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1.CANPANのミッション

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。

活動・応援
サイクル

情 報

応援する人応 援

活動する人

CANPANが支え・加速させる
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2.ねらいと概略 データベースのあるべき姿とは?

現在は、個々の情報やデータベースが混在しています。この状態を変革することが必要です。

現

状

受信者
（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
報が散漫

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乗ってる。集約性、
網羅性

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
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日本初、第三者認証型市民活動データベースを使用することにより、単なる「データの集積地」から
「信用創造型データベース」（＝公益ポータル）へ変革を目指しています。

【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

■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

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

CANPANが目指すデータベース

2.ねらいと概略 CANPANが目指すデータベースとは?

信用創造型データベース＝公益ポータル
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各
団
体
が
自
主
登
録
に
よ
る
開
示

中
間
支
援
組
織
が

確
認
・
承
認

地域

テーマ

地域とテーマ

全国の情報を一覧

団体
団体

団体団体
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

団体情報DB
CANPAN

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。

3.公益ポータルの仕組み データベースの連携

公益ポータル

C
A
N
P
A
N

と
連
携

全国と共有・連携
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各センターの認証マークが付く

自主登録での情報公開度により
「★」が付く(最大5つ)

CANPAN提供の団体体情報データベース
情報公開度データ （2009年4月7日現在）

★★★★★ 71団体(35団体) 
★★★★ 28 団体(6団体) 
★★★ 170団体(118団体) 
★★ 76団体
★ 1,589団体
なし 957団体
合計 2,891団体 （（）内は公益ポータル）

□団体平均★数 = 1.40個

□公益ポータル所属団体平均★数 = 3.48個

「認証マーク」と「情報開示レベル」の付加により、参照者に信頼感ある情報として提供されます。

3.公益ポータルの仕組み 画面イメージ
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公益ポータルの具体的な展開事例をご覧下さい。

4.展開状況 公益ポータルの展開事例①

せんだい・みやぎNPOサポートセンター
が運営する

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

＜利用状況＞
・みんみんファンド
・みやぎ夢ファンド
・ふくふくファンド

所属団体：132団体（★5つ：17団体、★4つ：5団体、★3つ：110団体）
平均情報開示度：3.30★ （2009年4月7日時点）

http://minmin.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
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公益ポータルの具体的な展開事例をご覧下さい。

4.展開状況 公益ポータルの展開事例②

所属団体：8団体（★5つ：4団体、★3つ：4団体）（2009年4月7日時点）
平均情報開示度：4.00★

ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
が運営する

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/）

＜利用状況＞
・一歩くん基金
・NPO三尺店

http://chibanowa.canpan.info/
http://chibanowa.canpan.info/
http://chibanowa.canpan.info/
http://chibanowa.canpan.info/
http://chibanowa.canpan.info/
http://chibanowa.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
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公益ポータルの具体的な展開事例をご覧下さい。

4.展開状況 公益ポータルの展開事例③

所属団体：7団体（★5つ：7団体）（2009年4月7日時点）
平均情報開示度：5.00★

とちぎコミュニティファンド
が運営する

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

＜利用状況＞
・メインファンド

・冠ファンド
・もったいないﾌｧﾝﾄﾞ

http://chibanowa.canpan.info/
http://chibanowa.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
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公益ポータルの具体的な展開事例をご覧下さい。

4.展開状況 公益ポータルの展開事例④

所属団体：7団体（★5つ：5団体、★3つ：2団体）（2009年4月7日時点）
平均情報開示度：4.43★

きょうとNPOセンター
が運営する

公益活動ポータルサイトきょうえん
（http://kyo-en.canpan.info/）

＜利用状況＞
・京都地域創造基金

http://chibanowa.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
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公益ポータルの具体的な展開事例をご覧下さい。

4.展開状況 公益ポータルの展開事例⑤

所属団体：5団体（★5つ：2団体、★4つ：1団体、★3つ：2団体）
平均情報開示度：4.00★

ふるさと島根定住財団（と島根県）
が運営する

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

＜利用状況＞
・しまね社会貢献基金
・中国ろうきんNPO寄

付システム

http://chibanowa.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/


×
全国の中間支援団体や、主要な公益団体（地方自治体を含め）と連携し、展開していきます。

4.展開状況 公益ポータル参画 中間支援組織マップ

構築準備中 １ポータル

構築済 ５ポータル

2009/04/06時点

公益活動ポータルサイトきょうえん
きょうとNPOセンター（2009/3/31

オープン）

しまね地域ポータルサイトだんだん
島根県・ふるさと島根定住財団

（2009/4/1オープン）

2011年度末までに50ポータルを構築

みやぎの公益活動ポータルサイトみんみん
せんだい・みやぎNPOセンター

（2008/06/10オープン）

市民、NPO、企業を結ぶ公益ポータル
サイトちばのWA！

ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
（2009/02/25オープン）

とちコミポータルサイト
とちぎコミュニティファンド
（2009/03/03オープン）

八王子市
（2009年7月オープン予定）
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5.その他サービス

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。

活動・応援
サイクル

情 報

応援する人応 援

活動する人

ブログ

ネット決済サービス

データベース

助成金申請での連携

ＣＳＲでの連携
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5.その他サービス ブログ

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

活動情報・日記

寄付、応援

活動
する人

応援
する人

寄付者は活動者の
「共感」「感動」「同情」
により、寄付や応援と
いう行為を起こす事
が
多い

＜豊志のくりこま高原物語＞
http://blog.canpan.info/master_kkns/
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5.その他サービス 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

「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）

＜チャイルド・ケモ・ハウス＞
http://blog.canpan.info/kemohouse/

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！）
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5.その他サービス 助成金への申請

助成金申請に使えます。

日本財団への助成金申請に加えて、
他の助成機関との連携も進めています。

＜「中国ろうきんNPO寄付システム」の応募用紙＞

CANPANに登録済みの場合
記入が省略可能！
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6.参考情報 基礎データ

＜ＣＡＮＰＡＮの現状データ（２００９年３月末時点）＞
・ビジット数 ：１６４万人（月間）
・ページビュー数：７８７万ページ（月間）
・ユーザ数 ：９,５８９名
・登録団体数：２,８６１団体
・ブログ数 ：４,８３４ブログ

（団体ブログ：１,１６４ブログ）
（個人ブログ：３,６７０ブログ）

・登録企業数：１,９８８社

○ＣＡＮＰＡＮ登録団体の情報開示度（2009年4月7日時点）
・登録団体：２,８９１団体（９５７団体は★なし）
・平均情報開示度：１.４０★（★なしを除く）

★5つ:71団体★4つ:28団体★3つ:170団体★2つ:76団体★1つ:1,589団体

○公益ポータル登録団体の情報開示度（2009年4月7日時点）
・登録団体：１５９団体
・平均情報開示度：３.４８★

★5つ:35団体 ★4つ:6団体 ★3つ:118団体
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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（荻上・吉野）まで

お問い合わせ下さい。


