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2020 年度事業報告 
 

 

2020 年 4 月 1 日から 2021 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）グッドガバナンス認証制度の運用と改善 

（２）認証評価のための登録評価員制度の構築と運用 

（３）ベーシックガバナンスチェック制度の運用と改善 

（４）非営利組織の信頼性に関する周知啓発 

（５）組織評価業務のシステム化 

（６）国内外の NPO セクターの評価・認証制度の調査研究 

 

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 5 年目となる本年度は、これまでの組織評価・認証制度の見直しを行い、2020 年 7

月より制度をリニューアルした。組織運営の改善と信頼性向上を目指したグッドガバナン

ス認証制度と、ガバナンス意識の向上を目指したベーシックガバナンスチェック制度とい

う二つの制度をもとに評価・認証事業を展開した。組織評価の普及啓発については、新型

コロナ禍のため、各地でリアルなセミナーを開催することができなかったため、オンライ

ンでの開催に力をいれた。他に、助成財団や休眠預金資金分配団体等の資金提供者に働き

かけを行った。 

評価・認証事業の実施では、新型コロナへの対応としてオンラインによる訪問評価、よ

りスムーズに評価を受けてもらうための手続きや手法の改善など、評価システムとして制

度の構築・運用を適切に進めることが出来た。ベーシックガバナンスチェックについては

助成財団による活用により評価件数は大幅に増え、目標数 100 団体に対して申し込み 167

団体となった。グッドガバナンス認証はこれまで以上に普及の取り組みを行ったが、評価

申込数、認証付与数ともに目標数を大幅に下回ってしまった。アドバンス評価申し込みは

目標 50 団体に対して実績が 18 団体、グッドガバナンス認証付与は目標 30 団体に対して実

績が 17 団体となり、目標は半分にも達することが出来なかった。評価制度の普及と評価実

績の積み上げについてはさらなる取り組みが必要である。 

 

グッドガバナンス認証については、外部の NPO 支援の実務家による登録評価員制度を

構築し、運営を行っている。2019 年度に評価員研修プログラムを立ち上げ、評価員人材の

育成を行ってきた。年度始めには評価員 12 名体制だったが、評価員研修生の実地研修（訪

問評価）を進めて、修了生 8 名をあらたに評価員として登録し、評価員 20 名体制となっ

た。また、2019 年度に社会福祉法人・公益法人を対象に拡大したが、登録評価員のうち数

名は、社会福祉法人及び公益法人の評価にも対応できるよう研修を行った。 

 

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 3 回、委員会を開催し、計 17 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、新型コロナの影響により各地で実施してきた制

度説明会をほぼ開催することが出来なかったため、オンラインによる各種セミナーや個別

団体に対するオンライン面談を実施することで、普及啓発や評価受診希望団体に対するサ

ポートに取り組んだ。また、地域における制度普及のため、地域の中間支援組織に協力を

いただきながら、オンラインでの情報提供を行った。 

 

評価結果の利活用と支援先団体の基盤強化における制度活用を促すために、助成財団や

NPO 支援企業、休眠預金資金分配団体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、助成財団等 15 団体において、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。また、外部有識者からなるメリット創出ワ
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ーキンググループを設置し、アドバイスをいただいた。 

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、昨年度

に引き続き、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）グッドガバナンス認証制度の運用と改善  

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、これまでの組織評価・認証制度の見直しを行った。

グッドガバナンス認証制度は、これまでベーシック評価、アドバンス評価、グッドガバ

ナンス認証と 3 つのステップからなる制度として運用を行っていたが、よりスムーズに

評価を受けられる制度にするため、アドバンス評価の中にベーシック評価の要素を取り

込む形で制度のリニューアルを行った。これにより、ベーシック評価を経ずにグッドガ

バナンス認証に申し込みができるようになった。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制度運用に変更した。評価の実施方法は、従来通り、

評価団体から提出された書類に基づく書面評価と、評価員が団体事務所を訪問しヒアリ

ングを行う訪問評価を組み合わせた方法で行った。但し、訪問評価は新型コロナの影響

で団体訪問が難しいため、原則オンラインによるヒアリングに切り替えた。 

制度の普及については、新型コロナ禍で活動に制限があり、オンラインでの取り組み

にシフトした。年間を通じて、メールや電話による個別営業、オンラインによる制度説

明会の開催、オンライン個別相談、メルマガやプレスリリースの発行等によって、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。

また、社会福祉法人については、福祉関係団体のご協力のもと、個別団体ごとに制度の

紹介を行った。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 

アドバンス評価（目標 50 団体 3 年目） 

実績：申込受付団体・・・      18 団体（累計 87 団体） 

評価結果確定団体・・・    20 団体（累計 61 団体） 

グッドガバナンス認証（目標 30 団体 3 年目） 

実績：認証付与団体・・・      17 団体（累計 36 団体） 
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グッドガバナンス認証制度における認証付与に関する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：2020 年 7 月 21 日（火） 認証付与団体：6 団体 

 第 2 回 開催日：2020 年 12 月 8 日（火） 認証付与団体：6 団体 

 第 3 回 開催日：2021 年 3 月 16 日（火） 認証付与団体：5 団体 

 

制度の普及運営とともに、認証取得によるメリット創出に取り組んだ。外部有識者か

らなるメリット創出ワーキンググループを設置し、計 3 回の会議を行った。ワーキング

グループでの意見を参考に休眠預金資金分配団体や助成財団への企画提案、認証団体を

紹介する冊子「Good Governance Voice2021」の発行等を行った。さらに、組織運営の

継続的改善を目的とした認証団体によるユーザーコミュニティを立ち上げ、計 3 回の交

流会・セミナーの開催と情報提供を行った。あわせて、認証団体による遺贈寄付特集ペ

ージや寄付一覧ページを当センターWeb ページに作成した他、認証団体と合同で物品

寄付キャンペーンを実施するなど、認証団体と連携しながら、グッドガバナンス認証そ

のものの周知に取り組んだ。 

＜評価・認証によるメリット創出＞ 

［前年度までの実績］6 プログラム 

① お宝エイド※ 

② ソーシャルビジネス支援／融資（日本政策金融公庫）※ 

③ サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」でのインタビュー記事掲載 

④ オルタナ別冊「わがパーパス」の掲載 

⑤ 助成プログラムにおける組織評価の活用等※ 

⑥ CANPAN 団体情報データベース※ 

［2020 年度の実績］ 11 プログラム 

① Yahoo！ネット募金 

② アクトコイン寄付機能 

③ いぞう寄付の窓口 

④ Go To Donation 

⑤ Amazon「みんなで応援」プログラム 

⑥ 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）） 

⑦ 寄付付き商品（（一社）あしたの食卓研究所） 

⑧ サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」のメルマガ掲載 

⑨ シェアオフィス「ワークスタイリング」での団体紹介 

⑩ 「Good Governance Voice」の掲載 

⑪ 認証団体によるユーザーコミュニティ 

（※）ベーシックガバナンスチェック団体も利用可能なプログラム 
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（２）評価員制度の構築と運用 

アドバンス評価は、制度の見直しに伴い、外部の評価員と当センター職員による評価

員補佐の 2 名体制で評価を行う方式に変更を行った。評価員の育成については、前年度

に実施した評価員研修プログラムの研修生等を対象に訪問評価の実地研修を行い、8 名

の新規評価員登録を行った（目標 15 名）。これにより年度当初の 12 名から合計で 20

名体制となった。また、2019 年度に社会福祉法人・公益法人を対象に拡大したが、登

録評価員のうち数名は、社会福祉法人及び公益法人の評価にも対応できるよう研修を行

った。 

 ベーシックガバナンスチェックは、制度のリニューアルに伴い、職員を対象にした人

材育成を行いながら、内部で評価を行える体制を構築した。あわせて、助成財団との連

携による一定数の評価実施に対応できるように外部の組織評価経験者に依頼するスキー

ムを立ち上げた。 

 

（３）ベーシックガバナンスチェック制度の運用と改善 

旧来のベーシック評価を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。評価団体が提出する書類に基づき当センターが実施する第三者評価と

しての書面評価と、評価団体自身が自己評価を行うセルフチェックの組合せで評価を行

う方法に変更した。あわせて、ホームページからオンラインで評価申込を行うことがで

きるように改善を行った。これにより、評価団体が簡便に評価を受けられるようにする

とともに、評価に関わる時間を短縮し、より多くの評価件数に対応できる体制を構築し

た。また、評価結果については当センターWeb サイトで情報公開をしている。今年度

は助成財団において、助成決定した団体のガバナンス向上のためのベーシックガバナン

スチェックの活用が行われたため、当初目標を超える評価件数となった。 

その他、制度の見直しにともない、ベーシックガバナンスチェック実施のための

ガイドブックの改訂を行い、オンラインでの説明会を 4 回開催した。 

＜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 100 団体 5 年目） 

実績：申込受付団体・・・      167 団体（累計 384 団体） 

評価結果確定団体・・・    174 団体（累計 325 団体） 

うち評価結果公開団体・・・  112 団体（累計 237 団体） 

 

制度の普及を図るために、助成財団や休眠預金資金分配団体、企業等に対して、助成

申請等におけるベーシックガバナンスチェック団体情報の活用に関する提案や働きかけ

を行った。これにより、助成金申請書における組織評価の実績の有無を確認する項目の

追加、助成決定した団体への評価受診、評価制度を活用した研修プログラムの提供と、

助成財団等との連携を進めることができた。 
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＜助成金申請・融資申請時での活用＞ 

［前年度までの実績］9 団体 

（公財）三菱財団 （独法）地球環境基金 （公財）キリン福祉財団  

（公財）SOMPO 福祉財団 （公財）トヨタ財団 （公財）日本財団  

（一財）日本民間公益活動連携機構（JANPIA） 日本郵便（株） 

日本政策金融公庫 

［2020 年度の新規］3 団体 

（公財）ベネッセこども基金 （公財）ふるさと島根定住財団  

（特活）モバイル・コミュニケーション・ファンド  

＜助成決定した団体の評価制度活用＞ 

［前年度までの実績］１団体 

（公財）ベネッセこども基金 

［2020 年度の新規］4 団体 

 （公財）日本財団 日興アセットマネジメント（株）  

（特活）モバイル・コミュニケーション・ファンド 休眠預金資金分配団体 

 

（４）非営利組織の信頼性に関する周知啓発 

NPO セクターや支援者の双方を対象に、非営利組織の信頼性やガバナンスに関する

周知啓発と、当センターの組織評価・認証制度の認知度向上を目指し、シンポジウムや

セミナーの開催、情報提供を行った。イベント類は、新型コロナの影響により、会場集

合型からオンラインに切り替えての開催となった。さらに、前年度に引き続き、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。NPO 支援者である助成財団や休眠預金資金分配団体、NPO 支

援サービス事業者等を対象にオンラインでヒアリングを行い、制度の普及とニーズ確認

を行うとともに、助成プログラムで組織評価情報を活用する「評価で応援」キャンペー

ンを立ち上げた。その他、広く周知をするために、メルマガやホームページ等を通じた

非営利組織の信頼性に関する情報提供を積極的に行った。 

＜説明会、イベント出展、シンポジウム等＞ 

・東京：当センター主催 29 回 

IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]との共催５回 

・全国：地域の中間支援組織やコミュニティ財団等との共催 5 回 

     その他の中間支援組織等の主催 16 回           計 55 回 

・自治体：千葉県 計 1 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 計 2 回 

・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（2021 年 3月 17 日 参加者 110名） 

・各種イベントへの出展、キャンペーンの参加（オンライン） 

ファンドレイジング日本 2020（日本ファンドレイジング協会主催） 

遺贈寄附ウィーク（全国レガシーギフト協会主催） 

オンラインカンファレンス「HAPIC」（国際協力 NGO センター主催） 
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＜Web・メルマガ等＞ 

・Web サイト ページビュー121,759PV（前年度 63,283PV） 

・メルマガ（月 2 回） 配信先 2,655 名（前年度 1,400 名） 

・その他、Facebook ページや YouTube チャンネルの運用 

＜その他＞ 

 ・助成財団と連携した「評価で応援」キャンペーンの実施 

 ・サステイナブルビジネスマガジン「オルタナ」を通じて企業 CSR 関係者への周知 

 ・「月刊福祉 2021 年 4 月号」（全国社会福祉協議会・発行）への寄稿 

・「FRaU SDGs MOOK 私の“お金”が世界を変える」での制度紹介 

・福祉新聞、静岡新聞、中日新聞、北海道新聞、十勝毎日新聞、福島民友新聞での記

事掲載（グッドガバナンス認証取得） 

・地域の中間支援組織を通じて配布・掲示してもらう広報資料の作成 

 □47 都道府県別の評価実績ポスター 

□助成金申請等の活用のチラシ 

□組織運営の年末積み残しチェックシート 

 

（５）組織評価業務のシステム化  

ベーシックガバナンスチェックについては、制度見直しに伴い、ホームページからの

評価申し込みの受付システムを開発するとともに、Excel による管理ツールの改修を行

い、効率的に評価事業を遂行できるようにシステムを整備した。一方で、評価件数が

100 件を超えたことからクラウドサービスを活用した評価管理システムの構築について

検討を開始した。 

グッドガバナンス認証については、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、システム化には当面の間、着手しない予定である。現状は、評価書類

の管理については、引き続き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 30％増となった。 

 

（６）国内外の NPO セクターの評価・認証制度の調査研究 

国内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い、各種レ

ポートを発行し、Web サイトで公開を行った。 

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

2020 年 6 月 4 日・5 日 オンライン 

各国の評価機関との情報交換や情報収集、調査レポートの発行を行った。 

・JCNE の評価実績に基づく NPO の組織基盤強化に関する調査研究 

2021 年 2 月 4 日に 2016～2019 年度の 4 年間のベーシック評価の評価実績をも

とにした分析レポートを発行し、2 月 25 日に報告会を開催した。 

「ベーシックガバナンスチェック評価実績レポート（2020 年度版） 

～組織評価から見える非営利組織の組織運営の実態～」 
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グッドガバナンス認証については、アドバンス評価の評価実績レポートの暫定

版を作成した。 

・国内における NPO の事業評価や組織評価、並びにガバナンスやコンプライアン

ス等の組織運営に関する調査研究 

一般法人の経営実態を調査するためのアンケート調査を実施した。レポートは

2021 年度中に発行予定である。 

評価実績に基づく NPO の組織基盤強化の調査研究として、アドバンス評価の

運営実績に基づき「アドバンス評価自己評価ガイドブック」を、ベーシックガ

バナンスチェックの運営実績に基づき「ベーシックガバナンスチェックガイド

ブック」を作成した。 

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。 

 

 

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

に向けて、2019 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、2020 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】 

・テレワーク勤務規程 

【既存規程の改正】 

・契約社員就業規則 

・育児休業規程 

・介護休業規程 

・評価・認証事業に関わる規程 

 

 

（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 
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・（特活）日本評価学会 

・全国 NPO 事務支援カンファレンス 

・（一財）新経済連盟 

・（一社）全国レガシーギフト協会 

・（特活）新公益連盟 

・（一財）インパクト・マネジメント・イニシアチブ 

 

 

（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 18 回理事会 2020 年 6 月 5 日（金）14:00～16:00 オンライン 

議決 

第１号議案 2019 年度（第 4 期）事業報告と決算の承認の件 

      （2019 年度監査報告書を含む） 

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 評議員候補者名簿の提出の件 

第４号議案 理事・監事候補者名簿の提出の件 

第５号議案 「契約社員就業規則」の改正の件 

第６号議案 「育児休業規程」の改正の件 

第７号議案 「介護休業規程」の改正の件 

第８号議案 「テレワーク勤務規程」の整備の件 

第９号議案 「評価・認証事業に関わる規程」の改正の件 

 

報告 

（１）「JCNE ガバナンス改善のための検討会議」の報告と対応 

（２）2020 年度上半期の事業実施について 

（３）アドバンス評価における「オンライン評価」の導入について 

（４）「認証・評価業務実施要領」の改定について 

（５）ベーシックガバナンスチェック制度の運用について 

（６）緊急事態解決策の実施の報告（リスク管理規程） 

   ・新型コロナウイルス感染予防 

（７）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） 

（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）「テレワーク勤務セキュリティガイドライン」の整備について 

（10）その他 
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第 19 回理事会 2020 年 7 月 9 日（木） 決議の省略 

議決 

第 1 号議案 代表理事の選定の件 

第 2 号議案 業務執行理事の選定の件 

第 3 号議案 業務執行理事による、理事長の業務執行に係る職務を代行する順序

の件 

第 4 号議案 役付き役員報酬の支給の承認の件 

第 5 号議案 コンプライアンス担当理事の承認の件第１号議案 

 

第 20 回理事会 2020 年 10 月 21 日（水）15:00～17:00 オンライン 

議決 

第１号議案 中期計画（2021-2023 年度）の策定の件 

第２号議案 日本財団に対する 2021 年度助成金申請の件 

第３号議案 2020 年度の評価料・認証料の見直しの件 

第４号議案 「JCNE ガバナンス改善のための検討会議」における監事意見書に対

する対応の件 

       

報告 

（１）2020 年度上半期の進捗報告 

（２）2020 年度上半期時点でのグッドガバナンス認証団体一覧 

（３）2020 年度上半期の評価事業の実績報告 

（４）2020 年度上半期の広報活動の実績報告 

（５）2020 年度上半期の予算執行状況 

（６）2020 年度上半期の理事長及び業務執行理事の業務報告 

（７）認証付与団体に関わる不祥事及びクレームに対する対応規約 

（８）その他 

 

第 21 回理事会 2021 年 1 月 14 日（木）16:00～16:30 オンライン 

議決 

第１号議案 臨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２号議案 理事候補者名簿の提出の件 

 

第 22 回理事会 2021 年 3 月 23 日（火）13:00～15:00 オンライン 

議決 

第１号議案 2021 年度事業計画及び収支予算の承認の件 

第２号議案 2021 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） 

第３号議案 「評価・認証事業基金規程」の整備の件 

第４号議案 評価・認証事業基金の設置の件 
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報告 

（１）2020 年度下半期の理事長及び業務執行理事の職務執行報告 

（２）2020 年度事業進捗報告 

（３）2020 年度決算見込み 

（４）2020 年度下半期の広報活動の実績報告 

（５）2021 年度組織体制について 

（６）ベーシックガバナンスチェック評価実績調査レポートの発行 

（７）アドバンス評価実績調査レポート(暫定版)の作成 

（８）情報セキュリティガイドラインの整備 

（９）その他 

 

意見交換 

（１）2021 年度事業計画を実行していくための各種施策について 

（２）その他 

 

 

 

 

５ 評議員会承認・議決事項 

第 6 回評議員会 2020 年 6 月 30 日（木）14:00～16:00 JCNE 事務所 

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 2019 年度（第 4 期）決算の承認の件 

第４号議案 評議員の選任の件 

第５号議案 理事・監事の選任の件 

 

報告 

（１）「JCNE ガバナンス改善のための検討会議」の報告と対応 

（２）2019 年度事業報告 

（３）2020 年度事業計画及び予算 

（４）2020 年度事業の進捗報告 

（５）組織評価・認証制度の見直し 

（６）「評価・認証業務実施要領」（改訂版） 

（７）役職員を対象にしたコンプライアンスに関する研修 

（８）その他 

 

第 7 回評議員会 2021 年 1 月 28 日（木）16:00～1630 オンライン 

議決 
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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 理事の選任の件 

 

 

 

 

６ 役員等に関する事項 

評議員 

【再任】 

田島 誠一 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

田中 皓 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

深尾 昌峰 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

前田 晃 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

⼭本 晃宏 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

横田 能洋 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

【新任】 

片⼭ 正夫 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

理事 

【再任】 

太田 達男 （就任日：2020 年 6 月 30 日）※理事長 

鈴木 祐司 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

茶野 順子 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

平尾 剛之 （就任日：2020 年 6 月 30 日）※業務執行理事 

⼭田 泰久 （就任日：2020 年 6 月 30 日）※業務執行理事 

吉田 忠彦 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

【新任】 

佐藤 大吾 （就任日：2021 年 1 月 28 日） 

鈴木 栄 （就任日：2021 年 1 月 28 日） 

【退任】 

   鵜尾 雅隆（退任日：2020 年 6 月 30 日） 

片⼭ 正夫 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

 監事 

 【再任】 

樽本 哲 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

【新任】 

内野 恵美 （就任日：2020 年 6 月 30 日） 

【退任】 

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 

 活動名 活動日 場所 参加者 

1 
actcoin イベント 

主催：ソーシャルアクションカンパニー 
6/13 

オンライン 

（Zoom） 
40 

2 
第 1 回中間支援組織向け JCNE 評価・認証制度説

明会 
6/24 

オンライン 

（Zoom） 
18 

3 
第 2 回中間支援組織向け JCNE 評価・認証制度説

明会 
7/7 

オンライン 

（Zoom） 
24 

4 
JCNE 信頼性向上オンラインセミナー『グッドガバ

ナンス認証の評価基準を活用する』 
7/28 

オンライン

（Zoom） 
16 

5 グッドガバナンス認証団体交流会 7/29 
オンライン

（Zoom） 
20 

6 
JCNE 信頼性向上オンラインセミナー『ベーシック

ガバナンスチェックで運営のキホンを知る』 
8/4 

オンライン

（Zoom） 
15 

7 
NPO による ICT サービス活用自慢大会 

主催：NPO サポートセンター 
8/26 

オンライン 

（Youtube） 
100 

8 

ファンドレイジング日本オンデマンドセッション

『組織評価・認証による信頼が非営利組織と寄付

者を効率的につなぐ』 

主催：日本ファンドレイジング協会 

9/5～

9/30 

オンライン 

（EventHub

） 

603 

9 

ファンドレイジング日本 2020 オンラインサロン

「グッドガバナンス認証サロン」 

主催：日本ファンドレイジング協会 

9/9 
オンライン 

（Zoom） 
2 

10 
遺贈寄付ウィーク 2020 モーニングセッション 

主催：全国レガシーギフト協会 
9/13 

オンライン

（Facebook 

Live） 

60 

11 

「支援・評価・助成の基礎と戦略」連続オンライ

ン講座 

主催：IIHOE [人と組織と地球のための国際研究

所] 

9/18 
オンライン

（Zoom） 
25 

12 

「ガバナンス実践」連続オンライン講座 

主催：IIHOE [人と組織と地球のための国際研究

所] 

9/25 
オンライン

（Zoom） 
17 

13 
JCNE 信頼性向上セミナー（オンライン） 「グッド

ガバナンス認証の評価基準を活用する（第 2 回）」 
9/29 

オンライン

（Zoom） 
32 

14 
社会起業家事務局長勉強会（2 番手の会） 

主催：コモンズ投信株式会 
10/13 

オンライン 

（Zoom） 
8 
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15 

JCNE 信頼性向上セミナー（オンライン） 「ベーシ

ックガバナンスチェックで運営のキホンを知る」 

（第 2 回） 

10/13 
オンライン 

（Zoom） 
8 

16 

「ガバナンス実践」連続オンライン講座 

主催： IIHOE[人と組織と地球のための国際研究

所] 

10/24 
オンライン 

（Zoom） 
8 

17 
マンデーサロン「非営利組織の組織運営」（計 18

回） 

10/26

～3/15 

オンライン 

（Zoom） 
43 

18 
東京学芸大学附属国際中等教育学校 外部講師授

業「NPO の組織評価」 
11/13 

東京都 

練馬区 
12 

19 
第三者組織評価制度説明会 

主催：（一社）SINka 
11/19 

福岡県 

北九州市 
10 

20 
第三者組織評価制度説明会 

主催：（一社）SINka 
11/20 

福岡県 

福岡市 
6 

21 

「経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成

事業」助成先団体研修会 

主催：（公財）ベネッセこども基金 

11/24 
オンライン 

（Zoom） 
15 

22 

遺贈寄付入門セミナー～遺贈寄付の受け入れ体制

を整えるための最初のステップ～（対象：グッド

ガバナンス認証団体） 

11/26 
オンライン 

（Zoom） 
13 

23 

未来への一歩採択団体向けミニ勉強会および交流

会(情報交換会） 

主催：（公財）佐賀未来創造基金 

12/4 

佐賀県佐賀

市／オンラ

イン 

（Zoom） 

10 

24 

TSUKUBA CONNÉCT #9 次世代リーダーと語る

地域文化の再創造 

主催: TSUKUBA CONNÉCT powered by Venture 

Café Tokyo 

12/4 

茨城県つく

ば市/オンラ

イン

（Zoom） 

80 

25 

「支援・評価・助成の基礎と戦略」連続オンライ

ン講座 

主催：IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 

12/12 
オンライン

（Zoom） 
5 

26 

NPO 分科会「決裁？押印？稟議？みんなどうして

ますか？～NPO の決裁を話し合おう～」 

主催：セールスフォース・ユーザグループ 

12/14 
オンライン

（Zoom） 
20 

27 

第 1 回非営利組織のためのガバナンス相談室～地域

で非営利組織のガバナンスを向上させるためには

～ 

12/17 
オンライン

（Zoom） 
8 

28 
ソーシャルビジネス研究会勉強会 

主催：ソーシャルビジネス研究会 
12/17 

オンライン

（Zoom） 
16 



16 

29 
NPO 支援財団研究会 

主催：（公財）助成財団センター 
12/22 

オンライン

（Zoom） 
16 

30 
第 2 回非営利組織のためのガバナンス相談室～非営

利組織のガバナンスの基本中の基本を学ぶ～ 
1/13 

オンライン

（Zoom） 
3 

31 第 2 回グッドガバナンス認証団体交流会 1/20 
オンライン

（Zoom） 
9 

32 

協働のまちづくりセミナー～休眠預金活用事例か

ら学ぶ資金調達のポイント～」 

主催：千葉県 

1/22 
オンライン

（Zoom） 
35 

33 
NPO のための組織評価『活用入門』オンラインセ

ミナー～ベーシックガバナンスチェック制度編～ 
1/26 

オンライン

（Zoom） 
34 

34 
第 3 回非営利組織のためのガバナンス相談室～「理

事の役割・責任・義務」を再確認しよう！～ 
2/10 

オンライン

（Zoom） 
5 

35 

職員研修会「非営利組織のガバナンス」 

主催：NPO 法人全国こども食堂支援センター・む

すびえ 

2/16 
オンライン

（Zoom） 
12 

36 

「支援・評価・助成の基礎と戦略」連続オンライ

ン講座 

主催：IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 

2/22 
オンライン

（Zoom） 
9 

37 
JWLI alumni 勉強会 

主催：フィッシュ・ファミリー財団 
2/24 

オンライン

（Zoom） 
20 

38 

ベーシックガバナンスチェック評価実績レポート

（2020 年版）報告会～組織評価から見える非営利

組織の組織運営の実態～ 

2/25 
オンライン

（Zoom） 
45 

39 
社内勉強会「非営利組織のガバナンス」 

主催：プレジャーサポート株式会社 
2/27 

オンライン

（Zoom） 
6 

40 
組織評価を体験してみよう！ベーシックガバナン

スチェック模擬体験セミナー説明会 
3/2 

オンライン

（Zoom） 
8 

41 

「ドコモ市民活動団体助成事業」中間報告会 

主催：NPO 法人モバイル・コミュニケーション・

ファンド 

3/5 
オンライン

（Zoom） 
90 

42 

第 4 回非営利組織のためのガバナンス相談室～年度

末を迎えるガバナンスの心構え/年度初めにやるべ

きガバナンスとは～ 

3/10 
オンライン

（Zoom） 
1 



17 

43 
トラスト＆イノベーションシンポジウム『信頼が

非営利組織のブランドをつくる』 
3/17 

オンライン

（Zoom） 
110 

44 
休眠預金実行団体集合研修 

主催：NPO 法人宮崎文化本舗 
3/22 

オンライン

（Zoom） 
10 

45 

休眠預金実行団体集合研修 

主催：NPO 法人富士⼭クラブ／（公財）長野みら

い基金 

3/25 
オンライン

（Zoom） 
20 

 総参加者数 1,667 

 


