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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 14 期 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 

決算年月 2018 年 7 月 2019 年 7 月 2020 年 7 月 2021 年 7 月 2022 年 7 月

経常収入(千円) 68,472 67,142 64,002 68,559 67,996

当期正味財産増加額 
(千円) 

746 723 1,008 2,122 1,831

当期正味財産合計 
(千円) 

1,992 2,715 3,724 5,846 7,677

資産の部合計 
(千円) 

19,236 19,506 20,544 26,193 22,843

※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 同左ホームページと「ちょみっと」との連

携システム 

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 同左ホームページ 

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「まちの資料情報館ホームページ 

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 

■自主事業関係 

自主事業 １：調布市地域情報ホームページ「調布どっと

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、商工会など 

「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 

（調布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 事務局業務 

 

 

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、・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 

  



6 
 

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、2021 年９月に「調布市社会福祉協議会」ホームページを全面リニュ

ーアルしたほか、2022 年３月には「ちょうふ地域コミュニティサイト『ちょみっと』」のデザイン

リニューアルを行いました。また、調布市商工会の「住まいの便利帳」のデザイン改善及び「ちょ

うふ de サービス」ページも新規で立ち上げました。市からの受託で管理運営しているホーム

ページの管理システムのリニューアル、及びサーバーの移管にも着手しています。 

 

自主事業については、2021 年 12 月に「調布どっとこむ」の管理系システムの大幅リニュー

アルを行いました。調布経済新聞では年間アクセス数で過去最高を記録、2008 年 9 月の開

設から 14 年経ち、市民への PR 媒体の 1 つとして一定の認知を得られるようになりました。 

 

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」では引き続き事務局業務を行いました。総務省

の採択を受け 2021 年 9 月～12 月にかけて計 16 回行った「シニア向けスマートフォン講習

会」においては、その結果の情報共有や行政手続きのデジタル化の進捗状況などの報告会を

同協議会の主催で 2022 年 3 月に行いました。 

 

この報告会をきっかけに、市内のスマホ講習会主催者（調布市デジタル行政推進課、公民館、

シルバー人材センター、社会福祉協議会）の情報共有の場を当法人の呼びかけで８月に開催。

結果、各主催者が今年度実施する講習会について、市報でまとめて掲載することができ、市民

の利便性の向上をはかることができました。さらには、調布市民が知っておいて欲しい「市の

公式コンテンツ（安全安心メールや LINE 公式アカウント）」などについて、当法人で独自に案

内チラシを作成し、主催者や講習内容に関わらず、全市共通で受講者にお伝えする提案を行い

ました。 

 

調布スマートシティ協議会（SC 協議会）では「市民・市民周知ＷＧ」を進める担当になりまし
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た。現状では、参加企業が SC 協議会として実施する事業の PR のほか、デジタルデバイド対

策や商工会及び地域事業者とのつなぎ役を担っています。 

 

商店会内の情報共有の課題解決及び、市内事業者への情報発信に関する課題解決のため、

「情報伝達デジタル化」事業の提案を市と商工会に継続的に行いました（事業の検討は 2018

年から開始）。スマートシティ協議会においても、事業者情報は市民にとって関心の高いコンテ

ンツであり、デジタル的なつながりを今のうちから築いておく必要性があるとの考えから、「情

報伝達デジタル化」事業の価値や意義の説明を続けました。本事業の実施においては、プレミ

アム商品券をはじめ、今までの市や商工会のさまざまな産業活性化施策で、「調布どっとこむ」

内に構築した仕組み及び蓄積された事業者データを広く活用することを提案しています。 

 

人材育成においては、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 

・2022 年 3 月にデザインを全面リニューアル 

・自治会ページの立ち上げ 

・イベント情報入力項目の全面見直し 

 

 

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 

・フッターの見直し 

・市ホームページリニューアルに伴う、施設情報一元

化の検討 

・イベント情報入力項目の全面見直し 
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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 

・イベント情報入力項目の全面見直し 

 

 

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 

・イベント情報入力項目の全面見直し 

 

 

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 

・2024 年 3 月に予定されているリニューアルに向
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け、改善点などの提案 

・イベント情報一元化システムとのより効果的な連

携に関する仕様の提案 

 

 

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 

・維持更新管理 

 

 

 

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 

イベント情報一元化システムとの連携及び同協議

会が運営する他の施設情報の最新情報などの表

示。2021 年 9 月全面リニューアル 

 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

 

 

 

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 
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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 

・維持更新管理 

 

 

 

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。 

今期の取り組み 

・維持更新管理 

・パソコン講習会 

 

 

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 
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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 

・維持更新管理 

 

 

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 

・維持更新管理 
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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。 

調布の花火ホームページ維持更新管理も実施

今期の取り組み 

・サーバー移管の準備 

 

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。 
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「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 

・ワードプレスのアップデート 

・「住まいの便利帳」の更新 

・「ちょうふ de サービス」コンテンツの新規立

ち上げ 

 

 

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。 

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 
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・税の書道展ページの新規立ち上げ 

 

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） 

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 

・調布市プレミアム付商品券の参加店申し込み受け付け 

・調布市調布っ子商品券の参加店申込受付 

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 

「調布どっとこむ」 

 

  ●ホームページ概要 

    2002 年 7 月開設。 

202１年度年間 173 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・管理ページのプログラム言語変

更並びにデザインリニューアル、並びにサー

バー移転・セキュリティ強化を実施しまし

た。 

なお、開設20周年にあたり、「SEO対策」

及び「わかりやすさ」から、サイトの名称を

「ちょうふどっとこむ」から「調布どっとこむ」に変更しました。 

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も引き続き進

めています。 

 

・調布どっとこむとデータベースを連携する特設サイト 

「調布どっとこむ」の強みの１つである特設サイトについては、現在、１７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 

   ・建設業部会「住まいの便利帳」 

   ・工業部会「ものづくりデータベース」 

   ・サービス業部会「ちょうふ de サービス」 

 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：仙川商店街サイト  

 ９：国領商盛会サイト 

 １０：上布田商栄会サイト 

 １１：天神通り商店会サイト 
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 １２：調布銀座商栄会協同組合サイト 

 １３：深大寺そば組合サイト 

 １４：調布駅前商店街サイト 

 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 

 １７：こども商品券使えるお店紹介（コサイト内） 

         

 

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、2022 年 3 月時点で、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 132 エリアとなっています。 

 

 

  ⇒グループ全体：約 3 億 PV/年 

  



18 
 

■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 202１年 8 月→202２年 7 月 参考指標 ※( )は昨年 7 月時点 

フェイスブック 7,132  

 → 7,207（+75） 

 

 

１:調布経済新聞：7,207 

２:調布パルコ 4.145(4,170)+25 

３:調布市観光協会:2,452(2,374)+78 

４:トリエ：2,239(1,722)+517 

５:調布市役所:2,409(2,103)+306 

６:１８２ch：893(795)+98 

ツイッター 8,463 

→ 9,222(+759) 

１：調布市:21,094(19,982）+1,112 

２：調布経済新聞：9,222 

３：調布市観光協会:6,176(5,623)+553 

４：文化振興財団:2,403(2,146)+257 

５：調布パルコ：753(562)+191 

６：１８２ch：1,174(1,017)+157 

LINE＠ 3,019 

→ 3,290(+271) 

 

1：トリエ：44,708(33,433)+11,275 

2：調布パルコ:26,430(24,844)+1,586 

3:調布市：11,792(3,211)+8,581 

4：調布経済新聞：3,290 

インスタグラム ・テイクアウト：943→９72（＋29） 

・調布どっとこむ： 

トリエ京王調布：3,146(1,703)+1,443 

調布パルコ：2,935(1,892)+1,043 
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  1,086→1,479(+393) 

・調布経済新聞：325 

調布市：1,946(1,542)+404 

調布市観光協会：682(373)+309 

182ch:1,275(962)+313 

文化振興財団：622(443)+179 

 

●事業環境と運営状況 

  

 昨年、2021 年 5 月に 483,916 アクセスと過去最高を記録しましたが、今年度 2022 年

3 月にはその記録を更新し 539,914 アクセスを獲得しました。事業期間の年度合計におい

ても、過去最高だった 2019 年度の 400 万アクセスを超え、４８０万アクセスを獲得しました。 

 

 「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、事業単体では以前、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。 

 

 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、「ちょみっと」コラムの取

材執筆などの協力いただくことで、相互連携を図

っています。 
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■「調布駅前商店街」と「調布駅前から盛り上げる会」 

  

＊2021 年度の主な実施事業 

 ・おかえり FC 東京事業 

 ・新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者への物資パッケージ業務委託 

   ・～ 安心な空気の中でお食事を ～Chofu Safe Air Restaurant プロジェクト 

    ⇒電気通信大学石垣先生のプロジェクト。店内の CO2 濃度をリアルタイムで見える化 

     （右上 QR コード参照） 

 

■その他の実施事業 

 

 ・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 

 ・調布市プレミアム付き商品券 参加店募集・受付業務 

 ・調布市調布っ子商品券 参加店募集・受付業務 

 ・総務省「利用者向けデジタル活支援推進事業」（シニア向けスマホ講習会） 

 ・調布市 CDC 事業スマホ講習会 

  （市・アフラック・電通大が進めるデジタルを活用した健康増進事業） 

 

 

（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 

 

  2021 年 6 月 24 日、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

法人を創設メンバーとして設立。現在、参

加企業・団体は 10。 

 現在１１のテーマの中から５つを注力す

る活動とし、当法人は「市民周知」活動の

主幹事として活動を進める。具体的な活動

内容については今後、行政と検討。 
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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 

 

「（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」を継続テーマとして以下の活

動を実施 

 

１：調布の地域メディアの周知を  

   目指し、PR チラシを作成 

 

２：市民が地域活動に参加する 

   きっかけとなる 

  「地域デビューイベント」を「調布地域メディア連携プロジェクト」として PR 

 

３：調布スマートシティ協議会の進捗報告 

 

４：市内で開催されている「シニア向けスマホ 

   講習会」の情報共有イベントの開催 
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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 105,000 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 

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 

主に会員増強 

  

 

第 4 20２１年度 理事会等開催報告 

月日 活動項目 主な議題 

9/24 第 1 回 

理事会 

・正副代表理事の選任について 

・役員報酬について 

10/18 第 2 回 

理事会 

・9 月度業務報告、9 月度収支報告 

・業務執行状況について(ちょみっとリニューアル、スマホ講習会など) 

・調布スマートシティ協議会並びに地域情報化推進協議会の活動報告 

11/19 第 3 回 

理事会 

・10 月度業務報告 

・業務執行状況について(ちょみっとリニューアル、調布どっとこむリニューア

ルなど) 

・調布スマートシティ協議会並びに地域情報化推進協議会の活動報告 

12/21 第 4 回 

理事会 

・11 月度業務報告、１０月度収支報告 

・業務執行状況について(ちょみっとリニューアル、調布どっとこむリニューア

ル、情報伝達デジタル化事業など) 

・調布スマートシティ協議会並びに地域情報化推進協議会の活動報告 

2 月度 ・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。 

3/15 第 5 回 

理事会 

・2 月度業務報告、１2～2 月度収支報告 

・業務執行状況について(ちょみっとリニューアルなど) 

・調布スマートシティ協議会並びに地域情報化推進協議会の活動報告。 

4/22 第 6 回 

理事会 

・3 月度業務報告、 

・業務執行状況について(ちょみっとリニューアルなど) 

・調布スマートシティ協議会並びに地域情報化推進協議会の活動報告。 
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5/17 第 7 回 

理事会 

・4 月度業務報告、 

・業務執行状況について 

・調布スマートシティ協議会並びに地域情報化推進協議会の活動報告。 

6/22 第 8 回 

理事会 

・5 月度業務、収支報告 

・今期決算見通しと総会までのスケジュール 

7/7 第 9 回 

理事会 

・6 月度業務報告 

・個人面談結果の報告 

8/31 第 10 回 

理事会 

・７月度事業報告 

・2021 年度事業報告（総会資料）確認等 

9/１２ 第 11 回 

理事会 

・8 月度事業報告 

・2021 年度決算報告 

 


