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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 10 期 第 11 期 第 12 期 

（当期より合併）

第 13 期 第 14 期 

決算年月 平成 26 年 7 月 平成 27 年 7 月 平成 28 年 7 月 平成 29 年 7 月 平成 30 年 7 月

経常収入(千円) 17,511 16,826 57,760 61,007 68,472

当期正味財産増加額 
(千円) 

71 110 207 110 746

当期正味財産合計 
(千円) 

706 816 1,136 1,246 1,992

資産の部合計 
(千円) 

2,204 2,227 16,699 14,332 19,236

※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、「必要な人が必要な情報

を簡単に得られたり、必要な人に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 

■行政関係、市民団体関係セクター 

調布市生活文化スポーツ部

文化生涯学習課 

１ 『調布市生涯学習情報コーナー』 

ホームページ 

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』 
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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 

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 

調布市社会福祉事業団 １３ 同左ホームページ 

東京都三多摩公立 

博物館協議会 

１４ 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

１５ ウェブシステムデザインプログラム

公式サイト製作 

 

■自主事業、産業・民間関係セクター 

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」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 ２：調布のニュースホームページ 

「調布経済新聞」の運営 

その他産業・民間関係セク

ター 

３：その他産業・民間関係セクター 

・ちょうふ子育て応援サイト「コサイト」

連携、ホームページ運営支援 

・調布市商工会ホームページ連携 

 ＞スクラッチカード事業ホームページ 

 ＞シアタス調布半券サービス事業 

ホームページ 

 ＞調布市受動喫煙ゼロの店登録店 

ホームページ 

・調布市観光協会イベントシステム 



6 
 

維持更新管理 

・調布市勤労者互助会ホームページ 

維持更新管理 

・市内商店会ホームページ 

 維持更新管理 

・公益社団法人武蔵府中青色申告会ホーム

ページ維持更新管理 

・その他民間事業者の独自ホームページ維

持更新管理 

「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 名の従業員と公益事業（行政関係、市民団体関係）を担当する業務委託契約

者 1名、常勤役員 1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、「必要な人

が必要な情報を簡単に得られたり、必要な人に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」というミッションと「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」という経営方針に基づき「業務管理」と「人材

育成」について継続的に取り組んできました。 

 

また、前期に整理した以下の「当団体の強みと対象」を念頭におき、事業を進めてきまし

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を必要とし

ている人・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」自体は他の自主事業等への資源配分の関係

で軽微な改善作業しかできなかったものの、「ちょうふどっとこむ」の機能やデータを活か

した特設サイトについて２つの新規サイトに着手しています。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。 

 

受託事業は、調布市と共同開発を行った「ちょうふ地域コミュニティサイト『ちょみっと』」

が昨年度末にリリースされ、市内のイベントや団体活動情報を小学校学区域程度の小地域

で受発信が可能になり、当団体のビジョンである「必要な人に、必要な情報が、わかりやす

く届く」地域への足がかりができました。しかしながら、アクセス数が伸び悩む状況が続い

ているため、改善に取り組んでおります。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:行政関係、市民団体関係セクター 

 

１ 『調布市生涯学習情報コーナー』 

 

●システムの概要 

平成 29 年 7 月まで「さがす見つかるシステム」

として情報提供していた、調布市の生涯学習に

関する情報を広く市民に向けて発信する調布市

独自のシステムが「生涯学習情報コーナー」とし

て名称変更されました。 

システムの特徴としては変わらず、公的施設、機

関、団体を登録・発信することを可能にしていま

す。今年度、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  
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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、平成 17

年に設置されました。 

「ちょみっと」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。  

 

【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 

 

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」での『さがす見つかるシステム』再構

築により、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「必要な人が必要な情報を簡単に得られ

たり、必要な人に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」として平成 29 年 5 月に公開いたしま

した。 

しかしながら、公開後、アクセス数が伸び悩む状

況が続いているため、改善に取り組んでいます。 
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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。 

「ちょみっと」とも情報を共有しています。今年

度は「市民参加事業フォーラムしぇいくはんず」の

情報を随時更新するなど、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

まで当法人と協力協定を結んだ市内 NPO 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。 

 「ちょみっと」連携も常時意識し、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 2 人から 3 人による交代制で業務を行いました。

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い、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、

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、過去 10 年間の事業を整理するため

のシステム改編や継続し続けている事業の特設

ページを作成する機能追加、更新を行いました。 

 

【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  

 

 

 

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、調布市社会福祉

協議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、「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、調布市社会福祉協

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。 

今年度は「ちょみっと」と情報連携し、発信力

強化に努めました。 

 

【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として  

今年度は「ちょみっと」と情報連携し、発信力強

化に努めるほか、利用者向け IT 講座を受託し実

施しました。 

【主な提供情報】 

・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。 

 今年度は情報整理に伴うトップページのメニュ

ー変更と新規追加テーマについての調整を行いました。 

  

【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、情報更新を担当する事務局員が変更

になり、改めてホームページの重要性を理解して

いただくことに努めました。 

 

【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 「調布市社会福祉事業団」ホームページ 

 

 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。 

 今年度は後発リリースとなった子ども家庭支援

センター「すこやか」のサイトのリリースを行った

ほか、職員の方向けの IT 活用の講座も受託し、実

施いたしました。 

 

【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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１４「東京都三多摩公立博物館協議会」ホームページ 

  多摩地域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。今後、2020 年東京オリンピ

ック・パラ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

しながら協議を進めました。 

 

【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 

 

１５ 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、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をし

たほか、今年度は昨年の第一期の参加者による

インタビューページを作成し、さらに事務局が

更新をできるように構築しました。 

 

【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 
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II：自主事業、産業・民間関係セクター 

 

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 30 年 7 月現在、 

約 4,800 件の事業者・施設情報を掲載( 

うち有料契約 163 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 29年度年間 315万 

ページビュー（月平均26.3万ページビュー）。 

 

  ●事業環境と地域での役割 

Google の検索アルゴリズムの変更やスマートフォン、SSL など WEB サイトを取り

巻く環境の変化への対応と収益を確保するための受託事業への対応への人的資源の

配分に苦慮する状況が続いています。その他、外部環境としては、地域アプリがリリ

ースされ、ダウンロードを促進させている動きは当サイトにとって脅威にあたりま

す。 

しかしながら、2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年東京オリンピック・パラ

リンピックに向けて、調布の地域情報の必要性が高まる中、開設から 17 年間、地域

の事業者情報を蓄積・更新をしてきた価値を、後述する他サイトや特設サイトとの連

携という形で提示できる土台ができつつあります。このような連携は少なくとも現

時点では当団体のみが担える役割であり、競合に対する優位性の１つと考えていま

す。 

 

  ●今年度の主な活動結果 

    新規有料契約件数：６件、解約件数：１５件。 

   解約件数が新規契約を大幅に上回る結果となりましたが、Google の検索アルゴリズ

ムの変更と継続的な SEO 対策によりサイト全体のアクセス数は増加しています。ま

た、個店ページ以外のレスポンシブ対応にも７月から着手できたことに加え、来年度

予定している各種改善と後述する商工会との提携等により、新規契約の増加を図り

ます。 
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■アクセス数推移
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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、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。 
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調布経済新聞のアクセス数及び SNS フォロワー数の増加に伴い、記事掲載したほぼ全て

の店舗から「かなりの反響があった」旨の声をいただけるようになりました。 

 

 

●事業環境と地域での役割 

 2019 年ラグビーワールドカップ，2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて市内

各所で様々なイベントや企画が開催されることも予想され、その開催地である調布市の注

目度は高まっています。その盛り上がりとともに、既存のお店なども趣向を凝らした取り組

みなどを行うと思われ、地域ニュース全体の需要も高まると考えています。 

  

 

●今年度の主な活動結果 

平成 29年 9月末のトリエやシアタス調布の開業という力のあるコンテンツがアクセス数

に大きく貢献し、昨年度と同等のアクセス数を確保しました。 

昨年から再開した「調布経済新聞 紙面版」については平成 29 年 10 月(第 9 号)、平成

30 年 2 月（第 10 号）、5月（第 11 号）を発行しました。 
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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フォロワー（登録者）数 

※調布市のツイッターを除き、調布の地域情報全般を発信する媒体としては市内で 

最大のフォロワー数を獲得しています。 

SNS 媒体名 平成 29 年 8 月→平成 30 年 7 月 参考指標(2018 年 7 月時点) 

フェイスブック 
5,281 → 6,025(+744) 

１:調布経済新聞：6,025 

２:調布パルコ:4,245 

３:調布市観光協会:1,961 

４:トリエ：1,604 

５:調布市役所:997 

６:１８２ch：691 

７：文化振興財団：550 

（立川経済新聞：1,959） 

（下北沢経済新聞：4,030） 

 

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 計
2010年度：  計645,122PV 49,157 46,663 50,952 44,049 40,948 44,446 35,192 67,883 68,717 63,337 69,208 64,570 645,122
2013年度：計1,472,374PV 130,736 80,648 146,461 126,574 132,587 99,160 83,572 111,450 152,195 146,741 144,008 118,242 1,472,374
2016年度：計2,190,980PV 96,581 137,089 164,964 96,096 87,354 112,452 191,598 231,300 362,748 240,144 214,239 256,415 2,190,980
2017年度：計2,371,135PV 149,765 245,834 240,982 182,377 127,248 155,248 102,741 323,192 248,015 171,052 227,088 197,593 2,371,135
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ツイッター 
6,459 → 7,083(+624) 

１：調布市役所:11,484 

２：調布経済新聞：7,083 

３：調布市観光協会:3,603 

４：文化振興財団:1,346 

５：調布パルコ：1,291 

６：１８２ch：614 

（立川経済新聞：6,434） 

（下北沢経済新聞:8,116） 

LINE＠ 
1,832 → 2,149（+317） 

１：調布パルコ:20,080 

２：トリエ：8,182 

３：調布経済新聞：2,149 

（立川経済新聞：1,084） 

（町田経済新聞：1,830） 

 

 

 

３ その他、産業・民間関係セクター 

 

 ■調布市商工会ホームページリニューアルと業務連携 

  調布市商工会のホームページを平成 30 年 1 月に 

リニューアル公開しました。 

主なリニューアル点は以下の通りです。 

  ・ホームページを Movable Type から WordPress に 

変更、モバイル対応、SSL 対応。 

  ・工業系事業者を紹介する「ものづくりデータベース」    

の仕組みを一新し、検索に全く引っかからない作り

を改善。また、商工会会員であれば、事業者自身で

も情報更新可能に。 

  ・商工会が主催、共催などをするセミナーなどのイベ

ント情報を「イベントシステム」と連携。ちょうふ

どっとこむのイベント情報にも自動的に掲載。 

  ・ちょうふどっとこむに掲載された情報を事業者が編

集するための「お店編集ページ」に商工会からのお

知らせが自動的に掲載されるようにシステム連携。 

   

  以上のリニューアル及びちょうふどっとこむとのシステム連携をより効果的なものに



22 
 

するため、平成 30 年 6 月に「商工会から事業者への情報発信」「事業者から消費者への情

報発信の支援」を協力して行っていく業務連携に関する覚書を締結しました。同覚書には、

調布市商工会が市内事業者に対し「ちょうふどっとこむ」への登録、活用を勧めることが

記載され、今後一体となって、事業者への支援を進めていくことになります。 

 

 調布市商工会と当団体（ちょうふどっとこむ）との連携の枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この連携に関連して、「ちょうふどっとこむ」のシステムと連携した特設サイトが現

在、増えつつあります。 

●既存特設サイト 

・スクラッチカード事業 参加店紹介ホームページ（主催：商工会） 

・シアタス調布 半券サービス 参加店ホームページ 

（共催：商工会、調布駅前商店街、調布駅前から盛り上げる会） 

・深大寺 Free WiFi 公式ホームページ（主催：調布市観光協会） 

・調布 Free WiFi 公式ホームページ（主催：調布市観光協会） 
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・調布市消防団応援店ホームページ（主催：防災安全課） 

・市内商店会ホームページ（調布銀座商栄会協同組合、上布田商栄会、天神通り商店会、 

国領商盛会、柴崎駅北口商店会、仙川商店街協同組合（今年度 SSL 及びモバイル対応実施

済）、深大寺そば組合：計７商店会） 

 

●平成 30 年度 開設予定の特設サイト 

・調布市受動喫煙ゼロの店登録店紹介ホームページ（主催：健康推進課） 

・調布のお土産ホームページ（共催：商工会・西武信用金庫） 

 

 

 

 

 ■ちょうふ子育て応援サイト「コサイト」 

平成 27 年 4 月開設。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、有料掲載の

契約件数は前年度から 20 件純増し 50 件に上り

ます。 

 

 当団体は毎月定例会を開催し、同ホームページ

の運営支援を行っています。 
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■「調布市観光協会」ホームページ 

  イベントシステム 

「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。 

 

平成 29 年 7 月にホームページが他の

事業者によりリニューアルされました。 

当団体では引き続きイベント情報部

分の維持更新管理を担当、「ちょみっと」

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。 

 

 

また、調布の花火の公式サイトに加

え、平成 27 年 11 月に開設された「深大

寺 Free WiFi 公式サイト」と平成 28 年

に開設された「調布 Free WiFi 公式サイト」の維持更新管理も行っています。 
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■「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 

 

 

 

■「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。 

 

 

■ 民間事業者等の独自ホームページ 

   今年度は市民団体１件、民間事業者 4件の新規ホームページ製作（完了・公開済み）

を行いました。また、数多くの市内福祉作業所に業務委託を行っている民間事業者の業

務管理システムの構築も行いました。 
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（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 

 

 調布市の総合計画最後の年となる平成 30 年、2019 年ラグビーワールドカップ、2020 年

東京オリンピック・パラリンピックに向けて、市外からの注目が集まり、全国的な取り組み

が次々と調布でも行われる中、地域情報化に関するイベントや研修に参加し、調査と情報収

集を行いました。 

ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」の一層の活用にもつながるように、今後

の他地域での展開も視野に入れながら、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、平成 30 年 1 月には全国から地域協働の関係者が集まる「沖縄フォーラム」で経

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」の現在と今後の流れの

把握に努めました。 

 

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) 

平成 29 年

8/5 

ETIC.ギャザリング「Cafe19th 

～Creative Action For the Earth～」 

NPO 法人 ETIC 

http://www.etic.or.jp/ 

9/26 CR ファクトリー 

「ビジョンフォーラム」 

NPO 法人 CR ファクトリー 

http://crfactory.com/ 

10/12 『草の根ロビイング勉強会』 

～プロボノと助成金の活用方法～ 

NPO 法人日本アドボカシー連盟 

http://lobbyingadvocacy.strikingly.com/ 

11/25 『持続可能な開発目標 SDGs』 

ハテナソン IN 東京 

NPO 法人ハテナソン共創ラボ 

https://peraichi.com/landing_pages/view/hatenathon 

12/16 SIM ちば 2030＠幕張 base 千葉県職員有志等 

https://www.facebook.com/simchiba2030/ 

平成 30 年 

1/7 

沖縄フォーラム 沖縄フォーラム実行委員会 

https://www.facebook.com/okinawa.forum 

2/15 CodeforFuchu 井戸端会議 Code for Fuchu 

https://www.facebook.com/codeforfuchu/ 

3/1 ローカルキャリアが拓く未来 

 

一般社団法人 地域・人材共創機構 

https://careerfor.net/ 

4/29 グラレ講座 02 

グラフィックを通じて目標設定を描いてみる

協働ステーション中央 

https://www.facebook.com/egaku.zono/ 
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②デジタルサイネージについての調査 

 

デジタルサイネージについての知識を深め

るため、「調布地域情報化推進協議会」で一般

社団法人デジタルサイネージコンソーシアム

に勉強会の依頼をし、同法人で常務理事を務

める江口靖二氏に講演していただきました。 

 

調布（駅近隣）での設置を検討する際には、

事業主体や運営方法など、多数の項目につい

て念入りに協議する必要があることが共有さ

れました。また、特にデジタルサイネージ自

体に集客効果はなく、人が集まるところにし

かデジタルサイネージをつけるべきではない、ということが根本的な考え方であるほか、例

え人が集まるところであったとしても、ディスプレイの向きやサイズ、コンテンツについて

も熟慮しなければ、様々な課題を残すデジタルサイネージとなってしまうことに注意しな

ければいけないとのアドバイスもいただきました。 

 

 

 

 

 

 

5/27 日経地方創生フォーラム  

「官民連携と地域連携で実現する地方創生」

日本経済新聞社  

http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=02500

6/29 2020 年オリパラ、そして 2030 年：

2020 年を起点に考える未来 

一般社団法人 SDGs ジャパン 

https://sdgssustainablestory3.peatix.com/ 

7/13 SDGs 実践ワークショップ NEC wisdom 

https://wisdom.nec.com/ja/collaboration/2018061101 

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、東松島市、松島町 

福島県福島市、須賀川市 

東京都杉並区、中央区、東村山市、 

三鷹市、府中市、兵庫県加古川市、 

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 

 

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、電気通信大学で東京オリンピック・パラリンピックをテーマにアイデアソン

ハッカソンを開催。また翌平成 29 年 2 月 19 日には、「子育て」をテーマに第 1回目となる

「調布地域情報化推進協議会」が開催されました。 

 その後、協議会の結果を受け、同協議会の「あり方」について協議を進める一方、市民ニ

ーズを知るために地域情報化に関する市民アンケートを行うことを想定し、アンケートの

テーマについて幹事の意見をまとめ、平成 30 年 3 月に「地域情報化推進調査報告書」とし

て市に提出しました。 

同報告書に基づいたアンケートを 7月から実施しています。 

 

調布地域情報化推進協議会 幹事一覧 

 

 

 

役職
氏名

（敬称略） 所属団体

代表幹事 三木哲也 国立大学法人　電気通信大学

副代表幹事 水戸和幸 国立大学法人　電気通信大学

副代表幹事 横山泰治 調布から！復興支援プロジェクト

幹事 南條　勉 ちょうふチャリティーウォーク実行委員会

幹事 平澤　和哉 NPO法人　ちょうふこどもネット

幹事 水田征吾 市民活動支援センター運営委員

幹事 峯水延浩 調布さくらプロジェクト

幹事 竹中裕子 NPO法人　ちょうふ子育てネットワーク・ちょこネット

幹事 大槻昌美 非営利型株式会社ポラリス

事務局 大前勝巳 NPO法人調布市地域情報化コンソーシアム
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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 107,500 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 （15.5 口） 77,500 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活動成果の最大化を図っています。 

  平成 29 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 

NPO 法人ちょうふ子育てネット 業務提携、事業協力、当法人が対象とする業界に関す
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ワーク・ちょこネット 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 29 年度理事会等開催報告 

 

月日 活動項目 主な議題 

10/17 第 1 回 

理事会 

・9月度業務・収支報告 

・会員の入会、退会について 

・NPO 法人ちょうふこどもネットとの協定について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

11/20 第 2 回 

理事会 

・10 月度業務・収支報告 

・就業規則の細則改定について 

・業務委託締結の進捗状況について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

12/13 第 3 回 

理事会 

・11 月度業務・収支報告 

・業務委託締結の進捗状況について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

1/26 

(平成

30 年) 

第 4 回 

理事会 

・12 月度業務・収支報告 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

2/23 

 

第 5 回 

理事会 

 

・1月度業務・収支報告 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

3/20 第 6 回 

理事会 

・2月度業務報告 

・ちょみっとの運営委託、広報課サポートの勤務について 

・職員研修のためのＷＥＢサイト制作について 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 



32 
 

4/23 第 7 回 

理事会 

・３月度業務報告、２月・３月度収支報告について 

・ちょみっとの運営委託、広報課サポートの勤務について 

・職員研修のためのＷＥＢサイト制作について 

・新規入会について 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

5/21 第 8 回 

理事会 

・４月度業務報告 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

6/4 第 9 回 

理事会 

・5月度業務・4月度収支報告 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

6/28 第 10 回 

理事会 

・今期収支予想と賞与について 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・調布地域情報化推進協議会の進捗状況について 

7/3 第 11 回 

理事会 

・総会議案資料について 

・今後のＣＬＩＣのあり方について 

・次年度理事体制について 

・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 

8/29 第 12 回 

理事会 

・6月、7月度業務・収支報告 

・2018 年（H30 年）度活動予算書 

・調布地域情報化推進協議会について 

9/11 第 13 回 

理事会 

・総会議案書について 

・新理事について 

・調布地域情報化推進協議会について 

 

 


