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×1.日本財団とCANPAN

• 日本財団の正式名称は、（財）日本船舶振興会

• 競艇の売上金（２.６％）をもとに、公益活動に対する助成活動（資金援助）

を実施

• ２００５年６月に公益コミュニティサイト「ＣＡＮＰＡＮ（カンパン）」を立ち上げ

• お金の支援だけでなく、ＮＰＯの情報発信の支援も行うことにより公益活

動のさらなる活性化を目指す
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×1.日本財団とCANPAN

公益に関わるすべての人が利用できるウェブサイト「ＣＡＮＰＡＮ」

（http://canpan.info/）
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ＣＡＮＰＡＮの由来は？

Ｃａｎ（できる）
＋

Ｐａｎａｃｅａ（万能薬）

↓

ＣＡＮＰＡＮ
（なんでもできる）

http://canpan.info/


×2.インターネットと助成機関

• 今の助成機関の活動は、もともとインターネットの活用は想定されていな
い。

• 助成プログラムを広報する、インターネットで申請を受け付ける、申請団
体のことを調べる、決定事業を周知する、助成事業の成果を掲載する

• NPO・公益業界の活性化のためには、情報の流通（量×質×受け手）が
大事。

• 情報と人がより多く集まる場所に、みんなで「旗を立てる」必要がある。

• その場所が今は「インターネット」。インターネットの中でも、どこが一番よ
いのか？

• マスコミもインターネットで情報収集を行っている。
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×2.インターネットと助成機関

• 「検索」から、「検索」+「コメント」

検索 ⇒ 特定の団体のことを知りたい、詮索

コメント ⇒ なんとなくNPOのことを知りたい

（※）誰かのおススメ、つぶやきなど。信頼できる人のものほど、効果大

• 世の中を動かすためにインターネットをどう使うか

デジタルイン、アナログアウト

情報から行動へ

• ソーシャルメディア

ツイッターやUSTREAM、YouTube、Mixi、Facebookなど
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×3.助成業務の研究

• 27の助成機関の参加を得て、「助成業務の効率化、充実化に関する研究
会」を実施（2009年度計5回）

広報：送付先情報の共有や、共通のお知らせサイトなど

申請受付：過去実績や重複申請の確認、申請フォームの共通化、団体情
報のデータベース、インターネット申請など

審査：団体情報のデータベース、事務のシステム化など

進捗管理：事務のシステム化など

評価と成果：評価方法のノウハウ、成果のウェブでの発信、助成実績の
共有など

⇒助成機関の事務の効率化はもちろんのこと、NPOの事務軽減や、助成
事業の成果の活用も視野に入れた動き。

7



×3.助成業務の研究

• 2010年度は、助成事業一覧の共有。助成機関、NPOがどのように活用で
きるかの社会的実証実験。

• CANPANの団体情報の活用についての検討。

• 日本財団として、新たなインターネット申請システムの開発。
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×

（旧インターネット申請システムでの事例）

【目的】約6,000件の申請の事務効率化を行う（システムへの入力軽減、申請者の負
担軽減※）

※申請者の書類送付が不要に。複数申請を行う時の、団体情報を何度も書く手間が
軽減

【状況】

・募集要項等の配布資料の印刷を廃止。HPからプリントアウトしてもらうように。

・紙の配布物は、車両申請のお知らせチラシ（A41枚カラー）のみ。

・申請数が約１割増加。

・インターネット環境等の理由で、ネット申請できなかったのは約10件。

・申請や、ネット申請の操作に関する問い合わせ電話が増加（1日200～300件）。

・郵送の場合、締切日に申請書が殺到するのが、締切日の5日前には約半数の申請
があった。

・入力に約2ヶ月かかっていたのが、3週間に短縮。

・CANPANへの登録団体数が増加。

（ご参考）日本財団福祉車両申請におけるインターネット申請の事例

9



×4.日本財団の「情報」の取り組み

• CANPANブログを活用して、助成事業の進捗状況の情報発信。

⇒継続団体にとっては、事業の途中で翌年度の助成金申請を行うので、そ
れまでの成果をアピール。

⇒助成担当としては、事業の進捗に応じてフォローが出来る。

⇒今の時代、オンタイムの情報を求めている。（事業完了後の報告書では
時期を逸することも）

⇒助成事業のノウハウを共有する。

• 助成事業の成果物のデータベース（CANPANブログの成果物機能）。

⇒成果物を積極的に公開・共有することで、助成先団体や直接受益者以外
にも助成金のメリットが受けられる（公益性を高める）。

• 日本財団の広報部門による情報発信

⇒団体の活動を広く周知する。
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×4.日本財団の「情報」の取り組み

• 積極的な情報流通で、助成金の効果を高める（より多くの人のメリットに）

• ノウハウの共有で、NPOの質向上、新規アイデアのヒントへ

• 助成先団体の実績づくり、信頼度アップ

• NPO・公益業界の活性化

• どのような事業に助成金を出すかの目安（申請者、助成機関ともに、ミス
マッチをなくす）

• 助成機関の情報公開、広報につながる（世の中で役立つ存在に）

• 出資者への説明責任
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×5.地域での連携

• 地域でNPOを知りたい人にとって、助成実績は大きな判断基準。地域の
助成機関のHPからNPOを調べるという流れも。（個別の団体の「検索」で
はなく、「コメント」としての役割）

• 地域のNPOの事務軽減につながる取り組みも大事。（共有のデータベー
ス）

• 全国規模の助成機関にとって、よい団体とはよい活動とよい情報発信を
している団体。積極的な情報発信をしている団体に支援が集中すること
も。

• 他の地域で積極的にNPOの情報発信支援を行っていると、全国規模の
助成金はそういった地域に積極的に流れるのでは？

• インターネットの活用について、地域の中での連携。ここを見れば、地域
のNPOのことがよくわかる！という、ポータルサイト。

• NPOの情報開示・発信から資金提供の資金循環を作る。
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×

CANPANは、ステークホルダーをつなぎ、活動・応援のサイクルを支え、加速させるこ
とで、「民が民を支え、より良い社会を実現する」ことを目指しています。

6.CANPANのミッション
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情 報

応援する人応 援

活動する人

CANPANが支え・加速させる「活動・応援サイクル」



×

CANPAN
• NPOが情報開示・情報発信を行うためのウェブサイトを運営・提供

• NPOの効率的な組織運営や公益活動の推進を図るための機能提供

• 公益やCSRに関わるすべての人・組織が利用可能

• CSRの推進もあわせて行うことにより、企業によるNPO支援を促進

NPO（※ここでは、公益活動団体を広い意味で「NPO」と表現します）

• CANPANに自ら登録して、情報開示・情報発信を行う

• CANPANの各種機能を活用して、団体・活動の発展へ

積極的な情報開示で、活動を発展させたいNPOのために！
 信用情報のための団体情報データベース

 感動情報のためのCANPANブログ

 クレジットでネット決済ができるＣＡＮＰＡＮペイメント

6.CANPANのミッション
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×6.CANPANが提供するサービス

CANPANには、活動応援サイクルを促進するためのさまざまなサービスが用意され
ています。
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活動・応援
サイクル

情 報

応援する人応 援

活動する人

団体情報登録
ブログ

ニュース
メルマガ

CSRでの連携
CANPANプロジェクト

団体情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
公益ポータル
Yahoo!と連携

ネット決済サービス
助成金申請の事務軽減

CANPANのメルマガ
フォーラム開催



×

約130の助成プログラムを調査し、助成金申請に必要な団体情報を抽出した項目に
基づき設定された「CANPAN団体情報」によって、団体自らが、団体情報の開示を行
えます。

6.CANPANが提供するサービス
①団体情報データベース
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活動団体が自ら登録、
入力し、情報開示

自主登録での情報公開度により
「★」印が付く（最大5つ）

法人格を問わず、公益活動を行っ
ている団体であれば登録可能



×

CANPANと提携する中間支援組織によって「第三者認証」を行います。団体自らの「
情報開示」とあわせて、参照者に信頼感ある情報として提供されます。

6.CANPANが提供するサービス
①団体情報データベース（第三者認証）
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各センターの認証マークが付く

中間支援組織が開示情
報に基づき、認証



×
6.CANPANが提供するサービス
①団体情報データベース（団体情報の項目）

【団体概要】

法人の種類、団体名、団体のアピールポイント
、代表者役職・兼職・氏名、住所、URL、メールア
ドレス 、設立年月日、法人格取得年月日、活動
地域 （市区町村）、前年度決算総額、所轄官庁
、所轄官庁局課名

【活動概要】

活動分野 、設立以来の主な活動実績、団体の

目的、団体の活動・業務、現在特に力を入れて
いること 、今後の活動の方向性・ビジョン、定期
刊行物、団体の備考

【活動実績】

助成金・補助金・物品等、他の組織から受けた
支援の実績 、他のNPO・市民活動団体との協

働、他の学協会との共同研究・協働の実績、企
業・団体との協働・共同研究の実績、行政との
協働（委託事業など）の実績

18

【組織運営】

意思決定機構、会員種別／会費／数、加盟団
体、役員・職員内訳、イベント時などの臨時ボ
ランティア数

【財政状況】

会計年度開始月、その他事業の有無、収支報
告（収入：会費、寄付金、公的補助金、民間助
成金、自主事業収入、委託事業収入、その他
収入、支出合計、内人件費）、貸借対照表、正
味財産の部、

【添付資料】

定款、会則 、最新役員名簿、パンフレット、決

算報告書、事業報告書、当年度予算書類、事
業計画書、その他事業に関する資料、入会申
込書 、退会申込書、会員情報変更届、研究費
・助成金申請書

項目の入力と、ファイルの添付状況によって、情報公開度を★（１つ）～★★★★★（５つ）で表示。
★★★（３つ）で、一般的な助成申請の際に必要な団体情報の情報開示レベル。



×
6.CANPANが提供するサービス
②ブログサービス

活動する団体や人の情報発信を促進するブログサービス
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＜豊志のくりこま高原物語＞
http://blog.canpan.info/master_kkns/

寄付者は活動者への「共感」「感
動」「同情」により、寄付や応援と
いう行為を起こすことが多い

団体として、個人として、社会的
課題への取り組みを表現する
ツール



×
6.CANPANが提供するサービス
③ネット決済サービス

寄付や会費集めを促進するクレジットカードによるネット決済サービス
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＜チャイルド・ケモ・ハウス＞
http://blog.canpan.info/kemohouse/

「情報開示レベル★5つ」の
団体にのみ提供

（＝情報開示の取り組みを
応援）

応援する人の応援行動を

サポート（応援したいと思っ
たときにすぐできる！）



×
6.CANPANが提供するサービス
④助成金申請の事務軽減

日本財団へのインターネット申請、一部の地域の助成プログラムでCANPANに登録し
た団体情報データを活用
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＜「中国ろうきんNPO寄付システ
ム」の応募用紙＞

日本財団助成金へのイン
ターネット申請に加えて、他
の助成機関との連携も進め
ています。

CANPANに登録済みの場
合、記入が省略可能！



×
6.CANPANが提供するサービス
⑤CSRに関する情報発信

企業のCSRの情報発信や、CSRに関する調査研究の成果を公開
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＜CANPAN CSR+＞
https://canpan.info/csr_index_view.do/

情報発信を通じて、企業の
CSRを促進することにより、企
業によるNPOへの支援・協働
を推進します。



×

ニュース

 団体が自ら登録し、イベント情報などの情報発信を行える機能

 発信したニュースの一部が、Yahoo!ボランティアのニュースでも表示

メルマガ

 定期的な情報発信を行うことが出来る、メルマガ機能

 ブログとメルマガを連動することで、より多くの人に活動を知ってもらえる

CANPAN事務局による各種フォーラム

 ソーシャルブロガーフォーラム、CSRフォーラムなどの開催で、参考事例の発掘・
紹介をし、NPOの情報発信を活性化する

 CANPANの認知度を高め、より多くの人が訪問するサイトへ

6.CANPANが提供するサービス
⑥その他の機能
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×

CANPAN事務局による企画プロジェクト

 ネットの情報発信だけではなく、様々なイベントやキャンペーンを積極的に行うこ
とにより、得たノウハウを活用できる形でNPOへ提供

 Webサイトだけではないネットワークの形成で、公益活動の活性化へ

メールマガジン「CoCoCANPAN」

 CANPANが発行するメールマガジンで、サイト上の情報を簡潔にまとめて、
CANPANユーザ1万人に周知

様々な取り組みで、公益活動に興味を持っている層を開拓する。

外部団体と連携することにより、CANPAN登録団体が発信した情報をより多くの方に
見てもらえる仕組みを整備する。

6.CANPANが提供するサービス
⑥その他の機能
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×

CANPAN

• CANPANによる情報発信について、全国を対象に日本財団が独自に普及を図る

• NPOの信頼度を高めるために、団体の自主登録だけではなく、その団体をよく知
っている組織が情報を確認して、その旨の表示をすることを検討

• 応援者側の視点で、全国規模で見るサイトではなく、地域やテーマといった切り口
でわかりやすいサイトの構築を検討

中間支援組織

• NPOの情報開示の必要性を強く感じている地域の中間支援組織が複数出現

• 2008年度、IIHOEとCANPAN、中間支援組織が協働して、情報開示の推進を図る
「地域・テーマ公益ポータルプロジェクト」を立ち上げ

中間支援組織とCANPANの連携

• CANPANが地域のNPO活動を知ってもらうための地域版のサイトを中間支援組
織に提供

• 中間支援組織がNPOの情報開示を推進し、開示情報や開示レベルを保証

6.NPOの情報開示
これまでの取り組みの経緯
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×
6.NPOの情報開示
これまでの公益活動データベース

現在は、個々の情報やデータベースが混在している状態です。
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現

状

情報の受け手
（一般の人、企業）

バラバラに存在。欲しい情報が見つけら
れない

死んだデータベース、古くて使えない情
報が分散

誰が書いてるかわからない。信頼できな
い情報

資金の透明性を証明したいが、出資元に
きちんと報告ができているか不安

もっと活動を世の中にアピールしたいが
効果的な手段がない

活動内容を世の中や出資元にアピール
できる

団体や、認証している中間支援団体の信
頼性が向上

サイト運営コストの削減

認証された信頼できる情報

ここを見ればすべて掲載されている。集
約性、網羅性

情報の発信者
（中間支援団体、NPO団体）

サイト運営にコストがかかっている（かけ
られない）

あ
る
べ
き
姿 定期的に更新が継続されている鮮度の

保たれた情報



×
6.NPOの情報開示
CANPANが目指すデータベースとは?
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■CANPANプロジェクトを通じての気づき

1) 世の中には「死んだデータベース(特に行政のもの)」が数多く存在する
2) 単なるデータ公開だけの団体情報は価値を生まない

→ データが更新されない、またはデータ量が少ない場合、公開することでかえって信
頼が下がってしまうことも

3) どこかにデファクト（yahooのような実質上の標準）がないといつまでも無駄なデータ
ベースが生まれ続ける

CANPANが目指すデータベース

第三者チェックによる高い信頼性

情報公開が効果的な広報活動に

公開情報の集約・標準化

信用創造型データベース＝公益ポータル



×
6.CANPAN公益ポータル
活動団体、CANPAN、中間支援組織の協働データベース

①個々の団体がWebサイト「CANPAN」の団体情報データベースを利用して情報開示

②中間支援組織が開示されている情報に基づき、地域の団体を第三者認証
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【参考】 従来型データベース ＣＡＮＰＡＮ

長所 ・集中管理による表現の統一性
・特定の時点での情報の確保

・取得データを自由に加工編集し、作りかえる
などの操作が容易

・自己更新型システムによりコストが分散
・最新情報への更新が適宜実施可能
・第三者によるチェック機能
・年一回以上の更新チェック

短所 ・データの更新にコストがかかる
(継続的にかかっていく → 負担大)

・データの信ぴょう性について提供者側だけが
責任を負う(リスク集中)

・自己登録型のため文言などに統一性が出に
くい

・認証を行う第三者のレベルを統一するのが
困難

活動団体

• 活動を知らせるための
情報発信

• 信頼度を高めるための
情報開示

CANPAN

• 情報発信のツール提供

• 標準化を目指したデー
タベース

• ネットによる全国への情
報発信

中間支援組織

• 情報開示・発信の支援

• 開示情報のチェック（第
三者認証）

• ネットによる地域への情
報発信



×

中間支援組織が承認した信頼性の高い団体情報が集積され、かつ更新されます。

また、CANPANを通じて全国で共有されます。

6.CANPAN公益ポータル
データベースの連携

29

自主登録による情報開示

地域 テーマ
全国

団体
団体

団体

団体
団体

団体団体
団体

団体

団体
団体

団体
自主登録

公益ポータル

団体情報DB

Webサイト「CANPAN」

団体
団体

団体

団体
団体

中間支援組織

情報開示支援
と

確認・承認

認証団体を
抽出



×

NPOにとって

• 信頼度のアップ

• 活動の見える化

• 応援の増加

中間支援組織にとって

• 情報開示推進のネットワーク（
全国/地域）

• 中間支援としてのコンサル機能
の強化

• 企業や行政の働きかけのツー
ル

• 寄付キャンペーン

• 申請とりまとめ事務の軽減

6.CANPAN公益ポータル
見込まれる成果・メリット
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【中間支援組織が行うこと】
1. 地域内の情報開示の推進
2. CANPAN団体情報登録への促進

3. 情報開示の質の向上（情報開示度★３
つ以上が推奨）

4. 登録内容と現物書類の確認

5. 情報開示した団体への支援（ファンドや
助成プログラムによる資金提供、協働支
援など）

地域にとって

• NPO活動で地域の活性化

• 活性化されている状態がわかる

• 行政、企業を含む各組織による協働へ



×
6.CANPAN公益ポータル
公益ポータルのWebサイト事例

31

せんだい・みやぎNPOサポートセンターが運営するポータルサイト「みんみん」

ここをクリック
すると、登録

団体の一覧へ

http://minmin.canpan.info/


×
6.CANPAN公益ポータル
公益ポータルのWebサイト事例

32



×

公益ポータル 14ヶ所

サブポータル 1ヶ所

（2010年10月時点）

6.展開状況
全国のCANPAN公益ポータル

33

CANPANのTopページから→「広がります！信用創造の輪 公益ポータル」
（http://kouekiportal.canpan.info/portal/）

http://kouekiportal.canpan.info/portal/


×
6.展開状況
公益ポータルのWebサイト画面

34



×
6.展開状況
個別ポータル運営者の状況

運営者 サイト名、URL 設立日 助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等 登録団体数 情報開示度

せんだい・みやぎNPOサ
ポートセンター

みやぎの公益活動ポータルサイト
みんみん
http://minmin.canpan.info/

2008年
6月10日

・みんみんファンド
・みやぎ夢ファンド
・ふくふくファンド

１４１
★５… ２６
★４… ７
★３…１０８

ちば市民活動・市民事
業サポートクラブ

市民、NPO、企業を結ぶ公益ポー
タルサイト ちばのＷＡ！
http://chibanowa.canpan.info/

2009年
2月25日

・一歩くん基金
・NPO三尺店 ３６

★５… １０
★４… ７
★３… １９

とちぎコミュニティファン
ド

とちコミポータルサイト
http://tochikomi.canpan.info/

2009年
3月3日

・メインファンド
・冠ファンド
・もったいないﾌｧﾝﾄﾞ

１７
★５… １７
★４… ０
★３… ０

きょうとNPOセンター 公益活動ポータルサイトきょうえん
http://kyo-en.canpan.info/

2009年
3月31日

・京都地域創造基金
８６

★５… ３４
★４… １７
★３… ３５

島根県・ふるさと島根定
住財団

しまね地域ポータルサイトだんだ
ん
http://shimane.canpan.info/

2009年
4月1日

・しまね社会貢献基金
・中国ろうきんNPO寄
付システム

３６
★５… ２１
★４… ７
★３… ８

八王子市・八王子市民
活動協議会

ゆめおりポータル
http://yumeori.canpan.info/

2009年
7月31日

・ゆめおりファンド
１

★５… ０
★４… ０
★３… １

おかやまNPOセンター NPOｋａｙａｍａ
http://npokayama.canpan.info/

2009年10
月5日

・おかやまＮＰＯサ
ポート基金

２６ ★５… １２
★４… ７
★３… ７

ソーシャル・デザイン・
ファンド

SDFポータル
http://sdf.canpan.info/

2009年
12月17日

・ソーシャル・デザイ
ン・ファンド

３ ★５… ２
★４… ０
★３… ０
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×
6.展開状況
個別ポータル運営者の状況

運営者 サイト名、URL 設立日 助成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等 登録団体数 情報開示度

北海道NPOサポートセ
ンター

北海道地域公益ポータルサイトど
さんこ
http://dosanko.canpan.info/

2010年
2月1日

（確認中）
１９

★５… １７
★４… ２
★３… ０

わかやまNPOセンター わかやまの元気が集う場「わか
ば」
http://wakayama.canpan.info/

2010年
2月15日

（確認中）
８

★５… ４
★４… １
★３… ３

ひろしまNPOセンター ひろしまの公益ポータルサイト も
みじコミュニティ
http://hiroshima.canpan.info/

2009年
3月15日

（確認中）
１０

★５… ７
★４… ２
★３… １

チャリティ・プラットフォー
ム

団体ホームページ
http://www.charity-platform.com/

2009年 （確認中） ３２ ★５… １６
★４… ０
★３… ４

ジャパン・オンパク ジャパン・オンパク公式HP
http://japan.onpaku.jp/

2009年 （確認中） １ ★５… １
★４… ０
★３… ０

やまぐち公益ポータル
ネットワーク

やまぐち公益ポータル「はなえる」
http://yamaguchi.canpan.info/

2010年
10月1日

（確認中） ４ ★５… ３
★４… ０
★３… １

2010年7月末時点
（※）山口は10月1日の実績

合計 ４２０
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×最後に・・・

ＣＡＮＰＡＮと連携して、地域やテーマのＮＰＯの情報開示を進め、「活動
・応援サイクル」を加速・支援してくださる、パートナー（中間支援組織）
を募集しています。

37

情 報

応援する人応 援

活動する人

中間支
援組織

活動・応援サイクル



×お問い合わせ
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CANPAN公益ポータルに関するお問い合わせは、
ＣＡＮＰＡＮ運営事務局公益ポータル担当（山田・吉野）まで、お気軽に！

山田 泰久
TEL： ０３－６２２９－５２９４
E-mail： ya_yamada@ps.nippon-foundation.or.jp

Blog：http://blog.canpan.info/p-shop/『Shop人にやさしく』

吉野 真佐代
TEL： ０３－５２５１－３５９５
E-mail： m_yoshino@canpan.jp masayo.yoshino@gmail.com

技術的なお問い合わせはこちら↓

CANPANお問い合わせ専用窓口

０３－６２２９－５５５１（コココイ）9:00～17:00（土日・祝祭日を除く）

contact@canpan.info



Copyright by CANPAN

×

ご清聴ありがとうございました
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