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NPOの情報発信について



×
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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
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NPOの情報発信について
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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

信頼と共感

※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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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



×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！？

• ２ｃｈのようなインターネットの掲示板と、ソーシャルメ
ディアの違い

• ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏのような検索サイトで情報を探すこと
と、ソーシャルメディア上で情報を探す、ソーシャルメ
ディアで情報を得ることの違い



×
インターネット視聴率調査に見る、

ソーシャルメディアの訪問者数の動向

注 1＝mixi（参考値）は2011 年 10 月に実施した集計対象外 URL とした URL を含めずに訪問者数を推計した値
http://www.netratings.co.jp/news_release/2011/11/28/2011%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E4%B8%BB%E8%A6%81SNS%E3%8

2%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91.pdf

http://www.netratings.co.jp/news_release/2011/11/28/2011%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E4%B8%BB%E8%A6%81SNS%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91.pdf
http://www.netratings.co.jp/news_release/2011/11/28/2011%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E4%B8%BB%E8%A6%81SNS%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91.pdf
http://www.netratings.co.jp/news_release/2011/11/28/2011%E5%B9%B410%E6%9C%88%E3%81%AE%E4%B8%BB%E8%A6%81SNS%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91.pdf
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2011/09/29 [データ]

Facebookの利用者数が1,000万人を突破、ネットユーザー
の17%が利用
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公式アカウントと個人アカウント

公式サイトによる情報発信から、代表・スタッフによる個人
としての情報発信もありの時代に

NPOの個人による情報発信についてはまだ手探り

団体としてのネットワーク、個人としてのネットワーク

※知らないNPO代表より、知り合いのNPOスタッフの話しのほうが共
感できる

発信からコミュニケーション
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×

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」

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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×NPOの情報発信について
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インターネットやソーシャルメディア

好き嫌いでやるかどうかを
判断する時代は終わった

実際にやってみて、
自分たちにあうかどうかを考える

「知っている」と「やっている」の差
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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



×

４．ブログで発信！
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×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！
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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
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×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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×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
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×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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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

【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：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：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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