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第 1 法人の概況 

１． 主要な経営指標等の推移 

※第１２期（2016 年 8 月）より合併 

期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 

決算年月 2017 年 7 月 2018 年 7 月 2019 年 7 月 2020 年 7 月 2021 年 7 月

経常収入(千円) 61,007 68,472 67,142 64,002 68,559

当期正味財産増加額 
(千円) 

110 746 723 1,008 2,122

当期正味財産合計 
(千円) 

1,246 1,992 2,715 3,724 5,846

資産の部合計 
(千円) 

14,332 19,236 19,506 20,544 26,193

※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・公益・共益団体関係 

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』 

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 
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(公財)調布市文化・コミュニ

ティ振興財団 

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 

■自主事業関係 

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 

 

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 ３：コサイトなど 

「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 

行政経営部 
情報伝達媒体の活用方法や情報収集 

（スマートシティ協議会） 

「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 

調布市行政経営部デジタル

行政推進課 
調布地域情報化推進協議会 支援業務 

 

 

３． 従業員の状況 

 

  当法人の従業員の状況は以下の通りです 

  ・取材、営業担当：１名 

  ・事務総務 兼 営業、取材担当：1 名 

  ・WEB デザイン、サイト製作担当：1 名 及び パート１名 

  ・プログラマー2 名、 
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  ・経理担当（パート）：１名 

 

  以上、正社員５名及びパート 2 名、計７名 

   

※プログラマー２名のうち１名は 2020 年度の新規採用者で、主にサーバーの維持管理を担

当しています。その他、サーバー及びシステムエンジニア１名に週１～２日で当事務所に勤務

いただいています。 

  

 

第 2 事業の状況 

１． 全般 

 

当法人は第 12 期（2016 年度）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。 

 

受託事業については、2020 年９月に「男女共同参画推進センター」ウェブサイトのリニュー

アル公開をしたほか、「ちょうふ地域コミュニティサイト『ちょみっと』」内に防災及び地区協議会

の特設ページを設置しました。また、「ちょみっと」については、システムリニューアルに向けた

協議も進めました。調布市社会福祉協議会ウェブサイトのリニューアルも９月公開に向けて着

手しました。 

 

自主事業については、「ちょうふどっとこむ」の管理システムの大幅リニューアルを継続して

います。昨年に続き「調布市プレミアム付商品券」の取り扱い店の受付や「調布市ファーストバ

ースデー事業（こども商品券）」の取り扱い店の受付も行いました。また、昨年度リニューアルし

た「調布のおみやげ」サイトをもとに、日本語版と英語版のチラシの作成も行いました。調布経

済新聞では年間アクセス数では昨年度には及びませんでしたが、単月で過去最高のアクセス数

を獲得した月が３回ありました。その他、調布駅前商店街においては「GoTO 商店街」の採択を

受け、同商店街の広報プロモーションを行いました。 

 

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

を行う場である「調布地域情報化推進協議会」の運営にも引き続き事務局として関わったほか、
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調布市・電気通信大学・アフラックと「スマートシティ協議会」の設立も行いました。 

 

人材育成においては、引き続き社外のセミナーなどへの参加を積極的に促したほか、業務に

必要な知識を習得するための月刊誌の購読や毎週実施する会議などの場において、新しいテ

クノロジーやデジタル社会の環境変化などの情報共有に努めました。また、引き続きテレワー

クを進める中で、ＳＮＳやクラウドを活用し、コミュニケーションの活性化や業務の効率化を進

めることができました。 
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分野別事業状況 

 

(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・公益・共益団体関係 

 

１：ちょうふ地域コミュニティサイト『ちょみっと』ホームページ維持更新管理 

所管 

協働推進課（生・文部） 

概要 

多様化する市民活動やライフスタイルに合わせ、よ

り分かりやすく多くの方に活用していただけること

を目的として 2017 年 5 月から運営。市内イベント

情報、団体情報などが検索可能。 

 

今期の取り組み 

・より内容の深い市民団体情報の提供とアクセス数

獲得を目指し、「ちょみっとコラム」を新設。 

・2019 年、台風による多摩川増水時に市ホームペ

ージが閲覧不能になったことから、防災に関する情

報のみを抜粋掲載し、アクセス集中時にバックアッ

プ用に用意された、調布市ホームページのコピーサ

イトにリンク。 

・地区協議会ページを市ホームページから移管 

・市発行の市民活動紹介誌「じょいなす」特設ページ

開設 

・まち活フェスタ特設インタビューページ開設 

・活用推進事業として、ZOOM 講習会を開催 

（２回予定のうち、１回はコロナにより中止になった

が、定員の４倍以上の申し込みがあった） 

・2022 年 3 月公開目標でデザインリニューアル準

備 
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２：調布市生涯学習情報コーナー ホームページ維持更新管理 

所管 

 

文化生涯学習課（生・文部） 

概要 

イベント情報や生涯学習団体、施設の検索が可能。

活動情報を登録した団体が自ら情報更新・発信が可

能。「ちょみっと」と情報連携。 

今期の取り組み 

・活動レポートの設置 

 

３：調布市市民活動支援センター ホームページ維持更新管理 

所管 

社会福祉協議会（管轄：協働推進課） 

概要 

イベント情報や市民活動団体の検索が可能。活動

情報を登録した団体が自ら情報更新・発信が可能。

「ちょみっと」と情報連携。 

 

今期の取り組み 

・市民活動に関するアンケート調査フォーム作成（市

民・団体） 

・問合せフォーム設置 

 

４：調布市男女共同参画推進センター ホームページ維持更新管理 

所管 

 

男女共同参画推進課 

概要 

同センターのイベントや各種相談の予約スケジュー

ルを掲載。「ちょみっと」と情報連携。 

 

今期の取り組み 

・9 月にリニューアル実施（レスポンシブ・スマホ対

応・SSＬ化） 

・Web 写真展ページ作成 
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５：調布市公式ホームページ運営補助 

所管 

広報課（行政経営部） 

概要 

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。 

今期の取り組み 

ワクチン予約が始まった際に、ホームページに表示

されている残数枠の更新など、新型コロナウイルス

感染防止対策に関係する情報の更新などを行いま

した。 

 

６：工場・指定作業場台帳システム 維持更新管理 

所管 

環境政策課（環境部） 

概要 

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システム化。検

索機能や地図情報を活用したデータ管理が可能。 

 

今期の取り組み 

・維持管理 

 

 

７：調布市社会福祉協議会 イベントシステム維持更新管理 

所管 

調布市社会福祉協議会 

概要 

同ホームページ内に設置されたイベントシステムで

は、同協議会の主催する事業や講座、施設でのイベ
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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。 「ちょみっと」と情報連

携することも可能。 

 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

・９月リニューアル公開に向けた仕様確認、デザイ

ン制作。 

 

 

８：調布市福祉人材育成センター ホームページ維持更新管理 

所管 

調布市社会福祉協議会 

概要 

同センターの情報発信。「ちょみっと」と情報連携。

 

今期の取り組み 

・サイトデザイン一部リニューアル 

・動画コンテンツページ追加（福祉の資格を知りた

い） 

・問合せフォーム設置 

 

９：調布市こころの健康支援センター ホームページ維持更新管理 

所管 

調布市社会福祉協議会 

概要 

同センターの情報発信。「ちょみっと」と情報連

携。 

 

今期の取り組み 

・本田先生講演会 動画配信 

・パソコン講習会 
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10：調布市立図書館「まちの資料情報館」システム 維持更新管理 

所管 

調布市立図書館 

概要 

調布ゆかりの文豪や深大寺そばなどの情報を

発信。各情報は図書館の蔵書検索とリンク。 

 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

 

11：調布市文化協会ホームページ 維持更新管理 

所管  

調布市文化協会 

概要 

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可能。 

今期の取り組み 

・SSL 化 

 

12：調布市社会福祉事業団ホームページ 維持更新管理 

所管 

調布市社会福祉事業団 

概要 

同事業団が運営する各施設の情報発信。 

今期の取り組み 
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・維持更新管理 

・職員向けのエクセル講座 

 

13：東京都三多摩公立博物館協議会ホームページ 維持更新管理 

所管 

調布市郷土博物館（三多摩地区の郷土博物館

などが毎年持ち回りで担当） 

概要 

各公立博物館の企画展や各館の特徴ある展

示物についてピックアップした情報発信 

 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

 

14：「調布市観光協会」ホームページ 維持更新管理 

所管 

産業振興課（生・文） 

概要 

イベント情報部分の維持更新管理担当。「ちょ

みっと」と情報連携。 
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調布の花火ホームページ維持更新管理も実施

（2021 年度は夏開催は見送り） 

 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

 

15：調布市商工会ホームページ 維持更新管理 

所管 

調布市商工会 

概要 

同商工会が実施する講習会や事業、事業者向

け支援金などの情報発信。 

「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。 

 

今期の取り組み 

・採用しているワードプレスが古いものになっ

ているのでアップデートの提案 

 

16：調布市勤労者互助会ホームページ 維持更新管理 

所管 

調布市勤労者互助会 

概要 

同組織が会員向けに実施する各種サービスの

情報発信。 
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今期の取り組み 

 

・維持更新管理 

 

17：武蔵府中青色申告会ホームページ 維持更新管理 

所管 

 

公益社団法人武蔵府中青色申告会 

概要 

同組織が会員向けに実施する各種サービスな

どの情報発信。 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

・入会申し込みフォームの設置 

・各種広告媒体の見直し 

・案内チラシの刷新 

 

18：調布市青少年ステーション CAPS 入館管理システム 維持更新管理 

所管 

児童青少年課（子ども生活部） 
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概要 

同施設の入館、会員管理、貸し施設の空き状

況表示システム 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

 

 

その他 

・調布市福祉作業所連絡会 

・調布市スキー協会 

・狛江調布食品衛生協会 

・調布のおみやげ紹介チラシ（日本語版・英語版）の制作英語版ウェブサイトの公開 

・調布市プレミアム付商品券の参加店申し込み受け付け 

・調布市ファーストバースデー事業の参加店募集企画立案と参加店申し込み受け付け 

など 
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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 

    2002 年 7 月開設。 

2020 年度年間 330 万ページビュー（月平均   

27.5 万ページビュー）。今期は開設当初から

ほぼ変更のなかったお店編集ページ・管理

ページの言語変更並びにデザインリニュー

アル、セキュリティ強化、並びに独自のデザ

インを採用できる新しい契約プランの仕様

の検討を実施しました。 

 

 

 

・連携する特設サイト 

「ちょうふどっとこむ」の強みの１つである特設サイトについては、今期、新サイトを 3

つ加え、現在、１9 のサイトと情報連携しています。 

 １：調布市受動喫煙ゼロの店サイト 

 ２：調布子育て応援サイト・コサイト 

 ３：調布市商工会サイト 

 ４：調布市観光協会サイト 

 ５：調布 Wi-Fi サイト 

 ６：深大寺 Wi-Fi サイト 

 ７：イオンシネマシアタス調布 半券サービスサイト 

 ８：調布市スクラッチ事業サイト(2020 年 12 月実施をもって終了) 

 ９：仙川商店街サイト  

 １0：国領商盛会サイト 

 １1：上布田商栄会サイト 

 １2：天神通り商店会サイト 

 １3：調布銀座商栄会協同組合サイト 

 １4：深大寺そば組合サイト 

 15: 調布のお土産サイト 

 16: 調布我が家のおすすめテイクアウトサイト 
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2020 年度新規追加サイト 

１7：プレミアム商品券使えるお店マップ 

１8：こども商品券使えるお店紹介（コサイト内） 

        １９：調布駅前商店街サイト 

 

■ちょうふどっとこむアクセス数推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
アクセス数 3,226,939 3,147,326 4,342,608 4,015,760 3,338,586

0
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2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

アクセス数
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２ 調布経済新聞 

 

●ホームページ概要  

2009 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、2021 年 7 月現在、同グループ下でニュースを配信する地域は

国内外合わせ 124 エリアとなっています。 

 

 

 ※昨年度の全体アクセス数は 1710 万ページビュー(2019 年度より３３％増加) 
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■アクセス数 年度比較 

 

 

 

 

  

2010年度 2013年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
調布経済新聞アクセス数 645,122 1,472,374 2,190,980 2,371,135 3,074,734 4,016,301 3,301,909

※当団体の会計年度である「8月～翌7月まで」の集計です
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調布経済新聞 アクセス数 年度比較

2010年度：計645,122PV

2013年度：計1,472,374PV

2016年度：計2,190,980PV

2017年度：計2,371,135PV

2018年度：計3,074,734PV

2019年度：計4,016,301PV

2020年度：計3,775,377V

２０２１年度
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■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 2020 年 8 月→2021 年 7 月 参考指標 ※( )は昨年 7 月時点 

フェイスブック 6,927  

 → 7,132（+205） 

 

 

１:調布経済新聞：7,132 

２:調布パルコ 4.145(4,154)▼9 

３:調布市観光協会:2,373(2,274)△99 

４:トリエ：1,722(1,746)▼24 

５:調布市役所:2,103(1,708)△395 

６:１８２ch：795(748)△47 

７：文化振興財団：711(673)△38 

※立川経済新聞：2,459(2,325）△134 

※下北沢経済新聞：4,529(4,389）△140 

※ シ ブ ヤ 経 済 新 聞 ： 22,500(22,254) △

246 

ツイッター 7,952 

→ 8,463(+511) 

１：調布市 19,982(17,611）△2,371 

２：調布経済新聞：8,463 

３：調布市観光協会:5,623(4,987)△636 

４：文化振興財団:2,146(1,876)△270 

５：調布パルコ：562(1,339)▼777 

６：１８２ch：1,017(889)△128 

※立川経済新聞：6,934(6,574）△360 

※下北沢経済新聞：8,345(8,159）△186 

※ シ ブ ヤ 経 済 新 聞 ： 15,793(15,071) △

722 

LINE＠ 2,696 

→ 3,019(+323) 

 

 

1：トリエ：33,433(16,699)△16,434 

2：調布パルコ:24,844(20,905)△3939 

3:調布市：3,211 

4：調布経済新聞：3,019 

※立川経済新聞：1,569(1,462)△107 

※町田経済新聞：2,504(2,352）△152 

※シブヤ経済新聞：3,929(3,785) △144 

 

インスタグラム テイクアウト：670→９４３（＋273） 

ちょうふどっとこむ：299→1,086 

(+787) 

調布パルコ：1,892(1,192)△700 

トリエ京王調布：1,703 

調布市：1,524(1,008)△516 
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 調布市観光協会：373 

182ch:962(603)△３５９ 

文化振興財団：443 

 

●事業環境と運営状況 

  

 2021 年 5 月には 483,916 アクセスを獲得し、2020 年 9 月の 479,644 を超え、コロ

ナ禍で新規開店する事業者の減少やほとんどのイベントが開催中止となるなか、サイト開設以

来、最高のアクセス数を更新しました。 

 

 「調布経済新聞」事業は認知度が比較的高い地域情報発信媒体として、受託事業や自主事業

に付加価値を提供する役割を担っていますが、事業単体ではまだ収支がマイナスのため、広告

掲載などを含め、収支状況の改善が継続的な課題となっています。 

 

 

 

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」 

 

2015 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、有料掲載店の請求管理も当法

人で行っています。2019年8月には過去最高の

アクセス数を獲得し、順調に成長しています。 

 

 サイトの改善や新規コンテンツの制作などにおい

ては当法人が全面的に協力しています。 

 

 一方、当法人が受託した、事業者への取材等が必

要な事業においては、ライティングを得意とする、

同団体の取材スタッフに協力いただくことで、相互

連携を図っています。（今年度は調布駅前商店街の

GoTo 商店街事業で冊子制作及び会員店舗の動

画制作、並びに「ちょみっと」コラムの取材を依頼） 
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■「調布駅前商店街」と「調布駅前から盛り上げる会」 

  

＊2020 年度実施事業 

 ・GoTo 商店街事業 

  商店街並びに半券サービスを紹介する冊子並びに公式ホームページの制作、会員 30 店  

  の動画制作、京王電鉄の交通広告を活用したプロモーション 

 ・イオンシネマシアタス調布・半券サービス事業 

   ・プレミアム付商品券使えるお店マップ（紙・ウェブ）の制作、発行 

 

■その他、市民団体、民間事業者等の独自ホームページ 

 

 今年度は民間事業者の新規ホームページ製作 2 件を行いました。 

 ・深大寺短編恋愛小説 事務局業務 

 ・調布市役所２F 受付ロビー デジタルサイネージ広告代理業務 

 ・深大寺そば組合 謎解きイベント企画立案 

 

 

（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 

 

■調布スマートシティ協議会について 

 

 2019 年 11 月に、アフラックが調布市

との「包括的パートナーシップ協定」に基

づき立ち上げた「調布市ヘルスケアスマー

トシティプロジェクト」が総務省の推進する

「データ利活用型スマートシティ推進事業」

に認定されたことをきっかけに開始した

プロジェクト。以降 2020 年より、三菱

UFJ リサーチ&コンサルティングをアドバ

イザーとして、調布市・電気通信大学・アフ

ラックと当法人で協議を重ね、2021 年

6 月 24 に設立総会を開催。ロゴとホーム

ページを当法人で作成。 

 産学官民が能動的に連携し共有価値を

創造し、社会的課題の解決と経済的価値

の創出を両立させながら、持続的に進化し続ける「共有価値創造型スマートシティ」の構築を目

調布スマートシティ協議会設立総会出席者。左からアフラ

ック生命保険 古出 眞敏代表取締役社長、電気通信大学

田野俊一学長、長友 貴樹 調布市長、調布市地域情報化コ

ンソーシアム 大前勝巳代表理事 
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指す。具体的には、人の密集度合いを可視化するセンサーを活用したニューノーマルへの対応

や、市民向けの健康管理アプリケーションの開発を含むヘルスケアサービスの拡充、さらに地

域人財育成に繋がるワークショップ等を実施予定。 
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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 

 

今期は「（調布の地域コミュニティを活性化させるために）市民活動団体がもっとうまく情報

発信ができるようになるにはどうしたら良いか」をテーマに、総務省の「地域情報アドバイザー

派遣制度」を活用し、東海大学文化社会学部広報メディア学科教授の河井孝仁先生にアドバイ

スをいただいた。また、調布の地域メディアの活用についても協議を深め、地域メディアへの

ヒアリング、地域メディア運営者による意見交換会を開催。同意交換会で協働での情報発信を

することに合意し、調布市医師会会長からのメッセージや、調布市のコロナワクチン接種計画

について「調布の地域メディア連携プロジェクト」と題して、一斉に情報発信を行った。(2021

年 2 月までの取り組みを「令和２年度調布市地域情報化調査研究報告書」として市に提出) 

また、４月以降は調布の地域メディア・広告媒体を一覧できる紙媒体の制作についての協議

も進めた。 

 

 

河井孝仁先生プロフィール 

東海大学文化社会学部広報メディア学科教授。 

博士(情報科学・名古屋大学)。静岡県職員を経て現職。 

専門は、行政広報論、シティプロモーション、地域情報論。 

公共コミュニケーション学会会長理事、日本広報学会常任理事など

を務める。著書に『シティプロモーションでまちを変える』(彩流社、

2016 年)、『「失敗」からひも解くシティプロモーションなにが「成否」

をわけたのか』(第一法規株式会社、2017 年)など多数。 
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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 145,000 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） 17 人 （17 口） 85,000 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．新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う職員の勤務状況について 

 

   当法人は、新型コロナウイルスの職員への感染を防止するため、昨年度に続きテレワー

ク制度を続けています。 

 

 

4．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。 

   20２０年度は次の法人に加盟又は協力を行いました。 
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組織（団体）名 会員種別や内容 

NPO 法人調布市民放送局 

・法人賛助会員 

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 

・法人会員 

利用者目線での情報提供に関する協力と、若年者の当

法人事業への就労協力 

NPO 法人ちょうふ子育てネット

ワーク・ちょこネット 

・理事、法人賛助会員 

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 ・正会員 

地域情報化に関する事業での協力と情報交換 

調布市商工会 ・理事、商業部会副部会長、正会員 

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 ・常任理事、正会員 

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 

調布市地域経済対策会議 ・委員（商工会から出向） 

駅前商店街役員会での意見や地域事業者の状況のフィ

ードバック並びにコロナ禍におけるネット活用などにつ

いての提案 

調布スマートシティ協議会 幹事 

調布市総合計画策定産学官連携

会議 

委員 

調布シネマフェスティバル実行委

員会 

委員（商工会から出向） 

調布エフエム番組審議会 委員（商工会から出向） 

調布市高齢者福祉推進委員会 委員（商工会から出向） 

上布田商栄会 ・役員、正会員 

当法人会員との人的交流、当該エリアの情報収集、業務

受託 

小島商栄会 ・役員、正会員 

当法人会員との人的交流、当該エリアの情報収集 

仙川商店街協同組合 ・賛助会員 

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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一社）武蔵府中法人会 ・常任理事、税制研修委員長、正会員 

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 ・理事、組織委員会副委員長、正会員 

会員増強や広報担当 
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第 4 20２０年度 理事会等開催報告 

月日 活動項目 主な議題 

10/22 第 1 回 

理事会 

・9 月度業務報告、8 月度収支報告 

・新規エンジニアの採用について 

・調布地域情報化推進協議会について 

11/25 第 2 回 

理事会 

・10 月度業務報告、9 月度収支報告 

・業務執行状況について 

・調布地域情報化推進協議会について 

12/16 理事会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

メールによる業務報告。 

1/18 理事会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

メールによる業務報告。 

2/15 理事会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

メールによる業務報告。 

3/18 理事会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

メールによる業務報告。 

4/22 第 3 回 

理事会 

・2、3 月度業務報告、3 月度収支報告 

・業務執行状況について 

・調布地域情報化推進協議会について 

5/20 理事会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。 

メールによる業務報告。 

6/25 第 4 回 

理事会 

・5 月度業務報告 

・スタッフ面談について 

・業務執行状況について 

・調布地域情報化推進協議会について 

・調布スマートシティ協議会について 
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7/21 第 5 回 

理事会 

・スタッフ面談結果について 

・2021 年度予算案及び事業計画案について 

・業務執行状況について 

・調布地域情報化推進協議会について 

・調布スマートシティ協議会について 

8/16 第 6 回 

理事会 

・7 月度業務報告 

・2020 年度事業報告について 

9/9 第 7 回 

理事会 

・8 月度業務報告 

・202０年度総会資料について 

 


