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令和3年(2021年)3月11日【第6回理事会(定例)承認】
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［原則1］
組織運営等に関する基本計画を
策定し公表すべきである

（1）組織運営に関する中長期基本計画
を策定し公表すること

・現在は、2018年10月に作成したJVA中期経営計画（2018～2024）にて目指した５つの計画に基づき財務体質の改善を重点に、各種
事業を実施している。
・2022年から始まる３年間の中期経営計画を「2021年12月」までに策定する。
・2027年に創立100周年を迎えるため、長期経営計画に関しても策定する予定である。

【現時点では未公開】
（１）JVA中期経営計画（2018-2024）
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［原則1］
組織運営等に関する基本計画を
策定し公表すべきである

（2）組織運営の強化に関する人材の採
用及び育成に関する計画を策定し公表す
ること

・上記中期経営計画の策定と並行して人材の採用及び育成に関する計画を「2021年12月」までに策定する。 同上
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［原則1］
組織運営等に関する基本計画を
策定し公表すべきである

（3）財務の健全性確保に関する計画を
策定し公表すること

・事業年度ごとに事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについて理事会で審議・承認を行なっている。
・財務の健全性を確保した事業計画を内閣府に提出するとともに、HPで公表している。また、事業計画の策定に際しては、関係の役職員から
ヒアリングを行なっている。
・これに加えて、上記中期経営計画の策定と並行して財務に関する計画も「2021年12月」までに策定する。

（１）定款
（２）事務局規定
（３）経理規定
（４）寄付金等取扱規定
（５）特定費用準備資金等取扱規定
（６）登録及び登録料に関する規定
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［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（１）組織の役員及び評議員の構成等に
おける多様性の確保を図ること

①外部理事の目標割合（25%以上）及び
女性理事の目標割合（40%以上）を設定
するとともに、その達成に向けた具体的
な方策を講じること

・外部理事及び⼥性理事の⽬標割合について、「役員候補者推薦規程」の具体的な条項を検討し、「2022年12月」までに規程の改訂（整
備）を目指す。
■目標割合：外部理事（２５％）、女性理事（４０％）
■現在割合：外部理事（３９％）、女性理事（２８％）
・ガバナンスコードにおける「外部理事」の定義は、最初の就任時点で以下の（ア）〜（ウ）のいずれにも該当しない者を指すとされてい
る。
（ア）　過去４年間の間に当該団体の役職員または評議員であった者、当該団体と加盟、所属関係等にある都道府県協会等の役職者であった
者、当該団体の役員または幹部役員の親族である等、当該団体と緊密な関係である者。
（イ）　当該競技における我が国の代表選⼿として国際競技⼤会への出場経験がある⼜は強化指定を受けたことがあるなど、特に⾼い競技実
績を有している者、
（ウ）　指導するチーム⼜は個⼈が全国レベルの⼤会で⼊賞するなど、当該競技の指導者として特に⾼い指導実績を有している者。
・日本国内における統括団体としての特性に鑑み、JVAとして「外部理事」の定義を検討する。また、⽬標の達成に向けた具体的な⽅策や⼈
材の計画的な育成については、理事の選出の仕組みや理事会の構成に⼤きくかかわるものであることから、令和５（２０２３）年度の役員改
選時から段階的に適⽤に向けて検討を⾏う。その際、上記外部理事の定義についても、「役員候補者推薦規定」に明記する。

（１）役員候補者推薦規定
（２）役員名簿
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［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（１）組織の役員及び評議員の構成等に
おける多様性の確保を図ること

②評議員会を置くNFにおいては、外部評
議員及び女性評議員の目標割合を設定す
るとともに、その達成に向けた具体的方
策を講じること

・外部評議員及び⼥性評議員の⽬標割合について、「評議員選定委員会運営細則」の具体的な条項を検討し、「2021年12月」までに規程の
整備を目指す。
■現在割合：外部評議員（２４％）、女性評議員（３２％）

（１）評議員選定委員会運営細則
（２）評議員の選定に関するガイドライン
（３）評議員会における役員（理事・監事）選任決議
に関する申し合わせ事項
（４）評議員名簿
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［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（1）組織の役員及び評議員の構成等に
おける多様性の確保を図ること

③アスリート委員会を設置し、その意見
を組織運営に反映させるための具体的な
方策を講じること

・ハイパフォーマンス事業本部内に「アスリート委員会」を設置し、年1回以上開催をしている。アスリート委員会の意見等は「ハイパ
フォーマンス事業本部担当役員」が組織運営に反映させ具体的な方策を講じている。現在、アスリート委員会に関する規程がないため、
「2021年度12月」までに規程を整備する。

（１）アスリート委員会名簿（Web掲載）
（２）組織相関図
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［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（2）理事会を適正な規模とし、実効性
の確保を図ること

・「定款」において、役員は理事15名以上20名以内、監事3名以内とし、現在は理事18名、監事3名で役員を構成している。
・理事は、競技経験者や経営的な専門家など、競技の専門的知識や専門家による客観的観点から審議を行うことで多様性を確保するよう努め
ている。
・理事会は、原則として定例で1月、3月、6月及び10月に開催し、必要がると認めたときは臨時理事会を開催している。

（１）定款
（２）理事会運営規程

JVAスポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞遵守状況に関する自己説明及び公表内容

証憑書類自己説明審査項目原則
審査項目
通し番号
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［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（3）役員等の新陳代謝を図る仕組みを
設けること

①理事の就任時の年齢に制限を設けるこ
と

・「定年に関する規程」において、評議員、役員及び委員会委員は、選任基準日においてその年齢が70歳未満でなければならないとしてい
る。
・ガバナンスコードにおいては、「外部理事について、他の理事とは異なる年齢制限を設ける又は年齢制限の対象外とすることも考えられ
る」としており、2022年12月を目処に「【原則２】（１）組織の役員及び評議員の構成等における多様性の確保」を検討する過程で必要に
応じてこうした可能性も検討する。

（１）定年に関する規定
（２）役員候補者推薦規定

9

［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（3）役員等の新陳代謝を図る仕組みを
設けること

②理事が原則として10年を超えて在任す
ることがないよう再任回数の上限を設け
ること

・「激変緩和処置期間（令和3年〜令和5年までの第1回目適合性審査）」後の2023年改選時に、理事が原則として10年を超えて在任する
ことがないよう、再任回数の上限を適用できるように規程の整備に向けて2022年12月を目処に検討を行う。（※JVAは、令和3年度
（2021年度）が「第1回目」の適合性審査。）
・また、役員等の新陳代謝を図るため、「【原則１】（２）」の「人材育成計画」に、理事の候補となり得る人材を各種委員会等に配置し、
NF運営に必要となる知見を高める機会を設け、将来のNF運営の担い手となり得る人材を計画的に育成していく。

（１）役員候補者推薦規定
（２）役員名簿

【激変緩和措置（または例外措置）が適用される場合に記入】

・2021年の役員改選時は、10年を超えて在任する対象者は　【なし】
・2022年の評議員改選時は、10年を超えて在任する対象者は【あり】
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［原則2］
適切な組織運営を確保するため
の役員等の体制を整備すべきで
ある。

（4）独立した諮問委員会として役員候
補者選考委員会を設置し、構成員に有識
者を配置すること

・役員候補者推薦規程（第3条第1項）により、以下の通り有識者（６）を含めて配置している。
（１）評議員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
（２）代表理事または理事（業務執行理事）　　　　　　　　　　　１名
（３）理事（業務執行理事以外）　　　　　　　　　　　　　　　　１名
（４）監事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
（５）事務局員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
（６）及び評議員、理事、監事、事務局員以外の属性である委員　　２名（合計７名）

（１）役員候補者推薦規定
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（1）NF及びその役職員その他構成員が
適用対象となる法令を遵守するために必
要な規程を整備すること

・コンプライアンス規程を整備している。 （１）コンプライアンス規程
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整
備すること

①法人の運営に関して必要となる一般的
な規程を整備しているか

・法人の運営に関して必要となる一般的な規程として、定款をはじめ各種規程を整備している。 （１）定款
（２）評議員会運営規程
（３）理事会運営規程
（４）加盟団体規程
（５）事務局規程
（６）経理規程
（７）コンプライアンス規程
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整
備すること

②法人の業務に関する規程を整備してい
るか

・法人の業務に関して必要となる一般的な規程として、各種規程を整備している。また、リスクマネジメント規程を整備中である。 （１）個人情報保護方針
（２）個人情報保護基本規程
（３）個人情報保護に関する事務局管理規程
（４）コンプライアンス規程
（５）コンプライアンスホットライン制度運用規程
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整
備すること

③法人の役職員の報酬等に関する規程を
整備しているか

・法人の役職員の報酬等に関する規程として、各種規程を整備している。 （１）評議員の報酬規定
（２）役員の報酬規定
（３）就業規則
（４）給与規定
（５）旅費規定
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整
備すること

④法人の財産に関する規程を整備してい
るか

・定款第3章において、財産及び会計について定めているほか、各種規程を整備している。 （１）定款
（２）経理規定
（３）寄付金等取扱規程
（４）特定費用準備資金等取扱規程
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証憑書類自己説明審査項目原則
審査項目
通し番号
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（2）その他組織運営に必要な規程を整
備すること

⑤財政的基盤を整えるための規程を整備
しているか

・財政的基盤を整えるため、各種規程を整備している。 （１）登録及び登録料に関する規程
（２）チーム及び選手登録規定
（３）バレーボール用品・用器具の公認・推薦に関す
る規程
（４）JVAメンバーの肖像権等に関する管理運用規
程
（５）全日本肖像権規程
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（3）代表選手の公平かつ合理的な選考
に関する規程その他選手の権利保護に関
する規程を整備すること

・バレーボールは、チーム競技としての「総合的なチーム戦力」を考慮しつつ、オリンピック競技大会ごとに、選考基準を策定している。
・ビーチバレーボールにおいては、個々のペア（チーム）による代表枠（日本代表）の獲得を目指すため、オリンピックの出場権（出場チー
ム枠）を日本として獲得したのちに、日本代表チームの選考方法をオリンピック競技大会ごとに策定している。
・代表選手の肖像権を保護するため、全日本肖像権規程を整備している。

【東京2020大会用】
（１）バレーボール日本代表選手選考基準
（２）ビーチバレーボール種目の予選方式と日本代表
チーム選考方法
【選手の権利保護等】
（３）チーム及び選手登録規定
（４）全日本肖像権規程
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（4）審判員の公平かつ合理的な選考に
関する規程を整備すること

・国内外で開催されるIF主催の国際大会における審判員の選考は、国際バレーボール連盟（IF）の指名により選考される。
・審判員等の資格認定に関する規程を整備している。

（１）公認審判員規程
（２）技術統計判定員規定
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［原則3］
組織運営等に必要な規程を整備
すべきである。

（5）相談内容に応じて適切な弁護士へ
の相談ルートを確保するなど、専門家に
日常的に相談や問い合わせをできる体制
を確保すること

・弁護士、税理士、社会保険労務士、外部監査法人と業務委託契約（顧問契約）を行い、日常的なサポートを必要に応じて受けられる体制を
構築している。

（１）弁護士（小野総合法律事務所）
（２）社会保険労務士（西嶋労務管理事務所）
（３）外部監査法人（太陽有限責任監査法人）
（４）税理士（銀座税理士法人）
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［原則4］
コンプライアンス委員会を設置
すべきである。

（1）コンプライアンス委員会を設置し
運営すること

・コンプライアンス規程において、コンプライアンスを有効に機能させるためにコンプライアンス委員会を設置している。
・コンプライアンス委員会は、月に一回の頻度で開催し、議事録を残している。

（１）コンプライアンス規程
（２）委員会名簿
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［原則4］
コンプライアンス委員会を設置
すべきである。

（2）コンプライアンス委員会の構成員
に弁護士、公認会計士、学識経験者等の
有識者を配置すること

・コンプライアンス委員会の構成員には、弁護士、公認会計士、学識経験者が含まれている。 （１）コンプライアンス委員会名簿
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［原則5］
コンプライアンス強化のための
教育を実施すべきである

（1）NF役職員向けのコンプライアンス
教育を実施すること

・スポーツ庁が実施している「スポーツ・インテグリティ推進事業」を活用して、評議員、役員（理事、監事）、加盟団体代表委員向けのコ
ンプライアンス研修会を実施した。
　■日時：2021年2月26日（金）15時〜17時
　■講師：日本スポーツ仲裁機構　仲裁・調停専門員（弁護士）
　■方法：オンラインによる研修会
　　　　　※実施後も、加盟団体役員へ広く研修内容が視聴できるようにビデオ配信も行う。

（１）研修会資料
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［原則5］
コンプライアンス強化のための
教育を実施すべきである

（2）選手及び指導者向けのコンプライ
アンス教育を実施すること

・日本代表チームの「選手」及び「指導者」への教育は、シーズン活動開始時に「日本オリンピック委員会（JOC強化指定選手・指導者）」
のプログラムを活用し研修会の中で実施している。
・国内競技者（選手）及び指導者のコンプライアンス教育は、主催全国大会を利用した研修会の開催を「2022年度」から実施できるよう準
備を進める。
・また、全国大会に参加していないチームの選手・指導者へのプログラムとして、ホームページ等から研修会内容が動画で配信できるよう検
討する。

（１）研修プログラム
（２）実施実績、参加者リスト
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［原則5］
コンプライアンス強化のための
教育を実施すべきである

（3）審判員向けのコンプライアンス教
育を実施すること

・審判員向けのコンプライアンス教育は、全国審判委員長研修会を活用し、コンプライアンス研修会開催を「2022年度」から実施できるよ
う準備を進める。
・また、全国の登録審判員向けのプログラムとして、ホームページ等から研修会内容が動画で配信できるよう検討する。

（１）現在なし
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［原則6］
法務、会計等の体制を構築すべ
きである

（1）法律、税務、会計等の専門家のサ
ポートを日常的に受けることができる体
制を構築すること

・弁護士、税理士、社会保険労務士、外部監査法人と業務委託契約（顧問契約）を行い、日常的なサポートを必要に応じて受けられる体制を
構築している。

（１）弁護士（小野総合法律事務所）
（２）社会保険労務士（西嶋労務管理事務所）
（３）外部監査法人（太陽有限責任監査法人）
（４）税理士（銀座税理士法人）
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［原則6］
法務、会計等の体制を構築すべ
きである

（2）財務・経理の処理を適切に行い、
公正な会計原則を遵守すること

・本会の目的を理解し、見識と能力を満たしているものを監事として選任している。
・「監事監査」を年一回実施し、監査法人による「外部監査」も実施している。

（１）監事名簿
（２）監査法人の監査報告書
（３）監事による監査報告書
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［原則6］
法務、会計等の体制を構築すべ
きである

（3）国庫補助金等の利用に関し、適正
な使用のために求められる法令、ガイド
ライン等を遵守すること

・競技力向上助成金とスポーツ振興くじ助成金の国庫補助金等を利用する際、ガイドライン（交付要綱・実施要領）に従い適切に処理を行
なっている。
・必要に応じて、国や助成元における監査を受けている。

（１）JSCスポーツ振興基金助成金交付要綱
　　　JSCスポーツ振興基金助成金実施要領
（２）JSCスポーツ振興くじ助成金交付要綱
　　　JSCスポーツ振興くじ助成金実施要領
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［原則7］
適切な情報開示を行うべきであ
る。

（1）財務情報等について、法令に基づ
く開示を行うこと

・法令上求められている貸借対照表のほか、事業報告書、正味財産増減計算書、事業計画書、収支予算書、定款、役員及び評議員の報酬規
程、役員名簿、評議員名簿、役員会議事概要を「JVAホームページ」において情報を開示している。また、これらの書類は備置書類としても
事務所内に保存している。

（１）JVAホームページ
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［原則7］
適切な情報開示を行うべきであ
る。

（2）法令に基づく開示以外の情報開示
も主体的に行うこと

① 選手選考基準を含む選手選考に関する
情報を開示すること

・バレーボールの「選手選考基準」及びビーチバレーボールの「日本代表チームの選考方法」をオリンピック競技大会ごとに「JVAホーム
ページ」において情報を開示し、選考結果についても同ホームページにおいて開示している。

（１）JVAホームページ
・バレーボール日本代表選手選考基準
・ビーチバレーボール種目の予選方式と日本代表チー
ム選考方法
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［原則7］
適切な情報開示を行うべきであ
る。

（2）法令に基づく開示以外の情報開示
も主体的に行うこと

② ガバナンスコードの遵守状況に関する
情報等を開示すること

・JVAスポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞遵守状況（2020年度）に関する自己説明及び公表を「JVAホームページ」で
「2021年3月」に開示している。

（１）JVAホームページ
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［原則8］
利益相反を適切に管理すべきで
ある

（1）役職員、選手、指導者等の関連当
事者とNFとの間に生じ得る利益相反を適
切に管理すること

・2021年2月19日に開催された第5回理事会（臨時）において「利益相反規程」を決議し、規程を整備した。 （１）利益相反規程
（２）利益相反ポリシー
（３）コンプライアンス規程
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［原則8］
利益相反を適切に管理すべきで
ある

（２）利益相反ポリシーを作成すること ・2021年2月19日に開催された第5回理事会（臨時）において「利益相反ポリシー」を決議し、ポリシーを整備した。 （１）利益相反規程
（２）利益相反ポリシー
（３）コンプライアンス規程
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［原則9］
通報制度を構築すべきである

（１）通報制度を設けること ・コンプライアンスホットライン制度運用規程により、整備している。
・通報対象には、暴力行為等の法令違反行為及び各種ハラスメントのほか、定款を始めとする団体の内部規程に違反する行為及び違反行為に
至るおそれがある旨の事実を広く含めている。

（１）コンプライアンスホットライン制度運用規程
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［原則9］
通報制度を構築すべきである

（2）通報制度の運用体制は、弁護士、
公認会計士、学識経験者等の有識者を中
心に整備すること

・コンプライアンス違反及び体罰・暴力の相談窓口として、外部通報窓口（法律事務所）を設置している。
・通報内容を処理するコンプライアンス委員会は、弁護士、公認会計士等、学識経験者がメンバーに含まれている。

（１）コンプライアンスホットライン制度運用規程
（２）コンプライアンス委員会名簿
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［原則10］
懲罰制度を構築すべきである

（1）懲罰制度における禁止行為、処分
対象者、処分の内容及び処分に至るまで
の   手続を定め、周知すること

・コンプライアンス規程において、禁止行為、処分に至るまでの手続きを定め、「JVAホームページ」において周知している。
・処分対象者、処分の内容は、現在公表・周知は行なっていないが、コンプライアンス委員会で公表内容及び公表の可否を検討する。

（１）コンプライアンス規程
（２）日本バレーボール協会処分規程（役員）
（３）就業規則（職員）
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［原則10］
懲罰制度を構築すべきである

（2）処分審査を行う者は、中立性及び
専門性を有すること

・処分審査を行うコンプライアンス委員会には、弁護士、学識経験者という中立性、専門性を有するメンバーが含まれている。 （１）コンプライアンス規程
（２）コンプライアンス委員会名簿
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［原則11］
選手、指導者等との間の紛争の
迅速かつ適正な解決に取り組む
べきである。

（1）NFにおける懲罰や紛争について、
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によ
るスポーツ仲裁を利用できるよう自動応
諾条項を定めること

・JVAでは、コンプライアンス規程（第28条）により、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾
条項を定めている。

（１）コンプライアンス規程
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［原則11］
選手、指導者等との間の紛争の
迅速かつ適正な解決に取り組む
べきである。

（2）スポーツ仲裁の利用が可能である
ことを処分対象者に通知すること

・JVAでは、コンプライアンス規程（第28条）により、JSAAによるスポーツ仲裁の利用が可能であることを処分対象者に通知している。 （１）コンプライアンス規程
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［原則12］
危機管理及び不祥事対応体制を
構築すべきである。

（1）有事のための危機管理体制を事前
に構築し、危機管理マニュアルを策定す
ること

・JVAでは、危機管理体制のマニュアル化ができていないので、「2021年度12月」までに規程の整備を含めた危機管理体制の構築を行
う。
・危機管理体制の構築に当たっては、下記の項目に留意し検討を行う。
（１）不祥事対応を機動的に行えるよう、コンプライアンス担当の理事に危機管理担当も兼務させるなどの工夫を行い、組織横断的な活動を
可能とする体制を構築すること。
（２）競技の特性や各団体の運営の特徴等を踏まえ、発生しやすい不祥事類型やリスクを特定し，当該リスクの発現可能性の高低や発生した
場合の影響等の評価を加え、これに従ったリスクの制御方法や監視体制及びその見直しの在り方についても規定すること。
（３）危機管理マニュアルが単なる書類として形骸化しないよう､マニュアルに従ったリスク管理の実効性を定期的に検証したり､緊急の危機
管理体制を発動するための仮想訓練を定期的に実施したりするなど、平時からその存在を浸透させるための活動を運営業務に組み込むこと。

※マニュアル策定に当たっては、スポーツ界におけるコンプライアンス強化ガイドライン（日本スポーツ仲裁機構）の「モデル危機管理マ
ニュアル」も参考に検討を行う。

（１）モデル危機管理マニュアル
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［原則12］
危機管理及び不祥事対応体制を
構築すべきである。

（2）不祥事が発生した場合は、事実調
査、原因究明、責任者の処分及び再発防
止策の提言について検討するための調査
体制を速やかに構築すること

※審査書類提出時から過去4年以内に不
祥事が発生した場合のみ審査を実施

・過去４年間においてJVAでは不祥事はございません。不祥事に伴う調査委員会の設置もございません。
・不祥事が発生した場合は、「【原則１２】（１）」の危機管理体制マニュアル及び規程により、調査体制が構築できるようにする。

41

［原則12］
危機管理及び不祥事対応体制を
構築すべきである。

（3）危機管理及び不祥事対応として外
部調査委員会を設置する場合、当該調査
委員会は、独立性・中立性・専門性を有
する外部有識者（弁護士、公認会計士、
学識経験者等）を中心に構成すること

※審査書類提出時から過去4年以内に外
部調査委員会を設置した場合のみ審査を
実施

・過去４年間においてJVAでは不祥事はございません。不祥事に伴う外部調査委員会の設置もございません。
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［原則13］
地方組織等に対するガバナンス
の確保、コンプライアンスの強
化等に係る指導、助言及び支援
を行うべきである。

（1）加盟規程の整備等により地方組織
等との間の権限関係を明確にするととも
に、地方組織等の組織運営及び業務執行
について適切な指導、助言及び支援を行
うこと

・加盟団体規程において、加盟の要件、加盟団体の権限、義務及びJVAが加盟団体に対し、事業の運営について必要な指導・助言をするこ
と、説明等を求めること、理事会の決議により処分を行うことができることを規定している。
・年二回の加盟団体代表委員総会において、質問等含め助言等を行っている。

（１）定款
（２）加盟団体規程
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［原則13］
地方組織等に対するガバナンス
の確保、コンプライアンスの強
化等に係る指導、助言及び支援
を行うべきである。

（2）地方組織等の運営者に対する情報
提供や研修会の実施等による支援を行う
こと

・加盟団体規程において、年二回の加盟団体代表委員総会を開催し、JVAから情報提供や研修会を実施している。
・現在、加盟団体に対するガバナンス確保、コンプライアンス強化に向けた研修会を計画している。（2021年2月26日に「2020年度ガバ
ナンス・コンプライアンス研修会」を実施した。）


