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CANPANブログ白書の目的 

 

“NPOが運営するブログって、何だろう？” 

 

“Facebookや twitterなどより手軽に情報発信できるソーシャルメディアがある中で、NPOがブログでしっ

かり情報発信する必要性は？” 

 

“NPOがブログを本当に活用するために、どのようなブログがいいのだろうか？” 

 

“そして、ブログを積極的に活用している NPOはどのように活用しているのだろうか？” 

 

NPOための情報発信ツールである「CANPANブログ」を運営している日本財団CANPANプロジェクトとし

て、こんな疑問からこの白書が始まりました。 

全国各地の NPO やその関係者が情報発信ツールとして活用している CANPAN ブログから見えてくる、

NPO にとっての本当のブログの活用について、今回实施した調査・分析の内容をもとにご紹介いたしま

す。 

 

 

【实施した調査】 

＇１（CANPAN団体ブログの实態調査 

CANPAN の団体情報データベースにブログを登録している 2,606 団体のブログの利用状況から、ブログ

の活用度を調査分析する。 

 

＇２（CANPANおススメブログのアンケート調査 

CANPAN 事務局で選んだおススメブログに対してアンケート調査を行い、ブログを積極的に活用してい

る団体はどのようにブログを活用しているかのヒントを探る。 

 

 

これらの調査・分析をもとに、NPO の情報発信ツールとして、ブログの活用をあらためて考えるきっかけ

になること、また積極的にブログを活用している団体の实践例から活用のヒントを見つけ、より多くの

NPOがブログを通じて積極的に情報発信を行うようになることを目指して、CANPANブログ白書を作成し

ました。 
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１．CANPANブログの概要 

 

＇１（CANPANブログとは？ 

日本財団が運営する公益コミュニティサイト「CANPAN」のブログ機能  

・2005年 6月にプレオープン 

・2005年 8月に利用開始  

・2012年 3月リニューアル  

・現在、無料で広告のつかないブログとして公益団体やその関係者に積極的に利用されています 

 

◇ブログについて 

ブログとはウェブログの略で、ウェブサイト上で日〄更新される記録＇記事（という意味です。 

ブログ機能を利用すると、簡単に個人や団体のページを持つことができ、日記のように毎日記事を投稿

することができます。 

 

◇CANPANブログについて 

CANPANブログは、皆さんと同じように「誰かの為に何かをしたい」「日本を元気にしたい」という想いを持

つ方〄が集うブログなので、同じ志を持つユーザー同志のコミュニケーションが生まれ、ネットワークが

広がるきっかけになります。活動の情報発信が効率的にできるツールとしてご利用ください。 

日常のちょっとした出来事を紹介するスタイル、毎日気になったニュースを紹介するスタイル、団体の活

動を報告するスタイルなど、自分にあったブログのスタイルを見つけてみてください。 

 

◇CANPANブログの特徴 

CANPANブログサービスは NPOなどの公益活動を行う団体に適したブログサービスです。 

・広告が入りません。 

安心して情報発信ができます。 

・一つのブログが複数のユーザーで利用可能です。 

団体ブログを開設すると団体に所属している団体メンバー全員で共有し、管理することができます。 

・CANPANブログには以下の 2種類のブログがあります。 

個人ブログ・・・ CANPAN ユーザー登録すれば開設できる。本来は個人によるブログを想定してい

たが、实際は公益団体のブログとして利用しているケースもある。 

団体ブログ・・・ 団体を登録すると開設ができる。他の CANPAN ユーザーをメンバーとして招待す

ることで、複数のユーザーによる更新が可能。 

・ブログ開設時にはトップページの新着ブログ一覧に掲載されます。 

・記事投稿時には新着記事一覧に掲載されます。 

・实名公開が原則です。 

良識あるコミュニティを築けるようにブログ運営者には原則として实名公開をお願いしています。 



5 

 

＇２（CANPANブログの成長の推移 ※2005年 6月～2012年 3月まで 

 

2005年 6月から運用が開始された CANPANブログの約 7年の成長の推移です。 

CANPANブログの普及にあたっては、まだNPOでのブログの活用が本格化する前から全国の中間支援

組織の協力のもと、各地で無料のブログ開設講座を開催いたしました。 

また、日本財団の助成事業に関する積極的な情報開示・情報発信のために、助成先団体に対して

CANPANブログでの情報発信を助成事業の条件としたことも、利用促進につながりました。 

これらのことを通じて、良質のブログが続〄と生まれたことにより、NPO 業界内での認知度も上がり、利

用が促進されたと思います。 

 

 

 

ブログ数と記事投稿数 
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アクセス数 – 訪問者数  

 

 

 

アクセス数 - ページ閲覧数  
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２．CANPAN団体ブログの实態調査  

 

＇１（CANPAN団体ブログの概要と調査方法 

 

今回は、公益コミュニティサイト「CANPAN」の団体情報データベースに団体登録している約1万4千団体

のうち、項目「URL(団体ブログ)」に団体ブログを登録している 2,606 団体のブログの利用状況について、

調査を行いました。 

 

(参考) CANPAN団体情報データベースの入力項目のイメージ 

団体情報データベースから、以下の通り、「URL(団体ブログ)」の項目に入力されている URLを抽出 

 

 

 

CANPANの団体情報データベースにブログを登録している 2,606団体のブログ状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部ブログを利用している  ２２ 

開設したが記事を書いてい

ない or 削除してしまった  

２２４ 

CANPANブログを開設し、 

１つ以上記事を書いている 

 ２，３６０ 
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そのうち、CANPANブログで１つ以上記事を書いている 2,360の団体ブログについて、ブログの継続期間、

記事数、更新頻度の調査を行い、その調査から見えてきた CANPAN ブログの活用状況についてまとめ

ました。 

 

＇調査方法（ 

CANPANブログの URL＇blog.canpan.info/■■■■■/（から、ブログの利用状況を調査 

 

調査期間： 2012年 4月 18日～5月 31日 

 

対象ブログ： CANPANブログで１つ以上記事を書いている 2,360の団体ブログ 

 

調査項目： 

＇2,360ブログの利用状況（ 

◇ブログ記事数 

   個〄のブログの最新記事の URLを確認する。URLに含まれている数字が累計の記事数になる。 

例：blog.canpan.info/cpforum/archive/25 

  最新記事の URLが上記の場合、「25」という数字がその記事数となる 

◇ブログ開設日 

最新記事の URLの数字を「１」に変更すると、一番最初の記事の URL となる。その記事の日付をブ

ログ開設日とした。 

例：blog.canpan.info/cpforum/archive/1 

  数字部分を「１」に変換すると、一番最初の記事の URLになる。 

◇ブログ最新更新日  

最新記事の日付が入力日となるため、この日付を最新更新日とした。ただし、イベント情報などを未

来の日付で入力しているケースもあるので、その場合は实際の最新記事と思われる記事の日付を

最新更新日とした。 

◇ブログ継続期間 

・最新記事の日付と開設日の差をブログ継続期間とした。 

 

＇2,360ブログのうち、2011年 4月 1日以降に更新されている 1，287ブログの利用状況（ 

 ◇CANPANブログの機能利用状況 

ブログ紹介文、メインページ自由記述、プロフィール、プロフィール画像、カテゴリー、リンク集、カス

タムスキン、ソーシャルメディアボタン、記事の画像掲載 

◇その他のカスタマイズや活用 

ブログバーツの設置、バナー表示、寄付依頼の有無 
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＇２（CANPAN団体ブログの活用状況調査 

①ブログ継続期間 

◇年単位で見た時のブログの継続期間 

・ ブログの最新記事の日付から一番最初の記事の日付を引いたものを継続期間としている。 

・ 調査対象は CANPANブログで１つ以上記事を書いている 2,360の団体ブログ。 

 

 

※「当日」はブログを開設して、翌日以降更新をしていないブログ 

※「記事数」は各ブログの記事数を平均したもの 

 

534ブログ＇22.6％（が、ブログを開設した「当日」だけで休止となっている。 

1年以内の継続期間の 715ブログのうち、2012年 1月 1日以降に 1回でも更新されているブログは 164

ブログあり、实質休止となっているブログは 551ブログである。 

当日で休止した 534ブログと上述の 551ブログをあわせて 1,085ブログ＇46%（となり、約半数のブログが

1年以内に休止している状況である。 
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◇ブログ継続期間が 1年以内のブログについて、月単位で見た時のブログの継続期間 

・ 1年以内の継続期間の 715ブログのうち、2012年 1月 1日以降に 1回でも更新されている 164

ブログを除いた实質休止となっている 551ブログが対象 

 

 

 

1 ヶ月で休止してしまうブログが 156ブログとなり、全体の 28%を占めている。 

それ以降も一定の割合で休止するブログが出ている。 

平均記事数を見た時に「20記事」というのがブログを継続する一つの壁のように思われる。 

 

＇参考（以下は、記事数が 100以上あった 9ブログを除いた場合の平均記事数である。 
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＇３（ブログ機能の利用状況 

 

2011年 4月 1日以降に 1回でも更新された 1,285ブログを対象に、CANPANブログの機能面について、

どのように利用しているかを調査した。 

調査方法は、対象となるブログの画面を一つずつ見て、どの機能が利用されているかを目視で確認し

た。 

対象項目は以下の通りである。 

※实際の CANPANブログ上で各機能がどのように表児されているかは次ページ参照。 

 

No. 機能 内容 

1 ブログ紹介文 ブログタイトルの下に表示される文章入力欄。どのようなブログかを説明す

る場所として活用している。 

2 メインページ自由

記述 

トップ画面に常に表示されるスペース。文章が入力されている場合のみ表示

される。記事ページと違い、新しい記事が更新されても必ず記事の一番上に

表示されるため、イベント情報や寄付のお願い、団体のお知らせなどを表示

しているケースが多い。 

3 プロフィール ブログ運営者のプロフィールを表示する機能。クリックすると、プロフィール画

面に行き、プロフィールの詳細を確認することができる。 

4 プロフィール画像 ブログ運営者のプロフィール画像を表示する機能。 

5 カテゴリー ブログ記事を分類して表示するための機能。過去の記事をわかりやすくする

ために、目次として活用している。 

6 リンク集 他の Webサイトやブログ等へのリンクをまとめて表示できる機能。 

7 カスタムスキン ブログのレイアウトや背景、文字のフォントなどを自由にデザインできる機

能。 

8 プログパーツ ブログのサイドバーに設置し、ブログをより便利にするためのカスタム機能。

CANPANブログとして標準で装備されている機能＇検索やQRコードなど（と、

外部のブログパーツがある。 

9 バナー ブログのサイドバーに設置し、特にアピールしたいことを画像で表示し、リン

ク先を設定できる。 

10 ソーシャルメディア

ボタン 

ブログ読者が、Facebookや twitterなどのソーシャルメディアで簡単に情報を

共有するためのボタン 

11 記事内の画像掲

載 

ブログ記事内に画像を掲載する機能＇ブログはごく一般的な機能（。 

12 寄付の呼び掛け ブログの機能ではないが、ブログ上で常に寄付を呼びかけているかどうかの

調査も行った。 

 



12 

 

 

 

 

1.ブログ紹介文 

2.メインページ 

自由記述 

9.バナー 

8.ブログ 

パーツ 

4.プロフィ

ール画像 

3.プロフィール 

5.カテゴリー 

10.ソーシャルメディアボタン 

6.リンク集 

12.寄付の依頼 

7.カスタムスキン 

11.記事内の写真掲載 
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◇機能別の利用状況 

 対象：2011年 4月 1日以降に 1回でも更新された 1,285ブログ 

 

NO. ブログの機能 
利用 

ブログ数 
利用率 平均数 

1 ブログ紹介文 742 57.7% - 

2 メインページ自由記述 325 25.3% - 

3 プロフィール 966 75.2% - 

4 プロフィール画像 861 67.0% - 

5 カテゴリー 1106 86.1% 6.2 

6 リンク集 649 50.5% 5.2 

7 カスタムスキン 483 37.6% - 

8 ブログパーツ 230 17.9% 1.6 

9 バナー 140 10.9% 1.8 

10 ソーシャルメディアボタン 103 8.0% - 

11 記事に画像掲載 914 71.1% 1.7 

12 寄付依頼 53 4.0% - 

＇※（平均数は、機能を利用しているブログのみを対象としたもの 

 

やはりカテゴリーの利用率が一番高い。ブログをわかりやすくするためにはカテゴリーの設定が重要に

なってくる。 

プロフィールやプロフィール画像は、誰＇どういった団体（がブログを運営しているかをアピールする場所

のため、利用率も高い。 

ブログ紹介文の利用率については本来であればもっとあってもよい機能である。ブログ紹介文は常に表

示される部分のため、ブログや団体のことをアピールするポイントしてはもっと積極的に活用したほうが

効果的である。特に、ブログタイトルに団体名や活動分野などが明示されていない場合には、ブログ紹

介文の活用が重要である。 

ブログパーツは、読者にとってブログをより便利に見るためのツールを設置することもでき、また自団体

のアピール＇寄付関係のパーツなど（をするものでもあることからもっと積極的に活用してもよい機能であ

る。 

ソーシャルメディアボタンについは、2012年 3月の CANPAN リニューアルでより簡単に設置できるように

なった新機能なので、これからもっと利用される機能の一つである。 

記事に掲載されている画像については、調査時に各ブログのトップ画面に表示された 10記事について、

画像＇写真やイラスト、図解など（が何枚掲載されているかを確認し、1記事あたりの平均枚数を調査した

ものである。 
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◇記事数、カテゴリー数、リンク数のベスト５のブログ 

 

記事数 ベスト５ 
 

  ブログ名 記事数 

1 NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボ blog 4,621  

2 Loving Ocean＇NPO法人宮崎ライフセービングクラブ（ 3,292  

3 
いのちを考え、支える～地域の暮らしのなかで 

＇ＮＰＯ法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ（ 
2,888  

4 マインドフルネス心理療法＇NPO法人マインドフルネス総合研究所（ 2,399  

5 ぽっかぽかオレンジ -ネットワークオレンジ公式ブログ- 1,949  

 
    

カテゴリー数 ベスト５   

  ブログ名 カテゴリー数 

1 伊賀市市民活動支援センター 56  

2 たはらの福祉情報掲示板＇社会福祉法人田原市社会福祉協議会（ 43  

3 ラテン日系留学生＇中南米日系留学生（ 38  

4 『夢の貯金箱』ブログ＇日本財団 寄付チーム（ 36  

4 タッパーウェアGO FUNプロジェクト＇財団法人児童健全育成推進財団（ 36  

 
    

リンク数 ベスト５   

  ブログ名 リンク数 

1 伊賀市市民活動支援センター 57  

2 ＦＮＣ ふじのくにＮＰＯ活動センター 49  

3 中本誠司現代美術館＇公式ブログ（ 46  

3 東大手の会の blog 46  

5 ★学びの協働隊ポータルサイト★＇学びの協働隊・おおいた（ 41  

 

記事数ベスト５の第1位のブログは地域の情報発信サイトとして利用されている。第 2位のブログは携帯

メールで地域の海の様子や活動について頻繁に更新している。 

カテゴリー数ベスト５の各ブログは自団体の情報発信ではなく、地域や関係する団体などのポータルサ

イトとして活用されていて、紹介する地域や団体の区分けでカテゴリー数が増えている。 

リンク数ベスト５についても、カテゴリー数ベスト５とほぼ同じような傾向がある。 
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◇利用しているブログパーツベスト１０ 

ブログパーツを利用しているブログ 230 

利用しているブログパーツ   のべ 346 

 

  ブログパーツ ブログ数 

第 1位 ツイッター 64 

第 2位 Google検索 42 

第 3位 検索バー＇標準機能（ 39 

第 4位 QR コード＇標準機能（ 20 

第 5位 アクセス分布 19 

第 6位 天気 18 

第 7位 CANPANペイメント 15 

第 8位 カレンダー 14 

第 9位 Facebook 11 

第 10位 ブログ新着記事 8 

〃 amazonアフリィエイト 8 

 

ツイッターのブログパーツは、ツイッターのつぶやきを表示するパーツ。最近はソーシャルメディアとの連

携が必須になってきつつある。 

検索については、CANPAN ブログの標準機能としてあるものと、Google のブログパーツで設定するもの

の 2種類ある。CANPAN リニューアル前は標準機能の検索のブログパーツがなかったので、多くの人が

Googleの検索パーツを導入していた。 

検索パーツは、そのブログ内の記事だけを対象にした検索機能であり、読者にとって便利なツールであ

る。 
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＇４（休止ブログの状況 

2012年 1月 1日以降、まったく更新されてない 1,503ブログについて分析を行った。 

分析の目的は、ブログを継続して更新するための「壁」がどこにあるかを探るためである。 

◇更新されなくなったブログの記事数 

記事数 ブログ数 割合 

1 399 26.5% 

2～10 574 38.2% 

11～20 171 11.4% 

21～30 84 5.6% 

31～40 55 3.7% 

41～50 35 2.3% 

51～60 27 1.8% 

61～70 18 1.2% 

71～80 24 1.6% 

81～90 14 0.9% 

91～100 11 0.7% 

～ ～ ～ 

101～150 44 2.9% 

151～200 17 1.1% 

200～ 30 2.0% 

ブログの記事数１～10 で更新をやめてしまったブログは、計 973 ブログで休止した 1,503 ブログ中、

64.7％になる。まず最初のブログ更新の壁は「10記事」にあると思われる。 

次に 11～20記事で休止してしまったブログは 11.4％ありが、それ以降は一ケタ台の％となるので、次の

ブログ更新の壁「２０記事」数にあると推定される。 

10ページに掲載した「1年以内の継続期間の 715ブログのうち、2012年 1月 1日以降に 1回でも更新さ

れている 164ブログを除いた实質休止となっている 551ブログ」の継続期間(月)と平均の記事数の表(下

記)からも、「20記事」が一つの壁になっていることがわかる 
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◇更新されなくなったブログの継続期間(日数) 

 

全体                                  継続期間 100日以内のグラフ 

継続期間 

＇日数（ 
ブログ数 

平均 

記事数  

継続期間 

＇日数（ 
ブログ数 

平均 

記事数 

0 515 1.5  
 

0 515 1.5  

1～50 194 8.2  
 

1～10 85 9.5  

51～100 87 12.1  
 

11～20 36 5.6  

101～150 65 17.9  
 

21～30 35 6.4  

151～200 62 21.7  
 

31～40 17 6.9  

201～250 41 18.1  
 

41～50 21 10.9  

251～300 41 19.6  
 

51～60 13 7.0  

301～350 50 23.8  
 

61～70 20 9.3  

351～400 39 32.3  
 

71～80 18 9.9  

401～450 36 25.1  
 

81～90 15 18.6  

451～500 37 51.9  
 

91～100 21 15.0  

501～550 34 29.0  
    

551～600 17 49.6  
    

～ ～ ～ 
    

601～700 42 69.2  
    

701～800 42 72.7  
    

801～900 32 94.2  
    

901～1000 31 63.2  
    

1001～ 138 100.0  
    

 

継続期間については、10日までと、30日までが二つの壁のようである。 

一方で 2年以上続いているブログも休止してしまうケースがある。 

 

ブログ 20記事ボーダー説！？ 

前ページのグラフや上記のグラフの傾向から、20 記事更新できるかどうかが、ブログを継続して更新で

きるかどうかの境界だと思われます。 
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３．特集「おススメブログから知る運用・活用のテクニック」  

 

＇１（おススメブログとは 

CANPAN事務局が、今回の CANPANブログ白書のために、CANPANブログの中から NPOの情報発信

として参考になるブログを選定したものです。以下の基準を中心に地域性や分野性を加味しながら選定

しております。  

・団体の活動や状況を継続して発信している  

・他の団体の情報発信の参考になるような内容である  

・機能面やデザインなどで他のブログの参考になる  

・これまでの CANPANブログ大賞受賞ブログやピックアップブログでご紹介したブログである  

※おススメブログの一覧は巻末参照 

 

 

＇２（アンケートの概要 

今回、選定したおススメブログの運営者に対してインターネットアンケートを送付し、具体的な運用状況

について調査を行いました。 

• CANPAN 事務局でおススメブログとして選定した９６団体に対して、メールでインターネットアン

ケートを送付。 

• うち、８３の回答＇※（をまとめたもの。  

• アンケート实施時期は、2012年 5月。  

＇※（団体としては８１団体だが、別に施設を所有している団体が施設ごとの回答となったため８３

になっている  

 

このアンケート結果をもとに、NPO の情報発信として積極的にブログを活用している団体が具体的にブ

ログをどのように活用しているのかを分析し、NPO の情報発信の参考となる取り組みや法則などをまと

めています。 
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＇３（アンケートの結果とまとめ 

 

選択方式の質問については、グラフを用いてアンケート結果をまとめ、そこから見えてくる、おススメブロ

グの实態＇他の団体の参考になるような法則など（を分析し、解説しています。 

 

自由記述方式のアンケートについては、回答内容を整理し、そこから見えてくる共通点をまとめつつ、課

題を探り、おススメブログとして運営されているブログ運営の秘訣を分析、解説しています。 

 

なお、自由記述方式の一部の質問については、CANPAN リニューアルに関するユーザーアンケートとし

て实施している項目もありますので、その部分は巻末に参考資料としてまとめてあります。 

 

 

選択方式の質問 

質問１．CANPANブログを使い始めたきっかけを教えてください。 

質問２．CANPANブログを利用する目的を教えてください。 

質問３．CANPANブログは、何名で更新していますか。 

質問４．CANPANブログを主に更新している方の属性を教えてください。 

質問５．CANPANブログを主に運営している方の年代を教えてください。 

質問６．CANPANブログの更新頻度を教えてください。 

質問７．CANPAN ブログの新規記事を作成するのにどれくらいの時間をかけているか教えてくださ

い。 

質問８．外出先でパソコン以外の端末から、CANPANブログを更新をすることがありますか。 

質問９．ブログの運営について、団体内で決められたルールやガイドラインはありますか。 

     「ある」とお答えになった方は具体的な内容について教えてください。 

質問１０．CANPANブログ以外に、活用している Webや ITの広報ツールがあれば教えてください。 

質問１１．Twitterや Facebookなどのソーシャルメディアを利用している方に質問します。ソーシャルメ

ディアを使い始めてから、CANPANブログの更新について変化がありましたか。 

質問１２．Twitterや Facebookなどのソーシャルメディアを利用している方に質問します。ソーシャルメ

ディアを活用して、CANPANブログのアクセス数増加などの相乗効果がありましたか。 

質問１３．CANPANブログは、団体の広報の中で、何番目に活用しているツールですか。 

「1位」以外にした方にお聞きします。一番活用している広報ツールを教えてください。 
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自由記述方式の質問 

質問１４．CANPAN ブログをやっていて良かったことや嬉しかったこと、団体や活動に貢献したことが

あれば教えてください。 

質問１５．CANPAN ブログをやっていて困ったことや良くなかったこと、団体の運営に支障をきたした

ことなどがあれば教えてください。 

質問１６．CANPAN ブログの運営について、工夫していることや気をつけていることがあれば教えてく

ださい。 

質問１７．CANPAN ブログについて、ご意見やアドバイス、コメント、応援メッセージなど、何かあれば

教えてください。 

 

 

 

CANPAN リニューアルに関するユーザーアンケート 

質問．リニューアルされたCANPANブログでよかったことや便利になったこと、あるいは悪くなったこと、

不便になったことがあれば教えてください。 

質問．CANPANブログをもっと活用するために、どのような機能があればよいと思いますか。 
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質問１： CANPANブログを使い始めたきっかけを教えてください。＇複数回答可（ 

 

その他の回答＇抜粋（  

• 日本財団の助成事業関係で開設した＇計 9件（ 

• 広告が掲載されない無料ブログだから＇計 4件（ 

• 知り合いが使っていて薦められたので＇計 4 件、相手は行政関係者、近隣の社協、パソコンサポー

トボランティア、団体本部の職員（ 

• CANPAN FIELDSに RSS収集されて表示してもらえるから 

 

【ポイント】 

日本財団の助成事業の場合、CANPAN ブログでの情報発信が必須になっているため、助成金をきっか

けに始めたケースがその他の回答の中に 9 件含まれている。また、一番回答の多かった「日本財団関

係者に薦められて」という中にも助成金がきっかけのものが含まれていると思う。 

今回選定したおススメブログは助成金の有無は選定の条件にしていなかったので、逆の見方をすると、

助成金をきっかけにブログを始めて情報発信のメリットに気付いてそのまま続けているという事例の裏

返しでもある。 

次に、様〄な情報発信ツールがある中で、個〄のNPOが自らどのツールがよいのかを選択するのは難

しい。そういった中では、中間支援組織や周囲の NPO関係者による“評判”がツール選択の鍵になる。 

今回のアンケート結果でも、NPO 関係者と中間支援組織から薦められてというケースがあわせて 39 件

＇47%（あるということは、その表れである。 
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質問２： CANPANブログを利用する目的を教えてください。 ＇複数回答可（ 

 

その他の回答＇抜粋（ 

• 国や県の施策推進の情報を伝える 

• 今後の活動予定の案内＇講演依頼の日程調整用（ 

• 小さく生まれた子どもを持つ母親の日常や思いを伝える 

• 日頃の活動内容を発信することで、社会的に団体の信用と信頼にもつながる。例えば、新規の学

校での出前講座の開催呼びかけをする際、過去の記録(实績)があることで信頼を得られ開催させ

て頂けることが多い。 

• 今回の被災地支援では、当ブログを見て参加して下さったボランティア、寄付金、相談などが多く

寄せられた。全ての記事自体が団体の説明材料や名刺のような役割を果たしている。 

• 日〄の活動の中での思いや考えのはけ口にしているというのが裏の目的です。 

• 公式ＨＰとして活用している。 

• 「どんなにおもい障がいがあっても地域で生活ができる社会」を目指して活動しているが、その為に

は何より近隣住民をはじめ一般市民に活動や考え方や障がい者自身を知ってもらう必要がある。 
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【ポイント】 

活動の紹介やイベントの報告が 1，2位を占めたのは、ブログの活用の中心が活動報告のためであるこ

とと思われる。また、イベントの案内より報告が多いということは面白い事例である。通常の NPOでは周

知がメインになってしまうが、おススメブログの運営団体は案内だけでなくしっかり報告も行っている。し

っかりイベントの報告を行うことはこれからの NPOの情報発信にとって重要な点である。 

 

取り組んでいる分野の情報発信や活動している地域に関する情報発信がそれぞれ59件、45件あった。

これは自団体の情報発信だけではなく、関連する情報も含めて発信している現れである。団体のことだ

けでなく、取り組んでいる社会課題を伝えること、あるいはブログ読者にとって有効な情報であれば積極

的に発信していくことはこれからの NPOの情報発信として特に大事なことである。 

 

活動記録＇アーカイブ（として利用しているケースが 44 件ある。ブログを単なる情報発信ツールとするだ

けではなく、効率的に組織マネジメントするためのものや、団体の信頼度をアップするために活動記録

を積極的に公開する場所として活用している。 

一方、団体紹介＇37 件（、代表者などの理念や考え＇19 件（の項目で件数が尐なかったのは、ブログは

会報誌と同じで、ある程度自分たちの団体のことを知っている人を読者層として想定している表れかも

しれない。 

 

 



24 

 

質問３： CANPANブログは、何名で更新していますか。 

 

【ポイント】 

複数で運営しているケースが 72.3%だった。しっかり情報発信をしていくにはやはり複数の人間が関わる

体制を構築することが重要である。 

複数で運営するケースで 5 人以上のケースが 22.9％となっている。別の質問の自由記述回答ではロー

テーションで行っているケースが多いようである。これにより組織全体の情報発信に関する意識向上に

もつながっているようだ。 
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質問４： CANPANブログを主に更新している方の属性を教えてください。 

 

その他の回答＇抜粋（  

• 事務局スタッフ 

• 管理職から一般職員まで各施設各部署まわり持ち 

• 広報兼事業スタッフでもある団体の一スタッフ 

 

【ポイント】 

一番高い回答は事業スタッフ＇43.4%（だった。これはより現場に近い人のほうがブログによる情報発信

は適しているということだと思われる。 

事業スタッフが更新しているケースは、事業により近い立場の人のほうが発信する情報を持っていると

いう表れである。また、リアルタイム性も求められていることから、これからはさらに顕著になる可能性も

ある。 
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質問４-①：それぞれの属性と、ブログの更新者数によるクロス集計 

 

【ポイント】 

代表や事務局長が中心で運営しているところは尐人数で更新。 

事業スタッフが中心で運営していることころは 3名以上のグループで更新。 

対象的な結果が出た。 
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質問５： CANPANブログを主に運営している方の年代を教えてください。 

 

【ポイント】 

ほぼ予想通りの結果である。 

ある程度仕事の中堅的な立場で、かつ ITにもなじんでいる世代ということで、30代、40代が中心になっ

ている。 



28 

 

質問６： CANPANブログの更新頻度を教えてください。 

 

その他の回答＇抜粋（  

• 活動集中シーズンは月に 10回前後。 オフシーズンは 1～4回程度 

 

【ポイント】 

「毎日」、「ほぼ毎日」更新があわせて 28.9%、「週に 2，3 回」が 27.7%、「週に１回」「月に 2，3 回」があわ

せて 28.9%だった。 

毎日派、３日に１回派、週に１回派のそれぞれにわかれるようである。 
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質問７： CANPANブログの新規記事を作成するのにどれくらいの時間をかけているか教えてください。 

 

【ポイント】 

5分以内、15分以内もあわせて、30分以内の記事更新が、69.9％となっている。 

発信をしっかりしている団体ほど、あまり時間をかけず発信できるようにしている。 
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 質問 8：外出先でパソコン以外の端末から、CANPANブログを更新することがありますか。 

 

【ポイント】 

予想以上に携帯電話等での更新を行っている比率が尐ない。ブログは、facebook や tiwtter のような、

今、ここからのリアルタイムを情報発信ツールとしてではなく、しっかりした内容で発信するためのツール

で使われているケースが多いようである。 

 

 

質問９：ブログの運営について、団体内で決められたルールやガイドラインはありますか。 

 

【ポイント】 

「ある」と答え方のルールやガイドラインの内容を見ていると、これから、そういったものの設定はNPOで

も必要不可欠になると思われる。 
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質問９-①：ルールの有無と、ブログの運営者数によるクロス集計 

 

【ポイント】 

4 名以上の複数で運営している場合は、ブログの内容をある程度統一する必要があることから、ルール

やガイドラインが設定されているケースが多い。 

一方で、１人で運営しているケースでは、あまりルールやガイドラインの必要性が感じられていないよう

である。 
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質問：ルールやガイドラインについて「ある」とお答えになった方は具体的な内容を教えてください。 

以下は、自由記述式の回答内容を整理・分析したものです。 

アンケートの回答の回答を分析すると、NPO によるブログでの情報発信のルールは「運用」「投稿」「記

事内容」「個人情報や権利」「写真掲載」の６つのカテゴリーにわかれる。アンケート内容をこの６つのカ

テゴリーで整理したので、これを参考に団体内でのルール化をぜひ検討してください。 

 

運用のルール 

• 組織の使命やブログでの情報発信の目的の共有 

• 複数のスタッフが更新しているので、曜日で分担しています。 

• ブログ担当日を事業ごとに事業担当者＇海外駐在員を含む（が分担 

• 完全閉館日を除いて毎日更新。 

• ブログをいったん、団体内メールに流し、間違いがないかチェックしてからアップする。  

• 団体内での記事の校閲体制 

• リコメントは、必ずする。  

• 事業の報告の徹底＇支援者への報告（ 

• 活動の告知や報告はなるべく早く報告記事を掲載する 

 

投稿のルール 

• アクセビリティとユーザビリティに配慮して情報を発信すること。  

• 短く、的確に表現する。 

• 表現の統一ルール 

• 告知文や報告のフォーマットを決めて、読みやすくしています。 

• 地名や事業名などの表記の統一ルール 

• 記事のレイアウトの統一。 

• 地名や事業名などの表記の統一ルール 

• 投稿日時の統一＇未来日時は使用しない（ 

• 当協会で实施する事業は、すべてブログにて公開し、その都度、ＵＲＬを協会ホームページの实施

スケジュールにリンクする。また、更新後、確实にメールマガジンにて更新した旨の案内を会員各

位に伝える。  

• 文章に責任を持つよう必ず自分が書いたことを明かす。 

• 画像を入れるようにする。  

• 紹介した団体が公式ホームページを持っている場合はかならずリンクをはること。  

• URLや添付資料はなるべく掲載し具体的な情報提供をする 

 

記事内容のルール 

• 明るく・夢のある・読んでくださった方の役に立つ内容であること。 

• 中傷・非難に属することは決して書き込まない。  

• 思いは書くけど人様＇他団体を含む（への批判は書かない。  
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• 活動で何をしたかだけではなくそれに対してどう感じたかも掲載。  

• 批判はしない。ポジティブな文章表現。 

• 会員を元気にし会の結束に役立つような記事を掲載することを規範としています。  外部に対して

は、出来るだけ会の活動を理解して頂けるような記事作りを心掛けています。  

• 書いてよい内容＇ポジティブな内容、特に日常のご利用者とのかかわりや、ご利用者同士の会話、

日常業務など（。書いてはいけない内容＇ネガティブな内容、特にご利用者や地域の方、読んだ人

が不快な思いをする内容（。  

• 一般常識の範囲のことのみ。一般の人に向けた記事であることを念頭に置いて作成すること。  

• 自分の言葉で、自分の考えで表現してもかまわないが、いろいろな人が読んでいることを念頭に入

れて書く。 

• 専門用語はできるだけ噛み砕き、多くの方に伝わるように心がけています。 

• 可能な限り正確で新しい情報を継続して発信すること。 

• 可能な限り公益性のある情報を多く発信すること。 

• 子育てに役立つ情報など わかり易い文章で書く。 

 

個人情報や権利のルール 

• 人権や著作権を侵害する情報を掲載しないこと。 

＇個人情報の取り扱い（ 

• 個人情報が特定される情報を掲載しないこと。 

• 一定のプライバシーを守った上での情報発信をする。  

＇写真の取り扱い（ 

• 利用者の個人情報は載せない。写真を掲載するときは、本人に承諾を得る。 

• 人の顔がわかる画像を使用する際は本人もしくは家族に承諾書をもらっている  

• 写真を掲載するときは被写体に許可を得る  

• 特別養護老人ホーム及び通所介護事業所における、ご利用者の個人情報＇写真や氏名掲載（に関して、情

報ツールへの活用についての同意を確認しています。  

• 写真については顔が写っているものは不可、本人の了承が得られれば可としています。  

• 利用者本人の顔写真を掲載しない。 

• 子ども＇団体の事業の参加者（の個人が識別できるような写真名前を載せない。 

• 個人を特定しない画像使用。  

 

写真掲載のテクニック 

• アップロードする画像ファイルがいつアップしたものかわかるように、ファイル名の頭に日付＇120524 など（を

いれてリネームすること。 

• アップロードする画像の幅は 640ピクセルに指定すること。 

• 写真の制限＇データ縮小･1記事 3枚まで（ 

• 画像の大きさを統一  
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質問１０： CANPANブログ以外に、活用している Webや ITの広報ツールがあれば教えてください。 

 

その他の回答  

• 携帯サイト 

• サイボウズ 

 

【ポイント】 

やはりホームページの利用率が高い。ただ、利用が 62 件 74.7%ということは、それ以外の団体はブログ

を HP代わりにしているようだ。 

Facebookやツイッターなどのソーシャルメディアの利用がもう尐しで 50%を超える。 
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質問１１：Twitterや Facebookなどのソーシャルメディアを利用している方に質問します。ソーシャルメデ

ィアを使い始めてから、CANPANブログの更新について変化がありましたか。  

 

 

【ポイント】 

個人の場合、Twitterや facebookなど

を始めるとブログの更新頻度が下が

るようだが、団体の場合ブログをメイ

ンの情報発信ツールとしていることか

ら、あまり変化がないようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

質問１２：Twitterや Facebookなどのソーシャルメディアを利用している方に質問します。ソーシャルメデ

ィアを活用して、CANPANブログのアクセス数増加などの相乗効果がありましたか。  

 

 

 

【ポイント】 

半数以上で効果があったとい

うことは、ソーシャルメディアの

効果があると思われる。 

今後、CANPAN ブログとソーシ

ャルメディアの連携について戦

略を考える必要が大いにあ

る。 



36 

 

質問１３： CANPANブログは、団体の広報の中で、何番目に活用しているツールですか。  

 

質問： 「1位」以外にした方にお聞きします。一番活用している広報ツールを教えてください。  

• ホームページ＇10団体（  

• 会報誌や広報誌などの紙媒体＇10団体（  

• Facebook＇5団体（  

• チラシ配布＇3団体（  

• 新聞記事やテレビ取材などのマスコミ  

• ツイッター  

• 行政系の広報誌  

• メールマガジン  

• 事業实施成果発表と次の事業のインフォメーション  

 

【ポイント】 

ブログを 1位に挙げたのが 51団体 62.2%であり、NPOの情報発信としてブログが有効な証拠でもある。 

他にはホームページが中心というところと、紙媒体が中心というところがそれぞれ 10団体である。 
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以下は自由記述式の回答内容を分析して、NPO のブログ活用のヒントになる内容をまとめたものになり

ます。各設問の回答については、巻末にまとめて掲載しています。 

 

質問１４：CANPAN ブログをやっていて良かったことや嬉しかったこと、団体や活動に貢献したことがあ

れば教えてください。 ＇※（自由記述の回答は 52ページへ 

 

１．ブログを広報ツールとして活用する 

 より広く、より深く、活動を知ってもらうツールとして活用している。 

 自団体の活動だけではなく、中間支援組織がポータルサイトとして地域の NPOの情報を伝えてい

る事例もある。 

 ブログゆえに、公式ホームページより、タイムリーに、カジュアルに発信できるのもブログのメリット

であり、活用のヒントである。 

 団体に近い人以外の方、言いかえると、紙の会報誌を渡せるような人以外の方に、団体や活動の

ことを知ってもらうツールとして活用している。 

 ブログを活用することで、団体内部の広報に関する意識改革や体制作りのきっかけになってい

る。 

 

２．ブログを活動記録として活用する 

 ブログを情報発信として活用しようとも、活動記録のために活用しようとも、継続してブログを活用

することで最終的にはその団体の立派な活動記録になる。そして、その活動記録を事業報告書の

作成や、団体の振り返りに活用することが大事。 

 

３．ブログを、寄付者・支援者への報告として活用する 

 寄付者・支援者を意識した情報発信も必要。 

 支援してよかったと思っていただける活動を行って、それをしっかりブログで発信する。 

 支援者に対してタイムリーな報告を行うことが高い評価につながることも＇事業完了後の報告も大

事だが、オンタイムの報告も必要な時代になっている（。 

 

４．ブログを団体や活動の理解促進のために活用する 

 ブログを通じて、理解度、知名度の向上、活動の評価につながる。さらに進むと、行政関係者を含

む外部との連携を深めることもできる。 

 写真を通じて、さらに活動を理解してもらう機会になる。 

 自団体に来てくれる人や、これから何か一緒に取り組む外部関係者が、予習のためにブログを活

用しているケースも生まれている。ブログを通じて、会う前から団体や活動を理解してもらえるの

は効果的である。 

 

５．ブログをコミュニケーションツールとして活用する 

 ブログをやっていて嬉しいのは、「見ているよ」と言われたり、応援コメントを書き込んでもらったり
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すること。ブログをきっかけにコミュニケーションが発生している。 

 ブログでしっかり情報発信しているからこそ、適切なアドバイスをもらったり、いろいろな応援をもら

うことができる。 

 スタッフやサービス利用者の家族ともつながれるツールになっている。 

 福祉や子どもの活動を行っている団体なら、活動内容を発信することで、サービス利用者の家族

とのコミュニケーションにもなる。 

 

６．団体内部の情報共有やミッション共有のために活用する 

 いろいろな活動をしている団体ほど、組織内の情報共有が難しい。今、団体がどんなことをやって

いるのか？それを共有するためのツールとして、活動報告のブログが大事になる。 

 

７．イベント参加者、寄付者、ボランティア、お問合せ、求人などに活用する 

 積極的な情報発信が団体や活動の理解促進につながって、人を引き寄せる。イベント参加者から、

寄付者、ボランティア、そして職員の求人まで。 

 特にコミットが高いものこそ、ブログで団体や活動のことを吟味している。 

 ブログを見てくれる人はその団体に興味を持ってくれている人なので、その人たちに適切な情報

を提供することが大事。 

 ブログで発信することで問合せなども増える。 

 

８．ブログを通じてネットワークが広がる 

 積極的に情報発信をしているところにネットワークが広がる。自分のことを理解してもらえれば、自

分に興味を持ってくれる人が集まってくる。情報発信のないところにネットワークは生まれない。 

 自ら情報発信することで、つながりのない人にもつながるきっかけが生まれる。 

 情報発信に積極的な人は、他の人の情報発信も積極的に収集し、活動の参考にする。 

 インターネットだからこそ、新たに生まれるネットワークは地域だけでなく、全国にも広がっていく。 

 同じ分野の全国の人、分野は違うけど同じ地域の人という、二つのネットワークができる。 

 

９．ブログを通じて社会に伝える、社会と訴える 

 ブログは団体や活動だけを伝えるツールではなく、社会課題を伝えるツールでもある。 

 ブログは NPOが社会とつながるためのツールである。 
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質問１５：CANPAN ブログをやっていて困ったことや良くなかったこと、団体の運営に支障をきたしたこと

などがあれば教えてください。 ＇※（自由記述の回答は 58ページへ 

 

１．情報を発信したいけど、忙しい 

 発信したい、あるいは発信すべき情報がある時ほど、忙しい時なので、そのバランスをどうするか

が課題になっている。 

 

２．迷惑メールや迷惑コメントの対応が大変である。 

 CANPAN ブログのリニューアルによって、迷惑コメント等が入ることが尐なくなったり、また容易に

削除できるようになったが、NPO の情報発信として、迷惑コメント等を放置しておくのは好ましくな

い。 

 

３．新しい機能をどう活用するか。 

 Facebook などのソーシャルメディア対応や、スマートフォン対応など、今の時代にあわせた新しい

機能やツールへの対応が必要である。 

 

４．情報発信で認知度が高まったからこその悩み 

 積極的に情報発信することで、団体や活動の認知度が上がる一方で、問合せや訪問者が増えて

その対応のため、本来の活動に支障をきたしてしまうケースもある。 

 

５．情報セキュリティを考える。 

 個人情報やプライバシーを考慮した情報発信は必要不可欠である。一方で、閲覧者側の情報セ

キュリティ・ポリシーの関係でブログを見てもらうことができないケースもある。 
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質問１６：CANPAN ブログの運営について、工夫していることや気をつけていることがあれば教えてくだ

さい。 ＇※（自由記述の回答は 60ページへ 

 

１．最新の情報を最新のうちに掲載する。 

 告知も報告もなるべく早くアップすることを目指す。 

 

２．更新頻度を高める。 

 更新頻度を高めることを目的にするか、あるいはあらかじめ更新頻度を決めてそれを守るように

努力する。 

 一人の担当者ががんばるのではなく、複数の担当者の当番を決めて更新する。 

 

３．運営の工夫をする。 

 定期的な更新と内容のマンネリ化を防ぐために、複数の担当者でブログを運営する。 

 記事を書く担当者は複数、实際にブログに記事をアップする操作を行う担当は一人という实施体

制もあり。 

 ブログを更新するだけでは人が見に来てくれないので、ブログ自体の周知も必要。 

 外部組織の情報を掲載する時は事实確認をしっかり行う。 

 内容に応じてブログを使い分けることで、よりよい情報発信をする。 

 

４．記事の内容を工夫する。 

 できるだけわかりやすく。一般の人が読んでいるという意識をもって、専門用語の多用や仲間内だ

けにわかる言葉やネタの使用に気をつける。 

 初めて読む人もいるということも意識して発信する。 

 団体として実観的な視点で発信するのか、あるいは書き手の人柄を感じてもらえるように個性を

発揮して発信するのか、ブログの内容に応じて使い分けが必要。 

 誹謗中傷や偏った見方にならないように気をつける。 

 イベントの告知や報告だけではなく、日〄の活動も知らせる。読み物的なものや、楽しいものも織

り交ぜて。 

 活動している内容に応じて、ブログの内容も多様になる。 

 

５．表現を工夫する。 

 ブログなので、記事内容の時系列も意識した情報発信が必要。時には、過去の記事のリンクを貼

るのも効果的。 

 犬の視点で更新されているブログもある。 

 ブログの見やすくするために表現やデザインの統一ルールを設ける。 

 記事だけではなく、タイトルの付け方も工夫する。 

 団体の活動記録にしている場合は、日付や参加人数など必要な情報もあわせて掲載する。 
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６．写真や動画を活用する 

 活動をわかりやすくするために写真を活用する。 

 親しみを感じてもらうために、文字だけの記事ではなく、写真、動画、絵文字を活用する。 

 写真の内容、質、大きさ、枚数、掲載の仕方などもしっかり考える。 

 但し、個人情報やプライバシーにはしっかり配慮する。 

 

７．個人情報や著作権を考慮する。 

 特に写真の掲載には気をつける。 

 

８．ブログの機能を上手に活用する。 

 様〄な機能があるのでまずは試してみて必要かどうかを考える。 

 

９．ソーシャルメディアの連携からホームページとの使い分けまで。 

 ソーシャルメディアとの連携を行う。 

 ホームページ、facebookページとの使い分けをしっかり考える。 

 

 



42 

 

質問１７：CANPAN ブログについて、ご意見やアドバイス、コメント、応援メッセージなど、何かあれば教

えてください。 ＇※（自由記述の回答は 66ページへ 

 

詳しくは巻末の自由記述回答一覧をご覧ください。以下は回答内容を読んでの感想です。 

 

 ブログを活用してどのような効果が生まれているのかがわかるコメントをいただきました。 

 CANPANが NPOのための情報発信サイトとして運営しているおかげで、そこで情報発信している

団体の信頼度向上に役立っているそうです。 

 一方で、NPO 業界以外にも、もっと CANPAN の認知度が高まればより多くの方が見てくれるかも

しれないというアドバイスもいただきました。 

 CANPAN ブログの一番大きな特徴は無料なのに広告がつかないということかもしれません。NPO

のみなさんが情報発信するブログとして、自分達の活動の趣旨に合わない広告が表示されるの

は一大事です。 

 これからの情報発信戦略として、ソーシャルメディアとの連動や、ホームページとの使い分けなど

が重要になります。 

 東京で实施しているような講座を地方でも開催してほしいとのご要望もいただきました。 

 その他、様〄なアドバイス、コメントをいただきました。今後の運用の参考にさせていただきます。 
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＇参考資料（ 

 

１．おススメブログ一覧 

 

２．おススメブログのアンケート調査自由記述式回答一覧 

 

３．CANPAN リニューアルに関するアンケート調査結果 

 



44 

 

１．おススメブログ一覧 ＇81団体１０９ブログ（ 

※以下のブログ記事におススメブログのリンク集があります。 

http://blog.canpan.info/cpforum/archive/31 

 

［アート］ 特定非営利活動法人中本誠司現代美術館 

中本誠司現代美術館＇公式ブログ（  http://blog.canpan.info/s-nakamoto-art/ 

       

［アート＇音楽（／子ども］ 特定非営利活動法人ＩＭＭC 

特定非営利活動法人ＩＭＭC 活動ブログ http://blog.canpan.info/immc/ 

       

［アート／福祉／子ども］ Dance&People  

Dance&People http://blog.canpan.info/d_a_p/ 

「わたしの道」プロジェクト http://blog.canpan.info/watashinomichi/ 

     

［医療／子ども］ 特定非営利活動法人チャイルド・ケモ・ハウス 

チャイルド・ケモ・ハウスのブログ http://blog.canpan.info/kemohouse/ 

       

［海洋］ 社団法人日本造船協力事業者団体連合会 

安全ひろば http://blog.canpan.info/nichizoukyou 

       

［海洋／環境］ 特定非営利活動法人日本プロライフガード協会 

Ｊ-ＰＲＯ blog http://blog.canpan.info/j-pro/ 

       

［海洋／地域］ 特定非営利活動法人瀬戸内里海振興会 

里海の創生・保全を目指して http://blog.canpan.info/nposatoumi 

       

［海洋／復興支援］ 特定非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会 

特定非営利活動法人ウォーターリスクマネジメント協会 オフィシャルブログ 

http://blog.canpan.info/wrma/ 

NPO法人ウォーターリスクマネジメント協会震災復興支援活動報告 

http://blog.canpan.info/wrmhukkosien/ 

 

［海洋／文化］ 特定非営利活動法人 アジア水中考古学研究所 

海底遺跡ミュージアム構想 http://blog.canpan.info/ariua/ 

 

［家族］ 特定非営利活動法人マドレボニータ 

NECワーキングマザーサロン・プロジェクト http://blog.canpan.info/wms/ 

http://blog.canpan.info/cpforum/archive/31
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［家族／子ども］ おやじの休日の会 

お父さんと楽しむ「おいしい休日」 http://blog.canpan.info/father/ 

       

［環境／地域］ 公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワーク 

みやぎの環境団体「MELON」ブログ http://blog.canpan.info/melonblog 

       

［環境／地域］ いしかり森林ボランティア「クマゲラ」 

いしかり森林ボランティア「クマゲラ」 http://blog.canpan.info/kumagera/ 

       

［環境／地域］ 特定非営利活動法人渡良瀬エコビレッジ 

渡良瀬エコビレッジ http://blog.canpan.info/watarase/ 

       

［環境／地域］ 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド･フォーラム 

荒川クリーンエイド･フォーラム事務局ブログ http://blog.canpan.info/araclean/ 

       

［環境／復興支援］ 特定非営利活動法人自然環境復元協会 

身近な自然を守る『レンジャーズプロジェクト』 http://blog.canpan.info/7029/ 

自然環境復元協会大洗事業所 http://blog.canpan.info/narec-oarai/ 

 

［国際協力］ 特定非営利活動法人日本雲南聯誼協会 

雲南の郵便屋さん http://blog.canpan.info/yunnan/ 

       

［国際協力］ 技能ボランティア海外派遣協会＇NISVA) 

NISVA・シニアボランティアによる草の根の国際協力 http://blog.canpan.info/nisva/ 

  

［国際協力］ 特定非営利活動法人アジア教育友好協会 

アジアで学校を創る http://blog.canpan.info/aefa/ 

子どもが創る夢の学校～ワンコイン・スクールプロジェクト http://blog.canpan.info/onecoin/ 

     

［国際協力／復興支援］ 特定非営利活動法人アマニ・ヤ・アフリカ 

アマニ・ヤ・アフリカよりあなたへ http://blog.canpan.info/amaniyaafrica 

       

［国際協力／復興支援］ 特定非営利活動法人 ADRA Japan＇アドラ・ジャパン（ 

ひとつの命から世界を変える ～ADRA Japan 最新ニュース～ http://blog.canpan.info/adrajapan/ 

       

［国際交流］特定非営利活動法人トルシーダ 

日本の学校へ行っていない子どもたちの日本語教室 http://blog.canpan.info/torcida/ 

ブログで発信する日本語教室♪みんないっしょに♪ http://blog.canpan.info/minnaissho2/ 
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［子育て］ SENDAI NPO子育て応援隊ピンポンパン☆ 

SENDAI NPO子育て応援隊ピンポンパン☆ http://blog.canpan.info/pinponpanhosi 

       

［子育て］ 特定非営利活動法人 0-99おかやまおしえてネット 

リフレッシュも、育児のうち。～0-99おかやまおしえてネットのブログ http://blog.canpan.info/099net/ 

 

［子育て］ NICUママネットのびっこ 

NICUママの部屋 http://blog.canpan.info/nobikko_nicu/ 

       

［子ども］ 冒険あそび倉庫 

あそびニュース＋ http://blog.bouken-asobi.com/ 

       

［子ども］ ヤックス自然学校 

ヤックス自然学校 キャンプ日記 http://blog.canpan.info/yacs_camp/ 

       

［子ども／演劇］ 特定非営利活動法人おやこ劇場松江センター 

NPO法人おやこ劇場松江センター http://blog.canpan.info/oyakomatsue/ 

子どもＮＰＯ★スタッフ日記～NPO法人おやこ劇場松江センター理事長ブログ！～ 

 http://blog.canpan.info/nao/ 

ここともブログ http://blog.canpan.info/cocotomo/ 

しまね子育ち子育て支援ネットワーク【つながるネ!ット】 http://blog.canpan.info/tunagaru-net/ 

 

［子ども／演劇／子育て］ 特定非営利活動法人さぬきっずコムシアター 

ＮＰＯ法人さぬきっずコムシアター http://blog.canpan.info/kidscom2007/ 

コムコムひろば http://blog.canpan.info/comcom/ 

     

［子ども／地域］ はが路 100km徒歩の旅实行委員会 

はが路のブログ http://blog.canpan.info/toho100haga 

       

［子ども／地域］ 特定非営利活動法人奈良地域の学び推進機構 

小学校野外活動 vol 8＇奈良市立精華小学校（ http://blog.canpan.info/chiiki-manabi/ 

 

［子ども／地域］ 特定非営利活動法人エクスプローラー北海道 

エクスプローラー北海道 http://blog.canpan.info/explorer 

マミーのブログ http://blog.canpan.info/explorersato 

拓勇東町内会 http://blog.canpan.info/takuyuhigashi 
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［子ども／地域／NPO支援］ 特定非営利活動法人遠足計画 

遠足日和 http://blog.canpan.info/ensokukeikaku/ 

遠足文庫日記 http://blog.canpan.info/npolife/ 

遠足計画「非営利組織の広報支援プロジェクト」 http://blog.canpan.info/ensoku2/ 

   

［子ども／地域／子育て］ 特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば 

山科醍醐こどものひろば http://blog.canpan.info/kodohiro/ 

       

［子ども／復興支援］ フリースクールだいと 

だいとの日〄 http://blog.canpan.info/daito/ 

       

［食／地域／子ども］ 食育 NPO「おむすび」 

おむすびちゃんとむすぶくんからこんにちは http://blog.canpan.info/omusubi/ 

       

［スポーツ／復興支援］ 特定非営利活動法人石巻スポーツ振興サポートセンター 

爆心地から ～ がんばっぺ石巻～＇旧「理事長まっつあんのぼやき」) 

http://blog.canpan.info/suport2007 

       

［地域］ 特定非営利活動法人まつえ・まちづくり塾 

NPO法人まつえ・まちづくり塾＇松江市（公式ブログ http://blog.canpan.info/mmjuku/ 

 

［地域／NPO支援／社会起業］ 特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク 

トチギソーシャルニュース TOCHIGI SOCIAL NEWS http://blog.canpan.info/tochigi-ysn/ 

       

［地域／環境／子ども］ 特定非営利活動法人ふるさと企画舎 

海山にこいま http://blog.canpan.info/furusatokikaku/  

      

［地域／社会起業］ 特定非営利活動法人てごねっと石見 

てごねっと石見の活動日記 http://blog.canpan.info/tegonet/ 

 

［地域／福祉／NPO支援］ 

社会福祉法人鶴ヶ島市社会福祉協議会つるがしまボランティア･まちづくりセンター 

つながり日記 http://blog.canpan.info/t_chiiki/ 

つるがしま ボランティア・まちづくり 情報 http://blog.canpan.info/tsurusha 

     

［地域／社会起業／NPO支援］ はちどり BANK@とやま 

はちどり BANK@とやま http://blog.canpan.info/hachidori/ 
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［地域／社会起業／NPO支援］ 一般財団法人地域公共人材開発機構 

一般財団法人地域公共人材開発機構 http://blog.canpan.info/colpu_news/ 

       

［犯罪被害者支援］ 特定非営利活動法人おかやま犯罪被害者サポート・ファミリーズ 

いのちを考え、支える～地域の暮らしのなかで http://blog.canpan.info/families 

       

［福祉］ 一般社団法人 ぶれいん・ゆに～くす 

虹の夢 http://blog.canpan.info/brain-uniques/ 

 

［福祉］ なよろ地方職親会 

なよろ地方職親会＇しょくおやかい（の事務局ブログ http://blog.canpan.info/shokuoya/ 

       

［福祉］ 社会福祉法人多摩同胞会 

社会福祉法人多摩同胞会ブログ－日〄のあゆみ－ http://blog.canpan.info/tamadohokai/ 

       

［福祉］ 特定非営利活動法人Ｓａｌｕｔ 

「ココロの病気があったって」働く・つながる・いきいき生きる！プロジェクト  

http://blog.canpan.info/salut/ 

       

［福祉］ 特定非営利活動法人陽だまり 

ぽかぽか陽だまり http://blog.canpan.info/hi-da-ma-ri/ 

       

［福祉］ 特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポートネット 

虹っ子広場 http://blog.canpan.info/mddsnet/ 

       

［福祉］ 特定非営利活動法人すみれ 

すみさん家の笑ん側だより http://blog.canpan.info/sumisanchi/ 

すみれちゃん通信 http://blog.canpan.info/sumire-chan/ 

     

［福祉］ 特定非営利活動法人 どんぐりはうす 

どんぐり日記 http://blog.canpan.info/donguri-house 

       

［福祉］ 社会福祉法人 スキーム福祉の会 

太郎のつぶやき http://blogcanpan.info/greenandriver/ 

 

［福祉］ 特定非営利活動法人コミュニティサポートいずも 

ＮＰＯ法人 コミュニティサポートいずも http://blog.canpan.info/cs-izumo 
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［福祉］ 社会福祉法人 潤青会 

まほろばグログ http://blog.canpan.info/junseikai/ 

       

［福祉］ 社会福祉法人いわみ福祉会 

たまご狂想曲 Cafeggeno http://blog.campan.info/cafeggeno 

       

［福祉］ 社会福祉法人あむ・特定非営利活動法人あむ 

あむ的日常 http://blog.canpan.info/amu0913/ 

       

［福祉］ 社会福祉法人厚生協会 

～わかふじ寮歳時記～ http://blog.canpan.info/wakafuji/ 

屈足わかふじ園日記 http://blog.canpan.info/wakafujienn/ 

     

［福祉］ ＣＩＬたすけっと 

ＣＩＬたすけっと 自立生活センターｉｎ仙台市 ≪公式ブログ≫ http://blog.canpan.info/tasuketto/ 

       

［福祉］ 特定非営利活動法人しゅうとう福祉工房 

「宅老所のびのび」の毎日 http://blog.canpan.info/nobinobiday/ 

       

［福祉］ 特定非営利活動法人発達わんぱく会 

こころとことばの教室 こっこ http://blog.canpan.info/hwk 

 

［福祉／NPO支援］ 社会福祉法人島根県共同募金会 

しまねの町を良くするしくみ。 http://blog.canpan.info/akaihane/ 

       

［福祉／子ども］ 特定非営利活動法人おかえり 

NPO法人 おかえり blog http://blog.canpan.info/okaeri/ 

       

［福祉／子ども／地域］ 特定非営利活動法人元気交流クラブたけのこの家 

たけのこの家ブログ http://blog.canpan.info/takenokonoie 

       

［福祉／地域］ 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 http://blog.canpan.info/iseshakyo/ 

       

［福祉／地域］ 社会福祉法人田原市社会福祉協議会 

たはらの福祉情報掲示板 http://blog.canpan.info/taharashakyo/ 
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［復興支援］ 北海道ＮＰＯ被災者支援ネット 

北海道ＮＰＯ被災者支援ネット http://blog.canpan.info/hitotunagi/ 

北海道協働型福島県避難者支援協議会 http://blog.canpan.info/hkf/ 

北海道避難者アシスト協議会 http://blog.canpan.info/hhak/ 

地マネの小窓 http://blog.canpan.info/rcsr/ 

 

［復興支援／地域］ 盛岡市かわいキャンプ 

かわいキャンプ日誌 http://blog.canpan.info/kawaicamp/ 

 

［復興支援／地域］ 特定非営利活動法人ふよう土 2100 

NPO法人ふよう土 2100の未来づくり活動日記 http://blog.canpan.info/npo-fuyodo2100/ 

       

［若者］ 三条地域若者サポートステーション 

三条サポステ＇三条地域若者サポートステーション（ http://blog.canpan.info/saposute-sanjo/ 

       

［若者／地域］ PeaceMakers  

ＰｅａｃｅＭａｋｅｒｓ-柏をつくる若者たち- http://blog.canpan.info/peacemakers/ 

       

［若者／地域］ 特定非営利活動法人函館市青年サークル協議会 

函館市青年センター活動日記 http://blog.canpan.info/hako-youth/ 

       

［NPO支援／社会起業］ 特定非営利活動法人 NPOサポートセンター 

NPOサポートセンターブログ http://blog.canpan.info/nposc/ 

     

［NPO支援／社会起業］ IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 

IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] http://blog.canpan.info/iihoe/ 

川北秀人 on人・組織・地球 http://blog.canpan.info/dede/ 

IIHOEの書籍紹介ブログ！ http://blog.canpan.info/npomanagement/ 

   

［NPO支援／地域］ もりおか市民活動支援室 

もりおか NPOブログ http://blog.canpan.info/morioka-npo/ 

地域活動レポート＇旧：市民活動レポート（ http://blog.canpan.info/m-report 

出会隊レポート  http://blog.canpan.info/deaitai/ 

志縁隊日記 http://blog.canpan.info/m-bbs/ 

もりおか市民活動支援室日記 http://blog.canpan.info/m-sien/ 

 

［NPO支援／地域］ 特定非営利活動法人山口せわやきネットワーク 

さぽろぐ http://blog.canpan.info/sapolog 
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［NPO支援／地域／社会起業］ 協働ステーション中央 

協働ステーション中央 http://blog.canpan.info/cs-c/ 

       

［NPO支援／地域／社会起業］ ふじのくにＮＰＯ活動センター 

ふじのくにＮＰＯ活動センター http://blog.canpan.info/fncshizuoka/ 

       

［NPO支援／地域／復興支援］ 特定非営利活動法人 新潟 NPO協会 

地域活動体験コーディネーターブログ http://blog.canpan.info/ametuti/ 

佐渡・ピープルズアイランドプロジェクト http://blog.canpan.info/sadopipj/ 

東北関東大震災ボランティア活動基金 http://blog.canpan.info/tohoku-v/ 

   

［NPO支援／地域／復興支援］ 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる  

ゆるブロ http://blog.canpan.info/yururu 

東日本大震災 みやぎの NPO活動情報 http://blog.canpan.info/miyaginpo2011 

     

［NPO支援／地域／復興支援］ 多賀城市市民活動サポートセンター 

多賀城市市民活動サポートセンター“たがさぽ Press” http://blog.canpan.info/tagasapo/ 
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２．おススメブログのアンケート調査自由記述式回答一覧 

 

質問１４：CANPAN ブログをやっていて良かったことや嬉しかったこと、団体や活動に貢献したことがあ

れば教えてください。 

 

１．ブログを広報ツールとして活用する 

• 情報発信がひろく確实に出来ること。そしてその反応がこちらに直接届くこと。 

• 団体の活動や想いを常に発信する事ができること。 

• 活動の参加者や関心を持つ人に活動レポートを公開し、情報を共有することができる。 

• 会員だけでなく、広く一般の方にも発信ができる。 

• 進学や転勤で当地を離れた元会員が活動情報を知る 

• 支援対象ではない友人・知人が活動を知って応援してくれる 

• 本業は行政からの委託事業で、あまりカジュアルな情報発信はそぐわない、ブログでカジュアルで

タイムリーな情報発信ができるので、発信者も多様で対象者との距離が近くなった。 

• 事業所の利用を希望されている方や、見学者に対して口頭やパンフレットでは伝えられない事を大

変分かりやすく伝える事が出来る。 

• 美術館に来た方へ、過去のイベント・展覧会の紹介をできることが良かった。 

• 東日本大震災時には、様〄な情報を提供するためのツールとして活用させていただき、多くの方か

ら閲覧いただいた。 

• 3.11東日本大震災の以降、地元の被災 NPOの状況や被災地支援をしている NPOの活動を広く紹

介できた。 

• 継続して情報を発信するようになった。 

• HP更新より手軽にタイムリーに発信できています。   

• 数名で同時に更新できるため、状況に応じて常に最新情報を提供できたのではないかと思ってい

る。 

• 情報発信が情報担当者だけでなく、事業を担当している担当者が簡単に発信できるようになったこ

とが大きく改善されたところです。 

• 発信すれは、それに応じたアクセスがあり昨年の 5.5/日平均を 7～10程度に高めるため、出来るだ

け、活動の全てを発信するよう努めている。 

• これまで団体の活動を多くの方にアピールできる手段が限られていたので，blog で情報周知をでき

たことは，団体の活動にはプラスであったと思う． 

• 平成 21年 10月の支援室開室時から CANPANブログを利用させていただいているが、支援室事業

の PR のほか、中間支援組織として、他団体の活動紹介の場として多くの方に閲覧いただいてい

る。 

 

２．ブログを活動記録として活用する 

• 基本的には、活動記録をつけるために始めた。活動記録として、いつどんなことがあったかを確認
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するためにも使います。 

• 毎日報告記事更新することで、団体の事業変遷やそのときの状況がログとなり蓄積できる。 ＇紙で

の報告などを作成する際に参考にできる。（ 

• 活動を伝えるという目的で書いているものですが、結果的に活動記録になっている部分もあり、後

で活動を振り返ることができていること。 

• 活動の記録として残していけることと振り返りができること。事柄だけでなくスタッフや関係者、利用

者さんの思いや感想等。 

 

３．ブログを、寄付者・支援者への報告として活用する 

• 支援者の方〄にブログを通じてお礼の気持ち等をつたえることができている。 

• 全国の方〄、以前いらしていただいた方〄にかわいキャンプの今が発信できる。 

• 応援してくださっている企業の方達に、活動内容を知ってもらうことに役立っています。 

• 活動の報告を通して応援してくれる人が増えたこと。 

• JICA 草の根技術協力事業の一部であった雲南省での研修活動について連日即日の更新を行った

ところ、会員さんからたくさんの反応を頂いただけでなく、JICAからも高い評価を得た。 

• アジアの学校と交流している日本の学校のみなさんに、ブログを通してアジアの学校や子どもたち

の様子をお伝えできること。 写真や動画も一気に載せることができ、支援してくれた中学校のみな

さんに学校でもご家庭でも記事を見ていただくことができてありがたいです。 

• 日本の学校の子どもたちが「自分たちの書いた絵やお手紙などがブログで紹介されている！」と喜

んでくれること。校長先生も「子どもたちのはげみになります」とおっしゃってくださることもあります。 

 

４．ブログを団体や活動の理解促進のために活用する 

• 地域の方から活動の理解が得られたとき。 

• 活動の動きが、一般の方や外部団体のみなさんに事前に伝わる。＇实践の証明、信頼／信用の構

築（ 

• CANPANブログを始めたことで活動の透明性が増し、相談者の活動理解に繋がっています。   

• たくさんの方に見ていただいており、知名度がグンとあがりました。 

• 会のブログを閲覧することにより、関係団体、支援団体、ボランティア仲間、一般市民などの会への

理解度が増したことです。 

• 行政などにも定期的に見てくれる人がでてきているので、それらの人との連携が深くなった。 

• 活動の内容が前よりわかるようになったと言われること。 

• 外部の方からブログを見たといって活動内容のことを知っていただいていたこと。  団体の活動内

容の発信に役だっていると感じます。 

• 写真などを通してその時に参加できなかった人にもリアルに内容を伝えることができる。ワークショ

ップ等は、外部からはわかりにくいものなので、写真とコメントによるレポートを継続することで、全く

知らない部外者にも、尐しは理解され、団体の活動全体への評価が上がったことがあった。 

• ブログをみていただいていることで団体の活動への理解や支援、協力をうけやすくなったこと。 

• 活動へ参加する子どもや学生ボランティアリーダーの保護者に対して、活動の意義や内容がダイレ
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クトに通じる。  活動理念や目的をご理解頂ける。 

• ブログを読んでいただいたうえでお会いしたり、お話をさせてもらえるので自分や団体を理解しても

らうのに役立つ。 

• 訪ねてくる行政職員が予習に使う 

• 自分の考えに賛同してくれる方がたくさんいて活動に励みになった 

• カフェの営業を通して利用者＇知的障がい者（の就労支援を行っている。利用者の日〄の活動や成

長を発信することで、法人理念に貢献できるのではないかと思う。 

 

５．ブログをコミュニケーションツールとして活用する 

• 来館者からいつも見ています、と言われたこと。 

• 日ごろ活動に参加している方から「見ているよ」と言われること。 

• 「ブログ見ました」と言っていただいたり、応援コメントを書き込んでいただいたりすると嬉しいです。 

• 「ブログをみてるよ」と言ってくださる方に出合うことが出てきたことが何よりうれしいです。 

• 定期的にブログを見てくれている人がいることを知った時。＇最近更新していないですねとつっこま

れました・笑（ 

• どちらかというと地味な内容ですが、楽しみにしている方から「面白い！」と声をいただくと嬉しくなり

ます。 

• 当会の活動を理解されている方から「激励」の電話などあります。 

• 予想以上に多くの方が見守ってくださっていて、応援メッセージをさりげなくいただけることが嬉しい

です。 

• 他県や同ジャンルの NPO団体がブログを見てくれるの嬉しい 

• 福島県外の人たちにいまのふくしまの实情を伝えることができ、多くの励ましの言葉をいただいた。 

• 海外で活動するボランティアの留守家族が、コメントをしてくれるのがとても嬉しかったことです。ボ

ランティアをしている家族を応援するメッセージが入ってました。 

• 活動に対する、お礼や応援のコメントを頂いた時。広報力の向上に大いに貢献していると感じてい

る。 

• 事業本番４泊５日の間、簡単ですが途中報告をブログで行いました。その時にいただいたコメントや

口頭でも励ましと応援をいただくと、やる気になりますねぇ。 

• 施設内の活動以外にも、施設周辺の様子や、町内の出来事を発信し、町内外の方〄から心温まる

コメントをいただき、毎日更新のやる気がわいてきます。 

• 東日本大震災のとき、全く知らなかった山口県の絵本を紹介する NPO 団体から、私たちの安否を

気遣ってコメントを入れてくださったことが、とてもうれしかった。   

• イベントなどには实際参加できない、遠くにお住まいの方から、ブログを通して活動の様子を見られ

て楽しい、やブログに対するコメントをいただけた時に、ブログを続けていて良かったと感じます。 

• 利用者の地域外に住んでおられるご家族から｢父または母の日〄の様子をうっすらでも知ることが

出来て嬉しい｣などの電話があったときは本当にうれしかったです。 

• 事業所を利用している子供たちが、家族と一緒にブログを見て楽しんでいることが、嬉しく思います。

家族団欒の一役を担っていると感じます。 
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• ご利用者様御家族に対する情報発信が容易に出来る。  遠方の御家族よりコメントの書き込みが

ある。 

• 日〄の活動の様子をブログで発信し、利用者の家族から、施設内の様子や様〄な活動をしている

のを目にし、安心して施設を利用させることができるという言葉を聞き、嬉しく思います。 

• 保護者からも「子どもの様子が分かりやすい」「スタッフの人柄が見える」「更新がいつも楽しみ」と温

かいお言葉を頂いています。 

• いつもは活動に参加できない方にも教室＇活動（が続いていることや元気な子どもたちの様子を伝

えられること。 

 

６．団体内部の情報共有やミッション共有のために活用する 

• 本団体の場合は、代表が、団体以外でも地域活動をしているので  その情報を職員に説明してい

る時間がないが、ブログで代表の動きをわかってくれて、それで、団体の意味もより深く理解してく

れている。 

• 団体内の情報共有  事務所に集まりにくい会員が活動情報を知る 

• スタッフ間で、お互いどんなことをやっているのかわからないことが多く、スタッフ間の情報交換の場

としても役立っています。 

• メールで連絡するほどではなくても、仲間＇団体メンバー、スタッフ（に伝えたいことを書いておけば、

伝えられて、共有できること＇实は団体メンバーが一番の読者だったりします（。 

• 情報発信の大切さについて、組織内で再認識できたこと。 

 

７．イベント参加者、寄付者、ボランティア、お問合せ、求人などに活用する 

• 「ブログを見た」という新規の問合せや相談の電話が来ることがある。 

• CANPAN ブログを始めてから「ホームページやブログを見て連絡した」という問い合わせが増えまし

た。 

• 東日本大震災での被災避難者さんが、ブログをチェックしてくれて、相談等ののきっかけになり支援

活動のつながること。 

• ブログを読んでご寄付やイベント参加が増えた。 支援者が増えた。 

• イベントに参加した方から、ブログをお友達にも見てもらい次のイベントにお誘いしてもらった。 

• ブログを見てイベントや活動に参加してくださる方はとても多いのでブログの重要性を实感します。 

• 「ブログみました」というところからの参加申込があったこと 

• 講座を開いている団体さんに新規参加者が加入したこと。 

• 入学した生徒からは「ブログを見て、雰囲気が良さそうだったから決めた」との声が多数あり、彼ら

の一歩を踏み出すきっかけになっています。 

• 毎日の 100名を越える方〄に見て頂き、事業の参加に繋がっています。 

• ブログを見て見学希望の連絡が来たり、求人の応募があったりという効果がありました。 

• 活発にみえる。結果、ボランティアも寄付も集まる。 

• 「面白いですね」と声をかけていただくこともあり、堅く難しそうな当団体のイメージを刷新でき、結果、

ボランティア参加者が増えたと感じています。 
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• ブログをみて、スタッフになりたい、ボランティアをしたい、といってくださる方も出てきました。 

• 求人に応募してくる方のほとんど全員が、法人のホームページやブログを読んでから応募されてい

ること。 

• 毎年ボランティアスタッフ募集をしているときに、このブログを見て納得して参加を決めたと行ってく

れるスタッフがいるので、尐しでも多くの情報を残したいと思っています。 

 

８．新しい連携や協働、寄付の申し出などのきっかけになっている 

• ブログの活動報告をご覧いただいた企業の方から、寄付や連携のご提案をいただいた。 

• 著名な団体や企業、自治体などから、私どものような地方の弱小 NPO へ、問い合わせや取材依頼

がある。 

• 活動していることを発信しているので、お声がかかり企画連携ができたケースも。 

• ブログを見て、活動内容が楽しそうなのでと、講師依頼がありました。 

• ブログで紹介した商品について、問い合わせや注文があった時。 

• ブログを見て、スタディツアーの問い合わせをもらい、事業に結びついた。 

• 東日本大震災のとき、神奈川県川崎市のデザイナーの NPO 団体から、私たちの団体情報を見て、

支援物資を贈りたいという直接電話がかかってきてびっくりしたと同時にうれしかった。 

• 日〄更新されているブログを長年チェックされていて、最終的に私たちの団体で「アジアに学校を創

りたい」と申し出てくださった方がいらっしゃったこと。 

• 被災地支援活動ではブログを見て、全国から沢山の救援物資やボランティア、寄付金、差し入れな

どが集まった。 

• 調査や見学の対象として認識してもらえる。 

• 多くの公的救難機関が参照している。 

 

９．ブログを通じてネットワークが広がる 

• 紹介した活動から、あらたな関係や協力者がうまれた事。 

• 利用者さんとの交流がもちやすくなった。 

• ボランティア、企業、行政、地域など、横のつながりが増えたこと。 

• いろんな方達がブログを見てくださっているので、人と人のネットワーク作りに役立っています。 

• 活動に必要な人・団体との出会いはもちろん、一見無関係だと思っていた人・団体とのつながりが

でき、活動の幅が広がった。 

• 無関係だと思っていた人とのつながりこそが自分たちの幅を広げてくれたのだと感じている。 

• ブログを見てくださった遠方の方からご連絡をいただくなど、ブログがなければ関われなかった方と

関わりを持つもつことができたこと。 

• 同じような活動をされている他団体の良いところに触れ、参考に出来ていること。 

• 全国各地の様〄なＮＰＯの活動を知ることができ、自分たちの活動の参考になる。   

• ブログなしでは繋がりえなかった日本中の方〄の声が聞けたこと。 

• ブログを介して県内外で情報を必要としている被害当事者の方とつながりができたこと 

• 県内外の関係機関や専門職の方たちと支援や施策に関する情報交流ができたこと 
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• ブログを通じて、思いを同じとする全国の人たちと出会えたこと。 

• 県外など、普段ではなかなか会うことができない方もブログを通して当団体の活動を応援してくれて

いる。 

• 同じ気持ちで高齢者と関わっている方たちから、連絡があったり实際に施設を見に来てくださったり

といった交流がありました。そのことはこの仕事に携わる上でも、とても励みになりました。 

• 当初同居するご家族や遠方にお住まいのご家族へ利用者さんがデイサービスにおいてどのように

お過ごしかを発信するつもりで始めましたが、地域の福祉関係者や立ち上げを考えている方など多

方面の方がご覧になり交流が広がるきっかけとなっています。 

• NICUを体験し、一人で悩んでいる人からダイレクトに連絡をいただくことや、研究機関からの依頼を

受けることもあり、＇山口県内にかぎらず（活動の重要なツールとなった。 

• 県内外のNPO関係者との名刺交換の canpan同士ですねと、繋がるきっかけになっていたり、ドメイ

ンが canpanであることに社会的なイメージが持たれつつあると思います。   

 

１０．ブログを通じて社会に伝える、社会と訴える 

• ブログを発信するという一つの社会に開く窓を持ったことは、「活動の評価」としての意味があると思

うし社会性の指針にもなっている。  個人的には、抽象的ですが、ブログが続いていくというミクロな

ことが、社会に発信する、ＮＰＯの活動を元気に継続するというマクロなことへ繋がっていると思う時

があります。継続は一つの力だと感じます。 

• 私たちの取り組む課題を「知っていただく」ことで、応援してくださる方が増えていると实感しているこ

と。このことが、ジワザワと自閉症理解・啓発に貢献できているのかも。   
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質問１５：CANPAN ブログをやっていて困ったことや良くなかったこと、団体の運営に支障をきたしたこと

などがあれば教えてください。 

 

１．情報を発信したいけど、忙しい 

• ブログ【情報発信】担当者という専任スタッフをつけることが出来ないので、他の仕事と兼務している。

そのために発信が不定期になりがちで、月によってばらつきがある。同じ理由で、情報の発信が遅

れてしまう。 

• ブログに掲載したい＇すべき（情報が多い時＝事務局が多忙な時となるため、更新がままならない。 

• ブログで伝えたいことがあっても、業務に追われて更新できないことが多いので困ります。 

• 年度末、年度末など事務の繁忙期には、更新頻度が落ちる。  開設当初から更新頻度が落ちてき

ている。 

 

２．迷惑メールや迷惑コメントの対応が大変である。 

• ごくまれにスパムコメントの投稿がある。 

• 最近はありませんが、スパムメールやコメントが荒らされたりしました。今は安心して使えています。 

• 団体のメールに毎日迷惑メールが送られてくる。 

• どこのブログもそうですが、コメントやトラックバックなどの”荒らし”への対応は時間と気を使いま

す。 

 

３．新しい機能をどう活用するか。 

• ＨＰ，ＦＢ，Ｔｗｉｔｔｅｒなど、ＳＮＳ全体を考えて、情報発信が必要。 

• いまだに知識不足のためにスマートフォンからの更新で手間取っている。 

• せっかく書いたのに、使い方が十分理解していなかったためか、消えてしまうことが時〄ある。 

 

４．情報発信で認知度が高まったからこその悩み 

• ブログや団体情報を見て依頼の問い合わせが増えた。 

• 情報を発信すると同時に、どうしても無断で当法人の所有する施設や活動する地域に行ってしまう

人がいることや突然の来訪に困ることが時〄あります。 

 

５．情報セキュリティを考える。 

• 団体の取り組みや、子供たちの生き生きした表情を伝えたいと思うのですが、プライバシー関係で

写真のアップが出来ない子がいるのが残念です。 

• ときどき、自治体や学校で、ブログ閲覧ブロックしている場合があり、問い合わせがあっても、活動

内容の紹介などがしにくいことがある。 

 

６．その他 

• CANPAN自体の一般的な認知度 

• 活動内容が、基本的に「非言語」であり、多様な人の解釈があるので、ポリシーのようなものを言語
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化するのが、むつかしいときがある。 

• このブログは「団体」全体の活動報告用ではなく、１つの「プロジェクト」専用のブログとしています。

団体ブログは一つしか作れない、ということで、今後のことも考えて…と個人ブログのほうでつくった

のですが、これでよかったのか…？ 

• 問い合わせ先の電話番号の間違いなどは発生する可能性が高いので特に注意を払っています。

氏名なども同様。 

• 利用者さんにはなかなか届かない。またそのご家族も高齢の場合見ることはない。  ブログ以外に

紙媒体の通信も発行しており高齢の方にはそちらのほうで情報発信をしています。お年寄りには紙

の方が馴染みがありますが、これから１０年後のお年寄りにはネットを使ったものも受けいられるで

しょう。 

• 活動の様子を出来るだけ見せるようにしているが、中には 24 時間体制で活動の様子を知りたがる

方もいらっしゃる。 画像に写る回数。 

• 批判的なコメントが続けて入り、その方から電話が来て、ずいぶん絞られました。  活動への批判

ならいいのですが、私どもがお呼びした講師の方への批判だったので、困りました 
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質問１６：CANPAN ブログの運営について、工夫していることや気をつけていることがあれば教えてくだ

さい。 

 

１．最新の情報を最新のうちに掲載する。 

• できるだけリアルタイムに活動を報告するようにしている。 

• 行事があったらなるべく早く UPする。 

• できるだけ発生事項に近い日時で掲載する。 

• 最新情報を最新のうちに掲載すること。 

• 行事予定を正確に早く発信することを心がけています。 

• 一週間以内にアップすることを心がけています。 

• 出来るだけリアル化＇早く、簡潔（に努めている 

• 活動の告知や報告はなるべく早く報告記事を掲載する 

 

２．更新頻度を高める。 

• 毎日更新すること。 

• 更新回数を出来るだけ多くしている。 

• 震災以降は特に更新頻度をあげて活きている情報を地域性に合わせて届ける。 

• 更新頻度の定期化。 

• 定期的な報告。 

• 基本毎日＇営業日（更新。曜日ごと担当者を決めて負荷分散。 

• 曜日毎にスタッフの担当を決めて、更新しています。 

• 長く続けることが重要と考えており、無理なく続くような更新内容にしています。 

• 頻繁に更新することは活動を継続していると伝えることだと考えます。民間のフリースクールは閉鎖

しやすく、存続しているかどうかはホームページの更新頻度等の情報発信が基準になります。「フリ

ースクールがやっているかどうか」の根本に不安や疑問を持たせないためにも、更新することは仕

事の一部と考え、頻繁に更新するよう努めています。 

 

３．運営の工夫をする。 

• 事業担当者毎にブログを更新している＇ブログ・広報担当スタッフはいない（ 

• 複数のメンバーで更新しているので、使い方のマニュアルを別途つくったり、パスワード等の管理に

は気をつけています。 

• ブログへのアップは特定のスタッフだが、記事はできるだけほかのスタッフにも書いてもらいプチ研

修の場としても活用している。 

• いろんなスタッフがブログに関わることでマンネリ化を防ぐ。 

• 更新間隔が長くならないよう、他団体の活動紹介のコーナーは事前に取材計画を立てている。 

• 活動内容をブログで広報する前に、ブログ自体を広報しないといけませんので、名刺などはホーム

ページの URLよりも更新頻度の高い CANPAブログのほうが目に付きやすいよう工夫しています。 

• イベント紹介などは、ブログ掲載後に情報提供先の団体に確認依頼をしており、誤った情報となら
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ないよう配慮している。 

• ブログ記事中に外部団体や企業名が出るときには、当該団体に文面の校閲を依頼し、情報の正誤

や公表の可否などの確認を行なっている。 

• 施設のブログは淡〄と日〄の出来事を写真いりで発信することに徹しています。逆に代表のブログ

では法人の理念や思いなどそ発信すると役割分担をしています。 

• 閲覧数が増える様な内容で、尚且つ授産製品の購買アップにつながるよう努めている。 

• ＮＰＯの活動全般については団体ブログとして、ＮＰＯが運営する子育て支援拠点事業に関しては

もう一つのブログという形で、二つのブログを使い分けています。 

 

４．記事の内容を工夫する。 

• できるだけ分かりやすい情報にする。 

• 文章は短く、画像は分かりやすく。 

• 誰が見てもわかりやすいように心がけている。 

• わかりやすく、実観的な表現としている。 

• ブログ閲覧者に伝わりやすく、共感して頂けるような記事にすること。 

• できるだけわかりやすく、活動の様子がご覧くださる方の目に浮かぶような文章になるよう心がけて

います。 

• 多くの人が見ていることを意識して、言葉を選んで書くように努めている。 

• 団体の性格上，専門用語を使用する場面が多いが，できるだけ理解してもらいやすい内容で書くこ

とを心がけている． 

• 関係者のみではなく、広く一般の方も観られる、ということで、内容に関しては、慎重に吟味していま

す。 

• 世間一般に見て頂いている意識を持って更新することです。身内だけのものではないので、言葉遣

いや写真の選択には注意を払っています。 

• 当法人のことを知らない人を想定し、わかりやすい文章で、自分たちしかわからない言葉は使わな

いようにとスタッフには伝えています。 

• 福島県といういまも原発事故を抱える特殊事情を考慮し、できるだけ多くの人たちに報道以外が伝

えるいまのふくしまの現状、私たちが活動を通して感じていることを率直に文章にまとめて発信して

います。 

• 初めて読む人にもわかるように、NPO業界用語を咀嚼して、発信するようにしています。 

• 読まれた方が、楽しい気持ちになることを心がけた内容にしている。 

• 地域やスタッフ＇書き手（を身近に感じてもらえるよう「個性」や「らしさ」を大事に。 

• 最初に記事内で名前を名乗り親しみをもってもらう。 

• 硬軟織り交ぜ、バラエティー豊かな情報を発信するように心がけている。 

• 個人ではなく団体スタッフとして執筆すること  

• 私的にならないこと。 

• 記事を実観的な表現にすること。 

• 団体ブログなので、記事は公平で中立の立場で書き、記録者として私的な意見等は出来るだけ載
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せないよう心がけています。 

• 不特定多数の方が目にすることについて、かなり気を遣っている。＇どんな立場や状況の方でも傷

ついたりしないように・・・（ 

• 私的な情報や所感等は原則的には掲載せず、海や団体の活動に関する事を中心に掲載している。

あくまでも団体のブログとしての位置づけとして利用。 

• 可能な限り正確で新しい情報を継続して発信すること。 

• 可能な限り公益性のある情報を多く発信すること。 

• 中傷・非難・偏ったと思われる意見に同調するような内容を書かないように気を付けています。 

• 否定的にならない。節度を保つ。偏った視点にならない。 

• 誹謗中傷の記事にならないように気をつける 

• 他団体や個人の誹謗中傷はしない 

• おもしろおかしく伝えようとした記事が、慣れや感覚の麻痺から利用者をばかにしたような捉え方を

されかねない表現にならないよう心掛けている。 

• 日〄の活動紹介、情報発信など、掲載のバランスを考えている。 

• イベントだけでなく日〄の楽しさを伝えること 

• レポートは、細か過ぎないように、適度な取捨選択をしている。 

• 告知など団体側の営業だけにならないように。＇読み物としての記事もいれる。（ 

• 報告だけにならないよう心がけています。 

• 自分たちの活動だけでなく、他団体の活動やイベントなども取り上げるようにすること。 

• 活動で何をしたかだけではなくそれに対してどう感じたかも掲載。 

• よかったことだけでなく、自分たちの課題点も、見た人が気分を害しないようにしつつ書いている 

• 書いてよい内容＇ポジティブな内容、特に日常のご利用者とのかかわりや、ご利用者同士の会話、

日常業務など（ 

• 書いてはいけない内容＇ネガティブな内容、特にご利用者や地域の方、読んだ人が不快な思いをす

る内容（ 

• 今年度については、私見も含め掲載し、課題の「提供」と、それに対する「反響」を把握したいと考え

ている。 

• それぞれの活動報告を収集し、わかりやすく掲載することで、会員内での情報の共有ができるよう

にしている。 

• 当初は日本財団助成事業の進捗状況を発信するためと思いこんでいましたが、徐〄に便利さに気

づき、活動日誌として利用するようになりました。 

• 何をしているかわからないＮＰＯではなく、日〄あたふたしていて課題が生じていることも知ってもら

う。 

• ＮＰＯ・行政の協働事業を数多く行うようになると、県や県警の方たちが毎日チェックしてくださるよう

になり、コミュニケーションも円滑になりました。 

• 時間をかけてじっくり読む、というよりも読んで下さる人がスムーズに読めて、なお且つ、自分たちだ

けにしか伝えられないような内容や写真を掲載していくことを心がけています。 

• 实際に美術館にいらして頂けるような記事にすること。 
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• 学生たちの団体なので、若者の生の声を伝えられるようにしている 

• 他団体の活動を紹介する場合、良い意味で実観的に見ることと、情報を正確に伝え、活動の意義

や楽しさを意識すること。 

• ケニア現地と日本側の様子がわかるような記事のアップを心掛けている。 

• 高齢者デイサービスと宅老所の情報を発信していますが、この仕事に携わっていても普段多忙な

業務で人と関わることの楽しさを感じることが難しくなっている人たちに、共感してもらえるような出

来事をお伝えするように心がけています。 

• 基本的には、自分の活動記録をつけることに主眼をおいていて、ブログで団体を売り出そうなどと

は考えていない。広報手段であることがメインになると無理がでてくるかもしれない。 

 

５．表現を工夫する。 

• 時系列にわかりやすく表記する。 

• ひとつのプログラムがまとまるように時間軸をどう並べるかに工夫している。 

• ブログを書く際に、過去の関連記事も掘り起こせるように、常にリンクをはるようにしています。たと

えば、建設した学校ですと、過去の記事も読むことで、どのように学校や村が変わっていったかなど

を追えるようになるので。 

• 担当者が個人名でアップすると  どうしても肩肘を張った内容になりがちですので、施設で飼ってい

る番犬＇愛犬（『太郎』が、日〄の何気ない  ひとコマを取材し紹介するという内容にしました。当然、

犬ですから文字に起こせないので、『太郎』が見たこと、  聞いたこと、感じたことを担当者＇筆記人（

が代筆するというスタイルにしています。  職員と利用者の間に発する、飛びきりの輝きをお送りし

ていきたいと思います。 

• アクセビリティとユーザビリティに配慮して情報を発信すること。 

• 表現の統一ルール。 

• 見やすさに関しては、記事のレイアウトの統一。 

• ピッチがせまいので改行をして見やすくする。 

• 読みやすいように文章を簡潔にまとめたり、段落を変えるなどの工夫をしている。 

• 信頼されるブログを心掛けており、配色など工夫しています。 

• URLや添付資料はなるべく掲載し具体的な情報提供をする 

• タイトルの付け方＇講座名や日付等の事实の列挙以上の内容にする（ 

• 福祉施設のブログと言うと、概ね高尚な理念が先行した内容が多いように思います。しかし、实際

の現場では  何気ない日常の中に、何とも言えない雰囲気や人と人との交流から発する輝きがあ

ります。そこに、敢えてスポットを当ててみたいとの基本姿勢で情報を発信することを意図しました。 

• 情報提供をいただいた方には、ブログ掲載前に、必ず一言メッセージいただくようにしています。 

• イベントの記録については日にちや場所など最後に小さく書き入れるようにしています。団体の活

動記録のためにも書いているので事業報告書を作るときブログを見ながら書くのが一番早くて正確

で助かります。 

 

６．写真や動画を活用する 



64 

 

 

• 動画をアップしたり、絵文字を使ったり、より親しみを感じていただけるようにと思っています。 

• 読んでいてわくわくするよう写真や絵文字などを取り入れています。 

• 絵文字や、写真を多数入れ、最後まで読んで頂けるように工夫している。 

• 活動報告としては写真を多用するようにしています。 

• 活動の様子や雰囲気をできるだけ伝えたいので、写真の載せ方や選び方には気をつけています。 

• 各活動場面の画像をこまめに挿入したり、分かりやすい表現をしたりして、出来るだけ会の活動が

閲覧者に伝わるように心掛けています。 

• 画像を多用し活動内容の信憑性を持たせる。 

• できるだけ写真を掲載してビジュアルで雰囲気を伝える。 

• 写真は大きめに掲載している。 

• 良い写真を使うこと。 

• なるべく写真を多くしている。  

• 特に写真については利用者の方だけでなく、離れている親族知人の方が楽しみに見てくれていると

いう声があります。  不特定多数の方の目に触れるという点から、プライバシー保護について配慮

しています。 

• これまでは、読みやすい、見やすいということに極力気をつけ、子どもたちがうつっている写真には

モザイク加工し、5 枚以上の写真をアップしたいときは、フォトショップで加工して運営してきました。

新しくなって、まだ慣れず、使いやすくなったのだとは思いますが、すこし更新が滞りがちです。 

 

７．個人情報や著作権を考慮する。 

• 人権や著作権を侵害する情報を掲載しないこと。 

• 個人情報が特定される情報を掲載しないこと。 

• 個人情報は文字にしないように注意しています。 

• やはり、プライバシーの問題で、アップ出来ない子が居るので注意を払っている。 

• 写真にも気を遣っていますが、名札が確認できないようにしているため、引きの写真が多くなってい

ます。 

• 写真を掲載する際は本人に許可を取る 

 

８．ブログの機能を上手に活用する。 

• 非公開機能を利用して、会の情報紙のＰＤＦをリンクしています。 

• カテゴリー分けしてきちんと情報のセグメント化を行う。 

 

９．ソーシャルメディアの連携からホームページとの使い分けまで。 

• facebookなどと連携している。 

• Twitterや FBでもアップ時に周知していること。 

• FB、ツイッターとの連動で、更新をお知らせする。 

• ブログを更新したら、ソーシャルメディアでも発信している。 
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• 更新した後に、必ずメールマガジンにて会員各位に知らせる。 

• 他のツールとの連動  

• ホームページとの違いを出すように気をつけています。同じ内容の情報を掲載する場合は簡素な内

容にして＇ブログへ（先に掲載したり、尐し柔らかい文体にするなど。 

• ブログとしてだけでなく、ＨＰとしての役割も担っているので、整理して見やすいページ作りを心掛け

ています。 

• ホームページはオフィシャルな情報発信であるのに対して、団体ブログはオフィシャルでありながら

個性を出して親しみを持っていただけるように工夫しています。 
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質問１７：CANPAN ブログについて、ご意見やアドバイス、コメント、 応援メッセージなど、何かあれば教

えてください。 

 

１．ブログを活用してどのような効果が生まれているのかがわかるコメントをいただきました。 

• ブログは当団体にとって発足当初から書かせない物になりました。ブログ大賞を頂いたことも、とて

も励みになりました。 

• ブログは、前にも書いたとおり、大変効果があります。ＣＡＮＰＡＮブログを教えてもらって本当に良

かったです。 

• CANPANブログでの情報発信が、今日の活動のすべてのスタートになっていると感じています。 

• ＣＡＮＰＡＮブログを始める以前は、特にＨＰ以外の不特定多数の方向けの情報発信を行っていま

せんでしたが、ＣＡＮＰＡＮを始め、多くの方から、「ブログいつも楽しみにしているよ」との声をかけて

頂けるようになり、感謝しております。 

• 人を結び、触発の中から新しい価値を生み出す内容にしていただければと思います。 

• これからもいろんな団体がつながる仕組みを期待しています。 

• どの人にもバリアフリーに情報を伝えるツールとして、CANPAN ブログをこれからも活用していきた

いです。 

• このブログのお陰で、地域への地域福祉の発信と意識醸成ができてきたと思います。まだ、使いこ

なせていないのがつらいところですが、できるだけ継続的に活用していきたいと考えています。 

• もりおか市民活動支援室のホームページは CANPAN ブログを中心に構成しており、活動報告や広

報の場として活用させていただいております。 盛岡市の市民活動、地域活動を知っていただくため

のブログとして今後も利用していきたいと思っております。 

• 被災した時に、メールが使えない状態で、ブログの更新は互いの安否を確認するツールとしても使

えました。繋がりを強化する不可欠なツールでした。これからも利用し続けます。 

• CANPAN スタッフにブログ講座の講師においでいただきありがとうございました。学習者の皆さんが

記事を書くことで、「日本語で文を書く」という、＇生活者の皆さんには（非日常ながら一番勉強になる

作業を楽しんですることができました。これからも、当団体の日本語教室で引き続き色〄な方に記

事を書いていただこうと模索中です。 

• 今ブログを始めたいという人に、NPOの人だったら canpan を、個人としてなら hatena.blog を薦めて

います。 

 

２．CANPAN が NPO のための情報発信サイトとして運営しているおかげで、そこで情報発信している団

体の信頼度向上に役だ立っているそうです。一方で、NPO 業界以外にも、もっと CANPAN の認知度

が高まればより多くの方が見てくれるかもしれないというアドバイスもいただきました。 

• 信頼のできるところなので、安心して利用できます。 

• 良質な場を無料で提供していただいているＣＡＮＰＡＮに、ただただ感謝です。 

• これだけの機能と安全対策を兼ね備えたブログで、無料で使えるのは大変ありがたいです。自分た

ちの団体も社会人ボランティアの集まりであり、子ども達を預かる事業をしているので、知名度の点

でも安心していただけています。まだまだ、他のブログのように発信が上手くないので、いろいろと
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参考にさせていただきます。  そして、地域を巻き込んだ活動がもっと活発になり、地域から元気を

発信できたらいいですね。 

• 立ち上げたばかりのＮＰＯには、大変にありがたいサービスです。 

• canpan という社会貢献を目的としたサイトでのブログ発信をしているという点で，小さいＮＰＯですが、

自信や安心感を持つことができ感謝しています。様〄なソーシャルメディアが出てきて手軽にタイム

リーに情報発信することが出来るようになりましたが、きちんとした形と文章で構成したブログの魅

力(価値（は大きいと思っています。これからも継続していきたいと思います。しかし、ブログを見てく

れる利用者さんの立場では、ケータイスマホの普及も相まってそちらからのアクセス利用が増えて

います。団体としてはソーシャルメディアを取り入れる必要を感じていますが、発信ツールが増える

ことでの情報の混乱や質の低下が生じないようにしたいと考えております。canpan からの各種情報

やアドバイスを参考にしたいと思います。 

• はじめはCANPANって何！とかまえていたが、今は安心安全なサイトであることがようやく理解でき

ました。今後も大いに活用させていただきますので、よろしくお願いいたします。追伸わかり易い使

い方マニュアルの「本」があればいいですね。＇パソコン上ではなく紙ものがあると以前チェックした

ところに印が付けられる等（ 

• CANPANブログの NPO関係者以外の方への認知度がまだ高くないのではないかなと感じています。

自分たちもブログを活用していくことで、もっといろいろな方に知っていただき認知度が上がっていく

とうれしいなと思っています。 

• 安心、安全、無料をモットーに今後とも、宜しくお願いいたします。 

• 市民活動支援において、ＣＡＮＰＡＮブログがあることは本当に助かっています。私たちも地方でど

んどん活用する団体を増やしていくので、これからもＮＰＯの見える化を応援してください。 

 

３．CANPAN ブログの一番大きな特徴は無料なのに広告がつかないということかもしれません。NPO の

みなさんが情報発信するブログとして、自分達の活動の趣旨に合わない広告が表示されるのは一大

事です。 

• 無料で使用でき、広告も掲載されないブログというのは、とても有り難い存在です。 

• 余計な広告がつかずすっきりしていて、変なコメントも入らず重宝しています。 

• canpan ブログは、広告もなく、機能的にも専用ホームページを開設しているのと同様の事が出来る

ので、大変使いやすく、有難いと思っています。 

• やはり広告が付かないのが一番。ゆえに行政との協働による情報発信ツールとして良い。現在の

企業広告の入らない CANPAN路線で頑張ってください。 

 

４．これからの情報発信戦略として、ソーシャルメディアとの連動や、ホームページとの使い分けなどが

重要になります。 

• 他の団体の参考になるようこれからもがんばりたいと思います。今後はＨＰと Twitter 含め、戦略的

に質の高い情報を発信し信頼を高めていきたいと思います。 

• 「NPO のためのブログ戦略構築」といったテーマのセミナー＇meetup?（開催や、Hubspot のようにコ

ンテンツマーケティングを啓発するような情報発信ができ、それをさらにブログ担当者に参加＆見て
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もらえたら NPO・社会貢献業界のブログも盛り上がりそうでしょうか...!?   

• フェイスブック、ツイッターも連動させながら複合的な情報発信をしていきたいと今後も考えています。

ＣＡＮＰＡＮブログは検索上位にあたるので大変ありがたいです。 

• blogは，Facebookや twitterなどのつぶやきと違い，こちらのスタンスをじっくりを伝えることができる

ツールだと思うので，これからも活用したいが，もう尐し使い安い状態に戻してほしいと思う部分が

ある． 

 

５．東京で实施しているような講座を地方でも開催してほしいとのご要望もいただきました。 

• CANPAN ブログの本格的な活用講座を関西で行って欲しい。CANPAN・NPO フォーラムを関西でも

行って欲しい。 

• 情報発信の場としてもっと活用したいと思います。関西圏でもフォーラムを開催していただきたいで

す。 

• パソコンに疎い団体にとっては使いこなし術みたいなセミナーが各地で小規模であれがよりうれし

いです。これからもブログを活用してますます情報発信をしていきたいと思います。 

• 北海道でもセミナーを開催するなどし、ブログ活用の促進にご寄与いただければと存じます。 

 

６．その他、様〄なアドバイス、コメントをいただきました。今後の運用の参考にさせていただきます。 

• CANPAN ブログをこれからも継続していきたいと思いますので今後とも宜しくお願いします。  継続

力も・・・能力だ＇笑（ 

• 私たちの活動にとってとても重要なツールとなっている CANPAN ブログなので、有効な機能やシス

テムを活用させてますます充实させていきたいと思います！ 

• リニューアル後、機能が複雑になってしまった気がします。専門的な知識をもった人にとってはいい

のかもしれませんが、ブログを書くのは、私たちのように素人のものが多いのではないでしょうか。

そうなるとシンプルでわかりやすい機能の方が見やすいと思います。实は私たちの団体では以前は

4 人使いこなせていたのですが、新しくなってから機能が複雑でよくわからない、と２人が書くのをあ

きらめました。なので今残りの 2 人が書いている状態です。。。＇せっかくリニューアルしてくださった

のに、このような意見で申し訳ありません。。。。（ 

• 何か困った時など、気軽にご相談させていただけたこともあり、とてもありがたく思っています。また、

ブログをとおして広く支援者の方〄とつながることができ、情報発信することもでき、私どもとしては

なくてはならないツールです。今後ともブログをとおして現場の声を発信していきたいと思います。 

• CANPAN PAYMENTを利用していますが、これだけではなかなか寄付が集まらないのが实情です。

4 月から始まった月額基本料を払うと赤字になることが見込まれ、今月で一度取りやめることにしま

した。不特定多数の方から寄付をいただく難しさを实感しています。 

• 今後も活用していく予定です。しかしながら、ホームページで使っている jimdo はかなり使い勝手が

よく感じています。それもあってホームページとブログの差別化を図っています。    

• 今後もより利便性を求めて、一度のリニューアルだけでなく再再リニューアルを宜しくお願い致しま

す。 

• 大変お世話になっております。いつも分からない事があると問合せさせて頂くのですが、非常に分
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かりやすくアドバイスして頂いております。当団体にはブログ作成に強いスタッフがいないにも関わ

らず、ブログを使い今の形で発信できているのは日本財団の皆さまのおかげございます。 

• 私みたいにコンピューターやインターネットに詳しくない者でも、とても使いやすく直感的に入り込め

るブログサイトなのでありがたいです。これからもよろしくお願いいたします。 
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３．CANPAN リニューアルに関するアンケート調査結果 

 

質問：リニューアルされた CANPANブログでよかったことや便利になったこと、あるいは悪くなった、不便

になったことがあれば教えてください。 

 

操作や機能について 

＜よかったことや便利になったこと＞ 

• リンクが簡単になった 

• 管理画面は見やすくなった 

• 修正作業もわかりやすくなった 

• 団体ブログと個人ブログ両方を団体で使っているのでそれぞれの管理画面にいきやすくなった。 

• ページごとサイドバーの設定ができたり、画像の原寸大表示など、より団体のホームページとして

の活用の幅が広がった。 

• 不快なコメントやトラックバックがなくなった。 

• ブログアップするときに予約投稿ができるようになって、便利になった。 

＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

• CANPANのリニューアル後の操作が複雑になり、更新作業が煩雑になってしまった。(25件（ 

• 記事のプレビューが实際の表示と同じように表示されない＇行の幅とか（  

• プレビュー表示が作成画面と異なるため違和感があります。  

• ボタン＇クリックするところ（の位置が把握しづらい。＇3件（ 

• マイページのすぐ下に「削除する」があるので、間違えてクリックしてしまいそうになる。＇2件（ 

• ＣＡＮＰＡＮのシステムを切り替えた直後、新しい記事をアップできない不具合が起きた。  またそ

の時の CANPANの担当者の方の対応に、疑問を感じた。 

• マウスによる画像拡大縮小ができない。 

• 文字が小さく、見えにくくなった。＇2件（ 

• 今までと違い、『大きい文字』が極端に大きくなり、『小さい文字』を使用したい時に小さくならない。 

• 使い勝手がおもわしくない  ＇2件（ 

• デザインを変更する場所が変更された。＇3件（ 

• 記事のタグ機能を有効に使えない＇使いかたが分かりにくい（ 

 

写真や画像について 

＜よかったことや便利になったこと＞ 

• 画像が多く掲載出来るようになった。(6件（ 

• 画像のアップが簡単になった。＇10件（ 

• 画像が別窓で開くようになったのがよい。 

• 画像の原寸表示ができるようになった、 

• 写真が大きいサイズで、アップ可能になった。 



71 

 

• 写真等のファイルアップロードが、記事ごとから一つにまとまったのが良かった。可能であれば、こ

のファイルを分けるフォルダがあるとよい。 

＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

•  画像アップが煩雑になった＇7件（ 

• リニューアル以前の記事で写真の大きさなどで、画面のバランスが悪く見づらくなっていることが

あります。 

• 写真のみ送付して、データ＇記事にならず添付データにあがっていた（として利用することができな

くなった。 

• 直接ソースをいじれば可能だが、2つ並べて画像を挿入できない。 

 

ソーシャルメディア対応について 

＜よかったことや便利になったこと＞ 

• SNSボタンをつけるのが簡単になった＇2件（ 

• ＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

• FBの「いいね！」だけあって、コメントが入れられるボタンがないこと。 

• FBやツイッターのボタンで組み合わせによっては設置できないという制約があること。 

 

アクセス解析 

＜よかったことや便利になったこと＞ 

• アクセス解析が細かくなり、ニーズの把握がしやすくなった。＇3件（ 

＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

• アクセス解析が分かりにくい。＇10件（ 

• 過去のアクセス＇カウント数（がなくなってしまった。＇2件（ 

• ランキングがなくなったのは、残念。＇2件（ 

 

絵文字 

＜よかったことや便利になったこと＞ 

• 絵文字が増えたこと＇2件（ 

＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

• 絵文字が変わって残念。＇6件（ 

 

スマホ対応 

＜よかったことや便利になったこと＞ 

• スマホでも見やすくなった。＇4件（ 

＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

• ケータイでの操作が変わって、「読めない＇その後解決（」「コメントが入れられない＇その後解決（」

という声があった。 
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その他 

＜悪くなったことや不便になったこと＞ 

• CANPANのリニューアルのときにブログの更新ができず、毎日更新できなかった＇3件（。   

• CANPANブログ記事を閲覧する PCの OSやブラウザによって、表示が大きく異なる場合がある。

特に閲覧者の多くが使用していると思われるインターネット・エクスプローラでの表示が不安定＇一

部のフォントが大きくなりすぎるなど（。 

• ディスク容量の追加依頼が 100MB単位のため依頼する頻度が高いこと。 

• リニューアルをした際に以前の CANPANブログを間違ってすべて削除してしまった。 

• リニューアルのアナウンスを把握していなく、情報発信に CANPAN ブログを活用できなく困った。

＇2件（ 

• リニューアル後に、昔のブログを見ると、文字の大きさがかわっていたり、その当時はおさまって

いたのに写真が枠からはみだしたようになってしまったり、変なところで改行になっていたりとぐち

ゃぐちゃになってしまっているものがいくつもあります。とても読みづらくなってしまいました。 

• 以前にあったバイオグラフィーのページは存続して欲しかった。何故なら、当団体ではバイオグラ

フィーに日頃の活動を各年毎にまとめており、一覧で非常に見やすかった。 

• 記事を投稿してからアップまで時間がかかる。＇2件（ 

• 時〄ですが、カテゴリー分けしたときの实際の記事の本数と表示される＇（内の数字が合わない時

があります。 

• 尐し重たくなった気がします。 

• 気に入ってた背景がこのたびの更新でなくなった！ 

• ブログ編集中のプレビュー表示にタイムラグがあるように思います。即時であればストレスもなく、

助かります。 

• 容量が２GBが上限なので、将来的に頭打ちになるのが不安です。 

• ブログのタイトルの画像設定ができなくなったこと。 

 

 

 

質問：CANPANブログをもっと活用するために、どのような機能があればよいと思いますか。 

 

• 絵文字 

• 文字の大きさを細かく設定できる機能 

• 1つの記事に対する、カテゴリーの複数選択 

• 記事上部に設置できるソーシャルメディアボタン 

• ustream埋め込み機能 

• ダイレクトにプレビューを見ながら入力出来る機能 

• テンプレート 

• 月ごとや週毎のアクセス数 

• スマホアプリ 
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• 寄付金集めのツール 

• 物品販売のツール 

• アンケート調査ができる機能 

• 手描きのものを表示する機能 

• クリックボタン＇押すと歌や音が流れる（ 

• 以前あったバイオグラフィ＇ＮＰＯの歴史を表示できる（ 

• ブログ上でボランティアの参加申込書、登録書に記入ができるような機能 

• 分野別のピックアップブログ＇情報発信の参考にしやすい（ 

• ブログのランキング＇以前あったもの（ 

• CANPANの公式アカウントと、自団体のブログの自動連携機能 

 

 

 

CANPANへの要望・リクエストについて、CANPAN事務局からのお知らせ  

 ※アンケートでご記入いただいた CANPAN への要望のうち、すでに機能があるものや、裏技的に対応

できるものについて回答いたします。  

 

マイページへのログイン 

マイページへのログインがわかりにくく不便＇計 8件（ 

⇒ ログイン後、トップ画面に「マイページ」へのリンク表示を新たに設定しました＇2012年 8月（ 

 

twitter、facebook との連携 

twitter、facebookとの連携＇ブログに記事を投稿したことを同時にFacebookやTwitterで通知したい（＇計

5件（  

⇒ ブログの新着記事を twitter に連携する場合は、「Twitbackr」が便利です。Twitter のアカウントを登

録して発行される URL をブログの管理画面「設定」→「記事設定」→「更新されたときに通知するサイト」

に登録すれば設定完了です＇リニューアル前に登録した方は再度設定が必要です（。  

⇒ facebookの場合は、facebookのアプリで設定をすれば、ブログの新着記事が自動連携されます。 

 

twitter、facebookのソーシャルメディアボタン 

Facebookのいいねボタンの設置、さらに FBのコメントが入れられるボタンがほしい  

⇒ ブログの管理画面「設定」→「ブログ設定」→「ブックマーク」の項目で、設定したいソーシャルメディア

にチェックを入れて設定変更してください。今後新規に更新される記事にはソーシャルメディアボタンが

自動的に表示されます。ただし、カスタムスキンを使用している場合、スキンのデイザン側で設定を行い

といけません。  

 なお、twitter の場合、読者がコメントを記入してツイートすることができますが、facebook の場合はリン

クのみの設定になります。  
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画像・ファイルの容量 

1記事に写真の枚数制限はなくなったことはよかったが、全体の容量制限があるので困るなど、計 5件 

⇒ 画像・ファイルの容量の初期設定は１００MB になっていますが、容量が残り 30MB をきった場合、

CANPAN への増量申請のボタンが表示されます。こちらから増量申請をしていただければ無料で１００

MBずつ増量いたします＇申請から増量まで２～3営業日、日数がかかってしまう場合があります（。  

  http://blog.canpan.info/bloghelp/archive/209  

 

写真の大きさがその場で小さくできないこと。  

⇒ アップロードした写真の下に表示される「編集」をクリックする。別の画面が表示されるので、その画

面内の「サムネイル長辺」の項目の数字を変更し、保存する。  

 

その他   

リンクページの設定  

⇒ 「スキンサイドバー」→「コンテンツ」をクリックし、ブログパーツの画面に行く。そこにある「リンク集」を

クリックすると、ブログのリンク集の編集画面になります。  

 

iPhoneで内容更新が出来るとありがたいです。  

⇒ スマホのインターネット画面から文字だけの入力は可能です＇写真のアップは不可（。あるいは、事

前にCANPANブログの管理画面でメールアドレスを登録しておけば、写真付きメールでの更新が可能で

す。  

 

フォントのサイズが調整しづらくなった。  

⇒ 文字の大きさを自由に変更できる方法をこちらに掲載しています。  

   http://blog.canpan.info/c-koza/archive/354 

 

ブログを見た方より、「コメントを入れたいがユーザー登録等の手続があり面倒だ」との意見があり、登録

等をなくし、誰でも簡単にコメントが入れられるようにがならないのでしょうか？  

⇒ ブログの管理画面「設定」→「記事設定」で、コメントについて、以下の設定を行うことが出来ます。  

  受付/表示・・・ コメントを入力することができ、入力後、そのままブログで公開されます  

  受付しない/非表示・・・ コメントを受付ません。また、過去のコメントを非表示にします  

  受付しない/表示・・・  コメントを受付ません。ただし、過去のコメントは表示されます  

  受付/承認後表示・・・ コメントを入力できますが、ブログ管理者が承認しないと表示されません  

  受付/CANPANユーザのみ・・・ CANPANにユーザログインしないとコメント入力不可です 

 

メンテナンスが日中に行われることがあり、更新に支障をきたすことがある。  

⇒ リニューアルによって、緊急メンテナンス以外、日中にメンテナンスを行う可能性はかぎりなく小さくな

りました。これまで日中のメンテナンスでご迷惑をおかけしていました。  

http://blog.canpan.info/bloghelp/archive/209
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/354
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