
第3のポイント 制度だけでない魂のこもったコンプライアンス
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公正で中立的な運営を
制度、組織、トリプルチェック体制で実現

そして何より、人と文化によって
コンプライアンスに魂を込めます

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.64～74



中立で公正な組織運営を実現するために

17該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.64

中立・公正な
財団運営
を担う人材

内部統制
の確保

利益相反
の防止

外部チェック体制
の構築

確実な出納管理
の実施

情報管理体制
の構築

資金分配団体
の厳正な監査

1

2

3

4

5
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公正性を担保する諸規程の整備
情報管理や決裁基準の明確化、利益相反防止の徹底、
原則競争入札などの各種規程を綿密に制定。

トリプルチェックを可能にする組織業務管理体制
経験豊富なコンプライアンス委員会、公認会計士の常勤
配置や外部弁護士事務所と連携した通報制度、情報開
示請求制度などの整備。
特に資金分配団体選定は、独立した委員会による審査と
公告縦覧、コンプライアンス委員会などのトリプルチェックによ
る利益相反排除。

最も重要なことは、役職員等全員が公益的・利他
的な発想を持ち、かつ実践をしてきており、純粋な
社会変革への情熱を持つことと、組織としてその文
化を作ることである。



中立で公正な財団運営を担う人材
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監事には、公益法人の会計税務運営管理に長年携わってきた監事の中田ちず子。
コンプライアンス委員には、みずほ銀行でコンプライアンス担当執行役員を務めた経験から、
コンプライアンスに関して知見を有する新田信行。
米国公認会計士、公認不正検査士として、コンプライアンスやガバナンス、リスクマネジメントに
長年従事している高橋さやか。
非営利組織の法務課題の専門家である樽本哲。

監事
中田 ちず子
公認会計士

委員
高橋 さやか

公認不正検査士／
元デロイト・トーマツ

委員
樽本 哲
弁護士

委員
新田 信行

第一勧業信用組合
理事長

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.70＆74



経理的基礎

安定的な経営を実現するため、以下のような財務基盤の確立、経験豊富な経理管理体制、
監査法人や監事によるチェックなどを行う。

19

 安定的に運営可能な財務状況を整える。
 他の株式を有しておらず、本業務以外を行う予定はない。
 基本方針、公募要領等に定められている用件はすべて満たしている。
 監査法人経験もある公認会計士2名を管理部長、監査室長に
常勤職員として配置している。

 職員も第一勧業信用組合からの出向者がいるなど、
経理経験豊富な職員を配置している。

 常勤監事を1名配置し、日常の実務も監督する。
 大手金融機関で長年勤めた専務理事が常勤となり、会計も統括する。
 公益法人会計に習熟している中田ちず子監事が就任している。
 決裁基準、情報公開、情報管理の仕組みを
独立行政法人や公益法人と同等以上の水準で厳格に定めた。

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.49～53



第4のポイント オープンで創造的な仕組み
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ナレッジ（知識）が外から入ってくる
オープンな仕組み

上から目線助成ではない、
現場との応答的な仕組み

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.14＆18



国内外の多様な経験を集約する委員会、現場実践者のダイアログパートナー※全員就任内諾済
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実践者ダイアログパートナー
NPO法人 しんぐるまざぁず・ふぉー

らむ 代表理事

赤石 千衣子阿部 彩安田 祐輔平岩 国泰今村 久美今井 紀明 池田 徹

水谷 智之

米良 はるか家入 一真秋元 祥治高橋 良太杉山 文野佐藤 聡大西 連

首都大学東京 子ども・若者貧
困研究センター センター長

認定NPO法人 DxP
（ディーピー） 代表理事

認定NPO法人 カタリバ 代表理
事

NPO法人 放課後NPOアフター
スクール 代表理事 NPO法人 キズキ 代表理事

社会福祉法人 全国社会福祉
協議会 地域福祉部長

READYFOR 株式会社 代表
取締役社長

株式会社CAMPFIRE
代表取締役社長

岡崎ビジネスサポートセンター
OKa-Biz センター長

一般財団法人 地域・教育魅力
化プラットフォーム 代表

NPO法人 東京レインボープライド
共同代表理事

認定NPO法人 DPI日本会議
事務局長

認定NPO法人 自立生活サポー
トセンター・もやい 代表理事

社会福祉法人 生活クラブ風の
村 理事長

池本 修吾
一般社団法人 ユニバーサル志縁

センター 専務理事

鶴見 和雄
公益財団法人 公益法人協会

常務理事・事務局長

小堀 悠
NPO法人 NPOサポートセンター

事務局長

早瀬 昇
NPO法人 日本NPOセンター
理事（前代表理事）

藤沢 烈
新公益連盟 事務局長

木下 斉
一般社団法人 エリア・イノベーシ
ョン・アライアンス 代表理事

※意思決定には関わらないヒアリング対象者

みらい戦略アドバイザリー委員会
黒田 武志

リネットジャパングループ
株式会社

代表取締役社長

鵜尾 雅隆
認定NPO法人 日本ファド
レイジング協会 代表理事
株式会社 ファンドレックス

代表取締役社長

脇坂 誠也
認定NPO法人

NPO会計税務専門家ネット
ワーク 理事長／税理士

青野 慶久
サイボウズ 株式会社
代表取締役社長

瀧口 徹
牛込橋法律事務所／

弁護士

調査検討委員会
堀田 聰子

慶應義塾大学 教授

前田 浩利
全国医療的ケア児者支援

協議会 理事長

原田 正樹

日本福祉大学 教授

小城 武彦
株式会社 日本人材機構

代表取締役社長

渋澤 健
コモンズ投信

会長

奥山 眞紀子
国立成育医療研究センター
病院 こころの診療部 部長

飯田 泰之
明治大学 准教授／
内閣府規制改革
推進会議 委員

※指定後10名程度まで追加予定

坂本 治也
関西大学 教授
日本NPO学会

理事

資金分配団体審査委員会
井上 高志
新経済連盟 理事

株式会社 LIFULL 代表取締
役社長

渋澤 健
経済同友会 幹事

コモンズ投信 株式会社
会長

脇坂 誠也
税理士・中小企業診断士／

NPO法人 NPO会計税務専門
家ネットワーク 理事長

吉田 忠彦
一般財団法人社会的認証開
発推進機構 理事長／
近畿大学 教授

坂本 治也
関西大学 教授

日本NPO学会理事

※指定後10名程度まで
追加予定 知の構造化委員会

中村 陽一

津川 友介 中室 牧子
慶應義塾大学
准教授

米倉 誠一郎
一橋大学イノベーション
研究センター 特任教授

伊藤 健
Social Value Japan 

代表理事
慶應義塾大学 特任講師

野田 智義
Institute for Social 
Leadership 代表／

大学院大学至善館理事長

立教大学社会デザイン研究所
所長／同大学21世紀社会デ

ザイン研究科 教授

UCLA
助教授

堀江 敦子
スリール 株式会社
代表取締役社長

八塚 奈保子
スペシャルオリンピックス2018

愛知 事務局長

渡部 哲也
株式会社アップルファーム

代表取締役

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.28



世界の知見を取り込み、世界に日本のイノベーションを発信する
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世界の社会イノベーションをリードするトップランナーたちに本財団のアドバイザリー・ボードメンバーと
なっていただき、定期的に助言をもらい仕組みを構築するとともに、日本の最前線での実践を世界
に発信する。※就任内諾済み

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.35＆268

アニス・ウッザマン氏
東工大卒。シリコンバレーで日
本企業の投資のハブになるとと
もに世界初の起業家が集う
Start Up World cup 主催

ナイナ・バトラ氏
アジア最大のベンチャー・フィラソ
ロピー・ネットワークであるAsia
Venture Philanthropy
NetworkのCEO。

ロナルド・コーエン卿
英国休眠預金活用機関Big
Society Capital理事・創設
者の一人。「社会的投資の父
」と呼ばれる。

モハメド・ユヌス氏
ノーベル平和賞受賞。世界で
一人一人をエンパワーするソー
シャルビジネスを広げる（11月
9日就任了解済）



第5のポイント 具体的かつ構想力豊かなプランを持っている
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「公募が始まってから考えたアイデア」ではない

制度化前からソーシャルセクターや企業など
オールジャパンでの対話で練り上げてきた考え

実践と試行錯誤の中で生み出された
「こうしたら変えられる」が結晶化

該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.21



業務実施計画のポイント

24該当ページ：ファイル①業務実施計画-P.221～277

■資金分配団体の現時点での能力は高いところばかりではないという
現状認識を踏まえて、どう選定し、監督し、育てるかという発想を持って取り組みます。

■パブリックコメントで「指定活用団体が検討するべきこと」となっていた点は
すべて真摯に検討のうえ、例えば小さな団体も排除されない審査や、
事業特性や規模に応じた柔軟な監督や評価を実現します。

■社会課題解決のための仕組みを構築するために、
より多くの主体が社会課題の解決に参加し、
毎年社会全体の課題解決の認識が進化していくようなハブとして機能していきます。

■案件形成から評価の実践や知の構造化を現場の実情を踏まえて
サポート・推進し、日本全国の実践からお互いが学び合える体制を作ります。



277ページに渡る事業企画内容は、
この後の質疑応答で詳しく説明致します。




