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ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）とは
 SIBとは、⺠間資⾦を活⽤して⾰新的な社会課題解決型の事業を実施し、その事業成果（社

会的コストの効率化部分）を⽀払の原資とすることを⽬指すもの。
 ニューヨーク市等では、⺠間事業者の活動の社会的インパクト（⾏政コスト削減等）を数値化し、

⾃治体等がその成果報酬を⽀払うSIBの導⼊が図られ、⺠間資⾦の活⽤が進んでいる。
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 ⾃治体の歳出決算額に占める固定経費の割合は⾮常に⼤きいが、 SIB導⼊により、貴重な政策
経費を使わずに固定経費の効率化が可能になる。

 初期投資を⺠間資⾦で賄い、成果報酬型の事業を実施するSIBは、複数年度に渡る事業として
設計し、初期投資に⼤きな費⽤を要する予防的な事業に取り組む際に、特にその効果を期待する
ことができる。

 また、SIBの実施に際しては、⾏政・資⾦提供者・事業者の合意が取れる成果指標とその評価⽅
法を設定する必要があるため、結果的に、事業の成果に関して関係者（住⺠、議会、庁内財政
当局等）に対する説明責任を果たすことが可能となる。

⾃治体がSIB導⼊に取り組む意義

＜A⾃治体の歳出決算額の内訳＞
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地⽅⾃治体におけるSIB導⼊の効果

① より⾼い成果の創出が期待される

SIBでは、事業者は成果を創出した場合にのみ対価が⽀払われ、また、成果がより創出されるほど対価
が⼤きくなることから、事業者に成果創出のインセンティブが働き、結果として地⽅公共団体は⾼い成果
の創出を期待できる。

② ⾏政コストの削減が⾒込まれる

SIB事業費は社会的課題解決による⾏政コスト削減額の⼀部が原資となる。よって、SIBを導⼊する
ことによって、地⽅公共団体は⾏政コストの削減が⾒込まれる。

③ 社会的課題を解決する⼿法を把握・検証できる
SIBでは、成果を明確化した上で、達成⽅法については⺠間事業者のアイデアに委ねる。このため、社
会的課題解決に効果的と想定される⼿法を把握でき、かつ当該⼿法が本当に社会的課題を解決で
きるのか検証することが可能となる。

④ 成果志向の普及が期待される

SIBを導⼊することにより、事業の評価軸が成果となることから、職員の発想が成果志向となる。SIBの
普及に伴い成果志向が普及することが期待される。

 SIBを導⼊することで、地⽅公共団体において、①より⾼い成果の創出、②⾏政コストの削減、③社
会的課題を解決する⼿法の把握・検証、④成果志向の普及、が期待。
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SIB実現可能領域の要件と地⽅⾃治体の事業との関係性

地⽅⾃
治体の
事業

直営にて実施

官⺠連携にて
実施

実施⼿法にて分類 対価の⽀払い⽅法

固定報酬

成果報酬

対価の基準

アウトプット

アウトカム SIB

PFI等その他
PPP⼿法

⻑期アウトカムの創出・最⼤化

⾰新的な取組によってコスト削減や効
果の変動が想定される事業の場合

⺠間事業者の⽅がより効率的に
実施できる事業の場合

達成したい成果があり、それに基づく
成果発注を採⽤できる事業の場合

 地⽅⾃治体における事業の発注において、実施⼿法や対価の⽀払い⽅法、対価の基準の観点から、
発注⽅法の検討を⾏う。

 事業のアウトカムを対価の基準としてこれまでの「仕様発注」から「成果発注」に切り替えることで、 よ
り⾼い効果が得られる事業の実施が期待できる。
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SIBの対象テーマの設定のポイント

テーマの抽出

SIB対象テーマ
チェック

SIBを活⽤しうるテーマとは・・・
「成果が出ているのか」 「もっと他にいい⽅法がないのか」 と思っているテーマ

• 抽出した対象事業を右記のチェックリストで確認。
• 全ての項⽬にチェックがついた事業がSIBを活⽤しうる

テーマ。可能性調査に進む。
• チェックがつかない項⽬についてはチェックを付けることが

可能か再度検討。

チェック項⽬

① 成果発注が可能か（仕様発注し
なければならない理由がない）

② サービス提供者が想定できる

③ ⾏政コストの⼤まかな削減額が
⾒込まれる

対象テーマ（ヘルスケア領域） 対象テーマ（ヘルスケア領域以外）
認知症予防 児童養護（特別養⼦縁組）
糖尿病重症化予防 若者就労⽀援（アウトリーチ）
がん検診受診率向上 起業⽀援
介護予防 移住促進
健康づくり こどもの貧困（こども⾷堂）

（参考）検討・実施されている対象テーマ例

 既存事業のうち、現状の⽅策を改善したいが改善策が不明な事業や、今後対応すべきではあるが、
その⽅法が分からないテーマ（新規事業）について、SIBの活⽤が期待される。

 ヘルスケア領域においては、成果が出るまでに⼀定の期間を要する予防事業において、従来の⼿法
から転換してSIBを活⽤することが期待される。
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6

SIBにおける成果指標の設定のポイント

【成果指標（成果の達成度を測定するための指標）を設定する上での留意するポイント】

達成したい成果との関係性が明確である
• 事業⽬的（達成したい成果＝⻑期アウトカム）と指標の因果関係が明確で、市⺠に対して説明でき

る指標であること。

客観的データを⽤いている
• 活⽤するデータ、収集する⽅法が、既に公に認められたもの、もしくは論理的に説明ができるものである

こと。

短・中期的に出現する指標である
• 事業実施後3〜5年以内に発現する指標であることが望ましい。

ゆがんだインセンティブを⽣まない
• 例えば⾏政コスト削減のみを成果指標にすると、質の低いサービスの提供で多額の成果報酬を得ると

いった恐れがある。そのため、設定した成果指標に対してどういったリスクがあるか検証した上で、それを
回避するためのスキーム（要求⽔準、モニタリング、他の成果指標も併せて設定する等）を検討しな
ければならない。

 住⺠、議会、事業者及び資⾦提供者等の関係者が納得感がある成果指標を策定することが必要。
 事業⽬的を反映し、かつ⺠間事業者の事業参画意欲を阻害しない成果指標を設定する。



経済産業省におけるヘルスケア分野でのSIB導⼊促進に向けた取組

⼋王⼦市案件組成⽀援

神⼾市案件組成⽀援

⼋王⼦市事業実施
⼤腸がん検診受診勧奨

神⼾市事業実施
糖尿病性腎症重症化予防

案件組成⽀援
（県・市町村連携による

広域連携モデル）

広域モデル
事業実施

「基本的考え⽅」
公表

・・・経産省事業による取組
（案件組成⽀援）

SIB導⼊に向けた
課題整理等

• ⽇本初のSIB事業実施
• 広域連携モデル組成⽀援

「⾃治体向けノウハウ集」
作成

事業効果の定量的検証
(認知症重症化予防)

・・・事業実施

・・・事業は伴わない⽀援

さらなる広報、
案件の発掘

• 広域連携モデル事業実施
• 他地域への展開

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

各地域におけ
る事業実施

ヘルスケア分野での
⽇本初のＳＩＢ組成⽀援

平成２８年度平成２７年度

 ⽇本において本格的なSIBの導⼊・普及はこれから。
 経済産業省においては、意欲ある⾃治体の案件組成を⽀援。昨年度⽀援した⼋王⼦・神⼾の両市が

本年度SIBによる事業を実施。

・・・経産省事業による取組
（基盤整備）

凡例
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兵庫県神⼾市 東京都⼋王⼦市

実施期間 2017年7⽉〜2020年3⽉ 2017年5⽉〜2019年8⽉

事業内容
⾷事療法等の保健指導を⾏い、
対象者の⽣活習慣の改善を通じて、
ステージの進⾏/⼈⼯透析への移
⾏を予防する。

対象者の過去の検診・検査情報と⼈
⼯知能を活⽤し、オーダーメイドの受診
勧奨を⾏い、⼤腸がん早期発⾒者数
を増やす。

サービス対象者 神⼾市国保加⼊者のうち、
糖尿病性腎症者

⼋王⼦市国保加⼊者のうち、
前年度⼤腸がん検診未受診者

サービス提供者 保健指導事業者
（㈱DPPヘルスパートナーズ）

受診勧奨事業者
（㈱キャンサースキャン）

資⾦提供者 ㈱三井住友銀⾏、(⼀財)社会的投
資推進財団、個⼈投資家

㈱デジサーチアンドアドバタイジング、
(⼀財)社会的投資推進財団（㈱みず
ほ銀⾏の資⾦拠出含む）

案件組成⽀援 公益財団法⼈⽇本財団、ケイスリー株式会社

 平成28年度に案件形成を⽀援した神⼾市及び⼋王⼦市等の事例を踏まえ、SIB導⼊のノウハウ
集を作成し、他の⾃治体による導⼊を促進する。

 事業規模の不⾜が課題となっていることを踏まえ、より⼤規模(広域)でのSIB導⼊モデルの案件形
成を⽀援する。

 これまでの検討や事例を踏まえ、資⾦調達に係る課題をとりまとめ、案件形成への活⽤を図る。

＜SIB導⼊ノウハウ集＞
平成29年度事業着⼿した2市の内容・体制

経済産業省における今年度のSIB導⼊に向けた平成29年度の主な取組
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 平成28年度に案件形成を⽀援した神⼾市及び⼋王⼦市において、今年度から糖尿病性腎症重
症化予防と⼤腸がん検診受診勧奨事業を実施。

 平成29年度は経済産業省において広島県での市町連携モデルの案件形成を⽀援し、平成30年
度の事業開始を予定。

 また、事業者・⾃治体主導で、県域を越えた市町連携での広域連携モデルの案件形成が進められ
ている。

ソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)の最近の案件形成事例

広島県＋市町 兵庫県川⻄市・新潟県⾒附市・千葉県⽩⼦町

実施期間 3年間（評価期間2年含む） 5年間（評価期間2年含む）

事業内容
対象者の過去の検診・検査情報を⼈⼯知能を活⽤
して分析。オーダーメイドの受診勧奨を⾏い、⼤腸がん
早期発⾒者数の増加を図る。

健康無関⼼層を⾏動変容させるヘルスケア事業（健幸ポイ
ントプログラム、⽣活習慣病予防プログラム等）を⾏い、健康
づくりを促進する。

サービス対象者 各市町国保加⼊者 各市町の成⼈（約1割の参加を⽬標）

サービス提供者 保健指導事業者（今後公募予定） 株式会社タニタヘルスリンク、
株式会社つくばウェルネスリサーチ

資⾦提供者 未定※サービス提供者確定後に決定
（機関投資家、⾦融機関、財団、個⼈投資家等） 常陽銀⾏、機関投資家、市⺠・地元企業等

案件組成⽀援 ケイスリー株式会社 株式会社つくばウエルネスリサーチ
筑波⼤学

案件形成が進められている2事例の概要
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１．新たな案件組成の⽀援
① 現在実施中のSIB事業のロジックモデル、成果指標等を参考にした他地域への展開
② 介護予防や認知症予防等の新たな分野でのSIB事業の組成
③ ⾃治体・事業者・⾦融機関等へのSIBの普及

２．ヘルスケア分野における成果連動型のロジックモデルや成果指標の検討

SIBに関するヘルスケア分野での今後の取組
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【参考】SIBの仕組みと海外動向



 SIBを実施する際には、中⽴的に事業成果を評価する第三者評価機関や、⾏政・資⾦提供者・
サービス提供者等の調整・案件形成等を担う中間⽀援組織などが必要とされる。

 現実には、評価や組成・管理にも相応のコストがかかることを踏まえ、事業の規模や性質に応じた
適切な推進体制を検討することが重要。

SIBの具体的な組成・推進体制（イメージ）

• 税収減少の中で⾏政負
担を削減したい

• 削減分を⾏政独⾃の施
策等の実施に充てたい

SIB組成・契約

資⾦提供者中間⽀援組織

サービス提供者第三者評価機関

⾏政

サービス対象者

償還

資⾦提供

調達・全体管理評価報告

社会的
成果の評価

⾏政機関と中間⽀援組織が
中⼼となってSIBを組成

サービス提供

• 資⾦提供者へのリターンや⾏政
コスト削減の最⼤化と社会的
課題の解決を⾏いたい

• 公正な機関として、中
⽴性を担保した評価を
⾏いたい

• ⾰新的な社会課題解決型事業の社会実装をするため
に、複数年度にわたる規模の予算確保をしたい

• 最⼤限のパフォーマンスを発揮したい

• 最⼤限の経済的・社
会的リターンが欲しい

評価アドバイザー

進捗・
成果管理
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資⾦提供者

⾏政

サービス提供者

第三者評価機関

中間⽀援組織

評価アドバイザー

中央政府、都道府県、基礎⾃治体

財団等⾮営利団体、シンクタンク・コンサルティング
会社等営利団体 など

NPOなどの⾮営利団体、
社会的企業や⼀般企業などの営利団体 など

主なSIB推進体制 想定組織

個⼈投資家（寄付、純投資）、
法⼈（財団、企業CSR、⾦融機関）、
その他休眠預⾦の活⽤ など

シンクタンク、コンサルティング会社 など
（中間⽀援組織が担うことも可）

⼤学、評価専⾨組織、監査法⼈ など

SIB推進体制における主な想定組織
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SIB実施事例︓18か国74件

アメリカ14, カナダ3

オーストラリア3
ニュージーランド1

欧州 48件
北⽶ 17件

オセアニア 4件

韓国1, インド1
アジア 2件

イスラエル2
中東 2件

イギリス32、オランダ7、フランス2、ドイツ1
ベルギー1、ポルトガル1、スイス1
オーストリア1、フィンランド1、スウェーデン1

特にイギリスは、政策の
後押しもあり案件が最も多い

ペルー1
中南⽶ 1件

出所︓Social Finance（2016）「SOCIAL IMPACT BOMD The Early Years」

3-1.3-2.世界におけるSIBの案件数
• 2010年に英国で第⼀号案件が成⽴以来、欧⽶を中⼼に１８か国、７４件組成されている。
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11%

8%

34%

21%

26%

受刑者
再犯防⽌

教育

若者就労
⽀援

⼦ども・
家庭⽀援

⽣活困窮者⽀援

38件

2010 2011 2012 2013 2014

9億円 9億円
35億円

95億円

157億円

累積投資額推移実施分野

出所︓Global Economy and Development at BROOKINGS（2015）「The Potential and Limitations of Impact Bonds」

3-1.3-2.世界におけるSIBの実施分野と投資額
• SIBが導⼊されている課題領域は、若者就労⽀援や⽣活困窮者⽀援など、予防的介⼊が効果的な

分野が多い。近年では糖尿病予防、⼼臓病予防等のヘルスケア領域でも組成が進みつつある。
• 累積投資額は１５０億円超。
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