
意見シート

指定申請団体名：一般財団法人民都大阪休眠預金等活用団体

記入年月日：平成30年12月6日

記入者の氏名

〇委員確認欄（総合的な意見）

（委員記載）東京中心視点が不適：：ヽう主張はうなずける。指定基準「f；~
は満たしていると認められる

※評語襴に記入する記号の考え方

A: 「指定の基準」を十分に満たしていると認められる。

B: 「指定の基準」を満たしていると認められる。

C: 「指定の基準」を満たしているとは認められない。

※区分Aの「十分に満たしている」とは、例えば、具体性、実現可能性、役員の資質

等の点で特に優れていると認められること。

0事務局確認欄

碧眼点

I意欲

基準 1該当
番号ページ 公募要領記載の「確認項目」 翡

一

備考

0委員確認欄（着眼点別）

意見 評語

（委員記載）よく整理された考え方である。 B
 

役員（代表理事）の
社会課題に対する
問題意諏、使命感、
黄任感等について
確認する。

3
 

p
 

．定
基
に
い

J

厄
指
の
準
つ
て

面接においては、指定を受けようとする団体
（以下「指定申請団体Jという。）が指定活用
団体の伎命に対する強い実行・実現意志を有 ― 
していること等も確認。
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0事務局確認欄
〇委員確認欄（着眼点別）

箔眼点 I ぢ l:t!~ I 公募要領記載の「確認項目」
確認 備考 意見 評語

結果

II業務実施体制・能力の適確性
休眠預金等交付金に係る資金の活用の目標や基本原則等について以下に記

（委員記載）適合しており、見通しもホされている。的確に実施できるだろ B 

戟あり。
つ

①業務実施計回が、基本方針を踏まえ、休眠 P62~P80業務実施計画「イ組織全体の使命・目標」、「口業務実施に当たって

第2 P4 預金等交付金に係る資金の活用の目標や基 の基本的考え方等J

本原則等に適合していること。

i)業務実施計画
なお,P523意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

が、基本方針を踏ま 載あり。

え、基本原則（国民
への還元、共助、持 組織運営体制等について以下に記載あり。

続可能性、透明性・ ②業務実施計画において、民間公益活勤促 P81~P95業務実施計画「13.組織運営体制等」

説明黄任、公正性、 第2 P4 進業務を適確に実施できる組織運営体制等

多様性、革新性、成 が整備できる見通しが示されていること。 なお、P523意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

果最大化、民間主 載あり。

苺）等に適合してい
るか◇ 民間公益活動促進業務ごとの実施について以下に記載あり。

Rごと業に務適実確施に計実画施がで、き民る間も公の益で活あ動る促進業務

P99~P136業務実施計画「ハ基本方針に示された指定活用団体の業務ごとの

第2 P4 1 と認めら
目標、業務の実施内容、実施体制、実施計画」

れること。 なお、P523意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

載あり。

P523意見シート対応表において、 「進捗管理や助言・協カ・支援及び成果評価
（委員記載）特記すべきことはない B 

②助成に題係ごる業務を行う部署とは別に、社会 の点検・検証等」について「現実的に段階的に進めて、中期計画の第4ステージ

の諸課 とに現地調査を含む継続的な進 で左記の体制に到達する予定にしております。 」との記載あり。

第2 P4 捗管理や助言・協カ・支援及び成果評価の点 P95業務実施計画「13組織運営体制等」〈3)第4ステージ組織図(2020年

検・検証等の機能を適切に発揮できる体制と 09.01付）

すること。 なお、P92業務実施計画「13.組織運営体制等Jの職員担当表に亭務分掌の記

載あり。

P161~Pl62別紙様式3(1評誠目名笞）※掲載順
「評語貝の構成の多様性」として各評話負について以下のとおり記載ありc

・中野秀男（有識成者財団（科理学幸技長術））） 
•堀井良殷 （助財
・三木秀孝夫（法習界（弁設士））

(謙4)評経語員会は、経済界、金融界や労働界、学
・秋山 二（地方（北海道））
岩永消滋（有織者（公認会計士*NPO法人会計基準〉）

験者、マスコミ、ソーシャルセクター（公益 ・大食ー（有識者（会計学＊公益法人会計））

第2 P4 活動に係る分野）等の幅広い分野から人材登 ・尾上選哉（有識者（会計学））

用を図り、措成の多様化を図ることが望まし ・柏木登起（ソーシャルセクター代表理車）

ii)組織運営体制が い。 ・崎元利樹（助成財団）

整っているか◇
•野村卓也（ソーシャルセクター（社会的企業））
・橋本正洋（有謡者（科学技術））
原丈人（ソーシャル方セ（クター）
・開 梨香（地 （沖縄））
• 藤井秀樹（有識者 （会計学））
なお、P523窟見シート対応表において、怠見シート「確認項目」との対応の記栽あり。

⑤理理車事会は迅速な意思決定を図る観点から、
P163別紙様式3(2.理事名薄） ※掲載順

の総数は必要最小限にとどめることが望
・池内啓三 （非常勤理亭）

第2 PS ましい。
•金井宏実 （非常勤理車）

（参考：一般財団法人を設臨する場合、理亭
・出口正之（常勤理事（代表理車））

． 

の人数の下限は3人）
なお、P524意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

載あり．

参考 . 
2 P143~P160準備行為実施計画
（スケ 準備行為実施計画の内容が適確に実施でき

第2 ·•ノ疇ユ るものとなっているか。
なお、 P524意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

載あり。
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0事務局確認襴 0委員確認欄（着眼点別 ）

荒眼点 基準 1該当 公男要領記載の「確認項目J 確認I 備考 意見 評語
番号ページ 結果

ll 業務実施体制•能力の遍確性の続き

P96~P99業務実施計画「15.案務運営コスト」
（委員記載）醐臨はない B 

P137~P142菜務実施計画「27支出見込み合計J
P160準備行録為実施計画「氾収支予算」
P517財産目 （平成30年9月11日現在）

財（財務産状目態録等）について以下の記裁あり．

資産合計300万円／負恒合計0円／純資産300万円
（収入）

貸を踏借ま対え照、表今、後収の支財予務算の書見等通にしよがる適財切務で状あ態る
収入合計：

第3 PS 
702億5362万1千円(2019年度）、703偲3458万2千円(2020年度）、 703億6577万4干円
(・2021年度）、704億2509万7千円(2022年度）、704憶5479万7千円(2023年度）

こと。 （支出）
支出合計：
703億2925万円(2019年度）、703億2138万2千円(2020年度）、703億3607万4干円
(2021年度）、703偲7229万7千円(2022年度）、703低7229万7千円(2023年度）
うち助成交付金支出：
4億0倍円円(2019年度）、40億円(2020年度）、40憶円(2021年度）、40偲円(2022年度）、40

(202g3実年施度計）画
準備行為 期間の荘用:7892万9千円

なお、P524怠見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記栽あり。

法人の財産の管理、運用について理事、監車が関与する体制について以下に

記載あり．
P5定款第8条（財産の管理）
P430~P431 理事の職務権限規程

法人の財産の管理、運用について理寧、監事
P469~P475監車監査規程

第3 P6 が適切に関与する体制を整備すること。
P476~P484経理規程
P491~P512職務権限規程（法人全体）

iii)経理的基礎が PB1~P99業務実施計画「13.組織運営体制等」
整っているか。

なお、 P524意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

載あり．
経理を行うための人員及び体制について以下に記載あり．

経理を適正に行うための十分な人員及び体
P81~P95業務実施計画「13.組織運営体制等」

第3 P6 制を確保する見込みがあること． なお、 P525意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記
載あり。

第3 P6 他とがので団き体るの株意式思等決を定保に有実し質てい的なにい関こ与とす．るこ

゜第3 P!l- 必要な会計帳簿を備え付けること。

゜
第3 PS 

他民間の業公益務活に関動す促る進経業理務とにを関区す分るし経て理整と理そす双る) 

゜こと。し

第3 P6, 会と．計監査人を設匿する旨を定款で定めるこ

゜
"会定P"1め計65ら監定れ別査款r撤人変ぃ樟更全ひのぴ~案,き.算監.9会査頭計法第藍人4査項人において、rこの法人に会It監査人を置く，」と

名簿）＇

第3 P6 
監算法つい書査にて双意には疋う見資いを,金て付~収ほ収す3t.公支こと認1'ペを,ー会昇諸計ス晉規の及士程も又ひ等のは収にと文監し定査次、め収昇法る支量人こ決1の.,-

゜.. 
第3

税監事理のうち少なくとも1名が公認会計士又は P164 別片一紙匡様（式非31(3勤.監（弁事護名士簿）） ※掲載順
P6 ,o ・久保井 常）

士であること。 • 島田牧屯非常勤） （＇公認会計士 ・税浬士）＇ .., / 10 



0事務局確認欄 〇委員確認欄（着眼点別）

活眼点 基準 1該当 公券要領記載の「確認項目」
確認 備考 意見 評語

番号ページ 結果

I業務実施体制・能力の適確性の続き
（委員記載）固甑はない B 

専門的能力等について以下に記載あり。

①に行関っ民たす間実る公績十益を分活有な動す知やる識ソなをーど有シ、すャ民ルる間ほ・公イかノ益、ベ活助ー動成シ促をョ進ン

P168~P339別紙様式4(履歴吾）

外部の専門家等について以下に記載あり。

第3 P6 P528~P538公益財団法人関西大阪21世紀協会関係書類
業務を適確に実施するために足る知懺・技術 P539~P544評価委員会就任予定者
部を有のす専る門役家職等員をを活置用くすとるともに、必要に応じ外

こと。 なお、 P525意見シート対応表において、意見シートr確認項目」との対応の記
載あり。

専門的能力等について以下に記載あり。

②特に、資金分配団体になり得る団体に関す
P168~P339別紙様式4(展歴書）

iv}技術的（専門的）
る十分な知見やネットワーク等を有すること、 外部の専門家等について以下に記載あり。

基礎が整っている 第3 P6 
非資金的支援を必要に応じて外部の団体や P528~P538公益財団法人関西大阪21世紀協会関係書類

か。
専門家とも連携しつつ伴走型で提供できる能 P539~P544評価委員会就任予定者
力を有すること、!CT等を租極的に活用するこ
と。 なお、P525意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記

載あり。

専門的能力等について以下に記載あり．
P168~P339別紙様式4(霰歴筈）

③と及まびた、案件組成・案件発掘能力を有するこ 外P5部28の~専P5門38家公等益について以下に記載あり。
第3 P6 及 科学技術分野の動向まに知見を有する 財団法人関西大阪21世紀協会関係菩類

ことが認められることが望 しい。 P539~P544評価委員会就任予定者

なお、 P525意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記
載あり。

（委員記載）持つているであろう B 

v)役員（代表理事）
「3

は適確に運営する
指定 面接においては、指定を受けようとする団体

十分な資質（マネジ
の基

P3 
（以下「指定申藷団体」という。）が指定活用

準に 団体の使命に対する強い実行・実現意志を有
メントの能力等）を
持っているのか。

つい していること等も確認。
て」
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〇事務局確認襴 〇委員確認欄（着眼点別）

箔眼点 l基準該当 公募要領記載の「確認項目」
確認 備考 意見 評語

番号ベージ 結果

m中立性・公正性

［組織運営体制に関する奉項】
（委員筍 B 

P8f-P95業務実施計画「13.組織運営体制等J

①めに民、間コ公ン益プ活ラ動イア促ン進ス業施務策のの適検正討な等実を施行のうた組

上記のうち、P91~P92案務実施計画「(2)第2ステージ組織図(2020.9.1付）」におい
て、

第2 P4 「コンプライアンス施策の検討等を行う粗織及びその下に実施等を担う部署」として、
織（外部の有織者等も参加す設る固もすのる。こ）及びそ 「コンブライアンス委員会」、「総務部」（コンブライアンス統括部）の記載あり．
の下に実施等を担う部署を と。

なお、P526意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記載あり，9

③資資金金分配団体において休眠預金等に係る

P81~P95案務実施計画「13.組織運営体制等J
上記のうち、P91-P92莱務実施計画「(2)第2ステージ組織図(2020.9.1付）」におい

第2 P4 
が公正に活用され、事業が適正に遂行さ て、

れるよう監督するために必要な専門部署を設 助成先団体の監替を実施する部署としてぼり成先監替室」の記萩あり。

匿すること。
なお、P527君見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記栽あり。

［諸規程等に関する事項】

第2 P5. 匹澁翡か名!誓r茎犀益に行皐うため霊に必婁!な= ゚

i)公正性を確保す
第2 P5 

②はす民と令癖る間、当評羅頌穎議員i決員会活釦又ヌ動はこは衝つ理理紅い専事てを会輯特餘の別い決蜘のた議利上に案吝で当に関行をた係うっめこをてると有をこ

゜
；螂論3品貝切、又財閤軍は団事理は会品事渇湮樟皿営謬細いのた唱評lの上譴定面悶員め会填に烹又従は丸っ焚蓮てな孝当け会コ該れの功決ば決道姶論にグに如つア当いンた．呻てっ特て別は辺I、利定害款襲濯係為を有員す会運る諄堂

体るた制め・諸に規組程織が運整営備

されているか。不正
行為や利益相反防
止等の組織運営上

第2 PS の工夫がなされてい

゜るか。

P428別紙様式7(役負及び評蘊貝の年間報酬等見込額並びに職貝の給与の年問支総見込額
について）
役貝及び｛非評常茄勁貝｝に対する紐酬等について以下の記載あり。
評議貝 ： 111千円（年2回〉
監代寧表A理(寧非（常勤）：19,88'1干円（但し、退職給与分は含まず。規程によるJ

常勤），1,860千円（規規程程によるJ
監寧B(非常勤）：1,932千円（ による』
礫貝（笞理職）の一人当たり給与：11,676干円0人数：2人但し、退職給与分は含まずJ
囃貝（笞理膝）の一人当たり給与：10,917千円（人数：2人但し、退膝給与分は含まずJ

④及び民間公益活動促進業務に係る理寧、監亭
靱貝（筈理牒以外）の一人当たり給与：6,855千円（人数：1人7級1号但し、退職給与分は含ま
ず。）

評語員に対する報酬等については、民 謀ず貝。）（管理職以外〉の一人当たり給与：6.340千円（人数；1人6級1号但し、退職給与分は含ま

第2 P5 
間事業者の役員の報酬等及び従業員の給
与、指定活用団体の経理の状況その他の事 職貝（笞理胞以外〉の一人当たり給与：5,723干円（人数：1人5級1号 但し、退瞬給与分は含ま

情を考慮して不当な水準とならないような支 ず。）

給の基準を諸規程等に定めること。
織ず。貝）（宕理牒以外）の一人当たり給与:5,327千円（人数：1人4級1号 但し、退鹿給与分は含ま

脇貝（管理職以外）の一人当たり給与：5,000千円（人数：0人（中途採用 4月から9月までIii!
次）・)

P98業務実施計画「人件妥租尊の考え方J
非常勁理li,2人：3.696千円
P97~P99業務役実貝施計画において、「人件妥栢宮の考え方jについて記戟あり，
P41l~P413 報癌規程、P414評ば貝の報酬等に関する規程、P415~P427職貝給与規

（次ページに続 程
なお、P527意見シート対応表において．意見シート「確認項目」との対応の記鼓あり。

+ - • • • • • 
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0事務局確認欄 0委員確認欄（着眼点別）

芳眼点 翡 ペ該ー当ージ 公募要領記載の「確認項目」 註 備考 意見 評語

（前ベ ジにご記入ください）

（前ページか P内（公4閣4益1府認コに定ンよプ法るラに公イ規益ア定法ンすス人る規のコ程認ン定ブのライアンスの順守）第 8条本財団の役職員は
前

らの続き）

⑤議体の民員のであ間，関理る公係事こ益者と活にを監動対諸事し促規、、職進程特業員等別務そにののを定利行他め益うのるをに指こ与当と定えた。活なり用い、評団も

有無にかかわらず、公益社団法人及び公益財
ペ
I 

第2 P5 0 
法事な団1い法」、認と使も人い定用ののう法人で認）第以あそ定下る9の等をこ条他にと順三の」関守号政すしの令るな「で法そけ定律れのめ（事ば平るな業成当らを十該な行八法いう年人ロに法の当律関た第り係、四者社十に員対九勺号。以下「公益認定

ジ

評し特議J員、理事、監 じ
し別の利益を与え 記

i 
さ
い

第2 P5 ⑥諸不規正程行等為を価やえ利る益こ相と反。防止のために必要な

P430~f'439評コン譴ブ員ラ及イびア役ンス課規貝程と資金分配団体及び民間活勁を行う団体等との関係規則
P440~P四

第2 " ゜
P444~P446内部通報制度規程

第2 " 
R定活益定動をめ民の与間個をる行えこ公人とるう益又。者行活はに為動団対を促体し行進の．わ寄集利な附務益いそをのこ行のみとをう他のに諸の増当規特大た程別をり等図の、に特る利 0 

第2 P5 ⑨公律に団帰残益法第属余法人雑さ財人の号せ産若認）第るをし定5旨類く等条はを似に"公定の関号益款車すに社に業る規団定法を定法め目律する人的1るこ平及と法と成びす。人公1Bる又他益年はの財法国

゜
P第（残144余9条定財款産このの法帰属人が）消算をする場合において有する残余財産は、評議員会の

決贈議与をす経る℃もの認と定する法ウ第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に

,,1/ 111 



0事務局確認欄 0委員確認欄（着眼点別）

活眼点 基準1該当 公菩要領記戟の「確認項目J
確認 備考 意見 評語

番号ベージ 結果

皿中立性・公正性の続き

腎数（監又が事理ほ．に理3事つ親事にい等のつて；いもの数て同親の、様当族3と分該等し理のまで事1すあを及）る超．び聰えそ事なののヽ配合こ偶計と

＇(委員記載）適切であり、利益相反防止の工夫もなされている B 

第4 P6 

゜
P368別紙様式6(役員又は職員の構成についての確認書）が提出されてい
る。

第4 P6 ②饂そる連他の祖事他の祠のこてれ合ーとに計の（準監薮団ずが事体るに、の理相つ理互事い事のにて又伝総もは同極数靡様~の員,迅必厄ば係蒟あにするlあ者）を． 

゜
噂る。8, 別紙様式6(役員又は織員の構成についての確認書）が提出されてい

ii)役員又は職員の P292~P339別紙様式4(屈歴呑（朦貝））
構成がから、公正性の
観点 適切か。利

謡負8名のうち、

益相反防止の工夫
学職校貝法8名人の関う西ち大、学から6名

がなされているか。 特定非営利活勁法人大阪NPOセンターから5名

第4 PG 
③職員が特定の団体の出身者に偏らないこ 描貝の楕成に関する考え方について以下に記裁あり。

と。 P75業務実施計画「10.(3)人の集合である文化面の里視」

P97 莱準務僅実行施為計実回施「人件費積箆の考え方」
Pl45 &t固「I.【人手に対する基本ブラン]J

P368別紙様式6(役貝又は蹴負の括成についての確認菩）が提出されている．

なお、P527意見シート対応表において、意見シートf確認項目」との対応の記載あり。

P518別紙様式8(民間公益活動促進業務以外の業務に関する説明菩）
（委員記載）支障は感じられない B 

③する民こ間と公に益よ活り動促進業務以外の業務を実施
、民間公益活動促進業務の実

民間公益活動促進業務以外の業務を行う予定はないとしている．

第5 P7 施に支障を及ぽすおそれがないものであるこ

iii)民間公益活動促 と。
なお、 P527意見シート対応表において、意見シート「確認項目」との対応の記
載あり。

進業務以外の業務 ①民間公益活動促進業務とその他の業務の
を行っている務場を合に 第5 P7 識員、糸且織及び予算等が実質的に区分され

゜は、その業 行う
ことによって業務の

ていることo

公正な実施に支陣
を及ぼさないか。 第5 P7 ②務と民な間っ公て益い活る動こ促進業務が法人の主たる業

と。 ゜
第5 P7 業④する社務お会又そ的はれ公信の用(!xあを秩る維序業持若務す区をるは行上善わでな良ふいのさこわ風と俗しo'くをな害い

゜ （委員記載）＋分ある A 

面接においては、指定を受けようとする団体
「3. （以下「指定申捐団体」という。）が指定活用

iv)中役立員性（代表理車） 指定 団体の使命に対する強い実行・実現意志を有
は ・公正性に の基 P3 

していること等も確認。
対する強い意織が 準に 民間公益活動促進業務の適確かつ公正な
あるか． つい 実施に支障を及ぽすおそれがなく、特定の目

て」 的を有して活動している既必存要のが団あ体るでは困難
な、中立的な立湯を守る 。

wその他
（委員記載）特になし

業務実施計画・準備行為実施計回の内容等に関する加点・減点ポイントなど。上
記 I~mに関する点を除く。

7、JO 



0委員確認欄（着眼点別）

釦 IP< I② る一法般r-律財般（団平社法成団人法"で年人あ法及る律びこ第一と。は般号財団）」に法規人定にさ関れするIo ,_ 

欠格奉由 第6 IP7 

指定●請団体が、下記(j)~③のいずれにも
該当しないこと。
①法第11条第3項各号に掲げる団体
②法第"条第1項の規定により指定を取り消
され、その取消しの日から3年を経過しない屈l
体
③役員のうちに次のいずれかに該当する者
がいる団体
イ禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を
終わり，又は執行を受けるeとがなくなった日
から3年を経過しない者
口法の規定により罰金の刑に処せられ、その
刑の執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から3年を経過しない者

o, ― 

指定活用団体指定申請書9別紙様式9参照）

①指定申顧団体の基本情報9別紙様式2参照）

必要菩類の有
無及び書類上
の記載の有無
の確認

②定款

③登記事項証明書

I④指定の申請に関する意思の決定を証する書類

I@設立趣意書及び設立者の一覧（様式自由）

⑥業務実施計画（様式自由）

品＿品一
0
9
-
0
9
-
0
9
-
。
兜
0
①

イ組織全体の使命・目標 1 0 

ロ業務実施に当たっての基本的考え方等 1 0 

ハ基本方針に示された指定活用団体の棠
務ごとの目標、業務の実施内容、実施体制、 10 
実施計画

刃10



〇事務局確認欄 〇委員確認欄（着眼点別）

着眼点 且竺 公募要領記載の「確認項目」

ゆ準偏行為実施計画（様式自由）

翡＿
o
①＿

優先的に解決すぺき社会の諸諜題の決定の
プロセスの明確化

I o 

黄金分配団体の公募に向けた各種書類の作
成のブロセスの明確化（資金提供契約書等） 1 ゜

慌考

評価指針・マニュアルの作成のプロセスの明
確化

シンポルマークの作成準備、決定のブロセス
の明確化

゜
゜各種規程等の整備のプロセスの明確化

資金分配団体に対する公舜・助成等に係るI
CTシステムの企画のブロセスの明確化 。゚

⑧評議員、役員、職員及び会計監査人（就任予定者
を含む。）の氏名，住所、履歴及び専門的能力等に

X 

関する事項を記載した書類"']紙様式3及び4参照）I, 無）

P1'1~P1"別紙様式3については、申諾受付期間内l10月1日~5日）に受
領した資料ー式には含まれておらず、チェックリストと申請書類に鯨甑がある旨
の通知を指定申請団体に行った後に受領したものであるため，

！⑨評議員役員、職員及び会計監査人への就任予
定者の就任承諾書（別紙様式5参照）

⑩役職員（就任予定者を含む。）について、上記「3
指定の基準についてjの「第4 役員又は職員の構
成が、民間公益活動促進業務の公正な実施に支障
を及ぼすおそれがないものであること」を確認した書
類"''紙様式6参照）

）
 

0
有（
 

`~ 0
有（

 

⑪民間公益活動促進棠務規程の案（様式自由）

基本方針に示された指定活用団体の業務ご
との実施の方法に関する事項

工゚ニ法第"条第2項第1号において、民間公益活動促進業務規程に定めることとさ
れているもののうち「資金分配団体及び民間公益活動を行う団体の選定の基
準」に関し，以下に記載あり，

o l民間公益活動促進業務に関する規程の案のうちP'79~PJ"1
第"条（資金分配団体選定の基準）
第14条（選定における留意事項）
第"条（民間公益活動を行う団体の選定の基準）

民間公益活動促進業務の適正を確保するた
めの体制の蓋備に関する事項（ガパナン
ス、コンブライアンス体制に関する事項等9 ゜

意見

休眠預金等に係る資金の活用対象の範囲

1業務委託の基準

契約に関する基本的車項

収支決算書に係る外部監査の実施に関する
事項

゜
゜゚
o, 一

評語
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〇事務局確認欄 〇委員確認欄（着眼点別）

荒眼点 ぢ 史ーン・ 公薔要領記載のf確認項目」
確酪

備考
結果

意見 肝語

゜
⑫各種規程等（様式自由） ゜（有）

・評識員会の運営に関する規程 ゜〈有）｀理事会の運営に関する規程 品
・役員及び評譲員の報酬等に関する規程 ゜（有）
の支紙員箪の給様指員年定見式のを間込7給参受額報与照け酬を等）た示等）に場し見関た合込す資に額る料お並規をけび程添るに9役付指職す員定員る及活のこび用給と評Jl1。与議（体の別 品

・理事の臓務権限に関する規程 ゜（） ＂倫理に関する規程 品
•コンプライアンスに関する規程 ゜（有）

必無要及百害び香類の有 •公益通報者保護に関する規程 品
のの確記 の頬有上無 •情報公開1::脚する規程 ゜（有）・文書管理に関する規程 品

・リスク管理に関する規程 ゜（有）•監事の監査に関する規程 品
・経理に関する規程 ゜（有）・線織（事務局）に関する規程 品

⑬びあ（申っ前財請て産車のは業目日、録年その並度の属にび設すおに立るけ当時事る事に業貸棠お年惜年け度対度るに照に財設表お産立、け目損さる録れ益収）た計支法算予人書算に及書
〇

（有）

は及参照民、ぽ民す問）間お公公そ益益れ活活が勁動な位促い進旨9を業務説務以明の外し公のた正菓書な務類実,（,施別打紙につ珊支様障式口を8 こ

゜（有）
⑮を類含指（別む定紙.を様)受が式け欠9よ格参う事照と由す）にる該法人当し及なびい役こ員と（を就誓任約予す定る者書

゜（有）
⑮一覧行政（別機紙関様か式ら10受参l廿照） ゜（有）
⑪事務所のレイアウト図（様式自由） 品

10 




