益に対して、複数のPFS事業が総体として、社会全体への便益の
最大化する「全体最適」を考える必要がある。

-内閣府の整理における四つの大きな役割の定義に基づき、2番目と3番目に軸足を置いた事業だ、といった位置
づけをし、そのための事業設計なのだ、といったようなステークホルダー間のコンセンサスが必要なのではない
か。その異なる問題意識がある所で、では、どのように最大公約数的な役割を果たすPFSに関する制度を作って
いけるのかということがポイントではないか。

⇒横串あるいは環境整備という観点から、英
米で行われているアウトカムファンドについ
てご紹介いただく。この事例を基にどういう
指向性をもって、共通するプラットフォーム
をつくれば良いのかの研究を行う。

アウトカムファンドによって、どのような形
のPFSを推進するかという所も、この全体最
適についての検討を踏まえて、どのような政
策を実施するか。
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アウトカムファンド概要

• アウトカムファンドは、PFS/SIB事業の案件形成や
事業管理、評価に係る費用を補助したり、成果連動
型事業の対価の全部または一部の支払いに充当され
る。

• 英国には、現在7つのアウトカムファンドが、米国に
は1つのアウトカムファンドがある。

• 国によって、英国ではアウトカムファンドごとに、
対象領域や支援内容に差異がある。

• 英国のInnovation Fund、Youth Engagement Fund、
Fair Chance Fundなどは、レートカードを使って対
価の支払いが行われている。

• これに対し、Social Outcomes Fund、
Commissioning Better Outcomes Fund、Life 
Chances Fundについては、基本的に対価の20パーセ
ントを上限にアウトカムファンドから支払い対価が
ある仕組みになっている。

• アメリカについては、2018年にSIPPRA (Social 
Impact Partnerships to Pay for Results Act)という
法律が制定され、この法律に基づいてアウトカム
ファンドが運用されている。
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アウトカムファンド概要

• 事例として英国の中で現在稼働しているLife Chances Fundと、米国のアウトカムファンドの仕組みを比較。

• 英国では設置目的がいくつかあり、PFS/SIB事業の増加や規模の拡大、また案件形成のシンプル化というものを想
定して設置されている。併せて、社会的インパクト投資など、SIBの事業の拡大もまた設置目的として挙げられる。

• 一方、米国では財政の効率化、wise spendingを重視しており、こうした方針はSIPPRAにも掲げられている。また、
RCT評価を厳密に行うことを重視し、評価可能なプログラムに資金を振り向けることや官民パートナーシップの拡
大を支援することがアウトカムファンドの役割となっている。大きな特徴に、wrong pocketがある。成果を享受す
る者が皆で対価を負担するというコンセプトのもとに、連邦政府が負担するべきであるというコンセプトで運営さ
れている。予算規模は、どちらも100億程度となっている。

• 支払要件について、イギリスでは地域要件と分野の要件を定めている。これ以外にも、社会課題の解決を目指した
事業であるとか、行政コスト削減額が見込まれる分野についても対象となっている。アメリカも、同じように分野
の要件がある他、連邦政府の行政コストが削減され、それが厳密に評価できるという要件を定めている。支払方法
については、Life Chances Fundでは、原則として対価総額の20パーセントを負担（例外有）

• Life Chances Fundについては3回申請があり、その都度採択する事業を決めることになる。実態としては、第2ラウ
ンド、第3ラウンドにつれて割合が低下する状況になっている。その理由として、Life Chances Fundそのものが、
地方自治体が最終的には自力でPFS事業を実施していく上で、アウトカムファンドが負担する支払いを下げても自
治体が自走できるかを見ながら進めているため。

• 米国はシンプルな設計となっており、連邦政府の、主に行政コスト削減額を下回る範囲で、成果連動対価の負担額
が決まる。
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アウトカムファンド自走化に向けたアイディア提起①

• 案件形成と資金提供の機能を担う中間支援組織が、自治体の支援を一手に引き受ける仕組み。資料上は極端な仕組
みとしているが、案件形成だけを担うプレーヤーはコストを回収しきれないという問題があるため、事業期間中に
関わるプレーヤーが一手にそういった役割を担う仕組みが例示された。

• 資金提供では専門的なノウハウが必要になるうえに、民間資金の活用の目的は、より高い成果を創出する上での
ツールとしての活用が期待されていると考えており、資金提供のノウハウを持つプレーヤーが中間支援を担うモデ
ルが、成功しやすいパターンの一つとしてあり得るのではないか。
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アウトカムファンド自走化に向けたアイディア提起②

• 国の役割としては中間支援組織の育成とwrong pocketに対応した成果連動型対価の支払いを行うことが良いので
はないかとの提議。この仕組みの心は、自治体間の横展開には限界があるのではないかとの認識に基づいている。
実際にアウトカムファンドがどのようにイギリスで効果を出しているのかについて、自治体の自走化が依然として
課題であり、アウトカムファンドの導入だけで規模の課題が解決できるわけではないという観点が示された。
（GOLabの担当者へのヒアリングや公開情報での調査に基づく）

• 自治体間の横展開については、現状で年間約50件程度の案件形成が立ち上がる一方で、実際にレートカードを活
用した事業はほんの一部であり、共通のフォーマットに当てはめて案件形成を図ることが非常に難しいという認識
が示された。（Commissioning Better Outcomes Fund (CBO)に基づく）分野によっては横展開が可能（英国福祉の公共交通等）だが、案
件形成にはお金がかかる状況。

• 現状は自治体も有償支援を受けざるを得ないという状態にあるが、実際には限定的になっている。その理由として
は、資金提供者主導であったり、サービス提供者主導のSIB事業が増えてきていること、自治体にもノウハウが身
に付いてきているところが増えてきていることが背景にある。

• 自治体によって重視するポイントなどの濃淡が違うために、一律に成果指標や支払い条件を設定することが非常に
難しい。加えて、実際に事業者が介入する方法にも、ちょっとずつ変化をつけざるを得ないことでコストが増加す
る。一方で、一定のノウハウを蓄積することは横展開につながることから、例えば分野ごとに中間支援組織をつく
り、一手にノウハウや事業者の情報を蓄積するという展開が現実的に取りえる手段ではないか。

• CBOのレポートでも、横展開するにしても非常に細かい内容まで共有しないと横展開は難しいと指摘されており、
こういった組織に情報が蓄積されることで横展開が進めやすくなると考えている。

- アウトカムファンドは期待していたほどには、プラットフォームとして新たな案件形成を促す展開にはならな
い可能性があるという視点が示された

- レートカードを作っても利用してもらえない、個別の自治体の事情で同じ成果指標を展開しようとしても、い
ろいろ調整が必要になるといった指摘は、日本で展開する際にも想定される

Key of Note
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日本でのニーズ、取り組みとその結果（実務家より）

• 中間支援組織ないしは資金提供者としての関わりで感じるニーズは2点。一つは、案件組成にあたっての財政的な
補助金、もう一つは、成果やエビデンスの収集。二点目の成果やエビデンスについては、更に二種類のニーズに分
かれる。一つ目は、単純に実施した事業に対する成果を可視化すること。SIBを導入することで成果が可視化され
る。もう一つは、一つ目にあげた成果のなかでも、結局その成果が本当に長期的に市民の将来への成果に、どう結
び付くのかどうかというエビデンスを得ること。二つ目の成果については公的な事業であっても、エビデンスとし
ては未整備なものも多い。このため、SIBの組成などに当たってはある種の仮説の下に進めることになる。SIBを
導入することにより、こういった手探りで取り組まれてきたことも仕組みでカバーされるのではないか。（SIIF）

• 中間支援組織・国の調査研究で関与してきた視点からから3点。
①組成コストや事業運営コスト低下のための仕組み：各種ガイドラインの整備。ガイドラインの内容としては、
PFS/SIBの意義に始まり、実施プロセス、評価・支払条件の設計設定、契約書の要件といった要素。もう一つの仕
組みとしては、既出のアウトカムファンドや組成に係るコストに助成をする仕組み。
②データ活用の仕組み：行政データの活用を容易にする仕組みとエビデンス蓄積の仕組みの二つ。行政データの活
用については、活用に向けた施策も行われており、プラットフォームの構築なども進められている。ところが、実
際にSIB事業や個別の事業での活用を試みると、データを入手するためのハードルが高く、実際にデータを入手で
きてもマッチするデータがないといったケースに直面する。エビデンスの蓄積の仕組みについては、事業者が全て
のエビデンスを集める必要があるのかといった論点がある。最終アウトカムが共通している領域や類似のデータが
活用可能な分野においては、ある種の大規模調査を国レベルで実施し、エビデンスとして蓄積していくことが考え
られる。あるいは、既存の統計の個票データを組み合わせて使える制度を作ることも考えられる。
③自治体や国の予算の在り方：一つは国と自治体間の分担の観点、もう一つは同一の自治体の中でも、複数の課を
またぐような事業における費用の分担。前者については、国が裨益する部分については国からも拠出するといった、
国と自治体間の受益の観点からの費用の分担の仕組みが考えられる。（EY高木様）

- 中長期的な成果に結び付くのか否かは、評価問題とも関連。評価に係るコストの分担と求められるエビデンス
の水準をどう折り合わせるのかも論点となる。

- 複数の担当課にまたがるような課題が現実的に多い状況で、どこが予算を負担するのかという部分は、実務的
にはしばしば直面する問題。エコシステムにどう組み込むべきか。

Key of Note
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内閣府からのコメント

自走化のアイディア

• 中間支援組織がハブとなりPFS/SIBの案件を形成していく役割を担うという体制の下で、プレーヤーが集う構造が
示された。ここでのキーは中間支援組織の育成だが、ここに難所がある。

1. PFS事業の実施を予定している自治体が、中間支援組織に委託して案件形成をする（自治体の立場に立つと予算化が困難）

2. 中間支援組織が民間企業と一緒に案件形成を行い、成功報酬で中間支援組織への支払を行うもの（規模の拡大が重要になってく
るが、案件形成の仕組みの変革要）

3. 国が直接中間支援組織を支援（英国の事例などから、案件形成や自治体の自立への効果が不明瞭。国の支援後の継続性にも課
題）

• 内閣府として、何らかのプラットフォームをつくり、知見・経験・マッチングといったものを生むことが重要なポ
イントの一つになってくると考える。自治体のニーズと、事業者の持っているシーズを対応させることができるよ
うな場づくりに、最初のとっかかりとして取り組んでいくことが必要ではないか。

• 併せて、中間支援組織という、PFS/SIB案件の組成を担うプレーヤーをどうやって育てていくか。もしくは、こう
いった役割を担う人たちのビジネスモデルというのをどこに位置付けていくか。こういったことを、少し皆さんと
知恵を出しながら、市場構造等を作っていきたいと考える。

成果指標の標準化

• レートカードを使っていない案件も結構あるという指摘があったが、ここまで、何十件とPFS/SIBに案件ベースで
取り組んでいただき、いろいろな成果指標が使われている。

• ある程度成果指標の標準化をしておくということは、必要なのではないかという問題意識を持ちつつある。という
のも、ある程度の標準化をすることで、目標・評価の検討が容易になるし、契約書や仕様書のサンプルを作ること
につながる。

• PFS/SIBは多様な事業で実施可能であることから、標準化するリスクというのもある。たとえば全然違うものを
使ってしまう可能性もある。
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社会的インパクト評価はPFS/SIBの根幹をなすものではあるが、複数の課題がある。この課題の共通理解化とその対応
の検討、いう視点から課題提示、日本老年学的評価研究機構の宮國先生より介護予防という領域における事例の共有、
議論が行なわれた。

以下の課題について提議が為された

• 成果を測るためのデータセット

• どこまで精緻な評価をしていくべきか

• エビデンスの使用法

• 具体的な評価指標の特定

• 異なる評価のレベル

課題の提示

• 冒頭の内閣府の4類型の3番目の目的意識を考慮する必
要がある

• エビデンスがしっかりと取ることによってそれが継続
的にモニタリングがされ、事業の変化を毎期、半期ご
とに得られるデータで、目標に向かって動いているか
どうかを判断し、必要な措置を講じることが、マネジ
メントとしてなされることも期待される

PFS/SIBにおけるインパクト・マネジメント
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評価指標と測定精度
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学術研究がどのようにPFS/SIBに活用可能かという観点から、評価に用いるデータセットはどこから入手
したら良いのか、評価にはどういう方法があるのか、といったトピックについて事例が共有された

• 事業における主要アウトカム、ロジックモデルについ
て研究結果に沿ったエビデンスが確認できる状況と
なってきた

日本老年学的評価研究のPRJでは3年毎に、大規模な調査を実施し、データを
集めて検証（参加市町村数：20年の調査64市町村/37万人に配布、回収数26万）

• 主要なアウトカムに関する検証が進んでいる

（①スポーツ活動、②趣味、③町内会・自治会への参加といった社会参加、
多様なつながりポジティブな感情、通いの場への参加等）

介護医療領域における活用状況

• 地域レベルの社会参加と介護給付費との関連を検討
（日本公衆衛生学会で発表）。

• 本研究から、居住地域のスポーツの会及び趣味の会の
参加割合が10%ポイント上昇するごとに、6年間の総介
護給付費が、約3万円程度低くなっていることを確認。
介護給付費を抑制できる可能性とその額を示唆。

• 行政予算の制約（単年度主義）を念頭に、要支援要介
護リスク評価尺度を開発。何％の確率でその後要介護
認定を受けるかどうかが分かることになることから、
事業開始前と事業後に同じ調査をすることで、1年間の
前後比較も含めた評価を可能とした。

事業における年度インパクトの算出への取り組み
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• 楽しみながらウォーキングを通じた健康作りをする横
浜市の事業について、傾向スコアという擬似ランダム
化の手法を用いた事業成果の成果検証を実施。

• 1日あたり360歩増加したことから、これをウォーキン
グポイントの参加者15万人に当てはめた場合、1日約
5,400万歩増加したことに相当すると計算できる。これ
らを計算していくと、年間で約12.6億円の医療費削減
効果を期待できるのではないかと論文に記載。

推論での事業評価検証（よこはまウォーキング事業）

• 同様の推論は、要介護リスク評価尺度のような指標を
使った事業評価にも応用可能。

• 介護の保険者が3年に1回、介護保険事業計画の策定時
に実施している介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の
調査票（厚生労働省が公表）。全国での汎用性が高い。

• この調査には社会参加、人のつながりのデータも含ま
れており、どれぐらいその地域で繋がりが増えたかに
よって、認知機能、閉じこもり、運動機能の低下、要
支援要介護リスク評価尺度などの評価が、こちらの調
査データによって評価可能となる。

既存のニーズ調査データを用いて評価
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• 一点目：行政の各種データの構築が必要。データ単体
ではなく、各データ間での結びつけが必要になる。こ
れらが可能になると、より広範囲の評価が可能になっ
てくるので、こういった各種データベースの構築を行
政の中で行っていくことはより意義がある。

• 二点目：収集および構築されたデータの利用促進。個
人情報の保護のハードルがあるので、匿名化を行った
うえで処理できるシステム構築も必要。

• 三点目は、事業評価が可能なモニタリングシステム、
見える化のようなシステムがあれば、行政への導入が
進むのではないか。

今後のSIBの普及に向けた論点

- 既 に 利 用 可 能 な デ ー タ が あ り 、 他 事 例 （ 岡 山 の 健 康 ポ イ ン ト の 取 り 組 み ） で も 、
研究から得られた知見によって実施されている可能性有（研究の事業への活用）

- 行政の予算の制約（単年度主義）に対し、要支援・要介護リスク評価尺度等を使用することで、学術研究での
研究成果の応用が、効果的なPFS事業の構築には一つ解決の道筋になりうる

Key of Note
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• 2000年代の初めからJST（科学技術振興機構）のプロジェクトとして研究開発を進め、認知症の予防・維持・
改善のプログラムとして全国展開しており、PFSとしては奈良県天理市ならびに福岡県大川市と認知症の発症
予防および重症化防止という二つの事業に取り組んでいる。奈良県天理市では2017年度から認知症の予防分野
では全国初となるPFSによる脳の健康教室を開講し、今年度で4年目。2019年度からは天理市に加えて福岡県大
川市でも3カ年計画で、PFSによる二つの事業の実証に取り組んでいる。

• 契約については、天理市、慶應義塾大学、公文の三者間契約、そして大川市、慶應義塾大学、公文の三者間契
約をそれぞれ締結し、2019年度からの3か年事業行っている。

• 成果指標については、初年度である2019年度は両市ともにすべての指標を達成。

公文教育研究会 学習療法センター

併せて、事業者の立場からも評価あるいはデータをどうしたら良いのかについて、JAGESによるエビデンス構
築の取り組みを念頭に前段のエコシステム構築のために、どのような取り組みが必要となるか、現状のお取組
みと課題について、公文教育研究会学習療法センター様/三井住友FG様よりご発言をいただいた。

• 認知症発症予防事業については、2017年度当初、成果指標については慶應義塾大学の助言の下で、「ストラク
チャー指標」「プロセス指標」「アウトカム指標」それぞれのカテゴリーに該当する指標を、自治体、福祉施
設、慶應義塾大学との協議のうえで決定した。アウトカム指標は、天理市については参加者のMMSE（ミニメ
ンタルステート検査）の点数の変化を採用している。大川市についてはMMSEに加え、もう一つアウトカムと
して通いの場の成立と継続的参加を設定しいる。

• 通いの場については、半年間のプログラムが終了した後に開始し、継続して参加いただくことを成立条件とし
ている。これは、大川市の方の強い思いがあり、通いの場のその後の成立、自主活動への継続を成果指標とし
て採用している。

• 認知症重症化予防についても、「ストラクチャー指標」「プロセス指標」「アウトカム指標」をそれぞれの自
治体について定めており、その中でも「アウトカム指標」については参加者のMMSEの点数の変化を採用して
いる。

成果指標
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• 関係者が成果指標の策定に関与し、その内容を共有することの意義は非常に大きい。

• 成果指標を何にするのかを自治体の担当部署ならびに事業者の皆さんと議論をする中で、PFSを通じて何を実
現していきたいのかをビジョンとして描くことになる。

• これを関係者が共有することで、関係者全員がその達成に向かってPDCAサイクルをしっかりと回しながら一丸
となって取り組むことが可能となり、結果として事業の質が向上していくという実感を得ている。

• 実施対象の事業は十数年の事業の土台があるが、PFSを通じて事業の質が向上していくことを強く実感してい
る。

PFSの意義

- 中間支援組織ならびに事業者の立場からの、成果指標の共有がインパクト・マネジメントにうまく寄与してい
るという実感値の共有

- 中長期のアウトカムにつながる指標を単年度の成果としてでどうとらえるか、というところも工夫有り

Key of Note
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• 管理に関し、案件の成果報酬の達成状況が極力明快に理解できるレポーティング方法があると良いという意見
は投資家から頻繁にある。具体的には元本割れのリスクに関する基本的な話や配当についての解釈、成果の定
義、報酬の解釈、上手くいくとはどういうことかという点も含め、頻繁に照会を頂いているような状況。

• 案件が非常に専門的で一般的な金融商品とは異なる側面を持った投資となるがゆえに、資金を最初に提供する
際にはしっかりとした説明が提供されているにも関わらず、時が経つにつれて改めて基本的な事項を問い合わ
せてくる顧客が非常に多い。

• こうした実情を踏まえると、投資家の目線としては、設計の段階で投資商品としてのリスク・リターンの説明
が極力クリアになるような当初の報酬の設計が望ましい。

• 当然に、正確に事業の成果を測定することが一番大事だという点は理解しているが、そうなると多少複雑な報
酬体系になっていく傾向がある。他方で、今後さらに裾野を広く一般の投資家を募っていくことを考えた場合、
シンプルで明快な金融商品の性質である方が望ましく、配当利回りが分かりやすいものがよいと感じている。

信託のスキーム提供/管理側からの視点：SMBC信託銀行

- 金融機関としては信託のスキームとして提供されるために投資家を意識する必要がある。投資家に対する説明
責任を果たせるスキームであることが、SIBが成立するための前提である

- 成果指標がフィナンシャル・リターンに対応しているという商品設計となっており、その点が明快に説明でき
るような形で組成されていることが重要

Key of Note
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• PFS /SIBのスキームは複雑性が高く、多様なステークホルダーが関与する必要がある為、エコシステ
ムが大切である。だからこそ、どんなステークホルダーがどの段階で、どう関わるのかということを
含めて議論することでシステムを可視化することが非常に重要であると感じた。

• 他方で、PFS /SIBの導入に際しては、固有の複雑性を乗り越えて案件組成を引っ張るリーダーシップ
を誰がとるのが一番いいのかという問いについては議論されていない。ステークホルダー間の合意形
成を図る場合、全員が歩調を合わせながら少しずつ前進するようなアプローチでは全然進まないので
はないか。

• 中間支援組織が重要になるのではないか。コーディネーターとしてもリーダーシップが求められる。

（以上、キャンサースキャン福吉様）

- バックボーン組織に誰がなるのかという点について、事業者以外への期待について議論が必要
- エコシステムの構築は資金提供者、事業者、あるいは中間支援が果たすのかは問わず、そのような
ポジションの重要性の認識が必要

- 中間支援組織は資金的なインセンティブがあるわけではない
- 社会的ミッション頼みで、それが持続可能な規模になるのかどうかは更なる検討が必要

Key of Note

• 誰が事業を推進していくのか、リーダーシップをとっていくのかは、今後SIBを進めていく上で重要な点。

• サービスを提供する事業者が案件形成を牽引することはハードルが高い。中間支援組織に案件形成を主
導する役割が期待されている。一方で、中間支援組織はステークを取る（事業のリスクを取る代わりに
リターンを得る）というポジションにはない。リーダーシップをとる立場、もしくは期待される立場に
ある中間支援組織というのは、どういう位置づけか。

• インセンティブを全体としていかに設計するのかについては、さらなる検討を要する。

（以上、SIIF田淵様）
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• 中間支援組織だけで純粋にビジネス化することは非常に難しいと実感している。自治体・国が主導、民間
が主導の2ケースについて検討を行いたい。

• 前者については国の支援、後者は中間支援組織が鍵を握る。中間支援組織だけではビジネスにならないた
め、金融と組み合わせる必要があるのではないか。例えば、メガバンクが手を挙げて進める、等。

• アウトカムファンドについてはあり方を我々としても提案をしていきたい。

• PFSとSIBはビジネスが全然違うのではないか。前者は自治体とプレーヤーの利害の一致が重要。後者は
関係者が折り合うべきポイントが多くなる。ビジネスとして取り組めるポイントがいくつかあるのではな
いか。

（以上、ドリームインキュベータ三宅様）

- 資金提供者の立場から、リードを取ることも可能
- 官民連携の中、どこをSIBで取り組んでいけるかというマッピングでの整理等、問題意識を関係者間で
共有することが重要

Key of Note

• 官民連携手法の中でのPFS/SIBは多様な官民連携の制度的なバリエーションの一つ。PFS/SIBはハード
を扱うことを前提としておらず、事業リスクの一番高い領域に着手している理解。

• PPP/PFIは行政全体としても進んできており、ファイナンスの期待がある、といったプラス材料がある
一方で、ソフト事業になると事業規模が小さいこと、仕様書をどう考えるかというところで不確定要素
も多くなる。

• 市場化テストの失敗の轍を踏まないように官民連携手法全体との整合性や、全体を進めていく中での
PFS/SIBの位置づけについても留意していただきたい。

• PPPのポイントとして、リスクとリターンの設計と契約によるガバナンス、という東洋大学の整理があ
る。

（以上、東洋大学藤木様）
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Key of Note

• 第１回の議論と合わせて、PFS/SIB事業の持つ課題についての問題意識の共有と、検討が可能な取り組
みの方向性についての議論が行われた

• 特に、内閣府定義に基づくPFS/SIBに対する４つの社会的期待のそれぞれについて、対応する取り組み
のあり方や課題について、具体的な論点としては以下を含む議論が行われた

• 異なるステークホルダー間でのPFS/SIBへの期待のギャップに対し、その認知と関係者間での期
待統一が重要。

• 軸となりうる存在としてのアウトカムファンドの英米での事例が共有され、エコシステム構築に
果たす重要な役割が指摘された。一方で、プラットフォームとして新たな案件形成を促す展開に
はならないリスクも併せて示され、日本で実施する場合の可能性についても議論が行われた。

• 一方で、個別の案件の精度やインパクトを高め、政策的なエビデンス蓄積に貢献する事業となる
ために、成果指標の標準化、プラットフォームの重要性については複数の関係者からも指摘があ
り、実現に向けての取り組みへの期待が示された。

• 学術研究での研究成果が、効果的なPFS事業の構築に対し一つの解決の道筋になりうる事例が示
された。

• PFS /SIBの導入に際して、固有の複雑性を乗り越えて案件組成を引っ張るドライバーとしての役
割を、どのステークホルダーが担うべきか、という課題定義がなされ、中間支援組織、金融機関
がリードとなりうる可能性が示された一方、その場合に必要となる要素の共有も併せてなされた。
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前2回での議論を踏まえて、PFS/SIBにおいてフロンティアと見込まれる部分についての共有を行
い、参加者間での共通認識化が図られた。その上で、各ステークホルダー毎の次年度における取
組の概要とそこでの期待事項が共有され、今後に向けたアクションの検討に資する情報提供が行
われた。

実施テーマ：日本におけるPFS/SIB発展に向けたアクション

2021年1月22日

13時～16時（3時間）

実施日時

オンライン（Zoom）*
*感染症拡大の状況を踏まえ、完全オンライン形式で実施

実施場所

オンライン参加：103名

合 計 ：103名

参加人数
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①PFS/SIBのフロンティア

②2021年度以降の事業計画

・中央省庁（内閣府、経済産業省、法務省）

・地方自治体（山梨県、堺市）

・資金提供者（株式会社ドリームインキュベータ

一般財団法人社会変革推進財団

株式会社日本政策投資銀行）

・中間支援組織（ケイスリー株式会社）

③ディスカッション
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PFS/SIBへの期待と課題

• 内閣府整理により、「PFS/SIBに期待される役割」では、4つの期待される役割として定義（「成果
連動型契約の意義」については事務局整理）

• 複数の課題が指摘され、それぞれに対応する取り組みが進行している

PFS/SIBによる社会的なインパクトは、上記期待される役割の通り、様々なレベルがあるが、よりマク
ロな観点では、「政策目標としてのアウトカムの再定義による、社会インフラとしての公的サービスの
進化」と考えられる

➢ PFS/SIBが果たす本質的な役割としては、これまで形式知化していなかった、異なるステークホル
ダー間で共有されたアウトカムの実現のために、異なる領域の事業の連携等によりイノベーションが
実現し、投入された資源に対するアウトカム実現に関わる社会的な生産性が向上すること

➢ 評価指標という形でアウトカムが合意され、資金提供者(投資家)・行政・事業者が事業のリターンと
リスクを共有するということが、総体としての事業リスク許容を促し、事業の革新性を担保する

➢ また、これまでアウトプットに紐づく形で施策化されてきた公的サービスが、アウトカムが明確に指
標化されることで、行政と民間、中央省庁と自治体、あるいは縦割りになっていた自治体の中のサー
ビス等の境界が見直され、アウトカム実現に最適なプログラムが構築される

PFS/SIBのフロンティア考察
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【ビジネス・セクターの事例：統合報告における価値創出モデル】

ビジネス・セクターにおいては、IIRCが提唱している統合報告において、事業がどのような財務
的・非財務的(社会的)な価値の創出プロセスを明示化し、それに基づいた事業の再編等の経営判断
が行われることが求められている

【パブリック・セクターの示唆：Outcome Based Policy Approach】

パブリック・セクターにおいても、同様に、どのような社会的価値（アウトカム）を実現するのか
という観点で、これまでの政策・施策や、異なるセクター間の協働の在り方やプロセス、領域、手
法が不断に見直されることが求められており、PFS/SIBはその重要なプロセスとなりうる

各セクターによる事例と示唆

前掲のPFS/SIBについての個別課題への取り組み以外に、前述の問題意識に基づいて、以下のよう
な事業の推進を通じてPFS/SIBの本質的な価値を実現することが可能なのではないか

• 日本の環境におけるメタ・スタディ

事業期間が終了するケースが発生している日本のPFS/SIBのメタ・スタディを実施して、公的サービスの生産性向上をもたらす要因
について検討

• 評価指標やリスク移転によるアウトカム実現へのインパクト評価

アウトカム指標の共有が合意形成を促進し、投資家・行政・事業者がそれを共有するということが、事業リスクの許容を促し、事業
の革新性を担保するとされているが、実際にそのような事象のトリガーになっているかどうかを検証、促進要因・阻害要因を分析す
る

• Outcome Based Policy Approachについてのガイドライン検討

個別のPFS/SIBを成立させ、個別の成果達成のためのガイドラインに加えて、成果連動型事業の推進そのものが、どのような社会的
変容をもたらすかについての検討を行い、対象領域や変容のプロセスをモデル化

PFS/SIBの推進を通じて実現可能な領域
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内閣府 内閣府成果連動型事業推進室の来年度の事業計画

PFSの普及促進のための事業費として合計で4.3億円を予算要求（審議中）。
大きく増額しており、強力にPFSの普及促進に繋げていきたい。

案件形成支援事業：内閣府から事業者に委託を行い、委託先の事業者にPFS
事業に取り組む自治体を公募で集めるスキームでの支援事業

官民連携プラットフォーム：自治体へのPFSの認知拡大

PFSを活用していない自治体をターゲットに、①PFSに関する先進事例等の
情報提供、②先行する自治体からの助言提供、③意見交換の場の設定を想定

成果連動型民間委託契約方式推進交付金：自治体を募集し成果連動型事業の
補助金を提供

令和3年度開始、令和5年度までに終了するPFS事業を実施する自治体を対象
に、①成果検証結果に基づく、成果連動部分（各年）、②SIBの組成に際し、
必要な経費を補助

第三者評価事業者の設置：内閣府が評価事業者と別途契約し、自治体が実施
するPFS事業について、第三者の立場から介入効果の検証ならびにアウトカ
ムが実現することによって生まれる価値を評価

【事業の狙い】

①自治体がPFSを理解するきっかけを作ること

②複数年契約を効果的に実施するため補助の仕方に関する検証

③評価の専門機関による評価の実施による良質なエビデンスの蓄積

次の展開として、②で検討した複数年のアウトカム評価に基づく
補助の仕方に基づき、PFSの主要領域を所管する省庁に働きかけを検討
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経済産業省ヘルスケア産業課

令和2年度事業の振り返り

• 神戸市「糖尿病性腎症等の重症化予防SIB」の総括レポートを公表

• 八王子市「大腸がん検診受診率・精密検査受診率向上SIB」の総括レポートを公表

• 熊本県内の市町村に対する認知症予防領域におけるPFS/SIB組成支援

• 分野別手引きの作成：ヘルスケア領域におけるPFS/SIB導入ノウハウ集、共通ガイドライン
（年度内公表予定）

• PFS/SIBセミナー：四国（令和3年2月実施予定）、九州（令和3年3月実施予定）

令和3年度事業：ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金

• 令和2年度5.2億円⇒令和3年度予算案では7億円に増額。このうち、PFS/SIBの案件組成は、
令和2年度と同程度の規模で展開予定

• 手引き・ガイドラインの整備：①医療・健康分野、②介護分野

• 北海道経済産業局と北海道の複数の市町村でPFS/SIB事業化を検討中

北海道の複数の市町村でPFS/SIB事業化
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法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室

令和3年度における取り組みの概要

• 日本初となる再犯防止分野におけるSIB事業を実施する予定

• 具体的には、非行少年に対する学習支援においてSIBを導入することを検討している

• 予算規模は、３年間の総額で７，１００万円程度を想定

• 事業期間は令和３年度から令和５年度までの３年間を想定

• 人数規模は、３年間で８０人程度を想定

• 国が主体となって行う我が国初のSIB事業であるため、着実に実施内容について検討するとともに
準備を進めていく
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山梨県国保援護課

令和3年度における取り組みの概要

• 2020年12月中旬から全県でのアプリ運用が開始となっている。

• 全県対象の広報が未了の為、今後の登録者の確保が課題。対応していく。

• 登録者確保に向けた、市町村の健診会場に出向いてPRブースを設置の確保等、様々な登録者確保に向けた取
り組みを検討中。事業成果の精緻な検証のためにも、より多くの登録者を確保することが必要と認識。

• 新型コロナウイルスの影響で、これまで直接面談などをして実施してた保健事業などができなくなっている。

• アプリを使って、自宅でできる健康づくりなど、様々な情報発信をしていくことで、これまでになかった医
療費適正化に向けたアプローチも検討していく。

令和2年度までの取り組み

• 『やまなしデータdeヘルス事業』（詳細：当日配布資料）

国のデータヘルス集中改革プランの動向

• 国では、国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータ改革を推進しており、①全国で医療
情報を確認できる仕組みの拡大、②電子処方箋の仕組みの構築、③自身の保健医療情報を活用できる仕組み
の拡大、の3つのアクションを令和4年度までに集中的に実行するものとなっている。

• 「やまなしデータdeヘルス事業」の運用期間は当面令和4年度までとなっているが、「③自身の保健医療情
報を活用できる仕組みの拡大」は本事業と一部重複しているところから、今後も国の進捗を確認しながら、
本事業の取扱いを別途検討する予定。
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堺市健康福祉局地域包括ケア推進課

振り返り：導入に向けた難所

• 介護予防の効果は客観的で定量的な評価が難しい。対象としたのが、要介護認定を受けていない前期高齢者
（60代から70代前半）。

• 2年間の事業だけで、元々元気な方が要介護になるわけではないため、それをどのように改善できたかを表
現すること。特に軽度化した状況の効果を算出することが最も苦労したポイントになる。

• 自治体として予算を取って事業を始めるには、導入意義を認めさせる必要がある。

• 先行の事例が全くなかったため、論点整理を行い、庁内関係部署、特に財政部門への説明に大変な時間を要
した。効果の程度について、金額に算出できないとなかなか理解を得られない。効果と便益と結びつけるよ
うなストーリーやモデルがあれば、参入する自治体は多いのではないか。

令和2年度までの取り組み

• 堺市介護予防「あ・し・た」プロジェクト（詳細：当日配布資料）

継続するためには何が必要か

• 第三者評価機関など、アカデミアによる正当な評価検証が絶対に必要。

• 事業推進にあたり、実施企業と行政がコミュニケーションを取ること。
通常の委託契約よりも、成果指標のことなど、コミュニケーションの量は増えている。

• 市民の皆様の満足度の実感が、企業の皆様にも伝わること。
社会課題の解決に貢献しているという感覚が企業や職員の励みにつながり、
高いモチベーションをもって、事業を続けることができている
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ドリームインキュベータ

現状認識

• 海外では社会課題解決に向けSIBの導入が進む。分野の広が
りもみられるが、評価軸の設計がしやすいもの、小規模で
リスクが小さいもの、短期的なものという特徴がみられる

• 日本の社会課題は、中長期、そして複雑、複数領域にまた
がるものが多い。ここにSIBとの親和性が高いと認識し、注
力している。非常にリスクの高い挑戦となるため、しっか
りとした設計が必要

• 日本でSIBの案件候補となりそうな社会課題として、①医療、
②介護予防、③インフラ修繕、④教育、⑤まちの魅力、⑥
防災あるいは⑦環境のリサイクルなどが挙げられるのでは
ないか

SIBを活用した、企業の創意工夫と社会貢献を結びつける仕組み案：介護予防の場合

• 民間事業者：高齢者の社会参加促進を行う。第三者評価機関：事業のデータを評価し、自治体に結果
を渡す。自治体：成果報酬を払う

• 介護予防やインフラ分野は期間が長く、事業者のリスクが大きくなるので、民間金融機関が関与する
ことの価値が高い

• ファンドの形で金融機関が事業資金を提供しながらリスクを負うことで、参画する余地がある

• DIは、民間資金のファンドのポジションも持ちながら、全体設計、中間支援組織的な動きも同時に手
掛けることで、全体設計を調整する役割を担っている
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本格的なSIB組成が進みにくい理由：①スキーム形成の難しさ

1. 多種多様なプレーヤーの巻き込みを要する

2. 分野ごとに異なる成功の定義、KPIを事前設計する必要がある

3. 自治体にとって、組織や時間をまたぐ必要がある。取り組む部署と成果を享受する部署が違うことが、組成
に向けたコミュニケーションの障害となる。

4. 成功報酬の報酬原資の用意。規模感や時間軸、リスクとコストが少し変わるだけでも採算性への影響が大き
いため、ここへの配慮も必要となるが、これらの要因を考慮に入れながら事業を設計することは大変難易度
が高い

5. こうした調整を引き受けるに見合うアレンジフィーを得にくいこと。アレンジ自体の報酬は成功報酬とは別
枠で用意する必要があるにも関わらず、なかなか用意してもらえない。非常に価値の高い役割にも関わらず、
報われない状況となっている

本格的なSIB組成が進みにくい理由：②自治体の契約慣行

• 自治体が委託契約の発想で臨むと、本来成果報酬スキームには不要なはずの内容まで事業者がすり合わせに
付き合わされがち。また、成功報酬自体も小さくなりがち（上手く行った場合に通常の委託モデルぐらいの
報酬水準だったり）で、事業者にとって参入するメリットがでない。

• つつがなく進めることやプロセスを守ることを美徳とする文化（例：公募を必ず杓子定規にやる、議会に必
要以上のコミットをしてしまう、成果よりも従来の手続きを重視する等）には、事業者は萎える。

• 民間視点から見て違和感が出て来ても、事業者から「それおかしいですね」とは言いづらい。フェーズが進
むと問題が顕在化しそうだなと感じると、事業者は最初から参入を思いとどまる、というのが現実に起こっ
ていること。
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本格的なSIB組成が進みにくい理由：分野別のハードル

例１）インフラメンテ：
①そもそもこの橋はメンテするのか壊すのかという判断がされてない。②メンテナンス自体の予算がない。③
事前予防できる事業者はいるが、その事業者の技術力が非常に高く、後で直す事業者の費用だとミスマッチが
ある。④受けられる市内業者がいないのに、市内業者優先の原則がある。⑤KPIに関する学術的蓄積が、この分
野なかなかなくて、ゼロからの設計が必要。⑥市道・県道・国道の管理主体が異なるため一自治体だけでは、
非効率で規模も出ない。

例２）介護予防：
①既存施策の忖度があって、整合性の説明が難しい。②報酬には介護特別会計を回せない一方、一般会計では
市町村の負担が8分の1のため、市町村だけだと少額しか報酬が用意できない（Wrong Pocket問題）。③学術的
KPIがあっても、つい複雑的にカスタマイズして、あれもこれもと追加した結果、事業者側のコスト負担が増し
てしまう。④事業者間でできることが異なるため、取りまとめを行って有効な組み合わせを行う必要があるが、
なかなか報われないので、誰もやらない

例３）防災：
①国管轄の存在が大きく、一級河川は市では触れません、といった縦割りの壁、②災害が起こったら国が面倒
見てくれる、みたいな暗黙の雰囲気があり動かない、③成果を特定するタイミングの問題

例４）病気の予防：医療関係は病気が細分化されており、規模が小さく、設計が大変な割には報われない

上記のように、ビジネスとしてサステイナブルに継続できる形にしようとすると、たくさんのハードルが出て
くる。中でも特に大きなものは、①規模の問題、②ビジネスモデル、③KPIの問題、④成功報酬原資の4つの壁
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どうやって克服するか︓介護予防分野での当面の対応策

規模：
①大きな自治体と大きな社会課題に、大きな事業規模（最低でも数億円以上）で設計する。②最初から横展開
想定で投資をしていく。具体的な投資の内容は、システム投資やノウハウ、ネットワークの構築コストなど

ビジネスモデル：
中間支援組織と金融ポジションと兼ねる

KPI：
色んなカスタマイズをし過ぎないように、圧倒的なデータ蓄積やノウハウをきちんと蓄えていく。例えば介護
予防では日本老年学的評価研究機構のようなプロの助言を受けながら、意味のあるKPIにしていく

成果報酬原資：
介護問題では複数部署を横断する調整やWrong Pocket問題もあることから、今回は企業版ふるさと納税で寄付
を依頼し、自治体に資金を作ることとした

令和3年度の取り組み事例

• 一つとして豊田市で介護予防事業の開始を予定。ビジネスベースできちんと回るように設計してみようとい
うことで準備している。

• 期間は令和3年度から5年間と長く、規模は年間5,000人程度の高齢者対象。

• 継続的な事業を想定しており、事業費も5年間で5億円以上となる想定。

• 事業の内容は、オンラインの介護予防の設計や3密を避けたオフラインプログラムを設計することを計画
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ドリームインキュベータ

• 自治体：①既存プロセスに固執し過ぎず、柔軟な姿勢で臨むこと、②成功報酬の設計について、分野ごとに
国との連携を図ること、③その原資を確保すること

• 事業者：社会的価値が事業になる可能性を見据え、従来コストが見合わず放置してた分野の事業化を検討す
ること。（たとえばシニアの就労支援、インフラメンテの優先付けなど、今までは見向きもされなかったと
ころに大きな価値を生む事業機会が存在する可能性がある）

• 金融プレイヤー：ESG/SDGsの投資機会が豊富にある領域と認識し、ミドルリスク・ミドルリターンの新モ
デルを設計することに取り組むべき。これからの金融プレイヤーの将来性にも大きく関わる話と考えられる
ことから、価値の高い中間支援組織を金融プレイヤーが育てることが望ましい。

• アカデミア・評価機関：民間と協力しつつ、様々な分野でデータ蓄積と分析を続けていくことが重要になる。
また、合理的なKPIの設定において、自治体をリードすることも期待される。

• 国：アウトカムファンドの早急な検討を。当面は、地方補助金や企業版ふるさと納税、特区の運用改善に速
効性があるが、Wrong Pocket問題や行政の管轄に伴う構造的問題は、国がリードするしか解決しない。

同時に全てのプレイヤーが一歩ずつ課題を解消していく以外に本格的な普及のための策はなく、他の条件が揃
うことを待つプレイヤーが一人でもいると、そのプレイヤーがボトルネックになってしまう。ぜひ、皆様で一
緒に歩んでいければと思っている。

提言：SIB「本格化」に向け、各プレイヤーが「同時に」果たすべき役割
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SIIF

行政の委託方法の一つとしてPFS/SIBが確立したものとする
ために、制度的な発展の観点から4点

①組成に係る負担：自治体は成果連動契約に必要な要件を案件ごとに作り込
んでおり、大変な思いをしている。

②予算の制約/③債務負担行為：予算が絡む課題。Wrong Pocket問題の指摘が
あったが、こことも関係してくる。また、公会計の現金主義、発生主義の違
いなども絡んでくる問題と考えている。

④SIBの多面的な意義から生じる複雑な期待感の相違：自治体・事業者・資金
提供者・評価者・エビデンス構築の立場それぞれからSIBに対する期待感が大
きく異なっており、関係者の意見を集約して目的設定をするための調整コス
トが高い。

現状認識/課題

PFS/SIBを行政の委託手法として確立するために必要な取り組み
を4つフェーズで整理し、実行に移す計画を立てている。

フェーズ1：令和3年度開始。①SIBが機能する要因の見極め、②質を追求する案件構築、
横展開、規模の拡大、③エビデンス構築

フェーズ2：成果を横展開に向けたプラットフォームづくり。①エビデンスが貯まるような
仕組みづくり、②関係者、大学、民間研究機関との連携促進を図る。

フェーズ３：最終的に目指すゴール。アウトカムないしはインパクトを達成するために、行政
側の自主財源に加え、民間からの資金を調達できる環境が整い、社会課題を解決していく方向
性が出来ている状態となる。また、すべての政策領域で、インパクトやアウトカムを追求して
いくマネジメントサイクルが、すべてのセクターで実装されるようになることを期待

2021年度以降の事業計画
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日本政策投資銀行

• 現状認識としては、PFS/SIBにかかる取り組みは増えており、組成は増加傾向にある。社会的な課
題の深刻化/行政の効率化という側面で関心が集まっている。

• SDGsの観点からも、企業側からの関心高。金融機関をはじめとする投資家についても、ESG投資な
どを通じ、良い意味でのプレッシャーを外部から受けている。以上のような外部環境を考えると、
追い風の状況と認識。

• 様々なボトルネックがあるものの、徐々に所在が特定できてきている。その上、内閣府をはじめ、
国がガイドラインの整備などを通じ、ボトルネックを越える支援を行っていることに加え、これま
での事例が蓄積されていることから、成果指標やスキームについての検討が以前よりも行いやすい
状況が生まれつつある。

以上を踏まえると、長期的に見ればボトルネックを解消しつつ、着実に市場は広がっていくと考察。

現状認識/課題
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• 英国での対比、日本の課題を3つに整理

• ①案件規模が小さい点。SIBの国内案件は平均2,600万円程度であり、英国の2~3億円中心と比べると
明らかに小さい。特に、健康・医療分野のSIBは最大支払額ベースで2~3億円程度、投資額ベースでも
やはり1～2億円程度の規模になっており、サステイナブルな形で市場を作っていくためには、この規
模が望ましい。

• ②指標の問題。英国のプレイヤーの方々と日本のSIBの事例について議論すると、固定払いの比率が
高い、指標がアウトプットによっているという指摘を受けることが多い。指摘の背景にはSIBに対す
る目的意識の違いがあり、彼らにとってSIBとは社会的にインパクトを最大化させるためのものであ
るという認識がある。このため、仮にプロジェクトが失敗に終わったとしても、成果に連動する部分
の支払いが実行されなかったので、それはポジティブではないかといった形で、ある種の割り切りが
ある。一方で日本のSIBでは、プロジェクトそのものを組成することが重視されている。こうした違
いが通常の委託契約と比べても、社会的なインパクトが見えづらい状況になっているのではないか。

• ③1案件に関与する自治体・事業者ともに少ない。日本では単一自治体、単一事業者の案件が非常に
多いが、英国では複数自治体での事業実施を前提とした議論が進んでいる。（投資家・自治体共通の
前提）これは、SIBが通常の委託とは異なる行政事業と位置付けられ、様々な事業者や投資家の参画、
いわゆるコレクティブインパクトの形で創意工夫がなされることが最大のメリットとして認識されて
いるからだと考えられる。

• この背景に資金提供者の役割に負うところが大きい。

• 大型案件の具体化への寄与の他、複数事業自治体、複数事業者の案件で調整事項が生じた際、金融機
関や投資家がファシリテーションを主導する実態があり、それがイギリスのSIBを特徴づけている。

• 金融機関を巻き込むことが前提という認識が共有されており、SIBの文化というものが既にイギリス
では根付いていると感じる。

日本のPFS/SIBの課題（英国SIB業界との対比から）
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1. 投資家は法的にも実体的にもプロジェクトをコントロールしている存在
契約の作りこみや成果指標の立て方、あるいはプロジェクト組成後のマネジメントの仕方といった側
面について金融機関が主導してアドバイスをしている。

2. プロジェクトへの伴走支援者
基本的には事業者が主導して事業を進めていくことになるが、投資担当者も非常に細かい意思決定に
も関わっている点が挙げられる。具体的には、月に1~2回ぐらいは接点を持つようにしており、年に
少なくとも10回程度足を運ぶという、能動的な関わりをしている。

3. プロジェクトに厳しさを与えてくれる存在
投資家の干渉の仕方によっては、事業者と揉めてしまうケースも多いと聞いた。しかし、厳しい意見
がプロジェクトに対してポジティブな影響を与えているというコメントもあり、関与の重要性を理解
している。ガバナンス機能の提供・プロジェクトマネジメントといった側面を担当。

英国における資金提供者の位置づけ（英国のSIBの事業者、SPCのCEOに対するヒアリングより）

• リスクマネーの提供と、プロジェクトの伴走者の二つの側面からメリット/デメリットを整理。

• 1点目のリスクマネーの提供については、①成果連動リスクの分担と②事業開始に合わせた資金提供
の2点。事業者が直面するボラティリティ（=事業のリスク）を低減、事業開始必要資金をアップフロ
ントで投資家から事業者に投資をすることによって、会社自体の資金繰りに対するサポートができる
ことが挙げられる。

• 2点目のプロジェクトの伴走者については、複数自治体や複数事業者が絡む案件では、プロジェクト
の推進にあたって、議論が活発化することがある。このとき、議論のファシリテーションや、成果指
標の改定にかかる交渉といった調整業務について、金融機関が能動的に参加することによって、プロ
ジェクト推進に貢献できると考えている。

日本においてSIB形式にすることのメリット/デメリット
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日本政策投資銀行

現状のSIBについては、成果連動型契約にバックファイナンスを組み合わせた事業モデルという整理がな
されているが、英国のヒアリングからも、プロジェクトに資金提供者の能動的な関与を想定することが
重要であることが分かる。いわゆるソーシャルインパクトモデルというのを改めて定義をして取り組む
ことが重要。

SIBを念頭に置いた案件組成の必要性

• 自治体に、PFS/SIBの仕組みをきちんと理解していただくことが非常に重要と認識

• 独自の自治体のプラットフォームなどを通じて、SIBやPFIの仕組みやボトルネックに関する課題の共
有、組成のための支援を行いたい

PPP/PFI推進の経験から～地域プラットフォーム設立と運用～
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• これまで中間支援の立場として、案件形成をはじめ様々な取り組みを行ってきたが、事業者としてもPFSの導
入、SIBの導入を推進していくことを昨年度から始めている。中間支援という形で案件形成のノウハウもあるの
で、成果連動型の事業としてもオプションとして提供することも併せて検討していく。

• 「資金提供者と中間支援の立場では利益相反もあるのではないか」という質問をいただいたがご指摘の通り。
中立の立場で案件を作っていくことが非常に重要になると考えている。また、中間支援と投資家を組み合わせ
た形で本格的に始めていくという話があったが、我々は、事業者として組み合わせを進めたい。

• PFS導入負担の軽減：やはり問題である。軽減していく取り組みは必要であるが、整備が進んでいない。具体
的には、領域別の評価の標準モデルだったり、一番検討の負荷が高い支払い条件を試算できるツールを作って
いきたい。指標などがある程度固定されている領域について、自治体の担当者が自分たちの自治体のデータや
目標値を入力すれば、大体どれぐらいの規模と支払い条件であれば実施できるのかを算出できるものがあると
良い。当社としては、行政コストへの影響も試算できる、そういったものも考えており、中間支援の役割も不
要な形で、自治体側だけで検討を進めることができる部分が増えてくる。こういった領域の取り組みも並行し
て進めていきたい。

• 関連する取り組みとして、グローバルでPFSの取り組みを研究しているGOLABやIMPとの連携がある。GOLAB
は、英国の内閣府とOxfordが共同で設置した研究機関であり、そこに客員研究員として役員が一人行っている。
IMP(Impact Management Project)は評価の標準化をグローバルで進めてるイニシアティブであり、戦略パート
ナーとして参画している。こうしたグローバルのノウハウを、もっと日本にも還元していきたい。

• 三つ目の柱として、地域にフォーカスした取り組みの強化を計画している。地域を面として見た新しい取り組
みや、PFS導入、SIB導入に必要な要素であったり、評価の観点や考え方などを地域の関係者の方にも知ってい
ただく取り組みを始めた。具体的には、行政向けの都道府県単位でのプラットフォームの運営や、行政職員向
けにSIB導入プロセスを体験する実践研修、琉球大学の学生と社会人混合でSIBの導入プロセスを実施する人材
育成の取り組みを行っている。こういった取り組みは、一つ型ができればほかの地域にも展開することができ
る。日本全体をカバーするアウトカムファンドであったり、ツールやプラットフォームの整備について話題に
上っているが、地域からできることを始めながら、国レベルの話にも貢献していきたい。

（以上、ケイスリー 幸地様）
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Key of Note

• 第３回の研究会では、中央省庁、自治体に加えて、資金提供者や中間支援組織等、異なる立場の各参加
者から2021年度の事業計画が示され、これまでの問題意識に基づいて、どのように事業を推進するのか
についての共有が行われた。

• PFS/SIBによる社会的なインパクトについて、「政策目標としてのアウトカムの再定義による、社会イ
ンフラとしての公的サービスの進化」がマクロな観点から示された。

• 特に、アウトカム・ファンダーである行政だけではなく、資金提供者、事業者、中間支援組織等が同時
に果たすべき役割が、以下の異なる領域から論じされた。

• 日本の環境におけるメタ・スタディ

• 評価指標やリスク移転によるアウトカム実現へのインパクト評価

• Outcome based policy approachについてのガイドライン検討などの市場構築に向けた事業

• また、投資家の立場からどのように市場形成に関与できるかという可能性について、受動的に資金ニー
ズに対応するということではなく、案件形成に伴走する可能性について、英国の事例をもとに提示が行
われた。

• 各ステークホルダーの次年度～中期に渡る事業計画やその狙い、中間支援組織の置かれた状況、金融機
関が果たしうる役割について議論が行われ、異なるステークホルダーがPFS/SIB事業によって達成する
べき社会的成果についての目的意識を共有した。
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本事業の目的と成果

研究会において、PFS/SIBの意義/導入の課題については、フレームワーク等を活用しながら、整理を行
い、各ステークホルダーの視点・発表を基に議論が行われた。整理された論点として、PFS/SIBの社会
的な役割の整理、市場構築のために必要な異なるステークホルダーの参画等が挙げられる。

目的①：PFS/SIBの意義/導入の課題についての論点整理

各ステークホルダーのこれまでの取り組みおよび課題の認識の共有がなされ、具体的に目指すべき方向
性とそこに向けたアクションが整理された。具体的には行政等が設置するアウトカムファンドや資金提
供者の積極的な市場構築への関与、規模の拡大による規模の経済の追求、学術機関等との連携による評
価の精緻化とエビデンス蓄積等の論点について議論が行われた。また、次年度以降の各関係者の取り組
み予定が共有され、協働してのアクションの実施に向けた土壌が構築された。

目的②：あるべき取り組みの方向性の位置づけ/取られるべきアクションの確認

全3回の研究会においては、研究員20名、オブザーバー75名が参加者として登録され、その他聴講者・登
壇者も含め全3回で延べ280名が参加。上記論点整理に基づき認識を共有した他、各ステークホルダーの
具体的な取り組みや状況についても発表を通じて理解を深めた。また、現地開催を行なった第1回/第2回
については、会の前後にネットワーキングの機会として名刺交換/挨拶等も積極的に参加者間で実施され、
関係性構築の一助となった。参加者のコミュニティについても、複数回の研究会の開催を通じて、本領
域における日本のキーとなるステークホルダーが参集し、研究会がプラットフォームとしての役割を果
たしたと考察する。

目的③：関係者間での認識の共有とネットワークの形成

Key of Note
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Key of Note

• 2020年度に実施された本研究会の振り返りにおいて、主催・共催・協賛各社から、こうした研究会の
役割の重要性についての指摘があり、今後も継続的な開催が期待されるという意見があった。

• また、参加者からのフィードバックも、このような場の重要性についての指摘が多いこと、国際交流
基金の日米交流の事業がコロナの影響によって2021年度に実施することになったため、この部分と合
わせて、2021年度事業として検討をしたい。具体的には、以下のような可能性がある。

• 2020年事業はクローズドでの実施としたが、一般公募での研究会参加者の拡大を検討

• 行政、事業者、資金提供者等、特定のステークホルダーにフォーカスした分科会セッションの開催によ
る、ステークホルダー別の課題に即した議論の実施

• 米国との研究交流をプログラムの一部として組み込み、米国におけるPFS/SIBの知見を活用した日本で
の市場構築に向けたディスカッションの実施、並びに公開シンポジウムにおける日本での研究会事業の
成果の発表

• 具体的な案件形成に向けた国内の行政・事業者・資金提供者のマッチング事業

• また、2021年度には、内閣府が案件組成の促進とPFS/SIBの環境整備のための複数事業を検討してい
るところ、これらの取り組みと合わせ、相互補完性とシナジーがあるプログラムの検討が必要である。

• 上記の観点を踏まえて、2021年３月に決定される内閣府事業の詳細を踏まえて、2021年度事業につい
て協議を予定する。
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研究会委員

株式会社日本政策投資銀行 業務企画部イノベーション推進室東條恭章様

株式会社日本政策投資銀行 ストラクチャードファイナンス部中村亮太様

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部北栄階一様

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部小野寺信吾様

一般財団法人社会変革推進財団 専務理事青柳光昌様

一般財団法人社会変革推進財団 田淵良敬様

一般財団法人社会変革推進財団 戸田満様

株式会社三井住友銀行 経営企画部サステナビリティ推進室竹田達哉様

株式会社三井住友銀行 経営企画部サステナビリティ推進室松井様

株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部サステナブルビジネス室長谷川雄紀様

株式会社みずほ銀行 リテール法人推進部兼ＳＤＧｓビジネスデスク末吉光太郎様

一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事兼CEO 鈴木栄様

ケイスリー株式会社 代表取締役幸地正樹様

株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 社会環境インフライノベーショングループ 黒澤仁子様

株式会社キャンサースキャン 代表福吉潤様

特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 常務理事鴨崎貴泰様

プラスソーシャルインベストメント株式会社 代表取締役社長野池雅人様

特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 代表理事伊藤健
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オブザーバー *一部非掲載

内閣府 成果連動型事業推進室参事官石田直美様

厚生労働省 政策統括官（総合政策担当）付政策統括室浜谷昂治様

経済産業省 商務情報政策局ヘルスケア産業課課長補佐柴田寛文様

法務省 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室補佐官原淳一郎様

法務省 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室係長牛島織恵様

法務省 大臣官房秘書課企画再犯防止推進室主任大澤元希様

株式会社日本政策投資銀行 業務企画部イノベーション推進室参事役向笠雄介様

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部調査役宮澤恵太様

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部部長足立慎一郎様

株式会社日本政策投資銀行 ストラクチャードファイナンス部課長川端航様

株式会社三井住友銀行 ホールセール統括部サステナブルビジネス推進室前田麻里様

株式会社SMBC信託銀行 プロダクト企画部河合智昭様

株式会社三菱UFJ銀行 緒方雄一様

株式会社静岡銀行 地方創生部地方創生グループ東祐大様

株式会社常陽銀行 コンサルティング営業部調査役川村淳様

株式会社日本総合研究所 日置春奈様

株式会社日本総合研究所 作田典章様

特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 渡辺眞子様

株式会社エクサウィザーズ ケア事業部佐々木実様

株式会社 CureApp COO 宮田尚様

株式会社 CureApp ascure卒煙事業責任者中克宣様

株式会社 CureApp ascure事業部 事業開発 田川耕治 様

株式会社くまもと健康支援研究所 代表取締役松尾洋様

株式会社ヘルススキャン 代表取締役大和田裕一様

株式会社公文教育研究会 学習療法センター普及サポート部橋口健様

株式会社ドリームインキュベータ 執行役員石川雅仁様

株式会社ドリームインキュベータ 代表取締役COO 三宅孝之様

株式会社ドリームインキュベータ 日野浦弘樹様

光プロジェクト株式会社 杉村卓也様

株式会社マディア 代表取締役古川綾様

株式会社マディア 吉田仁美様

小林製薬株式会社 日用品事業部新分野推進グループグループ長合田隆久様

小林製薬株式会社 日用品事業部新分野推進グループプロジェクトマネージャー福本高大様

小林製薬株式会社 日用品事業部新分野推進グループプロジェクトマネージャー河合梓様

小林製薬株式会社 経営企画部サステナビリティ戦略推進グループ関雄様

合同会社 Cono-base 中島悠生様

EY 新日本有限責任監査法人 高木麻美様

株式会社KDDI総合研究所 アナリスト林イラン様

KPMGコンサルティング株式会社 平田和義様

KPMGコンサルティング株式会社 大島良隆様

有限責任監査法人トーマツ ディレクター早竹裕士様

有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー米森健太様

有限責任監査法人トーマツ シニアスタッフ木村悦久様

有限責任監査法人トーマツ スタッフ山崎遥様

PwCサステナビリティ合同会社 マネージャー森悠介様

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 自治体経営改革室長兼公共経営・地域政策部上席主任研究員大塚敬様

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 研究開発第1部細木翼様

北海道大学 東京オフィス所長・特任教授山田澤明様

東京大学大学院社会医学専攻 博士課程・医師荒川裕貴様

東洋大学 客員教授藤木秀明様

一般社団法人日本老年学的評価研究機構 宮國康弘様

独立行政法人国際協力機構（JICA） 中南米部南米課早川泰史様

公益財団法人日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム中村真美子様

公益財団法人日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム杉本裕子様

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA） 事務局長鈴木均様

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA） 企画広報部長兼事業部担当部長吉田武志様

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA） プログラムオフィサー笹原千奈未様

神奈川県 神奈川県政策局SDGs推進課企画グループ會田良明様

広島県 健康福祉局がん対策課がん予防・医療グループ中村勇様

山梨県 国保援護課望月明男様

山梨県 国保援護課国保指導担当主事中沢駿太様

雲南市 政策企画部政策推進課マネージャー佐藤様

雲南市 鳥谷健二様

岡山市 保健福祉局保健福祉部保険管理課健康寿命延伸室副主査矢吹大輔様

鎌倉市 共創計画部政策創造課中山秀樹様

川崎市 総務企画局行政改革マネジメント推進室担当係長多田寛様

川崎市 総務企画局行政改革マネジメント推進室担当課長織裳浩一様

神戸市 企画調整局つなぐラボ担当部長藤岡健様

神戸市 古田由理枝様

さいたま市 都市戦略本部行財政改革推進部江口功様

堺市 健康福祉局長寿社会部地域包括ケア推進課課長補佐花家薫様

島田市 岩本達夫様

天理市 健康福祉部福祉政策課地域支え合い推進係吉本幸史様

横浜市 政策局共創推進課担当係長中尾充様


