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•1962年設立の民間の助成財団

•正式名称は、（財）日本船舶振興会

•競艇（ボートレース）の売上金（２.６％）をもとに活動

•国（官）ではできないことや、施策が行き届かない問題

の解決のために、「公の心」をもちながら「民の視点」で

取組んでいます。

日本財団について
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日本財団 （にっぽんざいだん）は、競艇の売上げの2.6%を
うけて、全世界のハンセン病の制圧プロジェクトやマラッカ
海峡の航行の安全といった大型プロジェクトから、災害にお
けるボランティア活動にいたるまで、様々な「社会のお役に
立ちたい」という事業を支援している助成団体です。

日本財団の事業 ～ 3つの柱 ～

【200９年度実績：4,282事業 約246億円】

1. 海や船に関する支援

2. 文化、教育、社会福祉等に関する支援

3. 海外の協力援助活動への支援

日本財団について
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公益に関わるすべての人にご利用いただける

ウェブサイト「CANPAN」の運営

ＣＡＮＰＡＮ（カンパン）の由
来は？

Ｃａｎ（できる）＋Ｐａｎａｃ
ｅａ（万能薬）
→ＣＡＮＰＡＮ（なんでもでき
る）

http://canpan.info/

日本財団について
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ソーシャルブログとは、

社会や地域、人々の変化を促す。

地域や人々をエンパワーメントする。

人々の共感を誘い、社会的課題に関する意識を高

める。
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１.ソーシャルブログのコンセプト



×１.ソーシャルブログのコンセプト

「ブログがしたい！」 ではなく、

「ブログで“○○”したい！」

ソーシャルブログ開設の第１歩
①その「○○」を考えてからブログを行う。

あるいは

②ブログを始めてから、その「○○」を思いつく。
※ブログをすることで、「ブログ脳」になって情報発信の面白さや重要性を知
る。「ブログでこれを紹介したら面白いのでは？」というブログ視点で物事が
見ることができるようになる。
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ソーシャルブログはお店！

①商品・・・ どんな情報を出すか

②集客・・・ どうお客さんを集めるか

③店舗・・・ 商品をどう見せるか、

お客さんにとってどう便利か

8

１.ソーシャルブログのコンセプト
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１.ソーシャルブログのコンセプト

ＮＰＯ 社会
社会的
課題

①活動

②情報開示・発信

社会的関心の高まり
潜在的受益者の発掘
新規活動者の参入

③支援＇ヒト・モノ・カネ（

④関心

NPOの情報発信の役割
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「こんな情報はつまらない、意味ない」という自己規制を設けな
い。自分にとってどうでもいいことが、他人には重要。

ブログはパーソナル・メディア。事実と想いの両方を伝える。

キーワードは「喜℃哀楽」。

他の団体の情報やその分野の関連情報を載せる。
※他の団体からは感謝される、いろいろな人が見に来る、来た人もいろんな
情報を知ることが出来便利、結果として自分たちの活動も知ってもらえる。

セミナーやイベントは、事前告知・現場の発信・事後報告の３点
セット。
※現場の発信・事後報告は、参加出来なかった人への情報提供、次のイベ
ントの集客に効果絶大。

特定の人を想定して記事を書くのも一つの方法。
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２.発信内容のテクニック
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２.発信内容のテクニック

代表ブログ
代表や事務局長が思
いや考えを伝える

スタッフブログ
スタッフ視点の活動報
告や思い、スタッフの
日常も交えた内容

団体ブログ
団体の活動を中心と
した、公式的なブログ

ポータルブログ
地域や分野の情報提
供
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活動情報

団体情報

未来過去 現在

２.発信内容のテクニック

ツィッター

ブログ

会報誌・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

ユーストリーム

パンフ
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せっかく出した情報は、より多くの人に見てもらえるように努力
する。

※ブログを開設しただけで、多くの人が勝手に見に来てくれるのは、芸能人
や有名人のブログだけ。

「知りたい！」という人を作ることから始める。ブログで団体のフ
ァンづくり。

ブログを作っただけでは誰も見に来てくれない。

日常的な集客が大事。HP、メルマガ、メールの署名、名刺、印
刷物、口コミ、書き込みなど。

※1000人に周知して、５％が見てくれればOK＇50人のファン（。
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３.読者を増やすテクニック
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ネットは知りたいと思っている人が情報を探している場所。その
団体を詳しく知りたい、検索してその情報を知りたい。

印刷物とブログの連動。データの相互利用。

HPやブログは他の人に紹介してくれるが、印刷物をわざわざコ
ピーして配ってくれる人はいない。

全国各地から見られていることを意識した、書きぶり。

【なんちゃってSEO対策】※検索された時に上位に来るように・・・

①団体名とキーワードを記事に必ず入れる

②リンクされる数を増やす＇ブログ内で自己リンクもあり（

③更新頻度を上げる。
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３.読者を増やすテクニック
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４．ブログ機能のテクニック

http://blog.canpan.info/c-koza/
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http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/c-koza/
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団体情報やブログのコンセプトの記事を作成し、カテゴリーで
分類。

団体のことをよく知っている人と、行政や助成機関などあまり知
らない人の二種類を想定。
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①団体情報やブログ解説を書いてわかりやすく

http://blog.canpan.info/p-shop/

http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/p-shop/
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②サイドバーを整理して、レイアウトを変える

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

http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/c-koza/
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③サイドバーにパーツを追加する

http://tenki.jp/webservice/blogparts/point_clock

http://tenki.jp/webservice/blogparts/point_clock
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「ブログ入門」：サイト内検索の設置方法＇Google（

http://blog.canpan.info/document/archive/20
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④便利なブログパーツなど

新着記事 YouTube

http://blog.canpan.info/c-koza/ http://blog.canpan.info/koho/

http://blog.canpan.info/document/archive/20
http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/c-koza/
http://blog.canpan.info/koho/
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⑤リンク集を充実させ、ポータルサイトに

http://blog.canpan.info/p-shop/

http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/p-shop/
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⑥メインページ自由記述で常に表示

ブログのトップ画面で常に
表示される

http://blog.canpan.info/p-shop/

http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/p-shop/
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ブログ更新で自動的にtwitterにつぶやく for CANPAN

http://blog.canpan.info/ooe/archive/72

・今までとは違う人たちが見てくれます。

・記事の「タイトル」が大事。

「だんだんのグッドニュース」には、他にも参考になる情報が掲
載されています。

http://blog.canpan.info/ooe/
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⑦twitterとの連動

http://blog.canpan.info/ooe/archive/72
http://blog.canpan.info/ooe/
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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！（

⑧ネット決済機能で寄付集め

http://blog.canpan.info/kemohouse/

http://blog.canpan.info/kemohouse/
http://blog.canpan.info/p-shop/
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⑨グーグルなどを活用して便利なサイトへ

スケジュール

地図

http://blog.canpan.info/c-koza/archive/74

http://blog.canpan.info/tanto/

http://blog.canpan.info/c-koza/archive/74
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/74
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/74
http://blog.canpan.info/tanto/
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ケータイの活用
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106

速報性のあるものはとりあえず、ケータイで

ケータイのメールで写真を送って、後から本文を書く
※但し、件名、本文を一切書かず、写真だけを送った場合は、記事がアップ
されましせんのでご注意を。

表示できる写真は5枚まで

ケータイ電話の料金にはご注意を

ケータイの写真のサイズを確認する
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⑩ケータイを活用する

http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106
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⑪トラックバックを活用した情報発信

相手のブログ

自分のブログの
記事編集画面

http://blog.canpan.info/c-koza/archive/38

http://blog.canpan.info/c-koza/archive/38
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/38
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/38
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地域の情報発信

「たはらの福祉情報掲示板」

http://blog.canpan.info/taharashakyo/

CANPANブログのテクニック集

「ブログ入門」

http://blog.canpan.info/document/
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○その他＇参考ブログ（

http://blog.canpan.info/taharashakyo/
http://blog.canpan.info/document/


Copyright by CANPAN

×

ソーシャルブログとは、ブログで
の情報発信を通じて、社会や地
域の変化を促し、人々をエンパ
ワーメントすること。
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×担当者の自己紹介

山田泰久＇やまだやすひさ（

・システム統括グループ 情報コミュニケーションチーム

CANPAN企画推進チーム＇NPO情報発信担当（

・日本財団CANPANツイッター研究会 世話人

・日本ソーシャルブログ協会 会長他

1973年群馬県生まれ。

1996年日本財団に入会し、国際協力、総務部門を経て、2005年から4年間、
福祉の助成担当に。563件の助成事業と障害者就労支援や発達障害、小地
域福祉活動などの新規事業開発に携わる。

2009年6月より現職となり、「共感×信頼→つながり力」で社会を支える社会
情報インフラ「CANPAN」の企画・開発、普及・利用促進に取り組んでいる。

人、地域、社会に良いことが大好きな「ソーシャル系男子」として、日々ソー
シャルな情報を発信中＇twitter:@canpan2009（。

ブログ：山田ホールディングス http://blog.canpan.info/p-hd/

Ｓｈｏｐ人にやさしく http://blog.canpan.info/p-shop/
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http://blog.canpan.info/p-hd/
http://blog.canpan.info/p-hd/
http://blog.canpan.info/p-hd/
http://blog.canpan.info/p-hd/
http://blog.canpan.info/p-hd/
http://blog.canpan.info/p-hd/
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twitter ⇒ アクション

2010年7月改訂

日本ソーシャルブログ協会

山田 泰久（日本財団）

Twitter：@canpan2009

「CANPAN講座」 http://blog.canpan.info/c-koza/

「Shop人にやさしく」 http://blog.canpan.info/p-shop/



×ツイッターの活用

ＮＰＯ

ツイッター

ブログ

操作３０％
内容７０％

何を伝えれば良いか、
わからない。

メルマガ

YouTube

Ustream
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×ツイッターの活用

■HP・ブログと、Twitter・SNSの違い

・プロフィールを登録している読者の有無

■ソーシャルメディアとは？

・開かれた場で誰かと出会う（特に個人の場合）

・情報発信からムーブメントづくり

・コミュニティ形成

・顧客へのリーチが可能
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×ツイッターの活用

【日本財団のツイッターの活用】

１．日本財団としての情報発信のさらなる強化

２．団体自身が情報発信していくために、日本財団の実践で得
られたノウハウを活用した情報発信の支援

ツイッター研究会の立ち上げ

ソーシャルブログ研究会の立ち上げ

情報発信セミナーの開催

ＣＡＮＰＡＮとソーシャルメディアの連携
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×ツイッターの活用

【山田のツイッターの活用】

34



×ツイッターの活用

【山田のツイッターの活用】

「日本ソーシャルブログ協会」を立ち上げました。

⇒現在、会員65名の組織に！

日本財団で、ＮＰＯのためのツイッターの活用について、インターンしてみな
い？

⇒64人が、ツイッター上で反応！特に、ソーシャルメディアの専門家が紹介＇
約2万人のフォロワー（。学生からも直接連絡が。

学生からのDM：

『突然の連絡失礼いたします。ブログを拝見させていただきました。御社のイ
ンターンに興味があります。詳細が決まりましたらご連絡いただければ幸
いです。』
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×ツイッターの活用

【山田のツイッターの活用】

ＮＰＯでツイッターを活用している人で、情報交換をする会してみない？

⇒深夜につぶやいたところ、翌朝には4名の賛同者！

ＮＰＯのツイッターセミナーの開催へ＇ツイッターで告知（

第１回 ４月２７日 ツイッター交流会

参加者：３２名 ＵＳＴ中継：４０名

閲覧回数：２００回

第２回 ５月１８日 久米さん講演会

参加者：２７名 ＵＳＴ中継：３２名

閲覧回数：９０回
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×ツイッターの活用

【山田のツイッターの活用】

ＮＰＯ・社会起業団体等の公式アカウント集を作成

⇒現在４５０団体をリスト化。

⇒93名がこのリストをフォロー。

https://twitter.com/canpan2009/social-account

※こちらのブログでも紹介。

日本CANPANツイッター研究会 http://blog.canpan.info/nfcpt/
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ＮＰＯのための４つの機能

・自分、団体、分
野、社会のこ
と

・他の人のよい
情報を転送

・分野やNPOの
動向、Webや便
利ツールのこと

・参加者の感想
や、自団体に
ついての書き
込み

・団体、分野に
ついて発言して
いる人とのコ
ミュニケーショ
ン

・地域、分野の
視点で、新たな
出会いを探す

・組織の外との
ネットワーク、
知り合いの知り
合いネットワー
ク

ツイッターの活用
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ＮＰＯのための４つの機能

具体的なアクションへ

ツイッターの活用
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４つの機能からアクションへ

⇒参加者、理解
者、支援者、
寄付者を増や
す

⇒有益な情報発
信者へ

⇒参加する、動
向を知る＇マー
ケティング（、
学ぶ＇情報発
信（

⇒団体の活動
にフィードバッ
クする

⇒オープンなコ
ミュニケーショ
ンでファンづく
り

⇒活性化されて
いる状態を
Webで見せる

⇒ツイッター発
のキャンペー
ンを行う

⇒情報を転送し
てもらう

ツイッターの活用
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ブログ

公式ホームページ

団体
情報

財務
情報

活動
実績

年間
計画

イベン
ト案内

サー
ビス
案内

近況
イベン
ト情報

思い
考え

分野・
地域

他団体
情報

ブログ新着

ｔｗｉｔｔｅｒ新着

ブログ新着

ツイッターの活用
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＜ツイッターのいいところ＞

• 実名で情報発信しているからこそ、信頼度が高まる

• 情報発信と情報収集のツール＇分野、地域（

• ツイッター参加者の趣味・興味を知ることができる

• 情報発信力の高い人たちが集まっている

• 今までとは違うネットワークができる＇知り合いの知り合い（

• 他人にとって、いい情報、参考になる情報、役に立つ情報であれば、他
人が積極的に宣伝してくれる

• いろいろな募集ができる

• ツイッター発でキャンペーンができる

• 他のインターネットメディアとの連携が簡単便利

ツイッターの活用
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×

＜ツイッターの難しいところ＞

• ツイッターをやっていないと、ツイッターの良さがわかりにくい

• 最初はどんなことをつぶやけばよいのか、感覚がわからない

• 団体として行うべきか、個人として行うべきか、迷う

• 団体によっては、スタッフが自由に発言することが微妙な場合も・・・

• ツイッターをすると、ブログの更新頻度が落ちてくる

ツイッターの活用

43



×

＜NPOでツイッターを活用する：入門編＞

• 実名＇もしくは団体名（で行う

• 自己紹介はしっかり書く

• 初めに、団体や活動について、いろいろな内容で１０個つぶやく

• その後、いろんな人をフォローする

• ケータイメールで、ツイッターとブログを一気に更新

• 目指せ、『４×１００』の法則！

• ※１００フォロー、１００フォロワー、１００ツイート、１００リプライ

ツイッターの活用
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×

＜ NPOでツイッターを活用する：内容編＞

• ブログの更新情報をつぶやく

• イベント情報は必ずつぶやく＇１カ月前と直前に（

• USTREAM中継との連動

• 他のツールとの連動で相乗効果

• イベント中のツイッター中継

• 当日の空き状況などを発信する

• よい情報を見つけたら、積極的にRT＇転送（

• イベントの周知など、詳しい情報はHP・ブログに誘導

• 自分や団体の問題意識、課題、アイデア、悩みなどをつぶやく＇ただし個
人情報や固有名詞などには配慮を忘れずに（

ツイッターの活用
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＜ NPOでツイッターを活用する：実践編＞

• 検索で関係するツイート＇つぶやき（を探し、情報収集する

• 可能であれば、フォロー＆リプライ＇返信（する

• 自分宛てのリプライ＇返信（には、しっかりリプライ

• 地域で、その分野に興味のある人をどんどんフォローする

• 地域で、いろんな分野のNPO関係者をフォローする

• 地元の議員をフォローして、リプライ＇返信（してみる

• 公式アカウント、スタッフなど、複数名のアカウントで発信

ツイッターの活用
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