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第 1 法人の概況 

１．主要な経営指標等の推移 

 

期 第 9期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 

（当期より合併） 

第 13 期 

決算年月 平成 25 年 7 月 平成 26 年 7 月 平成 27 年 7 月 平成 28 年 7 月 平成 29 年 7 月

経常収入(千円) 17,632 17,511 16,826 57,760 61,007

当期正味財産増加額 
(千円) 

△102 71 110 207 110

当期正味財産合計 
(千円) 

635 706 816 1,136 1,246

資産の部合計 
(千円) 

2,333 2,204 2,227 16,699 14,332

※NPO 法人の会計上の表現について：通常の企業における売上高を「経常収入」、 

当期純利益を「当期正味財産増加額」、純資産額を「当期正味財産合計」、 

総資産額を「資産の部合計」と表記しています。 

 

２．事業の内容 

 

NPO 法人調布市地域情報化コンソーシアム（以下、当法人）は、「必要な人に、必要な 

情報を、分かりやすく伝える環境を整備することで、人にやさしい地域社会の実現に貢献 

する」をミッションとし、「地域情報収集・伝達媒体」の構築・維持・管理・活用および 

調査研究・地域情報化促進事業」が主たる業務です。 

当法人の事業内容及び主要なサービスは次のとおりです。 

なお、下記事業区分は報告セグメントと同一の区分です。 

 

事業区分 主要な取引先 主要なサービス 

「地域情報収集・伝達 

媒体」の構築・維持 

・管理・活用に関する 

事業 

自主事業 調布市地域情報ホームページ「ちょうふど

っとこむ」の運営調布子育て応援サイト

「コサイト」と業務提携 

自主事業 調布のニュースホームページ 

「調布経済新聞」の運営 

調布市生活文化スポーツ部

生涯学習交流推進課 

１ 「調布市生涯学習・市民活動情報 

  『さがす見つかるシステム』」 

※2017 年 4 月から『調布市生涯学習情報
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コーナー』に名称変更 

調布市生活文化スポーツ部

協働推進課 

２ 「調布市市民活動支援センター」 

ホームページ 

３ ちょうふ地域コミュニティサイト 

『ちょみっと』 

調布市生活文化スポーツ部

男女共同参画推進課 

４ 「調布市男女共同参画推進センター」

ホームページ 

調布市行政経営部広報課 ５ 調布市公式ホームページ運営補助 

調布市生活文化スポーツ部

文化振興課 

６ 「調布市せんがわ劇場」ホームページ

調布市環境部環境政策課 ７ 工場・指定作業場台帳システム 

社会福祉法人 

調布市社会福祉協議会 

８ 同左イベントシステム 

９ 「調布市福祉人材育成センター-」 

   ホームページ 

１０「調布市こころの健康支援センター」

   ホームページ 

調布市教育委員会教育部 

調布市立図書館 

１１「まちの資料情報館」 

システム維持管理 

調布市文化協会 １２ 同左ホームページ 

調布市国際交流協会 １３ 同左ホームページ 

調布市社会福祉事業団 １４ 同左ホームページ 

調布市観光協会 

１５ 同左ホームページ及び 

映画のまち調布、並びに深大寺 

WiFi 公式ホームページ、調布 WiFi

公式ホームページ 

調布市勤労者互助会 １６ 同左ホームページ 

調布市商工会 
１７「建設業部会の『住まいの便利帳』」 

ホームページ 

市内商店街 １８ 同左ホームページ 

市内民間事業者等 １９ 民間事業者の独自ホームページ 

公益社団法人武蔵府中青色

申告会 

２０ 同左ホームページ 

 

東京都三多摩公立 

博物館協議会 

２１ 同左ホームページ維持更新管理 

 
国立大学法人電気通信大学

２２ ウェブシステムデザインプログラム

公式サイト製作 
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「地域情報収集・伝達 

媒体」の活用に関する 

調査、その他情報収集 

の事業 

関係諸機関 
地域情報化に関する市内外の会議や講座 

への参加や関係する団体での活動 

「地域情報収集・伝達 

媒体」を基盤とした 

地域情報化促進事業 

調布市総務部情報管理課 地域情報化推進支援業務 

 

 

 

 

３．従業員の状況 

 

  当法人は取材・営業担当 1名、WEB デザイン・製作担当 1名、プログラマー1名・事務

総務兼取材担当 1名の正社員 4名及び、WEB デザイン・製作担当 1名、経理担当 1名のパ

ート 2名、計 6名の従業員と常勤役員 2名で運営しています。 
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第 2 事業の状況 

１．全般 

 

当法人は第 12 期に実施した「NPO 法人ちょうふどっとこむ」との合併以降、経営方針で

ある「地域社会に貢献するため、一人ひとりの人を大切にし、地域にあっては公平、公正な

立場で、その成果を共有することができる公益事業を遂行する団体を目指す」ために「業務

管理」と「人材育成」について継続的に取り組んできたほか、当団体の経営戦略についても

協議してきました。 

「業務管理」については、隔週で実施している社内全体会議の結果を理事で共有した上

で、理事会においては、毎月の業務状況の確認と活動の結果および効果の確認を行い、課題

についてはその解決策について検討しました。 

「人材育成」については、従業員とのコミュニケーションの密度を高め、各従業員が主体

的に事業に取り組めるように、権限移譲や外部会議・研修への参加を行いました。 

「経営戦略」については当団体のミッション 

「必要な人に、必要な情報を、分かりやすく伝える環境を整備することで、人にやさしい

地域社会の実現に貢献する」 

を再確認するとともに、当団体を取り巻く事業環境について整理し、今後活かしていくべ

き強みと対象などを以下の通り定めました。 

 

『情報発信をしたい、又その必要性を感じているが、情報発信に関する知識が中級ぐら

いの人・団体』に、 

『「市民、市民団体と築いてきた顔の見える関係」と「情報発信の企画、手段、具体的技

術力の提供が可能」、「地域に根ざした信頼感をもとにお客様の望む情報の網羅性の提供や

迅速な対応体制」』という強みを活かし、 

『当法人の能力を使い、広く情報を伝えたい (集客をしたい) 』というニーズを一人で

も多くの対象顧客に満たしてもらうため、『人海戦術・技術的戦術を使いながら、お客様と

のつながりを常に深めるとともに、情報を集める仕組みをつくる』 

 

自主事業については、「ちょうふどっとこむ」においては、今期進める予定であったリニ

ューアルや機能改善が大幅に遅延したのに伴い有料契約は微増に留まりました。一方、「ち

ょうふどっとこむ」の機能やデータを活かし、「調布スクラッチカードホームページ」や「調

布 Wi-Fi ホームページ」を効率的に作成することができました。調布経済新聞では取材体制

の刷新によりアクセス数が大幅に増加しました。 
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受託事業は、3つの大きなプロジェクトを受託、作業中です。1つ目は、契約上は調布市

との受委託ですが、「共同開発サイト」として認められた「ちょうふ地域コミュニティサイ

ト『ちょみっと』」の開発及び管理運営、2 つ目は調布市社会福祉協議会が運営する「調布

市福祉人材育成センター」ホームページ及び「調布市こころの健康支援センター」ホームペ

ージの新規受託及び管理運営、3つ目が調布市社会福祉事業団ホームページです。この 3事

業及び、単年度での受託事業で事業収入は増加しました。また、市民・事業者・教育機関等

が今後の地域情報化について自由に議論し、情報提供、意見交換を行う「議論の場」として

の「調布地域情報化推進協議会」の発足と運営に事務局として関わりました。 
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２． セグメント別事業状況 

 

(1)「地域情報収集・伝達媒体」の構築・維持・管理・活用に関する事業 

 

I：自主事業 

１ 調布市地域情報ホームページ 

「ちょうふどっとこむ」 

 

  ●ホームページ概要 

    平成 14 年 7 月開設。平成 29 年 7 月現在、 

約 5,400 件の事業者・施設情報を掲載。 

うち有料契約 250 件、無料掲載 4,900 件、

施設・市民団体等 250 件。また、調布市の「ち

ょみっと」とも連動し、調布市が提供するイ

ベント情報に加え、民間主催のイベント情報

なども合わせて紹介。平成 28 年度平均月間

アクセス数約 28 万ページビュー。 

 

  ●事業環境と地域での役割 

 昨今、スマートフォンの普及により、インターネットやホームページがさらに身近

なものになりつつあるのに伴い、今までホームページ制作に消極的であった地域の

中小零細事業者の中でもホームページ制作への関心が高まっていることが現場から

感じとれます。長年、調布で運営し、培ってきた「信頼」と地域に根ざし、顔の見え

る「安心感」は、当ホームページの有料契約の獲得において、引き続き競争優位を保

っていると考えています。加えて、マスコミのニュースでも大きな話題となった、い

わゆる「DeNA 問題」に端を発する検索サイトでの表示順ルールの変更においては、

オールドドメイン（古くから運営されているホームページアドレス）に改めて優位性

を持たせることや、独自性のある内容を評価するなど、地域に根ざして一次情報を収

集してきた活動がインターネット上でも評価される傾向にあります。 

 

  ●今年度の主な活動結果 

    新規有料契約件数 10 件、解約件数 2件。 

平成 23 年の東日本大震災で帰宅難民が多く発生したことを機に「住職隣接」をテー

マに、求人情報を改善し、有料契約店でしか提供できなかった「求人情報」を無料

掲載店でも提供できるよう「成功報酬型」も導入しました。7 月現在で約 190 件の

求人情報を掲載。無料契約でも求人情報が掲載できる「成功報酬型」については、
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不正防止のため今まで事務局で求人情報の詳細を手作業で入力していたものを、事

業所自身が入力できるようシステム変更を進めました。 

 

 

   

平成 27 年 4 月に開設された「調布子育て応援サイ

ト『コサイト』」においては、同サイトを運営する

「NPO 法人ちょうふ子育てネットワーク・ちょこネ

ット」と業務提携を結び、7 月末現在、契約件数は３

９件に上ります。 

 

  今後の事業の柱の 1 つとして位置づけている「カ

スタムレイアウト」においては、今年度はシステム

高度化に伴うサーバー移管に注力しなければいけ

なかったため、具体的な着手が大幅に遅れる結果と

なりました。来年度は、今年度、ほとんど手をつけ

られなかった「ちょうふどっとこむ」自体の改善を

積極的に進めるとともに、「ちょうふどっとこむ」の

優位性が活きるオリジナルホームページ制作シス

テムの開発を実施します。 

 

  

２ 調布経済新聞 

 

●ホームページ概要  

平成 21 年 10 月開設。調布市を中心に、イベ 

ントや新店舗情報などを、平日毎日インター 

ネットで配信。同新聞は、平成 12 年に開設さ

れた「シブヤ経済新聞」に本部を置く「みんな

の経済新聞グループ」に属し、7月現在、同グ

ループ下でニュースを配信する地域は国内

116、海外 10、計 126 地域になります。 

事件性のあるニュースは取り上げないこと 

や、グループ全ての記事は「共同通信社」の執  

筆方法に則るなどルール化されており、その統   

一感及び大手メディアがなかなか取り上げな
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いニュースも多いことから、同経済新聞グループは日本最大のニュースホームページで

ある「Yahoo ニュース」に記事を提供することができる約 400 媒体の 1 つに認められて

います。また、NTTdocomo や goo のホームページなど、地域ニュースを求める大企業運営

の媒体などにもニュースを提供しています。 

 

●事業環境と地域での役割 

平成 28 年度版の総務省情報通信白書では「インターネット利用の目的」の調査において

「ニュースサイトの閲覧」が 30 代、40 代で約 60％、60 歳以上でも約 40％という調査結果

が報告されており、ニュース情報の需要が引き続き高いことを示しています。 

 

 こうした環境の中、当媒体は調布市において以下の役割を担っていると考えています。 

 

・ネット利用者の増加に伴って需要が顕著になった「ニュース」という情報を調布市在住在

勤者等に直接提供する地域メディアとしての役割 

・ネットで地域情報を探す既存マスメディアに対し、地域のニュースを一次情報として提

供する「中間メディア」としての役割 

・「街の情報の記録係」としての役割 

 

 しかしながら、運営費の捻出については、依然として課題を抱えていますが、当媒体が提

供する副次的なメリットは大きく、 

 

・当新聞で紹介した店舗に対し「ちょうふどっとこむ」の有料契約をＰＲ 

・当新聞が運営する各種 SNS に「ちょうふどっとこむ」の有料契約店の PR 及びＰＲに予算

があまりかけられないイベントなどを有料投稿 

・受託事業を通して、行政や公的、共益機関が主催または関係するイベントの情報を早期に

入手し PR をすることによるシティーセールスへの協力。 

 

など、当団体が実施する各種事業とも深く連携し、間接的な収益に加え、取引先に対する当

団体の価値の向上などの相乗効果を生んでいます。 

 

●今年度の主な活動結果 

「ちょうふどっとこむ」の大幅リニューアル及びカスタムレイアウトプランの営業に当

団体職員が注力する必要が想定されていることに伴い、平成 28 年 12 月に当新聞の取材ス

タッフを新規で募集し、2名を採用しました。その結果、今までは取材しきれなかった内容

も記事化することができるようになり、アクセス数は前年同月比で 1.5 倍以上になりまし

た。 



12 
 

 

ネタの質や種類が増えてきたことに加え、収益化の可能性を探ることを目的に、7月には

平成 25 年 6 月から 4年ぶりに「紙面版第 8号」を発行致しました。当紙面は当面は四半期

に１回程度の発行とし、収益化できる見込みが立てば、発行頻度を上げる予定です。 

 

その他、主な指標は以下の通りです。 

 

■アクセス数 年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ソーシャルネットワークの登録者数平成 28 年 8 月→平成 29 年 7 月 

・フェイスブック 4,377 人→5,266 人（889 人増） 

・ツイッター5,806 人→6,424 人（618 人増） 

・Google32,811 人→32,858 人（47 人増） 

・LINE1,521 人→1,814 人（293 人増） 

  計：44,515→46,362(1,847 人増) 
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II:受託事業 

 

１ 調布市生涯学習・市民活動情報「さがす見つかるシステム」 

 

●システムの概要 

「さがす見つかるシステム」は、調布市

の市民活動・生涯学習に関する情報を広

く市民に向けて発信する調布市独自のシ

ステムとして、平成 18 年に設計、導入さ

れました。 

このシステムの特徴として、同システム

を複数の公的施設、機関、団体で導入す

ることで、お互いの情報を共有し、1 か

所で入力した情報が複数のサイトで表示

されることで効率よく、分かりやすく情

報発信することが可能です。 

今年度より、主要機能を「ちょうふ地域

コミュニティサイト『ちょみっと』」（以

降「ちょみっと」）に移管し、生涯学習サ

ークルと生涯学習関連イベント、人材情報、施設情報を発信しています。 

 

【主な提供情報】  

・団体情報⇒市民のサークルやボランティア等の団体  

・催し物情報 

 ⇒イベント・講座・講演会・鑑賞会等  

・人材情報⇒講演会等の講師や団体での指導者等  

・施設情報⇒普段の活動で利用できる施設等  

 

●調布市の事業としての位置づけと「ちょみっと」への移行について 

調布市基本計画(平成 27 年度から平成 30 年度まで)において、「さがす見つかるシステム」

は、「身近な学びと交流のあるまちをつくるために」の事業として位置づけられていました。 
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その後、調布市と協議を重ね、「ちょみっと」開発に着手し、「平成 29 年度市政経営に対す

る基本的な考え」において、「参加と協働の前提となる市政情報の提供については、引き続

き様々な媒体・機会を通じて、積極的な情報発信とパブリシティ活動を行うとともに、動画

配信やソーシャルメディアを活用した調布のまちの魅力発信を推進して参ります。さらに，

従来の生涯学習・市民活動情報システムを再構築し、市民が主体的に地域の情報を発信でき

る電子掲示板機能等を付加した『ちょうふ地域コミュニティサイト』を活用し、多様な市民

活動に関する情報発信の充実を図って参ります。」(市長発言原稿より引用)として取り上げ

られています。 

 

２ 「調布市市民活動支援センター」ホームページ 

 

「調布市市民活動支援センター」ホームページは、

「市民参画による住みつづけたいまちづくり」 「未

来への希望が持てる社会の実現」を目指して、様々な

分野の市民活動を支援し、協働のプラットフォーム

整備を進めることを目的として、平成 17 年に設置さ

れました。 

「さがす見つかるシステム」と情報を共有し、さらに

活動情報を登録した団体が自ら情報更新・発信をす

ることも可能にしているため、市内で活動する団体

の活性化に貢献しています。  

今年度は「ちょみっと」リリースに伴い連動したシス

テムリニューアルを行いました。 

【主な提供情報】  

・団体情報  ⇒NPO やボランティア等の団体  

・催し物情報 ⇒イベント・講座・講演会・鑑賞会等 

・施設情報  ⇒活動で利用できる施設等 
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３ ちょうふ地域コミュニティサイト『ちょみ

っと』 

調布市の平成 29 年度基本的施策「参加と協働の

まちづくり」でも明記されている通り、現行の

「生涯学習・市民活動情報『さがす見つかるシス

テム』」を再構築し、多様化する市民活動やライ

フスタイルに合わせ、より分かりやすく・より直

感的に・そしてより多くの方に活用していただ

けることを目的として「必要な人に、必要な情報

を、分かりやすく伝える環境を整備することで、

人にやさしい地域社会の実現に貢献する」ミッ

ションに沿ってリニューアルを行い「ちょみっ

と」として今年度、公開いたしました。 

リリース後、いくつかの不具合が引き続き発

生しましたが、6 月 28 日をもってほぼすべての機能の初期リリースが終了し、アクセシビ

リティ対応や市民の利用促進を意図した講習会や機能の改善、市役所との調整を続けてい

ます。 

また、公開時の不具合に対し、開発側の体制の改善と今までの「開発環境」と「公開環境」

の２サーバーだった状態を「開発環境」「確認用環境」「公開環境」の３サーバーでの環境に

改善をしました。さらに、今まで市外で作業を実施していたシステム担当者の定期的な当法

人事務所での勤務を行うことにより、スケジュール管理の厳密化と、プロジェクト進行管理

を行っています。 
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４ 「調布市男女共同参画推進センター」ホームページ 

 

「調布市男女共同参画推進センター」ホームページは、男女共同

参画推進プラン推進、配偶者暴力防止のための施策、団体活動支

援、男女共同参画を推進するための講演会や講座、相談事業の情

報発信や、広報紙のダウンロードでの配布を行っています。 

「さがす見つかるシステム（平成 29 年 7 月以降は「ちょみっ

と」）」とも情報を共有し、女性の交流と社会参画を目指して、男

女共同参画社会の実現の促進、活動の活性化に努めています。  

 今年度は同センターが行う出前講座の情報を新しく追加する

など、積極的情報発信がされるように取り組んだほか、「フォー

ラムしぇいくはんず 2017」ページ作成や電話相談ページの更新

などの緊急対応を行いました。 

  

【主な提供情報】  

・講座・講演会最新情報 ⇒イベント・講座・講演会等 

・相談事業情報     ⇒各種相談の予約状況をリアルタイム更新 

 

５ 調布市公式ホームページ運営補助 

  

 調布市公式ホームページ運営補助業務では、調布市行

政経営部広報課に月曜から金曜日の9時～17時まで当法

人の職員が常駐し、調布市公式ホームページの掲載内容

の承認作業のほか、ホームページ運営の補助業務を行っ

ています。 

 「さがす見つかるシステム」と連携後は、定期的に「さ

がす見つかるシステム」のシステム運営会議にも参加し、

連携の強化や、より効果的な情報発信について、情報共

有と改善を行っています。 

 今年度は業務品質の安定や向上も考慮し、担当者を 1

人から 2 人による交代制で業務を行いました。また、担

当者の増加と業務の範囲拡大に伴い、週に 1 回のスタッ

フの情報共有ミーティングを行うなど、円滑なコミュニ

ケーションによる業務の遂行と担当者の負担軽減を図り

ました。  
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６ 「調布市せんがわ劇場」ホームページ 

 

 「調布市せんがわ劇場」のホームページでは、「調布市せ

んがわ劇場」が舞台芸術活動を「支援」する機能と市民が舞

台芸術を「学ぶ」機能、そして、施設の運営に市民が「参画」

する機能を備え、「舞台芸術を楽しむ市民」を育成し、支援

する拠点になることを目的に公演情報やイベント情報、自

主事業である市民サポーターの活動などの情報を発信して

います。  

今年度は、管理画面を大幅に改修し、公演種別追加や業

務効率化のための機能追加を行ったほか、「情報検索」を改

善し、市民の方が情報を探しやすくなるように改修を行い

ました。 

 

【主な提供情報】  

・公演情報  ⇒せんがわ劇場で開催される公演  

・イベント情報⇒劇場を会場として行われるイベント等  

・利用案内情報⇒ホール・リハーサル室の施設情報や空き情報 

 

 

７ 調布市環境政策課「工場・指定作業場台帳システ

ム」 

  

 調布市環境政策課「工場・指定作業場台帳システム」

では、今まで紙台帳で管理していた市内の工場やガソ

リンスタンドなどの指定作業場の情報をオンライン

で管理することにより、検索機能や地図情報を活用し

たデータ管理を行えるようになっています。  

 今年度は来年度以降の機能改善に向けた協議と提

案を行いました。 

 

【主な提供情報】  

・工場情報・指定作業場情報・特定施設情報 

 ⇒紙の台帳の項目に合わせた管理と新規登録 
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８ 「調布市社会福祉協議会」イベントシステム 

  

「調布市社会福祉協議会」のホームページ内に設置され

たイベントシステムでは、同会の主催する事業や講座、

施設でのイベントが調布市の地域情報サイトである「ち

ょうふどっとこむ」と連携して表示されるようになって

います。  

 また、「さがす見つかるシステム（平成 29 年 6 月から

は『ちょみっと』」と情報を共有化することも可能にな

っています。今年度は、次年度以降の情報発信強化を意

図した、社会福祉協議会内の組織に向けたイベントシス

テム、インターネットでの情報発信強化の提案を行いま

した。 

 

【主な提供情報】  

・イベント情報 

  ⇒調布市社会福祉協議会の主催する事業や講座 

 

 

 

 

 

９ 「調布市福祉人材育成センター」 ホームページ 

 

調布市福祉人材育成センターは地域に密着して福祉

人材の確保と質の向上を図るため、専門資格を取得する

ための研修や専門性を向上する研修、階層別研修等を実

施する施設です。 

市民の中に福祉に関する理解を深め、多様な主体によ

る福祉サービスへの参画や幅広い地域福祉人材を育成

するための情報発信のサイトを作成いたしました。 

 

【主な提供情報】 

・イベント情報 

  ⇒調布市福祉人材育成センターの開催事業や講座 
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１０ 「調布市こころの健康支援センター」 ホームページ 

 

調布市こころの健康支援センターはこころの病、精神障

がい･発達障がいのある方の自立と社会参加および市民の

こころの健康づくりを支援する施設です。こころの病のあ

る方の生活リズムの改善や社会生活の充実など、医療と連

携しながら、一人ひとりのペースに合わせた社会参加を支

援するほか、幅広い地域資源や関係機関と連携し、精神保

健福祉に関する調布市独自のネットワークを結び、精神保

健福祉に対するわかりやすい情報提供を行うための情報

発信のサイトを作成いたしました。 

 

・イベント情報 

  ⇒調布市こころの健康支援センターの開催講座 

 

 

１１ 調布市立図書館「まちの資料情報館」システム維持管理  

  

調布市立図書館「まちの資料情報館」ホームページでは、市民の手による「まちの資料情報

館 協力者会」に協力し、情報発信の補助を行っているほか、市民が随時更新できるシステ

ムを提供しています。ホームページでは調布ゆかりの文豪や深大寺そばなどの情報を発信

しています。  

 各情報からは図書館の蔵書検索とリンクしており、

興味を持った図書資料を検索し、予約することもでき

ます。 

 今年度は図書館担当者や市民による協力者への操作

研修を行ったほか、今後の協業パートナーとなる NPO

に、同サイトの運営をつかさどる「協力者会」への参加

を依頼しました。 

  

【主な提供情報】  

・市内の地域資料情報及び図書館資料とのリンク 

 ⇒調布の文学スポットや戦争遺跡、調布の蔵など 
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１２ 「調布市文化協会」ホームページ  

 

「調布市文化協会」では調布市の芸術・文化を振

興し、広く市民の文化生活の向上に資するとともに

加盟団体の発展向上と、相互の連絡協調を図ること

を目的として市内の文化活動団体を紹介していま

す。ホームページでは各団体が情報更新をでき、同

種の活動を行う協会単位でも情報発信できるよう

にしています。 

今年度は、役員の変更に伴い、改めてホームペー

ジの重要性の理解向上に努めました。 

 

【主な提供情報】  

・イベント情報 

  ⇒調布市文化協会の主催する事業や講座 

 

 

１３ 「調布市国際交流協会」ホームページ  

 

「調布市国際交流協会」は市民一人ひとりが担い

手となり国際交流を進めるための場として設立さ

れ、日本語教室や国際交流事業等の事業を行ってい

ます。ホームページでは事業ごとに情報更新がで

き、「さがす見つかるシステム」と連携がなされるよ

うに情報発信を行っています。 

また、今年度は同協会の運営を、補助するための

会員管理のシステム導入支援の検討を行いました。 

 

【主な提供情報】  

・イベント情報   ⇒調布市国際交流協会の主催する事業や講座 
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１４ 「調布市社会福祉事業団」ホームページ 

 

 社会福祉法人調布市社会福祉事業団のホームページ

は年間約 40 万のページビューがあり、市内の福祉 27

事業の情報発信を行っています。 

調布市が設置する社会福祉施設を受託経営し、公的

責任を保ちつつ民間経営の長所を生かし効率的かつ効

果的な運営を行い、広く市民の多様化する福祉サービ

スのニーズに応えられるよう、ホームページでは各施

設の紹介を個別に行うほか、TOP ページではまとめた

新着情報の表示を行っています。 

 今年度は全施設のサイトのリニューアルを行い、シ

ステム改善やアクセシビリティ対応とセキュリティ強

化を行いました。 

 

【主な提供情報】 

・9施設の基本情報発信およびニュースでの最新情報 

 

１５「調布市観光協会」ホームページ 

「調布市観光協会」は調布の観光 PR を担う

組織として幅広い活動を行っており、映画や

テレビ、CM 等の撮影場所をあっ旋する「フィ

ルムコミッション」としての役割も担ってい

ます。 

ホームページでは「さがす見つかるシステ

ム」と連携し、同協会を所管する産業振興課以

外から提供された情報でも観光に関連する情

報があれば、同ホームページで掲載できる仕

組みを設置しています。 

 

【主な提供情報】 

・調布の観光に関するイベント情報 

・調布の観光案内やルート情報 
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また、「映画のまち調布」ホームページでは、市内でロケができる場所の情報やロケが実際

に行われた場所、ロケ弁などの情報を提供しています。また、平成 27 年 11 月に開設された

「深大寺 Free WiFi 公式サイト」に加え、今年度は、調布駅周辺などで Free WiFi を提供

する事業者を掲載した「調布 Free WiFi 公式サイト」を開設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６「調布市勤労者互助会」ホームページ 

主に市内の中小規模事業所の振興発展と従業員の福

利厚生の充実を図ることを目的に設立された事業主と

従業員のための互助組織です。 

 

【主な提供情報】 

・旅行やプレゼントなどの福利厚生サービスの案内と 

 事業報告 

・各種届出等の書式など 
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１７ 調布市商工会「住まいの便利帳」ホームページ 

調布市商工会の建設業部会に所属する会員を、

業務の分野ごとに分け、「住まいの便利帳」として

一覧紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 市内商店会ホームページ 

ほとんどの消費者は自身が買い物をしているお店がどの商店会に所属しているかを意識

して買い物をしていません。よって、商店会名で検索することはあまり期待できず、商店会

のホームページだけでお店を紹介しても見てもらえない、という状況にありました。そこで、

当法人で作成する商店会のホームページでは、商店会に加盟する個々の商店のページは「ち

ょうふどっとこむ」のページを使い、商店会のホームページと「ちょうふどっとこむ」の両

方から表示されることで、商店会のホームページだけでは難しい集客性を大きく補ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９ 民間事業者等の独自ホームページ 

   今年度は民間事業者１件の新規製作（完了・公開済み）及び１件の大幅改修（継続中）、

更に１件の新規製作に取り掛かっています。 
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２０「公益社団法人武蔵府中青色申告会」ホームページ 

 主に府中・調布・狛江市で事業を営む個人事業者を対象に、

申告納税制度の推進と青色申告制度の普及に関する事業を行

う団体です。 

 

【主な提供情報】 

・各種セミナー情報 

・確定申告期の青色申告に関する情報 

 

また、同会の会員を紹介する「お店情報サイト」も「ちょう

ふどっとこむ」と情報連携し、運営支援を行っています。 

 

 

２１「東京都三多摩公立博物館協議会」ホームページ 

 23 区外の、多摩地区の公立博物館による団体として、各公

立博物館の情報をまとめて発信するポータルサイトとなって

います。現在、東は調布市、西は奥多摩町、檜原村までの範囲

の公立博物館の企画展や「イチオシ」と名付けた各館の特徴あ

る展示物についてピックアップした情報発信を行っていま

す。 

今年度年間のページビュー数は 104,179 件で、昨年度比 97%

となりました。今後、2020 東京オリンピックなど多摩地域に

注目が集まる中、リニューアルに向けて関係機関と協力しな

がらリニューアルを進めます。 

 

【主な提供情報】  

・展示・イベント情報 ⇒展示・イベント・講座・講演会等 

・館のイチオシ ⇒各館でピックアップした展示物 

・発行物リスト ⇒各館で発行している印刷物のリスト 
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２２  国立大学法人電気通信大学ウェブシステムデザインプログラム公式サイト 

「電気通信大学ウェブシステムデザインプログラ

ム」は主に社会人を対象とした、多摩地域の企業等

のニーズによるオーダーメイド型教育プログラム

であり、電気通信大学としては初めての取り組みで

す。ホームページでは、組織内での技術的・技能的

指導へ生かすことのできる中核的専門人材の養成

を目指すプログラムの紹介や担当教授へのインタ

ビュー記事などを作成いたしました。 

 

【主な提供情報】  

・プログラム概要 

 ⇒コース概要・担当教授インタビュー 

・講座案内 

 ⇒カリキュラム紹介や体系的紹介 

・募集要項 

 ⇒応募者増加を目的として情報発信 

 

 

 

 

 

（2）「地域情報収集・伝達媒体」の活用に関する調査、その他情報収集の事業 

 

 京王線調布駅の再開発に伴い、市外からの注目も集まり、同時に市内在住市外勤務の市民

が増加する中、当法人の活動が市外からも注目されています。今年度は昨年度から引き続き

参加した NPO マネジメントスクール「PubliCo スクール」に理事・監事・今後の協働パート

ナーで参加し、修了したことで、今後の活動においての広い視野と周囲の状況を見たうえで

のミッションを大切にした合理的判断の重要性を学びました。さらに、当法人の事業がより

多くの市民に受け入れられ、地域に貢献できることを目指し、市内外の地域情報化に関係し

た事業や講座に参加しました。 

 また、「ちょみっと」リリースと今後の他地域での展開を目的として、全国での IT を活用

した地域活性化の事業に参加、又は中間支援組織の視察を行いました。行政のパートナーと

してより市民に役立つ存在となるため、6，7 月には全国的にも話題になった経済産業省若

手・次官プロジェクトの「不安な個人・立ちすくむ国家」のワークショップにも参加しまし

た。 
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今年度の調査及び情報収集のために参加した主な事業・講座、視察は以下の通りです。 

 

 

 

 

月日 事業・講座名・視察先 備考(主催) 

平成 28 年

8/20 

～ 

9/10 

PubliCo スクール 株式会社 Publico 

10/1 まちつくカイギ Vol.04 調布企画組 

11/18 

～ 

11/19 

Code for Japan Summit 2016 主催：一般社団法人 コード・フォー・ジャパン

共催：横浜市金沢区、Code for YOKOHAMA 

後援：経済産業省、総務省、情報処理推進機構

協力：日本 NPO センター 

12/15 国際大学 GLOCOMInnovation 

Nippon2016 シンポジウム 

発起人:国際大学グローバルコミュニケーショ

ンセンター（GLOCOM)、グーグル株式会社 

平成 29 年

1/19 

カマコンバレー 主催：カマコンバレー 

2/15 日本財団 CANPAN・NPO フォーラム

第二回『草の根ロビイング勉強会』 

主催：草の根ロビイング勉強会 

共催：日本財団 CANPAN・NPO フォーラム 

3/1 平成 28 年度 

「地域運営組織・小さな拠点」フォー

ラムプレフォーラム研修会 

主催： 内閣府地方創生推進事務局 

共催： 小規模多機能自治推進ネットワー

ク会議 

日本財団 CANPAN プロジェクト 

4/18 災害時のローカルな情報収集と発信

〜市民と自治体の連携を考えよう！ 

主催： レジリ学園〜国土強靱化推進室連携 ナ

ショナル・レジリエンス・コミュニティ 

5/27 ロビイング講演会「五十嵐立青つくば

市長による『市民から地方行政を動か

す方法』」＋講演会 

主催：草の根ロビイング勉強会 

共催：日本財団 CANPAN・NPO フォーラム 

6/19 

～ 

6/20 

熊本県多良木町観光公開情報発信支

援ワークショップ（内部） 

主催： 熊本県多良木町 

共催：多良木町地域町おこし協力隊 

通年 他地域での情報交換、打ち合わせ、事

業への参加 

北海道札幌市、岩手県盛岡市 

宮城県石巻市、福島県福島市 

東京都東村山市、三鷹市、府中市 

兵庫県加古川市、高知県高知市 

鳥取県鳥取市、境港市 

佐賀県佐賀市、沖縄県沖縄市 
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（3）「地域情報収集・伝達媒体」を基盤とした地域情報化促進事業 

 

①調布地域情報化推進協議会について 

平成 28 年 9 月に設立。その後、同協議会幹事有志並びに他団体の協力も得て、11 月 12

日・13 日に、電気通信大学で「2020 年、調布でも開催されるオリンピック・パラリンピッ

ク。市民の誰もが「自分が関わった」と思えるまちをつくろう」をテーマに「調布アイデア

ソン・ハッカソン オリパラ×まち元気情報」が開催されました。 

続いて平成 29 年 2 月 19 日には、子育てカフェ「aona(あおな)」で第 1回目となる「調布地

域情報化推進協議会」が「子育て」をテーマに開催されました。 

上記、協議会の結果を受け、同協議会が機能していくための「あり方」について、現在、

協議を進めています。 

 

②調布地域情報化報告書 

調布市では平成１６年に「調布市地域情報化基本計画」を市民、大学、事業者及び市が参

加して策定しました。その後、「民・学・産・官」が連携し「市民の手による地域情報化」

を進め、当法人も平成１６年９月に設立され、具体的な事業等の実施を担ってきました。 

平成 25 年 3 月に調布市が発行した「調布市の地域情報化 これまでとこれから」で今後

の地域情報化を推進する仕組みとして、「地域情報化を推進するための仕組 ～誰もが参加

できる議論の『場』の設置～」が提案されたことにより、現在、当法人が事務局を担い、市

民、事業者、教育機関等が今後の地域情報化について自由に議論する「場」として情報提供、

意見交換を行う場として「調布地域情報化推進協議会」が設立され活動を開始しています。 

この報告書では、さらに市内の「市民の手による地域情報化」を推進し、他地域の事例か

らこの取り組みを加速させる意図で調査を依頼され、報告書として提出しました。 
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第 3 法人の状況 

 

1. 会費の状況 

 

当法人は、市民の声を反映させて、事業を維持・拡大していくために会員制度を設けて

います。今年度の会費収入は 135、000 円となりました。会費の内訳は次の通りです。 

種別 会員数(口数) 総額 

正会員（1口 5,000 円） 15 人 （15 口） 75,000 円 

営利法人賛助会員（1口 30,000 円） 1 社  ( 1 口) 30,000 円 

非営利法人賛助会員（1口 10,000 円） 2団体( 3 口) 30,000 円 

 

 

2．コンプライアンス及びアカウンタビリティ 

 

   当法人は、「効率的な運営によって法人価値の最大化を図るため、組織体制や仕組

み、制度などを整備し、必要な施策を適宜実施していくこと、また活動の成果を市民、

会員、取引先、業務委託先従業員といったステークホルダーと享受していくこと」を

重要な課題としています。 

 

今年度も健全な運営体制の実現のために、最高意思決定機関である総会、ミッショ

ン達成のための経営判断と人材育成を行う理事会、事業を円滑に遂行する事務局、業

務と会計の両分野での監査を行う監事が分担して取り組みました。 

 

 

3．他団体への加盟状況 

 

   当法人は社会に資する NPO 法人の 1団体として、他の団体と積極的に交流し、 

事業協力を行うことでの活動成果の最大化を図っています。 

  平成 28 年度は次の法人に加盟又は協力を行いました。 

 

団体名 目的 

NPO 法人調布市民放送局 
調布市地域情報化基本計画を基にする団体として、 

地域情報化推進のための情報交換 

NPO 法人ちょうふこどもネット 
利用者目線での情報提供に関する協力と 

事業への若年者の参加協力 
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NPO 法人ちょうふ子育てネット

ワーク・ちょこネット 

業務提携、事業協力、当法人が対象とする業界に関す

る情報収集 

関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会 地域情報化に関する事業での協力と情報交換 

株式会社キャンパスクリエイト 電気通信大学との地域情報化推進のための情報交換 

調布市商工会 市内商工業に関する情報収集と事業協力、業務受託 

調布市観光協会 調布市の観光施策に関する情報収集や事業協力、当協

会会員との人的交流、業務受託 

一社）武蔵府中法人会 税務に関する情報収集やセミナーへの出席、人的交流

公社）武蔵府中青色申告会 税務に関する情報収集やセミナーへの出席、人的交

流、業務受託 

上布田商栄会 当会会員との人的交流、当該エリアの情報収集、業務

受託 

小島商栄会 当会会員との人的交流、当該エリアの情報収集 

仙川商店街協同組合 当組合会員との人的交流、当該エリアの情報収集、業

務受託 
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第 4 平成 28 年度理事会等開催報告 

 

月日 活動項目 主な議題 

10/20 第 1 回 

理事会 

・9月度業務・収支報告 

・協議会並びに「アイデアソン・ハッカソン」イベントについて 

・市民活動支援センターについて 

・他団体との関係性構築について 

・電気通信大学からの受託事業について 

・コンサルティング事務所への経営相談について 

11/28 第 2 回 

理事会 

・10 月度業務・収支報告 

・地域情報化について 

・地域情報化推進協議会について 

・「アイデアソン・ハッカソン」イベント結果について 

12/27 第 3 回 

理事会 

・11 月度業務・収支報告 

・小規模多機能自治ネットワークについて 

・CLIC の調布市との協働について 

・職員の研修参加について 

・地域情報化推進協議会について 

・調布地域情報化推進事例報告業務の目次案について 

・新年会について 

2/6 

(平成

29 年) 

第 4 回 

理事会 

・12 月・1月度業務報告 

・札幌市市民活動支援センター、男女共同参画推進センター視察について 

・アイデアソン・サミット 2017 参加報告について 

・地域コミュニティサイト仕様書確認、作業進捗状況について 

・CLIC スタッフの SEO 対策スキルの向上についてについて 
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3/13 第 5 回 

理事会 

・2月度業務報告、12 月・1月度収支報告 

・地域情報化推進事例報告業務委託について 

・地域コミュニティサイト作成業務について 

・調布市との共創事業について 

・他団体との連携について 

4/24 第 6 回 

理事会 

・3月度業務報告、2月・3月度収支報告 

・地域コミュニティサイト「ちょみっと」公開及び障害対応について 

・「市民の手による地域情報化」推進に向けた報告書内容について 

・調布市こころの健康支援センター、調布市社会福祉事業団 

サイトリニューアルについて 

・コミュニケーショントレーニング中部・九州の引き合いについて 

・地域人づくり事業実施報告及び人件費支払いについて 

・調布市社会福祉協議会からの講師依頼について 

・契約について 

・各地への視察・営業・打ち合わせ・イベント参加報告 

・調布地域情報化推進協議会について 

5/26 第 7 回 

理事会 

・4月度業務・収支報告 

・勤務形態について 

・他団体との業務相互支援協力について 

・既存サイトの契約変更について 

・「ちょみっと」公開について 

・市民の手による地域情報化推進に向けた報告書について 

・その他公的施設サイトリニューアル・新規公開について 

・各地への視察・営業・打合せ・イベント参加について 

6/30 第 8 回 

理事会 

・5月度業務・収支報告 

・賞与と次年度待遇について 

・他団体との「業務における相互支援協力に関する協定書」について 

・「ちょみっと」進捗状況について 

・視察・会議出席報告 

・調布経済新聞紙面版のテスト発行について 

8/2 第 9 回 

理事会 

・6、7月度業務・6月度収支報告 

・総会議案資料について 
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8/28 第 10 回 

理事会 

・総会議案資料について 

・次年度役員報酬について 

・調布地域情報化推進協議会について 

9/14 第 11 回 

理事会 

・8月度業務、収支報告について 

・総会議案資料について 

・調布地域情報化推進協議会について 

 

 


