
 

国内の NPO 等のデータベース                                                      （12 月 2 日現在） 
 NPO ポータルサイト 

 
NPO 法人データベース

NPO ヒロバ 
公益コミュニティサイト

CANPAN 
NPORT

URL https://www.npo-homepage.go.jp/
portalsite.html 

http://www.npo-hiroba.or.jp/ https://canpan.info/dantai_list_vie
w.do 

http://www.nport.org/index.php?p
=NPORTPage 

運営主体 内閣府 日本 NPO センター 日本財団 NPO サポートセンター
登録数 41,171 件 38,536 件 8,635 件 19,449 件

目的 情報公開を通じた市民の選択・監視
を前提とした制度となっているこ
とから、市民に NPO 法人の情報を
提供する。 

NPO 法人等の市民活動の現状を誰
もが理解できるようすることで民間
非営利セクター全体の発展に寄与す
る。また、WEB サイトを持たない
NPO に無料で情報発信してもらう。
全ての NPO 法人を網羅。 

社会的な活動をする団体に対し、情
報の透明化を進めるとともに、そう
した団体に資源が回る仕組みを用意
することで、社会的な活動を促進す
る。（網羅的なデータベースは、目指
していない。） 

NPO が自ら情報発信、情報交換、相
互交流する場。社会的資源（支援）
を集約することで、NPO セクター全
体が強くなること。 

運用開始 平成 18 年 6 月 平成 12 年 10 月 平成 17 年 6 月 平成 12 年

対象団体 NPO 法人 NPO 法人 公益法人、NPO 法人、企業、任意団
体等、社会的活動を行う団体であれ
ば、登録可。 

ＮＰＯ法人のほか、海外の NPO、市
民活動団体、助成財団などの非営利
団体。 

登録情報
（詳細は
別紙） 

NPO 法人の設立時や事業報告で求
められる基本的な情報。 

日本 NPO センターが入力する基本
情報と、団体自ら入力する自主公開
情報がある。 

公開している情報内容に応じて、情
報公開レベルを★1 つ～５つで表
示。全国 133 の助成プログラムの申
請項目を参考に項目を設定。 

他のプラットフォームにない機能と
して、求人情報の掲載ができる。求
人情報へのアクセスが多い。 

費用負担
主体 

内閣府（市民活動促進経費） 日本 NPO センター（自己資金）
サーバを借り受けている NTT コミ
ュニケーションズから寄付を受けて
いる。 

日本財団（調査研究費）
CANPAN を活用して、インターネ
ット申請やクレジット決済などの機
能の拡張を図っているが、それらの
一部で手数料を徴収している。 

NPO サポートセンター（自己資金） 
ただし、システムの改修は、JKA や
経産省の助成金を活用した。 

データ入
力主体 

各所轄庁で法人情報を入力 日本 NPO センター（基本情報）
登録団体自ら（自主公開情報、公開
詳細情報） 

登録団体自ら 登録団体自ら
（初めの登録だけ NPO サポートセ
ンターが行う。） 

その他の
特徴 

全ての NPO 法人を網羅。 基本情報については、四半期ごとに、
新たに認証・解散された NPO 法人
を対象として各所轄庁の公開情報を
入力。自主公開情報と公開詳細情報
については、NPO が自ら入力し、更
新できる。公開詳細情報は、日本
NPO センターの会員のみが入力で
きる。２地域の NPO 支援センター
がデータベースを活用し、連携サイ
トを運用している。 

団体登録するとブログ機能が利用で
きる。地域の中間支援組織がデータ
ベースとブログを活用し、地域版の
情報発信も可能。（現在、14 地域で
採用） 
開示レベル★５つでクレジットカー
ドによる寄付決済機能「CANPAN 
PAYMENT 」 と 会 費 決 済 機 能
「CANPAN MEMBERS」が利用で
きる。 

・NPO 職員、インターン、ボランテ
ィア等、各種求人情報の掲載（掲示
板機能）。 
･求人関連情報ページへのアクセス
が多い。 
・NPO が自ら入力･更新できる。 
・GIS（地理情報システム）機能を
搭載しており、地図上で NPO の分
布や所在地を確認できる。 

※この他、大阪大学の山内ゼミが「NPO 法人財務データベース」を作成している。平成 21 年度調査では、内閣府と 16 都府県の所轄している NPO 法人 14,098 団
体を調査。http://npodb2.osipp.osaka-u.ac.jp/db.html 

国内外の NPO 等のデータベース・寄附サイト等 

参考資料３ 



 

国内の主な寄附サイト                                                          （12 月 2 日現在） 
 GiveOne（ギブワン） イーココロ！ チャリティ・プラットフォーム

 
JustGiving Japan 

URL http://www.giveone.net http://www.ekokoro.jp/ http://www2.charity-platform.com/
navi_search.php 

http://justgiving.jp/

運営主体 NPO 法人パブリックリソースセン
ター 

ユナイテッドピープル株式会社 NPO 法人チャリティ･プラットフォ
ーム 

一般財団法人ジャスト・ギビング・
ジャパン 

登録数 119 団体、174 プロジェクト 134 団体 166 団体 284 団体

特徴 団体、プロジェクトでの検索。同シ
ステムを ASP（アプリケーショ
ン・サービス・プロバイダー）シス
テムとして企業に提供し、従業員・
顧客参加型の寄附システムに援用。

クリック募金、ショッピング募金な
ど多様な仕組み。 

独自の審査基準を満たした団体のみ
を掲載。 

市民ファンドレイザー型

寄付決済
手段 

クレジットカード、ジャパンネット
銀行 

クレジットカード募金
クリック募金：スポンサーとなって
いる企業からの寄附。 
ショッピング募金：通販会社から買
い物額の一定割合の寄附。 
アクション募金：資料請求等で企業
から一定額の寄附。 

クレジットカード、ネットバンキン
グ 

クレジットカード、ネットバンキン
グ 

運用開始 平成 13 年（「ガンバ NPO」として） 平成 15 年 5 月 平成 19 年 12 月 平成 22 年 3 月

寄附対象
団体 

毎年 1 回、GiveOne 運営評議会に
よる GiveOne 審査基準に従って、
新規団体の審査を行っている。安心
して応援できる団体を登録するた
めに、審査対象団体を、①推薦方式
と、 ②公開情報によるスクリーニ
ングの、２つの方法により選んで応
募のお声がけをしている。 

イーココロ！事務局による審査。
審査期間中に極力面談している。 
 

独自の審査基準を満たす団体。（書類
審査の他、面談による多面的な審査
を行っている。約 100 項目の審査項
目） 
NPO の事務所を訪問し、ヒアリング
を行った上で、確かな団体だけを掲
載。 

ウェブ上で財務情報を公開できる非
営利団体 

運営資金 NPO からの手数料 
一般からの寄付 

サイトの広告収入
NPO の新規登録料金（6,300 円） 
 

寄付の手数料（10％）
一般からの寄付 

NPO からのシステム使用料（10％） 
一般からの寄付 

登録情報 団体概要、プロジェクト情報、活動
レポート、NPO からのお知らせ 

団体概要、財務情報、口コミ、代表
者メッセージ、活動レポート 

代表者メッセージ、インターン・ボ
ランティア受入情報も掲載可能。 

団体概要（詳細は情報提供元、ある
いは団体ホームページへリンク） 

 



 

英国の NPO 等のデータベースサイト・寄附サイト                                                （12 月 2 日現在） 
 データベース 寄附サイト

Charity Commission GuideStar UK CharitiesDirect
.com 

JustGiving Virgin Money 
Giving 

Charity Giving The Big Give Global Giving UK 

URL http://www.charity-co
mmission.gov.uk/ 

http://www.guidestar.
org.uk/Default.aspx 

http://www.charitie
sdirect.com/ 

http://www.justgivi
ng.com/ 

http://uk.virginmo
neygiving.com/givi
ng/ 

http://www.charity
giving.co.uk/ 

http://www.thebigg
ive.org.uk/ 

http://www.globalg
iving.co.uk/ 

運営主体 Charity Commission 
of England and 
Wales 

Directory of Social 
Change（中小慈善団
体を支援する団体） 

Wilmington 
Publishing & 
Information Ltd  
（The Wilmington 
Group PLC.） 

JustGiving Virgin Money 
Giving Limited
（Virgin Group） 

the Dove Trust The Big Give Global Giving UK 

登録数 180,874 団体
（ main charities 
160,215 & 助成団体
等 20,659） 

163,000 団体 
 

162,976 団体
 

7,000 団体以上 （不明） （不明） 6,269 プロジェクト
7,337 団体 

402 プロジェクト 

特徴 25,000 ポンド以上の
収入の慈善団体（2009
年 3 月までは、10,000
ポンド以上） 
財務概要がグラフ化
される。 

Charity Commission
に登録された main 
charities とその他の
ボランティア組織。 
 

慈善団体と非営利
団体（大学等の教育
団体も含む） 
慈善団体と慈善団
体アドバイザーが
登録されている。 

（市民ファンドレイザー） （プロジェクト紹介） 
英国最大の寄附サ
イト。 

多くのイベントが
登録されている。 

手数料が安い。Gift 
Aid でない寄付の場
合、手数料ゼロ。 
団体の物品販売ペ
ージもある。 

プロジェクトと団
体のどちらの検索
にも対応。 

いくらで何ができ
るのか例示されて
いる（例「15 ポンド
でケニアにソーラ
ークッカー１つ」）。 

寄 付 決 済
手段 

― ― ― クレジットカード クレジットカード クレジットカード、
デビットカード、
CAF*、小切手等 

クレジットカード クレジットカード、
paypal、CAF*、小
切手 

表示情報 財務、連絡先･理事、
体制。 

団体概要、活動、組織、
財務（それぞれ、詳細
な情報の掲載、ファイ
ルのアップロードが
可能） 

団体概要、財務概要 団体概要のみ 団体概要のみ ファンドレイザー
の紹介のみ。 
（団体は、本サイト
内に団体紹介ペー
ジを作成できる。）

プロジェクトの概
要、目的、予算等 
（ 団 体 情 報 は 、
Charity 
Commission にリン
ク） 

プロジェクト内容、
活動地域、活動テー
マ、写真、団体概要 

運営資金 政府予算 （不明） 
研究所や助成団体へ
の情報提供には課金。

（不明） 寄付額（Gift Aid も
含む）の 5％の手数
料。 
団体の登録料が年
間 211.5 ポンド。 

寄付額の 2％の手数
料。 
団体の初期登録料
117.5 ポンド。 

Gift Aid された寄付
額の 4％ 
 

the Reed 
Foundation からの
助成 

寄付額の 10％の手

数料 
 

デ ー タ 入
力主体 

団体自らが更新。 団体自らが更新。 （不明） （運営主体と思わ
れる） 

運営主体 団体紹介ページは
団体自ら。 

団体自ら更新。 （運営主体と思わ
れる） 

その他 イングランド、ウェー
ルズの団体が対象。 

イングランド、ウェー
ルズの団体が対象。 

2003 年設立。 

2003 年設立。

US 版、日本版もあ

る。 
 

 （2006 年の財務諸
表は赤字、2007 年
以降の公開なし） 

US にもある。 

＊CAF：Charities Aid Foundation による寄付決済の仕組み。 
※寄附サイトは、上記の４つ以外にも多数存在。 
 



 

米国の NPO 等のデータベースサイト・評価サイト・寄附サイト                                       （12 月 2 日現在） 
 データベース 第三者認証 団体評価 寄附サイト

GuideStar BBB Wise Giving 
Alliance 

Charity Navigator The American Institute 
of Philanthropy 

JustGive First Giving Global Giving 

URL http://www.guidestar.or
g/ 

http://www.bbb.org/us/ch
arity/ 

http://www.charitynavi
gator.org/ 

http://www.charitywatc
h.org/ 

http://www.justgive.o
rg/index.jsp 

http://www.firstgivin
g.com/ 

http://www.globalgivi
ng.org/ 

運営主体 Philanthropic 
Research, Inc. 

BBB（信用報告書作成など
の企業支援する組織） 

Charity Navigator The American Institute 
of Philanthropy 

JustGive First Giving Global Giving  

登録数 180 万団体 （不明） （不明） 500 団体以上 150 万団体以上が登
録。1,000 団体は、
JustGive guide（優良
団体）として紹介。 

8,000 団体以上 1,475 プロジェクト 

特徴 IRSに税務申告した全て
の慈善団体を網羅する
データベース。 

NPO 評価基準を有し、信
用認定も行っている。独自
の会計基準もある。 

★0～4 で格付け。
Form990 を基に、団体
を評価。 

A～D で格付け。 
年次報告書、財務情報、
Form990 を基に評価。 

寄付者は、複数の団体
に定期的に寄附でき
るバスケットを作成
できる。 

市民ファンドレイザ
ー型。 
JustGiving の US 版。

いくらで何ができる
のか例示されている
（例「10 ドルでガーナ
に 小 麦 の 種 の 袋 １
つ」）。 

寄 付 決 済
機能 

― ― ― ― クレジットカード クレジットカード クレジットカード、
paypal、小切手 

登録情報 団体の目的、事業の概
要、昨年度の事業成果、
今年の目標、財政状況、
理事会、税務申告書
（Form 990）。 
団体が自ら入力する追
加情報もある。 

財務、資金調達手段、活動
プログラム、連絡先、体制
※BBB によるコメントも
ある。 

評価、財務情報、団体ウ
ェブサイトでの開示情
報、実績、ニュース、団
体へのコメント 
 
※同様の活動を行う団
体名も掲載。 

団体ウェブサイトへリ
ンク。 

GuideStar の情報に
リンク。 

団体概要のみ。 プロジェクト内容、活

動地域、活動テーマ、

写真、団体概要 

運営資金 財団からの助成、有料ペ
ージでの課金。 

助成団体、企業、一般から
の寄付 

一般からの寄付 （不明） 一般からの寄付 寄附額の 5％
団 体 の 登 録 料 300 
USD/年間 

寄附額の 10％の手数
料 

デ ー タ 入
力主体 

IRS がスキャンした
Form990 から作成。 

（運営主体と思われる） （運営主体と思われる） ― ― （運営主体と思われ
る） 

（運営主体と思われ
る） 

その他   UK 版もある。 

※IRS（米国歳入局）の検索機能では「団体名」「州」「国」のみが表示される。 
※団体評価のサイトは、上記の２つ以外にも多数存在。 
※「causes」という Facebook を活用したムーヴメントもある。 
 
 
 



組織概要 ・団体名称 ・団体名称 ・団体名称 ・団体名称
・所轄庁 ・法人格 ・団体種別 ・所轄庁
・都道府県 ・所轄庁 ・所轄庁 ・法人認証年月日
・法人認証年月日 ・法人認証年月日 ・所轄官庁局課名 ・法人格種類
・目的 ・目的 ・都道府県 ・代表者氏名
・代表者名 ・事業年度（開始月･締め月） ・設立年月日

・代表者名 ・団体の活動目的
・法人格所得年月日
・法人種別
・代表者名
・代表者役職
・代表者兼職
・代表者ホームぺージ

（ファイル） ・定款 ・定款
・登記に関する書類の写し ・最新役員名簿
・前事業年度の役員名簿
・前事業年度の社員のうち10人以
上の者の名簿

・活動分野 ・活動分野 ・活動分野 ・活動実績
・主たる活動分野 ・設立以来の主な活動実績 ・事業内容
・主たる活動対象地域 ・団体の活動・業務 ・活動開始時期
・活動開始の時期 ・団体の備考 ・活動地域
・活動開始の経緯 ・現在特に力を入れていること ・活動分野
・事業内容 ・中心となる活動地域 ・主な活動分野
・活動に関するキーワード ・団体のアピールポイント ・ひとことアピール
・昨年度の主な事業名 ・今後の活動の方向性・ビジョン
・過去の委託・助成・補助実績 ・定期刊行物
・ボランティアが参加できる事業 ・活動地域
・活動に関する写真 ・中心となる活動地域
・活動に関する映像 ・活動実績

（ファイル） ・事業報告書 ・事業報告書
・当年度事業計画書
・その他事業に関する資料

・財政規模 ・前年度決算総額 ・年間予算
・総収入額 ・会計年度開始月
・総支出額 ・当期収支合計
・収入内訳 ・前年度繰越金

・登記支出合計
・次期繰越金
・その他事業の有無

（ファイル） ・収支計算書 ・収支計算書
・貸借対照表 ・貸借対照表
・財産目録 ・財産目録

・決算報告書
・当年度予算書類

・主たる事務所 ・主たる事務所所在地 ・住所 ・住所
・従たる事務所 ・その他の連絡先住所 ・電話番号 ・電話番号

・電話番号 ・FAX番号 ・FAX番号
・FAX番号
・会報誌・書籍申込みホームペー
ジアドレス

・団体ホームページ ・ホームページ

・会員申込みホームページアドレ ・関連ホームページ ・公開E-mailアドレス
・ホームページアドレス ・メールアドレス
・ホームページの内容 ・メールアドレス公開の可否
・ブログのアドレス
・ブログのRSSフィード
・E-mail
・HP制作者募集
・正会員 ・会員種別／会費／数 ・会員制度と会費
・その他会員
・会員募集
・会報誌
・ボランティア募集
・HP制作者募集

（ファイル） ・パンフレット
・入会申込書
・退会申込書
・会員情報変更届

・事務局責任者 ・役員数、職員数合計 ・事業責任者氏名
・理事数 ・役員・職印内訳 ・無給事務局スタッフ数
・監事数 ・意志決定機構 ・有給事務局スタッフ数
・役員一覧 ・加盟団体
・有給役員数
・事務局のスタッフ数

その他 ・お勧め発行書籍 ・交流・求人・掲示板情報

・行政との協働（委託事業など）の
実績

（ファイル） ・研究費･助成金申請書

・イベント時などの臨時ボランティ
ア数

・企業・団体との協働・共同研究の
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

活動内容

会員、
ボランティア

事務局体制

財務内容

事務所

WEBサイト

国内のNPO等のデータベース　登録情報の項目一覧

ＮＰＯＲＴ
（NPOサポートセンター）

ＮＰＯポータルサイト
(内閣府)

ＮＰＯヒロバ
（日本NPOセンター）

ＣＡＮＰＡＮ
（日本財団）


