
非営利組織の第三者評価

～組織評価・認証のススメ～
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資料内容

セミナーでの説明

１．非営利組織評価センター（JCNE）の紹介

２．JCNEの組織評価・認証制度の概要

３．ベーシックガバナンスチェック制度のご案内

参考資料

４．グッドガバナンス認証制度のご案内

５．評価・認証のメリット等

６．ベーシックガバナンスチェックアンケート調査

（実際に評価を受けた団体の満足度について）

【お問合せ】非営利組織評価センター事務局

Mail： office@jcne.or.jp
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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8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

★日本財団やトヨタ財団を含む助成財団・支援組織の支援を得て設立



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



組織評価の活用

評価を受ける側（NPO法人や一般法人等）

評価を活用する側（助成財団や企業等）

★組織運営の健全性（ガバナンス）が求められる時代に
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組織運営の

『健康診断』

ガバナンスの

改善

信頼性の

向上

審査の

参考情報

助成先団体の

基盤強化



助成金や融資での活用

①助成金申請書等で「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

三菱財団／地球環境基金／キリン福祉財団／SOMPO福祉財団／
トヨタ財団／日本財団／日本民間公益活動連携機構（JANPIA）
／日本郵便／ベネッセこども基金／ふるさと島根定住財団／ヤ
マト福祉財団／日本政策金融公庫（計12機関）

②助成先団体に対する組織評価の受診

◼ 助成先団体のガバナンスの整備

ベネッセこども基金／日本財団／モバイル・コミュニケーショ
ン・ファンド／日興アセットマネジメント（株）（寄付プログ
ラム）／休眠預金資金分配団体（2団体）（計6機関）

6

助成金申請を
考えている団体に
推奨します！



2020年度、日本財団助成先団体によるベーシックガバナンス
チェックを受けた際の感想（アンケートより）

ベーシックガバナンスチェックを実際に受けた団体のご感想を紹介します

非営利組織にとってありがたかった

評価いただきありがとうございました。団体規
模も大きくなりガバナンスが益々重要になりま
すので、引き続き頑張ります。

NPO法人 キッズドア

理事会、社員総会等の運営がどのようにやらな
ければいけないか、アドバイスを受けられて嬉
しかった。 一般社団法人 ことば

NPO法人 I Loveつづき

新型コロナウイルス感染が拡大する中、事業縮小
を余儀なくされて団体の活動アピールの場を奪わ
れています。寄付をご検討いただく際に、団体運
営をしっかり基準に倣って行っている団体として
評価していただけたことはよかったと考えます。



JCNEの組織評価・認証制度

書面評価

グッドガバ
ナンス認証

ベーシック
ガバナンス
チェック セルフ

チェック

書面評価

訪問評価事業や組織運営の
ガバナンス全般

【一定水準のレベル】

法令や定款通りの
ガバナンス

【基本のレベル】

非営利組織の信頼性を評価で応援する



ガバナンス向上のための３つのステップ
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グッドガバ
ナンス認証を
受診する

ベーシック
ガバナンス
チェックを
受診する

⚫ ガバナンス全般が出来て
いるかを確認したい

⚫ ガバナンスの改善にがっ
つり取り組みたい

⚫ NPOのガバナンスの基礎が出
来ているかを確認したい

⚫ まずはガバナンス意識を高め
たい

JCNEの２つの
評価基準を
チェックする

⚫ 組織運営のために必要なガバ
ナンスの取り組みを学びたい

ステップ１

ステップ2

ステップ3



評価基準の一覧

◆ ベーシックガバナンスチェック（ベーシック評価基準）

https://jcne.or.jp/evaluation/outline/

◆ グッドガバナンス認証（アドバンス評価基準）

https://jcne.or.jp/wp-
content/themes/jcne2/assets/gg-list.pdf
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https://jcne.or.jp/evaluation/outline/
https://jcne.or.jp/wp-content/themes/jcne2/assets/gg-list.pdf


評価制度のご案内
・ベーシックガバナンスチェック
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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）

◼ 普及期間のため、評価料は無料

◼ 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 書面で第三者が確認できる内容

⑤ 第三者評価8基準、セルフチェック15基準

⇒評価過程と結果を通じて組織の基盤強化に役立つものを提供
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ベーシックガバナンスチェックの評価分野
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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



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



非営利組織（NPO）の運営
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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



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。



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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【参考資料】

評価制度のご案内
・グッドガバナンス認証
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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

◼ 評価手法：書面評価と訪問評価（3年更新）

◼ 普及期間のため、評価料・認証料は無料

◼ 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

⇒評価過程と結果を通じて組織の基盤強化に役立つものを提供
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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とは？
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◼ グッドガバナンス認証制度とは？

非営利組織の信頼性を「見える化」する

第三者認証である。

第三者認証とは？
外部機関が審査、認証をする仕組み。団体と利害関係にない公
平・公正な判断ができる、第三者機関が認証を行う。このこと
により、寄付者・支援者・協力者に対し、信頼性の向上が期待
できる。団体内部からの信頼も増す。
ISO認証やプライバシーマークなどもそれにあたる。



認証マークについて（商標登録）
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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



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



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？

27



認証取得までの道のり
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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

お申込みは
JCNE事務局
までお問合せ



【参考資料】

評価・認証のメリット
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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

⑦Amazon「みんなで応援」プログラム

⑧Go to ドネーション

⑨情報発信のサポート

⑩お役立ち情報の提供
30



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

◼ 助成機関 計11機関

三菱財団／地球環境基金

キリン福祉財団／SOMPO福祉財団

トヨタ財団／日本財団／

日本民間公益活動連携機構（JANPIA）／

日本郵便／ベネッセこども基金／

ふるさと島根定住財団／ヤマト福祉財団
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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？



①助成金での活用（その他）

◼ 助成決定した団体に対して、ベーシックガバナンス
チェックの受診を条件にしたり、促しているケース

◼ 助成先団体のガバナンス状況のチェックと、ガバナンス
の整備を目的とする

◼ この取り組みを導入している助成機関等 6団体

ベネッセこども基金／日本財団

モバイル・コミュニケーション・ファンド

日興アセットマネジメント株式会社

（ゲノムファンド活用プログラム 2020）

休眠預金資金分配団体（2団体）
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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

◼ 日本政策金融公庫の本部より、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」というお達しあり！
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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（実施予定）

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。



⑦Amazon「みんなで応援」プログラム
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Amazon「みんなで応援」プログラムは、Amazonの「ほしい物
リスト」を活用した物品寄付の仕組みです。2020年11月から開
始され、グッドガバナンス認証団体に対して優先的に応募申請が
できるようになっています。また、認証を取得していることによ
り、Amazonの審査が免除となっています。



⑧Go to ドネーション
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GoToドネーション事業とは、NPO法人の活動を支援するために
税制上の優遇措置として設けられた「認定特定非営利活動法人制
度（認定NPO法人制度）」の普及を目的とした啓発事業です

グッドガバナンス認証を取得した認定NPO法人が申し込みがで
きます。



⑨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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⑩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
41



その他のメリット

①（一財）日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）（企業マッチン

グ）

②（一社）あしたの食卓研究所（寄付付き商品）

③シェアオフィス「ワークスタイリング」での団体紹介

④CANPAN団体情報データベース

⑤「Good Governance Voice」の掲載

⑥「評価で応援NPOの信頼性」都道府県ポスター
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【参考資料】

ベーシックガバナンスチェック

アンケート調査
（実際に評価を受けた団体の満足度について）

【集計対象】

2020年7月1日～2021年3月31日評価確定団体
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評価制度概要および調査概要
◼ ベーシックガバナンスチェックとは：

非営利組織評価センターが提供する、ベーシック評価基準23項目に基づく簡易的
な組織評価です。

非営利組織の組織運営について、法令・定款に基づいた基本的なガバナンスが適
切に行われているかどうかを評価するものです。

ベーシック評価基準のうち項目1～8については、被評価団体から提出された団体
情報と書類をもとに第三者評価を行います。項目9～23については被評価団体の
セルフチェック回答をもとに判断します。

◼ 評価対象法人格：

特定非営利活動法人（認定含む）／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

◼ 今回の調査概要とその目的：

ベーシックガバナンスチェックの評価が確定した団体にアンケートフォームを送
付し、評価制度の満足度を調査しました。今回は、2020年度のベーシックガバ
ナンスチェック制度開始から、2020年度終了時までに評価を確定した団体を対
象としました。
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調査概要



データ集計対象

評価確定団体数 174

アンケート回答件数 73

アンケート回収率 42%

• 集計対象：

2020年7月1日～2021年3月31日までに評価が確定した174団体。

• アンケート回収方法：

評価結果の連絡とともにアンケートフォームのURLをメールで送信し、
アンケートフォーム上で回答いただきました。
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◼ ７割以上の団体が「助成財団・企業」「寄付者や支援者の方々」
に評価結果をアピールしたいと考えています。

◼ また半数以上の団体が「団体内部の役員・正会員・従業員など」「行
政・役所」にもアピールしたいと回答しています。

◼ 第三者評価の結果を幅広くアピールしたいと考えていることが分か
ります。
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問：ベーシックガバナンスチェックを受けたことを誰にアピールし
たいですか？（※複数回答）



◼ 評価を受けた団体は、

85％の団体が満足（とても満足，満足）しています。

◼ 全体的な満足度が高い結果になりました。
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問：ベーシックガバナンスチェックを受けた満足度について教えて
ください [全体的な満足度]



◼ 評価項目について８０％の団体が適切

（とても満足,満足）であると考えています。

◼ 「やや不満」の回答が２件ありました。
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問：ベーシックガバナンスチェックを受けた満足度について教え
てください [評価項目の適切さ]

とても満足

26%

満足

54%

ふつう

17%

やや不満

3%

評価項目の適切さ

とても満足 満足 ふつう やや不満

【評価項目】 5分野 計23基準

ガバナンス（7基準）

情報公開（3基準）

組織の目的と事業の実施（5基準）

コンプライアンス（2基準）

事務局運営（6基準）



参考：評価確定通知の「総評」

• 評価確定通知とは：
ベーシックガバナンスチェックの評価結果として、評価確定通知（PDF）を団体へ
お送りします。

評価確定通知には以下の内容を記載しています。
• 23項目の「基準を満たしている／満たしていない」の評価結果
• 団体内で振り返りに使用できる総評コメント

「基準を満たしている」項目の注意点

「基準をみたしていない」項目の改善ポイント
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ーーーーーーーーーーーーーーー総評コメントの例ーーーーーーーーーーーーーーーーー

（項目７）
役員の登記が遅れています。役員の変
更登記は、重任の時も含めて変更の効
力が発生する日から2週間以内に行う
必要があります。変更登記を期限内に
行うようにしてください。

（項目４）
ご提出いただいた理事会議事録に監事
の氏名が記載されておりませんでした。
理事が出席している場合は、出席理事
の氏名を記載してください。



問：ベーシックガバナンスチェックを受けた満足度について教え
てください [評価確定通知の「総評」の内容]

◼ 非営利組織評価センターからの総評について、

８１%の団体が満足（とても満足,満足）しています。

◼ 「やや不満」の回答が３件ありました。

50

とても満足

32%

満足

49%

ふつう

15%

やや不満

4%

評価確定通知の「総評」の内容

とても満足 満足 ふつう やや不満



問：ベーシックガバナンスチェックを受けた感想をご自由にご記
入ください

ベーシックガバナンスチェックを実際に受けた団体のご感想を紹介します

組織を改善するきっかけになりました

セルフチェックにより組織運営において必要な
ポイントを確認することができ、また、第三者
評価により自組織に不足しているポイントを知
ることができ非常にありがたかったです。

認定NPO法人

心の架け橋いわて

とても良い制度だと思います。運営を見直す
きっかけとその基準が明確になったのでやるべ
きことが明確になりました。

NPO法人 志塾フリー
スクールラシーナ

NPO法人 I Loveつづき

今回受けたことにより、団体の改善が進みまし
た。ありがとうございます。



問：ベーシックガバナンスチェックを受けた感想をご自由にご記
入ください

ベーシックガバナンスチェックを実際に受けた団体のご感想を紹介します

最初は難しいと感じていましたが・・・

初めてのことでしたので、最初は難しいと感じ
ましたが質問に対して迅速かつご丁寧な回答を
頂く事ができてとても有難かったです。正しい
運営を心掛けていても、具体的に何をしたらい
いのか分からない事も多かったので、今回ベー
シックガバナンスチェックを受けさせて頂く事
ができた事は、今後の法人運営を行うにあたっ
てとてもいい機会となりました。ありがとうご
ざいました。

NPO法人

心魂プロジェクト



問：ベーシックガバナンスチェックを受けた感想をご自由にご記
入ください

ベーシックガバナンスチェックを実際に受けた団体のご感想を紹介します

非営利組織にとってありがたかった

評価いただきありがとうございました。団体規
模も大きくなりガバナンスが益々重要になりま
すので、引き続き頑張ります。

NPO法人 キッズドア

理事会、社員総会等の運営がどのようにやらな
ければいけないか、アドバイスを受けられて嬉
しかった。 一般社団法人 ことば

NPO法人 I Loveつづき

新型コロナウイルス感染が拡大する中、事業縮小
を余儀なくされて団体の活動アピールの場を奪わ
れています。寄付をご検討いただく際に、団体運
営をしっかり基準に倣って行っている団体として
評価していただけたことはよかったと考えます。



第三者組織評価への

取り組みをお待ちしています。

http://jcne.or.jp
非営利組織評価センター
〒105-0001東京都港区虎ノ門１丁目１１－２日本財団第二ビル３階

TEL ０３－６４５７－９７２１（平日9:30より17:30）

FAX ０３－６４５７－９７２２

Mail office@jcne.or.jp


