第２回休眠預金等活用審議会
議事録

１．日時：平成29年６月２日（金）10:30～11:39
２．場所：合同庁舎８号館８階特別大会議室
３．出席者：
（委員等）小宮山会長、飯盛委員、野村委員、萩原委員、服部委員、
程委員 、牧野 委員、 宮本 委員、 小河専 門委 員、岸 本専門 委員 、工藤 専門 委員、
栗林専門委員、駒崎専門委員、経沢専門委員、宮城専門委員
（御欠席：飯嶋委員、北地委員、白井専門委員、曽根原専門委員）
（政

府）森金融庁総務企画局企画課調査室長

（事務局）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）基本方針策定に向けた主要論点についての意見交換
（２）ヒアリングの実施について
（３）その他
５．議事概要:
○濵田室長

定刻 となりました ので、第２回 「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。
会長より議事の進行をお願いいたします。
○小宮山会長

お はようござい ます。第１回 審議会に続き 、基本方針 策定に向けた 主要論

点についての意見交換を行います。
前回は私から提 出させていた だいた主要論 点（案 ）のうち「 １．法の 基本理念の具 体化」
「２．休眠預金活 用により優先 的に解決すべ き社会課題」 を中心に御 意見をいただ きまし
た。
本日は、その他 の論点や前回 、発言が足り なかった方も 含めまして 御意見をいた だけれ
ばと思います。例 によって御発 言のある方は 前の名札を立 てていただ いて、御発言 をいた
だきたいと思います。
それから、前回 もそうでした が、時間が極 めて限られて おりますの で、砂時計が ３分計
ですので、事務局 の方に運んで いただいて、 御発言をした いと思いま す。いかがで しょう
か。
○駒崎専門委員

資料３に基づいてお話したいと思います。

私からの提案な のですけれど も、基本原則 を策定しては どうかなと 思いまして、 皆さん
の御意見を聞かせていただきたいなと思っております。
これからさまざ まな議論をし ていきますし 、また、議論 の内容も多 岐にわたって くると
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思うのです。そのと きにもろもろ 個別の議論 に入っていっ たりすると思 うのですけれ ども、
大きなグランドル ールというか 、議論におい て大切なポイ ントを合意 している状況 であれ
ば、その個別の議 論に立ち入っ たときにいろ いろ判断がぶ れなくて済 むのですけれ ども、
そのようなものを 決めないで個 々でずっとや っていくと、 一貫性が全 体の議論で失 われて
しまう可能性があ るということ で、そうする と意思決定の 効率が悪く なってしまう ので、
何か判断に困った 際に立ち返る べき原則とい うものをつく っておいて 、判断に一貫 性を持
たせて議論を積み上げていくことをしていけたらいいなと思っておりま す。
イメージなので すけれども、 添付しました が、東日本大 震災復興構 想会議という ものが
ありまして、東日 本大震災につ いてどういう ふうに復興し ていけばい いのか、その 基盤に
なるような構想の 会議があった のですが、そ こで復興構想 ７原則とい うものを決め て、そ
の原則の幅の中で 議論をしまし ょうという形 でやっていっ たことで、 うまくまとま った。
復興というとすご い広くて、ハ ードからソフ トまでいろい ろ話すので すけれども、 その中
で大切にしておく べきこと、こ のチームで大 切にしておく べきことを 合意した上で 話して
いくというようなことのイメージがこちらです。
例えば原則１で は教訓を国内 外に発信しよ うということ であったり とか、原則２ は地域
とかコミュニティ ー主体であっ て行政主体で はないとか、 原則３で言 うと技術革新 を伴う
復興をしようねと いうことをち ゃんと入れ込 んで、原則と いうものをつ くっていきま した。
例えばなのです けれども、こ の会議であれ ば第１回審議 会で皆さん 方から出た意 見の中
で、複数の委員の 方がおっしゃ っていたイノ ベーションで あるとか、 リスクをとっ ていこ
う、リスクテイ クという考 え方、また 、あるい は透明性が高 い仕組みに していこうね とか、
ばらまきではなく て選択と集中 ですねとか、 あるいはでき 上がったと ころだけでは なくて
シードマネーにも 使えるように とか、人材育 成は資金分配 団体とか現 場の団体を含 めてで
すけれども、そう いったそれぞ れの委員が大 切にされてい ることのあ る種、最大公 約数的
な部分をキーワー ドにして、そ れを事務局に 取りまとめて もらって、 出てきた原則 を皆さ
んで合意して、で はこれが原則 で議論を尽く していきまし ょうという ふうにできた らいい
なと思います。いかがでしょうか。
○小宮山会長

ありがとうございます。

今日はもう一回議論の幅を広げるという意味でいただきました。
それでは、服部さん。
○服部委員

私は 今日の３と４ が議論だと思 いましたので 、資料を配 付しておりま せんけ

れども、発言させていただきます。
まず指定活用団 体でございま すけれども、 こちらは財団 ということ ですから財団 のガバ
ナンスに乗っかっ たものになる のだと思うの ですが、全国 に１つだと いうことと、 税金で
もなく個の意思の ある民間の資 金とも違うと いう、まさに 公共のお金 をどう使うの かとい
う話でありますの で、最終決定 に携わるメン バーが固定し ないほうが いいのではな いかと
考えています。
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さらに非常に重 層的に意思決 定がなされる ことも考えれ ば、情報公 開規定とか倫 理規定
というものを定め ていただいて 、透明性を高 めるのがよろ しいのでは ないかと思っ ていま
す。
さらに指定活用 団体の機能で ございますけ れども、複数 のことが法 律に書かれて あるの
ですが、優先順位 を考えますと 助成・貸付け といったとこ ろと、それ に多様な利害 関係者
への広報が優先されるのではないかと思っております。
資金分配団体な のですけれど も、地域差が あるというこ ともありま して、この活 用が育
成ということを考 えれば、資金 分配団体も育 成していくこ とが必要で はないかと思 ったと
きに、それに見合 う団体が全国 にどれくらい あるのかとい うことを考 えますと、新 しく生
まれてくる団体も 該当したほう がよろしいの ではないかと 思います。そ うするのであ れば、
例えば認定をして 、資金分配団 体になりたい んだという団 体に対して ある程度のい わゆる
デューデリジェン スをやって認 定をする。そ の団体が毎年 何らかの提 案をするとい うふう
になっていけば、 まず信頼おけ る資金分配団 体がどれくら いあるのか というところ から進
めていったほうがよろしいのではないかと思っております。
それから、広報 に関しまして ですけれども 、利害関係者 が非常に多 くなりますの で、こ
こは民間の力が生 きてくると思 いますが、マ スメディアも ソーシャル メディアもい ろいろ
な使い方があると 思います。必 要になってき ますのは、さ まざまな問 い合わせが来 るかと
思います。その際 に、この部分 は機構だ、こ の部分は財団 だというふ うになってく ること
によって、一般の 人たちが混乱 しないように 何らかの方法 で受付窓口 がわかるよう にして
いくとともに、お 金だけではな くて社会課題 とセットにし て広報して いくという工 夫が必
要ではないか。第2 1条第５項に 書かれてある こと、啓発で ございます 。よろしくお 願いい
たします。
○萩原委員

今の 服部さんの意 見も、前回、私 が提出した資 料の中には 入っています ので、

今ここではあれで すけれども、 今日私が申し 上げたいのは 、宮本先生 からも出され ており
ますが、革新的手 法というとこ ろだと思いま す。これにつ いてはヒア リングの対象 の方た
ちにもしっかりヒ アリングをし ていくことに なると思うの ですが、革 新的手法をど のよう
に捉えるのか。誰 も気づかなか った社会的課 題とか、気づ かれていた けれども、解 決され
ないままになって いた社会的な 課題に対して 、それらを解 決するため の手法とも考 えられ
るかと思います。
ほかの課題の解 決手法を適用 すれば解決で きるという場 合もあるの ですけれども 、その
新しいものと組み 合わせていく という手法で 問題の解決を してきたと ころも結構あ るかと
思います。
例えば団体の活 動は、活動開 始の時点では 課題の発見自 体が革新的 であったりと か、知
られていなかった 方に対して、 そういう新し い手法を使う ことによっ てよりよい課 題解決
につながっていく 。だけれども 、その活動と いうものの成 果、アウト カムというも のは短
期的には難しいけ れども、長期 的にはそうい う社会を変革 していく、 あるいは人々 の意識
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を変えていく、制 度を変えてい くことにもつ ながっていく ことも踏ま えて、ヒアリ ングの
ときにどういうふ うに革新的手 法というもの を捉えている のか、ある いはどのよう に成果
というものがあら われてきたの かについて、 そのことを聞 いていただ きたいという ことな
ので、革新的とい うところをも う一度この会 議でも定義を して、その 上でヒアリン グをし
ていただきたいというのが１点でございます。
解決するべき社 会的課題に優 先をつけると いうことで、 前回も申し 上げたのです けれど
も、法律以上に余 り優先とかい うことを意識 しないで、い ろいろな団 体にヒアリン グをし
ていっていただき たいと思いま す。そのこと が結果として は多くの準 公金として出 してい
ただける休眠預金 の方たちにも 御納得いただ けるようなと ころに資金 が分配されて いくの
ではないかと思っておりますので、その点も２点、申し上げたいと思い ます。
まだ時間がある ので、先ほど の指定活用団 体と資金分配 団体につい て、非常に透 明性も
専門性もとても重 要になってく るところでご ざいますので 、先ほどの 服部さんの御 意見も
含めてしっかりと ワーキンググ ループをつく っていただい て、仕組み をつくってい ただく
ことが大事かなと 思います。透 明性の確保と か仕組みとか については 野村委員が御 専門で
すので、渡したいと思います。
○小宮山会長

今 のはあれです ね。革新性と はどんなこと かということ を具体的に考 える。

例えば組み合わせ というような 話、それから 、成果という のは皆さん おっしゃるの だけれ
ども、短期、長期 は難しいです ねというよう な話。そこら 辺は少し具 体性を持って 御発言
いただけるといいですね。大変ありがとうございます。
では、野村さん、どうぞ。
○野村委員

発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

私からは、ガバ ナンスとコン プライアンス について１つ ずつお話を させていただ きたい
と思います。
ガバナンスにつ いては、恐ら く一般的には 例えば財団と いう形だと こうなんだと か、株
式会社だとこうな んだみたいな 議論で、型に はめて御理解 されている 方が多いと思 うので
すが、実態は例えば 財団であって もモニタリ ングシステム を導入しまし ょうというこ とで、
例えば外部の専門 家にアドバイ スを受けるよ うな機関を要 求するとい う形でガバナ ンスを
整えることができ るわけであり まして、財団 だからこうい う形になる んだみたいな ものは
実は決まっていな いということ を、議論の前 提にしていた だけるとあ りがたいなと 思って
います。
実際にもさまざ まな組織形態 の中で、今や はり方向感は 大体一致し ていまして、 その執
行する人というと ころに対して はなるべく合 議できちんと 決めていく ということと 、それ
に対してちょっと 独立性のある 人たちが中で モニタリング をしている という、いわ ゆるモ
ニタリングシステ ムと言われて いるものがガ バナンスにと って最も効 率性が高く、 また、
牽制が働くという 方向感になっ ていまして、 いずれの形態 についても それを目指し てきて
いるというところがあるかと思います。
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例えば独立行政 法人というの は代表が総理 すると書いて あるのです けれども、昨 今では
例えばそこの部分 についても合 議制の形を導 入することも 可能だとか 、あるいは監 査委員
会みたいなものを 設置するよう なタイプのも のもたくさん 出てきてお りますので、 やはり
ここで議論するの だとすれば、 このミッショ ンにふさわし い組織形態 のあり方とい うもの
を、法形式にこだ わらずに一定 程度皆さんで 共有、議論し ていったほ うがいいかな という
ことを１つお願いしたいということであります。
もう一つはコン プライアンス の話なのです が、前回は私 のほうから も過剰なコン プライ
アンスというもの が社会的に問 題になってい ると申し上げ ましたが、 これはコンプ ライア
ンスの水準を下げ るという意味 ではないので す。といいま すのは、や はり組織です 、人が
やることですから 不正は起こり ますし、さま ざまな問題点 というもの が露見してく ること
になるわけですが 、それを防止 するための仕 組みというの は、日進月 歩さまざまな 努力に
よって内部統制と いうのは進化 してきている という状況に なっていま す。その中で 一番注
意しなければいけ ないのは、ア リバイづくり のような書類 をつくらせ て後から点検 するこ
とになりますと、結局はリスクは管理できないという問題が多くありま す。
一番わかりやす いのは、例え ば１万円入る ときに「１万 円入ります 」と声をかけ ること
が、実は横領の防 止効果が極め て高く、仕事 の中にもコン プライアン スが溶け込ん でいる
という状態になっ て、やってい る人たちも違 和感がないと いう形にな りますので、 こうい
ったコンプライア ンスの水準を 下げるのでは なくて、仕事 の中にコン プライアンス の仕組
みを溶け込ませる ような仕組み を皆さんと一 緒に考えさせ ていただけ ればありがた いなと
思っております。
○小宮山会長

先 ほど駒崎さん が最初におっ しゃった原則 ということ の中には、ア リバイ

づくりみたいなこ とでやってい くのではない というのは重 要な点にな るかもしれま せんね。
どうもありがとうございます。
牧野さん、お願いします。
○牧野委員

前回、公務で出席できなくて申しわけありませんでした。

私からは追加資 料という形で 配っていただ いております 。２枚にお さめてくれと いうお
話だったので、パ ワーポイント の資料が小さ くなってしま って恐縮な のですけれど も、後
ろをひっくり返していただきながらお話を聞いていただければと思いま す。
基礎自治体の立 場から今回の 基本方針策定 に向けた論点 整理を考え たときに、私 の考え
方を別紙１で示さ せていただき ました。基礎 自治体は御案 内のとおり 深刻な財政難 、人口
減少、少子化、高 齢化という波 にあらわれて いる右肩下が りの時代の 中にあって、 行政サ
ービスのコンパク ト化を迫られ ているわけで あります。し かしながら 、私も選挙で 市長に
なっている身であ りますので、 必ず公約を掲 げるときには 、行政サー ビスの範囲を 拡充し
ますと言いながら 出てきている わけです。そ れをしないと 選挙に勝て ないわけであ りまし
て、行政サービス の範囲の拡充 というのは、 超高齢社会の 中において ニーズの多様 化を考
えると避けられな い。そうしま すと基礎自治 体としてサー ビスの範囲 のコンパクト 化を迫
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られる一方で、行 政サービスの 範囲の拡充を どうやって果 たしていく か。つまりこ のギャ
ップをどう埋めていくかということが、喫緊の課題になっているわけで あります。
それを考えます と、住民の皆 さん方に行政 サービスの受 け手にのみ とどまってい るので
はなくて、担い手 になってもら うような、そ の役割を果た していただ くような、主 体的に
行政サービスの担 い手になって もらえるよう な環境整備を いかにして いくか。まさ にこれ
が非常に重要になってくると理解をしております。
これを私ども「 多様な主体と の協働」とい う言い方をし ておりまし て、決して行 政サー
ビスを民間に押し つけるという 考え方ではな く、一緒にな ってこうし たギャップを 埋めて
いこうという考え方であります。
私としてはそう した多様な主 体の担い手と して３つほど 考えており まして、１つ は革新
的なというイノベ ーションにか かわる部分だ と思うのです が、新たな 行政サービス を創出
するコミュニティ ・ビジネスの 担い手。これ につきまして は私どもの 地域で言いま すと全
国的にも非常に名 が知られてお りますおひさ ま進歩エネル ギー株式会 社があります 。ある
いは今、ちょうど 会社が立ち上 がっていまし て、これから 中山間地域 の自立モデル として
注目されていくで あろうかみむ ら小水力株式 会社がありま す。こうい った再生可能 エネル
ギー関係の会社が例として挙げられるかなと思います。
それから、従来 の行政サービ スの置きかえ 、あるいはそ の拡充を図 るという意味 で、大
都市ではPFIやPPP の議論が盛ん にされている ところであり ますが、私 どもの地方に おきま
しても、そういっ た公共サービ スの担い手に つきましては 、例えば保 育園の民営化 といっ
た形で、質の向上 や拡充を図っ ていく民間の 担い手という ものがあり ます。これに つきま
しては中山間地の 保育園の民営 化の事例とし て、社会福祉 法人千代し ゃくなげの会 といっ
た好事例もございます。
３つ目としまし て、これは従 来の自治会の 機能を拡充し た地域運営 組織をもっと うまく
活用していこうと するものです 。これは３月 まで内閣府の 中でも地域 運営組織の有 識者会
議においてずっと 議論され、こ の報告書も上 がっているわ けですが、 こうした地域 運営組
織というものが多 様な主体の１ つとして考え られるという ものでござ います。私ど もの地
域運営組織の中で は、１つの事 例として菱田 春草生誕地公 園整備事業 をやった橋北 まちづ
くり委員会を挙げておきます。
いずれの事業も 共通している のは、実は財 源の確保であ りまして、 それぞれ事情 は違う
のですが、どうい った形で財源 を確保してい くかというの は過去課題 であったり、 現在課
題であったりして おります。こ ういったとこ ろに休眠預金 の活用をし ていくことに よりま
して、先ほど申し 上げました行 政サービスの ギャップの解 消、まさに 基礎自治体の 行政サ
ービスの補完をこ うした多様な 主体でやって いける仕組み ができるの ではないかと 私は考
えております。
それから、資金 分配関係のイ メージという ことにつきま して、私ど もが取り組ん でおり
ます一般社団法人 ムトス飯田市 民ファンドと いうものがあ ります。こ れは飯田市内 にあり
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ます66のNPO、もち ろんNPOがふ えていけば対 象は広がって いくのです が、そこに資 金貸付
をすることにより、NPOの活動を 支援するため に官民協働で 立ち上げた 市民ファンド でござ
います。ここも実 は貸付資金の 確保、財源の 確保というも のが課題で ありまして、 自己資
金と篤志家の寄附 に頼っている 状況でありま す。つまり安 定的な財源 確保というこ とでい
きますと、なかな か寄附に頼っ ているという ので望めない ところがあ りますので、 １年な
いし２年の比較的 短期な貸付け でこの資金を 回すところに とどまって いるというの が課題
かと思います。
○小宮山会長

ありがとうございました。

主体的な担い手の育成という視点は極めて重要ですね。
では、次は宮本委員、お願いいたします。
○宮本委員

配付 していただい た資料の１ペ ージ目に書い てあります 。ただし、も う既に

何人かの委員と重なっているところがありますので、そこらははしょり たいと思い ます。
まず第１は、前 回の審議会の 議論に関して で、先ほど萩 原委員から も指摘された ことで
すが、本事業の目 的が短期間に 社会課題の解 決を求めるの か、あるい はスタートア ップ支
援をするのかにつ いても、まだ 明確に定まっ ていないとい う印象があ りまして、そ のあた
りもう少しきちんと議論をして、整理する必要があるという感じがいた しました。
それから、革新 的手法とか民 間団体の創意 工夫という言 葉が盛んに 使われるので すが、
必ずしも明確な定 義がなく使わ れております ので、これが ひとり歩き していくと将 来的に
応募団体が出てく るときに、この イノベーシ ョンとか革新 という言葉で やたらとある 意味、
曖昧な形で展開し ていくことを 懸念します。 先ほど例えば 萩原委員が 整理されてい たよう
なことを、ある程 度言葉の定義 をして広げて いく必要があ るのではな いかという感 じがい
たします。
それに関わって ですけれども 、ここに書い ていないので すが、例え ばテーマの１ とか２
に関して私が日ご ろから感じて いることなの ですが、例え ば子どもや 若者支援の新 しいタ
イプの活動はこの1 0年間でかな り増加したの ですが、また 、困難を有 する者の支援 に関す
る活動、これに関 してもかなり 増加したので すけれども、 大きな課題 となっている のは中
堅的と言われる団 体をよりしっ かりと固める 必要があるの ではないか という点です 。中堅
的団体と言っても その基盤は極 めて脆弱で、 いつだめにな るか知れな いというよう な課題
を抱えている団体 が少なくあり ません。その ようななかで スタートア ップを支援す るとい
うことを強調する と、中堅的な ところまで育 った団体は対 象にせず、 極めてゼロス タート
に近い団体を支援 するような事 業になってし まう。そうす るといつま でたっても安 定した
団体が育成されな いということ になりかねな いと思いまし て、そのあ たりももう少 ししっ
かりと議論が必要ではないかと思います。
２つ目ですけれ ども、指定活 用団体等に求 められる機能 等に関して ですが、これ も全く
私自身の実感から 来るものであ りますが、指 定活用団体と か資金分配 団体の数とか 規模と
か報酬の問題です 。指定活用団 体は全国でひ とつという案 が前回出さ れましたけれ ども、
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この休眠預金活用 の総資金に占 めるこの２段 階の上位団体 と支援の現 場の資金配分 比率の
問題についてです 。上位団体の ほうが多くな ればなるほど 、支援の現 場への配分は 少なく
なっていきます。 現状としての 一番の問題は 、支援現場の 団体の人件 費がいかにも 厳しい
という問題があり まして、その 人件費問題を 解決するため には、３つ の団体の報酬 水準に
関しても十分な議論が必要ではないかというように思います。
時間なのでこのあたりにします。以上です。
○小宮山会長

ありがとうございます。

飯盛委員、どうぞ。
○飯盛委員

前回 申し上げたこ との補足と、 今まで委員の 皆様がおっ しゃったこと と、少

し違った視点から申し上げたいと思います。
地域づくりにお いての分野で す。成果を上 げて適切に評 価を行うこ とが大前提で あるこ
とは言うまでもあ りません。さ らに委員の皆 様もおっしゃ っているよ うな透明性と 革新性
を両立させるため に、もちろん 社会的インパ クト評価など の開発は大 変大切なポイ ントだ
と考えています。
さらに、どの事 業も事業の推 進にも寄り添 い、伴走する ことで、そ れがまた透明 性の担
保にもつながる可 能性も出てく るのではない かと考えてい ます。これ が呼び水にな って、
どの事業も担い手 づくり、社会 的課題解決に 挑むような人 々のコミュ ニティー形成 につな
がっていって、全 ての事業が全 体として盛り 上がっていく ような配慮 や仕組みとい うもの
ができないのかと いうことを考 えております 。これをする ことによっ て地域づくり におい
てとても大切な、 牧野委員もお っしゃった担 い手の確保や 育成に全体 としてつなが ってい
くのではないかと 考えておりま す。こういっ た視点もどこ かで議論が できればと考 えてお
ります。
以上です。
○小宮山会長

ありがとうございます。

経沢専門委員、どうぞ。
○経沢専門委員

方向性が違っ たら恐縮なの ですが、今回 の休眠預金 をどのように 有効的

に活用するかとい う大テーマを 考えたとき、 １つは福祉と いうキーワ ードがあると 思うの
ですけれども、い つもいろいろ と自治体や国 の方とお話を したり、手 続したりする と、管
理体制をいかにき ちんとオペレ ーションして いくかという ところに負 荷がかかって いるよ
うに見受けられ、 それはどんな に緻密にやっ たとしても、 平等性とい うものを担保 、究極
的にはほころびと いうか、どう しても時間と ともに変化を してしまう ものがあるな という
のは感じています。
そして今回、休 眠預金という 全く新しい財 源ですので、 新しいやり 方で平等性に チャレ
ンジしていくこと ができたら、 国民の方の理 解も得やすい のではない かなと私は思 ってい
まして、では具体 的にはどのよ うなというと 、参加する人 たちがみん な平等で、そ してみ
んなが簡単に参加 できて、そし て非常にわか りやすいシン プルな仕組 みで、恩恵を 皆さん
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が平等に受けると いうふうに思 ったときに、 日本では余り 取り上げら れないバウチ ャー制
度のようなものに チャレンジす るのはどうか というのは私 は思ってい ます。という のは、
企業とか団体とい うのは時間と ともにその組 織が成長する かしないか 、サービスク オリテ
ィーが上がるか上 がらないかと いうのも、こ ちら側が管理 するのは非 常に難しいで すが、
もしバウチャーで あれば利用者 の方がそれを 評価していく 仕組みにな りますし、こ ちら側
の管理コストもミ ニマイズでき るのではない かと思って利 益を最大化 できて、そし て、非
常に新しい仕組みというのは国民の理解も得やすいのではないかと思い ました。
以上です。
○小宮山会長

ありがとうございます。

参加型というの は本当に重要 ですね。先ほ どの市民ファ ンドの問題 などいろいろ な問題
があります。
岸本専門委員、どうぞ。
○岸本専門委員

提出資料に基づいてお話をさせていただきたいと思います。

３番、５番、６番とありますが、これは委員長から御指定の問いの番 号でござい ます。
最初に指定活用 団体の機能と いうことなの ですが、法に 規定してあ るもののほか に、加
えて資金分配団体 等の育成とい う点と、もう 一つ、休眠預 金による成 果を広めるた めのプ
ロモーションとい うことで、必 ずしも単純な 報告というよ りは、国民 に対して成果 を広め
て参加を求めてい くようなプロ モーションの 機能もあるの ではないか ということで ありま
す。
それから、指定 活用団体につ いての第２点 目といたしま して、今、 社会課題につ いての
議論がいろいろご ざいますが、 基本的に指定 活用団体から 資金分配団 体にお金が流 れると
きに、細かい資金 枠の設定とか テーマの限定 は難しいので はないかと 考えておりま す。む
しろ先ほど駒崎専 門委員から御 提案がありま したような大 きな方針と いうものを出 して、
その中でなるべく 活動の現場か ら埋もれてい る社会課題の 発掘や革新 的な提案を柔 軟に受
けとめるということを担保したほうがよろしいのではないかと感じてお ります。
２番目の資金分 配団体の機能 、ガバナンス 、コンプライ アンス体制 についてです が、何
が資金分配団体と して必要かと いうときに、 大きく２点あ るのではな いかと考えま す。１
つはある種、外形 的なものです が、組織基盤 力。もう一つ が助成です とか融資に関 する専
門的な実施能力、 ２段階がある のではないか 。私はこの資 金分配団体 を選定する際 に、ま
ず前者を満たすこ とが外形的な 組織基盤力、 一定の組織基 盤力を満た すことが必須 なので
はないかと考えます。
その次に、問わ れる実施能力 として社会課 題についての 分析力、そ して課題解決 あるい
は新しい社会シス テムの提案に 基づくような 助成・融資プ ログラムの 規格、設計と 実施能
力が問われるので はないかと思 います。加え て民間公益団 体の担い手 の育成に資す るよう
なマネジメント等 の非資金的支 援の提供能力 というものも 入るのでは ないか。そし て最後
に成果評価といったところが資金分配団体に問われるのではないかと考 えておりま す。
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この点に関して は、今、法の 説明の中に例 えば融資に関 して民間金 融団体に対す る業務
委託というものも 想定されてお りますが、仮 にそのような 団体が資金 分配団体とし て出る
場合にも、ここに 挙げましたよ うな非資金的 支援の提供等 の専門性と いうのは、法 の趣旨
に照らし合わせて必要なのではないかと考えます。
それから、資金 分配団体の選 定プロセスの 設計と、今、 出ておりま す地方への配 慮、３
領域ということと 助成貸付けと いうことはマ トリックスの ような形に なりますので 、この
バランスのとれる 資金分配が可 能になるよう な選定プロセ スの設計が 必要ではない かと感
じます。
最後、革新的な 手法というと ころで１つ、 セオリー・オ ブ・チェン ジの構築など 、資金
分配団体自身が成果志向になることも必要なのではないかと考えます。
以上です。
○小宮山会長

あ りがとうござ います。そう ですね。そこ はとても重 要です。資金 分配団

体が成果を問われるということです。どうもありがとうございます。
宮城専門委員、お願いします。
○宮城専門委員

私は議論の進 め方自体に対 しての御提案 でもあるの ですけれども 、今の

駒崎さんの御提案 だったり宮本 委員の御指摘 だとかも含め て、基本理 念の具体化と いうと
ころを一旦議論し 切らないこと には、その他 のかなりブレ ークダウン された具体的 な指定
活用団体だとか、 コンプライア ンスの議論を 固めていくこ とが難しい のではないか という
危惧をしておりま して、そもそ もの休眠預金 を使ってどう いう社会を つくっていく のか、
そのプロセスの基 本的なストラ クチャーはど うあるべきな のかという ようなことを 一旦議
論をある程度し尽 くさないと、 同時進行で実 際のコンプラ イアンスの 話だとかを進 めてい
くと、そこでかみ 合わないこと も出てくる。 かみ合わない といいます か、議論が落 ち着か
ないというか、レ イヤーがどう してもばらけ てしまうこと が起きるの ではないかと 思いま
して、例えばワー キンググルー プみたいな形 で議論する機 会をつくる のか、何かし らこの
議論をどう落とし 込んでいくの かという設計 に関して、も し場合によ って既にお考 えのこ
とがあればお聞か せいただきた いですし、前 回と今回の議 論を伺いな がら、改めて この議
論の展開を整理する必要があるかなと思いました。
○小宮山会長

ありがとうございました。

では栗林専門委員。
○栗林専門委員

私は前回発言 しなかったも ので、１番、 ２番につい て資料を提出 しまし

た。
今、いろいろな 委員さんから 革新的手法と か、そういう 議論が出て きましたけれ ども、
私たちは地域で乳 幼児から小学 生ぐらいまで の子どもたち とつながる 活動をしてい ます。
その中で人はそん な革新的手法 で育つことは ありません。 人は人とつ ながって、大 事にさ
れるということし か基本的信頼 感とか、自立 につながる近 道はないと 思っています 。そこ
をどうやって、そ ういう取り組 みには制度も 何もない中で 、こういう お金を使って どこま
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でつながりをつく っていくか、 信頼感を育て ていくかとい うのは、本 当に結果は見 えにく
いのですけれども 、昨今、問題 になっている オレオレ詐欺 とか、そう いう問題の根 本的な
解決は、人は人に よって育つと いうか、そこ の部分が今、 社会に一番 欠けていると ころな
のかなと思っています。
その中で今、こ ども食堂とい う取り組みが ものすごい勢 いでムーブ メントになっ ていま
すが、この取り組 みは地域の方 が、地域の子 どもたちのた めに、本当 にボランタリ ーな精
神で始まっている のです。そう いうある意味 、革新的では ないけれど も、でも、だ からこ
そ革新的だと思い ます。そうい う取り組みを いかにどう広 げていくか という視点も 入れて
いただければと思います。
なかなかそうい う意味では成 果が見えない のですが、実 際にこども 食堂を運営し ている
主婦の方たち、子 どもにとって 斜めの関係の 大人が大事だ と言われて いますが、地 域の方
にとってもいつも 旦那さんと２ 人だけで食卓 を、テレビを 見ながら無 言のまま会話 をして
いるような地域の 主婦がそうい う場に出てく ることによっ て生きがい を見つけ、そ れは結
果的に未病対策にもつながるのではないかと思っています。
以上です。
○小宮山会長

ありがとうございます。

確かにそんな革 新的に人をつ なげるような ことはやって いくよりし ようがないん だとい
うのはおっしゃる とおりなのだ ろうけれども 、それを広げ るために何 か上手な革新 的な手
法というものがあるのかもしれない。
工藤さん、どうぞ。
○工藤専門委員

６番の社会的 インパクト評 価につきまし て、過去に 幾つか既にチ ャレン

ジをしてみました 。内容としま しては働いて いない若者の 就労であっ たりとか、東 北の復
興であったりとか 、最近ですと 生活保護下に ある若い人た ちの支援の インパクト評 価を出
してみたのですけ れども、非常に この評価に 対する一般的 な評価がなか なかいただけ ない。
つまり出た数字で はなく、イン パクト評価そ のものがわか らないので 、出てきたも のが正
しいか正しくないかの判断まで行かないことが多いなと考えています。
先ほど服部委員 から広報の話 とかもありま したけれども 、就業であ るとか、比較 的数値
化したときにイン パクトが計測 しやすいもの が高く出るの ですが、一 方で子どもた ちの支
援もやってはいる のですが、現 場の人たちか らすると変化 のほうがも ともと大きい 。つま
り笑顔になりまし たとか、外出 できるように なりました、 気持ちが高 まりましたと いう変
化を大切にして支 援活動をして いく。最終的 に就業なのは あるのです けれども、一 つ一つ
の変化に着目して いただきたい のですが、一 方で成果が数 値で出たと きに低くなっ てしま
う傾向がある。そ れを高くする ことがまた評 価をゆがめて しまうとい うことが幾つ か散見
されています。
それはこれから 評価団体が一 生懸命考えら れたりとか、 資料６にも ありますとお り、そ
ういうことを推進 していこうと いうことがあ るかと思うの ですけれど も、この議論 をやっ
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ていきますとかな りマネジメン トとして評価 、成果を理解 して数値化 をする部分と 、現場
の人たちが大切に していること が評価され得 ない、もしく は数字にな るとどうして も低く
してしまうという ことで、成果 のためにやっ ているわけで はないのだ けれども、一 方で成
果のために頑張る ので、自分た ちの頑張りも 評価してほし いところが 大分起こって くるの
ではないかと思い ます。その意 味で広報であ るとか一般的 にどこに着 目をしていく のかと
いうことを少しど こかのタイミ ングできっち りとやってい かないと、 インパクト評 価がち
ゃんと出たからい いものである 、もしくはそ うではないと いうことだ けで走ってい くのは
やや危険なことを感じております。
以上です。
○小宮山会長

評 価は難しいで すよね 。成果って何 だかというの も、も しかしたらNP Oに参

加した人の数がふえたということ自体が評価の対象にもなり得るでしょ うから。
○工藤専門委員

宮本委員から もありました けれども、短 期的に出し やすい案件と 、子ど

もですとこの前、 小４から６年 かかわった子 が高校に進学 したのです が、６年かけ て高校
に進学したという のはとても長 い時間と、す ぐ中退する可 能性のリス クも当然ある わけで
すので、ここら辺 は短期的成果 も大事ですけ れども、長期 になると評 価の仕方が非 常に難
しくなってくる。この理解を進めていくのが大事だと思います。
○小宮山会長

そうですね。

小河専門委員、どうぞ。
○小河専門委員

今まさに評価 の部分、栗林 専門委員が書 かれている ところにも、 ６ペー

ジのところ、多分 時間がなくて おっしゃらな かったと思い ますので、 私からも少し 申し上
げたいと思います。
特に子どもの支 援、今、工藤 専門委員から もお話があり ましたよう に、本当に長 いスパ
ンで見ないといけ ない部分があ る。その非常 にわかりやす い事例がこ れで、よく例 えば高
校の進学率等で、 生活保護世帯 が今まで８割 台だった進学 率が95％に なりましたと いうよ
うなものが、実は まやかしの部 分もあるとい うか、実際の ところ子ど もを支援して いる、
逆に行政からそう いうことを求 められるので 、学習支援の 現場の中で とにかく願書 を出し
ておけばいいでし ょうというよ うな指導もあ ると聞く部分 もあります 。学校なんか でも、
とにかく国立大学 に何人行くの が高校の評価 みたいな部分 があったり しますので、 そうい
った部分ばかりが 評価の基準に なってしまう と、一見わか りやすいよう なのですけれ ども、
実はそうではない 。子どもにと ってはここに 例が書いてあ るようにす ぐやめてしま って、
中卒と結局同じだ ということで は意味がない というところ もあります 。こういった ところ
をしっかりと考えていくことも必要だと思います。
私からは以上です。
○小宮山会長

ど うもありがと うございます 。評価は難し い。でもや っているとこ ろもあ

るから、いい方向を考えれば。
○程委員

皆様の お話を伺って 、何点か気づ いたことにつ いてお話し します。１点 目は、
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しっかり原則を定 義しておく必 要があるとい うことです。 指定活用団 体やその他の 資金分
配団体についても 様々な議論が なされると思 われるので、 常に立ち戻 れる原則とい うもの
が必要だと思います。
２点目は、事実 をしっかりこ の委員会の裏 で確認しない といけない ということで す。定
義にもよるかとは 思いますが、 社会課題が革 新的かどうか といった議 論が今までも なされ
ていますが、実際 にどんな社会 課題をどう分 類するのかと いう整理が 必要だと思い ます。
その際には、それ ぞれの社会課 題に対して自 治体が取り組 んでいるの か、それとも 民間が
取り組んでいるの かといった財 源の観点や、 ソーシャルイ ンパクトボ ンド等の革新 的な手
法を取り入れてい るかといった 、課題に対す る取り組み方 といった観 点が必要だと 考えて
います。
それから、団体 のライフサイ クルという観 点からの議論 もなされて いますが、立 ち上げ
の段階から支援を するのか、中 堅に位置する 団体の支援を するのかと いった整理も 必要で
あると考えていま す。こういっ た団体の分類 によっても、 評価の仕方 が違ってくる と思い
ます。
それから、これ は単に私のア イデアですが 、これだけ情 報が氾濫し ているビッグ データ
の時代、指定 活用団体や 資金分配団体 がICTを活用し ながらその インパクトを 測る、ニーズ
を把握するなどし て、それを対 外的に発信す ることで透明 性を高める というのは一 つの方
法としてあるので はないかと思 います。行政 はICTを活用し てビッグデ ータを解放す ると言
っていますので、 指定活用団体 や資金分配団 体と行政との マッチング は必要ではな いかと
思います。
加えて、重要な キーワードと なってくるの は、資金を配 分する際の 事業ポートフ ォリオ
だと思います。そ の事業ポート フォリオをつ くっていく段 階としては 、まず指定活 用団体
に大きく配分する ポートフォリ オがあり、そ の中で既定の ３分野のよ うに、より細 分化さ
れたポートフォリ オがあるとい ったイメージ をもっていま す。指定活 用団体や資金 分配団
体も、何らかのポ ートフォリオ 的発想を持っ ていかないと いけないの ではないかと 思いま
す。その際に大事 になってくる のは、評価す るための何ら かのモデル をつくるとい うこと
です。社会的イン パクトの中に は経済的イン パクトもある し、単純に 経済的な指標 では測
れない、例えば助 かった人の数 や変化といっ たインパクト もあると思 います。この 辺は欧
米などの先進事例 を学びつつ、 日本らしいも のをつくって いくという ところが非常 に重要
だと思います。
以上です。
○小宮山会長

どうもありがとうございました。

大体皆さん御協 力いただいて 、あれですか 、どうしても この１点だ けはという問 題はご
ざいますか。
○駒崎専門委員

今日の議論を ごらんになっ てもおわかり のとおり、 レベル感がば らばら

なのです。すごい 手法の話とか 評価の細かい 話もあれば、 大枠の話も あったりして 、そう
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なると議論が積み 上がっていか ない部分もあ るので、合意 するところは しっかり合理 して、
合意を積み上げて いくというの が必要かなと 思っているの で、原則と いうものをち ゃんと
つくったほうがいいかなと再度申し上げたいと思います。
○小宮山会長

重 要だと思いま す。今日いろ いろな意見が 出ています ので、事務局 で論点

をまとめてください。
○野村委員

私は 皆さんの暗黙 の前提になっ ていることの 中で概念を 砕いていただ きたい

ということを何回 もお話してい るのですけれ ども、評価の 話について も、評価とい うと最
後にするものとい うイメージが ありますが、 実際に活動し ていく中で 評価基準があ るから
こそ選定もできる わけですし、 モニタリング もできるとい う形になる と思いますの で、何
となく今まで行政 というのは最 後に評価を持 っていきなさ いと言うか らアリバイに なって
しまうのです。で すからそこを 溶け込ませて いくという意 味では、評 価の仕方がき っと基
本原則と言ってい る意味なのだ と思いますけ れども、そこ から議論を 始めて、それ を組織
の中に溶け込ませていくような仕組みをつくる必要があるかなと思いま す。
○小宮山会長

ありがとうございます。

今、最後にお二人から非常にまとめ的ないい御議論をいただいている と思います 。
宮城専門委員が おっしゃった のもよくわか るのです。理 念を固めろ という話と同 じなの
です。ただ、理念 だけでやって いると切りが ない。これは 大学の議論 なんか見てい ればよ
くわかる。私たち はやはりこの １年半後にき ちんとしたも のを始める というのは前 提で、
ただし、理念だの 原則をちゃん とやらなけれ ばいけないと いうのもあ れなので、抽 象と具
体といいますか、 あるいは理念 と実態といい ますか、そう いうものの 対応を皆さん 同じこ
とをおっしゃって いて、透明性 と言っていて も何を考えて いるか実は わからない。 多分、
透明性というとこ ろでは皆さん 、合意さ れると思われ るけれども 、一体 、何の透明な のか。
一番トップの団体 の透明性から 、内閣府の透 明性から入っ てくるのだ から、末端の 透明性
まであるわけで、 そこら辺を明 確にできるだ けしていくた めには、ケ ーススタディ ーをや
ってみることが非常に有効なのではないかと思います。
それで具体のこ とを見ながら 理念のほうに も反映させて いくという プロセスは間 違いな
く必要なことですよね。それをぜひ積み重ねたいと思います。
具体的にどのよ うな手法で社 会課題の解決 に取り組んで いるかとい ったような、 ミクロ
な事例の積み重ね も同時にやっ ていきたいと 思います。今 日も栗林専 門委員の話や 牧野委
員の話で具体例が 皆さんちょろ っと出ており ます。このた めに現場で 社会課題の解 決に取
り組まれている専 門委員におか れましては、 具体的に①ど ういった社 会課題につい て、②
どういった手法で 取り組んでい るのかについ てケーススタ ディーを示 していただく 。それ
を参考にしながら 理念、原則と いったほうに 反映させてい くというよ うな進め方を させて
いただきたいと思います。
ケーススタディ ーの調査の仕 方について、 詳細は事務方 から御連絡 していただき ますの
で、御協力をお願いしたいと思います。
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○萩原委員

進め 方なのですけ れども、これ だと１人３分 しかしゃべ れないので、 できれ

ばワークショップ 的に今日の論 点について２ つ、３つぐら いにワーク して、わっと 出した
ものをまとめるみたいなやり方もぜひ。
○小宮山会長
○萩原委員

場合によっては必要になるかもしれません。
ワー キンググルー プという話も ありましたの で、ぜひそ ういった方法 もとっ

ていただければと思います。
○小宮山会長

ま ずケーススタ ディーのヒア リングをやり たいと思い ます。今の点 は考え

ます。
議事の２番目、 「ヒアリング の実施につい て」に移りた いと思いま す。ヒアリン グの進
め方につきまして事務局から御説明ください。
○濵田室長

資料５をごらんいただきたいと思います。

ただいまお話が ございました ケーススタデ ィーというこ とも意識を いたしまして 、この
ような形でヒアリングを行っていただいてはどうかという御提案でござ います。
日時、所要時間 でございます が、７月中旬 、２日間、１ 日４時間と かなり長時間 で恐縮
でございますけれ ども、いわゆる 定足数が必 要になります 正式な審議会 の形式ではな くて、
懇談会の形式で、あ らかじめ時間 割的なもの をお示しした いと思います ので、委員の 皆様、
専門委員の皆様の 御都合がつく ところを出て いただくとい う、出入り 自由の形式で 行って
はどうかと思っております。
テーマにつきま しては法律の 活用分野の３ つにつきまし て、それぞ れ具体的な課 題がど
ういったものかと いう深掘りを する議論と、 （４）にござ いますが、 資金提供者、 中間支
援団体、この横断 的に見ておら れる方々から 見てどうかと いうような ことでグルー プ分け
をして行ってはどうかと思っております。
対象でございま すが、委員の 皆様から御推 薦いただいた 団体がかな り多数、80団 体以上
出ておりまして、 できるだけ多 くの団体から と考えますと 、40ぐらい の団体、有識 者から
ぜひヒアリングを させていただ きたい。会長 に御指定をい ただくのだと 思っておりま すが、
できましたら残り の団体に関し ましても、書 面で意見を提 出していた だくようにお 願いし
てはどうかと思っております。
ヒアリングの事 項としてお願 いすべき中身 を特に３点書 いてござい ますが、優先 的に解
決すべき社会課題 は何か。ただ 、休眠預金の 活用というこ とを考えま すと、行政で 手が届
かないようなもの はそのうちど ういうものか 。また、法の 理念を踏ま えた場合に手 法とし
てどのようなこと で解決してい くべきものか 。こういった 点もあわせ て御発表いた だくと
いうことでお願いしてはどうかと思います。
進め方でござい ますが、下に ございますよ うに、各団体 から５分以 内ということ で御提
言をいただいて、 質疑応答をい ただいた後、 できれば委員 、専門委員 間だけでのフ リーデ
ィスカッションの時間も一定程度とれればいいのではないかと思ってお ります。
以上でございます。
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○小宮山会長

ありがとうございます。

どうぞ。
○程委員

今まで の議論を受け ても、できる だけ成果志向 とかアウト プット志向に なって

もらうだとか、ソ ーシャルイン パクトを測ら ないといけな いというこ とは明らかだ と思い
ます。ですので４ つ目に、活動 している団体 は社会インパ クトや成果 をどう見てい るかと
いう項目も入れておいたほうがいいのではないですかと思いますがいか がでしょう か。
○小宮山会長

そうですね。本当にそうだと思います。

私が今、考えて いるのは、萩 原さんからワ ーキンググル ープをつく って議論した らどう
かという議論があ って、今日の 議論を整理し ていただいて 、必要に応 じてやりまし ょう。
多分、協力してくれるのだと思います。
それでは、今の ことを含めま して委員、専 門委員から御 提案いただ いたヒアリン グ候補
の団体、有識者を まとめたヒア リング候補リ ストをお手元 に机上配付 資料として配 付して
おります。本リストについて特段お気づきの点があれば御発言いただけ ればと思い ます。
駒崎さん、ございますか。
○駒崎専門委員

基本的には現 場の団体に関 してのヒアリ ングの質問 事項はこれで いいか

と思うのですが、 中間支援団体 なども入って おりますので 、その場合 、質問事項が 貴団体
の活動を通じて何 が優先的に解 決すべき社会 課題かという 聞き方は、 もしかしたら 中間支
援団体というか、 実際にそのテ ーマを持って いるところを 支援という のがある種、 役割な
ので、質問項目と してどうかな とは思うので 、来る団体に 合わせて質 問の微調整は 必要か
なと思いました。
○小宮山会長

ありがとうございます。

ほかに何かございますか。どうぞ。
○宮城専門委員

このヒアリン グのときに、 海外の事例は もともと外 されていたの かわか

らないのですけれ ども、海外も 含めて今回の 休眠預金の活 用というこ と全体のあり 方とい
うか、これを通じ て課題が解決 されているよ うな社会をつ くっていく というような 、そう
いう意味でマクロ な観点での事 例、ケースも 特に早い段階 で見ておく べきかなと思 ってい
まして、それは海 外での事例が 適切なのか、 日本でも他の 領域で同じ ような、これ は政策
との絡みも含めてケースがあれば見ておくべきだと思います。
○小宮山会長

ありがとうございます。よろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、今の 御意見も含め まして資料５ のとおりヒア リングを進 めると同時に 、対象
団体、有識者に関 してはヒアリ ング候補リス トを踏まえて 、私のほう で分野のバラ ンスあ
るいは今の海外の 問題なんかも 含めてどうす るか、私のほ うで案を決 定させていた だきた
いと思いますが、よろしゅうございましょうか。
（「異議なし」と声あり）
○小宮山会長

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます 。

最後に議事３、 その他ですが 、今日も随分 議論ができま したが、本 日は社会的イ ンパク
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ト評価について簡単に御紹介をさせていただきたいと思います。
前回でも本日も そうですし、 成果を明らか にすることが 重要だ、あ るいは成果志 向で資
金提供することが 重要だ、ある いは成果とい うものをどの ように測る かというのは とても
難しいといったよ うな、さまざ まな観点が成 果に出ており ます。この 休眠預金の活 用とい
う原資を考えます と、これは預 金者の預金を 原資としてお りますので 、その成果を 見える
化することが非常 に重要だと思 います。休眠 預金等活用法 では「成果 に係る目標に 着目し
た助成等」（第16 条５項）、「 休眠預金等交 付金に係る資 金の活用の 成果に係る評 価の実
施」（第18条第２ 項第６号）と いった社会的 インパクト評 価の手法の 活用というこ とが想
定されております。
また、同法に規 定する社会の 諸課題を解決 するための革 新的な手法 の開発を促進 するた
めにも、社会的イン パクト評価の 活用という ものは不可欠 であります。休眠預金の活 用と、
社会的インパクト 評価の実施は 、いわば車の 両輪でござい ます。休眠 預金の活用サ イクル
にどのように社会 的インパクト 評価を組み込 むか、それが 今後の重要 な検討課題の １つと
考えています。
社会的インパク ト評価の概要 、その現状等 について委員 、専門委員 で認識を共有 する必
要がございますの で、今までの 考え方につい て事務局から 御説明をい ただきたいと 思いま
す。
○岡本参事官

資 料６をごらん いただければ と思います。 社会的イン パクト評価イ ニシア

チブということで 、休眠預金の ほうに今、会 長からござい ましたよう に成果という ものが
条文で入りました ので、約１年 半前に内閣府 のほうでワー キングを立 ち上げまして 、社会
的インパクト評価 の概念整理を 始めました。 その成果を踏 まえて官民 とあわせて昨 年６月
に社会的インパクト評価イニシアチブというプラットフォームを立ち上 げておりま す。
社会的インパク ト評価は日本 の場合、欧米 に比べて約20 年以上おく れている現状 でござ
いまして、そうい ったものをな るべく早く欧 米に追いつく 形にしたい ということで ござい
ます。このような イニシアチブ はイギリスと かオーストラ リア、海外 で行われてい るもの
をモデルにしてお りまして、こ の過程におい ても欧米各国 の政府とか 、各研究機関 とも現
在も意見交換を行いながら、こういったプロジェクトを進めております 。
その過程におい てロードマッ プというもの を策定してお りまして、2 020VISIONと いうこ
とで、2020年まで に社会的イン パクト評価を 広く社会に定 着させ、社 会的課題の解 決を促
進させるというこ とが書いてお ります。また 、その中の右 側の真ん中 でございます が、い
ろいろございまし たが、我々も 評価をするた めに評価をす るという意 識ではござい ません
で、ちょうど真ん 中ですが、欧 米でも既にイ ンパクトを評 価するだけ でなく、イン パクト
志向の経営を行う 。インパクト マネジメント という発想に 移っており ます。インパ クトを
事業経営の中に入れていくというようなこと。
もう一つありま すのは 、御発言があ りましたけれ ども、I CTを活用し てインパクト 評価を
行うということで 、実は現在、 スマホを使っ てリアルタイ ムで評価を していく、事 業活動
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に入れていくとい う取り組みを 実はリーンプ ロジェクトと いうことで 欧米で始まっ ており
ます。実は日本も 我々このイニ シアチブの事 務局とあるIT 企業と一緒 にこのシステ ムの開
発をしようという ことで今、進め ておりまし て、今までの年 に１回とい うことではな くて、
リアルタイムで評 価をして、そ れを事業計画 に反映できる ような簡易 な仕組みをつ くりた
いということで、官民あわせて一緒にやっていこうという取り組みをし ております 。
昨年６月に第１ 回のSocial Im pact Day 20 16を開催いた しました。 このときには イギリ
スのNPCのまさにイ ンパクト評価 の第一人者 のTrisさんを お呼びいたし ましたが、今 回はオ
ーストラリアのル ース・ローレ ンスさんとい う方をお呼び しておりま す。日本にも 何度か
来日されておりま して、私も何 度か御議論さ せていただい ております が、大体オー ストラ
リアが日本の３年 ぐらい先を行 っております ので、ちょう ど目指すの にいいかなと いうこ
とで今回、お呼びさせていただいております。
31日から公募さ せていただい て、実は去年 が５日間で満 員になりま して、今日は ３日目
なのですが、既に 半分を超えて いるというこ となので、恐 らく今日中 くらいに満員 になっ
てしまうかなとい うことで、６ 月29日にトー タルで１日か けて議論を していくとい うこと
でございます。
裏面をごらんい ただきますと 、まさにロー ドマップとい うことで、 これも民間と 一緒に
35団体と初めて議 論をしてロー ドマップを策 定しておりま して、テー マ１からテー マ３ま
で３つのプロジェ クトに分けて 進めていくと いうことで、 2020年まで ロードマップ とそれ
ぞれどういったア クションをと るのか。あと ワーキングと いうことで 、今年度は８ つのワ
ーキングを立ち上 げて、それぞ れ民間とどこ の団体が中心 になってや っていくのか という
ことで、こういっ たチームを立 ち上げて官民 まさに一緒に なってやっ ていこうとい うこと
で、現在135団体に なっておりま す。オースト ラリアは既に1 ,000団体入 っております ので、
我々も早い段階で1 ,000団体ある いは2,000団 体に入ってい くという形 で、官民あわ せてや
っていきたいとい うことで、SDG もあるので企 業さんも大分 入っていた だいておりま すので、
こういったものを ソーシャルセ クターに限る のではなくて 、行政も企 業も皆さん入 ってや
っているという取り組みを今、始めているところでございます。
以上でございます。
○小宮山会長

どうもありがとうございます。

こういったよう な国際情勢で 我々やってい るわけですが 、何か今の 御説明に対し て御意
見ございますか。どうぞ。
○服部委員

単純 な質問です。 内閣府さんの ほうではこれ をリードし てこられたイ ンパク

ト評価のことなの ですけれども 、休眠の審議 会の中では、 こことどう リンクさせて いくの
がよろしいのか。 ここに既にイ ンパクト評価 というものが でき上がっ ています。私 たちの
議論の中では非常 に差があった わけですけれ ども、ここの 評価手法な りを取り込ん で進め
ていくということ なのか、それ は２本離れて いるものなの か、一体な のか、それと も出て
きたインパクト評 価プラスアル ファがあるの か、どういう 関係で進め ていけばよろ しいで
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しょうか。
○岡本参事官

い わゆる社会的 インパクト評 価は１つの手 法ではござ いませんで、 実は欧

米でも1,000以上の 手法がござい ます。それぞ れの事業とか 資金規模に 応じて定性的 なもの
から定量的、金銭 的なものも含 めてさまざま なものをそこ から選択し ましょう、い わゆる
ソーシャルバリュ ーですので、社 会価値をあ る１つの物差 しで見ていく というだけな ので、
欧米でも１つの手 法があるわけ ではございま せんので、我 々もここで 推進しており ますの
はインパクト志向 になりましょ うということ なので、必ず しも金銭的 であるという ことを
全く言っておりま せんで、そう いう緩やかな 形の中でそれ ぞれの主体 がみずからど ういう
インパクトを測っ ていくのか、 あるいはどう いうものをミ ッションに しているのか から始
まると思うのです けれども、で はそれをどう やって測って いくのかと いうことも含 めてや
っていこうという動きでございます。
○小宮山会長
○野村委員

ほかに何か御発言ございますか。どうぞ。
評価 ですけれども、日本の中に は規制影響評 価というもの が長年にわた って、

これは行政の規制 が世の中にど れだけ影響を 与えているの かというこ とに取り組ん できた
と思うのですが、 一向に成果が 出ていない。 全く手法が開 発されてい ない。これは やはり
やり方についてな かなか難しい ものがあった のだと思いま すけれども 、そこの反省 点をし
っかり踏まえた上 で、何か新し いものが来た らそれに飛び つけば結局 うまくいくん だみた
いなものはやや幻 想みたいなと ころがあるの で、そこのと ころ、日本 で今までやっ てきた
ものでうまくいか なかったのは 一体なぜなの かということ を見ていた だければと思 います。
○小宮山会長

大 変重要と思い ます。組織的 に始めたのは 欧米が早い ということは 間違い

ないわけですが、 我々もいろい ろなところで いろいろな動 きがあった わけですから 、参考
にしながら新しいものをつくっていければよろしいのではないかと思い ます。
ほかに何か御発言ございますか。よろしければ、本日の議事はこれで 全て終了で す。
最後に事務局から連絡事項をお願いします。
○濵田審議官

事務局でございます。

次回の会議の日 程でございま すが、現在、 調整中でござ います。先 ほど申しまし たヒア
リングよりは前に 第３回目の会 議を行いたい と思っており ますが、日 程が固まり次 第、事
務局から御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、この場を おかりしまし ての御報告で ございますが 、このたび 休眠預金等の 活用の
あり方に関しまし て、広く国民 の皆様から御 意見を伺おう ということ で、我々内閣 府の休
眠預金等活用担当 室のホームペ ージに御意見 箱なるものを 設けました ので、御報告 申し上
げます。
以上です。
○小宮山会長

そ れでは、以上 をもちまして 本日はおしま いです。ど うもありがと うござ

いました。
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