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 ２０１８年 度 事 業 報 告 書  

第 1. 法人概要 

１．設立年月日：2018年9月20日 

 

２．定款に定める目的 

国及び地方公共団体だけでは対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目

的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を収めることにより

国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの（以下、「民間公益活動」とい

う。）を促進することを目的とする。この目的をもって、社会の諸課題の解決のための

自律的かつ持続的な仕組みを構築し、社会における大きな変革（ソーシャルイノベーシ

ョン）の実現を目指す。 

 

３．定款に定める事業内容 

(1) 民間公益活動を行う団体に助成等を行う団体に対し、助成等の実施に必要な資金に

ついて助成又は貸付けを行うこと。 

(2) 民間公益活動を行う団体に対し、民間公益活動の実施に必要な資金の貸付けを行う

こと。 

(3) 休眠預金等交付金の受入れを行うこと。 

(4) 民間公益活動の促進に関する調査及び研究を行うこと。 

(5) 民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。 

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務  

２ 前項のほか、この法人の目的を達成するために必要な業務 

 

４．主たる事務所 

東京都港区赤坂1丁目3番5号赤坂アビタシオンビル4階 

ＴＥＬ：０３－６４０３－５８３４ 

 

５．役員等に関する事項 

役 職 氏 名 常勤・非常勤 担当職務・現職 

代表理事 坂東眞理子 常勤 全体総括・昭和女子大学理事長・総長 

常務理事 青柳 光昌 常勤 
事業統括・一般財団法人社会的投資推

進財団代表理事 

常務理事 髙石良伸 常勤 管理統括 
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理事 金田 修 非常勤 游仁堂（ヨウレンドウ）CEO 

理事 田中里沙 非常勤 
事業構想大学院大学 学長／宣伝会議

取締役副社長 

理事 永田俊一 非常勤 三菱UFJ信託銀行信託博物館長 

評議員 磯崎功典 非常勤 
キリンホールディングス代表取締役社

長 

評議員 大田弘子 非常勤 
政策研究大学院大学教授、日本生産性

本部副会長 

評議員 柴田弘之 非常勤 信金中央金庫理事長 

評議員 杉田亮毅 非常勤 
日本経済新聞社参与／日本経済研究セ

ンター参与 

評議員 高橋陽子 非常勤 
公益社団法人日本フィランソロピー協

会 理事長 

評議員 高木 剛 非常勤 日本労働組合総連合会顧問 

評議員 田中明彦 非常勤 政策研究大学院大学長 

評議員 樽見弘紀 非常勤 北海学園大学法学部教授 

評議員 丹呉泰健 非常勤 日本たばこ産業株式会社取締役会長 

評議員 中江有里 非常勤 女優、作家 

評議員 二橋正弘 非常勤 自治総合センター会長 

監事 須永明美 非常勤 
㈱丸の内ビジネスコンサルティング代

表取締役社長 

監事 佐藤有紀 非常勤 
King&Wood Mallesons法律事務所・

外国法共同事業パートナー 

 

 

６．職員に関する事項 

職員数：合計１２名 

 常勤 10名、非常勤 1名、出向 1名 

 

７．許認可に関する事項 

 

 

 

登記事項 件数 

(1) 登記 1件 
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第2. 管理業務 

１．役員会及び評議員会 

（１） 理事会 

本年度における理事会は、次の通り第1回第、2回の計2回を開催した。 

 

１）第1回理事会 

(ア) 開催日時：2018年9月27日（木）午後12時30分 

(イ) 開催場所：赤坂インターシティＡＩＲ ３Ｆ会議室 

(ウ) 決議事項： 

第１号議案 規程類の制定に関する件 

第２号議案 2018年度事業計画及び収支予算の承認に関する件 

第３号議案 常務理事の選定に関する件 

第４号議案 理事の報酬額の決定に関する件 

第５号議案 事務局職員の採用に関する件 

第６号議案 アドバイザリーボード委員の選任に関する件 

第７号議案 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関す

る法律」に基づく指定活用団体の公募に係る申請内容及び申請の承認

に関する件 

第８号議案 評議員会の招集の決定に関する件 

第９号議案 各種契約締結に関する件 

(エ) 報告事項：  

報告事項１ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関す

る法律」に基づく指定活用団体の公募に係る準備状況及び今後のスケ

ジュールに関する件 

報告事項２ その他契約および支出実績の報告に関する件 

 

２）第2回理事会 

(ア) 開催日時：2018年2月13日（水）午後3時30分 

(イ) 開催場所：日本財団 会議室 

(ウ) 決議事項： 

第1号議案 2019年度事業計画及び収支予算の承認並びに日本財団への助成金申請

に関する件 

第2号議案 規程類の制定に関する件 

(エ) 報告事項：  
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報告事項１ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関す

る法律」に基づく指定活用団体の公募に係る申請結果に関する件 

報告事項２ その他収支実績の報告に関する件 

 

 

（２）評議員会 

本年度における評議員会は、次の通り第1回を開催した。 

 

１）第1回評議員会 

(ア) 開催日時：2018年9月27日（木）午後13時30分 

(イ) 開催場所：赤坂インターシティＡＩＲ ３Ｆ会議室 

(ウ) 審議事項： 

審議事項１ 定款の変更に関する件 

審議事項２ 評議員会運営規則の制定に関する件 

審議事項３ 評議員及び役員の報酬等に関する規程の制定に関する件 

審議事項４ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する

法律」に基づく指定活用団体の公募に係る申請内容及び申請の承認に関

する件 

(エ) 報告事項： 

報告事項１ 2018年度事業計画及び収支予算に関する件 

報告事項２ 事務局職員の採用に関する件 

報告事項３ アドバイザリーボード委員の選任に関する件 

報告事項４ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する

法律」に基づく指定活用団体の公募に係る準備状況及び今後のスケジュ

ールに関する件 

報告事項５ その他 

 

（３）事務局 

 2018年3月31日現在における事務局の機構は、事業本部、総務部の２部（本部）である。 

 

第 3．事業の状況 

１．事業の実施内容及び成果 

１）日本国内における社会課題の探索 

・目的：今後の支援対象の課題（テーマ）候補として検討可能な基礎情報を得ること、併
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せて探索業務を通じて、職員の社会課題に関する理解度やスキルの向上を図る。 

・内容：「地方創生」「子どもの貧困」「高齢者の社会的孤立」の３つの課題について、

各々チームを組成し、当該課題の社会的背景や問題の構造分析、政府や民間団体の施策等

の文献、ヒアリング調査を行った。 

・成果物：報告書（2019 年 5 月予定） 

 

２）同業他者の調査 

・目的：NPO や社会的企業に対する当法人の提供価値を検討するための基礎情報を得る。 

・内容：実績ある同業他者が行っている支援機能を調査し、それらの特徴や強みを分析す

る、併せて支援業務を行う上での課題等を明らかにする。 

・成果物：報告書（2019 年 5 月予定） 

 

２．収支及び正味財産増減の状況 

2018 年度財務諸表参照 

 

３．決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

該当なし 

 

以上 


