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１．日本財団とは？

•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。
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１．日本財団とは？

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
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１．日本財団とは？

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が必要とする情報発信力

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
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２．NPOが必要とする情報発信力

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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３．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。



活動情報

団体情報

未来過去 現在

３．インターネットの活用

ツィッター

ブログ

ユーストリーム

パンフ

チラシ

ホームページ

組み合わせて、
使うのが効果的

9
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３．インターネットの活用

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



11

３．インターネットの活用

■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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４．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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４．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6000人 ＇2010年6月時点（

上位5名 フォロー フォロワー ツイート

canpan2009 1,881 1,451 2,250 

mash_najo 1,413 1,177 2,222 

NipponZaidan 489 971 514 

hchiba 974 745 1,472 

yo_cappa 394 515 1,148 
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４．ツイッターの活用

【山田のツイッターの活用】
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４．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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４．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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４．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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４．ツイッターの活用

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
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４．ツイッターの活用

ＮＰＯのための４つの機能

具体的なアクションへ
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４．ツイッターの活用

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
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４．ツイッターの活用

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

思いや
考え

分野・
地域

他団体
情報

ブログ新着

Ｔｗｉｔｔｅｒ新着

ブログ新着
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４．ツイッターの活用

＜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
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４．ツイッターの活用

＜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
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４．ツイッターの活用

＜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
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４．ツイッターの活用

＜ 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
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４．ツイッターの活用

＜ 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


