非営利組織評価センター
サービス名

1 お宝エイド

2

組織評価・認証制度のメリット一覧
団体名

TMコミュニケーショ
ンサービス（株）

ソーシャルビジネス
日本政策金融公庫
支援の融資制度

グッドガバナ
ンス認証

〇

〇

〇

〇

サステナブル・ビジ
3 ネス・マガジン「オ （株）オルタナ
ルタナ」

〇

オルタナ別冊「わが
（株）オルタナ
パーパス」

〇

5 オルタナ・メルマガ （株）オルタナ

〇

助成プログラムにお
6 ける組織評価の活用 助成財団等
等

〇

7 Yahoo！ネット募金 Yahoo！JAPAN

〇

4

アクトコイン寄付機 ソーシャルアクショ
能
ンカンパニー（株）

〇

9 Go To Donation

ソーシャルアクショ
ンカンパニー（株）

〇

10 いぞう寄付の窓口

（一社）全国レガ
シーギフト協会

〇

8

2022年5月時点

ベーシックガ
バナンス
チェック

〇

内容
自宅の不用品を買い取り、その買取金額を
指定されたNPOに寄付するサービスで
す。
Webサイトの各団体の紹介ページでJCNE
の評価実績をアピールすることができま
す。
新規登録を希望される場合はJCNEにご相
談ください。
ソーシャルビジネスを対象とした融資制度
です。
融資申込みの際に評価実績を申込書類でア
ピールすることができる。公庫本部より、
各支店に対してNPO法人等への融資に際
して「グッドガバナンス認証の取得等を審
査情報として活用するように」という通知
が出ているとのことです。
年4回発行される「オルタナ」と連携し、
団体インタビュー記事「グッドガバナンス
認証団体をめぐる」を毎号掲載していま
す。ロングバージョンのWeb版と概略の
雑誌版の2種類があります。Web版は
Yahooニュースに転載されることもありま
す。
取材団体はオルタナと相談した上で、
JCNEが年4団体選定しています。
「オルタナ」が発行するWebマガジンで
す。自組織のパーパス（存在意義）を代表
自ら書いて頂くという、新しい発想のムッ
クです。
このWebマガジンに記事を掲載すること
ができます。新しく認証を取得した団体に
記事掲載のご案内をしています。
「オルタナ」が発行するメルマガで、登録
約4万7千人の購読があります。このメル
マガで認証団体が実施するクラウドファン
ディングの情報を紹介します。掲載希望は
JCNEまでご連絡ください。
助成プログラムの助成金申請書で、組織評
価の実績を確認する項目を設定してくれる
助成機関との連携を進めいています。現在
15団体と連携しています。
助成申請で評価実績をアピールすることが
できます。
クレジットカードやTポイントで寄付でき
る、日本最大級の寄付ポータルサイトで
す。
団体の登録ページに、信頼性の証しとして
認証マークを付けることができます。現
在、新規団体の受付は停止中ですので、再
開したらご案内いたします。
社会貢献アプリ「actcoin（アクトコイ
ン）」の寄付機能でスマホアプリから寄付
集めができるサービスです。寄付の仕組み
はオンライン決済「コングラント」を使用
し、手数料を引かれた寄付額が自動的に団
体に振り込まれます。
利用対象は、認定NPO法人か公益財団法
人のみです。利用希望はJCNEまでご連絡
ください。
認定NPO法人にフューチャーした寄付
キャンペーンのサイトです。寄付の仕組み
はオンライン決済「コングラント」を使用
し、手数料を引かれた寄付額が自動的に団
体に振り込まれます。
利用対象は認定NPO法人のみです。利用
希望はJCNEまでご連絡ください。
遺贈寄付をお考えのみなさまと、無料で相
談できる全国の窓口をつなぐポータルサイ
トです。各地に相談窓口も設定されていま
す。
遺贈寄付先の候補としてグッドガバナンス
認証制度をご紹介いただいています。

URL

https://otakara-aid.com/

https://www.jfc.go.jp/n/financ
e/search/socialbusiness.html

https://www.alterna.co.jp/

https://www.alterna.co.jp/auth
or/wagapurpose/

https://www.alterna.co.jp/

https://jcne.or.jp/banner-npo/

https://donation.yahoo.co.jp/

https://actcoin.jp/

https://goto-donation.org/

https://izoukifu.jp/

Amazon「みんなで
応援」プログラム

Amazon Japan

〇

12 企業マッチング

（一財）日本次世代
企業普及機構（ホワ
イト財団）

〇

13 寄付付き商品

（一社）あしたの食
卓研究所

〇

11

シェアオフィス
14 「ワークスタイリン 三井不動産（株）
グ」

15

16

17

CANPAN団体情報
データベース

Good Governance
Voice

（公財）日本財団

（一財）非営利組織
評価センター

認証団体によるユー （一財）非営利組織
ザーコミュニティ
評価センター

全国各地で物資の支援を必要としている団
体・施設・個人を、Amazon.co.jpを通じて
サポートできるプログラムです。それぞれ
の支援先が作成した「ほしい物リスト」か
ら商品をご購入いただくことで、簡単に物
資の支援が行えます。
AmazonとJCNEが提携し、認証団体は申
請すればすぐ利用可能となっています。利
用希望はJCNEまでご連絡ください。
ホワイト企業認定を行っているホワイト財
団の協力のもと、グッドガバナンス認証団
体を対象に、本業を活かしたNPOとの協
働を希望する企業とのマッチングを行いま
す。ご希望の団体はJCNEまでご連絡くだ
さい。
「あしたの食卓研究所」は食育コーディ
ネーターの育成などに取り組んでいる団体
です。主に食品メーカーが食育に関する情
報発信を行うポータルサイト「食の未来構
想ラボ」を新たに立ち上げます。
このラボで実施される各種プロジェクト等
で販売される、寄付付き商品の売り上げを
認証団体に寄付を行う予定です。

〇

公益コミュニティサイト「CANPAN」の
団体情報データベースに登録されている団
体に対して、JCNEがグッドガバナンス認
証マーク、ベーシックガバナンスチェック http://fields.canpan.info/
受診マークをCANPANサイト上で付与し
ています。CANPAN上で団体の信頼性を
アピールできます。

〇

〇

『Good Governance Voice』は「信頼ある
⾮営利組織」としてグッドガバナンス認証
を取得した団体をご紹介しています。寄付
https://jcne.or.jp/2021/03/17/g
をしたい、ボランティアとして参加したい
g-voice2021/
という市⺠や企業の⽅が、応援したい団体
を⾒つけることができるガイドブックで
す。年に1回、3月に発行予定です。

〇

グッドガバナンス認証団体を対象にした交
流会やセミナーを年4回開催予定です。ガ
バナンス意識の高い全国の非営利組織の交
なし
流や情報交換の場として運営します。
JCNEよりガバナンスに関する各種情報や
ノウハウ、資料等の提供も行います。

〇

〇

〇

（一財）非営利組織
評価センター

〇

〇

〇

〇

CSR検定4級・3級・
2級の評価・認証団
（株）オルタナ
体向け割引制度

https://syokutakukenkyu.com/

〇

「評価で応援 NPO
（一財）非営利組織
19 の信頼性」都道府県
評価センター
ポスター

21

https://jws-japan.or.jp/

シェアオフィス・レンタルオフィス・サー
ビスオフィス「ワークスタイリング」の会
員企業からNPOとの協働や社会貢献の相 https://mf.workstyling.jp/shar
談があった際に認証団体を紹介します。 e/businessstyling/themeexper
同サービスが運営するテーマエキスパート t/
制度のNPO・社会貢献枠にJCNE関係者が
登録されていることから実施しています。

ベーシックガバナン
スチェック団体によ （一財）非営利組織
18
るユーザーコミュニ 評価センター
ティ

20 各種規程サンプル

https://www.amazon.co.jp/ou
en

ベーシックガバナンスチェック団体を対象
にした交流会を年2回開催予定です。ガバ
ナンス意識を持つ全国の非営利組織の交流
や情報交換の場として運営します。JCNE
よりグッドガバナンス認証取得に向けて情
報提供も行います。
JCNEが年に2回作成している都道府県ポ
スターにおいて、グッドガバナンス認証団
体、ベーシックガバナンスチェック団体の
団体一覧を掲載します。連携する中間支援
組織にデータ配布するとともに、Webで
発信していきます。
非営利組織の組織運営で必要な各種規程類
のサンプルを、グッドガバナンス認証、
ベーシックガバナンスチェックのレベルに
応じて、JCNEより提供します。
（株）オルタナが主宰しているCSR検定4
級・3級・2級について、評価・認証団体
は割引金額で受験できる団体割引制度を提
供しています。

なし

https://jcne.or.jp/about/pamp
hlets/

なし

https://csrkentei.alterna.co.jp/aboutgrade4/

ソーシャルビジネス
22 ステーションのNPO 日本政策金融公庫
マップ

23

サステナビリティ部
（株）オルタナ
員塾

24 READYFOR

READYFOR（株）

25 CAMPFIRE

（株）CAMPFIRE

〇

〇

〇

26

コングラント利用料
コングラント（株）
割引プラン

〇

27

nuweb利用料割引プ
コングラント（株）
ラン

〇

〇

地域・社会の課題解決に取り組む仲間を探
す方のための連携・協働プラットフォーム
「ソーシャルビジネスステーション」の
NPOマップの団体協働事例データベース
に掲載されている認証団体はグッドガバナ
ンス認証マークをアピールすることができ
ます。
SDGs、ESG、CSRなどの「サステナビリ
ティ領域」を体系的に学び、「サステナビ
リティ経営」推進のための知見とノウハウ
を共有する場として企業関係者を対象に開
催しているサステナビリティ部員塾におい
て、団体紹介を行うプレゼン機会を認証団
体に提供しています。
国内最大手のクラウドファンディングプ
ラットフォームの一つである
「READYFOR」において、初めてクラウ
ドファンディングを実行する際に、JCNE
からの紹介によって手数料が割引されま
す。
国内最大手のクラウドファンディングプ
ラットフォームの一つである
「CAMPFIRE」において、初めてクラウ
ドファンディングを実行する際に、JCNE
からの紹介によって手数料が割引されま
す。
ベーシックガバナンスチェックまたはグッ
ドガバナンス認証（アドバンス評価含む）
を受けた団体に、 ファンドレイジング
ツール「コングラント」の年間利用料を
20％オフにてご利用いただける特別プラ
ンの提供
グッドガバナンス認証団体に、 非営利活
動に特化したWeb制作サービス「nuweb」
の年間利用料を20％オフにてご利用いた
だける特別プランの提供

https://www.jfc.go.jp/n/financ
e/social/sbs/

https://susbuinjuku.alterna.co.jp/

https://readyfor.jp/

https://camp-fire.jp/

https://congrant.com/jp/jcne_l
p.html

https://nuweb.jp/jcne/index.ht
ml

