
項目 評価基準 評価結果

1
法令および定款に則って代表者および役員（理事3人以上、監事1人以
上）を選任または解任している。

2
定款に基づく役員会（理事会、運営委員会等）を年に2回以上開催し
ている。

3 社員総会（評議員会）を年に1回以上、実際に開催している。

4
役員会および社員総会（評議員会）の議事録を定款および法令に基づ
いて作成している。

5

1事業年度において、役員会（理事会、運営委員会等）または社員総
会（評議員会）で、法令および定款で定める事項の他、以下の内容の
審議を行っている。
①事業計画・予算計画・事業報告・決算報告
②役員の報酬に関する規程

6 監事は監査を行っている。

7 直近の登記事項を登記している。

8
法令で定められた書類を事務所に備え置き、閲覧可能な状態にあると
ともに定款、役員名簿、事業計画、事業報告書、会計報告書類、役員
報酬をウェブサイト上で公開している。

ベーシックガバナンスチェックの結果、貴団体の組織運営状況については、非営利組織評価
センター（JCNE）の定める基準により次の通り評価したので通知します。

ベーシックガバナンスチェック結果通知

記

●第三者評価
評価対象:貴団体よりご提出の定款・規約・マネジメント運営過程の記録書面

一般財団法人非営利組織評価センター
理事⾧ 佐藤 大吾

基準を満たしている

基準を満たしている

基準を満たしている

基準を満たしている

基準を満たしている

基準を満たしている

基準を満たしている

基準を満たしている

一般社団法人 日本室内空気保健協会

代表理事 加藤美奈子 様

第三者評価決定日：2022年7月26日
第三者評価有効期限日：2025年7月31日

【再評価】：2022年8月18日
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項⽬ 評価基準 評価結果

9
組織の所在地および問い合わせ⽅法をウェブサイト上で公開してい
る。

10 寄付者・⽀援者等に事業の成果を報告している。

11 組織の⽬的と事業を⽂書化している。

12 ⾮営利型法⼈である。

13 組織の⽬的に沿った単年度事業計画を策定している。

14
事業の対象となる社会的ニーズや課題を多様な関係者からくみ取る仕
組みがある。

15 各事業の定期的な振り返りや⾒直しを⾏っている。

16 税⾦を滞納していない。

17 個⼈情報保護に関する規程を定め、取得⽬的を明⽰している。

18 会計に関する専⾨知識をもった担当者またはアドバイザーがいる。

19 現⾦の取扱い・資⾦管理に関して複数⼈によるチェック体制がある。

20 法定保存⽂書の保存をしている。

21 雇⽤契約書等で雇⽤条件の提⽰を⾏っている。

22 職員の就業状況を把握し、管理している。

23 労働保険に加⼊している。

※セルフチェック項⽬9~23については「申請マニュアル」にて基準を解説していま
す。申請マニュアルの各項⽬の解説をご確認ください。

以上

●セルフチェック
評価対象︓貴団体によるセルフチェック回答データ
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《第三者評価に関する評価コメント》

第三者評価を⾏った項⽬1~8について、評価結果に関するコメントをお知らせします。
今後の組織運営やガバナンス向上にお役⽴てください。

「基準を満たしていない」項⽬の対応
「基準を満たしていない」評価はエヴィデンス（根拠）書類の不⾜から運営状況が確認
できなかった項⽬です。内容をご確認のうえご⽤意が整いましたらメールにてご提出く
ださい。評価結果の有効期間内であれば無料で再評価をいたします。

コメントはありません



《第三者評価に関する評価コメント》

第三者評価を⾏った項⽬1~8について、評価結果に関するコメントをお知らせします。
今後の組織運営やガバナンス向上にお役⽴てください。

第三者評価を⾏った項⽬1~8の総評

組織のガバナンス維持に取り組まれており、注意深い運営をされています。
以下のコメントは、団体内で改めて振り返りいただくための参考として付記しているも
のです。

（項目1）　2021年1月設立で、役員改選期を迎えていないことを確認しました。

（項目2）　追加でご提出いただいた理事会議事録で、年２回以上の理事会開催を確認
しました。

（項目3）　基準を満たしているとしましたが、定時社員総会が2022年6月5日に開催さ
れています。貴団体定款によると、定時社員総会は、事業年度終了後3ヶ月以内に開催
することが定められていますので、3月末までに開催することが必要です。次回、定時
社員総会の開催日にご留意ください。

（項目4）　追加でご提出いただいた理事会議事録で、法令および貴団体定款に基づい
て、議事録を作成されていることを確認しました。

（項目5）　追加でご提出いただいた理事会議事録（2022年2月25日開催分）で、事業
計画・予算および事業報告・決算が議決されたことを確認しました。

（項目6）　基準を満たしているとしましたが、業務監査についての記載が確認できま
せんでした。
監査報告書の記載についてご確認ください。監事は法人の業務および会計について監査
を行います。業務監査は、法令および定款に則った運営状況と、理事の業務の遂行状況
を確認します。会計監査は、適正な会計処理と、法人の経営状況を確認します。「監査
報告書」には実施した監査内容・指摘事項・業務執行状況と経営状況の監査結果を記載
します。より詳細な業務監査を行っている監査報告書のサンプルをご参照ください。
監査報告書サンプル 
https://jcne.or.jp/2021/05/11/auditorauditreport/

（項目8）　情報公開を追加した旨のご連絡に基づき、貴団体ウェブサイトにて「事業
報告」の情報公開がされていることを確認しました。



《評価結果の有効期間・再評価・結果公開のご案内①》 

 

評価結果の有効期間のご案内： 

ベーシックガバナンスチェックの評価結果の有効期間は、評価実施日（第三者評価決定日）

から3年間です。更新時に項目1～23について再度評価を行います。更新の有無は貴団体の任

意です。 

▶ベーシックガバナンスチェック更新料について 

現在は、普及期間のため、無料で実施しています。 

今後、評価料は有料となる場合もございます。 

 

評価結果公開のご案内： 

評価結果の公開要件を満たす団体は、評価結果を当センターウェブサイト（https://jcne.o

r.jp/org/）にて公開することができます。 

会員ページ「STEP4 評価結果の公開」より、こちらのメールから7日以内に貴団体の会員ペ

ージ「STEP4 評価結果の公開」より公開有無をご回答ください。 

 

公開を希望する場合は、あわせて公開に必要な情報を続けてご回答ください。ご回答を確認

次第、当メールの通知から10日以内にJCNEから掲載のご連絡を差し上げます。 

※公開要件（理事会・監事設置型、非営利組織である）を満たさない場合は、評価結果は 

非公開となります。 

※会員ページからのご回答が確認できない場合は、評価結果は非公開になります。 

 

再評価のご案内： 

評価実施日（第三者評価決定日）から3年以内であれば無料で再評価が可能です。「満たし

ていない」基準についてのみ再評価を行います。 

【基準1～8】 

評価確定通知に記載されているコメントに基づき改善を行い申請してください。 

あわせて、『ガバナンス解説資料』をご参照ください。 

URL：https://jcne.or.jp/data/bgc2022-Ver.1.pdf 

【基準9～23】 

セルフチェック項目は、会員ページよりご回答ください。 

あわせて、『申請マニュアル』をご参照ください。 

URL：https://jcne.or.jp/data/bgc-user-manual.Ver.1.pdf 

『申請マニュアル』P3～P11をご確認ください。 

※各種規程のひな型・解説資料のダウンロードは、当マニュアルP18をご確認ください。 

 

➡再評価の申請方法 

➀会員ページ発行から1年までの場合・・・会員ページより申請 

➁会員ページ発行から1年以降の場合・・・当センターウェブサイト（https://jcne.or.jp/

bgc_entry/）より申請 

 

 



 

《評価結果の有効期間・再評価・結果公開のご案内②》 

 

更新のご案内： 

評価有効期間の2ヶ月前に、JCNEより更新のご案内をメールにてお送りします。  

※ご担当者様または代表メールアドレスに変更があった場合は、ご連絡いただけますと幸い

です。 

 

ご連絡先： 

一般財団法人 非営利組織評価センター 

メールアドレス：check@jcne.or.jp ※メールにてご連絡ください。 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル３階 

 

 

 

 



●評価・認証制度の違いについて

《グッドガバナンス認証制度のご案内》

この度はベーシックガバナンスチェックにお取り組みいただきありがとうございまし

た。グッドガバナンス認証制度では、さらに「ヒアリング」「具体的な書類」をもとに

詳細な評価を行います。

＝評価内容の一部＝

・中長期的な計画に基づき運営を行っている

・財務が健全である

・寄付金の使途を報告している

・労務管理は法律に準拠している

・不正を防止する仕組みがある

●提出書類について

グッドガバナンス認証制度では「自己評価チェックシート」に基づき、根拠書類をご提

出いただきます。このままグッドガバナンス認証に進まれる場合、ベーシックガバナン

スチェックでご提出いただいた書類は、改めてのご提出が不要になります。

▼認証制度の話を聞いてみる

ご関心のある方へ1時間程度、オンラインにてご説明させていただきます。ガバナン

ス・組織運営のご質問も含めてお気軽にご相談ください。

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

ベーシックガバナンス

チェック
グッドガバナンス認証

評価者 JCNE事務局員

JCNE事務局員

評価員

認証審査委員会

評価方法
セルフチェック

書面評価

書面評価

訪問評価（オンライン可）

評価期間 約１か月半 約４か月程度

書類提出 約１５種類程度 約３５種類程度

評価料

評価・認証メリット
評価確定通知の発行

評価結果の公開

グッドガバナンス認証書・マークの発行

『Good Governance Voice』の掲載等

無料



《助成プログラム》

●NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド

・2021年度 ドコモ市民活動団体助成事業

募集時期：2021年2月15日～2021年3月31日

(一財)非営利組織評価センターによるベーシックガバナンスチェックの実施

採択された団体については、組織基盤の強みや課題に気付いていただけることを目的と

して、団体運営の基本項目（法令等で求められている項目）についてセルフチェックを

実施(法人格のある団体を対象)

なお、チェック結果の内容による助成額の変更等は行いません。

《第三者評価結果の活用例》

　このたびは、JCNEベーシックガバナンスチェックにお取組みいただきありがとうご

ざいました。事業をご実践されるご多用な中、NPO等の新たな信頼づくりとなる評価制

度にご参画いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。

　JCNEの第三者評価結果を活用できる助成プログラム・寄付サイトをご案内いたしま

す。また、第三者評価を受けられたことを事業報告書やSNS等で関係者の方々へお知ら

せしてみてはいかがでしょうか。

●日本財団

・2021年通常募集

募集時期：2020年10月1日～2020年10月30日

団体の備考

組織や事業に関して第三者による評価

（例：非営利組織評価センターによる評価、

各都道府県における福祉サービス第三者評価事業等）

を受けている場合は記入してください。

・2020年度 福祉車両の配備

募集時期：2020年9月14日～2020年9月25日

・海と日本PROJECT サポートプログラム第2回

募集時期：2021年2月8日～2021年2月26日	

・2021年度 「子ども第三の居場所」

募集時期：2021年4月1日～2021年4月30日

・2021年度 日本財団補助施設の修繕・改造等に関する助成事業

募集時期：2021年4月1日～2021年12月24日



●ヤマト福祉財団

次回助成金募集より助成金申請書に第三者評価有無のチェック項目を追加します。

募集時期：2021年6月15日ごろ

●日本郵便

・2021年度　年賀寄附金による社会貢献事業助成

募集時期：2020年9月14 日～2020年11月6日

配分申請書

【参考】各種の取組状況

（該当する場合のみチェック：採否には関係ありません。）

□非営利組織評価センター(JCNE)の評価を受けている。

□認定ファンドレイザー資格を取得したスタッフがいる。

□「えるぼし」認定を受けている。(女性活躍推進法)

□「くるみん」認定、または「プラチナくるみん」認定を受けている。(次世代育成支

援対策推進法)

□「ユースエール」認定を受けている。(若者雇用促進法)

●環境再生保全機構

・2021年度地球環境基金助成金

募集時期：2020年11月5日～ 2020年12月2日

要望書その２－４

【⑧補助金・助成金の併願状況、組織評価の実績】

組織評価の実績がある場合は、年度と評価機関を記載してください。

・2021年度地球環境基金企業協働プロジェクト（LOVE　BLUE助成）

募集時期：2020年11月5日～ 2020年12月2日

●SOMPO福祉財団

・2021年度　社会福祉事業 自動車購入費助成

募集地域：東日本地区

募集期間：2021年6月1日～2021年7月9日

申請書

□NPO 会計基準に準拠している

□第三者組織評価を受けている

□グッドガバナンス認証を取得している （評価・認証を受けている場合は、評価結果

を添付してください。）

		

・2021年　社会福祉事業ＮＰＯ基盤強化資金助成「住民参加型福祉活動資金助成」

募集地域：全国

募集期間：2021年6月1日～2021年6月15日	



《寄付サイトでの寄付募集》

Ver.04(202105)

●三菱財団

・第52回2021年度三菱財団社会福祉事業並びに研究助成

募集期間：2020年12月24日～2021年1月21日

＜助成申込書作成手順＞

外部機関による第三者評価・認証（注１）または自己評価ツール（注２）による自己診断を

実施されている場合は、助成申込内容の該当欄にチェックして下さい。なお、評価結果は応

募時点では提出いただきませんが、審査及び面接の再等にご提出をお願いすることがありま

す。

（注１）一般財団法人非営利組織評価センター（JCNE）による公益活動を行う団体の評価

及び認証を想定しています。

●ふるさと島根定住財団

2020年度中国ろうきんＮＰＯ寄付システム

募集期間：2020年11月30日必着

＜募集要項＞

（一財）非営利組織評価センターによるベーシックガバナンスチェック（旧：ベーシック評

価）を受けている団体が採択された場合は、１万円を追加配分します。なお、2021年3月

31日までにベーシックガバナンスチェックを申込し、その後、評価を受けられた団体も対

象とします。

●お宝エイド

第三者による団体評価実績（例：グッドガバナンス認証等）

https://otakara-aid.com/

●ベネッセこども基金

・２０２１年度 経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成

募集時期：2020年11月20日～2021年1月8日

助成事業アンケート

Q3. これまでに組織や事業に関して、第三者による評価を受けたことはありますか？ある場

合は、最新年度と評価機関をお教えください。

※例：非営利組織評価センター、各都道府県における福祉サービス第三者評価事業等

●日本政策金融公庫

ソーシャルビジネス支援資金

募集期間：随時募集

融資の申請時に、JCNEの組織評価の実績を記載可能です。同公庫による融資の審査時

に参考情報として活用します。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。


