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×プロフィール

山田泰久（やまだやすひさ）

NPO法人CANPANセンター 代表理事

群馬県高崎市出身、慶應義塾大学文学部卒（フランス文学専攻）。

1996年日本財団に入会。2014年4月、日本財団からNPO法人CANPANセン
ターに出向。

日本財団とCANPANセンターが合同で実施する、市民、NPO、企業などの活

動を支援し、連携を促進することで、民間主体のより豊かな社会づくりに貢
献することを目指すソーシャルプロジェクト「日本財団CANPANプロジェクト」
の企画責任者。

主に、ＮＰＯ×情報発信、ソーシャルメディア、オンライン寄付、助成金、IT・
Web、ノウハウ、ネットワーク、出身地などの文脈でセミナー開催、セミナー
講師、プロジェクト、情報発信などを行っている。

twitter:@canpan2009 Facebook→http://www.facebook.com/yamadamay

ブログ：CANPAN講座 http://blog.canpan.info/c-koza/

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

CANPAN・NPOフォーラム http://blog.canpan.info/cpforum/
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http://www.facebook.com/yamadamay
http://blog.canpan.info/p-shop/
http://blog.canpan.info/cpforum/


×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月に財団法人日本船舶振興会から、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％）と一般・企業から

の寄付金をもとに活動



×日本財団CANPANプロジェクトとは？
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• 日本財団とNPO法人CANPANセンターが合同で実施す

る、市民、NPO、企業などの活動を支援し、連携を促進

することで、民間主体のより豊かな社会づくりに貢献す

ることを目指すソーシャルプロジェクト

• 2005年6月にCANPANサイトを開設
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CANPANについて
http://fields.canpan.info/

公益団体のための情報発信サイト

★「団体情報」と「ブログ」で情報発
信事例を学ぶ

★「助成制度」と「事業成果物」を事
業の参考に

★日本財団とNPO法人CANPANセン
ターが合同で運営

http://fields.canpan.info/


×

ガイダンス
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本講座の目的

１．ITを活用して、効率的で効果的な活動、組織運営を行う
―情報発信や広報
―活動や組織運営でのIT活用

２．自然学校だからこそのIT活用を考える

◎みなさんで一緒に考えていきましょう！

◎他の団体の良い実践を学び、真似る！
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自然学校のポテンシャル

①今までとは違う見方で見る
⇒ITツールというフィルターを使って見直してみる

②○○×自然学校
⇒自然学校と、他の分野をかけあわせる

③ネットからリアルへ
ネットだけでは満足しない人たちが確実に増えている
ネットで簡単に情報が共有される時代だからこそ、
リアルな体験へ！
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キーワード

◎情報について
・情報の伝え方
・伝えきれていない情報
・数字、文字、画像

◎人について
・ネットワーク化
・ITサービスが持っている顧客層へのアプローチ

◎IT活用について
・データの蓄積と分析
・方法化→「再現性」
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実施内容

【セッション１】インターネットを活用した情報発信
講義：情報発信ツールの整理
ワーク：情報受信の目線

【セッション２】自然学校×IT活用のアイデアワークショップ
事例紹介：最近のIT活用のトレンド
ワーク：自然学校の活動・発信のコンテンツのアイデア出し

【特別セッション】 NPOの成果志向
講義＆ワーク：自然学校の価値

【セッション３】組織運営上のIT活用
講義：顧客管理などのためのIT活用
ワーク：お互いのIT活用状況の共有
ワーク：自団体でこれから取り組みたいこと、

自然学校として進化するためのアイデア
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NPO×ITで目指すもの

参加！進化！変化！

① ITを活用して市民参加を促進する。

② ITを活用して組織マネジメントの進化を図る。

③ ITを活用して事業で社会変化を目指す。
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IT活用の4大目的

①情報発信

②ファンドレイジング

③組織マネジメント

※会計ソフト、グループウェア、社内コミュニケーションツールなど

④社会課題解決

※団体のミッションである社会課題の解決の事業そのものにITを活
用すること。

例：DAISY図書、ゴミ拾いアプリPIRIKAなど
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IT活用の傾向

• これまではそれぞれの目的に応じて、各種ツールを単体で使うと
いう時代だった

• これからはツール間の連携・連結・統合、部署間の協働、データ
の統合などを行うことが大事

• 例えば、寄付白書2013のデータでもあるようにボランティアと寄
付者の関係性などを考えれば自明の理である

• ファンドレイジングだけで捉えるのではなく、他のことも視野に入
れてファンドレイジング・ツールの活用を考えるなど
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IT導入の４つの検討ポイント

①効果

②効率化

③分析・課題抽出

④コスト
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IT導入の４つの検討ポイント

・新しいツールやサービスを導入する際には、なんのために導入す
るかをしっかり考えた上で、４つのポイントを検討する。

・すべてのポイントで満点を取る必要はない。逆に、どのポイントを
重視して導入するかを検討することが重要。

①効果

期待される効果が出るのか、それをどのように計測するか、長期的
効果と短期的効果のどちらを狙っていくのかを検討する。

②効率化

導入することで業務がどのくらい効率化されるのかを考える。
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IT導入の４つの検討ポイント

③分析・課題抽出

IT化することで今まで出来なかった分析や課題抽出が出来る。業
務の改善と、社会課題解決のヒントがIT化によって可視化される。

④

導入コスト、運営コストを考える。費用面と人材面、さらに人材につ
いてはその業務が好きかどうか、経験があるかどうかでもコストが
変わって来る。
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セッション１

インターネットを活用した

情報発信

※別紙資料
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セッション２

自然学校×IT活用のアイデア

ワークショップ

18



×

事例紹介：

最近のIT活用のトレンド

（1時間）
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×

ドローンやGoPro、Webサービス

など新しいトレンドの活用事例紹介
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映像系

ドローン
国土地理院による鬼怒川堤防決壊箇所のドローン撮影（その1）
https://www.youtube.com/watch?v=tFAnNyetBG8

GoPro

WWF / Latinstock: Animal copyrights

https://www.youtube.com/watch?v=_VGlPexpL1w

http://comm-dailyhaste.com/post-414

Google for Non-profits（You Tube、Google Earth）
https://www.google.co.jp/intl/ja/nonprofits/community/surui-tribe.html

https://www.google.co.jp/intl/ja/nonprofits/community/defense-council.html

動画アプリ・サービス
Vine、インスタグラム、Googleハングアウト
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Webサービス

ホリデー
https://haveagood.holiday/

予約サービス：Coubic (クービック)

https://coubic.com/

チケットサービス
http://peatix.com/?lang=ja

スペースマーケット
https://spacemarket.com/

airbnb

Naverまとめ
http://matome.naver.jp/

富士通 携帯フォトシステム
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/04/1-2.html

https://haveagood.holiday/
https://coubic.com/
http://peatix.com/?lang=ja
https://spacemarket.com/
http://matome.naver.jp/
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2015/04/1-2.html
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Webサービス他

今昔写真プロジェクト
http://scansnap.fujitsu.com/jp/howto/documents/casestudy/pastpresentphoto_project

.html

地域経済分析システム（RESAS（リーサス））
https://resas.go.jp/

OpenStreetMap(OSM)

https://openstreetmap.jp/

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
http://creativecommons.jp/

国勢調査
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001039448

※小地域集計

http://scansnap.fujitsu.com/jp/howto/documents/casestudy/pastpresentphoto_project.html
https://resas.go.jp/
https://openstreetmap.jp/
http://creativecommons.jp/
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001039448
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その他のキーワード

ビッグデータ、オープンデータ

ヘルス×IT

モノのインターネット（Internet of Things : IoT）

アイデアソン、ハッカソン

シビックテック



×

ワーク：
自然学校の活動・発信の
コンテンツのアイデア出し
（1時間）
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ワーク内容

最新のITを活用して、自然体験を身近に感じてもらうコンテンツや、

専門性を有するコンテンツのアイデアを考える
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特別セッション
NPOの成果志向
（自然学校の価値）
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自然学校の社会的インパクトは？

【フレームワーク】
結果（機会の提供）

↓

変化（意識変革）
↓

成果（価値の創出）
↓

影響（社会変革）

【階層】
①個人
②コミュニティ（地域／ターゲット層）
③社会全体
④自然

【資産形成】
自然学校を通じて、資産を作る（人、モノ、ノウハウ、ネットワークなど）
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セッション３
組織運営上のIT活用
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本日の内容

共有：顧客管理などのためのIT活用
→ セールスフォースなど顧客情報管理の各種サービスの強み・弱
みと、それらを有効に活用している事例紹介
→その他の活用できるITツールの紹介
データベース化すること

ワーク：お互いのIT活用状況の共有
→参加者の団体でどのようなITサービスやツールを利用しているか
を情報共有

ワーク：自団体でこれから取り組みたいこと、自然学校として進化す
るためのアイデア
→2日間の講座を通して、自団体として取り組みたいことを整理する
→ 顧客情報管理などをIT化することで自然学校を進化させるアイ
デア出しワーク
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顧客データベース

エクセル
セールスフォース
サイボウズ

【データベースの活用】
収集→分析→仮説→試行→検証
・ターゲットにあわせてメール内容をカスタマイズ
・ターゲットにあわせたアプローチ方法
・蓄積されたデータの分析（顧客分析、問題提起）
・マーケティング

【対象】
子ども、親、家族、参加者、地域、企業、スタッフ、ボランティア等
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事例共有

ホールアース自然学校の場合

【セールスフォースの事例サイト】
http://social-force.jp/

http://social-force.jp/
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ワーク：お互いのIT活用状況の共有

参加者の団体でどのようなITサービスやツールを利用しているかを
情報共有
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ワーク：これからを考える

自団体でこれから取り組みたいこと、自然学校として進化するため
のアイデア

→2日間の講座を通して、自団体として取り組みたいことを整理する

→ 顧客情報管理などをIT化することで自然学校を進化させるアイ
デアを出し合う


