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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 8期 第 9期 第 10 期 第 11 期 第 12 期 

（当期より合併）

決算年月 平成 24 年 7 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

経常収入(千円) 22,887 17,632 17,511 16,826 57,760

当期正味財産増加額 
(千円) 

85 △102 71 110 207

当期正味財産合計 
(千円) 

737 635 706 816 1,136

資産の部合計 
(千円) 

6,432 2,333 2,204 2,227 16,699

※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』」 

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 
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調布市生活文化スポーツ部

男女共同参画推進課 

③ 「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 ④ 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 

⑤「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 ⑥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 
⑦同左イベントシステム 

調布市教育委員会教育部 

調布市立図書館 

⑧「まちの資料情報館」 

システム維持管理 

調布市文化協会 ⑨ 同左ホームページ 

調布市国際交流協会 ⑩ 同左ホームページ 

調布市社会福祉事業団 ⑪ 同左ホームページ 

調布市観光協会 
⑫ 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 

調布市勤労者互助会 ⑬ 同左ホームページ 

調布市商工会 
⑭ 「建設業部会の『住まいの便利帳』」 

ホームページ 

市内商店街 ⑮ 同左ホームページ 

東京都三多摩公立 

博物館協議会 

⑯ 同左ホームページ維持更新管理 

公益社団法人武蔵府中青色

申告会 

⑰ 同左ホームページ 

市内民間事業者 ⑱ 民間事業者の独自ホームページ 

「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 
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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。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

第 2 事業の状況 

１．全般 

 

当法人は第 12 期において NPO 法人ちょうふどっとこむと合併し、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」について取り組みました。 

 

「業務管理」については、理事会において、毎月の業務状況確認と活動の結果および効果

の確認を行い、課題の共有を行ったうえで、解決策について検討しました。 

 

「人材育成」については、就業規則を整えるとともに、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。 

 

自主事業については、「ちょうふどっとこむ」の有料契約は微増ながら、求人情報ページ

は掲載店が 20％以上増加しました。また、同ホームページを活用し、調布スクラッチカー

ドホームページや深大寺 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

経済新聞ではアクセス数並びにフェイスブックやツイッターなどの SNS 登録者数が着実に

増えています。 

 

受託事業は、調布市産業労働支援センターがサイトの自主運営を選択したことで 1 事業

が減少となりましたが、単年度での受託事業が複数あり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」の発足と運営の準備に事務局とし

て関わりました。 

 

また受託事業の中核となる「さがす見つかるシステム」に関しては、平成 29 年 3 月に、

「調布地域コミュニティサイト」として広く市内の情報を発信するシステムとして公開す

ることを目標に、システムやサーバーも含めた大規模リニューアル作業を継続中です。 
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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 28 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：4900 件、施

設・市民団体等：250 件）。また、調布市の

「さがす見つかるシステム」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。

月平均：約 40 万ページビュー。 

 

  ●事業環境と地域での役割 

 昨今、専門的な知識がなくても、比較的簡単に、無料または廉価でホームページが

作成できるサービスを提供する企業が増えていますが、市内の中小零細事業者では、

まだ ITリテラシーの低い事業者やリテラシーはあっても自身で作成する時間や予算

がない事業者も多く存在します。一方、スマートフォンの急速な普及に伴い、店舗を

インターネットで探す行動が一般的になり、インターネット上で店舗を PR する重要

性が益々高まっています。こうした環境において、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。 

 

  ●今年度の主な活動結果 

   新規有料契約件数：14 件、解約件数：10 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。近年、求人情報のニーズが高ま

っていることもあり、7月現在で約 200 件の求人情報を掲載しています。 
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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

業務提携をしました。有料契約店の請求管理事務を

CLIC で請け負うとともに、「ちょうふどっとこむ」と

「コサイト」の 2 つのホームページに契約するプラ

ンを展開。7月末現在、契約件数は 19 件に上ります。 

 

  11 月には、当選総額 1億円の「調布スクラッチカ

ード事業」において、参加店が検索できるホームペ

ージの製作を受託しました。行政や商工会等が実施

する地域産業活性化事業において、数多くの市内事

業者の情報を公開している当ホームページでは、ゼ

ロから構築するのに比べ、比較的容易にこのような

特設ホームページを作成することができることか

ら、同事業のスムースな遂行に貢献しました。 

 

  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」では、開発テストも兼ねて、4 つの

事業者のオリジナルホームページを作製。事業者の個

性やこだわりを具体化するデザイン性と「ちょうふど

っとこむ」とも連動する検索優位性の実現を目指し、

開発を進めました。 
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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、2000 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 110、海

外 11、計 121 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の文体は「共同通信社」  

の記事執筆ルールに則る、など統一されてお 

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、JR 東日本や NTTdocomo 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 

スマートフォンの普及に伴い、人々がインターネットに触れる機会は爆発的に増加しま

した。平成 27 年度版の総務省情報通信白書では、「スマートフォンで利用しているサービ

ス」で、「情報検索(87.7％)」に次いで多いのが「ニュース（81.9％）」という調査結果が報

告されています（3位は動画視聴 66.6％）。「グノシー」「アンテナ」などのニュースアプリ

がテレビコマーシャルで放送されているのは、「ニュース」という情報にかなりの需要があ

るという上記の調査結果を裏付けています。 

 一方、地域においては、地域情報を広める役割を担っていた「地域コミュニティー」はそ

の役割を以前ほど果たせなくなっています。また、新聞やテレビなどの既存マスメディアは

依然として圧倒的な影響力を保持していますが、調布の地域ニュースが取り上げられるこ

とはあまりなく、また記者はニュースのネタを足で稼ぐのではなく、インターネットで探す

傾向にあります。こうした環境の中、当新聞は 

 

・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、地域ニュースを提供する「中間メディ

アとしての役割 
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・「街の情報の記録係」としての役割。 

（インターネットに掲載されない地域情報はまだ多く、また、大手メディアの記事は時間

が経過すると削除されてしまうが、当新聞のニュースは削除されないため） 

 

という重要な役割を担っています。 

 

 一方、運営費を賄うための収入は同新聞のアクセス数＝当新聞の読者数に依るところが

大きくなります。渋谷や赤坂、六本木など全国的に知られた地域ではなく、県庁所在地など

でもない、また住民の関心が都心に向かいがちな都下ベッドタウンである「調布」において、

当新聞が配信するニュースに興味がある人数＝アクセス数はおのずと限定されます。それ

は、当新聞に掲載するバナー広告などで得る直接的な収入も限定的になることを意味しま

すが、 

 

・当新聞で紹介した店舗に対し、「ちょうふどっとこむ」の有料契約を紹介 

・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 を投稿 

・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 

アクセス数は月約 12 万ページビューで、開設当初の月 3万ページビューの約 4倍になり

ました。ソーシャルネットワークの登録者数（平成 27 年 8 月→平成 28 年 7 月）は 

・フェイスブック：3,237 人→4,377 人（1,140 人増） 

・ツイッター：5,383 人→5,806 人（423 人増） 

・Google＋：28,383 人→32,811 人（4,428 人増） 

・LINE＠：1,358 人→1,521 人（163 人増） 

と増加しています。掲載した記事数は平成 28 年 2 月に総計 2,000 本を達成し、7 月末時

点で 2,120 本になりました。 
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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、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

能になっています。 

現在は市民活動支援センターを中核として、調布市公

式ホームページ、男女共同参画推進センター、せんがわ

劇場などと連携し、今までに 7,700 件(昨年度比 1,100

件増)以上の情報提供をしています。 

これは月間で約 90 件の市内イベントを発信している

計算となり、調布市市報における市内イベント情報発信

の約 2.5 倍となります。 

 

●調布市の事業としての位置づけと「地域コミュニティサイト」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（第 4節）、出会いや交流の輪の中で、す

べての世代が自分らしく学べるまち（4-1）、生涯学習のまちづくり（施策 13）、学びのきっ

かけづくり（13-1）」として位置づけられています。 
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その後、今年度は昨年度のリニューアルが評価され、

今後の地域の情報発信を担う役割として、平成 29 年 4

月の公開を目標とした、「さがす見つかるシステム」の

発展型である「地域コミュニティサイト」としての大

規模リニューアルが決定し、現在作業を進めています。 

 この「地域コミュニティサイト」が、オープンし、

他のホームページと連携することによる特徴は大きく

次の 3 点であり、このポイントを情報連携の価値とし

て、関係組織に提案しました。 

 

1. 多様な市民向け情報が一か所で検索できること

で、多様な年齢層、生活スタイルの市民が利用する

ことになり、他の市民との「つながりづくり」を促

進します。 

 

2. イベント情報は、事前告知だけではなく、事後実施

記録としても活用が可能なため、今回参加できな

かった市民も事後情報を参考にして、次回参加を

検討することでより多くの参加者確保が見込めま

す。 

 

3. 新たに導入したイベントカレンダーによって、市

内イベントや講座が 1 日ごとに表示され、参加者

の募集、作品募集や委員募集、出展者募集に加え、

締切日についても確認できます。 

 

【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  
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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、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「さがす見つかるシステム」のリニュ

ーアルと合わせた、スマートフォンやタブレット

にも対応したアクセシビリティ向上とより明確な

情報発信を目標としたリニューアルを行いまし

た。 

今年度、TOP ページのアクセス数は年間で 63 万件以上となり、

5年連続の増加となっています。 

 

【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「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」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 2016」ページ作成や電話相談などへの、緊

急対応などを行いました。 

 

  

【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 
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④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。  

 

⑤ 「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 
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⑥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。  

 今年度は次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 

 

 

⑦「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」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 
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⑧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 

 

⑨「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、基礎からの情報

発信の重要性の認識に努めました。 

【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 
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⑩「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などの事業を行

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、IT を使って支

援する事業を受託し、第一段階として会計ソフトの導入支援を行いました。 

 

【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 

 

 

⑪「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

はまとめての新着情報表示が可能です。 

 今年度は次年度以降のシステム改善に向けた提

案と、セキュリティ診断結果への対応を行いまし

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 
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⑫「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 

 

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、深大寺参道界隈への Free Wi-

Fi 設置に伴い、平成 27 年 11 月に開設された「深大寺 Free WiFi 公式サイト」では、Free 

WiFi が設置された店舗情報に加え、深大寺地域の観光情報を提供しています。 
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⑬「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 

 

 

 

⑭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。 

 

 

 

 

 

 

⑮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。 
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⑯「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114,944件で、昨年度比106%

となりました。 

 

【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 

 

 

⑰「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。 

 

 

（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 

 

 市内在住市外勤務の市民が増加し、当法人の事業で公開しているサイトが市外サイトと

も比較されることが多くなってきたことから、今年度は当法人の事業が、より多くの市民に

受け入れられ、さらに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。 
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 事業や講座に参加する中で、調布の現状、当法人に求められている状況が明らかになり、

理事会で議論を行いました。 

また、全国での先進事例を参考にするため、調布市が進めるオープンデータで、先進的な取

り組みを行うほか、行政ホームページでも全国で表彰されている新潟市に視察を行い、意見

交換を行った結果、地域情報化促進事業のアイデアソン・ハッカソンキックオフイベントの

発想にもつながり、調布市がコーポレートフェローシップなど関係を持つ Code for Japan

ともつながりました。 

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) 

9/5 

～ 

11/27 

ソシオ・マネジメント・スクール 

「社会の課題解決・理想実現に挑む事

業と組織の運営の基礎」 

ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のため

の国際研究所] 

10/17 調布市地域情報化フォーラム 

「フォーラム(I)愛で(C)地域と世界を

(T)つなぐ」 

主催:総務省関東総合通信局、 

関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会 

企画運営: NPO 法人調布市民放送局

11/28 

～

11/29 

Webサービス体験イベント「“がたまる”

アイデアソン＆ハッカソン」 

主催：新潟市、NPO 法人にいがた地

域情報化推進協議会等 

後援：総務省信越総合通信局 

2/16 

～ 

2/17 

ICT ビジネスモデル発見 

＆発表全国大会 

主催：ICT ビジネス研究会、テレコ

ムサービス協会 共催：ＪＡＳＰＡ

後援：内閣府、総務省、経済産業省

4/27 CodeforJapan感動プロダクトを創造す

るための仮説検証ワークショップ 

CodeforJapan 

5/14 

～ 

9/10 

PubliCo スクール 株式会社 Publico 

7/15 

～ 

7/16 

佐賀県庁及び佐賀未来創造基金 佐賀県庁県民協働課 

公益財団法人佐賀未来創造基金 

NPO 法人佐賀県 CSO 推進機構 
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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 

 

本事業は調布市から「地域情報化推進支援業務」として受

託し、市民・事業者・教育機関等が今後の地域情報化につい

て自由に情報提供、意見交換を行う「議論の場」としての

｢地域情報化推進協議会｣の設立にむけた事業を行いまし

た。 

 

平成 28 年 3 月 27 日には、上記「地域情報化推進協議会」

の発足に合わせ、新潟市など全国で開催されている、市民と

の共創型イベントである「アイデアソン・ハッカソン」のキ

ックオフ事業「地域情報化推進事業「みんなで集まる、始ま

る、〇〇（まるまる）な調布～調布アイデアソン・ハッカソンキックオフイベント～」とし

て開催しました。約 60 名の方にご参加いただき、 第 1 部はゲストスピーカーのトークセ

ッション、第 2部はアイデアソン体験として「アイデアカメラ」を実施しました。また、当

日の内容はグラフィックレコーディングという手法で、わかりやすい絵でまとめて、懇親会

で共有しました。 

 

参加者の意見は良好で、継続しての開催を希望する声も多くあり、市民のニーズの高まり

と、今後の継続した「場づくり」の必要性が明確になりました。 

その後、継続して規約や名簿の整備を進め、事務局としてこの「議論の場」が機能するよ

うに活動を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

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 140,000 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） 16 人 （16 口） 80,000 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 27 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 27 年度理事会等開催報告 

月／日 活動項目 主な議題 

10/28 第 1 回理事会 【審議事項】 

・今年度の理事会検討事項について 

・今後の理事会のあり方について 

・CLIC 職員への事業説明会について 

【報告事項】 

・8月、9月業務報告 

11/17 第 2 回理事会 ・月次報告（10 月度業務・収支報告） 

【審議事項】 

・CLIC 従業員への事業説明会について 

・地域情報化協議会について 

【報告事項】 

・ソシオマネージメント報告 

12/2 

 

第 3 回理事会 ・月次報告（11 月度業務・収支報告） 

【審議事項】 

・地域情報化推進協議会について 

【報告事項】 

・新潟での地域情報化事業参加報告 

1/25 

(平成 28 年) 

第 4 回理事会 ・月次報告（12 月度業務・収支報告） 

【審議事項】 

・自主事業の今後の展開について 

・資金調達力強化のための研修会参加について 

・NPO 法人ちょうふこどもネット事業への協賛について 

・NPO 法人調布市民放送局からの後援名義依頼について 

【報告事項】 

・「さがす見つかるシステム」のリニューアルと 

次年度について 

・調布アイデアソンハッカソン事業計画について 

・調布経済新聞 運営体制と取材スタッフの採用について 

2/26 

 

第 5 回理事会 ・月次報告（1月度業務・収支報告） 

【審議事項】 

・3月 27 日開催：アイデアソンハッカソン事業での、関東

総合通信局及び関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会との共催に

ついて 
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【報告事項】 

・調布アイデアソンハッカソン事業について 

・ICT ビジネスモデル発見＆発表全国大会参加について 

・調布市国際交流協会事務事業について 

・就業規則策定に伴う職員待遇の変更について 

3/17 

 

第 6 回理事会 ・月次報告（2月度業務報告） 

【審議事項】 

・調布アイデアソンハッカソン事業について 

・今後の CLIC 公益事業について 

(1)トヨタ財団助成金の次年度獲得を含むファンドレイ

ジングについて並びに外部研修への参加について 

(2)今後の事業運営について 

・就業規則について 

【報告事項】 

・協議会進捗状況 

・平成 28 年度調布市受託事業について 

・総会までの今後の理事会議題について（職員待遇関係） 

4/21 第 7 回理事会 ・月次報告（2月度収支報告・3月度業務、収支報告） 

【審議事項】 

・職員労働環境の整備について 

  ＞就業規則並びに労働条件通知書の確認 

 ・5/28 開催 情報通信月間「調布地域連携交流会」につい

  て 

 ・今後の運営展開について 

【報告事項】 

 ・3/27 開催 アイデアソンハッカソンイベント報告 

 ・Publico スクール参加報告及び課題について 

 ・「さがす見つかるシステム」ﾘﾆｭｰｱﾙ進捗状況について 

 ・協議会の進捗について 

 ・4/20 関東 ICT 推進 NPO 連絡協議会参加報告 

5/9 第 8 回理事会 ・月次報告（4月度業務報告） 

【審議事項】 

・職員待遇について 

・協議会について 

・今後の運営展開について 

【報告事項】 
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・Publico スクール参加報告及び課題について 

・5/28 開催 情報通信月間「調布地域連携交流会」につい

  て 

6/2 第 9 回理事会 ・月次報告（5月度業務報告、4月度収支報告） 

【審議事項】 

 ・今年度収支見通しについて 

 ・来期収支見通しについて 

 ・協議会について 

 ・今後の運営展開について 

【報告事項】 

・Publico スクール参加報告及び課題について 

・情報通信月間「調布地域連携交流会」について 

7/7 第 10 回 

規約検討会議 

・月次報告（6月度業務報告、5月度収支報告） 

【審議事項】 

 ・協議会及びアイデアソン事業について 

 ・業務管理方法について 

 ・理事の役割と理事会での協議、審議事項について 

【報告事項】 

 ・Publico スクールについて 

 ・社会福祉事業団リニューアルについて 

 ・「さがす見つかるシステム」リニューアルと入力補助業務

担当者の採用について 

8/3 第 11 回理事会 ・月次報告（7月度業務報告） 

【審議事項】 

・平成 27 年度事業報告について 

・平成 28 年度事業計画策定に向けた、ＣＬＩＣの現状課題の

整理と解決について 

【報告事項】 

・今後の会議スケジュールについて 

・協議会の進捗状況について 

・アイデアソン、ハッカソンの進捗状況について 

・システム高度化について 

8/30 第 12 回理事会 【審議事項】 

・平成 27 年度事業報告及び平成 28 年度活動予算について 

・経営戦略会議について 

【報告事項】 
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・協議会の進捗状況について 

9/11 臨時理事会 【審議事項】 

ＣＬＩＣ経営戦略検討 

9/20 第 13 回理事会 ・月次報告（8月度業務報告） 

【審議事項】 

・平成 27 年度活動計算書及び平成 28 年度事業計画について 

【報告事項】 

・協議会及びアイデアソンハッカソンイベントの進捗状況に

ついて 

 


