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資料内容

１．団体概要

・非営利組織評価センター（JCNE）

２．JCNEの組織評価・認証制度

・制度の概要

・ベーシックガバナンスチェック制度

・グッドガバナンス認証制度

３．参考情報

・非営利組織の信頼性
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団体概要
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（一財）非営利組織評価センター（JCNE）

2016年4月1日設立
役員等：評議員7名 理事6名 監事2名
スタッフ：常勤4名 非常勤1名
現在は、日本財団の助成金で運用

目的
社会に対して、客観的かつ信頼性のある組織評価情報を提供し、非営
利組織の信頼性向上を目指し、さまざまな支援がNPO等に届く仕組み
をつくる

組織の特徴
・全国レベル、分野共通の非営利組織の評価機関の設立は初の試み
・グッドガバナンス認証制度、ベーシックガバナンスチェック制度の

2種類の制度を運用



JCNEの設立発起人
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理事・監事

理事長 太田 達男 (公財)公益法人協会 会長

業務執行理事 山田 泰久 (一財)非営利組織評価センター

平尾 剛之 (特活)きょうとNPOセンター 常務理事

理事 鈴木 祐司 (公財)地域創造基金さなぶり 専務理事・事務局長

茶野 順子 (公財)笹川平和財団 常務理事

吉田 忠彦 (一財)社会的認証開発推進機構 理事長

監事 樽本 哲 樽本法律事務所 代表弁護士／

NPOのための弁護士ネットワーク理事

内野恵美 内野公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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評議員

評議員

片山正夫 （公財）セゾン文化財団 （当センター 前理事長）

田島 誠一 （特活）東京YWCAヒューマンサービスサポートセンター

理事長

田中 皓 (公財)助成財団センター 専務理事

深尾 昌峰 龍谷大学政策学部 教授

前田 晃 (公財)日本財団 専務理事

山本 晃宏 (公財)トヨタ財団 常務理事

横田 能洋 (特活)茨城NPOセンター・コモンズ 代表理事
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日本の組織評価認証機関として
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ICFO（設立1958年）https://www.icfo.org/

ヨーロッパ、北・中・南米、アジアなど
の20か国の機関で構成される。

2017年、JCNEは日本の組織評価認証機
関として正式加盟。

毎年、全ての国の機関が集まり、総会で
評価認証に関する研修会を実施。

寄付額増加への効果や各国の評価基準に
ついての意見交換を実施している。



世界の組織評価認証機関

◼ 諸外国では「チャリティ団体の評価認証」が実施され、

情報公開が評価機関と政府の協力の元に行われている。
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BBB

wise Giving Alliance

Charity Navigator

DZI German Central Institute

for Social Issues

CCCC Canadian Council

of Christian Charities

Fundacion Lealtad

China Charity

Information Center

Philippine Council

for NGO Certification

Comité de la Charte

Credibility Alliance
Construyendo organizaciones

Instituto Phomenta

Charity Tuner



JCNEの目的・ビジョン・ゴール
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Goal（目標）

非営利組織による社会課題の解決

Vision（目指すこと）

社会からの信頼性向上 非営利組織の力量・質の向上

OBJECTIVES（目的）

組織運営を評価・公開 改善のためのフィードバック
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JCNEの組織評価・認証制度

【評価のポイント】
法令や定款通りのガバナンスの
基本が出来ているかどうか？

◆ ベーシック評価の23基準
◆ 法律等の専門知識が必要な第
三者評価（提出書類に基づく
書面評価）

◆ やっているかどうかで判断で
きるセルフチェック

⇒評価結果をサイトで公開

【評価のポイント】
事業プロセスと組織運営について、
一定の水準を満たしているかどう
か？

◆ アドバンス評価の27基準
◆ 提出書類に基づく書面評価
◆ 評価員が訪問し、3時間のヒアリ
ングを行う訪問評価

⇒全基準を満たした団体に認証付与

ベーシックガバナンス
チェック制度

グッドガバナンス認証制度



組織評価の実績（2016～2019年度）
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ベーシック評価 アドバンス評価 グッドガバナンス認証

2016 2017 2018 2019

ベーシック評価 26団体 73団体 32団体 86団体

アドバンス評価 ― ― 26団体 43団体

グッドガバナン
ス認証

― ― 6団体 13団体

2019年度の目標は、ベーシック評価200団体、アドバンス評価100団体
だったが、目標数の半数に達しなかった。

累計217団体

累計69団体

累計19団体



組織評価の効能

①組織評価

⇒健康診断（不足や不備の発見）

②評価のプロセス

⇒フィードバックと組織運営の改善

③第三者評価

⇒評価を受けていることによる信用・信頼

受け身の評価ではなく、評価をどのように活用するか？

⇒組織運営の改善を行い、基盤強化を図る
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組織運営の改善

◎ JCNEの組織評価を通じた組織運営の改善

ミッション・ビジョンに基づく組織運営を目指す。

⇒単なる事業の見直しではない。

①誠実なガバナンスとよい活動が生み出す信頼性

⇒組織内外への配慮、ミッションとガバナンスの融合

②常によい成果を出すことができる事業の再現性

⇒事業プロセスの構築

③継続してよりよい活動を提供していく団体としての持続性

⇒人と組織の成長、リスク回避、体制の構築
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組織評価の意義

ドナー（支援者）にとって

寄付する組織が信頼できるかが一番重要
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BBB WISE CEO
アート・テイラー氏

◼ 信頼性は感覚的である。

◼ 説明できる・定義できるものに
する必要がある。

◼ フレームワークで説明する、そ
れが組織評価である。



信頼されるNPOの４つのポイント

信頼されるNPO ⇒参加／ボランティア／寄付／採用
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人と団体
（情熱と誠実）

よい
活動

まっとうな
組織運営

広報

情報開示

◼ 可視化しにくい

◼ 一般の人にはわからない

⇒組織評価というフレームワークが必要



認証マークについて（商標登録）
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組織評価の活用
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意識の向上

内部研修

コミュニケーション

アピール

信頼性向上

審査ポイント

優遇措置

応募条件

組織運営の改善

組織基盤強化

内部 外部

広く

深く

市民・企業

助成財団・支援組織

スタッフ

執行部



特に組織評価を受けてもらいたい団体

① ガバナンスやコンプライアンスについて、じっくり考え
る機会がなかった団体

② これまでに外部のサポート（第三者の視点）を受けたこ
とがない団体

③ 事業規模が拡大し、組織基盤が追い付いていない団体

④ 組織の中でガバナンス意識を高めたいと考えている団体

⑤ 組織の見直しや世代交代を行いたいと考えている団体

⑥ これから組織基盤を整備していきたい成長期の団体

⑦ 組織運営の視点でスタッフの人材育成を行いたい団体
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評価を受けた団体からのコメント
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◼ 組織基盤を強化していくには「チャンス」だと思い評価を
うけさせていただきました。

◼ NPOは誰かの想いで生まれ、みんなの想いに支えられて
いると思っています。 だからこそ、評価を受け「信頼」
を高めることは大切なことだと感じました。

◼ 評価に挑戦したことで、一つ一つの日々の業務の積み重ね
が、評価の結果へと繋がったように感じられ、肯定感が上
がる思いです。

◼ 理事等に対して、組織運営の改善について、評価結果をも
とに提案することができた。



組織評価・認証の結果を活用できる制度等

①助成金での活用

②お宝エイド

③日本政策金融公庫

④Yahoo!ネット募金

⑤いぞう寄付の窓口（全国レガシーギフト協会）

⑥アクトコイン寄付機能

⑦情報発信のサポート

⑧お役立ち情報の提供
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①助成金での活用

◼ 助成金申請書で「組織評価」の有無を確認

◼ 審査の参考情報や加点ポイントに

◼ 全国公募をしている助成機関 計8機関

①三菱財団

②地球環境基金

③キリン福祉財団

④SOMPO福祉財団

⑤トヨタ財団

⑥日本財団

⑦日本民間公益活動連携機構（JANPIA）（休眠預金）

⑧日本郵便
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✔第三者評価を
受けていますか？

✔JCNEの評価を
受けていますか？



②お宝エイド

お宝エイド https://otakara-aid.com/

『あなたの家に眠る不用品を未来の力に。書き損じハガキ、未使
用切手、貴金属、絵画、骨董品、ブランド品などで、社会に貢献
しているNPOの活動支援をしませんか？』
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✔団体の紹介ページ
で、グッドガバナ
ンス認証をアピー
ル

https://otakara-aid.com/


③日本政策金融公庫

ソーシャルビジネス支援資金（融資）

◼ 融資を申し込む際に認証や組織評価情報が「信頼の証し」に
（融資の申請書類に、JCNEの組織評価の実績を記載できます）。

◼ 同公庫による融資の審査時に参考情報として活用（日本政策金
融公庫の本部より各支店に通知されています）。
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日本政策金融公庫HPより
https://www.jfc.go.jp/n/fi
nance/social/yushi.html

https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/yushi.html


④Yahoo!ネット募金

グッドガバナンス認証団体は、信頼性
の証しとして、認証マークを付けるこ
とができるようになりました。
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⑤いぞう寄付の窓口（全国レガシーギフト協会）

いぞう寄付の窓口 https://izoukifu.jp/

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
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✔グッドガバナンス認証
制度への誘導・案内

https://izoukifu.jp/


⑥アクトコイン寄付機能
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社会貢献アプリ「actcoin（アクトコ
イン）」の寄付機能にグッドガバナン
ス認証団体を掲載

【非営利組織評価センター】

グッドガバナンス認証済みで、認NPO
か公益財団法人を掲載し、団体に寄付
に繋がるように促進します。

【コングラント】

寄付先はコングラント株式会社の

コングラントを使用して、各組織に寄
付が流れるようにします。



⑦情報発信のサポート

◼ JCNEによる情報発信

✓ 毎月1回、認証団体の寄付募集やイベント情報を収集

✓ Webサイト、Facebookページ、メルマガで情報拡散

◼ サステナブル・ビジネス・マガジン「オルタナ」との連携
（主にグッドガバナンス認証）

✓ 別冊「わがパーパス」への掲載

代表が自組織のパーパス（存在意義）を自ら書くという、
新しい発想のムック本

✓ 「オルタナ」でのインタビュー記事の掲載（年4回）

✓ 「オルタナ」のメルマガ（読者4万4千人）での紹介
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⑧お役立ち情報の提供

◼ アドバンス評価前

✓ 情報公開チェック資料

✓ アドバンス評価のための自己評価ガイドブック

✓ 労務関係のチェック表

◼ アドバンス評価後

✓ 規程類のサンプル提供

職務権限規程、個人情報保護方針、個人情報管理規程、特定個人情報取扱規則、組織規程、

稟議規程、寄付金取扱規程、文書管理規程

✓ 新型コロナウイルス関連の各種制度一覧

◼ グッドガバナンス認証取得後

✓ 認証団体コミュニティ

✓ 交流会

◼ 広く公開・情報提供

✓ テレワーク規程
28



非営利組織の評価
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非営利組織の
評価

事業評価

事業の結果

組織評価

事業の進行
(開始から結果)

組織運営の
状況

組織の能力

評価の対象



非営利組織の組織評価のポイント
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法人

公益性

市民参加
事業体

法律で定められた
組織（法令や定款
に基づき、組織運
営を行う）

事業や活動を行っ
ていく集団・組織
体（適切に事業を
遂行する）

公益や市民社
会の担い手



ベーシックガバナンスチェック

◼ 対象：特定非営利活動法人（認定を含む）、一般社団・財

団法人（非営利型）、公益社団・財団法人、社会福祉法人

◼ 評価手法：自己評価結果に基づいた書面評価（3年更新）

◼ 評価基準：23項目（雇用がない場合20項目）

① 法律や定款通りに運営を行っているという基礎部分を評価

② 分野/事業内容・組織規模を問わない評価基準

③ 「はい」「いいえ」で答えられる基準

④ 書面による第三者評価8基準、セルフチェック15基準

⇒評価結果シートによる改善のフィードバック
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第三者が何を評価するのか？
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◼ 評価の５分野：社会へ自己アピールしづらいものを対象

ガバナンス1

情報公開2

組織の目的と事業の実施3

コンプライアンス4

事務局運営5

資金管理 文書保存 雇用

第三者評価

セルフ
チェック



ベーシックガバナンスチェック

【提出書類】

定款／理事会及び総会（評議員会）の議事録（２年分）／

監査報告書／役員報酬規程／役員名簿／事業報告書／決算書類
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ガイドブックの
解説をもとにセ
ルフチェック



グッドガバナンス認証（アドバンス評価）

◼ 対象：NPO法人（認定を含む）、一般社団・財団法人（非

営利型） 、公益社団・財団法人、社会福祉法人

ベーシック評価ですべての基準を満たした団体が対象

◼ 評価手法：書面評価と訪問評価（3年更新）

◼ 評価基準：27項目（適用除外可能なもの6項目）

① 分野/事業内容・組織規模を問わない評価基準

② 事前の書面評価と3時間の訪問調査の構成

③ 事業のプロセスやガバナンスの状況をヒアリングし、評価

⇒訪問評価時と評価結果シートによるフィードバック

認証取得までのフォローアップ
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訪問評価
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◼ 団体事務所をグッドガバナンス評価員1名と評価員補佐
（JCNE事務局）1名で訪問して、評価を実施します。

◼ グッドガバナンス評価員とは？

定 義：JCNEの評価員研修を受講し、JCNEのグッドガバナ
ンス認証制度を運用するために評価基準を理解し、公正な評
価業務を行う者として、評価員として登録された者。

対 象 者：NPOセンター関係者、助成財団等を含む中間支援
組織関係者、NPOの役員や事務局長経験者、NPO関連の士業
関係者やコンサルタントなど
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グッドガバナンス認証の構成

アドバンス
評価

グッドガバ
ナンス認証

活動・組織運営のプロセスが
しっかり出来ているか？

【評価基準】
・27基準
【評価手法】
・提出書類による書面評価
・評価員が訪問する訪問評価
（2名で3時間ヒアリング）

アドバンス評価のすべての
基準を満たしている団体を
対象に認証審査

【認証審査委員会】
・外部有識者による審査



アドバンス評価から認証まで

37 www.jcne.or.jp

この制度は、「アドバンス評価」を実施し、結果を認証審査委員会
で審査しています。

アドバンス評価 グッドガバナンス認証審査委員会

アドバン
ス評価自己評価 認証審査 認証

認証保留

改善後、
再審査

認証マークの
使用

組織運営
の改善

改善の
フィード
バック

課題共有

サポート



評価項目の構成
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領域 項目（評価基準数）

Ⅰ．学びと創造 項目１ 受益者本位の視点によるニーズの把握と改善 （2）

項目２ 課題の共有と改善・創意工夫、及び人材の育成 （3）

項目３ 社会への情報発信と啓発活動 （2）

Ⅱ．市民参加と連携・協働 項目４ 市民参加 （1）

項目５ 連携・協働 （3）

項目６ 寄付 （2）

Ⅲ．社会的責任と信頼 項目７ 人権尊重と環境への配慮 （2）

項目８ コンプライアンス (2)

Ⅳ．自立と自律 項目９ 事業運営 （3）

項目１０ リスクの管理 （1）

項目１１ ガバナンス （4）

項目１２ 財務と会計 (2)

4領域 12項目 27



グッドガバナンス認証団体とは

次のような団体をJCNEが第三者として認証をしている。

◼ 事業プロセスにおいて、学びの意識を持ち、よりよい事業
の創造に取り組んでいる。

◼ 市民社会の担い手として、市民や支援者、外部組織との関
係構築に取り組んでいる。

◼ 法人としての社会的責任を果たし、信頼できる組織運営を
心掛けている。

◼ 役員がその責任と義務を意識し、団体自らの意思決定に基
づき、持続的かつ健全な組織運営を目指している。
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グッドガバナンス認証団体とは

第三者評価を受けている団体の特徴

◼ 自ら第三者による評価を受けることで、情報開示や説明責
任に積極的に取り組んでいる。

◼ 自己評価や評価結果を通じて、組織運営の改善や、ガバナ
ンス意識の向上に取り組んでいる。

◼ 持続的な組織運営を目指す、信頼性の高い団体である。
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マンデーサロンのご案内

非営利組織が社会とつながるために
（皆さまのNPOの組織運営を考える講座です）

皆さまの事業活動を支えているのが組織運営、その組織運営を考え
るうえでのさまざまな「気づき」をご紹介させていただきます。そ
のうえで、JCNEが取り組んでおります「グッドガバナンス認証」
事業の意義などもご説明いたします。

開催日時：毎週月曜日 15:00～16:30
開催方法：オンライン（zoom） ※無料

毎回先着5名様という人数限定で開催
少人数で、ご質問などもお気軽に

https://jcne.or.jp/2020/10/28/monday-salon11-gg/
※JCNE Webサイトよりお申込みください。
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グッドガバナンス認
証について詳しく知
りたい方は、ぜひご
参加ください。

https://jcne.or.jp/2020/10/28/monday-salon11-gg/


27項目の書類確認

＆ 一緒に改善

27項目の訪問評価

＆ 一緒に改善

グッドガバナンス認証

◼ NPOの信頼性を担保する27項目を、JCNEは厳選しました。

◼ まずはJCNEが書類（規程類や議事録等）を確認します。改善
項目があればやり取りしながら改善していきましょう。

◼ 次にJCNEが貴方の事務所にお邪魔し、NPOの活躍の現場を拝
見します。もし改善項目があれば改善していきましょう。

◼ 書類確認や訪問評価はテストではありません。改善の相談です。

◼ 27項目を全てクリアーしたら、グッドガバナンス認証です。

グッドガバナンス認証（アドバンス評価）

（これがグッドガバナンス認証取得までの流れです。）

✓ 職員の安心、自信
✓ 利用者も安心
✓ 寄付者も安心
✓ 長く安定したNPO活動

（注） 国による認定NPOの制度は、税制上の優遇措置の制度です。グッドガバナンス
認証とは民間による組織評価の認証制度で、NPOの信頼性の証しとなります。認定
NPOよりも、より実際的な内容で評価します。

JCNEでは書類確認と訪問評
価を合わせて、アドバンス評
価と呼んでいます。

約半年～1年、一緒に少しずつ山を登りませんか？
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認証取得までの道のり

43

申請前に
相談を受
け、条件
を満たし
ているか
等確認

書面評価段
階で、明ら
かな課題
（法令違
反）がある
場合は是正
を依頼

１ 申請書の提出※14日以内に評価料の納付

２ 自己評価に取り組み、 提出データの準備をする

３ 様式と提出データをメールまたはGoogle共有

４ 【JCNE】提出データの確認

５ 訪問日時の調整連絡

６ 【JCNE】書面評価

７ 【JCNE】改善サポート 不足がある項目についてアドバイス

８ 【JCNE】訪問評価

９ 【IJCNE】評価報告書の作成 送付

※基準を満たしていない項目の改善サポート

10 【JCNE】 グッドガバナンス認証審査委員会

※全基準満たしている団体を対象に「認証決定」

「認証保留」 を審査。

11 [JCNE】 「グッドガバナンス認証決定」の通知

12 通知から1か月以内に認証料を納付

13 【JCNE】 グッドガバナンス認証団体として登録公表

14 【JCNE】 グッドガバナンス認証書を発行送付



お申込み前に、クイックチェック

44

1.理事会を年3回以上開催していますか？
◼ 議事録を作成していますか？
◼ 定足数を満たしていますか？

2. 情報公開していますか？
◼ 定款
◼ 役員名簿
◼ 現在の年度の事業計画書
◼ 前年度の事業報告書、活動計算書（正味財産増減計算書）、
貸借対照表、財産目録

◼ 役員報酬について活動計算書（正味財産増減計算書）中での
区分掲記

3. 貸借対照表の公告は定款どおりに行っていますか？
4. （一般社団／財団法人の方）非営利型ですか？
◼ 定款で剰余金の分配はしない旨を定めていますか？
◼ 定款で残余財産は国、地方公共団体、一定の公益団体以外に
は贈与しない旨を定めていますか？



（あくまでも参考例です。アドバンス評価は決して難しいものではありません。）

1

2

中期計画を作成されていないNPOが多数あります。普段仲間と話している数年

後の夢（NPOとしてやってみたいこと、こうなるといいなということ）を少し

ずつ書き出してみてはいかがでしょうか。形は問いません。それが中期計画です。

あとはそれを時々、時間を掛けながらゆっくりと、形も内容も精度を上げていけ

ば良いのです。

社会とのやり取り、まずは貴方のNPOの情報をホームページで公開するところ

から始めてください。 － 活動計算書、貸借対照表、財産目録、財務諸表の注

記、事業報告、役員報酬の総額、定款、監事さんの監査報告書、そして忘れがち

なのが今期の事業計画。

3 雇用関係の手続きの整備も大切です。－雇用契約書、就業規則、出勤簿（業務開

始・終了時刻の記録）、労基署への就業規則届出（10人以上の雇用は義務）。

4 リスクの洗出し、これはNPOにとって役に立つはずです。 － ｘｘさんが退

職した後の後任はいるだろうか？ ｘｘの機械が壊れたら？ ｘｘの申請が通ら

なかったら？ 寄附金がｘｘ円を割ったら？ コロナ感染が広まったら？ 大雨

災害に遭ったら？ 不安に思うことを何でも書き出してみてください。 → 次

のアクションにもつながっていきます。

5 備え付けた方がよい各種の規程や規範の文書がない場合は、JCNEがサンプルを

提供することができます。

【参考】クリアするための若干のヒントを差し上げます。
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参考資料

NPOの信頼性
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NPOに対する期待と不安

◼ 期待：社会におけるNPOの役割の拡大

▪ 社会課題に関する専門性、政策提言、メディア

▪ 企業との協働パートナー(SDGs、CSR）

▪ 地域福祉から地域運営へと機能拡張

◼ 不安：まだまだよく知られていない

特定非営利活動法人を「知っている」・・・89.2％

但し、「よく知っている」21.7％＋「言葉だけは知っている」67.5％

▪ 休眠法人（毎日新聞の報道）

▪ NPOの不祥事

・横領や不正請求

（スポーツ関連団体のパワハラ問題）
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非営利組織の信頼度の調査

・国別による各機関への国民の信頼度

・特定非営利活動法人に関する世論調査

・令和元年度 市民の社会貢献に関する実態調査

・いわゆる「休眠状態」にあるNPO法人の実態調査結果（内閣府）

・毎日新聞による休眠NPOの調査

・アジア18カ国・地域のソーシャルセクター比較調査「Doing Good 
Index 2020」

・2019エデルマン・トラストバロメーター

・法人格別の団体数（2020年8月時点）

・助成先団体における一般社団・財団法人の団体数
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国別による各機関への国民の信頼度

49

各国の１８歳以上の男女1,000サンプル程度の回収を基本とした意識調査結果（World Values Surveyのデータより）。
「慈善団体」の原文はCharitable or humanitarian organizations。瑞＝スウェーデン、星＝シンガポール。
原調査では信頼度を、１．非常に信頼する（a great deal）、２．やや信頼する（quite a lot）、３．あまり信頼しない（not 
very much）、４．全く信頼しない(none at all)の4区分に分けているが、この表では１と２を合計し信頼度の比率とした。

日本 米 英 独 仏 伊 瑞 星 韓 中
調査年次 2010 2011 2005 2013 2006 2005 2011 2012 2012 2012

80％台 軍隊 警察 裁判所 軍隊
70％台 裁判所

新聞・雑誌
軍隊
警察
慈善団体

慈善団体
裁判所

警察 教会
警察
慈善団体

警察
裁判所

宗教団体
軍隊
警察
行政
大企業

裁判所
政党

60％台 自衛隊
警察

警察
慈善団体

軍隊 軍隊
慈善団体

軍隊 国連 政党
慈善団体
国連

軍隊
新聞・雑誌
裁判所
慈善団体
国連

新聞・雑誌
警察
行政

50％台 教会
裁判所

裁判所 行政 行政
国連

裁判所
国連

軍隊
行政
大企業

新聞・雑誌 宗教団体
警察
大企業

大企業

40％台 大企業
国連

行政 教会
行政

新聞・雑誌
国連

教会
大企業

大企業 教会
政党
慈善団体

行政 慈善団体

30％台 行政 大企業
国連

国連
大企業

教会 新聞・雑誌
裁判所

行政 新聞・雑誌 国連

20％台 慈善団体 新聞・雑誌 大企業
政党

新聞・雑誌 政党

10％台 政党 政党 新聞・雑誌
政党

政党 政党 宗教団体

10％未満 宗教団体



NPO法人に対する認知度

50

特定非営利活動法人に関する世論調査

平成30年(2018年）10月調査

「NPO法人の認知度」

知っている 89.2%

内訳：よく知っている 21.7％

言葉だけは知っている 67.5％



NPO法人に対する信頼
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特定非営利活動法人に関する世論調査

平成30年(2018年）10月調査

「NPO法人に対する信頼」

信頼できる 71.5%%

内訳：信頼できる 17.1％

どちらかといえば信頼できる 54.3％



NPO法人に対する寄付
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特定非営利活動法人に関
する世論調査

平成30年(2018年）10月
調査

「寄附したい団体

（複数回答）」

NPO法人 7.0％

公益法人 3.2％



NPO法人に対する関心
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令和元年度 市民の社会貢献に関する実態調査（内閣府）

「NPO法人に対する関心の有無」



NPO法人に対する寄付
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令和元年度 市民の社会貢献

に関する実態調査（内閣府）

「寄附をした相手

（複数回答）」

共同募金 37.2%

公益法人 20.0%

NPO法人 12.4%



NPO法人に対する寄付
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令和元年度 市民の社会貢献

に関する実態調査（内閣府）

「寄附をするにさまたげになる
こと（複数回答）」

寄附先の団体・NPO法人等に対
する不信感があり、信頼度に欠
けること 24.1%

寄附を行いたいが、十分な情報
がないこと 15.0%



NPO法人に対する関心

56

令和元年度 市民の社会貢献に関する実態調査（内閣府）

「認定・特例認定NPO法人に対する寄付税制優遇制度の認知
（複数回答）

知っているものはない

76.9%



いわゆる「休眠状態」にあるNPO法人の実態調査結果

内閣府による調査（2019年4月）

①提出期限から３年未満の間、事業報告書等を提出していない法人

計6,791法人

※平成30年10月１日時点。全認証法人（平成30年９月30日時点）は、
51,745法人であり、そのうちの約13.1％）

②提出期限から３年以上、事業報告書等を提出していない法人

計1,273法人

※平成30年10月１日時点。全認証法人（平成30年９月30日時点）は、
5,1745法人であり、そのうちの約2.5％）

③過去（平成24年４月１日～平成30年10月１日までの間）に提出期限か
ら３年以上事業報告書等を提出していないことを理由に認証を取り消さ
れた法人

計2,127法人
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いわゆる「休眠状態」にあるNPO法人の実態調査結果

内閣府による調査（2019年4月）

事業報告書等を提出しているものの、活動実態が不明確であると考えられ
る法人

・事業報告書等において「活動実績なし」などと記入している法人

のべ1,310法人

・事業報告書等において「支出ゼロ」などと記入している法人

のべ2,083法人

・事業報告書等において「活動実績なし」又は「支出ゼロ」などと記入し
ている法人

計259法人
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毎日新聞による休眠NPOの調査

毎日新聞 2018年11月4日

東京２３区・政令市 ＮＰＯ、１
２％の２１３８法人が休眠

東京２３区と全国２０の政令指定都
市にある１万７３１６の特定非営利
活動法人（ＮＰＯ法人）のうち、約
１２％に当たる２１３８法人が休眠
状態であることが、毎日新聞の調べ
で判明した。
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NPO法人に対する信頼

60

アジア18カ国・地域のソーシャルセクター比較調査「Doing 
Good Index 2020」

SDO（非営利組織）への信頼

日本の調査結果

16%の回答者はSDOは社会から信頼されていると考えている。

※回答者は非営利組織関係者



エデルマン トラストバロメーター
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エデルマン トラストバロメーター
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法人格別の団体数（2020年8月時点）

◼ 特定非営利活動法人 51,047

◼ 一般社団法人 59,889

◼ 一般財団法人 7,334

◼ 社会福祉法人 20,818（H30年）

◼ 公益財団法人 5,392 （H30年）

◼ 公益社団法人 4,169 （H30年）

⇒一般社団法人の数がNPO法人を超えている

63



法人格別の団体数（2020年8月時点）

特定非営利活動法人 解散数

これまでに設立された法人数 70,706

すでに解散した法人数 19,659【27.8%】

（うち認証取り消し数 4,123）

現在の法人数 51,047

2019年内閣府調査による実態が不明なNPO法人 11,198

★設立されたNPO法人の43.6%が解散もしくは実態不明
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参考資料

NPOのガバナンスと信頼性
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新しいお金の流れ＝持続可能な団体

◼ 休眠預金
最長3年間の複数年度助成、投資、融資

◼ 遺贈寄付
遺言書の作成から遺贈執行の期間

◼ 社会的投資
社会的インパクト志向の長期プロジェクト

◼ 公益信託
公益信託による新しい支援のカタチ

◼ ふるさと納税
寄付先NPO指定制度に伴うNPOの責任
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特定非営利活動促進法

法は「自由と発展」に伴うガバナンスを求めている

（目的）

第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を

付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公

益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設

けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が

行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発

展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
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ガバナンスとは

68

業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
代表･執行理事の選･解任

決定

理事の職務執行の監査（会計監査を含む）

○計算書類
○定款変更
○役員報酬(定款に額の定めない場合）
○事業全部譲渡
○合併
○解散（社団のみ）
○社員の除名、その他
○その他定款規定事項

職務

社員総会(評議員会)

（理事）

理事会

会計監査人

業務執行

監 事
選任 解任

計算書類監査

代表理事・執行理事

選・解任報告

ガバナンス構造の基本



非営利組織（NPO）の運営

69

定款自治

（自己責任経営）

ガバナンス

コンプライアンスディスクロジャー

非営利組織の経営原則



助成財団が求めること①

ケース１：助成金申請時に体質改善をしている視点が追加

◼ 申請団体の信頼度、運営状況を確認する方法として、申
請書に組織評価の実績の有無を確認する。

◼ JCNE限定ではなく、その他の組織評価も含めて確認す
る。

◼ 申請団体に対して組織評価の意義を伝える広報効果（助
成財団からのメッセージ）。

【組織評価の確認をしている助成機関】

①三菱財団 ②地球環境基金 ③キリン福祉財団

④損保ジャパン日本興亜福祉財団 ⑤日本財団

⑥日本民間公益活動連携機構（JANPIA）（休眠預金）

⑦トヨタ財団 ⑧日本郵便
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助成財団が求めること②

ケース２：助成先団体に組織基盤強化をしてほしい

公益財団法人ベネッセこども基金

「経済的困難を抱える子どもたちの学び支援活動助成」

助成決定：7団体

◼ 経済的な困難により学びに課題を抱える子どもたちの支
援活動に取り組む団体への助成。

◼ 中長期視点で取り組む事業を複数年（最大３か年）支援
する。

◼ 複数年の支援の中で、助成先団体の事業基盤強化を行う
ために、JCNEのアドバンス評価を活用した研修を実施。

◼ 支援先団体の成長発展のために、組織評価を活用するモ
デル事例。
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信頼と組織評価
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あらためて、信頼される存在へ

ガバナンス、コンプライアンスの観点から

【組織評価の活用】
・組織運営の診断を行う
・課題は改善し、良い点は強化する
・情報開示を適切に行う

【仕組みとして】
・信頼性を担保する制度
・外部の第三者による評価


