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2019 年度事業報告 
 

 

2019年 4 月 1日から 2020 年 3月 31 日まで 

一般財団法人 非営利組織評価センター 

 

 

１ 総括事項 

 

２ 各種事業 

（１）NPO 等を対象とした認証制度と組織評価の運用と改善 

（２）評価員制度の構築と運用 

（３）認証制度と組織評価に関わる普及啓発 

（４）組織評価業務のシステム化 

（５）専門委員会の設置 

（６）国内外の非営利セクターの認証・評価制度の調査研究 

（７）NPO の信頼性情報の流通 

 

３ 法人管理事項 

（１）諸規程等の整備 

（２）内外諸団体への加盟 

（３）賛助会員制度による会員獲得 

 

４ 理事会承認・議決事項 

 

５ 評議員会承認・議決事項 

 

６ 役員等に関する事項 

 

７ その他の事項 
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１ 総括事項 

設立 4 年目となる本年度は、前年度より引き続きベーシック評価、アドバンス評価から

なる組織評価を実施し、「非営利組織のためのグッドガバナンス認証」制度の運用を行った。

また組織評価の普及啓発のために、地域の中間支援組織 26 団体の協力を得て全国各地で説

明会を開催した。様々な創意工夫を行った結果、前年度より比較して、組織評価の申し込み

件数は増加した。この 1年間で、ベーシック評価申し込み 86団体、アドバンス評価申し込

み 43 団体、グッドガバナンス認証付与 13 団体の実績となった。しかしながら、申し込み

件数の目標であったベーシック評価 200 団体、アドバンス評価 100 団体と比較すると、そ

れぞれ目標の半分にも達することができず、今後の組織評価・認証制度のさらなる普及啓発

の取り組みが事業の発展には必要不可欠である。 

 

組織評価・認証制度について、これまでは NPO 法人・一般法人を対象として実施してき

たが、民間助成財団の助成プログラムでの評価情報の活用のニーズから社会福祉法人・公益

法人を対象に拡大した。 

2016 年度より実施しているベーシック評価については、安定的に運用を行うことができ

たが、組織評価やガバナンスに対する意識向上のきっかけとなるように、より多くの団体が

今まで以上に簡便に評価を受けることが出来るベーシックガバナンスチェック制度として

制度見直しを行った。 

2018 年度より実施しているアドバンス評価については、外部の NPO 支援の専門家と当

センター理事を先行評価員として、訪問評価を行いつつ、評価員研修プログラムを立ち上げ、

評価員人材の育成を行った。修了生 5 名をあらたに評価員として登録し、先行評価員とあ

わせて評価員 12名体制となった。あわせて、アドバンス評価受診団体が当センターのサポ

ートを受けながら組織運営の改善を行うことでこれまで以上にグッドガバナンス認証を取

得しやすい認証制度へと見直しを行った。 

グッドガバナンス認証制度における認証の付与について審議し答申を行う「グッドガ

バナンス認証審査委員会」では、前年度に引き続き、助成財団、中間支援団体、弁護士、

公認会計士、企業（金融機関）等の外部専門家・有識者からなる 5 名の委員で、年 4 回、

委員会を開催し、計 13団体のグッドガバナンス認証団体が新たに誕生した。 

 

組織評価に関する普及啓発については、全国各地の中間支援組織 26 団体や（公財）助成

財団センターと連携し、地域での普及啓発、評価受診希望団体に対するサポートなどに取り

組んだ。これにより、東京を含む 27 都道府県で地域の NPO に対して直接評価制度の説明

を行うことが出来、地域からの評価受診のきっかけとなった。 

また、評価結果の利活用を促すために、助成財団や NPO 支援企業等を対象にヒアリング

を行うとともに、制度活用の提案を行った。その結果、8 つの助成プログラムの助成金申請

書で組織評価の実績の有無を確認する項目追加などの実績ができた。 

その他に、同制度の普及のために、企業 CSR 関係者への周知も大事なことから、本年度

は新たに企業 CSR 関係者向けのイベントとして、NPO の信頼性をテーマにした『トラス

ト&イノベーション』シンポジウムの開催やCSR雑誌での広告を通じた普及啓発を行った。 

本年度の成果を踏まえ、引き続き、普及啓発を行っていくとともに、メリット創出などの
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制度としての充実を図っていく必要があるので、支援者側の組織評価・認証制度の活用を促

していきたい。 

 

 

２ 各種事業 

（１）NPO 等を対象とした認証制度と組織評価の運用と改善  

前年度に引き続いて、ベーシック評価、アドバンス評価、グッドガバナンス認証からな

る組織評価・認証制度を実施した。これまで評価対象は NPO 法人と一般法人に限定し

ていたが、助成プログラムにおける評価情報の活用のニーズ等から、本年度始めより公

益法人及び社会福祉法人も評価対象とすることにした。 

ベーシック評価は、これまでの知見や実績をもとに安定的に運用を行える体制となった。

2 年目となるアドバンス評価及びグッドガバナンス認証は、評価・認証の質を一定に維

持するためのマニュアルの改訂や、公益法人や社会福祉法人向けの評価内容の確認など

を行いながら、制度運用を行った。 

年間を通じて、全国各地での制度説明会の開催、メルマガやプレスリリースの発行等を

通じて、非営利組織や NPO 支援関係者等への周知を図りつつ、組織評価・認証制度の

普及を行った。しかしながら、前年度に続き、評価申し込みは当初目標を大幅に下回り、

今後も改善しながら引き続き普及啓発を行っていく必要がある。 

＜組織評価・認証制度の実績＞ 

評価対象種別：NPO法人、一般財団法人、一般社団法人、 

公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人 

ベーシック評価（目標 200 団体 4 年目） 

実績：申込受付団体・・・      86 団体（累計 217 団体） 

評価結果確定団体・・・    78団体（累計 151 団体） 

うち評価結果公開団体・・・  64団体（累計 125 団体） 

アドバンス評価（目標 100 団体 2 年目） 

実績：申込受付団体・・・      43 団体（累計 69団体） 

評価結果確定団体・・・    18団体（累計 41 団体） 

グッドガバナンス認証（目標 50団体 2 年目） 

実績：認証付与団体・・・      13 団体（累計 19団体） 

 

設立から 4 年間の取り組みや実績に基づき、組織評価の普及啓発及び非営利組織の信頼

性向上を加速させていくために、現在の組織評価・認証制度の見直しを行った。具体的

には、アドバンス評価受診団体が当センターのサポートを受けながら組織運営の改善を

行うことでこれまで以上にグッドガバナンス認証を取得しやすい認証制度にした。また、

旧来のベーシック評価は、ガバナンス意識の向上を目指してより多くの団体が今まで以

上に簡便に評価を受けることが出来るベーシックガバナンスチェック制度へと抜本的な

見直しを行った。見直しを行った二つの制度は、2020 年度より運用開始予定である。 
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（２）評価員制度の構築と運用 

ベーシック評価は、外部の専門家を評価員として依頼するとともに、内部でも評価を行

うことが出来るように職員を対象にした人材育成を行った。アドバンス評価は、前年度

に引き続き、NPO 支援に関わる専門家からなる「アドバンス評価マニュアル作成ワーキ

ンググループ」のメンバー6 名と当センター理事 1 名を先行評価員として登録し、計 7

名でアドバンス評価実施体制を構築し、訪問評価を実施した。 

前年度より構想していた評価員研修プログラムを本年度は初めて実施した。この研修プ

ログラムを修了した 5名を評価員として登録し、先行評価員 7名を加えて登録評価員 12

名体制となった。 

＜評価員研修プログラム及び認定制度＞ 

期間：2019 年 7月～2020 年 3月（座学：１日、実地研修 2～3 回） 

内容：組織評価の概要説明や評価に関するワーク、実地評価研修（訪問評価） 

対象：先行評価員から推薦のあった中間支援組織関係者、NPO 支援を行っている 

中小企業診断士等 

研修人数：目標 30 名 実績 21 名 修了 5 名 

   （修了者 5名は登録評価員とし、残りの研修生は実地評価研修を継続中）  

 

 

（３）認証制度と組織評価に関わる普及啓発活動 

年間を通じて、NPO や中間支援組織を対象に組織評価・認証制度の普及を図り、また評

価結果の利用者と想定される助成財団や企業に対しては、NPO 支援に関連するイベント

や研修会を通じて啓発を行った。特に地域での普及啓発については、各地の NPO セン

ターやコミュニティ財団等の中間支援組織 26 団体と協働し、制度説明会の開催や中間

支援組織による NPO への評価申し込みサポートなどを行い、展開を図っていった。こ

れらの取り組みにより、制度説明会（都内 6回 全国 34回）、イベント出展（3回）、中

間支援組織向け研修会（1回）を実施した。さらに、初めて企業向けのイベントとして、

NPO の信頼性をテーマにした『トラスト&イノベーション』シンポジウムを開催した他、

企業や助成財団等を対象に訪問調査・ヒアリングを行い、制度の普及とニーズ確認を行

った。 

また、助成財団を通じて普及啓発を図るために、助成金申請書の団体情報欄に、当セン

ターを含む組織評価の実績の有無を確認する項目を設定してもらうことを働きかけ、本

年度は 8つの助成財団等で導入をしてもらった。 

【説明会、イベント出展、シンポジウム等】  

・東京：CANPAN との共催 2回 NPO のための弁護士ネットワークとの共催 1回 

IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]との共催 2 回 

CR ファクトリーとの共催 1回  計 6回 

・全国：併走支援協力団体との共催 27 回 

     その他の NPO センター主催 2 回 計 29回 

・助成財団シンポジウム（NPO 支援財団研究会主催） 福岡・岐阜・東京 計 3 回 

・自治体：福岡県ＮＰＯ・ボランティアと企業、行政との協働実践会議 



5 

千葉県市町村市民協働課担当会議 計 2 回 

・地域の中間支援組織を対象にした基盤強化支援研修会（参加 29 団体） 

・NPO の信頼性をテーマにしたシンポジウムの開催 

   『トラスト&イノベーション』シンポジウム（2019 年 7 月 12 日 参加者 100 名） 

・各種イベントへの出展 

環境市民活動助成金セミナー（セブンイレブン記念財団主催） 

ファンドレイジング日本 2019（日本ファンドレイジング協会主催） 

BUSINESS to NPO World NPO 支援見本市（NPO サポートセンター主催） 

【地域の中間支援組織や助成財団、企業、行政等との連携】  

・地域の中間支援組織による普及プログラムの実施（目標 30地域 実績 26 地域） 

   北海道、青森県、岩手県、秋田県、茨城県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、 

神奈川県、新潟県、長野県、富山県、愛知県（2地域）、三重県、京都府、鳥取県、

島根県、岡山県、山口県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、大分県 

・助成財団や企業 CSRへの訪問調査、企画提案、勉強会等 

（目標 100 団体 実績 55 団体他） 

助成財団等：33団体  企業等：6 社 自治体：3県 

中間支援組織・NPO 支援企業等：11団体 中央団体：2 団体 

【助成プログラムにおける評価情報の活用】 

・三菱財団、地球環境基金、キリン福祉財団、損保ジャパン日本興亜福祉財団、 

日本財団、ベネッセこども基金、日本民間公益活動連携機構、日本郵便 計 8団体 

【その他】 

 ・助成財団センター会報誌「JFC VIEWS」への寄稿 

・日本財団のWeb マガジン「日本財団ジャーナル」でのインタビュー掲載 

 ・CSR雑誌「オルタナ」を通じて企業 CSR 関係者への周知 

・グッドガバナンス認証 10団体に対して、CSR 雑誌「オルタナ」の別冊「わがパーパ

ス 72 組織」の記事掲載機会を提供 

・首都圏の NPO センター・ボランティアーセンター・自治体に訪問し、制度説明 

 

 

（４）組織評価業務のシステム化  

評価事業の管理システムの開発については、アドバンス評価の評価手法の運用・改善を

行っている状況のため、開発は行わなかった。ベーシック評価については、2020 年度の

制度見直しに先立ち、評価申し込みの受付システムについて先行して検討・企画を行っ

た（実装は 2020 年度予定）。 

2019 年度より運用しているアドバンス評価の評価書類の管理については、引き続き、大

手クラウドサービスを活用し、評価申込団体から JCNE 事務局、評価員まで評価書類を

共有できる運営を行っている。 

評価情報のプラットフォームとなる当センターのWebサイトについては、コンテンツな

どの見直しやプレスリリースの発行により、アクセス数が 35％増となった。 
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（５）専門委員会の設置 

グッドガバナンス認証制度における認証の付与について答申を行う第三者委員会と

して、前年度に引き続き「グッドガバナンス認証審査委員会」を設置した。助成財団、

中間支援、弁護士、公認会計士、企業（金融機関）等の外部専門家・有識者 5 名を委

員として委嘱し、本年度は以下の通り開催した。 

＜グッドガバナンス認証審査委員会開催実績＞ 

 第 1 回 開催日：2019 年 5月 31日（金） 認証候補団体：4 団体 

 第 2 回 開催日：2019 年 8月 26日（月） 認証候補団体：3 団体 

 第 3 回 開催日：2019 年 12 月 4日（水） 認証候補団体：2 団体 

 第 4 回 開催日：2020 年 3月 23日（月） 認証候補団体：4 団体 

 

 

（６）国内外の非営利セクターの認証・評価制度の調査研究 

国外を対象にした第三者組織評価制度の普及啓発や情報収集活動を行った。 

・ICFO（International Committee on Fundraising Organizations）総会参加 

2019年 5月 24日～5月 25 日 チェコ共和国・プラハ 

各国の評価機関との情報交換や情報収集 

・インドにおける評価事業の調査 

先進地の組織評価実務における調査研究を目的として、インドの評価機関「クリ

ビリティアライアンス」の代表を 2019 年 7 月に日本に招聘し、インドの事例調

査や国内の非営利セクター関係者との意見交換を実施 

・評価実績に基づく基盤強化の調査研究 

評価実績に基づく NPO の組織基盤強化の調査研究として、アドバンス評価結果

の実績に基づき「アドバンス評価自己評価ガイドブック」を作成 

その他に、国内において他の組織が実施している非営利組織向けの組織評価や、中間

支援組織による NPO 支援の状況、他分野の認証制度などの調査やヒアリングを行

い、当センターの組織評価・認証制度の参考にした。 

 

 

（７）NPO の信頼性情報の流通 

公益コミュニティサイト「CANPAN」等の既存の NPO 情報開示プラットフォーム

との連携による、NPO の情報開示の促進と信頼性情報の流通を行う予定だったが、

諸般の事情により事業を中止した。 

 

 

 

３ 法人管理事項 

（１）諸規程等の整備  

自らも非営利組織の一員として必要なガバナンス、コンプライアンス及び透明性の確保
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に向けて、2018年度までに整備した 24 の諸規程に基づき、法人運営を適切に実施した。

あわせて、2019 年度は必要な規程の新規整備や既存規程の改正を以下の通り、実施した。 

【新規規程の整備】 

なし 

【既存規程の改正】 

・文書管理規程 

・職務権限規程 

 

 

（２）内外諸団体への加盟  

非営利組織の評価機関の国際的ネットワーク組織である ICFO（ International 

Committee on Fundraising Organizations）に継続して加盟し、ネットワークを広げた。 

国内の非営利セクターの関係団体に引き続き加入し、必要な情報収集、及び当センター

からの情報提供に努めた。 

・（公財）公益法人協会 

・（公財）助成財団センター 

・（認特）日本ファンドレイジング協会 

・（認特）日本 NPO センター 

・全国 NPO 事務支援カンファレンス 

・（一財）新経済連盟 

 

 

（３）賛助会員制度による会員獲得  

制度を支える賛助会員制度として、法人・個人から会員を募った。目標としては、20口

（一口 5万円×20口＝100 万円）だったが、会員獲得は企業 1社のみにとどまった。 

 

 

 

４ 理事会承認・議決事項 

第 14 回理事会 2019 年 5 月 27 日（月）13:00～15:00 日本財団ビル 

議決 

第１号議案 2018 年度（第 3期）事業報告と決算の承認の件 

第２号議案 定時評議員会の日程及び場所並びに目的である事項の承認の件 

第 3号議案 役付き役員報酬の支給の承認の件 

第 4号議案 「文書管理規程」の改正の件 

第 5号議案 「職務権限規程」の改正の件 

第 6号議案 評価員制度の運用の件 

第 7号議案 中期計画（2019~2021 年度）の策定の件 

       

報告 
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（１）監査報告書 

（２）2019 年度評価事業の進捗報告 

（３）2019 年度事業の進捗報告 

（４）緊急事態解決策の実施の有無の報告（リスク管理規程） 

（５）公益通報等に基づく調査の実施の有無の報告（公益通報者保護に関する規程） 

（６）緊急時連絡窓口一覧 

（７）公益通報ヘルプライン窓口一覧 

（８）役職員を対象にしたコンプライアンスに関する研修 

（９）その他 

 

第 15 回理事会 2019 年 10月 10日（木）14:00～16:00 笹川平和財団ビル 

議決 

第１号議案 日本財団に対する 2020 年度助成金申請の件 

 

意見交換  

（１）グッドガバナンス認証の普及について 

（２）その他 

 

報告 

（１）2019 年度上半期の進捗報告 

（２）2019 年度上期時点の認証団体一覧 

（３）2019 年度上半期の広報活動の実績報告 

（４）2019 年度上半期の評価事業の実績報告 

（５）2019 年度上半期の予算執行状況 

（６）2019 年度上半期の理事長及び業務執行理事の業務報告 

（７）その他 

 

第 16 回理事会 2019 年 11月 15日（金） 決議の省略 

議決 

第１号議案 事務局長の解任の件 

 

第 17 回理事会 2020 年 3 月 13 日（金）14:00～17:00 日本財団ビル 

議決 

第１号議案 2020 年度事業計画及び収支予算の承認の件 

第２号議案 組織評価・認証制度の見直しの件 

第３号議案 2020 年度専門委員会の設置の件 

（グッドガバナンス認証審査委員会） 

 

報告 

（１）2019 年度下半期の理事長及び業務執行理事の職務執行報告 
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（２）2019 年度事業進捗報告 

（３）2019 年度決算見込み 

（４）2019 年度下半期の広報活動の実績報告 

（５）2019 年度グッドガバナンス認証審査委員会答申の報告 

（６）2020 年度組織体制について 

（７）その他 

 

意見交換 

（１）2020 年度事業計画を実行していくための各種施策について 

・組織評価・認証制度の普及等 

（２）その他 

 

 

 

 

５ 評議員会承認・議決事項 

第 5回評議員会 2019 年 6月 27日（木）10:00～11:45 日本財団ビル 

議決 

第１号議案 評議員会議長互選の件 

第２号議案 議事録署名人の選定の件 

第３号議案 2018 年度（第 3期）決算の承認の件 

 

報告 

（１）2018 年度事業報告 

（２）2019 年度事業計画及び予算 

（３）2019 年度事業の進捗報告 

（４）中期計画（2019～2021 年度） 

（５）役職員を対象にしたコンプライアンスに関する研修 

（６）その他 

 

 

 

 

６ 役員等に関する事項 

評議員 

【退任】 

  浅野有（退任日：2020 年 1月 31 日） 

 

理事 

  変更なし 
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７ その他の事項 

2019年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条

第３項に規定する附属明細書に記載する「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在し

ないので、附属明細書は作成しない。 

 

以上 
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【参考】 

普及啓発活動のための説明会・セミナー等一覧 

 イベント名 活動日 場所 参加者 

1 

 

第 169 回 NPO 支援財団研究会 

主催：NPO 支援財団研究会 

4 月 17 日（水）  東京都 

新宿区 

20名 

2 平成 31 年度市町村市民活動担当課長会

議 

主催：千葉県環境生活部県民生活・文化

課 

4 月 25 日（木） 千葉県 

千葉市 

40名 

3 ICFO 総会 

主催：ICFO 

5 月 24 日（金）～ 

5 月 25 日（土） 

チェコ 

プラハ 

25名 

4 日本財団関連団体向け 制度説明会 

主催：非営利組織評価センター 

5 月 29 日（水） 

6 月 6日（木） 

東京都 

港区 

9 名 

13名 

5 休眠預金に関する勉強会  

～民間公益活動を行う団体（実行団体）か

ら考える休眠預金と、ガバナンスのため

の組織評価～ 

主催：CANPAN センター 

6 月 7日（金） 東京都 

港区 

32名 

 

 

6 休眠預金等活用法と組織評価 

主催：前橋市市民活動支援センター 

6 月 24 日（月） 群馬県 

前橋市 

20名 

7 ＪＣＮＥ トラスト＆イノベーションシ

ンポジウム 

「信頼できるＮＰＯ/ＮＧＯの選び方」 

主催：非営利組織評価センター 

7 月 12 日（金） 東京都 

港区 

115 名 

8 助成担当者のための実務セミナー in 岐

阜 助成・補助事業の効果を高めよう 

助成財団シンポジウム in 岐阜 "助成す

る側"の視点を学ぼう 

主催：助成財団センター 

7 月 25 日（木） 

 

7 月 26 日（金） 

岐阜県 

岐阜市 

30名 

 

60名 

9 「休眠預金等活用法」と「組織評価」勉

強会 

主催：秋田県南ＮＰＯセンター 

7 月 29 日（月）  秋田県 

秋田市 

8 名 

10 組織評価でわかる信頼され持続できる

NPO 

主催：地域福祉サポートちた 

8 月 8日（木） 愛知県 

知多市 

10名 

 

11 社会は誰のものか！？第１１回九州ソー

シャルビジネス（参加者社会貢献型）フ

ォーラム 

主催: SINKa 

8 月 25 日（日） 福岡県 

福岡市 

100 名 

 

12 環境市民活動助成金セミナー 8 月 31 日（土） 東京都 50名 
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（ブース出展） 

主催：セブンイレブン記念財団 

千代田区 

13 団体を成長させるための助成金活用＆組

織評価入門セミナー 

主催：いわて連携復興センター 

9 月 3日（火） 岩手県 

釜石市 

20名 

14 助成担当者のための実務セミナー in 福

岡 助成・補助事業の効果を高めよう 

助成財団シンポジウム in 福岡 "助成す

る側"の視点を学ぼう 

主催：助成財団センター 

9 月 6日（金） 

 

9 月 7日（土） 

福岡県 

福岡市 

30名 

 

80名 

15 発展段階に合わせた組織体制を考える&

“組織評価の役立ち”事例報告会 

主催：ボランタリーネイバーズ 

9 月 8日（日） 愛知県 

名古屋市 

30名 

16 ファンドレイジング日本 2019 

（ブース出展） 

主催：日本ファンドレイジング協会 

9 月 14 日（土） 

9 月 15 日（日） 

東京都 

世田谷区 

100 名 

17 NPO 法人・一般社団法人のための組織評

価＆助成金セミナー 

主催：長野県 NPO センター 

9 月 16 日（月・

祝） 

長野県 

長野市 

25名 

18 ＮＰＯの組織力を高める術を知る！助成

金「活用」＆「組織評価」制度セミナー 

主催：やまぐち県民ネット２１ 

9 月 19 日(木) 山口県 

山口市 

20名 

 

19 NPO 法人・一般社団法人のための組織評

価＆助成金セミナー 

主催：Ｆｉｎｅネットワークながさき 

9 月 21 日(土) 長崎県 

佐世保市 

15名 

20 こじつけではない成果で選ばれる組織に

なるためのセミナー 

主催：岡山 NPO センター 

9 月 24 日（火） 岡山県 

岡山市 

25名 

21 NPO のための助成金活用セミナー＆第

三者組織評価制度説明会 

主催：ちばのＷＡ地域づくり基金 

9 月 25 日（水） 千葉県 

千葉市 

20名 

22 非営利のための『第三者組織評価』制度

説明会&助成金セミナー 

主催：みえNPO ネットワークセンター 

10 月 4 日(金)  三重県 

桑名市 

21名 

23 NPO のための民間助成金セミナー 

主催：きょうと NPO センター 

10月 4 日(金) 京都府 

京都市 

18名 

24 第 2 回ファンドレイジング合同戦略会議 

『 節 目 の 年 の 寄 付 月 間 ～ Giving 

December～寄付キャンペーンを開催し

よう！』 

10月 8 日（火） 

 

10月 9 日（水） 

島根県 

松江市 

浜田市 

9 名 

 

８名 
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主催：ふるさと島根定住財団 

25 第三者に認められるということ-第三者組

織評価説明会- 

主催：佐賀未来創造基金 

10月 11日

（金） 

佐賀県 

佐賀市 

13名 

 

 

26 助成金活用＆組織評価セミナー 

主催：自立応援団 

10月 14日 

(月・祝） 

熊本県 

熊本市 

40名 

27 非営利組織のための第三者組織評価のす

すめ ～組織診断で信頼性向上と組織基

盤強化に取り組む！～ 

10月 16日(水) 北海道 

札幌市 

10名 

28 2019 年 10月志的勉強会『NPO 法人の

ガバナンス』 

主催：NPO のための弁護士ネットワー

ク 

10月 21日(月) 東京都 

港区 

30名 

29 支えられ上手に改選「組織評価セミナー」

特別講座 

主催：新潟 NPO 協会 

10月 25日(金) 

 

新潟県 

新潟市 

11名 

30 ＮＰＯ法人・一般社団法人のための組織

評価＆助成金セミナーin八戸 

主催：青森 NPO サポートセンター 

10月 27日

（日）  

青森県 

八戸市 

7 名 

31 市民活動団体の情報発信セミナー＆評価

制度説明会 

主催：茨城 NPO センター・コモンズ 

10月 29日(火) 茨城県 

水戸市 

4 名 

 

32 「組織診断で基盤強化」 

主催：群馬 NPO 協議会 

11月 1 日（金） 群馬県  

前橋市  

18名 

 

33 団体を成長させるための助成金活用＆組

織評価入門セミナー 

主催：市民活動サポートセンターとやま 

11月 2 日（土） 富山県  

富山市  

12名 

34 福岡県「ＮＰＯ・ボランティアと企業、

行政との協働実践会議」 

主催：福岡県 

11月 11日(月) 福岡県 

福岡市 

30名 

35 分科会：はじめての「組織評価」 

主催：NPO サポートセンター 

11月 15日(金) 東京都 

渋谷区 

15名 

36 BUSINESS to NPO World NPO 支援見

本市（ブース出展） 

主催：NPO サポートセンター 

11月 15日(金) 東京都 

渋谷区 

200 名 

37 非営利団体のための組織評価セミナー 

～なぜ今、非営利組織評価に注目すべき

なのか～ 

主催：とっとり県民活動活性化センター 

11月 21日(木) 鳥取県 

倉吉市 

18名 

38 団体を成長させるための助成金活用セミ 11月 24日(日) 埼玉県 12名 
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ナー&組織評価制度説明会 

主催：NPO くまがや 

熊谷市  

39 助成財団シンポジウム in八王子 

主催：助成財団センター 

11月 30日(土) 東京都 

八王子市 

80名 

40 NPO スキルアップセミナー グッドガ

バナンス認証制度説明会～休眠預金と全

国規模の助成金獲得に向けて～ 

主催：地域ひとネット 

12月 7 日（土） 大分県 

大分市 

42名 

41 NPO マネジメント講座 組織を支える新

しい取り組み「自己診断」と「組織評価」

を学ぶ！ 

主催：藤沢市民活動推進機構 

12月 14日(土) 神奈川県 

藤沢市 

7 名 

 

42 助成プログラム・オフィサーのための基

礎研修 

主催：IIHOE [人と組織と地球のための国

際研究所] 

1 月 10 日(金) 東京都 

港区 

20名 

43 NPO のための「組織評価入門セミナー」 

主催：山形の公益活動を応援する会・アミ

ル 

1 月 14 日(火) 

1 月 15 日(水) 

山形県 

米沢市 

山形市 

13名 

 

11名 

44 NPO の支援メニュー・講師の見本市・相

談会 ～”体幹”（組織基盤・マネジメント・

評価）を整える～ 

主催：CR ファクトリー 

1 月 23 日(木) 東京都 

港区 

40名 

45 SDGｓ目標達成まで１０年！信頼・安心

して選ばれる組織・事業・人とは？ 

～いま見直そう、行動しよう、存在意義と

社会的インパクト評価を受けてのメリッ

ト～『非営利組織の第三者評価説明会 in

福岡』 

主催：SINka 

２月 18日（火） 福岡県 

福岡市 

31名 

   合計 1,647 名 

 


