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１．日本財団とは

競艇の売り上げを財源に公益活動を支援する財団

＜日本財団の概要＞
（1）1962年設立

（2）正式名称は財団法人日本船舶振興会

（3）財源は競艇の売上（その約2.6％（約304億円（2008年度）））

（4）主な活動は公益活動へ助成金提供（約252億円（2007年度））

（5）対象分野や地域は特定せず、公益活動全般を対象に支援

（6）役職員数は108名（会長は笹川陽平）

＜活動理念＞

一人一人が自分らしく暮らせる、明るく元気な社会を実現するため、

「民の立場」から「公の心」をもって様々な社会問題の解決に取り組む。
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２．ＣＡＮＰＡＮとは

情報で公益活動を応援するウェブサイト

＜ＣＡＮＰＡＮ（カンパン）とは？＞
（1）日本財団が運営するウェブサイト

（2）助成金だけでなく情報で公益活動を応援

（3）コンセプトは「共感×信頼＝支援」

（4）どなたでも無料でご利用いただける

（5）公益活動に必要な情報発信手段を提供

＜CANPANのURL＞

http://canpan.info/
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３．ＣＡＮＰＡＮの現状

月間164万ビジット、787万ページビューまで成長

＜ＣＡＮＰＡＮの現状データ（2009年3月時点）＞
・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
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４．情報発信の重要性

公益活動の推進には情報発信が必要丌可欠

＜公益活動に必要な２つの情報発信＞
（1）知ってもらうための情報発信

・活動の模様、イベントの案内

・会員や寄付の募集

など、動的（フロー）な情報が中心

（2）責任を果たすための情報発信

・事業報告書、決算報告書

・団体の情報開示

など、静的（ストック）な情報が中心
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５．情報発信に役立つ４つの機能

ＣＡＮＰＡＮが公益活動の情報発信をサポート

＜公益活動の情報発信に役立つ４つの機能＞
（1）団体情報開示機能

・団体の適切な情報開示の実現を応援する機能

（2）ブログ機能

・活動情報など、日々の情報発信を応援する機能

（3）ＣＡＮＰＡＮペイメント（ネット決済サービス）

・ネット決済で会費、寄付を集めることができる機能

（4）公益ポータル

・地域で地域を支える取り組みを応援する機能
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６．ブログとは

ブログはホームページ作成の一手段

＜ブログとは＞
（1）ブログ＝Web＋Log

・ブログはWeb上の日記です。

・今では、日記という枠を超え、広く情報発信の手段として活用され

ています。

（2）ブログ＝ホームページ

・ブログはホームページ作成の手段の一つです。

・つまり、ブログがあるということは、ホームページがあることと一緒です
。
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７．ブログはNPOの強い味方

現場が忙しい人でも情報発信を簡単、効率よく実現

＜ブログがNPOにとって便利な7つの理由＞
（1）無料でコストがかからない

（2）専用のソフトやパソコンがいらない

（3）専門知識がいらず簡単

（4）携帯電話で現場からも更新できる

（5）日記＝活動記録にもなる

（6）コミュニケーションも取れる

（7）検索サイトで上位に出やすい

→ブログは、現場が忙しい、人手がいないNPOの強い味方！
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８．CANPANブログの特徴

NPOの情報発信手段として便利で安心なブログ

＜ＣＡＮＰＡＮブログの特徴＞
（1）無料なのに広告がつかない

・ホームページとして利用する場合もすっきり、安心

（2）実名主義で安心できる場

・匿名でやりたい放題ではなく、身元を明らかにして責任ある発信を

（3）著作権がユーザにあるので安心

・手間ひまをかけた努力が権利という面でも保証される

（4）写真だけでなく、各種ファイルも公開できるので便利

・会報等にかかるコストの削減にもつながる
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９．ブログの活用事例①

＜CANPANブログの活用事例＞
（1）会報等の発信に利用しコストを削減

鬼瓦隠れ日記（http://blog.canpan.info/onigawara/）

http://blog.canpan.info/onigawara/
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１０．ブログの活用事例②

＜CANPANブログの活用事例＞
（2）現場が忙しいNPOこそ、究極の現場からもブログで発信

豊志のくりこま高原物語（http://blog.canpan.info/master_kkns/）

http://blog.canpan.info/onigawara/
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１１．ブログの活用事例③

＜CANPANブログの活用事例＞
（3）中心メンバーがメッセージを発信することで会員数も増加

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

http://blog.canpan.info/onigawara/
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１２．ブログの活用事例④

＜CANPANブログの活用事例＞
（4）夢を発信すれば共感の輪が広がり実現に近づける

NPOろう学校をいっしょに創ろう！ブログ

（http://blog.canpan.info/tamatama/）

http://blog.canpan.info/onigawara/


× 15

１３．ブログの活用事例⑤

＜CANPANブログの活用事例＞
（5）自分たちのノウハウや専門性は発信すると花開く

NPO会計道（http://blog.canpan.info/waki/）

http://blog.canpan.info/onigawara/
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１４．団体情報開示機能

適切な情報開示が実現でき、かつ、努力が報われる

＜ＣＡＮＰＡＮの団体情報開示機能とは＞
（1）開示項目の重要性、必要性、汎用性が高い

・全国の助成機関の申請書で求められる項目をもとに設計

（2）全国共通の一覧性

・地域、活動分野、法人格などによる区別がない共通性と一覧性

（3）努力が報われる特典

・情報開示度の可視化（★印）、ネット決済、助成金申請での利用

・第三者認証による信用保証
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１５．ＣＡＮＰＡＮペイメント

会費、寄付をネット上で集めて資金調達を促進

＜ＣＡＮＰＡＮペイメントとは＞
（1）ネット上でのクレジットカード決済サービス

・クレジットカード所有者がネット上で決済できる

・会費、寄付の徴収に利用可能（物販は未対応）

（2）ＮＰＯが利用しやすいサービス

・利用料が無料（ただし流通金額には手数料が発生（5％））

・カード会社の審査ハードルが低い（日本財団との連携により）

（3）情報開示をがんばる団体にのみ提供

・ＣＡＮＰＡＮの情報開示度が★５つの団体にのみサービス提供
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１６．公益ポータル

地域で地域を支える取り組みを促進する情報基盤と

なる公益ポータルサイトの構築を応援

＜公益ポータルとは＞
（1）地域で地域を支える取り組みのためのポータルサイトを構築可能

・地域ファンド、資源循環システムなどの取り組みの情報基盤

・ポータルサイトを構築できるサービスを中間支援組織に提供

（2）情報開示によるデータベースを基盤

・地域という小さな世界だからこそ相互の信頼関係が重要

・団体の自主的な情報開示と第三者認証による信用保証

・使える、更新される、価値のある「信用創造型データベース」
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１７．公益ポータルの展開
2011年度末までに全国に50ポータルが展開し、

信用創造の輪が広がる

＜公益ポータルの展開＞
（1）2008年度にオープンした公益ポータル

①みんみんポータル（宮城県）（http://minmin.canpan.info/）

②地域資源循環システムちばのWA！(千葉県)（ http://chibanowa.canpan.info/ ）

③とちコミポータル（栃木県）（ http://tochikomi.canpan.info/ ）

④公益活動ポータルサイトきょうえん（京都府）（http://kyo-en.canpan.info/ ）

⑤しまね地域ポータルサイトだんだん（島根県） （http://shimane.canpan.info/ ）

（3）2011年度末までに全国で50ポータルを展開予定

・全国の中間支援組織（助成機関、行政等も）と連携し展開
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１８．公益ポータルの事例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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１８．公益ポータルの事例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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１８．公益ポータルの事例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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１８．公益ポータルの事例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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１８．公益ポータルの事例⑤

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

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★

http://chibanowa.canpan.info/
http://minmin.canpan.info/
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１９．公益ポータルのメリット
共通の仕組みにより信用創造の輪が広がる

＜公益ポータルのメリット＞
（1）全国共通の仕組みの利用による広がり

・ちばのWA！に参加＝全国への発信を同時に実現

・共通の仕組みの利用が信用創造につながる

（2）様々な機能による汎用性、利便性が高い

・ブログ、ネット決済などの機能とも連動した利用が可能

・一歩くん基金、日本財団などの助成金への申請にも利用可能

（3）本当に役に立つデータベースの構築

・作る側、登録する側、見る側、みんなに役立つデータベース

・更新と発信というみんなの頑張りが必要な参加型データベース
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２０．CANPANご利用の流れ

下記の流れに沿ってCANPANをご利用ください

＜CANPANご利用の流れ＞
（1）ユーザを登録

・検索サイトで「CANPAN」で検索し、トップページ左側にある「ユーザ
新規登録」から登録開始

（2）団体を登録

・別紙「団体情報登録入力ガイド」を参照

・団体登録にはCANPAN運営事務局の承認が必要

（3）団体ブログを開設

・別紙「CANPANブログでブログを開設しよう」を参照

（4）市民、NPO、企業を結ぶ公益ポータルサイト ちばのＷＡ！に登録する
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本日はありがとうございました！

詳細は、
【ご利用ガイド】
をご参照下さい。

困ったときは、

お気軽にお電話下
さい。


