第３回休眠預金等活用審議会
議事録

１．日時：平成29年６月27日（火）16:30～17:45
２．場所：合同庁舎４号館２階共用第３階特別会議室
３．出席者：
（委員等）小宮山会長、飯嶋委員、北地委員、野村委員、萩原委員、服 部委員、
程委員、宮本委員、小河専門委員、岸本専門委員、栗林専門委員、
駒崎専門委員、白 井専門委員、 曽根原専門委 員、経沢専門 委員、宮城専 門委員
（御欠席：飯盛委員、牧野委員、工藤専門委員）
（政

府）森金融庁総務企画局企画課調査室長

（事務局）田和政策統括官（経済社会システム担当）、濵田休眠預金等 活用担当室 室長、
岡本休眠預金等活用担当室参事官
４．議事：
（１）ヒアリングの実施について
（２）基本方針策定に向けた論点の抽出
（３）指定活用団体の機能の検討に向けて
（４）「革新的手法」と「イノベーション」の定義について
（５）その他
５．議事概要:
○濵田室長

それ では、皆様、 おそろいのよ うでございま すので、第 ３回の「休眠 預金等

活用審議会」を開会させていただきたいと思います。
委員の皆様の出 欠の状況だけ 、御報告をさ せていただき ますと、御 都合により、 御欠席
と御連絡をいただ いております のが、飯盛委 員、牧野委員 の両委員、 工藤専門委員 、お三
名の方が御欠席ということでございます。
それでは、会長から、進行をお願いいたします。
○小宮山会長

そ れでは、お手 元の資料１－ １といたしま して、前回 、委員、専門 委員の

皆様からいただき ました、御意 見等も踏まえ まして、ヒア リングの進 め方について 、詳細
が決まりましたので、改めて改定版をお配りしております。
また、前回の審 議会において 、私に御一任 いただいた、 ヒアリング 先のリストに つきま
しても、資料１－２として、お配りしております。
ヒアリングの進め方につきまして、改めて事務局から説明をいただき たいと思い ます。
○濵田室長

それでは、資料１－１を改めて御確認いただきたいと思います。

日時、所要時間 でございます けれども、来 月の12日、13 日、連日に なりまして、 約４時
間、長丁場になり ますが、公式 の審議会の形 式ではござい ませんで、 懇談会の形式 という
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ことで、持たせて いただきたい と思っており ますので、委 員、専門委 員の皆様は、 御都合
のつく範囲で、御出席をいただければと思います。
２番にございま す、テーマにつ きましては、法律で定めま した活用３ 分野に加えま して、
分野横断的に（４ ）その他とい たしまして、 資金提供者、 あるいは中 間支援団体の 目から
見ました、３つの 社会課題の優 先課題などに ついて、御議 論いただけ ればと思って おりま
す。
対象は、40団体程度でございます。
４番のヒアリン グ事項は、前 回の御指摘も 踏まえまして 、休眠預金 活用法の理念 を踏ま
えましたときに、 解決すべき優 先的課題は何 か、特に行政 が対応する ことが困難な ものは
何か、どんな手法 が考えられる かということ とあわせまし て、団体の 活動に関する 成果と
か、社会的インパ クトについて 、どのように 考えているの かというこ とも、あわせ てお聞
きをするということにしたいと思います。
ヒアリングの進 め方の２ペー ジ目をごらん いただきます と、２日間 でございます が、両
日とも、このようなイメージで、進めさせていただければと思います。
全体を約１時間 ずつに区切り まして、最初 に子ども・若 者支援、２ 番目に生活困 窮者支
援、３つ目に地域 活性化、３つ の分野ごとに 、それぞれの 関係します 団体、活動団 体でご
ざいますとか、有 識者の方々か ら、５分程度 ずつ御説明を いただきま して、その後 、質疑
応答ないしは委員 、専門委員の 皆様とのディ スカッション ということ で、各セッシ ョンを
行いまして、最後 、４番目のセ クションとい たしまして、 中間支援団 体などからヒ アリン
グをした後、横断 的な議論をお 願いするとい うことで、行 っていただ いてはどうか と思っ
ております。
それから、先ほ ど会長からも ございました 、具体的なヒ アリングの 対象団体、発 表をお
願いする団体のリ スト、時間割 りにつきまし ては、資料１ －２、横長 の資料でお配 りをさ
せていただいておりますので、御確認をいただければと思います。
以上でございます。
○小宮山会長

こ のような形で 、ヒアリング を実施すると いうことで 、よろしいで しょう

か。
（「異議なし」と声あり）
○小宮山会長

特 段、お気づき の点がなけれ ば、原案どお り、ヒアリ ングを実施さ せてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。
次に、議事「２．基本方針策定に向けた論点の抽出」に移りたいと思 います。
第１回、第２回 の審議会で、 委員、専門委 員の皆様から いただいた 御意見を、事 務局で
整理いたしました 。その結果を 資料２、また 、それを踏ま え、論点を 抽出した事務 局案を
資料３－１から資料３－３として、配付しております。
資料３－１は、これまで２回の議論で合意された事項です。
資料３－２は、今後さらに議論を深める必要があると考えられる事項 です。
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資料３－３は、 先ほど説明の ありました、 ７月12日、13 日に実施す る団体等のヒ アリン
グを踏まえて、議論を深める事項となっております。
本日は、このう ち、資料３－ ２の中で、中 間的整理の取 りまとめま でに合意を目 指すべ
き事項、★がつい ている項目で すが、ここを 中心に、委員 、専門委員 の皆様から御 意見を
いただきたいと考えております。
御発言は、例によって３分以内ということで、お願いしたいと思いま す。
程委員から資料 を提出いただ いております ので、程委員 から始めて いただきたい と思い
ます。
程委員、どうぞ。
○程委員

ありがとうございます。

資料３－４を ご覧ください 。既に概念的 にはこういっ た議論がさ れて、こちら では、
休眠預金をどこに 活用していけ ばいいかとい うことについ て、既にい ろいろと議論 された
ことも踏まえまし て、資料の左 側に整理図を 記載しており ます。Ｙ軸 には経済的リ ターン
期待値、Ｘ軸には社会的リターン期待値がございます。
経済的リターン 期待値と申し ていますのは 、リスクも含 めた形で、 どれぐらい大 きなイ
ンパクトが経済的 にあるのかと いうことです 。Ｘ軸の社会 的リターン は、社会リス クも加
味したリターン期 待値です。社 会的リターン が大きくて非 常にリスク が低いものは 、やる
価値があるかもし れませんし、 逆に社会的リ ターンが大き くても、リ スクが高いも のは、
慎重にやるべきだ という議論が あると思いま す。ＸとＹは 非常に複雑 で、まさしく ここの
深堀が非常に重要になってくると思います。
Ｘ軸、Ｙ軸で区切 った4象限で 既存の枠組み による支援対 象と休眠預 金活用による 支援対
象をマッピングし てみますと、 例えば左下の 社会的リター ン期待値が 低く、かつ経 済的リ
ターン期待値が低 い領域という のは、比較的 金額規模が小 さい個人に よる寄附を通 じて、
必要なところにお 金が流れてい ると考えます 。左上の経済 的リターン期 待値が高い場 合は、
企業による投資で様々な事業が行われているというのが、通常だと思い ます。
逆に右下の社会 的リターン期 待値が高く、 かつ経済的リ ターン期待 値が低いとこ ろは、
国や自治体による補助金によるところが多いのではないかと思います。
今回目指すべき は、既存の枠 組みではカバ ーできていな い真ん中の 領域で、且つ できる
だけ右上の、社会 的にも、経済 的にもリター ンが大きいと ころを目指 すべきだと考 えてい
ます。ただ、事業 によっては、 シードステー ジのものもあ るし、成功 の見極めがな かなか
難しいものも入っ ていますけれ ども、ここを ある意味では 育てていき ながら、同時 にミド
ルステージで、経 済的リターン 、社会的リタ ーンの両方が 期待できる ところにも、 配分し
ていくことが重要ではないかと思います。
事業が大きくな り、図上で言 う右上に行け ば行くほど経 済的・社会 的リターンは 大きく
なります。その結 果、事業によ っては、企業 による投資を 得て、ビジ ネスとして成 り立つ
ものも出てくるか もしれません し、または国 ・自治体によ る支援にか わる種類の事 業も出
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てくるのではないかと思います。
今までご説明し ました通り、 整理図の色で 言うと、オレ ンジのゾー ンが、今回の 休眠預
金活用による支援の対象ではないかと思います。
資料の右上では 、検討すべき 論点として、 資金配分のポ ートフォリ オの検討を挙 げてい
ます。例えばシー ドステージと 言われている ステージの中 には、投資 対効果の発想 を求め
ないような事業が あると考えて おり、これを Ａと置いてい ます。Ａに はキャパシテ ィービ
ルディングとか、 全員が使える プラットフォ ームなどに対 する投資が 当てはまるの ではな
いかと思います。
次に、通常の計 算では経済的 リターンが出 ない事業をＢ と置いてい ます。Ｂには 、事業
規模が小さい、トライアル的な事業も含まれると考えています。
最後に、これは 一番多いと思 いますけれど も、経済的、 社会的リタ ーンが両立し ている
ような事業をＣと 置いています 。こういった ポートフォリ オの発想で 、Ａ、Ｂ、Ｃ 、どう
いった配分にして いくかという ことも、非常 に重要な論点 になってく るのではない かと思
います。
資料の右下も概 念図ですが、 今ほどご説明 したポートフ ォリオを支 える仕組みの イメー
ジを記載しており ます。じょう ごのように、 だんだん色々 な条件で絞 り込んでいく という
ことを表現してい ます。また、 毎年、もしく は常に支援先 候補をスク リーニングし ていか
なければいけない 中、できれば 、今、はやり ですが、ラー ニングシス テム、要する に人工
知能などを使った 形で、その時 々の判断基準 を入れ込んで 、組織的に ラーニングシ ステム
が動くような仕組みを検討する必要があるのではないかと考えておりま す。
それから、支援 の出口につい ては、支援の 継続、支援中 止、または 支援を卒業し て、企
業による投資、国 による援助で の運営に切り 替わっていく という選択 肢があり、事 業の評
価に応じて、継続/中止/卒業の判断がなされるべきと考えております。
最後に、こうい ったポートフ ォリオ的な考 えでシミュレ ーションを 行うと同時に 、2019
年からの実運用ス タートの前に 、パイロット 事業を行うこ とを視野に 入れて、検討 を進め
ていく必要があるのではないかと考えております。
○小宮山会長

ありがとうございました。

それでは、駒崎 専門委員から も、資料の提 出をいただい ております ので、駒崎さ ん、御
説明ください。
○駒崎専門委員

ありがとうございます。

資料３－６をごらんください。
主に２つに分か れるのですけ れども、休眠 預金活用推進 に関する３ つの基本原則 と、指
定活用団体に関する５つの原則ということで、案を提示したいと思って おります。
休眠預金活用推 進に関するこ となのですけ れども、１つ 目、民間資 金を柔軟かつ 効率的
に運用し、最大効 果を追求する ことというこ とで、繰り返 しになりま すが、がちが ちの補
助金みたいな形の 硬直的なやり 方ではなくて 、柔軟な姿勢 で、効率的 ・効果的な運 用を行
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うということで、最大の効果を目指していく。特に社会イノベーション の実現です 。
イノベーション とは何かとい うのは、後で 出てくるかと 思いますが 、そうしたも のを目
指していきましょ うということ を、繰り返し になりますが、お伝えいた したいと思い ます。
２つ目は、民間 の発意を尊重 して、行政の 過度な干渉を 避けること と書いており ます。
今回、休眠預金と いうのは、民 間の指定活用 団体を設けて 、そこにお 金を流して、 イノベ
ーションを生んで いくという形 になりますの で、行政の干 渉が過度に 行き過ぎると 、第二
補助金みたいにな ってしまいま す。そうした ことがないよ うにしまし ょうというこ とを、
初めにきっちりこの場でも握っていきたいと思っております。
３つ目、プロセ スの公開と天 下りの防止と いうことで、 プロセスの 透明性をしっ かりし
ていかないと、腐 敗してしまい ます。同時に 、先ほどの第 二補助金み たいにならな いよう
に、天下りの方、 公務員の方が どんどん入っ ていて、いつ の間にか、 特殊法人みた いにな
ってしまう、第三 セクターみた いになってし まうことがな いように、 細心の注意を 払って
いかなくてはいけないと思っておりますということを、お伝えしたいと 思っており ます。
次に、指定活用 団体に関する ５つの原則と いうことで、 提案したい のですけれど も、１
つ目は、議連でも お話されてい ましたけれど も、指定活用 団体という のは、しがら みなど
を脱した新たな形 でやっていか なくてはいけ ないので、新 組織をちゃ んとつくって いきま
しょうということです。
２つ目、ソーシ ャルイノベー ションの担い 手としての位 置づけとい うことで、指 定活用
団体自身がきちん とソーシャル イノベーショ ンの担い手と して、そう したものをつ くって
いくという使命に 燃えた集団で なくてはいけ ない。また、 縦割りとか 、単年度主義 から脱
却して、複数年度 にわたった助 成などもしっ かりできるよ うに、そう したこれまで の助成
のあり方とは違うやり方を許すような、そんな存在でなくてはいけない ということ です。
３つ目としては 、社会課題解 決の専門性あ る集団である ことという ことで、指定 活用団
体が適当にお金を 配って、公平 性だけを鑑み てまくという ことではな くて、どうす れば社
会課題を解決する のかというこ とを、しっか りとわかって いる、そう した現場の英 知もき
ちんと集められて いるような、 そうしたスタ ッフィングが されている ようなところ でなく
てはいけないと思っております。
さらにソーシャ ルインパクト に対する説明 責任というこ とで、程委 員がしっかり まとめ
てくださっていま すが、価値を 数値化するよ うな、そうし たインパク トを説明でき るよう
になっていかなくてはいけないということです。
最後、現場との 応答関係とい うことで、現 場の発意とか 、あるいは 資金分配団体 がこう
いうプログラムを やりたいとい うことに対し て、きちんと それを受け て、一方的に 指定活
用団体がやりたい ことをやると いうことでは なくて、現場 からきちん とアイデアが 投げ込
まれて、それをや ってみようと いう形ででき るような、そ んな応答的 な関係がつく られる
ことが望ましいのではないかと思っております。
以上です。
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○小宮山会長

ありがとうございました。

今、あらかじめ 資料いただい ているお二人 からの御意見 をいただき ましたが、委 員の皆
様から、適宜、御発言をいただきたいと思います。
御発言のある方は、例によって、名札を立てていただきたいと思いま す。
宮本先生、どうぞ。
○宮本委員

発言させていただきます。

先ほどの資料３ －４は、程委 員に非常にわ かりやすく整 理していた だいたので、 考えを
まとめるのに、大変ありがたいと思っております。
左の４象限のグ ラフを拝見し て、この間、 私が関わって きているも ので、感じて いるこ
との１つを、お話 させていただ きたいのです けれども、右 下のところ に、国・自治 体によ
る補助金事業とい うのがござい ます。社会的 リターン期待 値は高いけ れども、経済 的リタ
ーン期待値は低いというタイプであります。
今回のこの基金 で言えば、例 えば子どもや 若者に関する 、特にいろ いろな問題を 抱えて
いる人たちを対象 にする事業と いうのは、ほ とんどこのタ イプになる と思いますの で、ビ
ジネス化するのは 非常に難しく 、支援には時 間がかかるタ イプになる わけですけれ ども、
国や自治体が行う 事業は、今、 あらゆる分野 がそうですが 、極めて限 られた資金の 中で、
行わざるを得ない ということで 、それを受託 している民間 団体は、実 態に対して、 国や自
治体から受託する 事業の枠組み とのギャップ の中で、悩ま されながら やっていると いう状
況がございます。
しかしながら、そ れは非常に重 要なコアに なっているの で、そのコア を中核にしな がら、
それを上方向に持 っていくとい いますか、つ まりリターン の期待値を 高めつつ、か つ国や
自治体の事業では 、どうしても やれない部分 、ここのとこ ろをどうや って膨らませ ていく
のかという問題が 非常に重要な もので、膨ら ませていく部 分のところ に、大きな価 値があ
ると思っております。
そういう点で言 うと、国・自 治体とは別と いうことでは なく、国・ 自治体がやっ ている
コアの部分をもと にしながら、 いかに柔軟に 、現実に合わ せた必要な 事業を膨らま せてい
くのかというとこ ろに、休眠預 金を使えれば 、この間、や ってきたこ とがより生き るので
はないかという感じがしております。
以上です。
○小宮山会長

ありがとうございます。

北地委員、お願いします。
○北地委員

現在 、活動をな されています NPOとか、いろいろな 団体の活動は 、今、社会に

あるものなのです 。ウォンツと ニーズという 言い方をしま すけれども 、程委員の書 かれた
プラットフォーム が重要です。 ここはまだな いものをこれ からどうや ってつくるか という
ことを、いつ、ど ういうタイミ ングで議論し ていって、例 えば地域振 興であれば、 どこの
地域でも使っても いいけれども 、ソースコー ドの権利は、 休眠預金で つくったから ないと
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か、そういうもの を、いつ、ど ういう段階で やるのかとい うことが、 １つのポイン トだと
思っています。
○小宮山会長

どうもありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。今日は、皆さん、おとなしいですね。
駒崎さん、もう一回、どうぞ。
○駒崎専門委員

今の宮本先生 のお話につな がるのですけ れども、こ の４象限は、 大変よ

くまとまっていて 、たたき台と してはすごく いいと思うの ですが、お っしゃるとお り、確
かに経済的リター ンは少ないの ですが、社会 的リターンが 高い。だけ れども、国が やって
いないものもある ので、もしか したら、右下 の象限は、モ ザイクにな っている可能 性はあ
ると思います。
例えば介護保険 事業でやって いるようなこ と、あるいは 医療保険事 業でやってい るよう
なことに関しては 、休眠預金で は対象外です と、国がやっ ていること は対象外で、 そうで
ないところはやり ましょうとい うことである ので、もしか したら、書 き方は少しモ ザイク
になるのかもしれないと、確かに思いました。
○小宮山会長

ありがとうございます。

曽根原さん、どうぞ。
○曽根原専門委員

私も全く同 じところなの ですけれども 、資料３－ ４の休眠預金 活用に

よる支援対象とす る事業イメー ジ、縦軸、横 軸のものなの ですが、い ろんなケース を頭に
描きながら、これ を考えてみた ときに、非常 によくわかる のですが、 わからない部 分があ
ります。
どこがわからな いのかという と、例えば経 済的リターン 期待値が低 い、高い、社 会的リ
ターン期待値が低 い、高いで、 真ん中に線引 きがあります 。線引きを しているとこ ろの具
体的な数字のイメ ージというの でしょうか、 例えば経済的 期待値とな ると、線引き の真ん
中辺は、どのぐらいの金額が、イメージとして、経済的リターンの線引 きになるの か。
もう一つは、社 会的リターン となると、何 を指標に社会 的リターン をはかるのか という
点も、重要になる と思うのです が、その中で 、例えば受益 者数を軸に 考えたときは 、受益
者数の何人が社会 的リターン数 期待値大で、 こちらは低い のか。その あたりを考え てみる
と、ケース・バイ ・ケースでど ういうふうに 考えたらいい かというこ とは、いま一 つ、自
分自身でもよくわ からないもの ですから、話 し合ったほう がいいので はないかと思 いまし
た。
○小宮山会長

程 さん、今、あ なたの図は、 非常にシンプ ルです。ま だ答えなくて いいで

す。
○程委員

忘れてしまいます。

○小宮山会長

ま だいいです。 場合によって は、後で御発 言いただく ので、用意を してお

いていただきたい。大変重要なポイントです。
野村委員、どうぞ。
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○野村委員

お時間をいただきまして、ありがとうございます。

私も同じペーパ ーをベースに お話させてい ただきますが 、左側の図 は、非常にわ かりや
すいのですけれど も、もうちょっ と複雑怪奇 だというのは、皆さんと同 意見でありま して、
右下のところにあ ります、国・ 自治体のやる べき事柄とい うところで 、なぜできて いない
のかということの性質をきちっと整理したほうがいいと思うのです。
それは、お金が 足りなくてで きていないと 、先ほど宮本 委員がおっ しゃっていた ことも
ありますけれども 、そのほかに も、例えば本 来やるべきな のですが、 ほかのことで 手いっ
ぱいなので、でき ていないとい う問題があっ て、その手い っぱいの部 分を引き取れ ば、も
しかすると、国・ 自治体の本来 の領域として 、もう少し純 化できると いう部分もあ るのか
もしれない。
そうなっていき ますと、一番 右下のところ に該当するも のは、そも そも我々のミ ッショ
ンから、アウト・ オブ・ミッシ ョンと考える のは、やや乱 暴なので、 一番右下にあ るとこ
ろで、もっとやる べきことがな いかどうかか ら、分析する のがいいの か。そういう 意味で
は、今、行政がや れていない事 柄が、本質的 に行政になじ まないのか 、それとも、 手が回
らないのかとか、 そういったと ころの分析を しっかりやる のが、第一 のスタートだ と思い
ます。
その中で、次の イメージとし まして、右下 から右上に上 がるものだ けを、我々は 捉える
べきなのか、それ とも、右下の とどまるもの についても、 支援すべき なのかという ことに
ついては、きちっと議論をしたほうがいいと思います。
我々のこの活動 に特徴を持た せるのであれ ば、右下にと どまるもの は、国・自治 体に最
後まで引き取って いただくとし ても、今、右 下にあっても 、右上に上 がるようなも のを見
つけ出して、それ に対して、民 間の英知によ って、上に上 がっていく というプロセ スを描
いていくというの も、１つなので はないかと 思います。それ が行政との 連携だと思い ます。
○小宮山会長

曽根原さんは、今、１回しゃべったのですね。

それでは、程さ ん、今、非常 に重要なポイ ントが皆さん から指摘さ れていますの で、ど
ういうふうに考えて、この図をおつくりになっているのか、その辺をお 願いします 。
○程委員

ありがとうございます。

まさしくこうい う議論をする スターティン グポイントと して今回の 資料をご提示 致しま
した。
宮本委員・野村 委員からご指 摘がありまし たが、資料上 、休眠預金 活用による支 援の範
囲は楕円形で均等 になっていま すが、実際に はさらに複雑 な形になの かもしれませ ん。も
しかしたら、比重 は右下のほう が大きくて、 そこから上に いくものだ とか、または できる
だけ右下の事業数 をふやして、 上に上がって いくものより は、そちら に比重を置く べきだ
とか、そういった 資料上の表現 で申し上げる と、ポートフ ォリオ的に 、どういう配 分で出
資しいくのかというのは、まさしく議論の重要なポイントだと思います 。
今の皆さんのお 話を伺います と、左上より は右下のほう が奥深くて 、かつ休眠預 金活用
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による支援範囲の 楕円と右下の 国・自治体に よる補助金の 四角の重な りが、もっと 大きい
のではないかと、改めて思いました。
もう一つは、経 済的リターン 期待値と社会 的リターン期 待値の中身 です。曽根原 専門委
員ご指摘は、まさ しく中身をこ れから検討し ていくことが 大事だと思 います。受益 者数や
経済的インパクト など、経済的 ・社会的リタ ーンの中身は 様々あると 思いますが、 海外、
とりわけヨーロッ パの先進事例 を勉強した上 で、日本型の 社会的リタ ーン期待値の はかり
方をつくっていけばどうかと思います。
○小宮山会長

右 下から今のこ こに持ってく る方法という のは、いろ いろあるかも しれま

せんね。今まで余 り考えられて いなかったか ら、やられて いないもの もあるだろう し、府
省庁のいわゆる縦 割り、省の中 でもあるし、 縦割り構造に 代表される 役所の体質で 、今ま
でやられていなか ったものもあ るだろうし、 ものすごいイ ノベーショ ンがあれば、 上に上
がるものもあるだろうし、そういうものは、いろいろ上げられそうな気 はします。
あとは、何ですか。
○程委員

もう一 点だけありま す。どちらか というと、休 眠預金の仕 組みを活用し て事業

を育てていくとい うイメージが あるのですが 、今回検討す る仕組みの 中で、どの段 階で卒
業してもらうかと いった評価を しっかりする ことによって 、支援先事 業が位置する ステー
ジも見やすくなると考えています。
野村さん、どうぞ。
○野村委員

１点 だけ、本当に 短い一言です が、国・自治 体がやって いることの中 で、本

当だったら、民間 にやってもら ったほうがい いものもたく さんあるの です。やりや すいか
らやっているとい うこともあっ て、いわゆる 市場化テスト みたいに考 えてみますと 、国や
自治体がやらなく てもできるこ とを、自分た ちがやってし まっている ので、民間が 育って
いない部分もあり ますから、そ こを分析して 、きっちり手 放すものは 、手放しても らうと
いう発想も必要だ と思うのです 。だから 、右下の ところの課題 を、相当 程度分析する のが、
一番大事な課題なのではないかと思いますので、追加させていただきま す。
○小宮山会長

ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。経沢さん、どうぞ。
○経沢専門委員

これから話す ことが、合っ ているかどう かわからな いのですけれ ども、

基本方針の策定で 、今、経済的 リターンだと か、高い、低 いの測定と いうのは、す ごく重
要なことだと思う のですが、実 際にリターン が高いか、低 いかを数値 化したりする のは、
すごく難しいことなのではないかと思っています。
それは、いろんな 投資家が投資 をしたリタ ーンを、ほとん どの人が外 すのと同じよ うに、
ここで議論し尽し たとしても、 そのリターン があったかど うかという のは、ずっと 先まで
わからないということを、何となくいつも経営をやっていて思います。
今、いろんな意 見の中で、で きない理由も あったと思う のです。主 に税金を使っ たもの
ができない理由と いうのは、素 人考えかもし れないのです けれども、 何となく票が されな
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いようなネタとい うのは、実行さ れにくいの ではないかと いうのは、待 機児童問題と かも、
毎年、問題点とな る人たちが数 万人で推移し てしまうため 、それが大 きな票になら ないか
ら、どうしてもシ ルバー民主主 義という流れ があるのでは ないかとい うのは、一般 的に多
くの人がもやもや 思っているこ とではないか と考えるので 、今回、休 眠預金という のは、
税金ではなくて、 リターンが出 る、出ないと いう測定が難 しいと考え たときは、い わゆる
人気の施策ではな いけれども、 絶対リターン が得られる、 子どもとか 、地方とか、 テーマ
をある程度絞っていくということも、あるのではないかと考えています 。
特に子育てとい うのは、日本 はこれから少 子高齢化社会 になって、 よりシルバー 民主主
義が進むとなると 、目につかな い部分になっ てしまうけれ ども、本当 はリターン云 々の前
に、増やしていか なければいけ ない活力だと 思うので、自 分がそうい う事業に関わ ってい
るから、ついその 視点になって しまうのかも しれないので すが、そこ は御検討いた だける
といいと思っています。
○小宮山会長

ありがとうございます。

服部さん、どうぞ。
○服部委員

ありがとうございます。

手短に２点だけ なのですけれ ども、自治体 との関係とい うのが、何 度か出てきて いると
思うのですが、現 場を見ていま すと、自治体 の協力もしく は理解がな いと、現場が 進みづ
らいということも ありますので 、主は民間で しょうけれど も、自治体 とどう関わっ ていけ
るのかということ も、大前提と して、考えて いかなければ いけなくて 、排除すると いうこ
とでもないし、先 方が主体とい うことでもな いと思います が、そこを 抜きにしては 考えら
れないと思ってい ますので、国 ・自治体がな さっているこ とを、また 別の角度でや ること
によって、随分と よくなるとい うことも、こ この活用の中 に入るので はないかと思 ってい
ることが１点です。
もう一点は、評 価はこれから また議論がな されると思う のですが、 何といっても 、リタ
ーンなどというこ とを言ってい くのであれば 、期間が物す ごく重要に なってくると 思うこ
とと、単年度では なくて、複数 年度の支援を ここでは非常 に謳われる ようになって います
ので、なおさらど こを区切って 、評価をして ということに なると、プ ロセスをしっ かり見
ていって、社会と 共有するとい うことが大事 で、成果はも ちろんです が、プロセス の共有
も大事ではないかと思っています。
評価に関しては 、別途、御議 論があると思 いますので、 そのときに 発言したいと 思いま
す。
○小宮山会長

ありがとうございます。

北地さん、どうぞ。
○北地委員

１つ の考え方なの ですけれども 、個人による 寄付から上 がるところな のです

が、ここも開拓の仕方があると思っています。
公益法人の関係 で、寄附の分 布を調べた場 合、非常にた くさんの方 がなさってい るので
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すが、赤い羽根など、少額の寄附が多いのです。
ふるさと納税は 、必ずしも品 物をいただい たからよかっ たというこ とだけでもな くて、
税額控除のやり方 が非常に簡単 になったとい うこともござ いますので 、そういうシ ードス
テージのところで もまだやるこ とがあって、 税額控除がし やすくなっ たので、寄附 しやす
くなった、あるいは 住民税の控除 がしやすく なったみたい なことがある といいと思い ます。
法人も同じような考え方を持っています。
○小宮山会長

なるほど。

ほかにいかがでございましょうか。どうぞ。
○萩原委員

真正面は、なかなか見えにくいのかもしれません。

○小宮山会長

ず っと手を挙げ ていましたか 。ごめんなさ い。この間 も、そこを忘 れてし

まったのです。
○萩原委員

先ほ ど服部委員も 言っていたの ですけれども 、行政の部 分のところは 、協働

という部分も重要 でありますが 、ニーズとい う意味では、 現場の今そ こにある課題 を解決
していくという意 味での実際的 ニーズに関わ っているNPO の方たち 、それが制 度上、余りカ
バーできていない ようなところ に、NPOがそこ でやっていく というとこ ろに意味があ るわけ
で、そこから、行 政と連携して いく中で、制 度化していく というか、 そこに後で議 論にな
ります、革新的と いうところも 出てくるので はないかと思 いますので 、ここの部分 をどう
いうふうに位置づ けるのか、表 現するのかと いうのは、非 常に重要だ と思います。 でも、
このように書いて くださるので 、議論ができ て、大変あり がたく思い ます。ありが とうご
ざいます。
○小宮山会長

２ 軸の図が大変 議論のきっか けになってい るようで、 大変ありがた いこと

です。
岸本さん、どうぞ。
○岸本専門委員

本当に議論を 提供していた だいて、ポー トフォリオ という考え方 はおも

しろいと、拝見しながら思っています。
１つ、今後、議 論して、合意 点を見つけた いと思ってい るのが、シ ードステージ とミド
ルステージという 言葉で、シー ドステージを 休眠預金の対 象とするの かどうかとい うこと
について、今後、議論していきたいと思っています。
皆様のお話を伺 っていて、ミ ドルステージ をサポートし て、さらに 次の段階をと いうと
ころに、議論を集 約しているよ うな気がする のですが、シ ードステー ジは対象とし ないの
か、してもいいの ではないかと いう気を私は 持っているの ですけれど も、そのこと につい
て議論したいというのが１点です。
もう一点は、経 済的リターン という言葉の 定義について 、ちょっと 考えたいとい うこと
で、つまり経済的 リターンとい うのが、投資 家に対する、 あるいは出 資者に対する リター
ンというような、 いわゆる利益 という考え方 だとすると、 経済的リタ ーンと社会的 リター
ンを両立させると ころが最終狙 いだとすると 、今回、ヒア リング対象 となっている ところ
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には、ほとんどそ れがないと思 います。多分 ここで言う経 済的リター ンというのは 、違う
定義なのではない か。組織とし ての持続可能 性、経営可能 性という意 味ではないか と思う
のですが、いかがでしょうか。
○小宮山会長

大事なポイントです。ありがとうございます。

飯嶋委員、どうぞ。
○飯嶋委員

程委 員と野村委員 からお話があ りましたけれ ども、先ほ ど野村委員か らあり

ました、自治体と の絡みで、今 、どうしてで きないのかと いうのが、 非常に重要な ポイン
トだと思います。
その上で、資料 ３－４、程委 員から出して いただいた、 右下の出口 に向けての３ 段階な
り、これが４段階 になるかどう かわかりませ んけれども、 今、言った ようなものが 、こう
いう過程でふるい にかけられて いくという意 味では、非常 にいい整理 だと思います 。リタ
ーンというところ があるのです けれども、や はり出口をあ る程度見据 えないと、永 久的に
助成していくこと になります。 社会的リター ンが大きいの で、これは やるべきだと いうこ
とは、まさしくこ の審議会の中 から、行政に 拾っていただ くべき事案 として出して いくも
のかもしれませんし、出口の議論は重要だと思います。
それと、１点、 税金ではない という意見が いろいろ出て いたのです けれども、済 みませ
ん、余計なことを 言ってしまい ますが、休眠 預金につきま しては、銀 行の会計処理 としま
しては、雑益で計 上しますので 、吸い上がっ た分の４割は 税金として 払っていると いう事
実がありますので、それがなくなるということも踏まえていただければ と思います 。
以上でございます。
○小宮山会長

ありがとうございます。

小河専門委員、どうぞ。
○小河専門委員

ありがとうございます。

皆さんの議論を聞いていて、まとめていただいたことに感謝をいたし ます。
私はまさに今の ４次元でまと めていただい たところ、個 人の寄附、 あるいは国・ 自治体
による補助金、下 の部分です。 これは両方と もすばらしい 活動をして いるのですが 、両方
ともなかなか届か ないところが 、かなりたく さんあるだろ う。個人の 寄附に関して も、私
は、前職、あしな が育英会にい たのですが、 あしなが育英 会ですと、 今、個人の寄 附がほ
とんどなのですが 、80億近く、 例えば遺贈だ とか、そうい うお金もか なりのお金が 入って
くる。日本の場合 、大きな団体 には、ものす ごく個人の寄 附も集まる ようになって いて、
各地で同じような ことをやって いても、そう いうところに は、なかな かお金が集ま らない
という事情もある のではないか 。寄附も一極 集中している 部分がある と思います。 そうい
う光が当たってい ないところに 、休眠預金の お金をうまく 活用する。 特に地方とか 、そう
いったところもそうだと思います。
また、補助金の 分野について も、先ほど駒 崎さんもおっ しゃられた みたいに、す ぽっと
制度の中に入って いるところに ついては、ち ゃんとそのお 金が使える ところがあり ますけ
12

れども、狭間にな っているよう なところの支 援、若者支援 、子ども支 援をしている ところ
というのは、救っ てもらうよう なところが、 補助金がつく ようなとこ ろがなくて、 非常に
苦労されて、自前 でお金を集め たり、そうい うことをやっ ていらっし ゃるところが あるか
と思います。こう いうところに 光を当ててい く、この資金 を使ってい くことが大切 ではな
いかと思っております。
○小宮山会長

ありがとうございます。

白井専門委員、お願いします。
○白井専門委員

ありがとうございます。

先ほど岸本専門 委員がおっし ゃったように 、今回のヒア リング先と いうのが、そ れこそ
経済的なリターン が期待できな い団体という のは、本当に そのとおりだ と思っていま して、
ただ、私の中で、 勝手に構想し ていましたの が、いわゆる 経済的リタ ーンというの は、将
来的な社会的コストで考えると思っておりました。
例えば私どもが やっている不 登校の対応で すけれども、 これを放っ ておいた場合 、いわ
ゆる納税者になる のか、生活保 護受給者にな るのかという ところの分 かれ目になっ ている
ことを考えますと 、年間何千万 という経済的 なコストが削 減されます ということが 、まだ
測定は非常に難しいのですが、考えていくべきポイントだということが １つです。
もう一つ、経済 的なリターン というのは、 余り厳密に考 え過ぎると いうのは、危 険な部
分がある。
例えば私どもが やってきた東 北の震災の支 援の事業なの ですけれど も、いわゆるS ROI値
をとって、試験的 にいろんな地 方のものと比 較をしたので すが、予想 どおり、非常 に低く
出ました。という のは、人材不 足などの中で 、非常にコス トがかかる 。かといって 、切り
捨てていいという ものではない と思いますの で、そこを余 りきつく考 え過ぎると、 逆に切
り落としていかな ければいけな い部分という のは、本当に 切り落とし ていいのかと いうと
ころが出てくると 思いますので 、そういう観 点で、またい ろいろ御議 論いただいた ほうが
いいと思っております。
○小宮山会長

ありがとうございます。

駒崎さん、どうぞ。
○駒崎専門委員

先ほど岸本専 門委員が提唱 された、シー ドステージ をこのお金で 見るの

かどうかというこ となのですけ れども、私は 見ていいと思 っておりま す。というの は、実
際に、行政など、 何の補助もな いところで、 しかし、立ち 上がろうと している。だ けれど
も、寄附が集めに くいような分 野であるみた いなところは 、あったり するので、そ うした
ところにこのお金 が生きていく ことは、十分 に意味がある ことなのでは ないかと思う ので、
排除せずに、議論したらいいと思いました。
また、経済的リ ターンの話で すけれども、 程委員のイメ ージとして は、経済的に 成り立
っていくみたいな 、その団体は 、休眠預金の お金がなくて も、ちゃん と成り立って いくみ
たいなイメージだ と、勝手に解 釈はしている のですが、確 かに幅があ る概念なので 、もし
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かしたら、もうちょっと絞ると、議論がしやすいのかもしれないと思い ました。
一方で、そうい うふうに成り 立っていく、 サステナビリ ティーみた いなお話なの だとし
たら、確かにこの 休眠預金のお 金で、ずっと 食っていくみ たいなこと は、許されな いこと
だと思うのです。 なので、どこ かの時点でき ちんと卒業し て、ちゃん と自分たちで 成り立
っていくみたいな 事業体がふえ ていくという イメージを、 私としても 持ってはいる ので、
そういうラフコンセンサスはできると思いました。
○小宮山会長

ありがとうございます。

宮城さん、どうぞ。
○宮城専門委員

程さんから整 理いただいた ものは、議論 のスタート として、私も 大変わ

かりやすいと思いました。
ポートフォリオ のそれぞれの 定義を創造し ていくという のは、確か にまだまだ困 難が伴
うといいますか、 議論があると 思うのですけ れども、私と しては、時 間軸をどうい う時間
でとっていくかと いうこと、今 日、出してい ただいたもの を拝見して も、中長期的 な視点
の時間軸をとって いくことを意 図されている のではないか と思ったの ですが、そこ をこの
場でまた議論して、決めていくことが大事だと思いました。
指定活用団体に 関しては、あ る意味、そう いう時間軸も にらみつつ 、パフォーマ ンスを
最大化できる提案 ができるとこ ろ、基本的に 駒崎さんから 提案いただ いた原則に賛 成なの
ですけれども、実 際にパフォー マンスの最大 化を担えると いう提案が できたところ に対し
て、任せていくというのが、原則の方針だという気がしましたので、申 し上げます 。
○小宮山会長

ありがとうございます。

大体皆さんに御意見をいただいたと思います。
この図を描いた からといって 、あなたが責 任をとる必要 はないのだ けれども、意 見があ
れば、お願いします。
○程委員

私自身 は、今回委員 の皆様から頂 いたご意見は 非常に貴重 なインプット だった

と思います。これか ら活用の仕組 みを皆さん と一緒につく っていくわけ なのですけれ ども、
先ほど岸本委員や 駒崎委員がお っしゃったよ うに、ここで 言う経済的 リターンと言 うもの
は、確かに普通の 企業とかの経 済的リターン とは違うもの だと思いま す。まさしく 駒崎委
員がまとめてくださった内容を意味していたつもりです。
シードステージ の事業も休眠 預金活用によ る支援の対象 だと考えて いるため、資 料上に
も明記しておりま した。ただし 、各ステージ の定義や、出 資ポートフ ォリオの配分 や、時
間軸は、これから様々な議論をしないといけないと、改めて思いました 。
○小宮山会長

どんないいものが出てくるかによるのです。わからない面が多いの です。

服部さん、どうぞ。
○服部委員

一言 だけ申し上げ たかったのは 、今日みたい な議論を結 局どこでする のかと

いうことなのです けれども、指 定活用団体が これからして いくことな のか、それと も中間
の配分をする資金 分配団体がし ていくのかと いったときに 、地域のそ れぞれのプロ ジェク
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ト組織というもの は、分配をす る側がよくわ かっていて、 評価もでき て、その中で のポー
トフォリオができ ると思うので すが、また、 その全体を指 定活用がす るといったと きに、
相当研究的な要素 にして活用が なるのですが 、そこが求め られている のか、そもそ もそれ
ぞれのブロックご と、地域ごと にやったほう がいいのかと いったとこ ろも、今後、 評価の
ときに御議論いただきたいと思います。
○小宮山会長

重 要なポイント です。多分こ の委員会だけ で、何らか の形で決めな いとい

けませんが、それ でずっといけ るかどうかは わからないで すから、も しかすると、 ここか
どうかわからない けれども、ず っと続いてい って、活用団 体のほうも 、議論がずっ と続い
て、分配するほうもということになるのかもしれません。そんな気がし ます。
野村さん、どうぞ。
○野村委員

１点 だけ、卒業の 仕方について の概念は、多 様性を持た せたほうがい いと思

っています。とい いますのは、 自立していく ことが、唯一 の卒業のス タイルという 形にな
りますと、例えば インフラを提 供することだ けで、そこで 自分たちの 活動をやめよ うと思
っている人たちに お金が回らな くなっていっ てしまうと思 うのですが 、シードステ ージの
ところでの社会の 共通基盤とか 、インフラと か、そういっ たプラット フォームなど を提供
するというのは、 永続的なビジ ネスというよ りは、むしろ それを気づ いて、こうい ったも
ので、みんなでつ くることが世 の中のために なると思って 活動して、 それができた ところ
で、卒業という人 たちがいても いいと思いま すので、余り にも卒業が 経済的自立性 を確保
することに依存す るような、そ うでなければ いけないとい う形になら ないように、 議論を
進めていっていただければと思います。
○小宮山会長

そ れでは、おし まいにします 。以上、時間 ですので、 この問題に関 する本

日の意見交換はこれでおしまいです。
今、いただいた 、委員、専門 委員の皆さん からの御意見 やこの後の ヒアリングを 踏まえ
た上で、第４回審 議会において 、優先的に解 決すべき社会 的課題の整 理を中心とす る、中
間的整理をまとめていきたいと考えます。
どうもありがとうございました。
次に、議事「３．指定活用団体の機能の検討に向けて」に移ります。
秋に指定活用団 体の機能につ いて、本格的 に議論すると しておりま すが、指定活 用団体
は、我が国におい て、前例のな い組織です。 休眠預金の活 用に当たっ て、極めて重 要な役
割を担っておりま すことから、 その検討に先 駆けて、議論 のキックオ フとして、資 料３－
５「指定活用団体 の機能の検討 に向けて」に 関して、意見 交換を行っ ていただきた いと思
います。
本資料は、第１ 回、第２回審 議会で、皆様 からいただい た御意見を もとに、事務 局で整
理したものです。
まず事務局から御説明をいただきたいと思います。
○濵田室長

資料３－５をお願いいたします。
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ただいま会長か らお話しいた だきましたよ うに、本資料 は、第２回 までの審議会 におき
まして、委員の皆 様からいただ きました御議 論をベースに しまして、 事務局から、 今後の
議論の進め方につ いての御提案 も若干含めて 、まとめさせ ていただいた ものでござい ます。
１点目にござい ますように、 指定活用団体 の機能の検討 に先立ちま して、指定活 用団体
の使命、ミッショ ンを明確化す べきだという 御議論をいた だきました 。こういうこ とを明
確化しておくこと が、ガバナン スなり、コン プライアンス の具体論を 検討する際に 、判断
の基準となっていくのではないかという御議論だったと思います。
また、ミッショ ンを踏まえま して、２点目 でございます が、具体的 にどのような 機能が
指定活用団体に求められるかということを明らかにしていく必要がある だろう。
例といたしまし て、少しグル ーピングをさ せていただい ております が、多かった 御意見
といたしましては、資金的な支援 だけではな くて、伴走支援 などの支援 でございます とか、
人材育成、研究・ 情報提供とい ったもの、現 場とのやりと り、こうい った機能も必 要では
ないかという御議論をいただいたところでございます。
さらに今後の議 論の中で、ま た論点となっ てまいります が、３点目 の指定活用団 体の組
織運営体制のあり方もあろうかと思います。
これに関しまし ては、議員連 盟のほうで、 起草過程で議 論いただい た中で、資料 の中に
出ておりますイメ ージといたし まして、例え ば一般財団法 人でありま す、指定活用 団体の
評議員には、さま ざまなセクタ ーから、オー ルジャパンと 言われるよ うな形で参加 する形
式が望ましいので はないかとい った問題提起 でございます とか、法律 には必ずしも 規定さ
れておりませんが 、第三者的な コンプライア ンス委員会と か、事業審 査・評価委員 会とい
ったものが、この 活用団体には 設置されるこ とが望ましい のではない かといった、 問題提
起もされているということがございます。
こういった話も 含めまして、 今後の進め方 でございます 。先ほど会 長からもお話 がござ
いましたように、 議論は、基本 的には秋以降 が中心になっ てくるかと 思いますが、 それに
先立ちまして、指 定活用団体の 設立等に関し まして、いろ んな準備を したり、研究 をした
りしております民 間の団体関係 者と、公式の 選考の手続に 入る前に、 いわゆる事前 対話、
３行目にサウンデ ィング調査と 書いておりま すが、こうい ったものを 進めさせてい ただい
てはどうかということの御提案でございます。
ここにございま すように、指 定活用団体に 期待される機 能、本日も 含めまして、 この審
議会で議論されて おります、議 論の中身をお 伝えするとと もに、この 組織運営体制 のあり
方、こういったも のについて、 今、準備をし ていただいて いるであろ う団体の方々 、ある
いは民間の関係者 の方々に、現 段階での検討 状況を我々か ら聞き取り をさせていた だきま
して、秋以降、今 度は、指定基 準の議論など に反映をさせ ていただけ ればと考えて いる次
第でございます。
それによりまし て、我々とい たしましても 、現実に検討 されている 方々の御意見 とか、
アイデアを踏まえ た、より適切 な指定基準に なっていくこ とが期待で きますし、ま た、準
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備をされている方 々の検討も加 速していただ いて、また、 審議会の御 議論の状況も お伝え
をさせていただけ るということ で、メリット があると思い ますので、 そういった形 を夏の
間に、いわゆるサ ウンディング 調査としてさ せていただき まして、秋 以降の議論で 、参考
にしていただくような段取りでお願いできればと思っております。
以下、おつけし ております資 料でございま すが、２ペー ジ目は、関 係の法令の規 定でご
ざいます。
３ページ目、参考２は 、イギリスの 休眠預金活用 の主要団体 、軸となっ ております 、Big
Society Capitalの例を簡単にまとめたものです。
４ページ目、参 考３は、議員 連盟におきま して、指定活 用団体の体 制のイメージ をまと
められた資料です。
５ページ目、参 考４は、ただ いま申しまし た、サウンデ ィング調査 、官民の事前 対話に
つきまして、まとめました資料です。
６ページ目、参 考５は、審議 のスケジュー ルでございま して、指定 活用団体の機 能でご
ざいますとか、指 定基準等は、 表でいいます と、11月ごろ 、秋に基本 的には議論を してい
くということでご ざいますが、 それに先立ち まして、先ほ ど申しまし たようなサウ ンディ
ング調査、ヒアリングの過程を持ってはどうかという御提案でございま す。
以上でございます。
○小宮山会長

ありがとうございました。

それでは、ただ いまの説明に 関しまして、 御意見等がご ざいました ら、お願いし ます。
御質問でも結構です。
宮本さん、どうぞ。
○宮本委員

参考 ４を拝見しま すと、私は事 情を全くわか っていない のですけれど も、既

に早い段階で、関 心を有する民 間事業者があ ることが前提 となってい て、そこと対 話をし
ながら詰めていく ようですが、 これはいかが なものかとい う感じがし ないでもなく 、指定
活用団体自体も透 明性・公開性 等々が求めら れるとすると 、早い段階 で関心を有す る団体
が既に特定されて いるような書 きぶりは、い かがなものか という感じ がありまして 、恐ら
くそういう印象を 持つ方々は多 いのではない かと思います ので、その あたり、伺え ますで
しょうか。
○小宮山会長
○濵田室長

これは事務局ですね。
おっ しゃいますよ うに、過程の 透明性、選考 の透明性は 非常に大事だ と思い

ますので、特定の 民間事業者と 、現時点で予 定をしている ところがあ るということ は、決
してございませんので、表現ぶりについては、また工夫をしたいと思い ます。
また、下の実施 スケジュール 案のところに 書いてござい ますが、先 ほど申し上げ ました
ような趣旨で、秋 以降、我々が 指定基準を議 論するに際し まして、現 時点で準備い ただい
ている方々のアイ デアも参考に させていただ きたいという のが、主た る趣旨でござ います
ので、実施スケジ ュール案の注 の２点目のポ ツでございま すが、指定 活用団体の指 定は、
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具体的には、来年 の春に基本方 針がまとまり ました以降に 、正式な選 考手続きが始 まりま
すので、今回のサ ウンディング 調査において 、参加して、 対話をして いただいた方 につい
て、特段の優位性 を与えるもの ではないとい うことをはっ きりさせた 上で、対話を させて
いただければと思っている次第でございます。
以上でございます。
○小宮山会長

そ ういうことだ そうでござい ます。今のと ころ、想定 しているわけ ではな

いということですね。
○濵田室長

あと 、１点、つけ 加えますと、 これは先ほど 駒崎専門委 員からもお話 がござ

いましたし、議連 での議論の過 程の中でも、 指定活用団体 は、できる だけ新規に設 立をす
る団体になってい ただきたい。 既存の団体で すと、どうし ても得意な 分野があり、 逆に言
いますと、しがら み的なものも あり得るので 、新しい団体 を、オール ジャパン、各 界、各
層の方々が集まっ たような形で つくっていた だくというの が、望まし いという御議 論がご
ざいました。
その意味で、我 々は、そうい った動き、い ろんな準備を 、できるだ け早く、そう いった
志がある方々には 始めていただ きたいという 気持ちもござ いまして、 こういった形 で、あ
る意味手を挙げて いただいて、 少し検討の作 業を加速して いただけれ ばということ を、も
ちろん呼びかけは オープンに行 いますので、 そういった形 でさせてい ただければと いう気
持ちもあるところでございます。
○小宮山会長
○宮本委員

よろしいですか。
呼び かけをオープ ンにというと ころが、重要 かと思いま す。そのあた りのと

ころは、私個人の 問題ではなく 、この事業に とって、非常 に重要なス タートだと思 います
ので、よろしくお願いしたいと思います。
○小宮山会長

本当に大事なポイントなので、ありがとうございます。

どうぞ。
○北地委員

新規 設立というこ とで、どうし ても気になり ますのが、 私、産学連携 でよく

見ますが、既存の 組織との兼務 ・兼職とか、 利益相反が出 やすいです 。組織の中に はコン
プライアンスの委 員会を想定さ れていますけ れども、外形 的にもそれ を担保するも のが必
要だと思います。
○小宮山会長

ありがとうございます。

野村委員、どうぞ。
○野村委員

新規 につくるとい う意味は、本 来、こちらが 理想とする 団体の姿があ って、

それに合わせてく れという話だ と思います。 それが今の団 体の人たち だと、こんな ものし
かつくれませんと いうことを先 に聞いてしま うと、そうい う条件にな ってしまう可 能性が
あるので、私は不要だと思います。
○小宮山会長
○萩原委員

萩原委員、どうぞ。
私も 今の野村委員 に賛成で、あ るべき姿とい うか、これ をきちっとこ こで議
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論する必要があるのではないかと思います。
○小宮山会長
○服部委員

服部さん、どうぞ。
何を ヒアリングさ れるのか。つ まり今回のヒ アリングは 、７月にあり ますけ

れども、何が項目 かということ は、こちらで お伝えいただ いています ように、今回 の指定
活用団体を想定し たヒアリング の項目は、何 をしようとさ れているの かということ が、わ
かりませんでした。ヒアリングではなくて、サウンディングです。
○野村委員

私が 申し上げたの は、この審議 会として、こ ういうプロ ジェクトを進 めると

いうことを、我々 が合意する必 要はないと思 います。皆さ ん方が事務 局としてお勉 強され
るのは、どうぞ御 自由にという ことなのです が、こういう 形でオンテ ーブルされま すと、
私どもがこれから 企画を立てる に当たって、 この方々の意 見を聞くこ とになってし まうの
で、こんな議題の設定の仕方は要らないと思います。
事務局がいろい ろお勉強され るというのは 、これまで外 国の人たち のことをいろ いろ勉
強されているのと 同じような形 でお勉強して いただいて、 それを皆さ ん方が知見と してお
持ちになるのはい いかもしれま せんが、我々 は、できれば フリーハン ドにさせてい ただけ
ればと思います。
○小宮山会長
○濵田室長

どうぞ。
野村委員の御趣旨は、よく理解いたしました。

それから、先ほ ど御質問があ りました、ど ういった事項 をヒアリン グするつもり なのか
ということに関し ましては、資 料３－５のま さしく１、２ 、３のあた りが、中心に なろう
かと思います。１ 番のミッショ ン、２番の具 体的な機能、 ２番につき ましては、さ らに活
動レベルでどのよ うなことをや ろうというア イデアをお持 ちかどうか というところ も、お
聞きできればと思 っております し、３点目の 組織運営のあ り方に関し ましても、特 に新設
の団体ということ になっていき ますと、人的 あるいは資金 的に一定の 準備も必要だ と思い
ますので、どうい った形で、今 、準備をしよ うとしている か、イメー ジをお持ちか という
ところも、可能な範囲でお聞きできればと思っている次第でございます 。
○小宮山会長
○駒崎専門委員

駒崎さん、立てておられますか。
先ほど野村先 生がおっしゃ ったように、 お勉強はさ れる必要があ ると思

って、Big Society Capitalの人 の話などは 、多分聞いた ほうがいいよ うな気もしま すし、
似たようなことは ないのですけ れども、先行 事例的なもの は、世界に はあるので、 そうし
たところの知見と いうのは、多 分入れたほう が、いいもの ができるの ではないかと 思った
というのが、１つ目です。
２つ目としては 、多分なので すけれども、 いきなり我々 が基準をつ くって、さあ 、来て
くださいといった ときに、誰も 来ないみたい な状況が、事 務局内閣府 としては最も 恐れて
いることなのではないかな、と。
○小宮山会長
○駒崎専門委員

役人はそれが一番怖いのです。
どうですかと いうところで 、対話のチャ ネルを持っ ておきたいみ たいこ
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とがあるのだとし たら、事務局 にやってもら って、そうい うプロセス で彼らの不安 をなく
していってもらう のも、いいと は思うのです けれども、基 本的にこの 場はこの場で 、自由
闊達に透明性高くやればいいというのは、賛成です。
○小宮山会長

私 もそれでいい のではないか と思います。 痛くないお 腹を探られる 種類の

審議会ですので、 慎重にしたほ うがいいと思 います。だか ら、宮本さ んあるいは皆 さんが
おっしゃるように 、ヒアリング していただく のは、ぜひ幅 広くやって いただかない といけ
ないので、既に想 定しているよ うな形という のは、議題の 上からも、 実質的にもな いとい
うことで、やっていただくのがよろしいのではないでしょうか。
それでよろしいですか。
（「はい」と声あり）
○小宮山会長

わかりました。それでは、そんな形で、お進めいただければと思い ます。

それでは、続き まして、議事 「４．『革新 的手法』と『 イノベーシ ョン』の定義 につい
て」に移りたいと思います。
第２回の審議会 で、革新性、 イノベーショ ンという用語 について、 厳密に定義し て使う
べきではないかと いう意見が出 たことを受け て、服部委員 から、革新 的手法とイノ ベーシ
ョンの定義について、御説明をいただきたいと思います。
服部委員、資料４をお出しいただいているのですね。
○服部委員

はい。

○小宮山会長
○服部委員

御説明ください。
僭越ながら、私から話をさせていただきます。

ソーシャルイノ ベーションの 定義ですけれ ども、結論か ら申し上げ れば、非常に 幅広い
概念であります。 ですので、こ こではどうす べきかという ことを御議 論いただくの が一番
なのですが、大前提となるところをお話させていただきます。
ソーシャルイノ ベーションと いいますのは 、いろんな社 会課題に対 しまして、個 別に対
応するのではなく 、社会のあり 方を変革し、 新たな価値を 生み出すこ とだと、基本 的に捉
えております。
その中では、固 定的な思考か ら離れる必要 が出てまいり ますので、 必ずしもすぐ に社会
で賛同を得られるわけではありませんので、支援が必要になるというこ とでござい ます。
そのときの支援 なのですけれ ども、事業自 体の支援から 、実施主体 の運営を長期 的に支
援するという形に なっていくこ とが求められ てきます。そ のような多 様な支援を協 調的に
集めるとなれば、継続的な評価が必要になるという関係になります。
本質的には、共 助といったこ とに基づく、 持続可能な新 たな経済社 会モデルの構 築を目
指すものであると捉えております。
もう少し多様な 視点から見て いくために、 ソーシャルイ ノベーショ ンというのが 、どう
いう研究領域なのかということを御説明しますと、大きく５つに分かれ ております 。
ここでも何度も 話が出ていま すような、新 たな制度をつ くる、ある いは既存の制 度を変
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えるといったことが１つ目です。
２つ目は、組織行動の変容ということで、働き方などのことも表れて まいります 。
３つ目は、社会課題の解決手法としましての協働についてでございま す。
４つ目は、市民 運動とか、活 動でありまし て、急進的な ものから漸 次的なものを 含むと
いうことで、実は地道な市民活動も含まれているということでございま す。
最後に、こうい った先駆的な 考え方の普及 と社会へのイ ンパクトで すが、これは ネガテ
ィブにも、ポジティブにも表れてまいります。
そういったイノ ベーションを 必要とする領 域は、言うま でもありま せんが、長期 にわた
る社会課題なので すが、例えば コミュニティ ーとか、都市 化の問題か ら、個人の幸 福度の
問題、そして、多様な文化の問題、環境の問題といったように、幅広に 出てまいり ます。
次のページに、 革新性につい て書かせてい ただきました のは、イノ ベーションと 言いま
すけれども、発明 ではないと、 よく言われて います。革新 性、変革と 使われますが 、これ
は最初の段階の発 想、途中 のプロセス 、最後の成 果と、全て の段階で見 ることができ ます。
つまり現状打破のための考え方、創意がこの最初です。
さらに解決手法 で申し上げま したように、 こういったイ ノベーショ ンは、ここに 書かせ
ていただきました ように、公共 ・非営利及び 営利の全ての 領域で起こ り得るもので す。実
際、最も創造的な 活動は、境界 線上で生じる という研究成 果もあるよ うに、プロセ スでも
見られます。
そして、イノベ ーションは、 文化、規範、 法規における 変化である と言われるよ うに、
成果は社会の変化 だと捉えられ ていますので 、全ての段階 で見られる ということも 、若干
混乱を招く原因かもしれません。
そういったこと を踏まえまし て、下に３つ 論点を書かせ ていただき ましたが、革 新性と
いいますのは、多 様な解釈で行 われますので 、その文脈に よって、革 新性の判断が 左右さ
れるということです。立場によって、違う意見が出てくる場合もあると いうことで す。
革新性の度合い というものも ありまして、 ニーズに合わ せて改善を するといった ものか
ら制度改革、最初 からシステム を考えるとい ったような、 イノベーシ ョンの度合い によっ
ても、同じく革新性と使われてしまうということです。
それから、先ほ どの協働によ る手法、要す るにクロスセ クターで行 われていく企 業と非
営利と行政といっ たことになっ てきた場合は 、立場の異な る人たちが 関わりますの で、当
然ながら、その進捗を図るための評価が必要となります。
従来から、評価 は議論されて いますけれど も、近年にお きましては 、従来のプロ セスと
か、インパクト評 価では十分で はない、まさ にそれを両方 ミックスさ せたものが必 要だと
いうことで、評価の開発と議論が行われているということです。
つまり結論とし ましては、非 常に幅広く伝 えられている ために、休 眠預金では、 どうい
った社会イノベー ションを目指 すのかという 、明確なこと を絞り込ん でおいたほう が、同
じ言葉を使うにし ても、社会の 皆さんがどの ように理解さ れるかとい ったときに、 発想な
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のか、プロセスな のか、成果な のかといった ように、その 度合いも変 わってまいり ますの
で、ある程度絞り 込んだ御議論 をいただくの がよろしいの ではないか と、御説明さ せてい
ただきました。
以上です。
○小宮山会長

どうもありがとうございました。

ただいまの御説明ですけれども、これに関しての意見があれば、伺い たいと思い ます。
駒崎さんは、立てているのですか。違うのですか。倒し忘れですか。
○駒崎専門委員
○小宮山会長

ごめんなさい。倒し忘れです。
特にございませんか。

大変よくまとま っています。 どうもありが とうございま す。大変貴 重な資料をあ りがと
うございました。
それでは、最後 に議事「５． その他」です が、地方公聴 会の開催に ついて、御連 絡いた
します。
休眠預金活用法 では、基本理 念の１つとし て、休眠預金 の活用に当 たっては、多 様な意
見が適切に反映さ れるよう配慮 されるべき旨 、規定されて おります。 基本方針の策 定に当
たっては、審議会 の議論だけで なく、国民の 皆様や各地方 の現場で活 動する団体等 の御意
見を幅広く伺い、審議に反映していくことが、極めて重要だと思います 。
そこで、第４回 審議会におい て、優先的に 解決すべき社 会的課題の 整理を中心と する、
中間的整理を行った後、地方公聴会を開催することとしたいと思います 。
その詳細、やり 方、場所等に つきまして、 私に御一任い ただくとい うことで、よ ろしい
でしょうか。
（「異議なし」と声あり）
○小宮山会長

ど うもありがと うございます 。それでは、 第４回審議 会において、 中間的

整理を行った上で、地方公聴会を実施することにしたいと思います。
それでは、本日の議事は、以上で全てです。
どうぞ。
○経沢専門委員

ソーシャルイ ノベーション の解説は、す ごくよかっ たというか、 本当に

勉強になったので すけれども 、１つ、ソーシャル イノベーショ ンは、例 えば最近だっ たら、
具体的に何かみた いな話になっ たときに、Ai rbnbとか、Ub erとか、日 本だったら、 メルカ
リとか、例えばホ テルが満杯で 、でも、訪日 外国人が増え ていくとい うのは、もっ と加速
させたほうがいい 場合、泊まる 場所がなくて 、Airbnbなど は、空き部 屋を活用して 、しか
も、提供している 人も、今まで 経済的な価値 のなかったも のが、価値 となって、泊 まる側
も、泊まれなかっ たのに、機会 が生まれて、 かつ安くでき るみたいな 、本当に大き なソー
シャルイノベーションだと思います。
例えばUberなど は、今まで働き 手として仕 事がなかった 人が、自分が 車を持ってい れば、
参加できるとか、 プラットフォ ーマーがとる 利益は少ない ものの、そ の人たちに戻 される
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利益が大きくて、 インターネッ トを使ったソ ーシャルイノ ベーション というのは、 世の中
ですごくたくさん起こっているので、その視点というのは、すごくいい と思います 。
２つは事例なの ですけれども 、感じるのは 、例えば日本 はすごく規 制が厳しかっ たり、
安全性に対する配 慮が非常に過 度だったり、 既得権益の人 が強かった りして、なか なかそ
ういうものを受け 入れられない 土壌とか、反 対運動みたい なものが起 こりがちなと ころは
あると思うので、 本気でソーシ ャルイノベー ションなどを 思うのであ れば、ある程 度、既
存の発想を外していく必要はあると思いました。
済みません、一意見です。
○小宮山会長

大変重要な意見です。

ほかに何か御発言ございますか。最後に会うのは、貴重な機会です。
どうぞ。
○北地委員

今の 経沢専門委員 のお話と少し ダブりますけ れども、こ れから日本が やろう

としていることは 、いろいろあ ります。特区 から始まりま して、サン ドボックス、 職業大
学、いろいろな 選択肢がこ れから出てき ますので 、現状から想 定されるだけ でなく、将来、
この数年のうちに なされること から、想定さ れることもい っぱいあり ますので、幅 広に議
論させていただこうと思います。
○小宮山会長

こ れは服部さん の紙ですが、 大変触発され ましたので 、どうもあり がとう

ございました。
それでは、以上で、本日の議事は全て終了です。
最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。
○濵田室長

次回 の会議でござ いますが、当 面は、先ほど お願いいた しましたよう に、来

月12日、13日に、懇談会形式でのヒアリングを予定いたしております。
また、第４回目 の審議会につ きましては、 夏休み明けを 考えてござ いますが、日 程を調
整させていただき まして、追っ て事務局から 御連絡をさせ ていただき たいと思いま す。よ
ろしくお願いいたします。
○小宮山会長

どうもありがとうございました。
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