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本日の内容
講義① 40分
・NPOの情報発信の意義と状況
・最近の情報発信事情

講義② 40分
・画面を見ながらツイッターの解説
・ツイッターをどう活用しているのか

まとめと質疑応答 40分
・グループワーク＇情報共有（
・質疑応答
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４３，６３１ と ４６，９９１

342 と 522 と 265

はじめに
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１．日本財団とは？
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３．インターネットの活用

４．ブログで発信

５．ツイッターの活用
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（参考）NPOのための「CANPAN」



×自己紹介

山田泰久＇やまだやすひさ（

・経営支援グループ 情報コミュニケーションチーム

・日本財団CANPANソーシャルメディア研究会 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、公益コミュニティサイト「CANPAN」の企画・開発、
普及・利用促進から、日本財団のWeb担当、NPOの情報発信支援に取り組
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

•2011年4月に公益財団法人日本財団に

•ボートレース（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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ボートレース場：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、ボートレースの売上げの
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/



×

２．NPOの情報発信について
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×
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NPOの情報発信について

義務のための「情報発信」から

チャンスのための「情報発信」

人が集まるところに「旗を立てる」

やらなければいけないことなら、その機会を利用して、活動
発展＇つまり社会課題の解決（のチャンスに！



×

従来の情報発信から、

「つながる」ための情報発信

・NPOが他のNPOや企業・組織とのネットワークを広げる

・NPOが参加者や支援者との関係を構築していく

見てもらうための情報発信から、

参加してもらうための情報発信

・インターネットは単なる情報発信のツールではない

・インターネットの世界だけで完結させない

⇒ソーシャルネットワークを広げるツール
13

NPOの情報発信について
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インターネットは、情報発信からコミュニケーションのため
のものへ

• ソーシャルメディアで変わったこと

①相手の話しを聞く

②伝えてもらう

③発信者が「組織」から、「組織+個人」へ

④コミュニケーションをする

• オンラインとオフライン

発信からコミュニケーション
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×発信からコミュニケーション
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イベント
やります！

面白そうRT:

イベントやり
ます！

参加します
RT:イベント
やります！

興味あり！
RT:イベント
やります！

ただ今、イベン
ト開催中！

暇だから行こう
RT:ただ今、イベ
ント開催中！

働いているNPOで
やりますRT:イベント

やります！

私も行きます
RT：暇だから行

こう

面白うそう
RT:イベント
やります！

参加します
RT:イベント
やります！

興味あり！
RT:イベント
やります！

ソーシャルメディアで変わったこと

イベント面白
かった！

混んでて大変
だった！ もっとあの話が

聞きたかった

来年も
絶対行く！



×発信からコミュニケーション
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ソーシャルメディアって！？

• 誰もが同じ場所で、それぞれ固有のIDで、それぞれが
作った情報を発信できるメディア

＇つまり、（

• Twitterで、誰もが会員登録をして、自分が考えた文章
を発信ことができる



×

セミナーで特に伝えていること

・誰もが情報発信をしている

・人が多く集まるとこに情報を出す

・「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

・情報発信は「漢方薬」

・団体情報データベースの活用＇CANPAN、Yahooボランティ
ア、自治体やNPOセンターのポータルサイト（

NPOの情報発信について
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×

インターネット社会だからこそ

検索と詮索と口コミ

情報発信と、場の設定＇ネットとリアルな場の連携（
※ネットで発信し、人を集め、ネットで関係を保つ

伝えたい人に一番伝えやすい方法で

ツールの選択と連携

NPOの情報発信について
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×

発信から関係構築へ

ソーシャルメディアで

みんなが気付いてしまったこと

NPOの情報発信について
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×

リアルタイムの情報と、

リアルな姿を伝える

リアルタイム情報は興味・関心を引き、

過去情報は信頼につながる

NPOの情報発信について
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×

体験を 体験情報に

楽しさ感と、にぎわい感

NPOの情報発信について
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×NPOの情報発信について
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2011年の災害で気づいたこと

「あの団体は情報発信をしている」ということを知ってもらっているこ
とが大事。

被災地のNPOの安否情報をブログやツイッターの更新で確認したと
いう事例もたくさんあった。

そのブログから必要な支援を訴えることができた。

これまでの情報格差 → 情報収集によるもの
これからの情報格差 → 情報発信によるもの



×

３．インターネットの活用
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×
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インターネットの活用

＜なぜインターネットなのか？＞

• 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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主なソーシャル・メディアの特徴

Twitter

• 情報を拡散する

• いろいろな人・団体がやっているので、今までとは違うネットワー
クが広がる

• 入門書を一冊読めば、操作方法は大丈夫

• あと、他の人の発信内容を参考にする＇最初は情報収集から（

Facebook

• 既にリアルに関係がある人との関係を深めるツール

• 個人で使うFacebookと、団体で使うFacebookページ
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ソーシャル・メディア

mixi

• 情報収集している人が「コミュニティ」に集まる

• そこに情報を流す

ブログ

• 過去の記事も蓄積できて、見やすいので、信頼度アップ

• じっくり詳しい内容を書くことが出来る

• ブログの新着情報をTwitterに流すことができる

• ブログでしっかり内容を書いて、それをTwitterで流す
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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

情報発信の連携

※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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ポータルサイト

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．ブログで発信！
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×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

30



×ブログで発信！

＜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。
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×ブログで発信！

＜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（。
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×ブログで発信！

＜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。
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５．ツイッターの活用
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いろいろ説明する前に

難しく考えない、不安にならない、心配しない、とりあえ
ず、やってみる！

まずは、情報収集のツールとして利用してみる

他の人がどんな情報を発信しているのかを参考にする

操作や機能については、写真がいっぱい掲載されてい
る入門書を購入して読むのが一番＇難しい機能はないの
で（

これまでとは違うネットワーク、世界が広がる
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「ソーシャルメディアの活用事例：Non-Profitな使い方」

Twitterなどのソーシャルメディアについて、個人、ビジネ

ス、ソーシャル＇社会的課題の解決（の３つの領域で積
極に活用されています。
ここでは、NPOや社会起業家など、あまり知られていな
いソーシャルな分野での活用事例をもとに、Twitterや
USTREAMなどのソーシャルメディアのさらなる可能性を
探ります。
そして、NPO的な活用方法であるネットワーク・コミュニ

ティづくりを個人のワークスタイルや地域活性化にどの
ように応用できるのかを考えましょう。
http://twitter.com/canpan2009

http://twitter.com/canpan2009


×ツイッターとは？

⇒１４０文字のミニブログ

仲間内や知り合い同士、気軽にコミュニケーションする

人が多く集まっているところで情報発信する

いろんな情報が集まっているところで情報収集する

⇒インターネットを利用したコミュニケーションツール

パソコン、ケータイ、スマートフォンなどで出来る

基本的にオープンな形でコミュニケーションされる

他のインターネットサービスと簡単に連携できる

⇒ユーザはアカウントと呼ばれている

個人でも、団体でも登録可能

実名でも、ニックネームでも登録可能
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×ツイッターとは？

⇒フォローする

気になるアカウントを登録する

登録したアカウントのつぶやきが、自分のツイッターのページに自
動的に表示される＇表示される部分をタイムラインと呼ぶ（

⇒フォローされる＇フォロワー（

自分のアカウントを登録してくれること。登録してくれた相手のことを
フォロワーと呼ぶ

相手のツイッターのページに自分の「つぶやき」が自動的に表示さ
れる
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×ツイッターとは？

⇒フォローとフォロワーの関係

フォローしたり、それを解除するのは自由

フォローすると、相手もフォローし返してくれることが多い

⇒フォローしたいアカウントを探す

アカウント＇例：@canpan2009（を教えてもらい、フォローする

フォローしている人のフォロー・フォロワーから探す

キーワード検索で、興味がある分野について積極的につぶやいて
いる人を探す

フォロワーの中から探す
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×ツイッターとは？

⇒ＲＴ、リツイート

人に教えたくなるつぶやきを自分のフォロワーに知らせる機能＇相
手のタイムラインに表示される（

フォロワーが50人しかいなくても、1万人のフォロワーがいる人がた

またまＲＴしてくれると、自分のつぶやきがより多くの人に見てもらえ
る

公式ＲＴと非公式ＲＴがある

このＲＴ機能によって、Ｔｗｉｔｔｅｒで情報が拡散する

⇒ハッシュタグ＇半角スペース+半角#+英数字（

特定のテーマについてつぶやく時に、同じテーマのつぶやきを探し
やすくするためのルール

イベントの主催者が設定したり、自然発生的に決まる

誰でも設定可能
40



×ツイッターとは？

⇒mention、＠関連

つぶやきの中にアカウント＇例：@canpan2009（を入れてつぶやくと
、相手のツイッターのページ「@関連」で表示される

ツイッター専用のメアドのようなもので、これでコミュニケーションを
行う

但し、やりとりはすべて公開されている

⇒DM、ダイレクトメッセージ

非公開で特定のアカウントにメッセージを送る方法
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×ツイッターを始める、６つのステップ

42

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



×ツイッター＇ソーシャルメディア（の特徴

• 誰でも情報発信ができる

• 今までネット上に載らなかった情報を収集することができ
る＇個人の感想・口コミなど（

• 今までにない方法で情報を収集することができる

• 参加してもらう仕組み、参加すること

• 情報の流通がこれまでとは違う

• 使い方が決まっていない、ユーザーが利用方法を考えて
いく
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×ソーシャルメディアのキーワード
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オープン＇公開（

共 有 共 感

誰でも見ることができる

個人＇公と私（

誰が発信しているか



×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（

45
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ＮＰＯのための４つの機能

ツイッターの活用

・自分、団体、分
野、社会のこと
を発信

・他の人のよい情
報を転送

・分野やNPO業界、
地域の情報を収
集

・参加者の感想や、
自団体について
の書き込みを確
認する

・団体、分野につ
いて発言してい
る人とコミュニ
ケーションする

・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
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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

ツイッターの活用

⇒参加者、理解
者、支援者、寄
付者を増やす

⇒有益な情報発
信元になる

⇒参加する、参考
にする、学ぶ

⇒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

⇒ツイッターから
リアルな出会い
に

⇒お互いに相手
の情報を拡散し
あう
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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

• 新たな情報や考え方が得られる

• あまり荒れることがない

• Twitterは自分だけではなく、フォローしている人や団体の成長なども見れるツールである。

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

• 多様な価値観の中で折り合いをつけるのが難しい

• 発信する側、受信する側それぞれのリテラシーが問われる

ツイッターの活用
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＜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

• 10個つぶやいたら、気が向いたときや時間があるときに軽くつぶやいてみる

• 無理してたくさんツイートせずに、自分のペースでツイートしよう

• マニュアルがあるわけではないので、フォローしてくれる人のリプライしてみたり、徐々になれていけ
ばいい

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（

• 自ら楽しむこと、それが共感を生み仲間をあつめることにもつながる

• 自らの活動内容の関連ニュースをツイート

• 企画をTwitterで拡散、かなり広がりが期待できる

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01＞

• 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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＜ NPOでツイッターを活用する：実践編02＞

• 信頼できる人の情報は、信頼感を持って情報に触れることができる

• フォロワーが多くても、ただの宣伝だけでなく「自分」を発信する

• 情報の伝播には情報発信者の想いや魅力が必要、共感の時代

• 実際にツイッターを介して人に出会ってみる、ダイレクトメールなどを活用

• facebookと連携させてイイネ！ボタンによって共感を数で見ることができる

• 取り上げてくれたメディアを紹介

• 違う分野のNPOの気になるツイートをRT/Replyすることによって、フォロワーに紹介するとともに、
RT/Replyされた団体のフォロワーに認知してもらうことができる

• ツイッターとブログの連動、きっかけは情報量の限定されたツイッターで関心を持ってもらい、掘り下
げた情報はブログでフォロー

ツイッターの活用
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【 山田が使用している便利なサービス】

HootSuite
複数のTwitterアカウントやFacebook、mixiをまとめて更新することができる。
情報収集や返信に便利。

Twilog＇ついろぐ（
Twitterのツイート＇つぶやき（をブログ形式で保存するサービス。登録すると、ツ
イートのログを自動的に記録し、ブログ形式で閲覧できる。

Togeｔter＇トゥギャッター（
いろいろな人のTwitterのつぶやきをまとめることのできるサービス。

ツイッターの活用
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NPOが主催するセミナーのためのツイッター活用術
【ＮＰＯセミナーツイッター術】

１．告知のつぶやきは100文字以内。非公式ＲＴでコメントをつけて周知してくれる人が案外多いので、Ｒ
Ｔしやすいように余裕のある文字数で。

２．ハッシュタグは事前に決めて、広める。できれば告知の段階からハッシュタグを設定しておいたほう
がよい。参加者もハッシュタグ付きでツイートしてくれる。

３．イベントのことを積極的にツイートしてもらうには会議の冒頭でその旨とハッシュタグをしっかり伝える。
４．ＮＰＯのツイッター活用はサッカー型がおススメ。公式アカウントを司令塔に、例えばイベント告知と

いうボールをスタッフ内でパス回しする。たまにストライカーが突拍子もないつぶやきを入れてみた
り＇笑（。

５．セミナー講師がアカウントを持っているなら、セミナー告知にアカウントを入れてつぶやく。そうすれ
ば、講師もMentionで見つけてRTしてくれる。また、参加者も事前に講師のアカウントをフォローでき
る。

６．イベントの告知は1ケ月前と1週間前、3日前、前日、当日の朝につぶやく。人は予定をしっかり決め
て行動したい人と、思いつきで行動したい人の2種類にしかないので＇ウソ（。

７．平日夜のイベントは、当日の朝＇しかも8時から9時ごろ（につぶやくと、当日予定のない人が案外参
加してくれたりする。

８．当日、スタッフでツイッターをする人にハッシュタグの使い方を再確認する。案外勘違いしていてハッ
シュタグになっていないケースがあるので。

９．セミナー中継をする時は「佐藤さん：NPOは・・・」というように、「講師名：＇発言（」という方式がわかり
やすいと思います。

ツイッターの活用
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【ＮＰＯセミナーツイッター術】その２

１０．スタッフはセミナー名、会場名、団体名で検索して、ツイッターをやっている参加者を積極的に探す。
かつ積極的に絡んでいく。ハッシュタグを使用してない時は、RTにハッシュタグを付けてしまう。

１１．講師の発表の中で出てきたWebサイトや団体のHPなどタイムリーにツイートに挟み込むとポイント
が高い。

１２．このつぶやきのような定型フォームを作って、その部分はコピペで対応すると便利。
１３．あえて講師の話しをツイートするのではなく、そこから創発された自分の考えやアイデアをつぶや

いてみるのも一興。
１４．セミナー終了後は、講師、参加された皆さんに感謝のツイート。また忘れていけないのは、セミナー

告知をRTしてくれた方々への感謝！！
１５．セミナーのつぶやきは、Togetterでしっかりまとめる。ハッシュタグ以外も会場名、イベント名、団体

名で検索してより多くの方につぶやきをまとめる。

以上、NPOがセミナーなどでツイッターを活用する15カ条をまとめてみました。何かの参考になれば幸い
です！

ツイッターの活用
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【ツイッター中継テクニック】

１．主催者に中継しても良いかを確認。主催者がツイッターをやっているとは限らない。著作権の問題が
浮上することも。

２．オフィシャルハッシュタグを確認。無い場合は作成。これも主催者に共有できるとベスト。
３．スピーカーの近くなど、音が1番良く聞こえる席に座る。中継中はほとんど画面しか見ないことになり

ます。音だけが頼り。
４．クライアントは2種類立ち上げる。これを交互に使うことで、投稿処理完了までのタイムロスを解消で

きる。私はhootsweetとデフォルトの2つを使用。
５．中継開始。とにかく聞こえてくる言葉を直接ツイッターの投稿フィールドに打ち込みはじめる。ブライ

ンドタッチの速さが物をいいます。
６．これはスピーカーの言いたいことだと思ったら、その部分を中心に文章を組み立て、速投稿。を素早

く繰り返す。
７．スピーカーの名前を最初に付けて、誰がしゃべっているかわかるようにする。
８．一回の投稿は50文字以上120文字以内。100に抑えられればなおよし。長いのも問題だが、あまり短

いと投稿回数が増えてしまい時間のロスに繋がる。
９．固有名詞や数字を出来るだけ盛り込む。そのために配布資料は必ずGETし、都度都度確認する。
１０．多尐のタイプミスや間違いは気にしない。ただし、数字と固有名詞だけは間違えないように注意。
１１．URLなどの付加情報や、自分の感想も時々盛り込めるとベスト。 #npto返信する。

以上、ツイッター中継って基本的にはノートにメモ取るのと同じ。どうせ書くなら自分だけの情報に終わら
せず、世に公開した方がイイと思いませんか？

ツイッターの活用



×ツイッターの活用

【ベンチマークすべきNPO・NGO】

エイズ孤児支援NGO・PLAS＇+門田さん（

NPO法人マドレボニータ

公益社団法人シャンティ国際ボランティア会＇+鎌倉さん（
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×ツイッターの活用

【ツイッターキャンペーン】

ツイッター募金

＇ユニリーバ東日本大震災、チューリッヒ保険東日本大震災、高島屋
ピンクリボン、DFF＇クリック募金（等（

世界の「貧しい」を半分に。MDGs2015キャンペーン＇JANIC（

世界エイズ孤児デーキャンペーン2010 「1 tweet , 1SMILE」＇PLAS（
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×ツイッターの活用

【地域・行政での活用】

Yokotter＇ヨコッター（ 秋田県横手市をTwitterで街おこし

http://yokotter.com/ #yokote

大名なう 福岡大名の街をｔｗｉｔｔｅｒで盛り上げよう

http://daimyonow.jp/ #daimyo

Kunitter＇クニッター（ 東京都国立市に関連するTwitterポータルサイト

http://kunitter.com/ #kunitachi

M-Town.info＇宮崎市中心市街地（

http://www.m-town.info/

ツイッターと政治／地方公共団体

http://politter.com/government/
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×ツイッターの活用

佐賀県武雄市

@hiwa1118

名称武雄市長日本ツイッター学会長 樋渡啓祐 現在地佐賀県武雄市

自己紹介 ４０歳。１９６９年＇昭和４４年（１１月１８日、武雄市朝日町生まれ。佐賀県武雄市長、日本ツイッター学会会
長の樋渡啓祐＇ひわたしけいすけ（です。今までの勤務地は、東京＇霞が関（、大阪高槻、沖縄。趣味は旅行、料理
、読書、音楽。延べ４０か国、旅しました。著書は、「力強い」地方づくりのための、あえて「力弱い」戦略論＇ベネッ
セ（。

＇MSN産経ニュースより（

「市役所のツイッター化」を掲げる樋渡啓祐市長＇４０（は、９月までに全職員を
サイトに登録させ、行政相談や職員同士の連絡の場として活用することを目指
している。

＇武雄市長物語＇ブログ（より（

日本ツイッター学会設立へ

http://hiwa1118.exblog.jp/11712208/
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×ツイッターの活用

千葉県千葉市
「千葉市職員のソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」

http://www.city.chiba.jp/somu/joho/joho/socilmediaguideline.html

「市長との対話会」のインターネット版として、初のツイッター版対話会を開催いたし
ましたので、結果をお知らせします。

http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shiminjichisuishin/kocho/twittermeetingresult.html

日時８月１０日＇火（ ２１：００～２２：００ 総ツイート数２６３＇市長のツイート含むすべて（

発言者＇アカウント数（７９人 テーマ「市の財政の健全化への取り組み」

@kumagai_chiba

名称熊谷俊人 現在地千葉県千葉市

自己紹介第26代千葉市長の熊谷俊人です。32歳、現時点では全国最年尐市長です。ブログをベースに情報発信をし
ていますが、Twitterはちょいネタやリアルタイムの市政アンケートを実施するために活用したいと考えています。
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×ツイッターの活用

ツイッターなどのソーシャルメディア時代を迎えて

• これまでの情報発信の仕組みが変化している

• ソーシャルメディアを前提にした、情報リテラシーが必要

• 情報発信力と情報収集力の向上

• 個人の情報発信と、“ゆるい仲間”による情報発信

• コミュニティ、祭り、ムーブメントなどの形

64



Copyright by CANPAN

×
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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」

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：団体情報データベース

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
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×ＣＡＮＰＡＮ：団体情報データベース

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

69



×ＣＡＮＰＡＮ：団体情報データベース

【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：公益ポータル

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。

自主登録による情報開示

地域 テーマ
全国

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

公益ポータル

団体情報DB

Webサイト「CANPAN」

団体
団体

団体

団体
団体

中間支援組織

情報開示支援
と

確認・承認

認証団体を
抽出
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×ＣＡＮＰＡＮ：公益ポータル

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

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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×

まとめ
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×
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今日の話しを聞いて

◇個人で考える・・・ ５分
自団体のツイッター活用を考える
・これまでやってきたこと
・これからやりたい活用方法

◇みんなで共有・・・ ２０分
３人一組になって発表＇一人３分（
・団体＆自分の紹介
・これまでの活用、これからの活用

フリーディスカッション＇１１分（

まとめ



×

お手元のA4用紙（白紙）を、半分に折って、以下のようにお
使いください。
お帰りの際にご提出ください。参考になるアイデアをTwitter
で紹介します。
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団体名

これまでの活用 これからの活用



×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尐しずつ断ちきり、
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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