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要旨 

１．SROI について 
・1980 年代にアメリカで開発された SROI はヨーロッパにわたり、社会的企業の⽀援政策と相まっ
て広く認知され、政策等でも活⽤されるようになった。⽇本でも数年前から注⽬が集まっている。 

・SROI は費⽤便益分析から派⽣したもので、⼿法⾃体に新規性があるわけではないが、「評価
結果を分かりやすく表現できる」「経済的効果だけでなく社会的効果や環境⾯での効果も含んで
測定できる」「ステークホルダーとのコミュニケ―ションが測れる」ことが他の事業評価⼿法にない特
徴である。⼀⽅で、事業間の⽐較可能性や測定結果の信頼性等の限界性もある。SROI は果
然な⼿法ではないが、そのような限界性を認識しつつ、その特徴を⽣かした活⽤が期待される。 

 
２．SROI 設計の⽅法について 

・今回、モデル事業として 2 つの事例について SROI を測定した。これを踏まえると、測定範囲の設
定、アウトカムの設定、代理指標の設定、死荷重、置換効果、効果低減等の設定及びデータ
収集等作業負担等がポイントになる。 

・これらを踏まえて、地域づくり団体⾃⾝が SROI を測定するためのマニュアルを作成した。マニュア
ルは、「地域づくり団体⾃信が活⽤できるようなワークシート⽅式」「SROI の測定プロセスの設計
⽅法の記載」「アウトカムの参考事例等のデータの記載」などの⼯夫をした。 

 
３．SROI の政策等への導⼊可能性について 

・今回、⾃治体等へのアンケート及び⽀援団体等へのヒアリングを実施し、SROI の導⼊可能性に
ついて聞いた。多くの団体では、地域づくり団体との連携・⽀援において分かりやすい評価が求め
られており、定量評価のニーズは⾼く、SROI への関⼼も⾼い。 

・しかし、現段階では SROI の認知度は低く、現実的に導⼊可能性を判断する段階ではない。 
さらに、SROI を導⼊するうえでネックとなるのは、運⽤⾯では費⽤負担、作業負担等の問題で
あった。 

 
４．SROI の導⼊に向けて 

・今後 SROI を導⼊するためには、「SROI の認知度をさらに広めること」「SROI の測定をサポート
するためのデータや研究結果の蓄積すること」などが求められる。 
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第 1 章 研究の⽬的 

 
 
 
 

研究の背景、⽬的、及びその内容について記載する。 
 

█ 1.1 研究の背景、⽬的  ------------------------------------------  
（地域づくり団体に期待される役割と課題） 

まちづくりや観光振興等の地域づくり活動では、⾃治会、商店街やボランティア団体、NPO、
エリアマネジメント組織、社会的企業等のような地域づくり団体が⼤きな役割を果たしている。⾏
政が全ての地域づくりを引き受けるのではなく、多様な主体が連携・協⼒し、効果的・効率的な
地域づくりに取り組む事例が各地域で⾒られている。特に、近年衰退が続く地⽅では、公的⽀
援に頼るばかりではなく、⾃主財源を確保して事業収⼊をベースとした⾃⽴的経営により地域再
⽣につなげようとする魅⼒的な活動が展開されている。 

今後、⼈⼝減少、⾼齢化による財政制約が強まり、都市縮退に伴い多様な地域課題が考
えられる中で、地域づくり団体は課題解決の主体としての役割が期待されるとともに、⾃⽴的経
営で地域経済を牽引し、雇⽤を確保する役割も期待される。 

しかしながら、このような考え⽅や取り組みには多様な意⾒（例えば、地域づくり活動と事業
収益の問題等）があり、各地域づくり団体とも地域内での理解や協⼒を得ることに苦労している。
これは、「地域づくり活動は特別な⼈が取り組むもの」という認識がまだまだ強く、「どのような活動
でどのような効果をあげているかわからない」と効果への理解・共感されておらず、「何をやっている
かわからない」という不安感を持たれていることが要因としてある。 
（評価への取り組み状況） 

⼀⽅で、「地域づくり活動の効果を明らかにしよう」とする動きは、⾏政評価が導⼊し始めた
1990 年代、そして NPO 等の活動が盛んになった 2000 年代から⻑く⾏われてきた。しかしなが
ら、現状では、評価と⾔っても定型的な活動報告等が中⼼で、評価を通じた積極的な新規事
業開拓や資⾦調達、ネットワークづくり、優秀な⼈材獲得などにつなげるまでには⾄っていない。 

これは、地域づくり団体等では収⼊の多くを公的資⾦に頼るケースがあり、その場合、資⾦提
供者である「⾏政に対する説明」に重点が置かれがちであること、また、公的資⾦では過去の評
価はあまり問われない（実績は問われるが成果は問われにくい）ため、評価を積極的に取り組
もうとする動機が⽣まれにこと、があるためだ。また、評価は費⽤や労⼒の負担が⼤きいため、その
優先順位が低くなりがちだった。さらに、わかりやすい定量評価は、いずれも簡単な⼿法ではない
ので、地域づくり団体⾃⾝が活⽤するにはハードルが⾼いという問題もあった。 
（地域づくり団体を取り巻く新たな環境） 

しかし、近年、地域づくり団体を取り巻く環境も少しづつ変化がある。 
ネガティブな⾯で⾔うと、地域づくり団体への公的⽀援についてだ。今後政府の財政は⼀層厳
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しくなることが予想され、地域づくり活動に対する公的⽀援がこれからも⻑く続いていくかは不透明
である。これまでのような公的資⾦に⼤きく依存する地域づくり団体の経営は⾒直していかざるを
得ないだろう。 

⼀⽅で、ポジティブな⾯で⾔うと、地域づくり団体にとっても多様な資⾦調達可能性が⽣まれ
ている点だ。 

⼀つは、寄付税制の改正により NPO（認定 NPO 法⼈）の寄付が受けられやすくなっている
ことである。寄付控除が導⼊されたことで、個⼈・法⼈が寄付をするときのインセンティブが多くなり、
寄付に関⼼が低かった⼈たちも寄付について考え始めている。また、近年、クラウドファンディングと
⾔われる不特定多数の⼈からインターネットを通じて活動資⾦を募る仕組みが拡⼤しており、個
⼈から地域づくり団体へ直接寄付などを募りやすい環境が整備されている。今後、ますますクラウ
ドファンディング等は⼤きくなることが予想されており、地域づくり団体にとっても新たな資⾦獲得の
道になりえる。 

さらに、団塊世代が⾼齢となり、この世代の⽅々の遺贈寄付（遺⾔で遺す財産を相続⼈以
外の特定の⼈や団体に寄付すること）が増えつつある。遺産を社会的に有効に活⽤してほしい
⽅が⾮営利組織などに寄付をするケースで、アメリカの NPO では、収⼊の約 8％がこの遺贈寄
付によるものだと⾔われている。 
（SROI への注目） 

欧⽶では、1990 年代からの NPM（New Public Management：⺠間企業の経営⼿法
を公共部⾨にも適⽤し、マネジメント能⼒を⾼め、効率化・活性化を図る考え⽅）の流れの中
で、多様な公共サービスへの社会的事業の導⼊が取り組まれ、その科学的な効果測定⼿法が
開発、導⼊されてきた。特に、近年、イギリスでは、社会的企業の更なる活躍を促進するために
SROI（費⽤対社会的効果：Social Return on Investment）の導⼊が検討されており、
G8 議⻑会議で Social impact Investment FORUM が開催されるなど、⾮営利活動の投
資可能性を測る指標として SROI への注⽬が⾼まっている。 

そこで、本研究では、地域づくり団体が活⽤しやすい SROI のあり⽅を検討するとともに、その
政策等での導⼊可能性について検証する。 
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SROI とは・・・ 
SROI は社会的投資収益率と訳され、公共サービスやサードセクター等による事業の社会

的価値を測る指標である。SROI は、アメリカのファンドである「REDF(Robert Enterprise 
Development Foundation)」が開発し、イギリスの⾮営利系シンクタンク「nef(New 
Economics Foundation)」が応⽤・発展させた。 

SROI は費⽤便益分析⼿法の⼀つで、投⼊した費⽤に対してどれくらいの便益があったかを
表すものであり、事業により創出した社会的価値の現在価値の総和を投⼊した費⽤で割戻し
たものである。SROI が１を越えていれば、社会的価値が投⼊された費⽤を上回ることになり、
投資価値があると判断できる。 

図表1 SROI の算出式 

SROI ＝
投⼊した費⽤（円)

事業により創出した
（貨幣価値換算済みの)社会的価値（円)

 

SROI は、１）経済的収益のみならず社会的価値も含んで設計されており、従来は⾒えづ
らかった社会的な課題解決の効果（例えば財政削減効果があったか、経済効果・雇⽤効果
がどれくらいあったか）を貨幣価値換算で「⾒える化」できること、また、２）SROI は⾏政機関
や投資家等のステークホルダー別にどれくらいの価値を提供しているかを説明できるようになる。 

図表2 SROI による事業評価のイメージ 

事業 実績 成果 社会的価値
健康予防講座
予算300万円

60回
200人参加

５人が安全
圏内へ

2000万円の医療費削減

500万円の総生産額増加

3万円の所得税増加

従来の事業評価はここまで。
社会的企業等の理解がな
かなか進まない。

社会課題に対する取り組み
効果を定量的に表せる。
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█ 1.2 先⾏研究  --------------------------------------------------  
本研究は、特に「地域づくり活動の事業効果測定⼿法」「SROI のあり⽅」「SROI の導⼊可

能性」が主な論点となる。研究に先⽴って、これらに係る先⾏研究、⽂献等を整理し、現在の到
達点等を整理する。 

まず、地域づくり活動の事業効果測定⼿法については、産業連関表を活⽤して各地域の事
業等の経済波及効果分析や雇⽤効果分析に係る研究が多く⾒られる。その他には、費⽤便益
分析に関する研究が⾒られ、その⼤半は公共施設に関わるものだが、いくつかは公共施設に関ら
ない事業で費⽤便益分析を導⼊した研究も⾒られる。例えば、「我が国の教育投資の費⽤対
効果分析の⼿法に関する調査研究」（株式会社三菱総合研究所）、「地⽅⾃治体の電⼒
投資の費⽤便益分析 : 地⽅⾃治体が電⼒を電⼒会社に販売するケース」（伊多波ら）があ
る。その他にも、地域政策のアウトカムを評価する「ロジックモデル作成による地域住宅施策のア
ウトカム評価に関する検討業務」（国⼟交通省国⼟技術政策総合研究所）しかし、地域づく
り活動等のソフト事業を定量的に効果測定する⼿法に関する研究は上記経済波及効果等に
限られている。 

SROI の効果について、⾮常に限られており、⾮営利組織等の事業評価⼿法の研究の中で、
例えば「⾮営利組織の社会価値会計─ソーシャル・アカウンティングによる⾒えない価値の顕在
化─」（⾺場）、「ソーシャルビジネスの事業構造と評価に関する研究評価」（中⼩企業総合
研究機構）でとりあげられている。また、海外の取り組みについて、例えば「英国における社会的
企業のアウトカム評価に関する⼀考察」（⼋⽊橋）、「ソーシャルインパクトと資⾦⽀援に関する
研究」（⾦川）では SROI について分析がなされている。 

⼀⽅で国外では SROI に関する研究等がなされており、その中で SROI への課題も挙げられ
ている。その代表的なものとして、「価値の貨幣化では表せない⼼理⾯での効果がある」「貨幣化
した価値の指標をするので、基準設定が難しい」「費⽤と社会的価値の算出は独断的になり、き
め細かい意思決定には使えない」「緻密な SROI を算出するためには相当なコストを要する」「補
助⾦が収⼊の多くを占めており、正確な現在価値の算出が難しい」「SROI の導⼊は社会的企
業への政府等からのコントロールを強めることにつながる」であり、SROI の指標設定、貨幣換算
の課題、算出コスト等が問題視されている。 

 

█ 1.3 研究の視点  ------------------------------------------------  
本研究は、SROI を学術的に分析、検討するだけでなく、「SROI を地域づくり活動の現場で

効果的に導⼊、運⽤するために何が必要か」という視点で検討する。 
そこで、地域づくり団体等向けに SROI 測定マニュアルを開発し、広く SROI の概念、活⽤を

広めることも視野に⼊れている。これにより、以下の 2 つの効果を期待する。１）地域づくり団体
⾃⾝が簡便に活動の効果測定ができるようになり、⽀援先企業・団体や地域の関係者等に PR
したり、NPO ファンド等に資⾦調達をする際の説得材料として活⽤でき、経営基盤の強化に結
びつくことが期待できる。２）また、SROIの導⼊により、⾼い効果をあげる地域づくり活動を抽出
することが可能となり、それを同じ課題を抱える他地域に普及（スケールアウト）させることも期
待できる。地域協働推進機構では社会的企業等の他地域展開（スケールアウト）の⽀援を
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⾏なっており、SROI を活⽤した地域づくり活動の拡⼤にもつなげていくことを考えている。 
併せて、このマニュアルを踏まえ、SROI が社会に広く受け⼊れられるための効果の受け⼿側で

ある⾏政、投資家、地域関係者等から⾒て、SROI の活⽤可能性等についても整理する。 
 

█ 1.4 研究内容  --------------------------------------------------  
 
▎ 1.4.1 調査内容・調査フロー 

本研究は、の地域づくり活動の事業効果の測定⼿法を開発するために、１）国内外の
SROI の先進的な導⼊事例を分析しつつ、２）地域づくりのいくつかの分野で SROI を設計し、
３）いくつかの事業で実際に効果を測定し、４）これらを地域づくり団体向けのマニュアルとして
とりまとめる。さらに、５）⾃治体、投資家等に SROI、SIB の導⼊可能性を聞く。 
図表3 調査フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１）SROI の先⾏事例分析 
SROI の評価指標、評価⽅法等、導⼊事例、導⼊事例等をインターネット、⽂献をもとに調

査する。調査対象は、「NEF」（イギリスの中間⽀援機関）、「the SROI network」（イギリ
ス）、「NESTA」（イギリス）、「SOCIAL FINANCE Ltd」（イギリス）公共経営・社会戦略
研究所（⽇本）等を想定している。 
２）地域づくり活動で SROI を設計 

１）を踏まえ、地⽅において特に取り組むべき「遊休地活⽤」「若者によるまちづくり」の２分
野について SROI を設計する。また、後述の研究会での議論を通じて、アウトカムや代理指標の
あり⽅を検討する。 
３）実際の事業の SROI を測定 

２）で設定した２分野の事業の SROI を算出する。ここでは、ステークホルダーへのヒアリング
から、利⽤状況、⽣活改善状況等をアンケート、ヒアリングし、アウトカム、便益を算出する。 
４）SROI の測定マニュアルのとりまとめ 

３ ） 実 際 の 事 業 で
SROI を測定 

４）SROI 導⼊マニュ
アルのとりまとめ 

５）⾃治体、投資家
の SROI 活⽤可能性 

１）SROI の先⾏事
例分析 

２）地域づくり活動で
の SROI の設計 

研究会 
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モデル事業での SROI 測定を通じて、SROI 測定のポイントを整理し、地域づくり団体が⾃⾝
で SROI を計測できるようなマニュアルをとりまとめる。マニュアルには、SROI の概要、指標の設定
⽅法、調査⽅法、結果の読み⽅等を整理する。 
５）⾃治体、投資家等の活⽤可能性 

３）での SROI の測定結果をもとに、⾃治体、投資家等を対象に、にアンケート、ヒアリングで
導⼊可能性等について意⾒を聞く。⾃治体の意⾒は、規模・都市類型ごとに調査をしたいので、
関東エリアの 1 都 6 県 361 市町村の市⺠協働担当部署に対してアンケート調査を実施し、
SROI への理解及びその政策への活⽤可能性、SIB の導⼊可能性等を聞く。 

また、地域づくり団体等への投資、⽀援、協⼒を⾏う投資家、⾦融機関、助成団体等３団
体程度に、SROI への理解及びその政策への活⽤可能性、導⼊におけるハードルについてヒアリ
ングを⾏う。 

以上を報告書にとりまとめる。 
 
▎ 1.4.2 調査体制 

本調査・研究をサポートするために、研究会を設置する。研究会では、SROI 測定⽅法に対
する助⾔、測定結果に対する助⾔を得る。 
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第 2 章 SROI の研究等の動向 

 
 
 
 

SROI の関連資料や先⾏している SROI 測定事例等を整理する。 
 

█ 2.1 SROI の位置づけ  ------------------------------------------  
 

▎ 2.1.1  SROI の背景 

SROI は約 20 年の歴史を持ち、NPO や社会的企業の活躍と並⾏して、導⼊、普及してき
た。この背景には、NPO 等⾮営利組織の活動が拡⼤する中で資⾦調達の需要が⾼まりに、⽀
援者に事業効果を明確に説明することが強く求められ、そのツールとして期待されたことにある。ま
た、⽀援者の側においてもCSRや助成等で多額の資⾦供給をしている中で、その説明責任をに
求める傾向が強くなっていることも背景にある。特に、アメリカ、イギリスの NPO 等は⾃主⾃⽴の
意識が⾼く、資⾦調達をするためには事業をプレゼンテーションすることが定着しており、このような
わかりやすいツールが求められたという背景もある。 

 
SROI は費⽤便益分析の⼀つで、費⽤と便益を⽐較することで事業の効率性を測り、資源

配分等の政策決定のための情報を得る事業評価の⼿法である。費⽤便益分析では、便益／
費⽤の値を算出し、その値が１以上であれば総便益が総費⽤より⼤きいことから、その事業は妥
当なものと評価される。 

費⽤便益分析については、我が国でも、国⼟交通省をはじめ各省が、維持･管理に係る事
業、災害復旧に係る事業等を除く公共事業を対象に、事業の予算化判断のための評価(新規
事業採択時）、事業の継続⼜は中⽌の判断のための評価(再評価)、改善等今後の対応の
判断のための評価(事後評価)を⾏うとしており1、既に道路事業、ダム事業、港湾等 21 事業分
野で費⽤便益分析マニュアルを作成され、政策において評価が導⼊されている。2 

                                                  
1 再評価は、①事業採択後 5 年間が経過した時点で未着⼯の事業、②事業採択後 10 年間が経過した時点で継続中の事業、③準備･
計画段階で５年間が経過の事業、④再評価実施後５⼜は 10 年間が経過の事業、⑤社会経済情勢の急激な変化、技術⾰新等により再
評価の実施の必要が⽣じた事業を対象とし、事後評価は、事業完了後５年以内を対象としている。  

2 国⼟交通省では「公共事業評価の費⽤便益分析に関する技術指針」(平成 16 年)を策定し、河川･ダム、道路･街路、港湾、航空、鉄道
等の 21 分野でマニュアルを策定している。また、農林⽔産省(農業農村整備、林野、⽔産）、経済産業省(⼯業⽤⽔道)、厚⽣労働省(⽔道)、
環境省(廃棄物処理施設、⾃然公園)においても同様のマニュアル等が作成されている。 

第２章

SROI の研究等の動向
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▎ 2.1.2  評価体系における SROI の位置づけ 

地域づくり団体等の⾮営利組織の評価⼿法3は、評価対象別に「組織評価」「事業評価」
「財務評価」の３つに分類できるが、SROI は事業評価に位置付けられる。 
図表4 地域づくり活動団体の評価体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「⾮営利組織の評価について」（⾺場英郎⽒）に加筆 

 
また、下図表は評価体系を別の視点で整理したものである。上記を踏まえ、事業評価、評価

を「定性／定量（定性的に評価するか、定量的に評価するか）」と「経済的価値／社会的価
値（何を評価するか）」を視点として整理すると、SROI は事業の社会的価値を定量評価する
⼿法として位置付けられる。 
図表5 地域づくり活動団体の事業評価体系 

 

定量的

社会的価値経済的価値

バランススコアカード
ＫＰＩ 満⾜度調査

経済波及効果

事業報告

ＳＲＯＩ

OUTCOME Star

ROI
収⽀

The LM3

 

                                                  
3 http://www.socialimpactscotland.org.uk/understanding-social-impact/methods-and-tools/outcomes-star/ 

4 http://www.janic.org/more/accountability/ 

5 http://www.excellent-npo.net/index.php/ja/ 

6 http://kyo-en.canpan.info/kyouen.html 
7 http://www.charitynavigator.org/ 

組織評価 

アカウンタビリティ・セルフチェック（JANIC）4 

エクセレントＮＰＯ5 

きょうえん（きょうとＮＰＯセンター）6 

社会監査 

事業評価 

事業報告 

ROI 

成果指標（ＫＰＩ） 

ＰｂＲ 

SROI・費用便益分析 

財務評価 

事業報告 

フルコスト 

Charity Navigator7 

会計監査 

社会会計 

定性的 
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▎ 2.1.3  SROI の活用場面 

SROI は、「地域づくり団体」の内部スタッフ、「⾏政」「企業」「助成団体・寄付者・投資家」等
の資⾦提供者等のステークホルダーごとに、「審査」「モニタリング」「経営管理」「説明・報告」の活
⽤場⾯が想定される。また、活動前にパフォーマンスを予⾒する使い⽅と中間・活動後にパフォー
マンスの検証する使い⽅がある。 
図表6 活用場面 

 審査 モニタリング 経営管理 説明・報告 

地域づくり

団体 

   ∙ 支援者に協力（寄

付、共同事業）を

呼びかけ 

  ∙ スタッフ間で進捗、

成果を検証 
∙ スタッフ間で目標、

活動内容、成果を

共有 

∙ 支援者に成果を報

告 

行政 

∙ 地域づくり団体を

選定 
∙ 地域づくり団体と共

同事業の内容を

共有 

  

 ∙ 地域づくり団体の

運営を検証 
∙ 委託費の支払額

決定 

∙ 事業継続や運営

方 法 （ 直 営 ／ 民

活）を判断スタッフ

間で目標、活動内

容、成果を共有 

∙ 協力・支援の成果を

市民・議会に報告 
∙ 予算要求で財政当

局に成果を報告 

企業 

∙ CSR で支援する

地域づくり団体を

選定 

   

 ∙ CSRで支援する地

域づくり団体の成

果を検証 

∙ 事業継続や運営

方法を判断 
∙ CSR の成果を経

営陣に報告 
∙ CSR の成果をステー

クホルダーに報告 

助成団体 
寄付者 
投資家 

∙ 助成・寄付・投資

をする地域づくり

団体を選定 

   

 ∙ 助成・寄付・投資し

た成果を検証 
∙ 事業継続や運営

方法を判断 
∙ 事業成果を経営

陣に報告 
∙ 事業成果をステー

クホルダーに報告

上段:活動前、下段：活動後 
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SSRROOII とと SSIIBB  

本研究では、当初、新たな資⾦調達⼿法であるSIB（Social impact bond）の評価
指標としてSROIが活⽤されるのではないかという仮説を持っていた。SIBとは、下図表のよう
に、公共サービスのコスト削減を⽬的とする予防的事業に対して⺠間から資⾦調達する⼿
法のことである。 

しかしながら、現在実施された SIB について各種⽂献やヒアリングを実施し、調査したとこ
ろ、SIB の評価指標として SROI が活⽤されているケースは⾒られず、SIB で SROI を活⽤
することは簡単ではないことが分かった。これは、SIB では、事業の成果が⽀払に直結するの
で（payment by result）、⾏政コストの削減効果を⽰す指標が求められるため（多様
な指標を含む SROI では成果が明確に表せないこと）、より明確な算出結果が求められる
ため（多様な指標から成る SROI は、多様なデータ根拠等を含むので算出結果の信頼性
が⾼くないこと）である。 

ただ、SIB は各国で広がりを⾒せており、どのような指標が適当かは、ケースを蓄積しなが
ら検討している段階である。今後も様々なケースが取り組まれることが考えられるが、その場
合の SROI の取扱いも注⽬される。 

図表7 SIB の仕組み 

現在の
公共サービス

コスト

将来の
公共サービス

コスト

コスト削減分

投資家投資家

社会企業等社会企業等

予防型事業

予防型事業により将来の
コストがより下がれば投資
家は配当が得られる

 

SIB は、公共サービス等において将来のコスト削減分をもとに⺠間から資⾦調達する仕組み。その効果
測定指標に SROI を⽤いる。「財政負担がない（⺠間から資⾦調達）」「⺠間のアイデアを活⽤し、効果
的な事業が期待できる」ことがメリット。 
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▎ 2.1.4  SROI の特徴（可能性と限界性） 

SROI は世界各国で特に⾮営利組織の事業評価⼿法として活⽤されているが、その可能性
と限界性は以下のように整理できる。 
①SROI の可能性 

SROI は、以下のような 3 点のメリットがあると考えられる。 
１つは、⾮営利組織の活動の価値にマッチしている点だ。NPO 等が取り組む社会課題や地

域課題の解決に取り組む事業は、社会的価値や地域住⺠の認識の変化、⾃然環境の改善
等の無形価値、直接の受益者を超える⾏政コストの削減等の価値を含むケースが多く、定量化
しにくいという問題があり、便益をいかに測定することは議論の対象となっている。その点で、従来
の定性評価やアウトプット評価ではメリットや成果を明確に表現しにくかったが、SROI では表現で
きるという期待がある。 

2 つ⽬は、定量的にわかりやすく表現できる点だ。従来の定性評価やアウトプット評価では、
「何を、どれくらいやったか」は分かったが、それによって「何がどのように変わったか」を明らかにするこ
とができなかった。その点、SROI はアウトプットの先のアウトカム、さらにインパクト（間接的なアウ
トカム）を含んで測定するので、活動によって「何がどのように変わったのか」を表現することができ
る。また、SROI の測定結果は、1.5、2.9・・・のような数字で表されるので、とても分かりやすく、
活動に興味のない⼈にも直感的に効果を伝えることができる。 

３つ⽬は、SROI では、事業効果の測定において、ステークホルダーとのコミュニケーションを重
視しており、事業の⽬標やそれを測る指標を設計するプロセスを通じて、それを共有し、相互に理
解を深めるような点である。従来の費⽤便益分析では、マニュアル等によって、事業⽬的や内容
が異なるものもテーマごとに同じ指標で効果を測るが、SROI はステークホルダー間で対話をしな
がらオーダーメイドで設計するプロセスをとる。具体的には、SROI 測定の過程で、インプット、アウ
トプット、アウトカム、インパクト体系的に整理するインパクトマップを作成し、ステークホルダーがどの
ような役割（インプット）と便益を得られるかが「⾒える化」しながら、相互に理解を深める。 

 
②SROI の限界性 

⼀⽅で、SROI については批判もみられる。 
それは、「SROI の考え⽅に対する指摘」「SROI を設計する際の技術的な指摘」「運⽤上の

指摘」に⼤別できる。SROI は、オーダーメイドで設計するので、算出結果の妥当性や事業間の
⽐較可能性の指摘については、SROI の限界性と⾔えるだろう。 

まず、SROI の考え⽅に対する指摘としては、NPO 等が取り組む事業を定量的に評価するこ
とへの懸念がある。前述のように NPO 等の事業は社会的価値、無形価値を含み、社会的イン
パクトを⽬的とするものがあるが、それを定量的に測ることの妥当性があるかという疑問が呈されて
いる。 

また、定量的な評価を⾏うことにより、「SROI は⾮営利組織の⽀援よりも、⾏政による管理
強化につながる」という弊害の可能性も指摘されている。確かに、⾏政等がある指標を設定して
定量的な評価を⾏う場合、その指標から漏れる価値については無視されてしまい、NPO 等が望
まない視点で評価されたり、その指標達成だけが名⽬的に望まれるケースも出るかもしれない。ま
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た、同種の事業でも、事業⽬的が異なることは往々にしてあり、「事業内容が似ているから同じ
指標で測ることが正しいのか」という議論はある。費⽤便益分析は、費⽤と便益から事業の効率
性を評価するが、効率性だけで評価できるものではないという⾯もある。 

次に、SROI を設計する際の技術的な指摘としては、効果測定の正確性を技術的に保てる
かという疑問もある。具体的には、「SROI では、効果的な基準設定が難しい」「SROI の評価基
準や指標は信頼できない。」「⾮営利組織の補助⾦収⼊が多く、割引率をゆがめる」「SROI で
は商業的割引率を⽤いるが、社会的割引率を⽤いるべきではないか」「SROI の便益の測定で
きる内容が限られている。例えば、税収増加、⾏政コスト削減等は換算されるが、⼼理的な効
果等を換算されることはない。」「また、SROIで測定する便益は⻑期的に実現されるものが多く、
短期間では正確に測れない。」「SROI の指標の設定は独断的であり、⼤まかな判断材料には
なるが、緻密な意思決定の役に⽴たない。」という指摘もある。費⽤や便益として何を含めるか、
便益の⼤きさをどのように貨幣価値に換算するか、またその設定⽅法の妥当性については多様な
考え⽅や⼿法があり、費⽤や便益の範囲や設定⽅法は類似の事業でもかなりの相違が⾒られ
る。そのため、費⽤便益分析では事業間の⽐較を推奨しているが、SROI ではしていない。 

その他にも、SROI の運⽤上の指摘としては、NPO 等が SROI を活⽤する場合のコストや労
⼒⾯での課題も指摘されている。コンサルタント等が SROI 測定に係る場合、他の事業評価と
⽐べても調査費を要すると⾔われており、その点も導⼊の阻害要因となるだろう。 

 
SROI は開発されて 20 年くらいの⼿法であり、まだまだこれからの改善、精度を⾼めなければ

ならない⾯がある。しかし、SROI は事業効果をわかりやすく伝えることができる⾯、ステークホルダ
ーとの理解を深めるツールとして活⽤可能性が⾼いので、このような限界性を理解したうえで、算
出結果に⼀喜⼀憂するのではなく、分析するためのツールとしての使い⽅をすれば効果的ではな
いだろうか。 
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█ 2.2 SROI の研究、ネットワーク等の動向  --------------------------  
このような SROI の広がりや、政策、ネットワーク等、活⽤、研究のそれぞれの動向を整理す

る。 
 

▎ 2.2.1 SROI の活⽤動向 
⽂献、インターネット等で活⽤事例を⾒ると、以下が確認できる。 

図表8 SROI の活⽤事例 

 団体名 国・年 概要 

地域づくり
団体 
（ NPO ・
社会的企
業） 

action for children アメリカ 
2010 

action for children では、2010 年に SROI を測定 
SROI network のケーススタディとして掲載。 

Community 
Human Services 
Corporation 

アメリカ 
2009 

The forbs fund のケーススタディとして the homemaker 
programm/the youth barista programm の 2 事例を
2009 年に測定。 

Anchor House 
 

イギリス 障がい者、ホームレス等が独⽴した⽣活を営むことをサポート
するための宿泊所とライフスキルセンターを運営する事業。オッ
クスフォード⼤学のシンクタンクが測定。 

NPO 法⼈ Check 日本

2013 
貸し出してもらえる多機能トイレ情報を発信する NPO 法⼈
Check が事業効果を PR し、協⼒者を増やすために SROI
を測定。公共経営・社会戦略研究所が SROI を測定。 

投資家 
寄付者等 

Loaber foundation オランダ 投資対象先の適格性調査の一環として SROI を測定。 
日本財団 日本

2013 
日本財団が助成した社会福祉法人はると社会福祉法人オ

リーブの樹の事業を対象。国際開発センターと SROI
network JAPAn が測定。 

行政 Communities Scotland and 
Scotland Unlimited 

スコットラン

ド 
2009 

スコットランド政府の SROI プロジェクトのケースとして 2009 年
に実施した。 

Departmant of Health 
Cabinet Office 

イギリス

2009～

内閣府による SROI プロジェクトの一環として保健省が取り

組む医療ベンチャーへの助成金事業を対象とした。助成金

支給の条件として SROI 測定を義務づけている。 

GREENLINK スコットラ
ンド 

地域環境改善を⽬的とした⾃転⾞専⽤道路整備プログラム
の事業効果を明らかにするために SROI を測定。政府の SB
推進プログラムの⼀環として実施。 

厚生労働省 日本

2012 
「福祉プログラムの効果測定のための手法開発に関する調

査研究事業」で高齢者向けセーフティーネット支援対策事

業について SROI を測定。野村総合研究所が測定。 
釧路市 日本

2013 
「生活保護自立支援プログラム」について平成 25 年度に

SROI を測定。 
豊橋市 日本

2014 
内閣府の「スーパーバイズ事業」（若者支援に取り組む団体

への専門家派遣事業）をきっかけに若者の総合支援窓口

業務の SROI を測定。野村総研が測定支援。 
企業 ⽇本マイクロソフト㈱ ⽇本 

2013 
CSR として実施している IT を活⽤した若者就労訓練を⽀援
する事業の SROI を測定。公共社会・戦略研究所が測定。

⽇本マイクロソフト㈱ 日本

2013 
ビズデザインが SROI を測定した。 
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Corio オランダ 不動産投資会社のCorioが実施した雇⽤創出のCSR活動
の SROI を測定し、CSR レポートに掲載。 

▎ 2.2.2 SROI に係る政策動向 
アメリカで開発された SROI が、広く普及したのはイギリスだ。イギリスでは、1997 年の労働党

政権誕⽣以降、「公共の利益に配慮しつつ、市場の⼒を活⽤し、公的部⾨と⺠間部⾨を結合
して社会経済的な相乗効果を発揮する」ことを⽬指し、社会的な課題を解決する社会的企業
の育成、⽀援に積極的に取り組んできた。そのような中で、社会的企業等の成⻑のためのインフ
ラ・基盤として事業評価⼿法の開発に取り組んできた。 

中でもスコットランド⾏政府が積極的であった。2008 年に策定された「社会的企業推進アク
ションプラン（the Social Enterprise Strategy Action Plan）」に盛り込まれた「社会的イン
パクト測定の導⼊」⽅針に基づき、2009 年から 2011 年にかけて、Forth Sector 
Development と the SROI Network が参加し、「SROI Project」を⽴ち上げ、SROI の
普及、活⽤に取り組んできた。具体的には、セミナーやワークショップの開催やモデル事業の実施
や SROI に関する記事、ウェブサイト8、そして代理指標バンクやトレーニング等を実施している。 

また、イギリス（イングランドとウェールズ）では、2012 年に「Social Value ACT2012」が制
定され、公共サービスの実施において効果を測定することが義務付けられた。これは、地⽅⾃治
体等が公共サービスの⺠間企業等に委託する場合、事前に社会的価値の創出や環境⾯での
改善につながるかどうかを検討することを義務付けるもので、公共調達において社会的価値の創
出を指標とすること、社会的価値の創出するうえで NPO や社会的企業が役割を求めることを法
的位置付けたことで、従来までとは異なる。（従来、労働党が導⼊したベストバリュー制度では、
公共調達においてVFM（value for money）を測定し、最も効率的な⽅法を採択することが
求められ、政府等が定める業績評価指標を基にサービス⽔準の改善等を測るものであった。）
ただし、「Social Value ACT2012」では、社会的価値が明確に定義されているわけではなく、ど
のような社会的価値を測るか、それをどのように取り⼊れるかは⾃治体の判断に任されている。 

 

                                                  
8 http://www.socialimpactscotland.org.uk/ 
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図表9 参考：SROI の歴史 

1970 年代 アメリカ 費⽤便益分析が州契約に盛り込まれる。 

1994〜1995 アメリカ Coastal Enterprises INC で SROI 測定がなされる。 

1996 アメリカ REDF（Roberts Enterprise Development Fund）が SROI を記載した
「New Social Enterprises」を出版する。 

1999〜2000 アメリカ  REDF が 8 つの NPO が実施した 23 事業について SROI を測定する。 

2001 アメリカ REDF が「SROI Methodology」を出版する。 

1999〜 アメリカ Grobal Social Venture competition でインパクト評価の視点が取り⼊れられる。9 

2001 アメリカ ポリウレタンフォームのリサイクル会社 MobiusTecnology でインパクト評価に取り
組み始める。 

2001 アメリカ Shorebank Advisary Service がファンド組成に対する SROI 測定に取り組み始めた。

2002 アメリカ Calvert Foundation がオンライン「SROI Calculator」を開発する。 

2004〜 アメリカ The Lockfeller Foundation's Provenex Fund が実施した 4 つの⾮営利活動に対す
る投資に対して SROI（ここでは Total Return on Imvestment）を導⼊する。 

2003 イギリス nef（new economic foundation）が 4 つのパイロットプロジェクトで SROI 測
定に取り組む。 

2004 イギリス 上記の結果を「SROI：Valuing what matter」として出版する。 

2003 イギリス 
オランダ 

nef と Scholten＆Franssen が Europen SROInetwork を設⽴し、アムステ
ルアダムでカンファレンスを開催する。 

2003〜 オランダ Scholten＆Franssen が 15 のソーシャルビジネスについて SROI を測定する。 

2004 アメリカ Women initiative for Self Employment がレポートに SROI 測定経過を掲載する。

2004 アメリカ The Aspen institute's Micro test performance monitoring 
programm で SROI モデルを開発する。 

2005 イギリス nef が「SROI guide」を公表する。 

2008  SROI network が 160 のメンバーにより発⾜する。 

2008  ウェブ上の SROI 測定ツール「SROI E-valuator」10が公表される。 

2008 イギリス nef が「a guide to SROI ２nd edition」を公表する。 

2009   The SROI Network とスコットランド政府によってアウトカム、代理指標などのデ
ータベース作成が取り組み始められる。 

2010  「The Value Game」が公表される。 

2011  「a guide to SROI」中国語版、韓国語版、フランス語版が出版される。 

2011  アウトカム、代理指標のデータベース「WIKIVOIS」が公表される。 

2013  「WIKIVOIS」が「The Global Value Exchange」11として再公表される。 

2013 イギリス 「Social Value ACT2012」12が制定される。 

2013 ⽇本 ⽇本が SROInetwork に参加。 

                                                  
9 「2013 GSVC Social Impact Assessment Guidance」http://www.gsvc.org/compete_in_GSVC/social_impact_assessment/ 

10 http://www.socialevaluator.eu/Default.aspx 

11 http://www.globalvaluexchange.org/ 

12 http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/files/2012/03/public_services_act_2012_a_brief_guide_web_version_final.pdf 
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▎ 2.2.3 SROI に係るネットワーク等の動向 
SROI の歴史は約 20 年前に遡る。1990 年代後半に、アメリアで ROI を参考に事業効果と

費⽤を⽐較分析する SROI が開発され、事業評価⼿法として活⽤され始めた。それが、イギリス
で、2000 年代の初めに社会的企業の⽀援策と相まって積極的に導⼊されはじめた。イギリスで
は 、 ソ ー シ ャ ル ビ ジ ネ ス を 推 進 す る 独 ⽴ 系 シ ン ク タ ン ク の 「 nef （ new economy 
foundation）」が SROI 測定においてポイントとなるインパクトマップを開発、普及するとともに、
SROI 測定マニュアル等を作成し、SROI の導⼊を先導してきた。 

それとともに、2003 年にヨーロッパ内の機関として「European SROI network」が設⽴され、
2008 年には国際機関として「the SROI network」が設⽴され、SROI の推進、普及に取り
組んできた。 

「the SROI network」は、韓国、中国、カナダ等各国に⽀部を設⽴しており、⽇本でも
2012 年に「the SROI network Japan」が中⼼に設⽴された。 

 
▎ 2.2.4 SROI に係る研究等の動向 

SROI に関する研究、論⽂は海外で蓄積があり、特に SROI 測定のケースが多く蓄積されて
いる。また先に整理したように、SROI に対する技術⾯、運⽤⾯での批判的な意⾒も蓄積されて
いる。 

⼀⽅、国内では多くみられないものの、SROI の源流にある費⽤便益分析については多数の
研究が⾒られる。この研究では、費⽤便益分析の便益測定の原単位に係るもの、費⽤便益分
析の便益の設定に関するもの、便益の算出⽅法に関するもの、費⽤の設定に関するもの等につ
いて研究が進められている。SROI の検討では、費⽤便益分析と課題が重なる部分が多く、これ
らの研究の知⾒が⽣かせる。 

 
▎ 2.2.5 SROI 測定をサポートするツール、サポート体制等 

SROI が広く取り組まれ、⽀援組織等も⽣まれる中で、SROI の測定を⽀援するツールや情
報、トレーニングなども⽣み出されている。以下は、基本的には国外のものであるが、その内容を
⾒てみる。 
①SROI 測定のサポートツール 

SROI の測定ではアウトカムや⾦銭換算指標の設定がポイントとなるが、それをサポートするツ
ールとして「The Global Value Exchange13」が開設されている。これは、だれもが⾃由に書き
込める wiki 型でアウトカムや⾦銭換算指標のデータベースを構築するもので、投稿された内容に
よって認証されたかなどの位置づけが記されている。また、「SROI Edmonton」では、⾦銭換算
指標を整理している。 

その他に、イギリスのコンサルタント会社が SROI の測定ツール（エクセルで SROI を測定する
フォームを提供するもの）「SiMPACT」を開発、販売している。また、「The SROI Network」と
「Social E-valuator」が SROI の測定ツール（エクセルで SROI を測定するフォームを提供する
もの）を開発、販売している。 

                                                  
13 http://www.globalvaluexchange.org/ 
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②SROI 測定のトレーニング 
「the SROI network」が SROI 測定者向けのトレーニングコースを開催している。2 ⽇間で

SROI の概論と事例分析等の研修（￡585＋税⾦）を⾏い、これに認定されれば、プラクティ
ショナー（Practitioner）との認定を受ける。 

その他にも、国内では、㈱公共経営・社会戦略研究所等のシンクタンクが SROI のセミナー等
を開催している。 

 
▎ 2.2.6 我が国における SROI の動向 

国外と⽐べて、我が国で SROI が議論の対象となってまだ数年であり、そのケースもまだ数件に
限られている。ただ、近年、SROI に関するセミナーが開催されたり、NPO や⾏政機関において
SROI 測定事例が⽣まれるなど今後の広がりを予感させる。さらに、「the SROI network 
Japan」が設⽴され、急激に SROI に関する関⼼は⾼まっている。 
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█ 2.3 SROI 測定事例の整理 ---------------------------------------  
 

▎ 2.3.1 対象事例と整理の視点 
ここでは、SROI を活⽤して事業効果を測定している事例を抽出し、その測定⽅法や活⽤⽅

法について整理する。ここで取り上げる事例は、測定⽅法やデータ等について⼊⼿可能な
GREENLINK（スコットランド）、Anchor House（イギリス）、マイクロソフト社・育て上げネッ
ト（⽇本）を対象する。各事例で以下の⽂献をもとに整理する。 
図表10 事例別の参考資料等 

GREENLINK 
（スコットランド） 

social return on investment analysis of the Gleenlink ,a partnership 
project managed by the Central Scotland Forest Trust（Greenspace 
Scotland） 

Anchor House 
（イギリス） 

An SROI analysis  of Anchor house（Oxford economics） 

マイクロソフト社・育て

上げネット（日本） 
「若者 UP プロジェクト」（2011 年度）に係る評価調査報告書（㈱公共経営・社会戦

略研究所） 

 
ここでは、以下のポイントについて整理する。 
・SROI の測定対象をどのように設定しているか？ 
・アウトカムの設定⽅法はどのようなものか？ 
・代理指標の設定はどのようなものか？ 
・データの収集をどのように⾏っているか？ 
・デッドウェイト（死荷重）、アトリビューション（寄与率）、ディスプレイスメント（置換効果）

等をどのように設定しているか？ 
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▎ 2.3.2 事例１：GREENLINK 
①活動の整理 
（活動内容） 

GREENLINK は、Strathclyde Country 公園 から Motherwell Town Centre への 7
㎞に渡る⾃転⾞専⽤道路の整備プロジェクト。森林管理に取り組む NPO の「the Central 
Scotland Forest Trust（以下、CSFT）」が中⼼となり、政府機関、地⽅協議会、警察、ボ
ランティア等によるパートナーシッププログラムとして実施された。 

このプロジェクトは、（地域住⺠を含む）ボランティアの参加を募り、⾃転⾞⽤の舗装道路の
整備や沿道林地の保全に取り組むとともに、周辺のコミュニティと連携し、環境保護活動、ヘルス
ウォーク、マウンテンバイククラブ、スクランブル・バイク、⼈権擁護、コミュニティ活動など、幅広い活
動を実施している。 

プロジェクト 1 年⽬は⾃転⾞専⽤道路の舗装と遊歩道のアップグレードが⾏われ、2 年⽬、3
年⽬では周辺コミュニティとのパートナーシップのもと、森林の管理、保全、コミュニティ⾏事が⾏わ
れた。 
図表11 GREENLINK の様⼦（左）と計画 

  
（運営体制） 

GREENLINK は 、 CSFT が 中 ⼼ と な り 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 地 域 住 ⺠ 、 NLC （ North 
Lanarkshire Council：地域協議会）、FCS（Forestry Commission Scotland：政
府 機 関 ） 、 警 察 （ Motherwell Strathclyde Police ） 、 NHS （ National Health 
Service、政府機関）等が係っている。 

CSFT は、国の国⼟計画『the Second National Planning Framework』の重点項⽬の
⼀つに位置付けられるプログラム『the Central Scotland Green Network14』の中核的な組
織で、森林管理や地域の緑化プロジェクトの⽀援をしている。（the Central Scotland 
Green Network は、2050 年までに、Central Scotland を経済⾯及び⽣活⾯で⾼い価値
の持つ場所に変⾰することを⽬指している。）  

また、この活動には多くのボランティアが参加しており、毎週⽊曜⽇の午前 10 時から午後 1 時
まで活動し、枯れ⽊を伐採・除去したり、植樹や野⽣の花等の伐採等を⾏う。GREENLINK は、
ボランティアに安全⽤具を提供し、トレーニングするとともに、交通費を⽀払う。 

さらに、NHS は、健康格差を是正するためのタスクフォースを設置して『equally well』というア

                                                  
14 http://www.centralscotlandgreennetwork.org/ 
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クションプランを策定している。ここでは、健康維持には医療等健康サービスのみならず、緑地等
⽣活環境⾯の重要性も指摘しており、国⺠の健康維持のために緑地形成に取り組むこととして
おり、このプログラムに参加している。 

その他、警察は、治安が悪かったこのエリアの改善を求め、⾃転⾞道路整備を通じて治安や
⽣活環境の向上につなげたいという意図があった。 

 
②SROI の測定⽬的と測定範囲 

今回の SROI 測定は、環境分野での SROI 推進のモデルケースとして取り組まれた。SROI
の測定結果は、GREENLINK タイプのプロジェクトを広げていくこととともに、より幅広いステークホ
ルダーから資⾦調達するうえでも役⽴てることを期待する。 

そこで、SROI測定は、活動を振り返る事後評価とし、GREENLINK全体を含む範囲を対象
としている。測定対象は、CSFT の会計期間である 2007 年〜2008 年にかけて取り組まれた
Greenlink 周辺のボランティア参加による林地環境保全活動である。これは、スタッフの地域の
誇りの回復や住⺠参加の⾯から価値を測ることの意味があるという意⾒を反映したものだ。 

 
③インパクトマップ 
（インプット） 

環境保全ボランティアに投資した⾦額は￡127,907 であった。 
この費⽤には以下のものが含まれる。この期間における CSFT プロジェクトの 20%に当たる

￡13,872 が環境保護活動に使われた。また、このプロジェクトに投⼊した費⽤には、環境保全
ボランティアが従事した時間の概算価値￡8,006 が含まれる。さらに、NLC が⾏った不法投棄
清掃活動に割り当てられたコスト￡33,667 が加算される。この清掃活動は 2006〜2007 年
に⾏われたが、この活動なしには Greenlink の環境保護活動は進捗しなかったため、1／3 のコ
ストを投資額に含めた。 
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（アウトカム） 

このプログラムの効果を受益するボランティア、地域住⺠、CSFT、NLC、FCS、警察、The 
NHS のアウトカムを整理すると以下のようになる。 

ス テ ー ク ホ

ルダー アウトカム 指標 数量 金銭価値代理指標 価値 

定期的な

ボランティ

ア 

コミュニティに戻って

何かを返すこと 

コミュニティによって

ボランティアへ渡され

た肯定的な見解 
214 ちょっとした贈り物に費や

す平均的家計支出 1.50 

新たな環境技術を

学ぶこと 

公式環境技術トレー

ニング・セッションが

開催された数 
11 

商業的な、あるいは他の

トレーニングを開催する

費用 

100.5
4 

増加した身体的な健

康やスタミナ 

身体の健康を改善し

たと報告された人々

の数 
21 スポーツや余暇に費や

す平均的家計支出 243.8 

屋外にいることで改

善された健康と前向

きな思考 

屋外にいることから健

康が改善されたと報

告された人々の数 
966 集団療法の時間コスト 13.33 

新しい友達を作るこ

と 
チームの一員として

友人と費やす時間 966 保全活動の休日の時間

コスト 5.42 

コミュニティでの新し

い人との出会い 
報告されたコミュニテ

ィの友人の数 690 クラブ会員のコスト 0.3 

より多くの信頼を得る

こと 
地域活動に参加した

余分な時間 138 GL が計算したボランティ

アの時間価値 
6.25 

子どもや若者の包容

力の増加 
イベントに子どもたちと

若者が費やす時間 445 GL が計算したボランティ

アの時間価値 
6.25 

公式な訓

練プログラ

ムに基づく

ボランティ

ア 

新しい中心的な技術

を学ぶこと 

公式中心技術トレー

ニング・セッションが

開催された数 
13 商業的なトレーニングを

開催する費用 74.15 

仕事を得ること 
仕事があり、より多く

の 収 入 を 得 て い る

人々の数 
2 仕事からの増加した純

利益 
13.50
0 

将来的に仕事を得る

可能性が高まること 

仕事紹介を得ること 1 仕事紹介からの収入 1856 

就職面接を得ること 5 GL が計算したボランティ

アの時間価値 
18.75 

学習障害

を 持 つ ボ

ランティア 

何かをすることによっ

てスキルを維持する

こと 

実用技術に費やした

時間 276 
商業的な、あるいは他の

トレーニングを開催する

費用 
10.05 

若 い ボ ラ

ンティア 
他の世代の包容力

の増加 
仲間ではない人と費

やした時間 276 
商業的な、あるいは他の

トレーニングを開催する

費用 
6.25 

地域住民 
 – 子 ど も

や若者 

より多くの友人と外で

遊ぶこと 
子どもたちが外で遊

ぶ追加セッションの数
3120 放課後のクラブ活動のコ

スト 6.50 

楽しいイベントに行く

こと 
イベントに出席してい

る子どもたちの数 1336 スポーツや余暇に費や

す平均的家計支出 0.76 

ウォーキングやサイク

リングをもっと行うこと 
サイクリングやウォーキ

ングに費やす追加時間

2236
0 

屋外の活動のコスト 8.29 

す べ て の

地域住民 

住むためにより良い

場所 

GLが景観に対して明確

な貢献をしていると報告

している人々の数 
38 

地域の平均住宅価格の

5％ 5872 

空間をより多く利用し

た と 報 告 し て い る

人々の数 
3220 GL を使うことに費やされ

る時間の価値 
9.93 

楽しいイベントに行く

こと 
イベントに出席してい

る大人の数 9846 スポーツや余暇に費や

す平均的家計支出 0.76 
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身体的により活動的

な大人 
運動のために GL を

使っている人々の数 
1610 ジム・セッションのコスト 4.50 

より親しみやすいコミ

ュニティ 

GL がコミュニティを

良くしたと報告してい

る人々の数 

5635
0 

文化、レクリエーション、

余暇に費やす平均的家

計支出 
0.29 

地域住民 
（高齢者） 

外で安全を感じることで

より多くのウォーキング

を誘発すること 

歩くことに費やされる

追加時間 
3680
0 

歩くことに費やされる時

間の価値 2.86 

CSFT 

PR の強化 
GL のために CSFT を

支持すると報告され

た人の数 
98 

CSFT にイベントで寄付

する人々のパーセンテー

ジ 
5.00 

GL の持続可能性の

強化 
プロジェクトのために

継続される資金提供
1 確保される継続提供資

金の量 28000

組織のために改善さ

れた知識 

スタッフ・グループに

よる新しいコミュニテ

ィ開発技術 
1 コミュニティ開発における

短期講習の価値 500 

North 
Lanarkshire のより

はっきりした立場 

NLC からの NL にお

けるもう 1 つの CSFT
プロジェクトのための

資金提供 

1 
NL におけるもう一つの

CSFT プロジェクトへの

NLC の寄付金 
50000

NLC 

地域の資産としての

緑地として NLC の見

方を変えること 

新しい基金を投資す

るための優先度の変

更 
1 緑地に利用された基金

の大きさ 
21500
0 

失われた屋外での園

芸活動の補充 
使われないデイケア

の量 276 “残された”デイケアと同

等のコスト 
28 

FSC 

一般のアクセスに森

林を開放すること 

空間をより多く利用し

た と 報 告 し て い る

人々の数 
35 NTS 公園の入場料 40.00 

地域社会への貢献

の重要性を実証する

こと 

コミュニティ参加を支

えるために準備され

る新しい基金 
1 人々に割り当てられた林

地 
50000
0 

警察 反社会的行動が少

なくなること 

Forgewoodエリアか

ら呼び出される騒ぎ

の減少数 
20 騒ぎの呼び出しに対応

するための単位原価 69.88 

The NHS 

より健康な子どもたち

最小限の運動レベル

に触れている子ども

たちの数 
430 長期の健康状態のため

の治療の回避コスト 60.40 

より健康な大人 最小限の運動レベルに

触れている大人の数 35 長期の健康状態のため

の治療の回避コスト 60.40 

身体活動を奨励す

る人々のためのより

多くの活動 

地域で必要な活動セ

ッションの回避された

数 

2236
4 

ジム・セッションのコスト 4.5 

（アウトカムの金銭価値換算） 

⾦銭的価値変換への代理指標は、それぞれのアウトカムに対して、プロジェクト情報、ステーク
ホルダーのワークショップと情報に基づいて得られるものである。⾦銭的価値変換への代理指標の
主な 5 タイプは以下のとおりである。 

・平均的な家計⽀出 
・時間の価値 
・活動相当の価値 
・住宅価値 
・治療の回避コスト 
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④インパクトの推計 
全体のインパクトを計算するために、デッドウェイト（死荷重）、アトリビューション（寄与率）、

ディスプレイスメント（置換効果）を考慮してこれらの価値を差し引かなければならない。 
死荷重は、活動の有無にかかわらず⽣じたと考えられる価値のことで、普通は同じグループ内

で利益を得た⼈と利益を得なかった⼈とを⽐較するが、この分析では不可能なため推定値とした。
今回の分析では、以下の主な 3 項⽬について既存統計からデッドウェイトを想定している。 

・ボランティア：13.7％（ボランティアの参加率） 
・屋外や緑地の利⽤：⼦ども 24％、⼤⼈ 44％（週に 1〜2 回屋外や緑地を訪れる割合） 
・⾝体活動レベル：⼦ども45％、⼤⼈39％、⾼齢者15％（推奨する⾝体活動レベルの達成度等） 
寄与率は、ほかの⼈や組織によって達成したアウトカムがどの程度あるかを査定することで、死

荷重と同様に正確な査定はできない。 
・ボランティア：33％（他の機関の紹介で来たボランティアの割合） 
・その他：5％（FCS に影響を与える政策動向に応じて 10％を加算） 
置換効果、アウトカムが他のアウトカムに置き換えられるかで、Greenlink のアウトカムには置

換効果はほとんどみられない。ステークホルダーとの議論によりそれは事実ではなく、住⺠たちの⾏
動が実際に変化したということがわかっている。 

今回の分析では、就職にのみディスプレイスメントを設定し、その他は 0 とした。 
・就職：18％（スコットランドの仕事の密度が 0.82 なので、18％のディスプレイスメント、すなわち誰か
にとって就職のチャンスが 18％少ないということ） 

効果低減は活動の効果の持続性のことで、Greenlink ではアウトカムがどの程度減少するか
に関する過去のデータはないが、ここでは他事例を参考に 15%としている。 

 

⑤SROI の算出 
SROI は現在価値に直される。割引率は、公的ファンドで推奨される Governmanet 

Green Book で規定されている⾦利を考慮して 3.5%とする。 
図表12 SROI 

単位：￡ 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 合計

現在価値 662,764 283,867 56,140 4,302 3,657 1,010,73
2

正味現在価値 640,352 274,268 54,242 4,157 3,533 976,552

 

このプロジェクトに投⼊した費⽤は￡127,906 であった。 
また、上表によると 5 年間の社会的価値の合計は￡976,552 であるので、SROI は 7.63 と

なる。 
SROI＝社会的価値／投⼊した費⽤＝976,552／127,906＝7.63 
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▎ 2.3.3 事例２：Anchor House 
①活動の整理 
（活動内容） 

Anchor House は⽣活困窮者の⽀援に取り組む団体で、ロンドンのキャニングタウン
（Canning Town）を拠点としてホームレスが⾃尊⼼と⾃⽴意識を持ち、独⽴した⽣活を営む
ことをサポートするための宿泊所とライフスキルセンターを運営する。この施設では、ホームレスが、
アルコール等の依存状態から脱却し、⽣活の安定や就職につなげるための教育、トレーニング、ガ
イダンス等を含む「The Aspirations Programme」を提供している。 

2009 年には 114 ⼈にサービスを提供した。 
また、キャニングタウンはロンドンオリンピックの開催エリアに近接するが、歴史的に発展が遅れ、

貧困層が多く住むエリアである。そこで、Anchor House はキャニングタウンから委託を受け、住
⺠を対象とした職業訓練、アルコール中毒者や健康づくりを対象としたコースも提供しており、地
域で重要な役割を果たしている。 
図表13 Anchor House の活動の様⼦ 

  
Anchor House HP 

（運営体制） 

Anchor House は、居住者及び地域住⺠に対する各種トレーニング、ガイダンス等のサービ
スを提供している。また、キャニングタウンが地域向けプログラムを委託している。 

 
②SROI の測定⽬的と測定範囲 

SROI の測定⽬的は明記されていない。 
この SROI は、オックスフォードエコノミックス（oxford economics）15によって算出され、出

版されている。 
また、これは 2009 年の活動を対象として測定している。 

 

 

                                                  
15 オックスフォード⼤学とベンチャー企業によって設⽴されたリサーチ会社 
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③インパクトマップ 
（インプット） 

Anchor House の施設運営にかかる費⽤は、2009 年に Anchor House が 1,712,000
￡を拠出しているが、このうちの 458,000￡は施設整備に係るものなので除外し、1,272,000
￡である。⽂献では、費⽤の内訳等の詳細は記載されていなかった。別記で、地域向けのプログ
ラムについてはキャニングタウンからの委託費が⼊っているとあった。 
（アウトカム） 

Anchor House がその居住者に提供した効果と Anchor House が地域社会に提供したサ
ービスの効果を⾦銭換算し、両者を合計したものを総利益としている。2009 年に Anchor 
House が提供した総利益は、£5,328,000 と推計された。また、Anchor House を卒業した
⼈の社会的価値を取り除いたコアな部分では£4,522,000 となっている。 
図表14 ① Anchor House が居住者に提供した利益の金銭的価値の推計 

アウトカム 指標 金銭的価値変換への代理指標 金銭的価値（￡）

雇用 就職した居住者の数 時給×労働時間 388,000 
ボランティア活動 ボランティア活動に従事した居住

者の数 
職を得る確率×職を得た時の利益 209,000 

職業訓練 職業訓練への参加者 参加者数×advice worker のコス

ト 
29,000 

他の自己啓発コ

ース 
フィットネスと5人制フットボールへ

の参加数 
参加者数×他の開催事例による参

加費単価 
3,000 

自己啓発テーマの夜会への参加数 2,000 
ゲームとレクリエーションの夜会へ

の参加数 
7,000 

犯罪 犯罪減少効果 犯罪件数の想定減少数×各犯罪

の社会的コスト 
3,221,000 

健康 健康診断による治療費削減

（受信者数） 
受信者数×治療費削減費 137,000 

健康増進による治療費削減

（居住者数） 
入院・治療費×入院率の差（ホー

ムレスの率－15～59 歳の平均的

な率）×居住者数 

53,000 

アルコールと薬物治療の経費（カ

ウンセリング時間） 
時間×カウンセリングの時間単価 53,000 

Anchor House
外への移動 

Anchor House からの転出数 転出数×独立により増加した（家族

や友人と会うことから生じる）社会的

貨幣価値 

806,000 

図表15 ② Anchor House が地域社会に提供したサービスの金銭的価値の推計 

アウトプット 指標 金銭的価値変換への代理指標 金銭的価値（￡）

職業訓練の提供 推計せず   
ランチクラブ（高

齢 者 へ の 昼 食

提供） 

参加者数 参加者数×費用 5,000 

アルコール中毒者

更生会の主催 
参加者数 参加者数×成功率×社会的費用

×Anchor House の影響率 
225,000 

精 神 分 裂 病 会

議の主催 
参加者数   〃 65,000 
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④インパクトの推計 
助けを借りずに、⾃⽴し、充実した⽣活を送ることから戻ってきてしまった⼈の割合と考え、死

荷重を 5％に設定した。置換効果、寄与率、効果低減については記載がない。 
 

⑤SROI の算出 
総便益から死荷重を引くと、Anchor House は 2009 年に合計£5,062,000 の社会的価

値を創出している。また、Anchor House を卒業している⼈もいるが、その社会的価値を取り除
いたコアな部分は£4,296,000 である。 

Anchor House の 2009 年の当該事業に係る⽀出は£1,272,000 であり、これを踏まえる
と、SROI は 3.98 となる。また、コアな社会的価値のみを対象とすると、SROI は 3.38 となる。 

SROI＝£4,296,000÷£1,272,000＝3.38 
 
また、便益を横⽬別に⾒ると、犯罪の減少に伴う⾏政コストの削減効果が最も⼤きくなってい

る。このように⾒ると、この活動は、⾏政にとって最もメリットの⼤きいプロジェクトといえるだろう。 
図表16 アウトカムの内訳 

 
 
また、この SROI 測定では他団体と算出結果を⽐較している。（⽐較⽅法については明⽰さ

れていない。） 
図表17 他団体との比較 
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▎ 2.3.4  事例３：マイクロソフト若者支援事業   

①活動内容 
（活動内容） 

「若者 UP プロジェクト」は、若者就労⽀援を専⾨とする NPO 法⼈「育て上げ」ネットと⽇本マ
イクロソフト社が協働で実施する IT を活⽤した若者就労⽀援プロジェクトであり、無業の状態に
ある若者を対象に IT スキル講習と地域若者サポートステーション16（以下、サポステ）の就労
⽀援とを組み合わせて提供し、就職に必要なスキル取得と⾃信の醸成を促し、就労の機会拡
⼤を⽀援している。 

また、この活動では、「IT スキル講習受講者の「就職等進路決定者の割合」が 30％」「IT ス
キル講習受講者数延べ 6,000 ⼈」「ポータルサイトを通じたコンテンツ提供者数 75,000 ⼈」の
3 つの⽬標を設定している 

各サポステにおいては、講師養成研修を受けた職員が講師となり、⽇本マイクロソフト社および
関連会社より提供されたテキストを⽤いて、「Word･Excel・PowerPoint の基礎を習得する講
習」「データベースソフト Access の基礎を習得する講習」「web サイト開発ツール WebMatrix
および HTML ⾔語を⽤いてホームページ制作の基礎を習得する講習」の３コースの講習を実施
している。また、この IT スキル講習のほか、ビジネスマナーやコミュニケーション講座など、各サポステ
独⾃の就労⽀援メニューを受講することもでき、IT スキル講習と各サポステの就労⽀援メニューの
⼆本⽴ての就労⽀援プログラムとなっている。 

「若者 UP プロジェクト」は 2010 年 1 ⽉〜2011 年 3 ⽉までを初年度として⾸都圏 5 箇所
のサポステで開始され、2011 年度事業は、2011 年 4 ⽉〜2012 年 3 ⽉の年度に、参加サ
ポステを全国 24 箇所に拡⼤して実施された。 
（運営体制） 

このプログラムには、⽇本マイクロソフト、「育て上げ」ネット、政府、公的医療保障が係る。 
⽇本マイクロソフトは、資⾦提供及びプロジェクト企画及び実施主体であり、受講者への技術

習得⽀援により就労達成等を⽬指す。ポータルサイトを通じて IT 講習テキストの無料提供を⾏
い、利⽤普及を図る。 

「育て上げ」ネットは、サポステの運営実施団体及び事業統括事務局であり、受講者の就労
等のより⾼い⽔準達成を⽬指す。運営実施団体および事務局の組織およびスタッフのキャパシテ
ィ・ビルディング及びプログラムマネジメント能⼒の向上を図る。 

また、政府は、サポステに対する運営補助を⾏い、受講者の就労に役⽴つ技術習得⽀援に
より、無業からの脱出を⽬指す。若年失業の減少、雇⽤状況の改善を⽬指す。 

さらに、公的医療保障は、受講者の⾝体・⽣活状況の改善により医療費⽤の削減、受講者
の雇⽤増加を⽬指す。 

 

                                                  
16 地域若者サポートステーションは政府事業で、若者の職業的⾃⽴⽀援を⽬的に、厚⽣労働省により全国 110 箇所設置されている。地⽅⾃
治体や地域の若者⽀援機関と連携した包括的⽀援の窓⼝として、ニート、若年失業者、ひきこもり等、無業の状態にある若者とその保護者に対
し、専⾨的な相談、各種プログラム、職場体験、地域ネットワークを活⽤した⽀援など、多様な就労⽀援メニューを提供している。 
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②SROI の測定⽬的と測定範囲 
この SROI 測定は、⽇本マイクロソフトが事業の PDCA 及び CSR の活動報告を⽬的として

実施した。公共経営・社会戦略研究所が測定した。 
「若者 UP プロジェクト」の事業体系は 1 階部分に就労⽀援事業、2 階部分に IT スキル講

習となっているが、今回の評価の活⽤⽬的を踏まえ、測定対象は IT スキル講習のみとし、基盤
となる就労⽀援事業の費⽤は対象としない。 

評価の枠祖は、IT スキル講習を実施したグループ（24 団体）と IT 講習を受講しなかったグ
ループ（全国のサポステ、115 団体）の就労決定率・就労決定者数を⽐較した。 
 

③インパクトマップ 
（インプット） 

インプットは IT スキル講習の便益のみを抽出するため、その費⽤のみが計上されている。費⽤
内訳は、実施団体のプロジェクト実施の運営補助⾦総額、ハード機器整備費、IT スキル講習
テキスト製作費、講師養成研修費、広報（パンフレット製作費）、事務局「育て上げ」ネットの
事務局運営費等である。 
（アウトカム） 

アウトカムは、就労決定者数･就労決定率としている。 
ITスキル講習を実施したグループの就労決定率は44.0％であり、IT講習を受講しなかったグ

ループの全国平均より 14.7％⾼い⽔準であった。また、IT スキル講習を実施したグループの就
労･進学等決定率は53.6％で、IT講習を受講しなかったグループの全国平均より14.9％⾼い
⽔準であった。 
（アウトカムの金銭価値換算） 

社会的成果の⾦銭換算するため、IT スキル講習受講者には就労達成による収⼊の増加
（受講者の就労賃⾦、納税額の増加、社会保険料の負担、 受講者の就労への移⾏による
純便益）、政府側には受講者就労達成による納税の増加および社会保険料の拠出増加
（ 所得税納税額の増加、社会保険料徴収の増加、公的給付・⼿当の削減、医療提供費
⽤の削減）を位置づけて定量化・貨幣換算の推計を⾏った。公的給付等の削減は推計してい
ない。 

 
④インパクトの推計 

このプロジェクトの IT スキル講習と同様の質の⾼い IT 講習を提供し就労⽀援を代替する組
織は当該地域にないと考えられるため、死荷重は 0％に設定している。 

このプロジェクトの場合、IT スキル講習の就労決定率・就労者数が他よりも⾼い・多い成果は、
このプロジェクトのみの成果と位置づけられるので、アウトカムヘの寄与率・帰属性は 100％に設
定している。 

このプロジェクトの置換効果は IT スキル講習の受講者が就労を達成したことによりプロジェクト
外の者が職を失う割合となるが、IT スキル講習受講者の就労者数規模では労働市場における
代替効果を⽣じさせるほどの影響はないと考えられるので、置換効果は 0％に設定している。 
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⑤SROI の算出 
社会的投資収益率（SROI）の推計結果は以下のとおりであった。 

○ 総便益および⽇本マイクロソフト社総便益 
・初年度（2011 年度）約 107,328,000 円 
・5 年間累計約 410,465,000 円 

○ SROI 
・初年度（2011 年度）4.87 
・5 年間累計 18.62 
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█ 2.4 まとめ  -----------------------------------------------------  
 

▎ 2.4.1 SROI 測定の流れ 
先⾏事例及び「the guide of SROI」等を整理すると、SROI 測定の流れは以下のようにな

る。SROI の測定は、まず、１）対象とする事業範囲を特定し、２）活動内容・課題解決のシ
ナリオを整理し、３）４）事業⽬標に対してステークホルダーごとの費⽤と効果を整理（＝イン
パクトマップを作成）し、５）データを収集し、６）SROI を算出し、７）分析をするという⼿順
が⼀般的である。 
図表18 SROI 測定の⼿順 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▎ 2.4.2 SROI 測定⼿法の技術的論点 

先⾏事例及び「the  guide of SROI」等を踏まえると、以下が SROI 測定のポイントになる
と考えられる。 
 
①アウトカムの設定 
アアウウトトカカムムのの設設定定のの視視点点  

先⾏事例のアウトカムを設定する視点としては、「直接の受益者の課題が改善する効果」「直
接の受益者が新たな機会が得られる効果」「受益者の関係者の課題が間接的に改善する効
果」「⾏政コストの削減効果」「税収効果」等が設定されている。また、受益者が抱える課題が改
善する効果」では、物理的な効果と合わせて精神的効果（コミュニティでの新しい⼈との出会い、
より多くの信頼を得ること等）も含まれている。 

１） 事業範囲を特定する

２） 活動内容・課題解決のシナリオを整理する

３） ステークホルダーとインプットを整理する

５） データを収集する 

４） インパクトマップを整理する（アウトカムと代理指標の設定）

６） SROI を算出する 

７） SROI の算出結果を分析する 
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また、アウトカムの設定を⾒ると、海外事例は、かなり広範なものを収集している印象がある。
（マニュアル等でも採⽤できるアウトカムについてはできるだけ拾うべきという記載もある。） 
  
事事業業収収益益のの有有無無  

アウトカムの設定では、事業収益は含んでいるケースと含まないケースがあった。これは評価者
の設定⽅法によって異なるようだが、その詳細についてはマニュアル等でも記載がなかった。 
 
②代理指標の設置 
便便益益のの測測定定方方法法  

今回の事例では、原単位法、代替法が中⼼であった。今回調べた範囲では仮想的市場評
価法やトラベルコスト法は採⽤されていなかった。（このような⽅法が活⽤できないということでは
ない。） 
  
代代理理指指標標のの設設定定のの視視点点  

各事例とも⾦銭換算代理指標は、「時間価値（歩くことに費やされる時間の価値等）」「市
場での代替サービス価値（アルコールと薬物治療の経費（カウンセリング時間）等）」「家計⽀
出（スポーツや余暇に費やす平均的家計⽀出等）」等が採⽤されている。 
  
活活用用すするるデデーータタ  

データ収集では多様な出典のデータを採⽤している。この背景には便益を算出するための原
単位の研究が進んでいる状況があると考えられる。例えば、「騒ぎの呼び出しに対応するため費
⽤」が算出されており、それのもととなる「騒ぎの呼び出しに対応するため原単位」データがあり、1
回の騒ぎに対して警察が出動するコストが採⽤されており、我が国ではこのコストを算出すること
は簡単ではない。 

 
③死荷重、置換効果、効果低減等の設定 

死荷重、置換効果、効果低減はそれぞれ設定有無や設定⽅法にスタンスの違いが⾒られる。
Greenlink では、アウトカムごとにかなり詳細な設定がされているが、その他の事例ではそこまで
詳細に設定しているわけではない。これはデータの⼊⼿可能性等の問題があるためと考えられ、
評価者に判断を任せられている印象がある。 

割引率は、Greenlink では、公的ファンドで推奨される Governmanet Green Book で規
定されている⾦利を考慮して 3.5%としている。 
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第 3 章 モデル事業の研究 

 
 
 
 

ここでは、設定したモデル事業に対し、実際に SROI を測定し、測定⽅法等の妥当性について検証す
る。 

 

█ 3.1 モデル事業を通じた研究⽅法  ----------------------------------------  
①⽬的 

モデル事業において実際にSROIを測定し、それをもとにSROIの測定におけるポイントや留意
点等を明らかにする。 

各団体から SROI のマニュアル等が発⾏されており、SROI の⼀般的な測定プロセスは前述の
ように整理されているので、それをもとにしつつ、さらに地域づくり団体⾃⾝が SROI を測定できる
ように、特別な知識継がなくても測定できるように落とし込むように整理する。 

 
②モデル事業 

モデル事業は以下の２事業である。  
図表19 モデル事業の概要 

休耕地活用事業 事業内容：大学教育の一環として地域の休耕地を活用し、農地を維持し、地域を

元気にするプロジェクト。栽培している品目はお米、大麦、ハーブ、サフラン、綿等

を栽培。また、栽培した農作物から、カレー、日本酒等を製造し、販売に至ってい

る。 
事業主体：城西大学 石井ゼミ 
実施場所：埼玉県坂戸市 

若者就労支援事業 事業内容：ひきこもりの若者たちの自立的な生活訓練・就労支援の場として、食

堂、弁当屋（250 にこまる食堂）と高校の学生食堂（アロハキッチン）を運営。学生

食堂の営業時間外に、食堂、弁当屋のセントラルキッチンとして活用する二毛作

型で費用を抑える。弁当は 250 円で提供。 
事業主体：K2 インターナショナル 
実施場所：横浜市根岸駅周辺 

 
 
 
 
 

第３章

モデル事業の研究
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█ 3.2 モデル事業の整理 
 
▎ 3.2.1 モデル事業 1：休耕地活⽤事業 

この SROI 測定は、株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ及び株式会社公共経営・社会戦
略研究所の監修のもとで実施した。 
 
①SROI 活⽤の⽬的 

この SROI の測定結果は、ア）本研究において SROI 測定⽅法及び測定プロセスを検証す
るモデル事業として活⽤するとともに、イ）教育成果や地域活性化の事例として学校・教育関係
者や地域関係者等に対して報告、説明することを⽬的としている。イ）では、城⻄⼤学が周辺
⾃治体と知の拠点連携協定を締結して実施しており、その成果報告として活⽤されることが考え
られる。また、将来の学⽣や地域関係者向け PR の活⽤も考えらえる。つまり、この SROI では、
「学⽣の学習意欲や社会⼈としての基礎⼒養成等がいかに上昇したか」「休耕地からの⽣産、
販売等が地域経済等にインパクトを及ぼしたか」の２つのポイントを明らかにすることが求められ
る。 

 
②活動の⾻格の整理 
（地域概要） 

休耕地活⽤事業（以下、本事業）は埼⽟県坂⼾市けやき台周辺の休耕地を活⽤して実
施された。ここは、東武鉄道越⽣線川⾓駅と⻄⼤家駅に挟まれたエリアであり、もともと農地とし
て活⽤されていたが、宅地化や農家の等の影響もあり休耕地となっていた。また、坂⼾市は都市
型農業の振興を⽬指しており、その起爆剤となる新たな農産品を求めていたという背景もあった。 
（活動内容） 

このような背景の中で、本事業で、城⻄⼤学現代政策学部⽯井ゼミが、休耕地を活⽤して
農作物の栽培及び商品開発・製造・販売に取り組み、休耕地の活⽤モデルを試⾏することに取
り組んだ。具体的には、⽶、ハッカ、野菜、サフラン、⼤⻨、葉酸多含作物、ルーコラを栽培し、⽶
から酒を製造し、地元酒販店や飲⾷店に販売したり、⼤⻨を使った味噌を製造・販売したり、葉
酸多含作物を⼊れたカレーを製造・販売した。 

また、本事業は⼤学の授業（ゼミ活動、教育プログラム）の⼀環として実施した。学⽣は、毎
週のゼミで活動等を報告するとともに、⽔遣り、除草、稲刈り、⽥植え等を継続して実施する。 
図表20 耕作放棄地活用の様子 



 

 36
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（運営体制） 

本事業は、埼⽟県の補助⾦の交付を受けて実施している。 
また、JA に技術協⼒をうけ、坂⼾市には農地の仲介をしてもらっている。学⽣はゼミ活動の⼀

環として、農作業や商品開発等に取り組んでいる。 
（課題解決のシナリオ） 

本事業は、学⽣が中⼼となって休耕地に⽶を栽培し、酒を製造・販売するものであり、休耕
地の解消と地域活性化及び学⽣の基礎⼒（課題解決⼒、コミュニケーション⼒）養成を同時
に期待するプログラムである。また、⼤学にとっては、学部間及び地域間の連携を促進することな
ども求められている。 

この事業によって期待する効果は、具体的には以下のようなものがある。（下線が特に重視さ
れているもの） 

・⽶の⽣産及び酒の販売による地域総⽣産の増加 
・休耕地の活⽤による地域住⺠の⽣活環境の改善 
・休耕地による不法投棄、清掃等の⾏政コストの削減 
・休耕地活⽤による⼟地所有者の収⼊増加 
・休耕地の有効活⽤のモデル 
・学⽣の学習意欲の向上 
・学⽣の課題解決⼒、コミュニケーション⼒の向上 
・学⽣の就職機会の拡⼤ 
 
以上の内容は以下図のように整理できる。 

図表21 活動内容の整理 
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研究費 
労働力 
農地 
 
 

城西大石井ゼミの学

生が、ゼミ活動の一環

として、坂戸市で農作

物の栽培や商品開発

等に取り組む。 
 
 
 
 

効果 受益者 活動 資源 パートナー 

学生の社会人としての

基 礎 力 （ 課 題 解 決

力、コミュニケーション
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ることで費用

削減 

埼玉県 
城西大学 
学生 
土地所有者 
JA 
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③測定範囲 
（対象活動） 

休耕地活⽤事業は、⽯井ゼミが取り組む⽶の栽培、加⼯の他にも、いくつかの学科、ゼミ、地
域づくり団体がハッカ、野菜、サフラン、⼤⻨、葉酸多含作物、ルーコラなどの栽培やそれを使った
加⼯・製造・販売を⾏っている。また、農産品の栽培のみならず、散歩道整備事業等も含まれて
おり、プログラムは多種多様である。 

このSROI測定は、活動の中間段階で、教育成果や地域活性化の事例として学校・教育関
係者や地域関係者等に対して報告、説明することが主要な⽬的なので、休耕地活⽤事業の企
画から事業開始、その後の運⽤までを対象とすることが望ましい。そこで、調査期間等の制約や
現段階で⽬に⾒える成果が表れ、データ⼊⼿が可能性を踏まえ、多様な休耕地活⽤プログラム
の中から⽯井ゼミ実施した⽶の栽培、お酒の製造・販売に⾄る⼀連のプログラムを対象として設
定する。 
（測定期間） 

対象期間は、全実施期間（補助⾦を受けて設備等を購⼊した当初段階から、継続して）
の 2009 年度から直近のデータ⼊⼿が可能な 2013 年度までの５か年とする。 
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④インパクトマップの整理 
以上をもとに、ステークホルダー、インプット、アウトカムを詳細に整理し、インパクトマップを作成する。 

図表22 インパクトマップ 
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休 耕 地 の 市 民

農園化 

コスト削減額

 
 
休 耕 地 活 用面

積 

学習意欲向上

就業機会拡大 

アウトカムインプット 活動

意識変化者数

 
 
 
 
創業による収益 

農 作 業 へ

の参加 
5 人・ 
100 回/年

支払意思額×人数

 
 
 
 
創業補助金×人数 

学

生 
ビジネス技術習得

課題解決力向上 
コミュニケーショ

ン力向上 
 

活動時間 465h/
年 

志望者の増加

 
 
メディア掲載数 

研究成果蓄積

地域への貢献 
5,800
千円 

大

学 
 測定せず

 
 
メディア掲載費用 

 研究費

（研究費・

研究助成）

 
 
 
志望者への PR 

農 作 業 （ 田 植

え、稲刈り、水管

理） 

販売利益酒販売の収益 
地
域
事
業
者

販売戸数 販売利益

 
酒販売  

都市農業モデル

開発 
 1,800

千円 
埼

玉
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 測定せず 補助金 都市農業モデル

農家の担い手育

成 
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⑤データを収集する 
以下の⽅法で必要なデータを収集した。 
今回、坂⼾市役所の財政削減効果については、ヒアリングを実施したが、データの⼊⼿が難し

かったので、測定しなかった。 
図表23 データ収集方法 

支払意思額 学生及び卒業生にアンケート調査を実施した。

42 人から回答が得られた。 

造園工単価 平成 25 年度公共工事設計労務単価の埼玉県の造園工を採用した。 

メディア掲載費用 メディアデータブックを参照した。

学生の活動時間 石井ゼミにヒアリングした。

お酒の販売利益 石井ゼミにヒアリングした。

 
⑥SROI の算出 

③④をもとに SROI を算出する。このとき、以下の設定をする。 
・死荷重は０％とした。 
・置換効果は０％とした。学⽣の活動で造園事業者の事業機会が損なう可能性も考えられる
が、従前にそのような事業が存在しなかったので、０％とした。 

・寄与率は 100％とした。他に関連する活動は⾒られない。 
・効果低減はないとした。 
・割引率は４％とした。 

図表24 インパクトマップ 
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以上の結果から SROI は以下のように算出される。 
●総便益(A)：30,219,457 円（2009〜2013 年度） 
●総費⽤(B)：21,511,473 円（2009〜2013 年度） 
SROI= 1.40  (A÷B) 

 
⑦SROI 結果の分析 
（プログラム全体の評価） 

今回、城⻄⼤学⽯井ゼミが実施した休耕地活⽤事業について SROI の測定を⾏ったが、
SROI が 1.40 となり、費⽤に対して⼀定の事業価値、社会的価値を創出している事業だと考
える。 
（ステークホルダー別、項目別評価） 

創出した価値の内訳をみると、学⽣に対する教育効果がかなり⼤きく占めており、教育効果と
しては⼗分な価値を⽣み出していると⾔えるだろう。また、このプログラムを経験した学⽣から農業
起業家が⽣まれ、通常の⼤学教育では提供できないスキル、ノウハウ、⾃信などを提供できた点
が価値を⾼める要因となった。 

今回学⽣の教育効果が⾼く表れたのは、学⽣が主体となり、企画、計画、活動をするプログラ
ム構成であったこと、年間を通じて継続的な活動に従事すること、農作業と商品開発という成果
が⾒えやすい活動であるため達成感が感じられたこと、がポイントとなったのではないかと推察され、
当初のプログラムの意図が効果を⾼めることにつながったと評価できる。 

⼀⽅で、地域活性化の効果や地域環境の改善効果については、今回の評価では⼗分な効
果の算定はできなかった。今回データの制約もあり、全ての効果を計測できたわけではない（例
えば、⾏政コストの削減効果）が、地域に対する効果は教育効果に⽐べると限定的であると⾔
えるだろう。 

これは、現段階では活⽤している休耕地の規模が⼩さいため地域へのインパクトも限定的であ
ったため、また販売に⾄った⽶、酒等の売上が投⼊した費⽤に⽐して規模が⼩さいためと考えら
れる。今後地域へのインパクトを拡⼤するためには、さらに⾯積を拡⼤したり、この休耕地活⽤が
他地域に広がることなどが期待される。 
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▎ 3.2.2 モデル事業２：若者就労⽀援事業 
この SROI 測定は、株式会社公共経営・社会戦略研究所の監修のもとで実施した。 

 
①SROI 活⽤の⽬的 

この SROI の測定結果は、ア）K2 インターナショナルが当該活動の拡⼤、普及（フランチャイ
ズ化）を⽬指しており、その協⼒者がパートナー開拓のために事業効果を説明するため、イ）⽀
援者や若者⽀援関係者等に活動内容を報告、説明するために活⽤することを⽬的としている。
そこで、この SROI の測定では、対象となる活動の若者に対する効果や事業⾯での効果を明ら
かにする。 
 
②活動の⾻格の整理 
（団体概要） 

K2 グループは 1989 年より不登校・ひきこもり・発達課題など、⽣きづらさを抱えている若者達
の⾃⽴就労を⽀援し、共に⽣きる場を作ってきた。現在、K2 インターナショナルは「相談⽀援(湘
南・横浜サポートステーション、にこまるカフェ相談室等)」「居場所・相談室（横浜南部ユースプ
ラザ、学童保育ぼにょぽにょ、⼦育て⽀援拠点くすくす）」「⽣活⽀援（共同⽣活寮、YMAC
寮等）」「就労⽀援（よこはま型若者⾃⽴塾、アロハキッチン、お好み焼きころんぶす、にこまる
⾷堂等）」の事業群により成り⽴っている。 

このような多様な事業を展開する K2 グループは、３つの点で特徴がある。 
第 1 に共同⽣活を通じることで家族的な関わりをもち、難度の⾼い若者を受け⼊れることがで

きるとともに、それぞれの⼈の個性を理解し、その⼈にあった段階に応じたサポート・ケアを提供す
ることができる。 

第 2 に、K２グループ内に雇⽤の場を持つことで「中間的就労」の場を提供できる点である。ま
た、それぞれの得⼿、不得⼿に配慮した就労の場を提供することができ、能⼒に関係なくあらゆる
若者が働けることを可能とする。 

第 3 に、多数の若者を受け⼊れていることで多様な事業を展開できている点等があげられる。
例えば、学童保育ぼにょぽにょではグループで若者を多く受け⼊れているため、24 時間の対応が
可能となり、保護者からは安⼼できる地域のセーフティネットとなっている。 
（活動内容） 

今回対象とする「250 円にこまる⾷堂」「アロハキッチン」は K2 グループの中核的事業の⼀つで
あり、若者就労⽀援を通じて 250 円で⾷事を提供する⾷堂等を運営する事業である。 

若者は、サポートする K2 グループのスタッフとともに、毎⽇の調理、接客、⽚付け等を業務とし
て⾏う。若者は、多様な活動の仕⽅が⽤意されており、有給で働くケースもある。 

「アロハキッチン」は⾼校の学⾷を運営受託しており（⽔道光熱費は⽀払う必要はあるものの
賃料は無料で運営）、ここでセンターキッチン⽅式で調理をして、調理済みの料理を「250 にこ
まる⾷堂」等で販売している。 

顧客は、地域の就業者等、K2 グループのスタッフが中⼼であり、年会費（寄付⾦）1000
円を⽀払うと 250 円でランチが⾷べられる。 
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（課題解決のシナリオ） 

「250 にこまる⾷堂」は、若者の中間的就労の場として、能⼒に関係なく就労・ジョブトレがで
きる「労働のセーフティネット」、そして安価な⾷事を提供する「⾷のセーフティネット」になっている。
（例えば、スタッフが⾷事に困ってケースでは無料提供もおこなっている。） 

この事業は、共同⽣活を通じて、若者が⽇々の就労を通じて社会性の獲得や技術の習得を
⽬指すプログラムである。 

この事業によって期待する効果は、具体的には以下のようなものがある。（下線が特に重視さ
れているもの） 

・若者の⾃信の獲得 
・若者のコミュニケ―ション能⼒等ビジネス⽣活スキルの向上 
・若者の所得の獲得 
・若者就労に伴う所得税収の増加 
・若者の就労機会の拡⼤ 
・若者の家族の負担の軽減 
・⾷堂等の事業主益 
・⾏政コストの削減（⽣活保護に陥らないことによる） 
・地域住⺠等が安く⾷事する機会の提供 
 
以上の内容は以下図のように整理できる。 

図表25 活動内容の整理 
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③測定範囲 
（対象活動） 

評価の⽬的は、若者就労⽀援と⼀体となった⾷堂等事業の展開、拡⼤を⽬的の⼀つとする
ので、SROI の測定対象は、⾷堂等事業の中核となる「アロハキッチン」と「にこまる⾷堂」⼀店舗
分とする。「にこまる⾷堂」は、店舗を設けているケースもあるが、K2 グループ内で展開するお好み
焼き店の昼⾷のプログラムとしても実施されているが、ここでは上記の⽬的を踏まえ店舗を設けて
いる「にこまる⾷堂」1 つだけとする。 

また、若年就労⽀援では、進路決定率や⼀般就労への移⾏率といったアウトカムに焦点が向
けられがちであるが、このような顕在化しやすいアウトカムに限定せず、若者の意識・⾏動変化を
含むアウトカム（中間的アウトカム）、及び直接的受益である若者（利⽤者）以外のステーク
ホルダーのアウトカムについても可能な限り、貨幣化する。 
（対象期間） 

評価対象期間は、店舗の設置から直近の運営データが収集可能な 2011 年度から 2013
年度までの３年間とした。 
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④インパクトマップの整理 
以上をもとに、ステークホルダー、インプット、アウトカムを詳細に整理し、インパクトマップを作成する。以下は主要なものだけを抜粋した。 

図表26 インパクトマップ 
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⑤データを収集する 
（インプット） 

投⼊した資源の内容をもとに費⽤を積算した。費⽤には、⾷材仕⼊、給与等、賃借料、
⽔光熱費、その他経費が含まれる。 
図表27 年度別・拠点別費用  （単位 円） 

年度 にこまる食堂 アロハキッチン 計 

2011 年 7,446,178 7643,342 15,089,520

2012 年 10,199,489 15,555,424 25,754,913

2013 年 11281296 28,167,324 39,448,620

                   総計                     80,293,053

（アウトカムに係るデータ） 

以下の⽅法で必要なデータを収集した。 
図表28 データ収集方法  

自 信 の 向 上 ／ 精 神

的不安の減少数 
にこまる食堂に係った若者にアンケート調査を実施した。 

中間的就労期間 にこまる食堂の 2011 年 4 月～2013 年 12 月の就労訓練期間平均月数

を K2 インターナショナルから提供いただいた。 

カウンセリング費用 
認知行動療法面接回数 

厚労省の認知行動療法（CBT）マニュアル 
臨床心理士会の調査報告書等のデータ 

イベント・余暇の 1 ヶ

月平均支出額 
家計調査
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⑥SROI の算出 
④⑤をもとに SROI を算出する。このとき、以下の設定をする。 
・死荷重は設定しなかった。 
・置換効果は０％とした。 
・寄与率は 80%と推計した 3)。 
各ステークホルダーごとの便益は以下の通り。ただし、これは主要なものを抜粋している。 

図表29 インパクトマップ 
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SROI= 1.61  (A÷B) 
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⑦SROI 結果の分析 
（プログラム全体の評価） 

今回、若者⽀援と⼀体となった 250 円⾷堂等運営事業について SROI の測定を⾏っ
たが、SROI が 1.61 となり、費⽤に対して⼀定の事業価値、社会的価値を創出している
事業だと考える。 

この数値が低いという⾒⽅もあるが、K2 グループの活動の特徴を勘案するとその⾒⽅は
必ずしも正しくない。Ｋ２グループが⽀援対象とする若者は、通常のサポートステーション等
に通う若者と⽐べて就労困難度の⾼い若者が多い（若者向けアンケートでも⻑期に渡り
⼈間関係や⼼⾝の状態に不安を抱えている若者が多い）場合は、過⼩評価されがちで
ある。（若者就労⽀援事業での SROI を測定する場合、就労率（進路決定率）の⾼
い⽅が測定結果は⾼くなる傾向がある。）また、就労以外の重要な中間的アウトカムが
看過されてしまうからである。さらに、今回の SROI の測定では、効果をあげている⽣活リズ
ムの改善等のプログラム部分を対象としなかったので、計測値以上に⼤きな効果が⽣み出され
ている可能性が⾼い。 

このように、SROI は社会的価値の可視化という点で優れているが、反⾯、貨幣化しや
すいアウトカムを中⼼に計測するため、貨幣化しにくいアウトカムが看過され、社会的価値
が矮⼩化される可能性も考慮しておかなければならない。 
（ステークホルダー別、項目別評価） 

SROI 評価では、就労というアウトカムのみならず、⾃信の向上や精神的不安の減少な
ど、中間的アウトカムについても客観的な全国データや、信頼できる精神療法（認知⾏
動療法）マニュアルに基づいた⾦銭的代理指標を設定して、SROI の推計の対象とした。
Ｋ２の特徴である包括的⽀援アプローチをある程度踏まえた分析ができたと考えている。 

今回の測定結果をステークホルダー別に⾒ると、アウトカムが確認できたのは、若者、事
業者（K2 グループ）、地域住⺠等であった。 

若者は、活動を通じて、就労することで所得を得る効果や就労訓練を通じた社会関
係の改善効果もみられた。これは、若者⽀援と⼀体となった 250 円⾷堂等運営事業の
意図するところであり、期待する効果が⾒えたと⾔えるだろう。さらに、今回の SROI 評価の
測定を通じて、共同⽣活を通じた就労⽀援に取り組むことで、単に就職するのではなく、
働く意欲を持ち、継続的に就労するケースが多くなっているという効果も確認できており、数
値には表れない効果も⾒えたと⾔えるだろう。 

次に、事業者の収益の効果もみられた。この活動は、ボランティアではなく、社会的課題
の解決と事業⾯での継続性を両⽴する社会的企業が取り組むものであり、事業⾯の効
果も重要な要素である。 

さらに、地域住⺠に 250 円の⾷事を提供し、⽣活⾯の安定等につながっている効果も
みられた。K2 グループは、横浜市の根岸駅周辺に⾷堂や託児施設、共同施設等を集
積して展開しており、地域への貢献も重要な⽬的となっている。その意味で、⾷堂が地域
の「⾷のセーフティーネット」となっている⾯の効果も重要である。 
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また、今回はデータの制約もあり測定できなかったが、若者就労⽀援によって⽣活保護
や公的医療負担が削減する可能性についても期待でき、今後のさらに調査を進めていくこ
とが必要だと⾔える。 
（その他） 

今回はデータの収集の困難もあり、効果の持続性（就職後のドロップオフの検証など）につ
いての検証・評価ができなかった。今後はパネルデータをとり、就労前・就労後のデータを⻑期
的に蓄積することで、より⻑期的視点から社会的インパクトを計測していくということも必要とな
る。また家族や地域住⺠、⾏政等のステークホルダーにとってのアウトカムについても、データ収
集の困難性から今回は⼗分に計測することができなかった。 
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█ 3.3 モデル事業検証結果から得られた内容 
 
①SROI 測定の技術的な視点 
対対象象範範囲囲のの設設定定   

SROI を測定する場合、まず頭を悩ませるのが対象範囲の設定である。地域づくり活動
では、複数のプログラムや事業が組み合わさっているケースが多くあるが、SROI 測定ではそ
の範囲をどのように設定するか（例えば、どのような費⽤までを含むか、どの期間までを含む
か、関連するプログラムを除外するか等）はポイントとなる。基本的なルールはないと考える
が、関連する事業範囲がどこまでであり、その中でどこまでを測定対象としたか（測定範囲
として除外した部分はどこか）を明⽰することが必要である。 
  
イインンププッットトのの内内容容   

インプットの設定⽅法もポイントとなる。基本的には測定範囲内に投⼊した費⽤を全て
計上することになるが、職員の⼈件費、ボランティアとしての⼈件費等の可視化されていな
い費⽤の取り扱いが頭を悩ませる。これらは基本的に市場価格で換算し計上する。 

また、費⽤便益分析では、社会的費⽤（活動が社会的影響を及ぼすことで発⽣する
費⽤、例えば、活動によって公害が発⽣し、それを除去するために発⽣する費⽤等）を含
むことが求められるが、その特定も難しい。地域づくり活動の場合は影響を及ぼす範囲は
限定的であるので、特に⼤きな影響が想定される場合を除いて考慮しなくてもよいと考え
る。 
  
アアウウトトカカムムのの内内容容   

アウトカムの設定⽅法もポイントとなる。基本的には測定範囲内で得られる効果をすべ
て書き出して計上することになるが、⼆重計上を避ける、純増分だけを計上するなどの基
本的ルールがあり、その判断に頭を悩ませることがある。 

また、当該事業の事業収益をアウトカムに含むかは判断に迷ったが、社会的企業の事
業であること、事例でも含むケースがあたことから今回は事業収益を含む形で測定した。 
  
金金銭銭換換算算指指標標のの内内容容   

SROI ではアウトカムを⾦銭換算することがポイントとなるが、その設定がポイントとなる。 
まずは、どのような⽅法でアウトカムを⾦銭換算するかということであるが、費⽤便益分析

ではいくつかの⼿法が提案されており、地域づくり団体にとっては頭を悩ませる部分である。 
また、市場価格で代替して計算する場合、原単位×数量で算出するが、原単位のデ

ータが存在するか、また適切なデータかを⾒極めることが必要であり、地域づくり団体にとっ
てはハードルになる部分である。 
  
デデーータタ収収集集   
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アウトカムを⾦銭換算するときに、サービス受益者にアンケートをしてデータを収集すること
があるが、データの正当性を確保するための調査⽅法等もポイントとなる。仮想的市場評
価法を⽤いる場合は、受益者の⽀払意思額を聞くがその⽅法によってデータのばらつきが
⽣まれる可能性があるので、適切な⽅法を⽤いることがポイントとなる。（国⼟交通省では
費⽤便益分析において仮想的市場評価法を⽤いる場合のガイドラインを⽰している。） 
 
②SROI 測定の運⽤上の視点 
スステテーーククホホルルダダーーととののココミミュュニニケケーーシショョンン   

今回、地域づくり団体と当⽅及び協⼒いただいたシンクタンク（株式会社公共経営・
社会戦略研究所及び株式会社ソーシャルインパクトリサーチ）でコミュニケーションをとりな
がら SROI の測定を⾏ったが、その過程で事業内容等を深く知ることができることは確認で
きた。インパクトマップを作成する過程で、⽬的やその⽅法、効果内容等について数値をベ
ースに話せるので、事実に基づき対話ができるという印象がある。 
  
デデーータタのの収収集集可可能能性性   

今回、各地域づくり団体に協⼒をいただき SROI の測定に取り組んだが、各団体にはご
協⼒をいただき、特に、データ収集においては作業負担を強いることになった。今回は、すで
に実施した事業について事後でデータ収集をいただいたので、さらに作業負担が⼤きくなる
部分があった。 

特に、少ない経営資源で活動する地域づくり団体にとっては作業的な負担を負うことが
難しいので、その⽅法がポイントになる。 
  
ササポポーートト体体制制   

今回は、株式会社公共経営・社会戦略研究所及び株式会社ソーシャルインパクトリ
サーチに協⼒をいただき SROI の測定を⾏った。やはり、初めて SROI を測定する場合は、
細かい部分で頭を悩ませる点が多くあり、それを学びながら測定するのは簡単ではないとい
う印象がある。 
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第 4 章 ⾃治体、投資家等の SROI 導⼊可能性 

 
 
 

ここでは、SROI を⾃治体や投資家等が現場で活⽤可能性があるかを明らかにする。 
 

█ 4.1 調査⽅法  ----------------------------------------------------  
⾃治体及び投資家等の意向を把握するために、⾃治体向けにはアンケート調査、投

資家向けにはヒアリング調査を実施する。 
 

▎ 4.1.1 アンケート調査⽅法 
⾃治体向け調査の具体的⽅法は以下のとおり。 

図表30 アンケート調査方法概要  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査方法 郵送による発送、郵送もしくはメールによる返信

調査対象 関東地方（1 都 6 県）の市民活動推進・市民協働推進担当部署 

調査期間 平成 25 年１月末から 2 月 5 日まで 

質問内容 １．地域づくり活動の支援等について

 ①地域づくり活動の支援等の有無 
 ②地域づくり活動の支援等の方法 
 ③支援等に対する評価の有無 
 ④評価の目的 
 ⑤評価の方法（評価時期、評価主体、評価手法、評価対象、評価の視点） 
 ⑥評価方法の規定の有無 
 ⑦評価方法の公開の有無 
 ⑧評価の要望の有無 
 ⑨評価を求められる場面 
 ➉評価を行う際の課題 
２．SROI について 
 ①SROI の認知 
 ②SROI のメリット 
 ③SROI の課題 
 ④SROI の導入可能性 
 ⑤SROI の活用場面 
 ⑥SROI マニュアルの活用可能性 
 ⑦その他 

⾃治体、投資家等の SROI 導⼊可能性

第 4 章第 4 章
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▎ 4.1.2 ヒアリング調査⽅法 

投資家等向け調査の具体的⽅法は以下のとおり。 
図表31 アンケート調査方法概要  

 
 
 

調査方法 面談 

調査対象 社会企業や NPO、地域づくり活動団体等への投資家や助成団体 
・日本財団 
・コミュニティバンク momo 
・金融機関 
・豊橋市 

質問内容 １．地域づくり活動等への支援等について

 ①地域づくり活動等への支援内容 
 ②これまでの支援実績 
 ③支援対象先の選定の視点 
 ④モニタリング、評価等の方法 
 ⑤評価の公表方法 
 ⑥評価を行う際の課題 
２．SROI について 
 ①SROI の認知 
 ②SROI のメリット 
 ③SROI の課題 
 ④SROI の導入可能性 
 ⑤SROI の活用場面 
 ⑥SROI マニュアルの活用可能性 
 ⑦その他 
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█ 4.2 ⾃治体の導⼊意向調査  ---------------------------------------  
⾃治体へのアンケート調査の結果、以下のような内容が得られた。 

発送数 ３６１

回収数（回収率） １８０ （49.9％） 

 
▎ 4.2.1  自治体における連携・支援等事業の取り組み状況について 
 
 
 

地域づくり団体との連携や⽀援等の取り組みは、9 割の⾃治体で「⾏っている」。 
図表32 連携・支援等の事業の実施状況（N=180） 

⾏っている, 
88%

⾏っていな
い, 12%

 
その内容は「助成⾦・補助⾦」が 9 割で多く、次いで、「⼈的⽀援」「公有資産の貸与等」。 

図表33 連携・支援等事業の内容（N=180） 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

助成・補助

⼈的⽀援

共同事業

業務委託

公有資産の貸与等

協賛・後援

その他

88%

53%

56%

42%

28%

45%

8%
 

⼈⼝規模別にみると、規模が⼤きい⽅が「助成・補助」「共同事業」「業務委託」等の
深い連携・⽀援等を⾏っている。 
図表34 人口規模別支援内容（N=180） 

 1 万人未満 5 万人未満 10 万人未満 20 万人未満  20 万人以上

助成・補助 50% 73% 89% 78% 90%
人的支援 42% 29% 50% 56% 70%
共同事業 33% 35% 53% 61% 73%
業務委託 33% 24% 37% 53% 47%
公有資産の貸与等 17% 14% 24% 36% 37%
協賛・後援 25% 29% 34% 42% 67%

 

・9 割の⾃治体が地域づくり団体との連携、⽀援を⾏う。 
・⼈⼝規模が⼤きくなるほど、地域づくり団体と深い連携を⾏う。 
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▎ 4.2.2  連携・支援等事業の評価 

①評価の実施状況について 
 
 
 

地域づくり団体との連携・⽀援等において、約半数が評価を「⾏っている」。 
図表35 評価の実施状況（N-159） 

⾏っている, 
53%

⾏っていな
い, 47%

 

また、⼈⼝規模別にみると、⼈⼝規模が⼩さくなるほど評価が実施されていない。評価
を実施するための費⽤、⼈材等が不⾜しているためと考えられる。 
図表36 人口規模別評価の実施状況（N-159） 

 
さらに、連携・⽀援事業別に⾒ると、「共同事業」「業務委託」では評価を⾏っている割

合が⾼く、⾃治体が事業内容にコミットメントしている事業では評価が導⼊されている。⼀
⽅で、「助成⾦・補助⾦」では評価に取り組む割合は低くなっている。これは、短期的に成
果を求めるよりも、⻑期的な関係を築くことを重視しているためと考えられる。 
図表37 連携・支援事業別評価を行っている割合（N-84） 

 
 

・半数が評価を⾏っている。 
・また、⼈⼝規模が⼤きくなるほど、⾃治体のコミットメントが⼤きくなるほど評価を⾏っている。 

評 価 を 行 っ て い 評価を行っていない 
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②評価⽬的について 
 
 

評価⽬的は「事業効果を説明」が最も多く、次いで「事業の PDCA」「事業の選定判
断」となっている。連携・⽀援等の事業実施において対外的に説明を求められる要望が多
いことがうかがえる。その他では、「地域づくり団体の経営⽀援のため」という回答もみられ
た。 
図表38 効果の目的（N-159） 

 
 

③評価⽅法について 
 
 
 

 
 

評価段階は、ほとんどが「事後評価」である。また、「事前評価」（事業採択の審査等
と考えられる）は半分程度で⾏われている。 
図表39 評価段階（N-159） 

  
評価主体は、「⾃治体」が最も多く、次いで「第三者」なっている。地域づくり団体⾃⾝

に評価を求めているケースはあまり多くない。 
図表40 評価主体（N-159） 

 

・評価⽬的は、対外的な事業効果の説明、報告 

・評価⽬⽅法は、事業実施後に、⾃治体か第 3 者委員会が、事業の実績を検証す
るために、妥当性、有効性、効率性等を、定性的に評価するケースが多い。 

・評価⽅法は半数が規定を持ち、3 割がマニュアルを持つ。 
・評価結果は 3 割が積極的に公開している。 
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評価⼿法は、8 割で「定性評価」が採⽤され、定量評価は 2 割のみである。また、定
量評価の半分が KPI（重要指標）による評価である。また、費⽤便益分析が導⼊され
ている何件かみられる。 
図表41 評価手法（N-159） 

 

評価の視点は、9 割以上が「実績の検証」である。 
また、事業の「有効性」「妥当性」及び「効率性」を重視している。 
 

図表42 評価の視点①（N-159） 

  
図表43 評価の視点②（N-159） 

   

評価⽅法については、半数近くが定型化された⽅法、様式等が「ある」。また、そのうち
７割がマニュアルを「作成している」。 
図表44 評価の規定（N-159）              図表 41  評価マニュアルの作成状況  

図表45 評価マニュアル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ある, 49%ない, 51%

作成済み, 
68%

作成してい
ない, 32%
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評価結果は、3 割が「積極的に公開」し、3 割強が「必要に応じて⼀部公開」してい
る。 
図表46 評価結果の公開状況（N-159） 

積極的に全
部公開, 

32%

必要に応じて
⼀部公開, 

38%

公開していな
い, 26%

 
 

 

 

④評価の課題について 
 
 

評価においては、「適切な評価⼿法がわからない」「適切な評価⼿法がない」が最も多く
なっている。現在の評価のあり⽅については頭を悩ませている状況がうかがえる。 
図表47 評価における課題（N-159） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

適切な評価⼿法が分からない

評価できる⼈材がいない

評価にお⾦がかかる

適切な評価⼿法がない

評価結果の説明・報告が難しい

政策に反映する仕組みがない

その他

53%

21%

8%

45%

41%

24%

9%

 
 

・評価の課題は評価⼿法の問題が⼤きい。 
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▎ 4.2.3  SROI の導入可能性について 

①SROI の認知度 
 
 

SROI について詳しく「知っている」とする⼈は 2％、聞いたことをあるという⼈を含めても
14％であった。8 割以上が「知らなかった」。 
図表48 SROI の認知度（N=180） 

 
 
 
 
 
 
 

②SROI のメリット・デメリット 
 

 
SROI のメリットは、定量評価で「⾒える化」できることとの回答が多くみられた。⼀⽅で、

「評価の過程で対話できる」ことには、それほど魅⼒を感じるという意⾒が少ない。 
図表49 SROI のメリット（N=180） 

 
 
SROI のデメリットは、「お⾦がかかる」が最も多く、次いで「測定⽅法がわからない」「評

価結果の取り扱いが難しい」「評価できる⼈材、⼈⼿がいない」という回答が⾒られた。 
図表50 SROI のデメリット（N=180） 

 
 

・SROI の認知度は 1 割程度。 

・SROI のメリットは評価の⾒える化。デメリットは、費⽤と測定⽅法。 

知っていた, 
2%

聞いたことは
あった, 12%

知らなかった, 
86%
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③SROI の導⼊について 
 
 
 
 
 

SROI の導⼊可能性が「ある」は５％しかなかった。8 割が「わからない」としている。 
図表51 SROI の導入可能性（N=180） 

 
 
 
 
 
 
 

SROI の活⽤場⾯は、「補助⾦・助成⾦の交付先判断」「事業効果を市⺠・議会等
に報告」が⾒られた。⼀⽅で、事業継続判断等のマネジメントでの利⽤はあまりないよう
だ。 
図表52 SROI の活用方法（N=９） 

 

SROI の導⼊可能性「ない」とする⼈は、費⽤⾯を課題とする⼈が多い。また、全数と
⽐較すると「地域づくり団体が定量評価を望まない」とする割合が⾼く、測定される側の協
⼒が得られなさそうという理由が⾒られる。 
図表53 SROI の導入可能性がないとする人の SROI のデメリット（N=30） 

・SROI の導⼊可能性は⼤半がわからない。 
・導⼊する場合は、補助⾦・助成⾦の交付先判断、市⺠・議会等に報告である。 
・導⼊のネックは費⽤⾯、測定⽅法、地域づくり団体の協⼒⾯。 

ある, 5%

ない, 17%

わからないの
で何とも⾔え
ない, 77%

無回答, 2%
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█ 4.3 ステークホルダー等の導⼊意向調査  ----------------------------  
ステークホルダー等へのヒアリング調査の結果、以下のような内容が得られた。 
 

▎ 4.3.1  結果の概要 

団体名 コミュニティ・ユース・バ

ンク momo 
日本財団 金融機関 A 豊橋市生涯学習課

業務 
内容 

NPO への融資 
NPO 中間支援 

NPO 等への助成 政策融資 政策的な若者支援

SROI
導 入 目

的 

金融機関と NPO との

相互理解を深めるため

ツールとして活用 
 

日本財団への寄付者

等ステークホルダー向

け報告のために助成事

業への評価としてて活

用 

NPO 法人にも融資を

行うが、その審査への

導 入 可 能 性 を 構 想

（担 当 者 レベルでのア

イデア） 

若者相談窓口事業の

予 算 要 求 のための資

料として活用、またマネ

ジメントツールとしても

活用 

導 入 状

況 
平成 25 年度に 2 つの

信金と NPO と共同事

業として SROI を測定 

平成 24 年度の 2 つの

助成事業の事業評価

で実施 

未導入 平成 24 年度から導入

測定者 コミュニティ・ユース・バ

ンク momo 
また、ファシリテーター

を導入 

SROI ネットワークジャ

パン 
国際開発センター 

ー 初 年 度 は、野 村 総 研

が設計、測定 
次年度は豊橋市が測

定 

課題  算 出 結 果 の 分 析 をど

のように活 用 するかを

整理する必要がある。

まだまだ評価手法とい

ては改善の余地がある

という感じ。 

事業間の比較可能性

が問題、また算出結果

の信頼性についても改

善が必要である。 

デ ー タ 収 集 の 負 担 が

大きい。今回はシンクタ

ンクにインパクトマップを

設 計 し て も ら っ て い る

が、これを自費で設計

することは庁内で理解

が得られないだろう。 
また、地域づくり団体へ

の補助金の審査として

活 用 することは難 しい

のでは。補助金は短期

的な視点だけで評価を

することはできない。 

今 後 の

展開 
金融機関と NPO の相

互理解を深めるツール

としては対 話 をしやす

いので、導入可能性は

ある。（今後も、金融機

関に提案をする） 
一 方 で 、 金 融 事 業 で

は、考 えていない。融

資は、社会的価値より

も 返 済 可 能 性 が 最 も

重 視 される。また、取

引 規 模も大きくないの

で、それだけの威容負

担をしてまで導入は難

しい。 

2 事業についてはテスト

ケースという位置づけ。

融 資 の 審 査 に お い て

導 入 可 能 性 は考 えら

れる。融資の審査では

返済可能性とともに経

営 者 の姿 勢 や資 質 を

判断するが、その判断

材料の一つとならない

かと考えている。 

今後も継続して測定し

ていきたい。 
例えば、他の市町村か

らインパクトマップの提

供を求められれば応じ

る可能性あり。 
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▎ 4.3.2  コミュニティ・ユース・バンク・momo 

 
 
 
 
①団体について 

コミュニティ・ユース・バンク・momo（以下、momo）は、「お⾦の地産地消」を⽬指し、
地域に根付いた活動をする企業・団体に対して資⾦提供を⾏うことを⽬的として 2005
年に設⽴した東海地⽅初の NPO バンク。 

momo の事業内容は、ア）出資⾦の募集、イ）正会員への融資、ウ）啓発・広報
及び情報提供、エ）正会員に対する⼈⼒、情報提供等の⽀援及びコンサルティング業
務 、オ）地域経済や⺠間⾮営利活動に関する調査、研究、カ）各地の NPO バンク
との連携、キ）企業・⾏政・NPO との委託・協働事業であり、⾮営利組織への資⾦提
供（融資事業）を柱の⼀つとするが、さらに多様な⽀援を⾏うために企業・⾏政・NPO 
との委託・協働事業や政策提⾔も⾏っている。 
図表54 参考：融資事業の仕組み 

 
 
momo の融資事業は、出資者から資⾦を募り、それを⾮営利組織に融資する仕組み。⺠法 667 条
に基づいて設⽴された任意組合であり、貸⾦業法に基づき愛知県知事より貸⾦業登録を受ける。 
融資対象は「豊かな未来を実感できる地域社会をつくる事業」であり、愛知・岐⾩・三重の東海 3 県を
活動拠点する個⼈・団体（任意団体、NPO 法⼈、社団法⼈、財団法⼈、有限会社、株式会社、
⽣活協同組合など、法⼈形態は問わない。）が対象となる。 
基本的には１件最⼤ 500 万円で、⾦利は 2.0％〜2.5％である。 
出資⾦総額は、52,622,900 円、正会員数は 514（個⼈ 486・団体 28）、2012 年度末の
融資件数は、41 件、9,045, 000 円。 

・東海地⽅の NPO バンク 
・⾦融機関と NPO を橋渡しをするプログラムの⼀環として SROI 測定を導⼊ 
・SROI は⾦融機関職員と NPO 職員の相互理解に効果的 



 

 65

②SROI の取り組みについて 
（実施内容） 

momo は、国⼟交通省が公募した「平成 25 年度地域づくり活動に対する中間⽀援
活動のコンテンツ整備のための優良な取組事例調査」に「東濃圏域における地域⾦融機
関職員による継続的なプロボノ活動」が採択され、地域⾦融機関（東濃信⽤⾦庫）と
NPO の相互理解を深めることを⽬的として、⾦融機関職員と NPO 職員が参加する
NPO 活動の SROI 測定プログラムを実施した。これは、地域⾦融機関と NPO との橋渡し
をすることを⽬的に実施された。地域⾦融機関は有望な貸出先が⾒つからず預貸率が伸
び悩む状況にあり、⼀⽅、NPO 等は、資⾦⾯で苦慮するケースが多いが、地域⾦融機関
との接点がほとんどないという現状にあり、これを打開するきっかけとして考えられた。 

このプログラムは⽉ 1 回（7 か⽉間） 全６回（オリエンテーション 1 回、定例会 5
回）で開催され、NPO 職員と⾦融機関職員（⽀店⻑から新⼊職員まで総勢 20 ⼈）
がプロボノとして参加し、それぞれチームとなってワークショップ形式で 2 つの NPO 活動
（NPO 法⼈えなここ、NPO 法⼈ Mama's Cafe）の SROI を測定した。 

⼤まかな検討の流れは、第 1 回は測定範囲（対象事業）とステークホルダーを設定し、
別⽇に現地視察、関係者にヒアリングを⾏い、第 2 回はインパクトマップの設計を⾏い、別
⽇にデータ収集のための調査票等を設計し、第 3 回はステークホルダーから回収したアンケ
ート調査結果を分析し、第 4 回は効果を貨幣価値換算するための作業を⾏った。そして、
第 5 回は報告のためのとりまとめを⾏った。（2 チームでそれ俺進捗は異なり、必ずしもこと
とおりではない。） 

 
③SROI の効果と課題 
（効果） 

2 つの NPO 活動の SROI を測定し、活動の効果、その効果を⽣み出している要因等
を分析することができた。 

しかし、何よりもこのプログラㇺ の効果として感じられたのは、⾦融機関職員と NPO 職員
がチームとなって対話をしながら進めることで、相互理解が深まったことである。SROI は、定
量評価による「⾒える化」することに焦点が当てられがちだが、SROI を測定するプロセスで、
活動の仕組みや⽬指す効果、効果を⽣み出すためのポイント、活動運営の考え⽅、⽅
法等について意⾒交換をすることで、相互の違いや思いを共感することができた。⾦融機
関職員にとっては NPO は理解しがたいものであったが、協⼒可能性のあるパートナーとの認
識を持つことができたという成果は⼤きい。ワークショップでは、ファシリテーターを配置し、相
互の対話促進する役割があったことも理解を進めることに役⽴った。 
（課題） 

今回の SROI の測定は、SROI の専⾨家が⼊って運営したわけではないので、試⾏錯
誤しながらの部分はあった。やはり、アウトカムの設定や代理指標の設定等は簡単ではな
い。 
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④今後の SROI 活⽤の展開 
（金融機関と NPO の SROI 測定プログラムを実施予定） 

平成 25 年度は、このプログラムの他にもう⼀つの別の SROI 測定プログラムを実施した。
今後も東海地⽅で広げていくことを構想している。 
（融資事業での SROI の活用） 

⼀⽅で、momo が実施している NPO 等への融資事業で SROI を導⼊することは想定
していない。そもそも、SROI を融資の審査に活⽤するという発想⾃体がなかった。融資事
業は momo の理事会等での審査を経て NPO 等に貸し付けを⾏うが、貸し倒れになるこ
とは避けなければならないので、審査ではあくまでも事業の収益性（返済可能性）がまず
は判断基準となる。社会的効果インパクトが⾼いからと⾔って（収益性の低い事業に）
貸付ができるということにはならない。 

また、現在の貸付規模において、SROI を測定する労⼒や⾦銭的な負担は考えにくい
という⾯もある。 

 
⑤SROI 導⼊、普及に向けて 

⼀部の最先端の NPO 等（収益性が⾼く、かつ課題解決能⼒が⾼い NPO）では、事
業評価をして寄付を募る等のために SROI を導⼊することは考えられるが、momo と付き
合いのある普通の NPO 等には導⼊可能性は⾼くないのではないか。多くの NPO 等にとっ
て評価をすることへの優先順位が⾼いというわけではない。それは、必ずしも資⾦や労⼒だ
けの問題ではなく、評価をすることによって⽬に⾒えて資⾦調達や経営改善につながる道
筋が⾒えていないこともある。SROI を本当に普及させるのであれば、その⼿法だけを取り上
げるのではなく、評価を通じた⾮営利活動のシステム全体を考えなければならない。 
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▎ 4.3.3  ⽇本財団  

 
 
 
 
①団体について 

⽇本財団は、社会問題を解決し、「みんなが、みんなを⽀える社会」を実現するために、
国内外の NPO・NGO、ボランティア団体等と協⼒しながら事業を推進している公益法⼈。
事業の柱の⼀つとなるのが助成事業であり、「あなたのまちづくり」「みんなのいのち」「⼦供・
若者の未来」「豊かな⽂化」「海の未来」「⼈間の安全保障」「世界の絆」の 7 つのテーマ
について、約 320 団体に対して、約 135 億円を助成している⽇本最⼤規模の団体であ
る。 

今回ヒアリングを⾏った当財団の監査グループは、助成事業の監査及び評価を⾏う部
署である。 

 
②事業評価 
（事業評価の目的について） 

⽇本財団では、助成事業の事業評価を実施してきた。助成事業の中から年間 15 事
業程度を選定して、評価を実施している。 

この事業評価結果は、ア）助成事業の PDCA として、イ）説明責任として活⽤されて
いる。ア）は、助成事業の計画内容の修正や変更、実⾏プロセスの改善等質の向上や
事業継続の判断等の判断としてで、組織内で事業のあり⽅を検討したり、予算配分の判
断材料となる。イ）は、広く社会に評価結果を公表する資料となる。⽇本財団の財源は
ボートレース事業からの拠出⾦が中⼼であるが、近年、企業や個⼈からの寄付を募り、事
業に活⽤されている。助成⾦交付事業の透明性が求められている背景に加えて、今後は
寄付者への報告にも活⽤する。 
（事業評価の方法について） 

事業評価を⾏う事業は、内規で定めた「⽀援の柱とした事業」「社会的関⼼の⾼い事
業」「先駆的で他の事業のモデルとなる事業」等の基準にそって選定される。事業評価の
実施については、事業採択時に⽇本財団と助成先団体とで交わす助成契約の中で取り
決めを⾏う。 

評価⽅法は、内部評価（⽇本財団監査グループが⾏う評価）と外部評価（第 3 者
機関が実施する評価）、また定性評価と定量評価を併⽤している。評価の視点は以下
図のようにプロセス評価と成果評価により構成される⽅法である。ここで、定量評価では
KPI に基づく評価を⾏っているケースもある。 

・NPO 等に助成する⽇本最⼤規模の団体 
・事業評価のテストケースとして SROI を導⼊し、2 事業について実施 
・評価結果の取り扱い⽅法、データ収集等の労⼒⾯、費⽤⾯が今後の検討課題 
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図表55 日本財団の評価の体系  

 

③SROI の取り組み 
（SROI の測定事例） 

⽇本財団では、「社会福祉法⼈はる」並びに「社会福祉法⼈オリーブの樹」に対して⾏
った助成事業に対して、平成 25 年度に SROI を活⽤した事業評価を⾏った。SROI を
活⽤した評価はこの時が初めてで、今後の SROI の活⽤可能性を検討するうえでのテスト
ケース的な意味合いもあった。 
（SROI の測定方法、運営体制） 

この 2 事業については、「SROI ネットワークジャパン」「国際開発センター」に SROI 測定
を委託して実施した。これらが事業評価者として、インパクトマップの作成、調査企画、デー
タ収集等を実施した。 

SROI 測定は、SROI ネットワークのガイドに基づく算出⽅法を採⽤し、NPO とコミュニケ
―ションをとりながらインパクトマップを作成し、データ収集し、SROI の算出まで⾏った。 
（測定結果） 

SROI の測定結果の公表については、検討中である。 
今回 2 事業について測定結果を⾒て、その結果をどのように取り扱ってよいかについては

内容を検証している段階である。例えば、2 事業は、就労継続⽀援 A 型（社会福祉法
⼈オリーブの樹、障害者⾃⽴⽀援法に基づく就労継続⽀援施設雇⽤契約を結ぶもの）
と就労継続⽀援 B 型（社会福祉法⼈はる、障害者⾃⽴⽀援法に基づく雇⽤契約を
結ばないもの）であるが、2 事業を⽐較すると、当然費⽤が少ない B 型の⽅が SROI は
⾼いという結果が出ているが、この結果をどのように理解、分析できるかははっきりと整理で
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きているわけではない。 
また、助成事業の実施団体は NPO 等が中⼼である。費⽤に対して効果を測る SROI

は事業の効率性を表す指標であるが、必ずしもそのような視点だけで評価ができるもので
はない。それに該当しない視点についてはどのような判断するかという点も課題である。 
（SROI の運用上の課題） 

今回の SROI の測定では、助成決定時から SROI ⼿法を活⽤するということを伝えて
いたわけではないので、事業期間中に必要なデータを収集しておらず、事後に改めてデータ
収集することになり、作業⾯での難しさがあった。SROI を測定する場合は、多様なデータ
収集が必要となるので、事業開始前に合意をとり、必要なデータを特定し、収集していくこ
とが求められるだろう。 

また、今回は外部評価者に SROI 測定を委託しているが、その費⽤も発⽣している。
費⽤軽減していくことも今後の検討課題の⼀つである。 

 
④SROI の今後の取り組み 

SROI のようにわかりやすく定量的に評価を説明できることは魅⼒である。ただ、上記の
ような課題もあり、今後の取り組みについては検討中である。 
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▎ 4.3.4  金融機関 A  融資企画担当 
 
 
 
 
 

①事業内容 
⾦融機関 A では、中⼩企業向けの融資を⾏っているが、その貸出先の中に NPO 法⼈

等の⾮営利組織もある。ただし、特に NPO 法⼈等を対象としているものではなく、中⼩企
業と同等の条件で貸し出している。 

この数は近年増加傾向にあり、5 年前と⽐べて件数で 5 倍、貸出⾦額で 4 倍となって
おり、件数、⾦額とも増加傾向にある。 

対象は、介護や福祉事業が 7 割を占め、近年は保育所の整備投資への融資が多
い。 

 
②SROI の活⽤について 

現段階で SROI を活⽤しているということではなく、担当者のアイデアとして NPO 法⼈等
ソーシャルビジネスへの融資審査の際に SROI の活⽤可能性がないかを検討している段階
である。 

SROI はセミナー等で知ってはいたが、具体的に測定したことがあるということではない。
定量的に、社会的価値を測るということが期待するところである。 

ただし、融資なので、当然、必要条件として事業の収益性（返済可能性）は審査す
る。融資では、それに加えて、例えば事業者の⼈柄やスキル等も審査の範囲となるが、その
⼀つとして活⽤するというイメージである。SROI の算出結果が⾼いから融資ということでは
ないだろう。 

また、事業者側から事業内容を説明する資料として活⽤可能性もあるかもしれない。
融資担当は対象分野のことを詳しく分かっているわけではないので、事業内容や⽬的を理
解するツールとして SROI やそのインパクトマップを活⽤することはできるかもしれない。 

 
③SROI の効果と課題 

融資の審査として SROI を活⽤する場合は、事業間での⽐較可能性が求められるだろ
う。それぞれがバラバラの指標であれば⽐較できなくなり問題である。 

また算出結果をどのように担保するかも問題だろう。審査の資料とするのであれば、その
信頼性は重要である。 

 
④SROI の導⼊、普及に向けて 

・NPO 等にも融資する⾦融機関 
・担当者レベルで SROI の活⽤可能性を構想。融資の審査において、事業収益性に

加えて、社会的価値の測定を導⼊できないかと考えている。 
・事業の⽐較可能性、算出結果の信頼性等が今後の課題。 
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担当者のアイデア段階なので導⼊については分からない。今後も注⽬する。 
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▎ 4.3.5  豊橋市教育委員会生涯学習課 

 
 
 
 
 

①対象事業について 
（背景） 

豊橋市は製造業が盛んで⼯場等で働く外国⼈が多いが、景気低迷を背景に家庭環
境に困難を抱え、学校からドロップアウトしてしまう⼦どもたちが多い。また、⾼校中退者割
合も全国と⽐較して⾼い⽔準で推移（全国は２％前後に対して豊橋市は過去 10 年間７〜10％

で推移）しており、中退者たちがニート・ひきこもりとなり、安定して⾃⽴した⽣活を営めなく
なることが懸念されている。このような⼦ども・若者たちには、家庭環境、メンタル⾯、経済
⾯、就労⾯等の継続的かつ包括的な⽀援が求められていた。 
（事業内容） 

そこで、豊橋市では「⼦ども・若者育成⽀援推進法」に基づき、平成 22 年度から「⼦ど
も・若者⽀援地域協議会（以下、協議会）」を設置し、様々な困難を抱える⼦ども・若
者達にワンストップの相談窓⼝サービスを提供している。協議会には、豊橋市及び浜松市
を始めとする周辺市町村、愛知県、⾼校、児童相談所、医療機関、ハローワーク、NPO
等⽀援団体等の 57 機関が参加し、分野や官⺠を超えたサポート体制を⽬指した。 

従来は、⼦ども・若者⽀援は、縦割り（教育と福祉等）と横割り（⼩中学校までの
義務教育と⾼校以上の教育課程）になりがちで、相互連携が難しく、なかなか情報交
換が進まない状況があったが、協議会を設置することで、分野、官⺠の連携が促進され、
充実した⽀援体制をとれるようになった。 
図表56 豊橋市子ども・若者支援地域協議会の概要図  

 

・⾃治体で初めて SROI を導⼊。予算要求の資料として活⽤。 
・SROI の普及には、評価の受取側の理解を⾼めていくことも重要。 
・今回は、シンクタンクの⽀援でインパクトマップの作成を⾏ったが、独⾃での導⼊は費⽤

⾯等のハードルがある。 
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（事業の成果） 

平成 24 年 4 ⽉から平成 25 年 3 ⽉までに、不登校、いじめ、⾮⾏、虐待・家庭内暴
⼒、障害、進路、ひきこもり、ニート、依存等 317 件の相談があった。これらの相談に対し、
常駐する相談員が窓⼝となり、協議会のメンバーに⽀援を要請する。 

 
②SROI について 
（経緯） 

このような中で、平成 24 年度に協議会が内閣府の「スーパーバイズ事業」に採択され、
他地域で若者サポートステーションを運営している専⾨家に総合窓⼝や広域連携のあり
⽅についてアドバイスをもらう機会があった。その中の⼀つの取り組みとして、協議会を継続
的に運営するための予算確保⼿法として SROI を活⽤して事業評価を⾏った。 

SROI は、内閣府スーパーバイズ事業の事務局を⾏っていたシンクタンクが SROI の設
計や計測⽅法のサポートを⾏った。具体的には、市役所職員からヒアリングを⾏い、それを
もとに、シンクタンクが SROI のインパクトマップ案を作成し、協議しながら設計した。 

内閣府のスーパーバイズ事業は平成 24 年度で終了しているが、平成 25 年度につい
てはシンクタンクが設計したインパクトマップに基づき、市で独⾃にデータ収集をして、算出し
ている。 
（SROI の設計） 

投⼊した費⽤は、相談員の⼈件費、連携強化構築に係る旅費、消耗品などの諸経
費である。 

また、便益には、就労した相談者の賃⾦、⼼理的不安の解消によるカウンセリング費⽤
などが含まれている。協議会の設置においては、「困難な若者への⽀援」と「若者⽀援のネ
ットワークづくり」を⼤きな⽬標として掲げており、アウトカムの設計においても、そのような視
点を導⼊したものとなっている。 
（測定結果） 

SROI の測定結果は以下のとおりであった。 
図表57 子ども・若者支援地域協議会 SROI 結果  

 
 
 
 
また、⼤きな便益が得られた項⽬としては、「関係機関の発⾒・誘導コストの低減」「相

談者の⼼理的不安の解消」「家族の⼼理的不安の解消」等であった。 
 

 インプット アウトカム SROI 

平成 24 年度 8,560 千円 24,997 千円 2.92

平成 25 年度 8,596 千円 35,497 千円 4.13
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③SROI の効果と課題 
（予算要求での活用） 

財政当局に予算要求をする過程で SROI を活⽤し、事業効果を説明した。 
これまで予算要求の際には、若者⽀援事業に対して「結局何⼈の若者が⾃⽴したか」

という成果を問われていたが、若者は⼀歩⼀歩改善していくので、⼀⾜⾶びに⾃⽴につな
がるケースは少なく、達成状況に説明をすることが難しかった。そこで、SROI を活⽤して、
⼤きな⽬標（若者の⾃⽴）とそれを構成する⼩⽬標（意欲の増進、社会性の向上
等）とその評価指標を設定することで、若者⽀援事業の現在の到達度を明らかにでき、
説明がしやすくなった。例えば、ステップ 2→3 への改善（例えば、社会参加機会の拡
⼤）やステップ 7→8（例えば、企業での就労）への改善のように可視化が可能となる。 

ただ、財政当局内に SROI に対する認知度はほとんどなく、SROI が何を意味するかを
⼗分に理解するには⾄らなかったようだ。SROI の測定結果を出したが、それが何を意味す
るか、どれくらいの効果があったかを理解し、経営に反映するまでには⾄らなかった。 
（組織内のマネジメント） 

⼦ども・若者達に対するワンストップの相談窓⼝サービスでは、課のスタッフや外部の相
談員が係っているが、そのマネジメントとしても SROI を活⽤している。活動がどれくらい⽬標
に到達しているかを測る指標として活⽤可能性がある。 
（データ収集の費用、労力） 

今回は、シンクタンクに協⼒してもらい、費⽤負担がなく SROI の設計ができたが、SROI
の測定で費⽤が発⽣するようであれば、導⼊可能性は低いのではないだろうか。特に、現
在のような庁内での認知度だと、その予算を確保することは容易ではないだろう。 

また、現在、相談員等が相談内容について随時アップデートして報告が上がってくるので、
データ収集は定期的に可能であるが、そのデータの整理やアウトカムへの振り分け等は作
業労⼒的にかなり⼤変である。これもネックの⼀つである。 
（その他での活用可能性） 

現段階では補助⾦や助成⾦に SROI は活⽤していないが、その活⽤可能性について
は何とも⾔えない。補助⾦等は、必ずしも短期的な視点だけでなく、中⻑期的な成果で
成果を考える必要があると考える。⽀援団体と協⼒しながら、それを単年度の定量評価
を出すことで NPO 等の活動が難しくなる可能性も感じる。 

 
④SROI の導⼊、普及に向けて 

今後、政策形成における導⼊可能性としては、SROI の認知度の向上がポイントとなる
だろう。それは、利⽤する側だけではなく、それを受け取る側も、評価結果の意味などが分
かるようなものが求められるだろう。 

今回、⼦ども・若者達に対するワンストップの相談窓⼝サービスを発表したときにも、
SROI の結果については多くの⾃治体から関⼼が寄せられた。豊橋市では既にインパクトマ
ップを作成しており、他市町村でも希望があれば、SROI を測定する輪を広げていきたい。 
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█ 4.4 まとめ  ------------------------------------------------------  
ステークホルダー等へのヒアリング調査の結果、以下のような内容が得られた。 
 

使使いいややすすいい定定量量評評価価手手法法をを求求めめてていいるる   
多くの⾃治体では、地域づくり団体との連携・⽀援事業を実施しており、特に助成・補

助⾦の交付事業が多い。そのうち、約半数が評価を実施しており、対外的な事業報告の
資料や事業の継続判断等マネジメントツールとして活⽤されている。 

その、評価⽅法についてみてみると、事業実施後に、⾃治体や第 3 者委員会が、事業
が実績について、効率性等を定性的に評価しているケースが多い。定量評価の導⼊は 2
割程度であった。 

⼀⽅、⾦融機関や助成団体も、事前の貸出や採択時の審査や事後のステークホルダ
ー向け報告のために評価を実施している。その⽅法は、独⾃の審査の視点を導⼊しており、
助成団体の事後評価では KPI が導⼊されている。 

定量評価で「⾒える化」が求められているが、現状ではまだ浸透していない状況がうかが
える。定量評価が進まない理由として、利⽤しやすい、説明しやすい評価⼿法が⾒当たら
ないことが上げられている。 

 
自自治治体体でではは SSRROOII のの導導入入ににははままだだ現現実実性性をを感感じじてていいなないい   

定量的な評価⼿法として SROI に関する関⼼は⾼い。 
しかし、現状では SROI の認知度は 1 割程度と低く、まだまだ広く知られていないのが現

状だ。そのため、その⼿法や活⽤⽅法について具体的なイメージが持てていないことが考え
られ、SROI の導⼊についてもわからないという回答が 8 割を占めた。導⼊可能性があると
するのは 5％であった。 

SROI は、わかりやすい数値として結果が算出されることに対して評価が⾼くなっており、
評価⼿法への模索をしている中で定量評価⼿法の⼀つとして興味が⾒られる。⼀⽅で、
SROI の特徴としてステークホルダーとコミュニケ―ションツールとして相互の理解を深める役
割も期待されるが、現段階ではそれへの関⼼は⾼くない。 

また、SROI 導⼊における課題としては、費⽤⾯と測定⽅法の難しさがあげられている。
その意味で、本研究で作成する『SROI ガイド＆リソース』はニーズが⾒られると期待でき
る。 

 
助助成成団団体体、、金金融融機機関関でではは一一部部でで認認知知さされれてていいるる。。   

今回ヒアリングを実施した助成団体、⾦融機関では SROI に関⼼を持ち、先進的な取
り組みとして⼀部で導⼊され始めている。しかし、まだまだそれは試⾏段階であり、実際の
業務で本格的に導⼊するまでにはまだ時間を要するとみられる。 

その中で、豊橋市では、平成 24 年度に SROI を導⼊し、2 か年にわたって事業内容を
定量的に計測、予算要求等にも活⽤しており参考になる。これは、地域づくり団体と連携
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しながら展開する直営事業（若者⽀援のための相談窓⼝事業）を、シンクタンクが設計
したインパクトマップに基づき⾃治体⾃⾝が SROI を計測しているケースである。ただ、このケ
ースでも庁内での SROI の認知度が低く、報告しても受け⼿側の情報不⾜で理解されて
いない状況があった。SROI を効果的に活⽤するには地域づくり団体のみならず、ステーク
ホルダーの理解を深めていくことも求められる。 

SROI のメリットとしては、定量評価で分かりやすく表現できる⼀⽅で、事業間での⽐較
可能性や SROI ⾃体への信頼性、費⽤等の課題あげられた。 

 
今今後後、、普普及及ののたためめににはは簡簡易易版版 SSRROOII ととスステテーーククホホルルダダーーのの認認知知向向上上、、事事業業評評

価価をを取取りり巻巻くく環環境境づづくくりり   
今後、SROI を普及させていくためには、以下の点が⽰唆される。 

■簡易版 SROI 
定量評価へのニーズは⾼いが、適切な評価⼿法がわからないという意⾒が多く聞かれ、

簡単でかつ費⽤負担も⼤きくない⼿法があれば広く事業評価⼿法として普及する可能性
も期待される。SROI は、ステークホルダーが参加し、オーダーメイドで設計し、かつ費⽤負
担も⼤きく、現状では⼗分にニーズに応えるものになっていない。 

ただ、SROI は分かりやすく、また社会的価値を含む効果を測定できるので地域づくり団
体の活動への親和性が⾼いと考えられるので、簡易版 SROI を開発することでニーズに応
えることができると考える。 

もしくは、豊橋市での導⼊ケースのように、分野ごと（例えば、観光事業、若者⽀援事
業、休耕地活⽤事業等）に SROI のインパクトマップを作成し、それを同種事業で共有
するようなやり⽅も普及が進むと考えらえる。 

■SROI に対する認知度向上 
SROI を活⽤する場合、評価する側、評価される側双⽅の理解が深まらなければ、有

効に活⽤されないと考える。現状では、双⽅の認知度が低く、⼀⽅で積極的に取り組ん
でもなかなか広く受け⼊れられないという状況がある。 

イギリス等では、政府が積極的に SROI 導⼊を促進しており、認知度が⾼まったという
状況がある。我が国においても、国等の役割が期待される。 
■事業評価を取り巻く仕組みの整備 

評価が広く普及しないのは、評価⼿法⾃体の阻害要因とともに、評価を取り巻く仕組
み（例えば、評価が資⾦調達につながる等）の問題もあるという意⾒があった。確かに、
現在の事業評価は、地域づくり団体にとってメリットは⼤きくなく、積極的に事業評価に取
り組もうとする動機が持ちにくい。 

これは SROI に限ったことではないが、事業評価→資⾦調達のような地域づくり団体を
取り巻く仕組みの構築が求められる。 
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第 5 章 まとめ 

 
 
 

以上の調査、分析を踏まえ、本研究で明らかになった内容、政策への⽰唆、今後の検討課題を
整理する。 

 

█ ５.1 本研究のまとめ  -----------------------------------------  
 

▎ 5.1.1  研究結果 

本研究では、背景、事例分析を踏まえて SROI の概要を整理し、モデル事業を通じて
SROI 測定のポイントを明らかにしてマニュアル「SROI ガイド＆リソース」を作成した。また、
地域づくり団体のステークホルダーに SROI の導⼊可能性を明らかにした。これらから、以下
の 4 つのポイントが整理できる。 

 
SSRROOII はは定定量量的的なな事事業業評評価価手手法法。。SSRROOII ははメメリリッットト、、デデメメリリッットトががああるる。。   

まず、SROI の背景、⼿法、活⽤状況等をもとに SROI のメリット、デメリットを整理し
た。 

SROI は費⽤便益分析から派⽣したもので「分かりやすく定量的に成果を表現できるこ
と」「事業の収益⾯だけでなく、社会⾯や環境⾯を含む価値を測定できること」「ステークホ
ルダーとのコミュニケーションができること」等のメリットがある⼀⽅で、「アウトカムや代理指標
の設定に任意性があり、評価者によって結果に差が出る可能性があること」「設定に任意
性があり、事業間の⽐較検討が難しいこと」「データ収集等の作業負担が⼤きいこと」等の
デメリットがあることが分かった。 

SROI の場合、その特徴であるオーダーメイド型であることがメリット、デメリットに⼤きく係
る。オーダーメイドであるからステークホルダーが参加し、相互理解を深めるきっかけになる⼀
⽅で、オーダーメイドであるので事業間での⽐較や測定結果の信頼性に乏しくなってしま
う。 

ただ、事業評価については、マネジメントの効率化や説明責任を求められる背景から、
地域づくり団体のみならず、⾃治体等ステークホルダーも頭を悩ませている部分であり、定
量的な評価ができる SROI への関⼼・ニーズは⾼くいことが確認できた。 

 
SSRROOII 導導入入ののネネッッククととななるる技技術術面面とと運運用用面面をを支支援援すするるガガイイドドをを作作成成   

⼀⽅で、現状では、技術⾯、運⽤⾯での制約要因が多く、地域づくり団体が現場で活
⽤するには乗り越えるべきハードルがあることも分かった。ネックととなるのは、ア）アウトカムや

まとめ

第 5 章
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代理指標の設定⽅法とイ）費⽤、作業負担等の運⽤⾯の⼤きくは 2 点である。費⽤、
作業負担を考えた場合、現実的には地域づくり団体⾃⾝が SROI を測定することが現実
的だが、その場合、技術的なハードルがさらに問題になる。 

そこで、これをサポートする SROI ガイドを作成することとした。特に、ここでは、「単に
SROI の算出を⽬指すものではなく、SROI を通じた評価のあり⽅を⽬指した」「アウトカム
設定、代理指標設定のサポートとなるもの」「地域づくり団体が使いやすいワークシート形
式であること」「SROI のステークホルダーとのコミュニケーションプロセスを設計できること」に着
⽬したガイドとした。 

 
SSRROOII にに興興味味はは見見らられれるる、、ままだだ情情報報がが十十分分にに届届いいてていいなないい   

上記のようなメリット、デメリットを踏まえつつ、地域づくり団体のステークホルダーの導⼊期
待があることもわかった。市⺠や議会、寄付者等から説明を求められる⾃治体や⽀援団
体は、わかりやすい定量評価へのニーズは⾼く、SROI に対する関⼼はある。しかし⼀⽅で、
やはり費⽤や⼿法のむずかしさ等の⾯で導⼊可能性を判断するまでには⾄っていない。ま
た、各団体とも SROI に関する情報等が⼗分に⾏き届いているわけではないので、⼿探り
で検討している段階である。 

また、豊橋市のケースでは、予算要求で活⽤使⽤とした場合、ステークホルダー（財政
担当課）の理解が⼗分ではなく、効果的な活⽤に⾄っていないというコメントが聞かれた。
今後の普及に向けては、地域づくり団体のみならず、関係するステークホルダー向けの PR
も求められる。 

 
▎ 5.1.2  政策への示唆 

政政策策でではは、、事事業業採採択択、、事事業業後後のの報報告告等等、、共共同同事事業業ででのの相相互互理理解解   
今後、SROI の導⼊可能性は政策においても⾼いと考えられる。特に考えられるのは、

「補助事業等での事業選定として」「事業実施後の報告・説明として」「共同事業での相
互理解を深めるため」である。 

ただし、その場合、運⽤⽅法がポイントになると考えられる。 
●募集要項に評価を義務付ける 
●キーアウトカム等は意思決定等をする側が設定する 
●費⽤を含めた SROI 測定の⽀援を⾏う 
●外部評価機関を設け、SROI の測定結果をチェックする 
●SROI の測定結果だけで判断しない 

SROI の設計は任意性が⾼いので、評価側がその枠組みを事前に知らせることが重要
である。また、SROI の限界性を踏まえつつ効果的な運⽤が求められる。 

また、合わせて、「事業実施後の報告・説明として」「共同事業での相互理解を深める
ため」の 2 ケースの具体的な運⽤⽅法を整理する。 
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自自治治体体、、助助成成団団体体、、企企業業等等がが行行うう支支援援のの事事後後評評価価ととししてて活活用用すするるケケーースス   
⾃治体担当課が議会・市⺠、財政当局に事業成果の報告するために SROI を導⼊

する場合、以下のような運⽤⽅法が考えられる。ポイントは、⽀援対象者を募集する前に、
SROI の枠組みを⽀援側から提⽰し、それを踏まえたうえで提案してもらうことだ。 
図表58 SROI の運用方法  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
自自治治体体・・企企業業等等ーー地地域域づづくくりり団団体体のの共共同同事事業業等等でで、、共共通通理理解解、、活活動動管管理理ののたた

めめにに活活用用すするるケケーースス   
⾃治体、企業等と地域づくり団体が共同事業等に取り組む場合に、その⽬的や事業

内容を相互に共有したり、事業の進捗管理をするために共同で SROI を設計、測定する
場合、以下のような運⽤⽅法が考えられる。ポイントは、活動企画を⽴てる際にインパクト
マップを活⽤する点だ。 
図表59 SROI の運用方法  

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

選定 

事業後に地域づくり団体が SROI を測定、費⽤は⽣きづくり団体が負担 

始めの打ち合わせで地域づくり団体と⾃治体等がインパクトマップの内容を確認、共
有 

第 3 者が SROI の測定結果を確認、了承 

事業実施中に地域づくり団体がアウトカムの測定のためにデータ収集 

⾃治体等が募集要項にキーステークホルダー・キーアウトカムを指定し、提案を募集 

地域づくり団体が募集要項の内容を踏まえ提案し、⾃治体等が審査 

活動 

活 動 企

評価 

活動 

評価 

審査 

⾃治体等と地域づくり団体が事業を企画する際に、活動内容、キーステークホルダー・
キーアウトカムを協議する。 

事業実施中に地域づくり団体がアウトカムの測定のためにデータ収集する。 

事業後に⾃治体と地域づくり団体が SROI を測定する。 

第 3 者が SROI の測定結果を確認、了承する。 

審査 

募集 

事 前 協
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█ ５.２ 今後の検討課題  ---------------------------------------  
本研究では SROI の概略を整理したが、今後さらに SROI を広く活⽤するためには、以

下のような研究が求められる。 
 

SSRROOII パパイイロロッットト事事業業のの取取りり組組みみがが期期待待さされれるる。。   

今回アンケート調査等を実施したが、まだまだ SROI に対する認知度は⾼くないことが分
かった。認知度が⾼くなければ、地域づくり団体が SROI 測定結果を公表しても、関係者
が受け⼊れられないことが考えられる。 

⽇本にも「the SROI network JAPAN」等の SROI の機関が設置されているので、そ
れらと連携し、普及促進に取り組むことが期待される。 

また、国においては、補助事業等でモデル的に導⼊することで広く情報発信にもつながる
ので、SROI のパイロット事業等の取り組みが期待される。 

 
アアウウトトカカムム、、代代理理指指標標ののデデーータタ蓄蓄積積がが重重要要ででああるる。。   

SROI は多様な活動の事業評価ができ、アウトカムや代理指標の設定が任意にできる
が、評価者の判断で設定するため、「その数値が確かなのか」「設定⽅法が正しいか」を判
断することが容易ではない。特に、地域づくり団体等の専⾨的知識がない⽅が測定する場
合、その判断が評価者によって異なる可能性がある。 

そこで、SROI のアウトカムや代理指標、指標の原単位などのデータを蓄積し、地域づく
り団体が共有できるようにデータやケースの蓄積に取り組んでいくべきである。例えば、防災
活動で被害が縮⼩する場合の効果を測る場合、⼈命価格をどの数値で測るか、などを標
準ケースとして⽰されれば使いやすい。（費⽤便益分析では、そのような⼀定の蓄積があ
る。） 
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█ 参考１ ⾃治体向けアンケート調査  -----------------------------------  
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█ 参考２ SROI マニュアル  -----------------------------------------  

１．SROI とは何か 

１）なぜ、今 SROI なのか？ 

評価の導入が求められてきたものの、まだ十分に活用されるには至っていない  

地域づくり団体への評価は、⾏政評価が導⼊し始めた 1990 年代、そして NPO 等の活動が盛
んになった 2000 年代から⻑く求められてきました。しかし現状では、評価と⾔っても定型的な活動
報告等が中⼼で、評価を通じた積極的な新規事業開拓や資⾦調達、ネットワークづくり、優秀な
⼈材獲得などにつなげるまでには⾄っていないのが現状です。アメリカ等では⾃⽴的な経営を獲得
するために様々なステークホルダー向けに⾃発的に評価結果を発信する努⼒を⾏っており、それとは
少し異なる取り組み⽅がされてきたと⾔えます。 

これは、⽇本の地域づくり団体を含む⾮営利組織では収⼊の中⼼を公的資⾦に頼っているケー
スが多く、どうしても資⾦提供者である「⾏政に対して効果を説明する」ことに重点があったためです。
公的資⾦は単年度ごと、年度ごとに新しい提案が求められれるため、評価が次の資⾦獲得につな
がるケースが多くなく、積極的に評価に取り組もうという動機が⽣まれにくい状況がありました。また、
評価は費⽤や労⼒の負担が⼤きいため、その優先順位が低くなりがちでした。さらに、いずれの評価⼿法も
簡単ではないので、地域づくり団体⾃⾝が活⽤するにはハードルが⾼いという問題もありました。 

近年、地域づくり団体を取り組む環境が変化し評価に取り組む意義が増えている  

しかし、近年、地域づくり団体を取り巻く環境も少しづつ変化があります。 
⼀つは、今後政府の財政環境は⼀層厳しくなることが予想され、地域づくり活動に対する公的

⽀援がこれからも⻑く続いていくかは不透明な点です。これまでのような公的資⾦に⼤きく依存する
地域づくり活動の経営を⾒直していく時機にあるのではないでしょうか。 

⼀⽅で、寄付税制の改正によりNPO（認定NPO法⼈）の寄付が受けられやすくなっています。寄付控
除が導⼊されたことで、個⼈・法⼈が寄付をするときのインセンティブが多くなり、寄付に関⼼が低かった⼈た
ちも寄付について考え始めることが期待されます。（ちなみに、⽇本の寄付⾦規模は約 1 兆円です。） 

また、近年、クラウドファンディングと⾔われる不特定多数の⼈からインターネットを通じて活動資
⾦を募る仕組みが拡⼤しており、個⼈から地域づくり団体へ直接寄付などを募りやすい環境が整
備されています。私たちは東⽇本⼤震災を通じて、地域や社会の課題解決に取り組む活動が⾃
分たちの⽣活に⼤きく係ることを実感し、それらの活動に寄付をする経験をしたことで、意識の変化
が積みあがってきていると感じます。今後、ますますクラウドファンディング等は⼤きくなっていくことが予
想されており、地域づくり団体にとっても新たな資⾦獲得の道になると考えられます。 

さらに、団塊世代が⾼齢となり、この世代の⽅々の遺贈寄付（遺⾔で遺す財産を相続⼈以外
の特定の⼈や団体に寄付すること）が増えつつあります。遺産を社会的に有効に活⽤してほしいと
いう思いを持つ⽅が⾮営利組織などに寄付をするケースなどで、アメリカの NPO では、収⼊の約
8％がこの遺贈寄付によるものだと⾔われています。 

その他、経団連の調べでは、経団連会員企業では 1 社あたり約 4 億円の CSR 予算があり、こ
こ 20 年ほどは横ばいですが、確実に企業として社会的あ活動に取り組もうという姿勢はあります。 

信頼獲得のために地域づくり団体に求められる『わかりやすい』評価  

このようなチャンスをつかみ、⾃⽴的な経営に向かうためには、まず、⾃分たちの活動がどのような
もので、どのような成果を上げているかを正確で効果的に PR することが求められます。 

そこで、従来のお仕着せで負担の⼤きい評価ではなく、活動に興味がない⼈にも「3 分で」成果
を説明できるような事業評価⼿法として SROI（費⽤対社会的効果：Social Return on 
Investment）を紹介します。この評価⼿法を活⽤して、地域づくり団体への理解・共感を⾼め、
関係者や⽀援の輪の広げ、経営・事業が安定化につなげてください。 
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２）SROI とはどのような理論、手法なのか？ 

SROI は費用便益分析から派生した手法  

SROI は、事業効果をお⾦の価値に換算して測る費⽤便益分析から派⽣した⼿法です。以下
の式で算出し、SROI が１を越えていれば、投⼊した費⽤を社会的価値が上回ることになり、社会
的な投資価値があると判断できます。 

SＲＯＩ＝金銭換算された社会的効果／投入された費用 

SROI は経済性・社会性の両面について事業の効率性を評価できる手法  

費⽤便益分析は公共⼯事等の評価でも導⼊（国⼟交通省等が費⽤便益分析マニュアルを
作成）されており、⼿法⾃体に新規性があるわけではありません。 

ただ、SROI は経済的効果（儲かった）だけでなく社会的効果（社会が良くなった）を含んで
算出するので、⾮営利活動などの経済性だけでは判断できない活動も測定するのに向いており、
NPO や CSR の事業評価などで活⽤されています。他にも多様な⾮営利活動が活⽤する評価⼿
法はありますが、以下のように、SROI は社会的価値を測ることができ、定量的な測定ができる点が
特徴的です。 
●（組織評価、財務評価ではなく）事業評価である 
●実績ではなく成果、社会的価値を測る（⇔事業報告では実績等を評価） 
●わかりやすく表現できる（⇔事業報告では⽂章で評価） 
●効果と費⽤を⽐較することで事業の効率性を測る 
●経済的効果と社会的効果を総合的に評価する（⇔ROI は経済的効果を評価） 
●お⾦の価値に換算して評価するので事業間で⽐較可能性がある（⇔KPI では個別指標で

評価するので⽐較が難しい。ただし、後述しますが、現状では⽐較は簡単ではありません） 

定量的

定性的

社会的価値経済的価値

バランススコアカード
ＫＰＩ 満⾜度調査

経済波及効果

事業報告

ＳＲＯＩ

OUTCOME Star

ROI
収⽀

The LM3

 
 

３）SROI はどのように開発、普及してきたか？ 

SROI は、約 20 年前にアメリカのソーシャルビジネスの財団『REDF』で開発され、イギリス等のヨ
ーロッパにわたり政府等を加わり実践的な取り組みが進められました、特に、イギリスでは、ソーシャル
ビジネスを推進する独⽴系シンクタンクの『nef（new economy foundation）』が SROI 測定
マニュアルなどを作成し、SROI の導⼊を先導してきました。また、『nef』では SROI 測定ツールであ
るインパクトマップを開発し、SROI の測定を格段に簡単にしました。 

SROI は、イギリスで広まった後各国でも導⼊されており、数年前から国内でも注⽬されていま
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す。 

４）SROI はどのような場面で活用されるか？ 

実際の地域づくりの現場では、SROI は「審査」「モニタリング」「経営管理」「説明・報告」の場⾯
での活⽤が考えられそうです。また、SROI を活⽤する側も、地域づくり団体をはじめ、連携、⽀援
を⾏う⾏政や企業、資⾦提供する助成団体等が考えられます。さらに、評価をするタイミングは、
活動前と活動中・活動後があります。 

 
 審査 モニタリング 経営管理 説明・報告 

地
域
づ
く
り
団
体 

   ∙ 支援者に協力（寄付、

共同事業）を呼びかけ 

  ∙ スタッフ間で進捗、成

果を検証 

∙ スタッフ間で目標、活

動内容、成果を共有

∙ 支援者に成果を報告 

行
政 

∙ 地域づくり団

体を選定 

∙ 地域づくり団体と共同事

業の内容を共有 

  

 ∙ 地域づくり団体の運営を

検証 

∙ 委託費の支払額決定 

∙ 事業継続や運営方

法（直営／民活）を

判断スタッフ間で目

標、活動内容、成果

を共有 

∙ 地域づくり団体の協力・

支援（補助金・助成金、

委託等）の成果を、市

民や議会に報告 

∙ 予算要求で財政当局に

成果を報告 

企
業 

∙ CSR で支援

する地域づく

り団体を選定 

   

 ∙ CSR で支援する地域づく

り団体の成果を検証 

∙ 事業継続や運営方

法を判断 

∙ CSR の成果を経営陣に

報告 

∙ CSR の成果をステーク

ホルダーに報告 

助
成
団
体 

寄
付
者 

投
資
家 

∙ 助成・寄付・

投資をする地

域づくり団体

を選定 

   

 ∙ 助成・寄付・投資した成

果を検証 

∙ 事業継続や運営方

法を判断 

∙ 助成・寄付・投資等の

成果を経営陣に報告 

∙ 助成・寄付・投資等の

成果をステークホルダー

に報告 

上段:活動前、下段：活動後  
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５）SROI の利点と限界性 

SROI は効果的な評価⼿法ですが、他の評価⼿法と同様に⼀⻑⼀短があります。 

① SROI の利点 

SROI は、地域づくり団体が活⽤するときに以下の３つの利点があると考えられます。 
● 事業効果を「⾒える化」し、分かりやすく伝えられる 
● 社会的価値を測ることができる 
● ステークホルダーとのコミュニケーションツールとして有効 

SROI は、事業効果を「見える化」し、分かりやすく伝えられる  

SROI の算出結果は社会的価値と費⽤を⽐較して 1.0、2.4、4.5・・のように表されます。始め
て⾒る⼈にも「1 を超えていれば投⼊した費⽤よりも価値が上回った」とわかりやすいことが特徴です。
地域づくり活動に興味のない⼈に⽂章などで活動報告をしても理解してもらうことは簡単ではありま
せんが、その点、SROI は直感的に理解できるので関⼼を集めることが期待できます。 

ただし、「わかりやすさ」は複雑な部分を単純化しているだけなので、反作⽤もあります。SROI の
算出結果が意図しない使われ⽅をされないように、結果だけではなく、「それがどのような意味を持つ
か」「なぜそうなったか」も合わせて伝えることが必要です。 

SROI は、社会的価値を測ることができる  

SROI は、活動の経済性のみならず社会性や環境性についても評価できます。地域づくり団体
の活動は地域課題の解決に取り組み、かつ中⻑期で成果が出るものが多いので、「⽀出に対して
効果が⾒えない」と⾔われがちですが、SROI だと「収益性が低くても社会的効果を⽣み出してい
る」「地域や社会に対して波及的な効果を⽣み出している」などを説明することができます。例えば、
商店街の賑わい創出事業を実施した場合、商店街の商店の売り上げが向上したという点のみな
らず、地域住⺠との交流が進むことで、⾼齢者の⼼理的な健康が向上したり、治安が改善されて
治安維持にかかっていた⾏政コストが削減されたなどの効果を算出することができます。 

ステークホルダー・アプローチがポイント  

SROI のもう⼀つの特徴は、評価を測定するプロセスで、ステークホルダーの参加を求めるという点
にあります。他の評価⼿法では、マニュアルや評価指標に基づき決められた枠組みで評価を⾏うも
のが多かったのですが、SROI は測定対象や評価の視点をオーダーメイドに設定します。その SROI
を設計するプロセスの中で、地域づくり団体はステークホルダーとコミュニケーションをとりながら「どのよ
うな価値が重要なのか」「何を期待するか」など相互理解を深めていきます。 

SROI では評価結果を算出することと合わせて、ステークホルダー間で相互理解を深めていくこと
も重要な価値です。 

 

② SROI の限界性 

一方で、算出結果の妥当性や事業間の比較可能性に課題  

SROI にはメリットもありますが、⼀⽅で⼿法や運⽤⾯についての課題の指摘、批判もあります。
例えば、「社会的な価値を貨幣換算することは現実とそぐわない」という SROI の考え⽅に対する指
摘、「⾦銭換算する場合の代理指標への信頼性が低い」「⼼理的影響を換算しにくい」「費⽤と
便益の設定が恣意的に⾏われる可能性があり信頼性が低い」「（⾃然環境改善のような）⻑期
的な便益を算出しにくい」という SROI を設計する際の技術的な指摘、「ステークホルダーの参加・
対話プロセスをとることで指標の多様化を招き、類似事業の⽐較検討が難しくなる」という運⽤上
の指摘などです。特に、SROI は、オーダーメイドで設計するので、算出結果の妥当性や事業間の
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⽐較可能性の指摘については、SROI の限界性と⾔えるかもしれません。 
SROI は開発されて 20 年くらいの⼿法であり、確かに、まだまだこれからの改善していかなければ

ならない⾯があると思います。しかし、SROI は事業効果をわかりやすく伝えることができる⾯、ステー
クホルダーとの理解を深めるツールとして活⽤可能性が⾼いので、このような限界性を理解したうえ
で、算出結果に⼀喜⼀憂するのではなく、なぜそのようになったかを分析する使い⽅をすれば効果
的ではないでしょうか。 

ヨーロッパでは、限界性を超えるような試み  

⼀⽅で、ヨーロッパでは、SROI の限界性の⼀つである⽐較困難さの課題を超えるために、『The 
Glabal VALUE Exchange』というステークホルダー、アウトカム、代理指標のアーカイブ化を進めて
います。後述しますが、SROI では、効果の設定⽅法とそれを⾦銭換算する⽅法が重要なポイント
であり、これが充実していけば SROI の⽐較可能性が⾼まり、より使いやすくなることが期待できま
す。 

本書では、これを参考に、巻末にアウトカム例を掲載していますので、SROI を設計する際に、ス
テークホルダーの対話の材料としてご活⽤ください。 
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２．どのように SROI を算出するか 

  

１）SROI 算出の基本原則は？ 

先述のように、SROI は万能な⼿法ではないので、その限界性を踏まえて上⼿に使うことが求め
られます。そこで、以下の５つの原則を踏まえ SROI を活⽤しましょう。 

●SROI は意思決定や経営判断をするためのツール 
●テーマにフォーカスした分析をする 
●過⼤な評価をしない 
●透明性を確保する 
●ステークホルダーを交え、測定プロセスの納得感を向上させる 

 

SROI は意思決定や経営判断をするためのツール  

SROI の算出は、あくまでも意思決定や経営判断に資するデータ・資料を提供するためのもので、
SROI はそのツールに過ぎません。ですので、「算出結果が 1 を超えた」という部分だけを注⽬しても
あまり意味がありません。SROI の算出結果だけでは⾒えてこない、「誰に対して効果を及ぼしている
か」「どのような点で効果があったか」「なぜそのような結果が得られたか」等の意味や要因を明らかに
することが必要です。SROI は直感的にわかりやすく表現できるメリットがありますが、その算出結果
に⼀喜⼀憂しないで、意味を分析し、報告することに活⽤すべきです。 

また、SROI の算出結果は分かりやすいので、その数値が⼀⼈歩きをして、望まない活⽤をされ
ることが危惧されますが、分析を添えてその数値の持つ意味を理解してもらうことが求められます。 

テーマにフォーカスした分析をする  

SROI の分析では、「意志決定等する⼈が求める情報」を的確に提供するように、ポイントにフォ
ーカスした分析をすべきです。 

SROI の設計では、「あらゆる」アウトカムを計上することが望まれますが、特に注⽬するステークホ
ルダーやアウトカム（キーステークホルダー、キーアウトカムと⾔います）から測定することをお薦めしま
す。これまで実施された事例でも、データ収集や統計の整備状況等の制約により全ての効果を測
定しているケースはないので、まずは重点をおいて考えたいポイントから測定を⾏ってください。そうでな
いと、あまり重要ではない効果が⼤きく算出されてしまい、この活動が何のために⾏われたのかを説
明しにくくなることがあります。 

また、SROI の算出では、調査に費⽤や労⼒を要しますので、調査を詳細に⾏うほど負担が⼤
きくなることも念頭に置いておくべきです。 

過大な評価をしない  

費⽤便益分析では、算出結果が過⼤にならないように安全サイドに⽴って測定すべきです。例
えば、インプットやアウトカムの⼆重計上を避けること、アウトカムを適切に⾦銭換算すること、適切な
データ収集を⾏うことなどに特に留意してください。 

また、SROI では、必ずしも全てのアウトカムの測定がでるわけではないので、⾼い算出結果を⽬
指して過⼤になるよりも、まずはキーアウトカムを中⼼に 1 を超えるかを検討材料としてください。 

透明性を確保する  

SROI の算出は、インパクトマップの作成を通じて、インプット、アウトカム、インパクトを整理してデ
ータ収集するもので、算出⾃体は四則演算なので、ポイントを押さえれば地域づくり団体⾃⾝が算
出することも⼗分可能です。 
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⼀⽅で、SROI はオーダーメイドで設計するので、測定者によってアウトカムやお⾦の価値に換算
する指標の設定が異なったり、算出結果にバラつきが出る可能性があります。これは SROI の特性
上仕⽅がないのですが、算出結果の信頼性を⾼め、第三者にも説明ができるように、算出プロセス
や算出結果の透明性確保に努めるべきです。例えば、第三者が算出結果を検証できるように、算
出プロセス（調査⽅法やデータの計算プロセス等）を記載したり、採⽤したデータ等の出典を明記
したり、測定者名を付すなどのことが考えられます。 

また、当然ですが、測定する際には、特定のステークホルダーの考え⽅に引っ張られたり、意図的
なデータ作成をせずに、現実に即した評価をする姿勢・モラルも求められます。 

ステークホルダーを交え、測定プロセスの納得感を向上させる  

SROI はオーダーメイドで設計するので、測定者によって算出結果にバラつきが出る可能性があり
ます。そこで、重要なのは、算出結果の「透明性」を確保するとともに、ステークホルダー間での「納
得感」を⾼めることです。算出結果に間違いがあってはいけませんが、ステークホルダー間の対話を通
じて、測定⽅法や評価の視点について双⽅で納得することが求められます。 

そのため、SROI の算出では、適切な⽅法を採⽤するとともに、適切なプロセスを採⽤することも
重要です。タイミングごとにステークホルダーと適切なコミュニケーションをとり、必要な合意形成を⾏っ
たかにも気を配りながら進めましょう。本書では、その両⽅について記載します。 
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２）SROI はどのようなものか？ 

SROI の算出の中核となるのがインパクトマップで、これを埋めていけば半ば⾃動的に SROI は算
出ができます。インパクトマップは、「〜のステークホルダーが／〜のインプットで／〜の活動を⾏い／
〜のアウトプットを得て／〜のアウトカムを得る」を視覚的に整理するツールです。 

インパクトマップは、例えば以下のように整理されます。ここから「活動の効果はあったか」「誰に対
して効果があったか」「どのような項⽬で効果があったか」などを読み取っていきます。 

 
 
 

ステー
クホル
ダー 

インプット 活動  アウトプット アウトカム 

内容  値  内容 値 内容 指標 値  貨幣化指
標  

変化

地 域
づ く り
団体  

自己資金  80 百
万円  

空 き
家 を
活 用
し た
集 客
施 設
整 備
と 運
営  

空き家の運
営  

340
日 営
業  

就 業 機 会
の増加  就業者数 3 人  

就 業 者
× 賃 金
単価  

11 百
万円  

運営人件
費  

９ 百 万
円  

事 業 収 益 増
加  利益  16 百

万円  利益  16 百
万円  

ボラン
ティア 

ボ ラ ン テ ィ
アの労力  

１ 百 万
円  参加者数  126

人  

健 康 の 改
善  

健 康 改
善報告  20 人  測 定 せ

ず  

地 域 づ く り
技 術 の 習
得  

セッション
数  ５回  

商 業 ト レ
ー ニ ン グ
費 用 ×
セッション
数  

1.5 百
万円  

市 役
所  

職 員 の人
件費  

２ 百 万
円  

地 域 環 境 の
改善   地 域 の 清

掃費削減
コ ス ト 削
減額  

３百万
円  

コ ス ト 削
減額  

３ 百 万
円  

周 辺 商
店      収益増加

周 辺 店
舗 の 収
益増加  

20 百
万円  

周 辺 店
舗 の 利
益  

20 百
万円  

地 域 住
民    集 客 施 設

への訪問   
レ ク リ エ ー
ション機 会
の増加  

の べ 訪
問数  

40 人
日  

レ ク リ エ
ー シ ョ ン
費 用 ×
の べ 訪
問数  

４ 百 万
円  

空 き
家 所
有者  

空き家  無 償 貸
与         

警察  職 員 の人
件費  

１ 百 万
円    

通 報 減 少
に 伴 う コ ス
ト減  

通報件数 20 

現 場 急
行 費 用
単 価 ×
通 報 件
数  

３ 百 万
円  

国  補助金  100 百
万円          

 
 
 
５か年の事業とすると 

総費用 ： ２３８百万円  総便益 ： 292.5 百万円  

SROI ： 1.23 

誰が重要な役割を果たしているか 
どのような効果が期待できるか 誰に対して効果を及ぼしているか 

事業の効果はあったか 



 

 94

３）SROI はどのような流れで算出するか？ 

SROI の測定では、インパクトマップの作成を⽬指して作業を進めます。その⼿順は以下の通りで
す。また、以降では、この⼿順の具体的な⽅法とワークシートがあります。 

 

②評価の⽬的を整理し、SROI
分析の枠組みを設定する

③ インパクトマップを整理する

④データを収集する

⑤SROIを算出する

⑥SROIの算出結果を分析する

➊活動の基本的な情報を記⼊する
➋活動に係ったパートナーを記⼊する
➌活動に投⼊した資源を記⼊する
➍活動の効果を記⼊する
❺活動の恩恵を受ける主体を記⼊する
❻活動の価値（効果を⽣み出すポイント）を整理する

➊評価をする⼈と評価の活⽤⽬的を整理する
➋評価の視点とそれに答える SROI の分析項⽬を整理する。
➌SROI の測定範囲を設定します。
➍注⽬して分析するステークホルダーとアウトカムを設定します。

➊ステークホルダーを設定する
➋活動を整理する
➌インプットを整理する
➍アウトカムを整理する
❺⾦銭換算代理指標を設定する

➊データの収集⽅法を決める
➋統計データを収取する
➌アンケート調査を実施する

➊死荷重を算出する
➋置換効果を算出する
➌寄与率を算出する
➍低減効果を算出する
❺現在価値に割り戻す
❻SROI を算出する

➊SROI の算出結果、及び上位のアウトカム等を記⼊する
➋活動の実施状況について記⼊する
➌活動全体の評価を記⼊する
➍活動のポイント別の評価を記⼊する
❺活動の効果が⽣まれた要因を分析する
❻今後の活動⽅針等について検討する

①活動内容を整理する
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① 活動内容を整理する 

まず、あなたが取り組む活動について整理します。シートⅰに従って、以下の⼿順で記⼊してくだ
さい。 

➊ 活動の基本的な情報を記入する  

活動の「５ｈ１ｗ」を整理します。「だれが（who）」「いつ（when）」「どこで（where）」
「何を（what）」「どのように（how）」を順に記⼊していきます。 

➋ 活動に係ったパートナーを記入する  

活動に係った⼈、団体をすべて書き出します。例えば、以下のような⽅々が考えられます。 
【経営面】 
 業務委託する行政 
 助成等する行政、助成団体、企業等 
 寄付者 
 投資家 

【活動面】

 連携して活動する NPO、行政等 
 活動をサポートする企業 
 施設等を貸与する行政 
 職員を派遣協力する行政、企業 
 活動に参加する地域住民、ボランティア 
 地域づくり団体のスタッフ 

➌ 活動に投入した資源を記入する  

活動をするために要した資源を記⼊します。資源とはヒト、モノ、カネなどといいますが、例えば以
下のようなものです。 
【カネ】 
 自己資金 
 補助金 
 寄付金 

【ヒト】

 派遣したスタッフの人件費 
【モノ】 
 施設・設備 

➍ 活動の効果を記入する  

期待できる効果をすべて記⼊します。例えば、以下のような効果が考えられます。 
【事業に係るもの】 
 生産性、効率性が改善する効果 
 事業収益増加の効果 
 その他 
【住民生活に係るもの】 
 公共サービスが充実する効果 
 レクリエーション機会が増加する効果 
 生活機会が高まる効果 
 生活利便性が高まる効果 
 収入が増加する効果 
 精神面が向上する効果 
 健康が増進する効果 
 生活費用が減少する効果 
 その他 
【地域経済に係るもの】 
 土地、建物の利用が高まる効果 
 雇用創出の効果 
 事業費用が減少する効果 
 認知度、ブランド力が高まる効果 
 その他 

【安全に係るもの】 
 災害が減少する効果 
 事故が減少する効果 
 その他 
【環境に関するもの】 
 生活環境が改善する効果 
 自然環境が改善する効果 
 地球環境が保全する効果 
 景観が保全する効果 
 その他 
【地域社会に関するもの】 
 地域資源が有効に活用される効果 
 地域社会の安定につながる効果 
 地域文化が進行される効果 
 その他 
【その他】 
 税収増加の効果 
 権利が保護される効果 
 技術の獲得の効果 
 その他 
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❺ 活動の恩恵を受ける人・団体などを記入する  

その活動によって、直接的、間接的に恩恵を受ける⼈・団体を記⼊します。例えば、以下のよう
な⽅々です。 
 地域住民（高齢者、高齢者の家族、子ども、

子育て世帯、障害者、土地所有者など） 
 行政 
 NPO 
 学生 

 自治会

 企業 
 従業員 
 観光客 
  

❻ 活動の価値（効果を生み出すポイント）を整理する  

活動が提供する価値を記⼊します。活動の価値とは「活動の中核となる部分で、効果を⽣み
出すための他にはないポイント」のことで、例えば、以下のように、他にはない技術がある、独⾃のネッ
トワークで費⽤をかけずにできるなどがあります。 

この分析は、SROI の算出結果の要因を分析する際に重要な項⽬です。 
 
 活動の価値例 具体例 

アイデアの新規性 これまでにない斬新な企画である

水準の高さ 他にない技術、ノウハウ、設備等を活用する

スタッフが高い技術、ノウハウ等がある 

ブランド力 行政機関との連携し、活動の信頼性を高める

地域で信頼の高い人が取り組む 

手軽さ 活動に必要な設備等があるか

低コスト 

補助金、助成金等を活用する

安価に協力してもらえる関連団体等がある 
大学と連携し、学生の協力を得る 
ボランティアの協力を得る 

安心感 多様な団体が参加する

自治会等の地縁組織と連携する 

小リスク 活動の対象者が確保されている
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② 評価の目的を整理し、SROI 分析の枠組みを設定する 

SROI の⽬的は、単に結果を算出することではなく、意思決定等に資する情報・データの提供す
ることです。つまり、評価をする⼈が、SROI の測定結果から「いかに補助⾦・助成⾦の採択、事業
の存続・変更、その活動への投資可能性等を判断できるような情報を提供するか」を念頭に作業
を進めることが必要です。 

そこで、まず、評価の具体的な場⾯をイメージし、そこで求められる情報を整理し、その情報をす
るために SROI 測定の枠組み（測定範囲、注⽬する部分）を設定しましょう。シートⅱに従って、
以下の⼿順で記⼊してください。 

 

SROI では、以下のような⽤語を⽤います。SROI 測定の前に確認してください。 
ステークホルダー：ステークホルダーとは、地域づくりの経営⾯や活動⾯において、直接的、間接的に利

害が⽣じる関係者(利害関係者)のことをいいます。・具体的には、活動のサービス
利⽤者、（活動に直接かかわらない）地域住⺠、活動団体スタッフ、ボランティア、
共同事業をする⾏政、企業、連携する地縁団体などです。 

インプット：  活動に投⼊した資源（ヒト・モノ・カネなど）「資源・資⾦をいくら投⼊するか」。例え
ば、活動に要した補助⾦、助成⾦、⼈件費など。 

アウトプット： 活動の結果、実績、「何をどれくらいできるか」。例えば、道路清掃活動の実施回
数など。 

アウトカム：  活動の効果、「何をどのように変化するか」。例えば、道路清掃活動による地域への
訪問者・観光客増加など。 

便益：     活動の成果を⾦銭換算したもの、「何をいくらぶん変化するか」。例えば、道路清掃
活動による地域への訪問者・観光客増加の⾦銭価値額など。（⼀般的には、
便益を効果をほぼ同義とする場合もありますが、費⽤便益分析では便益は⾦銭
換算したもとする場合が多いです。） 

 

➊ 評価をする人と評価の活用目的を整理する  

評価する⼈と評価する⽬的を整理し、該当するものにチェックを⼊れます。⼀般的に、SROI で
は以下のような使われ⽅が考えられますので、ステークホルダー・⽬的別の活⽤場⾯を参考にしてく
ださい。 

➋ 評価の視点とそれに答える SROI の分析項目を整理する。  

また、評価する⼈が知りたいことを想像し、該当する質問項⽬にチェックを⼊れます。SROI の分
析項⽬からは、活動の妥当性（活動が関連する計画やニーズにマッチしているか？）、有効性
（地域や社会に効果を⽣むか？）、効率性（費⽤に対して効果があるか？）、インパクト（地
域や社会に対して波及的な変化をもたらしているか？）等の質問に答えることができます。さらに、
SROI はステークホルダーごと、アウトカム項⽬ごとに算出しますので、誰々に対する効果、何々に対
する効果に絞って⾒ることもできます。（SROI のインパクトマップ例を参照してください。） 

➌ SROI の測定範囲を設定します。  

SROI の測定範囲を設定します。これが、SROI を測定する際の始めに壁にぶつかる部分かもし
れません。 

地域づくり活動は活動の中に複数の事業が絡み合っていたり、活動が異なる⽬的を兼ねている
ケースがあるので、これを解きほぐして対象とする活動内容や期間を明確に設定することが必要です。
評価する⼈や⽬的を想定し、求められる事業を切り取って評価します。例えば、助成事業に対して
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成果を報告する評価であれば、その前から活動の蓄積があったとしても助成期間内に実施した活
動を対象とします。 

測定範囲に余計な部分が⼊っていると、効果を過⼤に⾒積もる可能性がありますので、適切に
切り分けるようにしてください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

➍ 注目して分析するステークホルダーとアウトカムを設定します。  

SROI では、基本的には全てのステークホルダー、アウトカムを対象として抽出して検討しますが、
現実的には、時間や労⼒、費⽤、データの収集可能性等の問題があり、全ての項⽬について測
定することが難しい場合があります。そこで、特に注⽬して分析するステークホルダーとアウトカムを設
定し、そこから測定することをお薦めします。例えば、⾏政からの評価を受ける場合、問われるのは
「⾏政コストの削減効果がどれくらいああったか」「地域で困っている⼈がどれくらい改善したか」などで
すので、そのような視点を念頭に分析を⾏うことで効果的に測定を進めることができます。 

自主 

事業 

補助事業 B 

委託事業 

補助事業 A 

活動  

時間  
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③ インパクトマップを整理する 

下図表のインパクトマップを整理します。シートⅰをもとにしてシートⅲに従って、以下の⼿順で記
⼊してください。ここでは、インパクトマップの「〜のステークホルダーが／〜のインプット（投⼊）で／
〜の活動を⾏い／〜のアウトプットを得て／〜のアウトカムを得る」というふうに、インプット、活動、ア
ウトプット、アウトカムの因果関係がわかるように、下図表のようにそれぞれを線でつなげていきます。
そうすることで、「もし〜の活動を⾏ったら、〜の効果があがるだろう」というふうに活動と成果の道筋
が⼀⽬でわかります。 

➊ ステークホルダーを設定する  

インパクトマップは、ステークホルダーごとに 1 枚ずつ作成します。シートⅰのパートナー、受益者で
名前のあがったものをステークホルダーとして、特に重要なもの（キーステークホルダー）から作成して
いきます。 

➋ 活動を整理する  

ステークホルダーに該当する活動を整理します。シートⅰの活動のポイントの内容を記⼊します。 

➌ インプットを整理する  

ステークホルダーに該当するインプットを整理します。シートⅰの資源で、それぞれのステークホルダ
ーが提供したものを記載します。 

また、費⽤を計上する際は、以下のポイントに留意してください。 
●必要なインプットはすべて抽出する 

該当すると考えられるインプットは「もれなく」抽出しましょう。 
●活動主体に係るものに注⽬ 

インプットの中で、活動の費⽤には、活動主体に係るもの（活動に投⼊する費⽤）、利⽤者に
係るもの（活動に受ける側に発⽣する費⽤）、社会に係るもの（活動が社会的な影響を及ぼし
て発⽣する費⽤）がありますが、地域づくり活動は活動範囲が限定的（社会的に⼤きな影響を
及ぼす可能性が⾼くない）なので、地域づくり団体などが投⼊するものに注⽬しましょう。 
●外部不経済のコストは計上しない 

活動によって⾃然破壊などが発⽣する場合のような社会的コストは、負の便益としてアウトカムの
⽅に計上されますので、インプットには計上しません。 
●ボランティアの費⽤に含む 

インプットにはボランティアの労⼒も含んでください。地域づくり活動では、ボランティアが参加するこ
とがありますが、その費⽤も時間換算してインプットに含んでください。 

➍ アウトカムを整理する  

ステークホルダーに該当するアウトカムを整理します。アウトカムは、シートⅰの効果に該当するもの
で、ここではその効果が直接的か／間接的かでそれぞれを振り分けて、記⼊してください。また、この
効果を表す指標、その数値も併せて記⼊します。 

SROI の測定では、アウトカムの設定、その⾦銭換算が頭を悩ませるところの⼀つです。アウトカム
には、先の効果の整理で⾒たように、「事業の効果に係るもの」「社会の効果に係るもの」「費⽤の
削減に係るもの」などがあります。巻末に、活動別のアウトカムを整理していますので、参考にしてくだ
さい。 
●必要なアウトカムはすべて抽出する 

該当すると考えられるアウトカムを「もれなく」抽出しましょう。アウトカムを整理する場合は、シート
ⅰの「効果」に記載したものをすべて対象としてまずは計上してください。 

そして、キーアウトカムについては下線を引いてわかるようにしておいてください。 
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●アウトカムの⼆重計上に気を付ける 
アウトカムは「ダブりなく」抽出しましょう。⼆重計上とは、例えば、防災対策事業で、資産被害が

軽減されることと、安全性向上に伴う資産価値が上昇することを同時に計上してしまうスケースなど
です。特に、波及効果を考える場合、直接効果として表れたものが再度波及効果として表れる可
能性もあるので⼗分に留意してください。このような⼆重計上を避けるための⼿段として、縦軸にア
ウトカムを、横軸にステークホルダーをとり、それぞれの関係を表にすることでダブりを防ぐことができま
す。 

また、ダブりをなくすための⽅法として、便益帰着構成表を活⽤することも有効です。縦軸に便益
を受けるステークホルダーを、横軸に便益項⽬を整理し、該当する部分に便益を記⼊することでチェ
ックできます。 
●純増分を計上する 

アウトカム（便益）は、純増分を計上しましょう。例えば、地域内で居住者が移転した等の場
合は、地域内を⾒ると増減がゼロなので便益としては計上できません。 

また、ある活動によって他に負の効果が出る場合は、置換効果として考えます。例えば、ある地
域の清掃活動で不法投棄が減ったとしても、それが他地域で増えれば、置換効果を設定します。 

便益の純増分を考えるときは、その活動を「⾏った場合／⾏わなかった場合」を⽐較するとわかり
やすいです。活動によって得られる成果、活動がなくても得られる成果を書き出し、その差を効果と
します。 


