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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/

2



×自己紹介＇日本財団について（
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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（ボヸトレヸス）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。



×自己紹介＇日本財団について（
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舟券購入者

競艇場でレヸス開催

全国24ヵ所

施行者

全国113地方自治体

舟券購入

競艇の売上金の流れ

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



×自己紹介＇日本財団について（
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競艇場：２４ヶ所 場外売り場：４２ヶ所

全国の競艇場



×自己紹介＇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2.5%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



×自己紹介＇CANPAN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）＋Ｐａｎａｃｅａ
（万能薬）
→ＣＡＮＰＡＮ（なんでもできる）

http://canpan.info/



×

ここから、本日のセミナヸです！
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×目次
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１．中間支援的ツイッタヸの活用

（NPO向けセミナヸ資料）

２．ソヸシャルメディア

３．NPOが必要とする情報発信力

４．ツイッタヸの活用



×

１．中間支援的ツイッタヸ活用

自ら使うために

支援する組織に使ってもらうために
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×中間支援組織にとってのインターネット
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①ＮＰＯに関する情報量を増やす
• 発信者を増やす
• 情報をコピペ＇転送・転載（する

②人が一番集まっているところに『ＮＰＯの旗を立てる』
• Twitter、mixi、Facebook、地域SNS

③「トリプルメディア＋１」が基本
• 自社メディア、他社メディア、ソーシャルメディア
• NPOポータルサイト＇全国規模のＤＢ、行政・センターのＤＢ（

④「伝える情報発信」から、「伝えてもらう情報発信」へ



×中間支援組織にとってのインターネット
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• 中間支援組織としてインターネットをどう使うか？
⇒自ら活動団体として、支援者として

• 情報発信を支援する者として重要なこと
⇒「知っている」と「やっている」の差

• 支援を行うとともに、情報発信のハブとなる
⇒地域のNPOが発信した情報を、他に流す中心に
⇒自身の発信力がパワーアップ



×ツイッターとは？
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• 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

• 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！

• 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



×ツイッターを分析
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地域

テーマ
・考え
・ノウハウ
・知識

日常
・行動
・状態
・感動

ツイートの分析

挨拶／コミュニケーション

①友人・・・ よく知っている

②知人・・・ 会ったことがある

③ツイート興味
・地域 ・テーマ ・人物

④ビジネス

フォローの分析



×ツイッターを分析
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軸の転換

@ usagorou

名 称 吉野真佐代

位置情報 東京(虎ノ門),出身は富山県

自己紹介 CANPANセンターでNPOの情

報発信活性化を担当。前職
はWebコンサルタントで企業
のWebサイトを手掛ける。とっ

てもやさしい４歳の娘を持つ
ワーキングマザー。育児を満
喫しながら楽しく働きつづける
ワークライフバランスを実現し
たい。NPO/WEBマーケティン
グ/iphone/ワークライフバラン
ス/育児/教育/女性のキャリ
ア

@ usagorou

NPO
関係者

ﾜｰｷﾝｸﾞ
ﾏｻﾞｰ

Web系
ﾜｰｶｰ

NPOの話題子育てのこと

ITセミナー新しい公共

ﾜｰｷﾝｸﾞﾏｻﾞｰWebノウハウ

http://twitter.com/account/profile_image/usagorou?hreflang=ja


×ツイッターを始める、６つのステップ
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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



×ツイッターを始める、５つのツイート
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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



×
中間支援組織の
おススメのツイッターアカウント

@ npodosanko

名称北海道地域公益ポータルサイト「どさんこ」 位置情報札幌市東区

自己紹介道内でがんばる団体の情報を全国へ発信！ 北海道地域公益ポータルサイト「どさんこ」を
2010年2月1日に開設しました。「どさんこ」は日本財団CANPANの協力を得て、特定非営利活動法人
北海道NPOサポートセンターが運営しています。

@ minmin_npo

名称せんだい・みやぎNPOセンター 位置情報仙台市青葉区大町

自己紹介特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンターの非公式アカウントです。公式を目指し
ます。

@ kodomofund

名称認定NPO法人神奈川子ども未来ファンド 位置情報神奈川県

自己紹介子ども・若者の育ち、子育てを社会で応援するための市民基金です。お預かりした寄付金を、

子ども達の気持ちに寄り添い、ほっとできる場を提供する神奈川県内の地域の居場所を支え充実さ
せる資金としてお届けしています。

18

http://twitter.com/account/profile_image/minmin_npo?hreflang=ja
http://twitter.com/account/profile_image/npodosanko?hreflang=ja
http://twitter.com/account/profile_image/kodomofund?hreflang=ja


×
中間支援組織の
おススメのツイッターアカウント

@ NPOWEB

名称シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 位置情報 tokyo 歌舞伎町

自己紹介シーズのミッション！◆市民がもっと力を持てるように◆市民活動を支える制度をつくり、人々
の“社会を変える力”を強くする。◆これまでNPO法や認定NPO法人制度をつくって、メンテナンスし
てきました。◆2010年はNPO法人の会計基準づくり、税制改正に特に力をいれています！

@ NipponZaidan

名称日本財団 位置情報東京都港区赤坂と日本全国、世界各地！

自己紹介 「日本財団」公式アカウント。国内外で福祉や教育、NPO支援、海洋、国際協力など様々な社
会貢献活動に取り組んでいます。事業やイベント情報、ブログ、YouTubeの更新情報をツイート。皆
さんとの共感のコミュニケーションを目指します。
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https://twitter.com/account/profile_image/NipponZaidan?hreflang=ja
http://twitter.com/account/profile_image/NPOWEB?hreflang=ja


×
中間支援組織関係者の
おススメのツイッターアカウント

@ tat2180

名称イシハラタツヤ 位置情報岡山県岡山市

自己紹介岡山NPOセンター＇岡山（と遠足計画＇鳥取（の２つのNPOに所属。デザインしたり、コピーを書
いたりが好きなNPOにんげん。

@ DanDanGN

名称オオエ(島根)モトヒロ 位置情報島根県松江市，山陰，山口県

自己紹介島根県松江市在住。中間支援組織、テルサ3F。社会貢献支援担当。ＮＰＯの情報発信なども
支援。でもほとんど独自のシュミの世界。iPhone・プラモ・マンガ・ロック・うどん・くだらなさすぎておも
しろいもの etc.基本的にフォロー返し派。山口県光市出身。

@ hanaeru_odoi

名称於土井 豊昭(odoi toyoaki) 位置情報山口県防府市

自己紹介ＮＰＯ法人市民活動さぽーとねっと代表理事です。指定管理者として、ルルサス防府内の防

府市地域協働支援センター、防府市市民活動支援センターを管理運営しています。市民活動を応
援する中間支援組織として、様々な団体や機関等と連携を図りながら活動を進めています。
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http://twitter.com/account/profile_image/tat2180?hreflang=ja
http://twitter.com/account/profile_image/DandanGN?hreflang=ja
http://twitter.com/account/profile_image/hanaeru_odoi?hreflang=ja


×

２．ソヸシャルヷメディア
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×本日のセミナーの趣旨
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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


×ソーシャルメディアに関する流れ
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• 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

• 新しいプラットフォームの出現
• 「土地勘」
• 国内のツイッターのユーザ数が1000万人を超えた
• アメリカではツイッターよりFacebook

• ソーシャル・メディア・マーケティング

• 自社メディア・他社メディア・ソーシャルメディアのトリプ
ルメディア

• ソーシャルグラフ
• 「検索」から「友人のコメント」へ



×インターネットの活用
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情報を収集したり、動画を見たり、買い物をしたり

情報を発信したり、動画を
見せたり、モノを売ったり

リアルの人間関係のコミュ
ニケーションの補完

ネット上の人間関係のコ
ミュニケーションの構築

人が集まるところ／濃密なコミュニケーションがあるところ



×ツイッターをやってみる

25



×ツイッターをやってみる
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あなた



×ツイッターをやってみる
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×ツイッターをやってみる
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×ツイッターを一言で・・・
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×ツイッターとは？

ツイッター

⇒１４０文字のミニブログ

⇒インターネットを利用したコミュニケーションツール

⇒フォローとフォロワーの関係

⇒公開された形で、コミュニケーション

⇒気になる「つぶやき」を他の人にお知らせできる＇ＲＴ（

⇒いろいろなインターネットサービスと連動

使い方は決まっていない！
人によって使い方はいろいろ！

だから、使ってみないとよくわからない！？
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×ツイッターの特徴＇山田的分析（

出会いと行動の促進ツール

【出会い】

• 人、組織、モノ、地域、イベント、出来事、想い、感動、共
感、仲間など

【行動】

• 参加、購入、旅行、訪問、面談、応援、寄付など
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×出会い

せっかくの機会なので、お隣り、もしくは前後の方と自己紹
介しましょう。

普段やっている自己紹介の他に、以下のことも付け加えて
ください。

• 興味をもっていること

• このセミナーに参加したきっかけや理由

• ソーシャルメディアの活用状況
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×人はどうして知り合いになれるのか？

Ａさん Ｂさん

何か共通するものがある。
・出会いの場

・共有できる何か

Ｃさん

知り合いの
知り合いは安心
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×人はどうして知り合いになれるのか？

• このような出会いがネット上で起きているのが、ツイッタ
ーなどのソーシャルメディア

• 最初は実際に知っている人との関係から始まる。その次
に知り合いの知り合いにと、ネットワークが広がる。

• 情報リテラシーが高まると、知り合いの知り合いでなくて
も、信頼出来るかどうかの判断が出来てくる。
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×

35

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



×ソーシャルメディアの状況

ソーシャルメディア 革命２ (Social Media Revolution 2 日
本語版)

⇒世界的＇特にアメリカ（に見たソーシャルメディアの傾向
や統計データをわかりやすくまとめた映像

http://www.youtube.com/watch?v=IV3CjtZRwEk

ソーシャルメディアの未来

⇒孫泰蔵氏のプレゼン資料＇ソーシャルウェブ（

http://www.slideshare.net/takashi_ohmoto/the-future-
ofsocialmedia
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http://www.youtube.com/watch?v=IV3CjtZRwEk
http://www.slideshare.net/takashi_ohmoto/the-future-ofsocialmedia
http://www.slideshare.net/takashi_ohmoto/the-future-ofsocialmedia
http://www.slideshare.net/takashi_ohmoto/the-future-ofsocialmedia
http://www.slideshare.net/takashi_ohmoto/the-future-ofsocialmedia
http://www.slideshare.net/takashi_ohmoto/the-future-ofsocialmedia


×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特徴

• Social by Social～社会的インパクトを起こすためのソー
シャルメディアの活用＇@SocialCompany（

• 伝える情報発信から、伝えてもらう情報発信へ＇
@IHayato（

• ソーシャルメディアは人の心にドライブをかけることがで
きる

• 「知っている」から「している」へ＇@eshintaro（
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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（
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×ツイッターに対する疑問

• どれだけ時間をかけているか？

⇒目的に応じて、すきま時間、決まった時間、見た時だけ

発信３：収集７ or 発信７：収集３！？

• 炎上しないのか？ 荒れないのか？

⇒リアルな人間関係と同じ感覚で、常識の範囲で発信すればあま
り起こらない。

⇒起こっても、すぐに情報が流れてしまう＇リアルタイム性、いいとこ
ろでも、悪いところでもある（

⇒見たくないツイートのアカウントはフォローしない。

⇒発言する人は、他のフォロワーを意識して発言するのでそれほど
荒れる印象はない。
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×
ソーシャルメディアを理解するための
おススメのツイッターアカウント

@SocialCompany

名称 Hiroyasu Ichikawa 現在地 Tokyo / Kawasaki Web http://www.social...

自己紹介市川裕康 (株)ソーシャルカンパニー代表|ソーシャルメディアコンサルタント|*講談
社現代ビジネス「ソーシャルビジネス最前線」執筆中 http://bit.ly/9XJvh3 |翻訳書『魂を
売らずに成功する』@52rules |ネットスクエアード東京@net2tokyo 代表|70年浜松生ま
れ

@IHayato

名称イケダハヤト 現在地日本橋人形町在住、横浜出身 Web http://www.ikedah...

自己紹介個人と組織のソーシャルウェブ活用を支援中。講談社現代ビジネス「ソーシャライ
ズ！」で執筆中。プロボノ中。複雑で不自然な世を幸せに生きるべく邁進中。#1pfsc実施
中。ノマドの精神。Less is more。86世代。マッチョじゃなくても幸せになれる世界を。トライ
バルメディアハウス所属。
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http://www.socialcompany.org/
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×
ソーシャルメディアを理解するための
おススメのツイッターアカウント

@himanainu_kawai

名称ヒマナイヌのカワイ 現在地いろんなところ Web http://amzn.to/9F...

自己紹介ネットパーソナリティ。うっかりつぶやき、ちゃっかりRT。更新多いけど役に立つこと
もあるかもしれないよ！連絡先：101-0021 千代田区外神田6-11-14 アーツ千代田 3331-
311D / kawai@himanainu.jp

@eshintaro

名称江口晋太朗eguchi shintaro 現在地日本、東京、中目黒 Web http://www.eshint...

自己紹介 1984,August.福岡出身。元陸上自衛官。編集、企画、ディレクター、地域活性事業
、マーケ、ソーシャルメディア教育など。84ism副編集長。連絡は080-4057-5885 
eguchishintaro@gmail.comまで。 Ustreamやtwitterでライブ中継もしてます。ヒマナイヌゴ
ールドメンバー。
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http://amzn.to/9FEz4L
http://www.eshintaro.jp/blog/


×

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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×NPOが必要とする情報発信力

45

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

ミッションを達成するために、「情報」を
どのように活用するか

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
「情報」を活用して、出来ないか

人知れず、ひっそりと活動を行うだけ
では、社会的課題が認識されずに終
わってしまう

個々のＮＰＯ ＮＰＯ全体

ミッションを達成する組織として、組織
の信用性を高める必要がある

• 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
• 支援を受ける前の説明責任と、支援を受けた後の説明責任



×NPOが必要とする情報発信力

NPOの情報発信の役割

46

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

伝える手法は？



×
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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

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

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（

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こと。
ネット上の情報発信方法を知ること。
名簿管理をしっかり行うこと。

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
お金をかけずに出来る方法を探す
住所、メールアドレスの管理は必須

NPOが必要とする情報発信力



×

４．ツイッタヸの活用
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×
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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

【日本財団のツイッターの活用】

日本財団・ＣＡＮＰＡＮ関係者でツイッターの利用者 約30名

※日本財団関係者のフォロワーで約12,608人 ＇2010年10月時点（

上位5名 フォロー フォロワー ツイート

canpan2009 2,464 2,389 4,797 

mash_najo 1,941 1,740 3,570 

NipponZaidan 1,337 1,919 1,238 

hchiba 1,198 965 2,235 

yo_cappa 480 791 2,031 
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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５３３団体をリスト化。
⇒99名がこのリストをフォロー。
https://twitter.com/canpan2009/social-account

https://twitter.com/canpan2009/social-account02

※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/

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

伝えてもらう情報発信
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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

※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
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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



×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
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×ツイッターの活用

ソーシャルメディアの歩き方

• 誰かが企画したものに積極的に参加する

• 自ら、企画を仕掛ける

• ソーシャルメディア上のプラットフォームを利用する

• ネットワーク作りとコミュニケーションを意識する

• オンラインからオフラインへ、その境界を意識せず行動
する
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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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×

本日はありがとうございました！
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