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NPO支援団体・企業向けサービス

機能紹介

1. CANPAN団体情報API
CANPAN団体情報を自動的に取得し、リアルタイムでサイトに表示できる機能です。
提供するAPIを自サイトに組み込むことで利用が可能です。
団体の所在地の都道府県や分野、認証マークなどさまざまな検索条件で抽出することができます。

【活用方法】
県内の課題に取り組むNPOの情報発信として（例：おかやまシェアウェブ）
市民ファンドの運営として活用（例：みらいファンド沖縄）
県内のNPOデータベースとして（例：新潟さんかくむすび）
事業報告・活動情報発信として（例：ママプロ）

【団体情報API形式】
提供形式：CANPAN Fields WebサーバーのURLとして提供され、アクセスキーによる認証を行う
レスポンス形式：XML
文字コード：UTF-8（BOMなし）

2. 団体認証マーク
CANPANに登録されている団体に独自のマークをつける機能です。
CANPAN団体情報APIと組み合わせることで、マークを付けた団体の団体情報を取得することができます。
また、マークを付けた団体の団体ブログをRSSで抽出することも可能です。
1運営者につき、最大3種類のマークを付与することができ、団体のレベルを識別するために使用されています。



3. その他の連携機能

■ 認証団体ブログRSS

認証マークをつけた団体が発信する団体ブログの新着記事を
RSSで抽出することができます。
自サイトの団体紹介ページにこの機能を埋め込むことで、支援
団体の活動の様子を伝えることができます。

■ イベント・ボランティア情報API 

CANPANトピックスのイベントとボランティア情報を自動的に
取得し、自サイトに表示するAPIです。
このAPIでYahooボランティアと連携しています。CANPANに
登録されたイベント・ボランティア情報は自動的にYahooボラ
ンティアに表示されています。

※ 全件抽出のみとなります。
　(2014年2月現在）

■ 団体情報CSV

団体の所在地や分野、認証マークなど様々な条件で抽出した団体情報をCSVデータとしてダウンロードすることができます。基金の申
請団体のリストを作成する際に便利です。

■ 情報開示レベル

CANPAN団体情報の情報開示レベル（★マーク）を、助成プログラムの申請条件やNPO支援プログラムの申し込み条件としてご利用
いただけます。
これにより、団体の信頼性の判断材料として活用できます。

※ 情報開示レベルの詳しい内容は、別紙CANPANパンフレットまたは、CANPANヘルプをご覧ください。

主な利用目的

地域のNPOセンター、基金や助成金の運営団体
・地域の公益活動情報発信や、NPOデータベース
・市民ファンドのファンドレイジングや、ドナーへの情報開示
・助成プログラムの審査業務の電子化による効率化

テーマ団体
・加盟団体、会員団体のデータベース
・パートナー団体の情報発信、事業の活動情報の発信、広報

CSRやNPO向けーサビスを提供している企業
・NPO支援プログラム運営の受付審査業務の電子化、効率化
・支援先の情報発信
・CANPANでのマーケティングやPR
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NPO支援団体・企業向けサービス

1. 認証マーク付与 

運用事例

さまざまなNPO支援組織

認証マークを、以下のような用途で活用できます。

・NPOセンターの支援先として登録する団体に付与

・運営する基金などに応募する資格として、一定のレベル（原本確認などで情報の正確
さが確認できたなど）の団体に対して付与

・パートナー団体など、特定の団体を団体情報APIで自サイトに表示するために付与

認証マークは1運営団体につき最大３種類設定することができます。この機能を使って以
下のような団体の識別に活用できます。

・融資など、さらに特別な支援を行う場合にグレードの高いマークを付与

・助成が決定した団体にグレードの高いマークを付与

2. 募集の方法 
助成金申請の募集条件に以下の条件を追加することで、団体の情報開示を高めるととも
に、申請受付や審査業務の簡素化につながります。

・CANPANに団体登録し、情報開示レベル★3を獲得すること

・認証マークを取得すること※

・CANPANに団体登録している場合は、団体情報の記入は省略可能

※ 認証マークを募集条件としている場合は、団体情報CSV出力機能で抽出する認証団体一覧が
応募団体一覧となるため、審査に活用できます。

3. Webサイト掲載  
助成や支援の実績をWebサイトで情報公開することで、ドナーに対してのアカウンタビリティや広報を行います。

・団体情報APIで認証マーク団体の団体情報を抽出して、自サイトに掲載

・支援団体のCANPAN団体情報ページのリンクを自サイトに掲載

・認証団体ブログRSSで支援団体の活動の様子を掲載

NPOセンター
地域のNPOや市民活動を
支えるための組織や施設
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助成機関
財団や企業、政府機関等
で、助成プログラムを通
じて公益活動を支援をし
ている組織

市民ファンド
市民の寄付で、市民が運
営し、市民活動のために
助成する基金

クラウド
ファンディング
不特定多数の人からオン
ラインで資金を調達する
ためのプラットフォーム

企業CSR
人材や製品、サービスの提
供、寄付、協働、助成金な
ど、様々な手法でNPO支援
や社会課題解決に取り組む

テーマ団体
障害者、高齢者、環境な
ど特定分野の全国組織や
中央団体など

自治体
市民活動推進課やNPO室
などの担当部署の設置、
助成金、協働事業の推進
等を実施



具体例 - きょうとNPOセンターの運営サイクル

お申込み方法

■ きょうとNPOセンター

NPO支援として各種サービスを提供する際に、CANPANへ登録を促す。
登録団体を独自の基準に基づき審査・認証。信頼性を担保し、各種助成プログラムの審査で活用いただく。その実績を地域の情報と
して発信し、更なる利用を開拓する。

※「審査」「認証」に関しては、専門の認証機関である（一財）社会的認証開発推進機構と協働で実施。

■ 京都地域創造基金

募集時にきょうとNPOセンター・社会的認証開発推進機構が運営する公益活動ポータルサイトにて認証を取ることを条件とする。
その認証により審査を簡素化し助成。実績を情報発信することでドナーに対する説明責任を果たすとともに、更なるファンドレイジン
グにつなげる。

まずは電話やメールでご相談下さい。
目的や用途をお聞きし、どのような使い方が良いかのご提案や、サイトの趣旨がCANPANの趣旨とあうか等の確認をいたします。
その上で申込書の提出などの契約手続きの上、ご利用開始となります。

【ご利用条件】

・本サービスはWebサイトとの連携を目的とした団体または法人向けに提供されるサービスです。

・APIまたは認証マークの利用は有料サービスとなります。
（料金は提供するサービス内容によって異なります。お気軽にご相談下さい）

・お申込みいただいてから、約１週間程度でご利用可能です。

・お申込み手続き以前にAPI仕様書をご確認いただきたい場合は、事前の秘密保持契約（NDA）が必要です。

お問い合わせはこちらまで！
CANPANセンター　NPO支援団体・企業向けサービス窓口　吉野
TEL：03-6229-5327
MAIL：m_yoshino@canpan.jp
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活用実績
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No 目的 範囲 利用サービス 運営組織 サイト

1 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 みんみんポータル
せんだいみやぎNPOセンター http://minmin.canpan.info/

2 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 ちばのWA
ちばNPOサポートクラブ http://chibanowa.canpan.info/

3 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル とちぎコミュニティ基金 とちぎコミュニティ基金
http://www.tochicomi.org/

4 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 きょうえん
きょうとNPOセンター http://kyo-en.canpan.info/

5 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 公益財団法人 だんだん
ふるさと島根定住財団 http://shimane.canpan.info/

6 NPOセンター 市町村 認証マーク、ポータル 八王子市 ゆめおり
市民活動支援センター http://yumeori.canpan.info/

7 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 NPOkayama
岡山NPOセンター http://npokayama.canpan.info/

8 NPOセンター 市町村 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 SDF
ソーシャルデザインファンド http://sdf.canpan.info/

9 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 わかば
わかやまNPOセンター http://wakayama.canpan.info/

10 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル 特定非営利活動法人 もみじコミュニティ
ひろしまNPOセンター http://hiroshima.canpan.info/

11 NPOセンター 市町村 認証マーク、団体情報API 特定非営利活動法人 Comcom
SEIN（サイン） http://comcom.or.jp/

12 NPOセンター 県域 認証マーク、ポータル やまぐち公益ポータルネットワーク はなえる
http://yamaguchi.canpan.info/

13 NPOセンター 県域 団体情報API 大分県消費生活・男女共同参画プラザ おおいたNPO情報バンク「おんぽ」
県民活動支援室 http://www.onpo.jp/

14 情報発信 テーマ 認証マーク、団体情報API 一般社団法人 ジャパン・オンパク
ジャパン・オンパク http://japan.onpaku.jp/

15 情報発信 全国 認証マーク、団体情報API 特定非営利活動法人 チャリティプラットフォーム
チャリティプラットフォーム http://www.charity-platform.com

16 情報発信 県域 団体情報API 特定非営利活動法人 おかやまシェアウェブ
岡山NPOセンター http://okayama-share.jp/

17 基金運営 県域 団体情報API 公益財団法人 みらいファンド沖縄
みらいファンド沖縄 http://miraifund.org/

18 NPOセンター 県域 団体情報API 新潟県 さんかくむすび
NPO・地域づくり支援センター http://www.sankakumusubi.jp

19 基金運営 県域 情報開示レベル 佐賀県 http://saga-cca.jimdo.com/
市民活動団体認証推進協会

20 情報発信 テーマ 団体情報API 特定非営利活動法人 公園復興応援サイト
ダイバーシティ研究所 http://公園復興.jp/
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No 目的 範囲 利用サービス 運営組織 サイト

21 情報発信 テーマ 認証マーク、団体情報API 日本財団事業企画チーム ママの笑顔を増やすプロジェクト
http://mamapro.jp/

22 企業 全国 トピックスAPI ヤフー株式会社 Yahooボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/

23 企業 全国 情報開示レベル ChatWork株式会社 チャットワークNPO支援プログラム
http://www.chatwork.com/ja/npo/

24 情報発信 テーマ 団体情報API 日本財団預保チーム 預保納付金支援事業
http://nf-yoho.com
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