
Copyright by CANPAN 

× 

情報を読み解く力 

（特）日本財団CANPAN運営事務局 

吉野 真佐代 

 

1 



× 自己紹介 

（特）日本財団CANPAN運営事務局 

吉野 真佐代 
Facebook:http://www.facebook.com/masayo.yoshino 
twitter: http://twitter.com/usagorou 
Brog: http://blog.canpan.info/usa/ 

1975年 富山県生まれ 
1998年 富山大学 地球科学科卒業後、地元のIT企業に入社 
2001年 東京のシステムインテグレーターに入社 システムエンジニア 

Webサイト・ECサイトの構築、ERPの導入 
2005年 外資系コンサルティングファームに入社 ITコンサルタント 

企業ポータルサイトを活用したワークスタイル変革、ERPを活用した業務改革 
出産・育休後、体調を崩す 

2008年 （特）CANPANセンター 
公益コミュニティサイト「CANPAN」の企画・開発、普及・利用促進 
日本財団のIT担当、NPOのWebを使った情報発信、ITを活用した業務改革に
取り組む 

仕事と愛娘（６歳）の子育てに奮闘中。 
趣味：キャンプとお菓子作り 
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× 本日お話しすること 

【ご参考】日本財団とCANPAN 

1. 情報格差社会 

2. いろいろなタイプの情報源 

3. 発信して始まる情報循環 

4. まとめと質問 

【ご参考】CANPANについて 
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普段はNPO団体向けに情報発
信のセミナーをよくやっているが 

環境学習の指導員をされている
方ということで 



× 

【ご参考】日本財団とCANPAN 
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× 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 

•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。 



× 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 



× 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 ～ 

 

 

 

 

 

【20１０年度実績：3,395事業 約226億
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 



× 

CANPANについて 

 
発信から 

情報収集ツールへ 
★「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 
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× 

「共感」「信頼」で活動実績を重ね、応援へつなげる活動応援サ

イクル 

活動応援 
サイクル 

オンライン決済ソリューション 

＜継続課金＋都度課金＞ ＜都度課金のみ＞ 
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× 

はじめに 
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× 何の数字でしょうか？ 
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42億 

４０％   5060万人 

２０％   19万人+385万人 

5060万人 日本のSNS人口。SNS

ソーシャルネットワークサービス
はブログやFBなど個人が発信す
ることができるもののこと。 
40% 日本の総人口に対る割合 
 
19万人千葉のFB人口 
385万人東京のFB人口 
20% 東京＋千葉の割合 
 
ツイッター４％ 5万人+33万人 
 
42億 総務省の総情報流通量
調査 42億メガ 1メガで新聞1年
分 
 

今までのメディアだけが情報供
給していた時代から、今は個人
が発信する情報もプラスになっ
た。 
情報爆発時代 
 



× 本日のキーワード① 

情報格差社会 
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一方に良質の情報を選択的に
豊かに享受している「情報貴族」
階層がおり、他方に良質な情報
とジャンクな情報が区別できな
い「情報難民」階層がいる。 
http://blog.tatsuru.com/2011/09
/16_1350.php 
私は37歳ですが初めて大学の
時にPCを買ってもらって初めて
触ったPCがWindows95（1995年
発売）だった。この年以降PCが

当たり前にある環境になり、そ
の中で育っている世代10代～30

代が、デジタルネイティブと呼ば
れている。ちなみにうちの6歳の
娘は生まれた時からIphoneがあ
るスマホネイティブ世代。 
 

情報リテラシーが高い人たちが
どのように情報収集をしている
かをお伝えします。 
 

※この世代には「現実の出会い
とネットでの出会いを区別しな
い」「相手の年齢や所属・肩書に
こだわらない」「情報は無料と考
える」などの特徴があると指摘さ
れ、インターネットオークションな
どでは購入にも売却にも積極的
な層である。物心ついた頃から
携帯電話やホームページ、イン
ターネットによる検索サービスに
触れてきた世代を「デジタル・ネ
イティブ第1世代」、ブログ、SNS、

動画共有サイトのようなソーシャ
ル・メディアやクラウドコンピュー
ティングを使いこなし青年期を過
ごした世代を「デジタル・ネイティ
ブ第2世代」と分類する意見[6]も
ある。 
 

http://blog.tatsuru.com/2011/09/16_1350.php
http://blog.tatsuru.com/2011/09/16_1350.php
http://blog.tatsuru.com/2011/09/16_1350.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%95%E7%94%BB%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96
http://blog.tatsuru.com/2011/09/16_1350.php


× 本日のキーワード② 

情報源にもいろいろなタイプ 
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情報爆発時代だけに、情報源も
多種多様です。検索もあればFB、
悪評高い２ちゃんねる・・・・ 

どこにどんな情報があるのか、
情報の取捨選択には、リソース
の特徴を理解して使いこなすこ
とが必要不可欠なので、この
ツールの特徴についてもお話し
します。 



× 本日のキーワード③ 

発信してはじめて始まる情報循環 
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今日はどちらかといえば情報収
集がメインのお話しですが、や
はり良質の情報を一方的に受け
取りつづけるだけという虫のい
い話はなくて、お金と一緒で情
報も発信しているところに集まる
性質があります。もちろん良い
情報発信をしていれば良い情報
があつまり、それなりしかしてな
ければそれなりの情報しか集ま
らないことになってます。 

良い情報循環を生み出すため
の情報発信についてお話ししま
す。 

http://blog.tatsuru.com/2011/09/16_1350.php


× 質問です 

みなさんはインターネットでどんな情報リソースを使っています
か？ 

どんな風に使っていますか？目的や頻度は？ 

 

ソーシャルネットワークサービス（SNS）は使っていますか？ 

まだ使っていない方は、 

SNSに対してどんなイメージを持っていますか？ 

期待することや不安なことはどんなことですか？ 
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10分 
 
前の2人が後ろ向きになって、4

人ぐらいのグループになって情
報交換して下さい。 



× 

１．情報格差社会 
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× 情報リテラシー 
情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のこと。 

「情報活用能力」や「情報活用力」、「情報を使いこなす力」とも表現する。 

したがって情報リテラシーとは、情報を主体的に選択、収集、活用、編集、発信する能
力と同時に、情報機器を使って論理的に考える能力が含まれている。 

 

情報リテラシーの日本的概念は以下のような6つの要素からなるものと考えられる。 

• 情報の発生、流通、収集、組織、利用のプロセスあるいはシステム 

• 情報を探し出し、入手するためのシステムとサービスの利用法 

• 図書館を含む多用な情報チャンネルと資源の有効性と信頼性を評価する方法 

• 自分の必要とする情報を収集し、加工し、保管するための基礎的技能 

• 成果発表の方法 

• 広く情報に関する諸問題（著作権、プライバシー、情報公開等）を理解出来る知識 
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wikipedia参照： http://ja.wikipedia.org/wiki/情報リテラシー 

情報貴族と情報難民の話をしま
したが、情報能力（情報リテラ
シー）がポイントになります。こ
の言葉の定義がこれです。ここ
にあるように、～赤字～ 



× 情報収集でもっとも大切なこと 

たとえばこんな事ありませんか？ 

• 妊娠した途端、やたらと妊婦や赤ちゃんを見かける 

• 欲しいと思ってる車とやたらすれ違う 

 

大切なのは、 

    目的意識と主体性 
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日ごろから目的意識をしっかり
もっていて主体的に情報を
キャッチしようとしていれば、自
然と必要な情報をキャッチでき
るようになるし、デマに踊らされ
ない。 
例えば、2チャンネルのような信

頼性の低い場所でも、目的が
しっかりしてれば、価値ある情報
として活用できる。学生中退問
題に取り組むニューズベリーさ
んはそこで現状を把握した。 
 

目的（自分の興味がある事）を
しっかり自覚するために、思って
るだけじゃなくて、紙に書いたり、
プロフィールに書いておくのがお
すすめ。 
その上で、 

ツールの特性を理解し主体的に
使い分ける事が情報活用の鍵
です。 
 

各ツールの特性については後
ほど詳しく説明します。 
 



× 

２．いろいろなタイプの情報源 
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× 情報の種類 
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フロー情報 ストック情報 

一定期間残しておくような情報 

• 組織情報 

• IR情報 

• 調査結果 

• 中長期計画 

• 法律など国の文章  など 

 

過去の情報、未来の情報 

 

リアルタイムに流れる情報 

• イベント情報 

• 採用情報 

• ニュース 

• 天気予報、献立 

• 日々の活動情報  など 

 

現在の情報 



× ネット上でもいろいろなタイプ 

検索とタイムライン（TL） 
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タイムライン型がソーシャルメ
ディア 
 
基本的に、 
TL型のツールはフロー情報を得
るのに適していて 

検索型はストック情報を入手す
るのに適しています。 



× ネット上にもいろんなタイプ 
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検索型 TL型 ＜検索型＞ 
口コミ（電話、メール） 
TV、ラジオ 
新聞 
本 
イベント・セミナーに参加 
ネットで検索（Googleに聞く） 
RSSリーダー 
日経やyahooのニュース 
ウィキペディア 
＜ＴＬ型＞ 
ツイッター 
FB 
ミクシー 
ライン 
ブログ 
掲示板・コミュニティサイト（2ch、
価格.com） 



× 

休憩 
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× ネット上にもいろいろなタイプ 
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検索型 TL型 それぞれの特徴を見て生きま
しょう 



× 重要な２つの質問 

問題１：特徴が似てるものを線でむすんでみましょう。 
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Facebook 
mixi 
 

口コミ 
携帯・メール 

Google検索 
RSSリーダー 
ホームページ・ブログ 
ウィキペディア 

セミナー 
本 

Webニュース 
Twitter 
２ちゃんねる 

ＴＶ・ラジオ 
新聞 

保育園生活の事はママ友に。仕
事の上司に。保険の相談は専
門の保険屋さんに。 
 
どこに誰がいるかをとらえる 
 
•FB知り合い（NPO関係とママ友） 

•ツイッター たくさんのママたち。
著名人。一般ニュース 
•2チャンネルには無職の人が多
い。2chではいじめ、悪口、不満
が見つけられる。 
 
実際にいくつか見てみましょう！ 
FB、twitter、RSS、掲示板 
 

問題２：どこにどんな人がいるかを考えてみましょう。 



× 各ツールの特徴 
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これはあくまで一般的に多いと
いうだけで、実際は使い方によ
る。 

Google検索 ピンポイントで正確な情報を
探しやすい 

フロー情報は探しにくい。オ
フィシャルな情報に偏る傾向 

Twitter リアルタイムに大量の情報を
入手可能 

信頼性の判断は個人責任。
ストック情報はほとんど無い 

Facebook 写真入のいきいきした情報
がリアルタイムで入手 

知り合いに限定した偏った情
報になりがち 

RSSリーダー 興味のある分野の最新情報
をざっと目を通せる 

HPやブログの更新情報に限
定。古いことも 

ブログ 興味のある人のフロー情報
も含めた履歴が追える 

書いた人の主観による情報。
すべてが書き手次第 

掲示板 なかなか入手できないネガ
ティブ情報が見れる 

ほとんどが匿名の情報で信
頼性は低い 

ツール 長所 短所 



× 情報の信頼性 

◆東日本大震災の時に実際に飛び交ったデマ 

 

千葉の石油会社の火災で、有害物質の雨が降る可
能性があるとの情報をもらいました。できるだけ外
出せず、雨が身体にかからないようにしてください。 

放射線被害を防ぐにはヨウ素を含んだものを口にす
ればいい。イソジンうがい薬にヨウ素が含まれてる 

○○避難所では、まったく食料が無く子供が餓死し
ています。いますぐ救援を！ 

関西電力の友人から節電のお願いが来ています。
少しでも節電して被災地を支援しましょう。 
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①事実とは大きく異なる。火災が起きたのはLP

ガスのタンクであり、燃焼により発生した大気
が人体に及ぼす影響は、あったとしても非常に
小さい。このデマは携帯電話メールで関東地
方を中心に大量に流れた。浦安市やコスモ石
油株式会社が、デマであるとして注意喚起を出
している。 

②医師が処方する「安定ヨウ素剤」には一定の
効果があるが、市販のうがい薬（デマでは商品
名「イソジン」と書かれていた）では効果がなく、
大量に飲むと身体に有害となることがある。ま
た他にも、昆布などが有効とのデマが流れてい
たが、放射線医学総合研究所は「海藻等を食
べても十分な効果はありません」と否定してい
る。 
③震災直後に、メールやTwitterで大量拡散し
たのがSOSの情報だ。上記の『餓死者』というの
は、友人からの情報としてTwitterで拡散された

のだが、避難所にいた人からの否定コメントが
出ている。 
④携帯メールやTwitterで流れたものだが、関

西電力が否定。融通可能な範囲で関東へ送電
しており、関西電力では特別に節電をお願いす
る状況ではないとしている。 
他にも 
福島で鼻血出したり吐く子が続出。とか 
最近では 
IPS細胞誤報森口氏、声優の野沢雅子死亡デ
マ・・・etc 



× デマに踊らされないためには・・・ 

デマは、善意のつもりで送られ、極端な内容になるほ
ど大量拡散される。 

 

1. とにかく再検索 

2.発言元の確認 

3.怪しいと思ったら１日待ってみる 
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１．信頼できるソースで同内容が
記載されているか。 
 

２．デマの多くが「友人から聞い
た」「関係者にこっそり教えても
らった」「情報を流すように頼ま
れた」など、発言元があやふな
情報。発信元を確認すること。 
 

発信元の信頼性＝情報の信頼
性 
 
３．SNSのデマはたいてい半日く

らいで訂正メッセージが流れ出
す。あわてて拡散に手を出す前
に怪しい時は一呼吸おくこと 



× 

休憩 
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× 

３．発信して始まる情報循環 
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× 情報発信２つのポイント 

 

☛良い情報発信をしている所に良い情報
が集まる 

～持っている人は更に与えられ、持っていない人は、持ってい
るものまでも取り上げられる～ 聖書より 

 

 

☛リアルな体験をバーチャルで探してる 
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・逆に情報発信をしていなかった
り、悪い情報発信しかしていな
いとそれなりの情報しかあつま
りにくい。 
 

・環境教育を実施されている先
生方に、個人的な要望もかねて
情報発信をしてほしいと思って
います。 

とゆうのも、田舎では自然に学
べる機会が多い環境のことが、
東京ではもとめなければ得られ
ない。 

最近では、学習塾や英語スクー
ルのサマーキャンプでも取り組
まれていて人気が高い。 

東京の子育て世代に訴求するよ
うに、もっと情報を届けてほしい。 

例えば個人的に検討中の花ま
る学習会
（http://www.hanamarugroup.jp/
yagai/index.html）雪国スクール

は人気で抽選になってる。
（http://www.hanamarugroup.jp/
yagai/winter/index.html） 

http://www.hanamarugroup.jp/yagai/index.html
http://www.hanamarugroup.jp/yagai/index.html


× 

お！と思うような情報を見つけた時にどう反応するか 

情報収集力は情報発信力から 

レベル１ 

レベル２ 

レベル３ 
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「お！これいいね！」という情報
に出くわしたときにどう反応する
かで情報収集能力が違ってくる。 
 
＜レベル3のつづき＞ 
見つけた人のSNSを定期的に

チェックしてイベントなど参加し
たりして直接会う機会があれば
参加し、あった時にいつも見てま
すと言う。タイミングを見計らって
FBやTwitterのメッセージをして
ナンパ。 

こうすることで自分より情報感度
の高い人を次々に見つけられて
時には人脈まで作れる。 

もし検索して何も見つからなくて
も、自分が日本で一番最初に見
つけた！（＝少なくとも他の人に
書かれていない）ということなの
で発信する価値がさらに高まる。 

「へーすごい！」と感心して
終り。 

 

Facebookでいいね！やシェ
アしたり、Twitterでリツイー

ト。時には感想をつけてブロ
グにアップ。 

まず検索し、情報源から信
頼性を確認。と同時に自分
より情報感度の高い人（自
分より先にそれを見つけて
いて、さらに情報発信してい
る人）が見つかるので、多様
な意見を確認。そのURLに
自分の意見も踏まえてSNS

で発信。 



× 
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情報発信用SNSの特徴 

 

• リアルに関係がある人との関係を深めるためのツール 

• 個人のネットワークを広めるのに適してる 

• 個人で使うFacebook 

• 団体で使うFacebookページ 

• みんなで使うFacebookグループ 

• 参加者の見える化Facebookイベント 

• 生活時間を意識して（タイムマネジメント） 

• いいね！コメントしやすいものを 

＜発信におすすめの情報＞ 

• 写真（スナップショット、イベント写真、舞台裏） 

• 分野の話題 

• お礼と報告、お願い（キャンペーン） 

 

相手の顔の見える発信、コミュ
ニケーション。 
実名のみ 

• 生活時間を意識して 
TL型のSNSは時間の経過でどん

どん流れていってしまうので、情
報発信する時は流す時間に気
を使う事が大切です。見る人は
それぞれライフスタイルがあって
SNSを見る時間ってゆうのがだい
たい決まってる。 

基本的に検索にはヒットしない
のでその時その人のTLに出てる
かがポイントになります。 
・いいねしやすいもの 

実名なのであんまりネガティブな
内容（例えば政府の原発対応が
アホだ）だと気軽にいいねしにく
い。イベント告知などの宣伝もそ
ればっかりだと嫌になってくる。
普段は気軽な内容でたまに重い
内容や告知を流すバランスが大
切 



× 
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情報発信用SNSの特徴 

 

• 情報収集・情報拡散するのに適してる 

• できるだけ実名で 

• 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 

• Hootsuite、ツイログ、Togetterの活用 

• タイムマネジメント 

• 団体として、公式アカウントを取得し、他のツールで発信した内容をツイッター上
で拡散する 

＜発信におすすめの情報＞ 

• 思いや考え、分野の話題へのコメント 

• イベントの情報、中継 

• コミュニケーション、お礼と報告 

• ブログの新着 

• 分野の話題 

匿名ではやはり信頼されないの
で集まる情報もその程度になり
がち。匿名率が高いので無理に
は良いがプロフィールにはしっ
かり自己紹介した方がベター。 
 
140文字の制約あり。写真は適
さない。 
 
情報拡散・情報収集に最適 
 



× 
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情報発信用SNSの特徴 

 

• 過去の記事も蓄積できて、見やすいので、信頼度アップ 

• 日時など必要な情報を流れずに伝える事ができる 

• じっくり詳しい内容を書くことが出来る 

• ブログでしっかり内容を書いて、それをTwitterやFacebookで流す 

• 活動報告に一番おすすめ 

＜発信におすすめの情報＞ 

• 日々の活動の紹介・記録・報告 

• 活動から見えてきたこと 

• 活動と思いと考え 

• 書評 

• 写真を中心にたまに「重い記事」も 

 

見た人は・・・ 
共感   ワクワク感 
信頼感 
ためになる感 
人柄が感じられる記事 
活動の今を感じる 
 
活動報告には一番おすすめ 



× 【ご参考】情報発信ツール 
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ストック情報 

フロー情報 

個人 団体 

HP 

団体 
ブログ 

facebook 
ページ 

twitter 
公式ｱｶｳﾝﾄ 

代表者 
ブログ 

TWスタッフ 
アカウント 

TW代表者 
アカウント 

facebook 
個人 

検索＆ 
知名度 

ソーシャルネットワーク 

◇ストック情報をフローへ 

◇公式サイトから 

  ソーシャルメディアへ 

◇団体の情報を個人
のネットワークへ 

スタッフ 
ブログ 



× 
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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 

ｻｰﾋﾞ
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 

【ご参考】ブログ・情報発信プラットフォーム 

※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 

Facebookﾎﾞﾀﾝ 



× 
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SNSで気を付けること 

• ふだんのコミュニケーションでOK。ただし、誤解を招きそうなことはわざ
わざ書かない。 

• 情報発信を意識した積極的な写真撮影と、事前の撮影許可の確認。 

• 他人の個人情報に気をつける（特に写真） 

• 自分の個人情報をどこまで公開するか考える 

• 公開の範囲をよく考える 

• 発言は広く公開されているということを意識する 

• 短い文章の発信なので、誤解されることもある 

• どんなツールでも人が多く集まれば悪意を持って使用する人が出てくる 

⇒インターネット、ソーシャルメディアだから、気をつけるこというより、一般
的にコミュニケーションとして気をつけること。 

 ただ、インターネットだと、広がりの規模と速さが想像以上！ 



× 

①とりあえず登録する→ やってみないとわからない 

②まずは個人としてやってみる 

③最初は情報収集から、慣れたら情報発信 

④参考になる人・団体を見つけ、いいところをまねる 

⑤試した上で自分に合うかどうかを考える 

⑥始めるのは簡単だが、効果的に活用するのは努力 

ソーシャルメディアを始める！ 
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× 活動報告はブログで！おすすめ事例 

 ヤックス自然学校 ヤックス自然学校 キャンプ日記 

http://blog.canpan.info/yacs_camp/ 

 

 特定非営利活動法人 どんぐりはうす どんぐり日記  

http://blog.canpan.info/donguri-house 

 

 特定非営利活動法人遠足計画 

遠足日和 http://blog.canpan.info/ensokukeikaku/ 

遠足文庫日記 http://blog.canpan.info/npolife/ 

遠足計画「非営利組織の広報支援プロジェクト」 
http://blog.canpan.info/ensoku2/ 

 

 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド･フォーラム 

荒川クリーンエイド･フォーラム事務局ブログ  
http://blog.canpan.info/araclean/ 
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× ブログを活用したいみなさまへ 

 

CANPANブログ白書2012のダウンロードはこちら 
http://blog.canpan.info/cpforum/archive/57 

 

CANPAN事務局が選んだおススメブログの運営者81団体を対象

にしたアンケート調査をもとに、ブログの効果的な活用方法をま
とめたものです。 

 

おススメブログの一覧も掲載しています。まずは、同じ地域、同
じ分野の団体のブログをぜひ参考にしてください。 

41 

http://blog.canpan.info/cpforum/archive/57


× 
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参考になるセミナー講師一覧 

★Web、ソーシャルメディア界隈を中心に 

 Webと寄付の導線・・・ 菅文彦さん（アース・ブレイクスルー） 

 ソーシャルメディア・・・ イケダハヤトさん（テントセン）  

 ソーシャルにかかわる国内外Web事情・・・  

                  市川裕康さん（ネットスクエアード東京） 

 寄付・ファンドレイジング・・・ 高島友和（日本財団CANPAN） 

 マーケティング・Eメール・・・ 長浜洋二さん（NPOﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研究所） 

 マーケティング・Web・・・   渡邉文隆さん（アミタグループ） 

 NPOの情報発信・・・ 山田泰久（日本財団CANPAN） 



× おまけ 

最近のITトレンド 

• スマホシフト＆地図オリエンテッド 

• ビッグデータ活用（特に環境系） 

• 働き方もタイムライン（社内SNS） 
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・CANPANが提携してるYAHOOも 
・ビックデータ事例 
日本IBMが積水ハウスとスマー

トハウス事業。電力使用量など
のデータを細かく追って消費電
力量を分析。スマートメーター
（次世代電力計）エネルギー管
理システム（ＥＭＳ） 

ＮＥＣが水供給に必要なエネル
ギーの節約の目的で、漏水検知
センサーを使った、地中に埋
まった目に見えない水道管の水
漏れを振動センサーを使って探
し出す事業 

ウェザーニュースが気象レー
ダーの情報と付近のユーザーの
レポートを分析し、ゲリラ豪雨を
事前予測。 
アイルランド海洋研究所でIBM

の支援を得て、リアルタイムで環
境データを収集しデータを提供
する海洋監視ソリューション。
様々な状況（例: 荒天の発生や

公害レベルの急上昇）の発生を
感知。 
 
・社内SNSが流行ってる 



× 

４．まとめと質問 

44 



× 
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まとめのグループワークと質問 

 

今日の話しを聞いて 

• これから個人として取り組みたいこと 

• これから団体として取り組みたいこと 

• インターネット、ソーシャルメディアについてさらに
疑問に思ったこと 

 

などを先ほどのグループになって共有してください。 

30分 
 
 
 
 

この後質問がありそうだったら
質問タイムを入れる 



× まとめ 

• 誰もが情報発信している情報爆発時代 

• 目的意識と主体性で信頼性を判断 

• 使い方は多種多様 

• どこに誰がいるか、ツールの選択 

• 良い情報は与えることでもたらされる 

• ネットの中にもルールがある 

• 臨機応変に乗り換える柔軟性 

• ネットとリアルな場の連携 

• 情報発信は「漢方薬」 

• 依存症にならない程度に・・・ 

46 

ツイッターをコミュニケーションで
使っている人もいるし使い方は
いろいろ。実際使ってみないと
しっくりくる使い方は見つからな
い 
 
 

ネットで発信し、人を集め、ネット
で関係を保つ 
 

臨機応変に乗り換えていける柔
軟性 



× 

【ご参考】CANPANについて 
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× 

【ご参考】 

CANPANについて 

 
発信から 

情報収集ツールへ 
★「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 
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× 

「共感」「信頼」で活動実績を重ね、応援へつなげる活動応援サ

イクル 

活動応援 
サイクル 

オンライン決済ソリューション 

＜継続課金＋都度課金＞ ＜都度課金のみ＞ 
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× 資金提供者が知りたい情報 

※IIHOE「2009年助成申請書の団

体基礎情報に関する、地域規
模・全国規模助成の比較調査報
告書」 

９１機関・１３３の助成
プログラム（計３３８億
円）の申請書・報告書
の「申請団体に関する
情報」の項目を集計・
分析 

• これを元に、常に約5

割以上聞かれている
項目を中心に作成し
たのがCANPAN団
体情報 

団体概要（団体名、連絡先） 

運営体制・財務状況 

設立の目的・活動実績 

50 



× 行政が求める情報 

新しい公共支援事業／標準開示フォーマット 

• 「新しい公共」の自立的な発展の促
進の ための環境整備」を進めること
とされ、平成22年度補正予算87.5

億円 

• 小さな政府の流れの元に、行政の
業務をNPOに移管していく動き 

• 財務状況を含めた透明性が求めら
れ情報開示が重要視されている 

• そこで定められたのが標準開示フォ
ーマット 

• CANPAN団体情報はリニューアルで
これに対応 
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× CANPAN団体情報の項目 
CANPAN団体情報は、主要な助成プログラムの申請書で求められる情報と、
国の定める標準開示フォーマットの項目で構成されています。 

助成プログラム 
の申請書 

標準開示
フォーマット 
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× 団体の信頼性をアピールする方法① 

情報開示レベル 

•入力量に応じて自動的
に★が増えます 

※最低限の情報を記入し
ている→★１ 

 必要な情報をほぼすべ
て記入している→★５ 

・★５がCANPANメンバー
ズの要件 

53 



× 

• この登録項目は国内助成プログラム約130の申請書フォームを元に、共
通する約8割の項目を中心に構成されています。 

 

• 登録した情報量に応じて情報開示度レベルを示す★マークや信頼性を
示す認証マークがつきます。 

 

• 団体情報は以下の構成になります。 

   ▽基礎情報・活動概要・活動実績 

   ▽財政・収支報告書・貸借対照表 

     →３年分の財務情報     →NPO会計基準書式 

   ▽組織運営・行政提出情報 

     →新しい公共支援事業「標準開示フォーマット」 

   ▽添付資料 

 

• 代表者氏名が「姓」と「名」にわけて入力する形になりました。 
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あらためてCANPANの団体情報 



× 

• 決算報告書やパンフレットなどを添付資料として登録（アップロード）しま
す。 

定款、会則、最新役員名簿、パンフレット、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 

（年度別添付資料：計3年分） 

事業報告書と事業計画書、予算書類 

 

• 書類種別で「画像」としてアップロードした場合は団体詳細ページに画像
が表示されます。 

 

• 添付可能なファイル拡張子 

   ・画像・・・GIF、JPEG、JPG、PNG （書類種別で画像を選択してください） 

   ・音楽・・・MP3、MID、WMA 

   ・ドキュメント・・・PDF、TXT、CSV、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PPT、PPTX 

   ※1ファイル10MBまで登録可能です。 
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団体情報の添付書類 

http://fields.canpan.info/help/organization7.html


× 

情報開示レベルとは、CANPANに登録されている団体の情報開示度を★〜
★★★★★で示すものです。 
 

＜情報開示レベル(★)取得の条件＞ 

下記項目のいずれかを満たすことにより、★が一つずつ取得可能となります
。 

 

 条件1：【入力項目】 最低限の登録必須項目を入力 

      【添付ファイル】 特になし 

 

 条件2：【入力項目】 条件１+下記の項目すべてを入力 

  ・最新決算総額[必須項目] 

  ・会計年度開始月[必須項目] 

  ・団体のアピールポイント 

  ・今後の活動の方向性・ビジョン 

      【添付ファイル】 特になし 
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情報開示レベル 



× 

 条件3： 【入力項目】 条件１+条件2の二つの[必須項目]を入力 

      【添付ファイル】 下記のファイルのうち、1つ以上を添付 

・パンフレット 

・決算報告書(収支報告書) 

・決算報告書(貸借対照表) 

・決算報告書(財産目録) 

・事業報告書 

  

 条件4：【入力項目】条件１+条件２+下記の項目すべて 

・その他事業の有無[必須項目] 

・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の実績 

・企業・団体との協働の実績 

・行政との協働(委託事業など)の実績 

      【添付ファイル】 条件３ 
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情報開示レベル 



× 

 条件5： 【入力項目】条件１+条件２+条件４+下記の項目すべて 

・収支報告３年分：「当期収入合計」「当期支出合計」 

・貸借対照表３年分：「資産の部合計」「負債の部合計」「当期正味財
産合計」 

※ただし、設立年月日が前々年度以降の場合は、設立以降の年度分 

【添付ファイル】条件３+下記の添付ファイルのうち、1つ以上を添付 

・当年度予算書類 

・当年度事業計画書 

・その他事業に関する資料 

 

※条件2、4で指定されている項目のいずれかが更新等により空白になる
か、 条件3、5で指定されている全添付ファイルを削除した場合、★は減
ります。 
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情報開示レベル 



× 

CANPANブログ 

 

   無料で広告がつかないブログ 

   ※広告が自動的に表示されるブログの 

     場合、趣旨に反した広告が表示され 

     てしまうリスクがある。 

 

⇒CANPANブログの詳細はサイトをご覧ください。  
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× 

ホームページに募金箱 

 
   －今風の寄付 

   －今風の寄付ツール 
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× 

インターネット寄付をご支援して３年が経ちました 

• CANPANペイメント ２００８年１２月から 
 （※2012年3月末日でサービス終了） 

 

• CANPANメンバーズ ２０１０年２月から 

 

• CANPANペイメント+  ２０１１年１０月から 
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ご利用条件はただ一つ ＣＡＮＰＡＮの団体情報に登録している 

★５団体のみに、決済ソリューションを提供 



× 

情報開示を積極的に行う団体に対して、 
オンライン決済ソリューションを提供しファンドレイジングを支援 

活動応援 
サイクル 

オンライン決済ソリューション 

＜継続課金＋都度課金＞ ＜都度課金のみ＞ 

★５の団体のみに、決済ソリューションを提供 

団体情報DB 
開示レベル ★５ 
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× 直接寄付を集めるオンライン決済ソリューション 

複雑な手続き・準備をワンストップでご提供します 

NPO、公益法人、大学
などの寄付の受け手 

 
 
 

個人寄付 

寄付を仲介する機能 
（オンライン寄付サイト） 

法人寄付 

▽寄付・会費受付けのためのカード加盟店契約を実現。 

（寄付者の明細書には団体名が記載されます。） 

 

▽PCIデータセキュリティスタンダードに準拠したカード決済処理 

 

▽ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽを利用したモール開発で、公益業界向けにカスタマイズ。 

ご相談・ご要望 

利用申込み 

ユーザーサポート 

ファンドレイザーの皆
さま 

オンライン決済ソリューション 

CANPANペイメント+ CANPANメンバーズ 
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Copyright (c) CANPAN Center All Rights Reserved.  

決済フローは月2回締めで、入金サイトは約40日 
（申込受付けから入金まで最短2０日） 

カード会社（加盟店契約） カード会社（カード発行） 

CANPANセンター 公益団体 寄付者 

決済データ処理会社、 
サーバー会社 etc 

寄付金 
寄付金－クレカ手数料 

システム 
利用料 

システム運用費 

CANPANペイメント+ CANPANメンバーズ 



× 

団体ホームページ 

団体ホームページにリンクボタンを設置 

団体別の専用ページで申込み受付 

団体別専用ページ 

会員申込みはこちら 

今すぐ寄付する 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ寄付はこちら 

CANPANペイメント+ CANPANメンバーズ 

CANPANペイメント+ CANPANメンバーズ 



× クレジットカード決済対応 

オンライン会員管理サービス 

CANPANメンバーズ 

オンライン・クレジットカード 

決済サービス 

CANPANペイメント + 

＜機能比較＞ 
会員管理 

会員申込みページ  ○  ― 

会員申込みページ（携帯電話対応） ○（＊） 

会員専用ページ（マイページ） ○ ― 

継続課金 

月会費 ○  ― 

年会費 ○ ― 

入会金設定 ○（＊） ― 

年会費/開始月設定 
（年度ごと、または入会月より１年の選択） 

○（＊） ― 

管理画面 

品目登録 ○ ○（＊＊） 

品目並べ替え/表示・非表示選択 ○（＊） ○（＊＊） 

会員名簿管理 ○ ― 

会員情報データダウンロード ○ ― 

支払い・入金管理 ○  ○（＊＊） 

支払者データダウンロード ○ ○（＊＊） 

売上実績表 ○  ○（＊＊） 

会員情報の更新通知 ○  ― 

会員コミュニケーション 

メールマガジン配信機能  ○  ― 

PDFアップロード機能 ○ ― 

アンケート機能 ○ ― 

オンライン寄付 

入力必須項目  名前・住所・電話・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 名前・住所・電話・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（＊＊） 

寄付申込み確認 管理画面、通知メール 管理画面、通知メール 

携帯電話対応 ○ ○ 

ブログパーツ  ○  ○  

団体専用問合せフォーム ○ ○（＊＊） 

決済処理画面 

決済額・処理件数確認 ○（＊） ○（＊＊） 

（＊）メンバーズ追加機能  （＊＊）ペイメント＋新機能 



× クレジットカード決済対応 

オンライン会員管理サービス 

CANPANメンバーズ 

オンライン・クレジットカード 

決済サービス 

CANPANペイメント + 

  

＜利用条件＞   

申込み資格 CANPAN団体情報DB 開示レベル★５   
カード加盟店審査 有   

最低利用期間 3ヶ月 1年   

決済対象品目 
寄付金、会費 

決済金額制限：下限･･･無し  上限･･･寄付金無し、会費は４万円 
  

 

＜費用＞ 
  

初期費用 ０円 ０円   
月額基本料 3,990円（登録会員数500名まで *１） 

契約時に月額基本料の算定基準月を設定。毎年、基準月の登

録会員数を基に、月額基本料を更新。 

1,050円 

  

手数料 

（5%） 

 カード手数料 
決済額の3.2% 

（カード会社からの入金時に差し引かれます） 
  

システム利用料 決済額の1.8％   

トランザクション処理料 
10.5円／件 

（申込・キャンセル・更新時） 
  

口座追加料（オプション） 
※審査は不要 

口座ごとに月額基本料（3,990円/月）・手数

料・トランザクション処理料がかかります。 

口座ごとに、初年度は21,000円、2年目以降は

12,600円／年と、手数料・トランザクション処理

料がかかります。 

  

＜その他＞   

入金サイト 

１１日～２５日売上  → 翌月15日お振込み 

２６日～翌１０日売上 → 月末お振込み 
【売上確定処理について】 

・都度決済：即日売上確定処理 ・継続決済：翌月１０日売上確定処理 

  

＜継続・利用停止について＞   

利用停止（データ保存） 口座維持費用 1,050円／月 

解約（データ消去） － 

※サービス利用停止、再開、解約の場合には書面にて申請が必要となりますのでCANPANセンターまでお問い合わせください。 

※解約後、再度サービスのご利用を希望される場合は、再開手続き費用として12,600円がかかります。 

※価格は税込み表示です。 



× 最後に・・・ 

心の中に蒔かれた思いという種のすべてが、それ自
身と同種のものを生み出します。 

それは遅かれ早かれ、行いとして花開き、やがては環
境という実を結ぶことになります。 

良い思いは良い実を結び、悪い思いは悪い実を結び
ます。 
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