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×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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１．日本財団とは？
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×１．日本財団とは？
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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

•ボヸトレヸス（競艇）の売上金（２.5％）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。



×１．日本財団とは？
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舟券購入者

ボヸトレヸス場でレヸス開催

全国24ヵ所

施行者

全国113地方自治体

舟券購入

ボヸトレヸスの売上金の流れ

日本財団交付金2.5％

モヸタヸボヸト競走会

交付金1.2％

公営企業金融公庫
交付金1.1％

開催経費実費

施行者収益残額

売上金

的中払戻金

75％

25％

「モヸタヸボヸト競走法」（1951年制定）により規定



×１．日本財団とは？
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ボヸトレヸス場：２４ヶ所 場外売り場：４２ヶ所

全国のボートレース場



×１．日本財団とは？
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日本財団 （にっぽんざいだん）は、ボヸトレヸスの売上げの
2.5%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



×１．日本財団とは？
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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）＋Ｐａｎａｃｅａ
（万能薬）
→ＣＡＮＰＡＮ（なんでもできる）

http://canpan.info/
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２．NPOの情報発信について
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×2．NPOの情報発信について
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＜情報発信の今＞

• 誰もが、簡単に情報発信ができる。

• 誰が発信しているかが大事（発信している人・組織が常に
同じことがわかる）。

• 「伝える」情報発信から、「伝えてもらう」情報発信。

• 情報の重要度は、発信者ではなく、受け手が決める。



×

何か行動し
てもらう

人のために
役立つ情報

2．NPOの情報発信について
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＜なぜNPOは情報発信するのか？＞

NPO 人情報

自分たちの団体にフィードバック



×2．NPOの情報発信について
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＜情報発信するとどうなるの？＞

よい団体は、よい活動とよい情報発信を実践している。

• 人や社会を勇気づける、エンパワーメントする

• 情報発信をすると、いろんなものが集まってくる

• 団体内部のコミュニケーションが進む

• 情報発信は「漢方薬」



×2．NPOの情報発信について
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＜NPOを発展させるための情報発信＞

• 団体の信頼度を上げる。

⇒信頼が活動発展の基盤

• 「人」を集める。

⇒参加者として、仲間として

• 「課題」を理解してもらう。

⇒行政や地域の人に

他に
「公益活動の

手法としての
情報発信」



×

３．NPOが必要とする情報発信力

良い団体は

良い活動と

良い情報発信を

実践している。
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×３．NPOが必要とする情報発信力
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ＮＰＯとは・・・
様々な地域課題、社会問題の解決を目指して活動する組織

• 社会全体が、積極的な情報発信、義務的な情報公開の時代へ
• ＩＴ技術の進歩により、簡単に安価に情報開示ができる時代へ
• NPOにも、積極的な情報発信、義務的な情報公開が求められている

①社会的課題の周知、

②解決のための活動への理解促
進を行うために「情報」をどのよう
に活用するか

ＮＰＯそのものの、認知度や、信頼
度を上げるために、どのような情報
発信を行うか

個々のＮＰＯ ＮＰＯ全体



×３．NPOが必要とする情報発信力

NPOの情報発信の役割
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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



×３．NPOが必要とする情報発信力
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社会

応援者

地域

受益者

組織内

戦略としての情報発信

• 活動内容は？
• いつ行うの？
• 誰を対象に？
• 団体の概要は？

• どのような人が係ってい
るの？

• 必要としている応援（ヒ
ト・モノ・カネ）は？

• 社会的課題は？
• 解決の手法は？
• どうして行うの？

情報

情報発信のターゲット

新規受益者
活動参加希望者
NPO予備軍を含む

寄付者
助成団体
行政（協働）

同業者を含む

情報発信のツール



×３．NPOが必要とする情報発信力
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団体にとって、
○○してくれる人

△△をしている人
□□な状況の人
××にいる人

どんな
情報で！？

どの情報発信
ツールで！？

情報発信の相関図

実際に、どんな情報を
必要としているか、何
で情報を得ているか
を聞いてみる



×３．NPOが必要とする情報発信力
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情報発信の手法

面談

YouTube

ホームページ

ブログ

ツイッター

セミナー

会報誌

パンフレット

Ustream

イベント

ブース出展

新聞寄稿

講師 事業報告書

マスコミ活用

メーリング
リスト

メルマガ

自治体や、
NPOセンター
等のHP

メール

チラシ

 発信の目的、情報の内容、対象者によって、手段を使い分ける。
 同じ素材を使い回して、いろいろな手段で発信する。

名刺の裏



×３．NPOが必要とする情報発信力
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①自分たち（団体）は何者なのか？
・団体名、住所、連絡先
・代表者、役員
・設立趣旨、理念、目標、定款
・主な活動内容
・これまでの活動経歴 ・・・etc

②自分たち（団体）は何をしているのか？
・活動目的
・事業計画、年間計画
・活動内容の詳細
・イベント案内
・活動レポート、活動成果

③何にいくらお金を使っているのか？
・収支予算、収支決算
・誰から、どのように、いくらの収入
・何に、どのように、いくらの支出

団体の「基本的な情報」
⇒ストック情報
年に１回更新

団体の「活動・事業情報」
⇒フロー情報
月に１回～年に４回

団体の「財務情報」
⇒ストック情報
年に２回（予算・決算）



×３．NPOが必要とする情報発信力
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情報発信を上手に行うための方法

他の団体に興味を持つ
⇒いろいろな団体の情報発信を見る
⇒情報の受け手の立場で、その情報発信を見る
⇒参考になる内容、方法があれば、まねる

ネット上の情報発信方法を知る
⇒お金をかけずに出来る方法を探す

名簿管理をしっかり行うこと
⇒住所、メールアドレスの管理は必須
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４．インタヸネットの活用
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×

24

４．インタヸネットの活用

＜なぜインタヸネットなのか？＞

• 何か調べる時は、ネットで調べる人が多い。（一般の人も、
行政、マスコミ、企業、助成機関なども）

• 誰もが簡単に情報発信ができるようになっている。コスト
をかけずに行うことが出来る。

• 他人が紹介してくれる可能性が大きい。

• いろいろな組み合わせでより効果の高い広報ができる。



×
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４．インタヸネットの活用

＜インタヸネットに関する疑問＞

• ＨＰやブログを開設すると、何もしなくても誰かが見に来
てくれる！？

• パソコンが使えないと、インタヸネットで情報発信ができ
ない！？

• 高齢者や子供を対象にした活動には、インタヸネットは不
要！？



×

26

４．インタヸネットの活用

＜インタヸネットの活用＞

• 情報発信の対象地域や内容によってインタヸネットが必要。

• 「好き、嫌い」や「出来る、出来ない」ではなく、どう活
用するかの時代に。

• パソコンが出来ないのは、チャンス！若い人や周囲の人を
巻き込むきっかけに。

• 情報発信だけでなく、情報収集にも便利



×
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４．インタヸネットの活用

＜押さえておきたいサイト＞

• ブログ

• Twitter（ツイッタヸ）

• ｍixi（ミクシィ）

• Facebook（フェイスブック）

• USTREAM（ユヸストリヸム）

• 各種デヸタベヸス［次ペヸジ参照］

上記の言葉を、GoogleやYahooで検索！



×
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４．インタヸネットの活用

データベース 対象法人 特徴 団体のメリット

ＣＡＮＰＡＮ 種類を問わず 団体による自主登録と、日本
財団インターネット申請
（約8000団体）

別途説明

ＮＰＯヒロバ
（日本NPOｾﾝﾀｰ）

ＮＰＯ法人 全NPOの基礎情報を完備。詳
細情報はNPOによる自主登録

オフィス用品割引、
テックスープ

Yahooボランティア 種類を問わず 団体による自主登録

都道府県 ＮＰＯ法人 県によって違うが、全NPOの
基礎情報、報告書の掲載

信頼度アップ

市町村 ＮＰＯ法人や任
意団体

地域の様々な団体の基礎情
報を掲載

情報発信のお手伝い

ＣＡＮＰＡＮをはじめ、他の登録サイトに登録することにより、信頼
度とアクセス数がアップする！
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４．インタヸネットの活用

＜ＣＡＮＰＡＮの特徴＞

• 法人格の種類にかかわらず利用ができる。

• グヸグルなどの検索サイトで上位に来やすい。

• CANPANの認知度がアップしてきた。（行政やマスコミ関
係者も見ている。例：京都では新聞記者がCANPANの団体
情報DBを印刷して、NPOセンタヸに取材に来た）



×
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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

４．インタヸネットの活用

※週２～５回の更新

※ブログの記事をもとに、年に２～４回の更新

【おススメ】

ブログを情報発信のプ
ラットフォームにする

※イベントの前後
に積極的に更新

ポータル
サイト
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５．ブログで発信！
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×５．ブログで発信！

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！

32



×５．ブログで発信！

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

33



Copyright by CANPAN

×

ソーシャルブログ
活用講座

日本ソヸシャルブログ協会

山田 泰久（日本財団）

日本ソヸシャルブログ協会【公式ブログ】

http://blog.canpan.info/s-blog/

34



×ソーシャルブログのコンセプト

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。

35



×ソーシャルブログのコンセプト

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

36



×５．インタヸネットの活用

＜ブログの発信内容のテクニック＞

「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。

37



×５．インタヸネットの活用

＜ブログの読者を増やすテクニック＞

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。

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）。

38



×５．インタヸネットの活用

＜ブログの読者を増やすテクニック＞

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という人を
しっかりキャッチする。

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。

39
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CANPAN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/


×

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。

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/ 41
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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/ 42
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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 43

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


×

「ブログ入門」：サイト内検索の設置方法（Google）

http://blog.canpan.info/document/archive/20

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/ 44
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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/ 45
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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/ 46
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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/

⑦twitterとの連動

47
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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

＜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/ 48

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


×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/
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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/


×

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
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

⑩ケータイを活用する

50

http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106
http://blog.canpan.info/c-koza/archive/106


×

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/

○その他（参考ブログ）
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×

グループワーク
ブログの情報発信



×ワヸク：ブログの情報発信

53

団体名：

情報を伝えたい人：

ホームページ

ブログ

現状 理想 打ち手

「今は自団体でど
のくらい活用して
いるか」

・誰が更新してい
る？
・更新回数は？
・読者層は？
・内容は？

「いつまでにどの
程度活用したい
か、充実させたい
か」

・内容
・更新回数
・アクセス数

「現状を理想に
近づけるため、
まず何をするか、
その担当者
は？」



×ワヸク：ブログの情報発信

【グルヸプワヸク】

①各個人でワヸクシヸトの作成。

②３～４人一組になって、それぞれ発表。

③その後、ディスカッション。

④各グルヸプで、おススメの「取り組み」を２つ選ぶ。

※他のグルヸプにも共有したい「工夫」、「アイデア」、「取り組み」など（今
やっているものでも、これから実施するものでも、どちらでも可）

⑤A３用紙にまとめる。

⑥グルヸプ発表
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×

６．ツイッタヸの活用
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×ツイッターとは？

56

• １４０文字の情報発信
• １４０文字の情報収集
• 公開メール、公開チャット

• 共有したい人が使っている
→考え、ノウハウ、知識、ニュースなど「社会」にかかわること
→行動、感情、位置情報など「個人」にかかわること

• シンプルな「他機能」
→シンプルな機能をユーザが勝手に他の使い方をすることで、
多機能になっている！



×ツイッターを始める、６つのステップ

57

１．いろいろ見てみる

２．ユーザ登録する（アカウントを決める）
※団体として、個人として、どちらにするか

３．プロフィールを入力する（実名で素性を明かす、アイコン）

４．５ツイートする（次ページ参照）

５．フォローする（タイムラインを充実させる）
・アカウントを知っている人→その人がフォローしている人

６．検索する



×

58

ツイッター上の自己紹介

定型の自己紹介 今、気になっていること、関心事項



×ツイッターを始める、５つのツイート

59

１．ツイッターを始めました！
２．ツイッターでＮＰＯの情報発信をしていきます。
３．今日は○○しました。
４．ＮＰＯで、こんなことをしました。
５．ＮＰＯで、こんなことをします！

つまり

１．挨拶
２．ツイッターとのかかわり
３．プライベート
４．過去実績
５．案内予定



×ツイッターのユーザーによる特徴

内容

個人 生活（リアルタイム日記）

趣味や仕事のこと

ビジネス 専門情報

商品・サービスの紹介

マーケティング

サービス改善

ファンづくり

ＮＰＯ 専門情報

活動情報

社会課題の解決（理解、提言、寄付、応援）
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×

61

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



×

63

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



Copyright by CANPAN

×

64

公益に関わるすべての人が利用できるWebサイト「ＣＡＮＰＡＮ」 http://canpan.info/

ＣＡＮＰＡＮの由来は？

Ｃａｎ（できる）
＋

Ｐａｎａｃｅａ（万能薬）
↓

ＣＡＮＰＡＮ
（なんでもできる）

ＮＰＯのための「ＣＡＮＰＡＮ」



×ＮＰＯのための「ＣＡＮＰＡＮ」

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。

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」
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×ＮＰＯのための「ＣＡＮＰＡＮ」

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
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×ＮＰＯのための「ＣＡＮＰＡＮ」

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

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
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×ＣＡＮＰＡＮ：団体情報デヸタベヸス

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。

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

68



×ＣＡＮＰＡＮ：団体情報デヸタベヸス

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。

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
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×ＣＡＮＰＡＮ：団体情報デヸタベヸス

【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

【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。
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×ＣＡＮＰＡＮ：公益ポヸタル

公益ポータル 14ヶ所

サブポータル 1ヶ所

（2010年10月末時点）

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/）
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×ＣＡＮＰＡＮ：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

＜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
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×ＣＡＮＰＡＮ：ブログ

■ブログで日々の活動を情報発信

ヷ行政の関係者が見ていて、障害児デイサヸビスセンタヸの委託を受けるこ
とができた。

ヷNPOのサヸビス会員が増えた。

ヷ全国規模の助成金を受け、明示することにより行政からの信頼度アップ。

ヷ行政や地元関係者から講師の依頼が来た。

ヷ新聞の福祉コヸナヸののネタ元になっている。

ヷブログでキャンペヸンの呼びかけをして、１７０のブログがキャンペヸン
参加。

ヷ他団体がブログの内容を参考にして、事業化へ。

■助成事業の事業報告も、完了から進捗報告へ

ヷ助成機関と情報共有

ヷ事業の進捗に応じて様々な支援が得られる。

73



×ＣＡＮＰＡＮ：ネット決済

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

＜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！）
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×ＣＡＮＰＡＮ：その他

•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
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×これからの情報発信
樹木は育成することのない

無数の芽を生み、
根をはり、枝や葉を拡げて

個体と種の保存にはあまりあるほどの
養分を吸収する。

樹木は、この溢れんばかりのの過剰を
使うことも、享受することもなく自然に還すが

動物はこの溢れる養分を、自由で
嬉々としたみずからの運動に使用する。

このように自然は、その初源からの生命の
無限の展開にむけての秩序を奏でている。

物質としての束縛を少しずつ断ちきり、
やがて自らの姿を自由に変えていくのである。

“デンマーク王子アウグステンブルク公にあてた

美学的なことに関する書簡第27号より一部を抜粋“

フリードリヒ・フォン・シラー

横浜／ランドマークタワー
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