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対 象 市民，地域コミュニティ，市民活動団体 
意 図 コミュニティ活動が活発に行われるようになる，地域の一員としての連帯感を持つことができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ124＞ 

市民が地域活動などに積極的に参加し，市民同士の交流が促進できるよう，地域にコミュニティ組織と拠点施設を整

備します。また，地域の課題などについて，自分たちで取り組み，解決できるよう環境整備を行います。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 地域の一員としての連

帯感を感じている市民の割

合【☆，◎】 

38.4% 39.8％ 37.4% 40.0％ 50.0％ 

２ 地域コミュニティ施設

の利用件数【☆】 

上段：地域福祉センター 

下段：ふれあいの家 

2万8,983件

1万2,357件 

2万8,019件

1万3,262件 

2万5,976件 

1万3,538件 

２万6,512件

1万3,464件 

2万9,000件 

1万5,000件 

３ 地域活動に参加してい

る市民の割合【☆】 
26.0% 26.1% 27.7% 26.0％ 33.0％ 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 地域の一員としての連帯感を感じている市民の割合【☆，◎】 
平成２９年度市民意識調査では，前年度と比べ２．６ポイント増の４０．０％となりました。目標値の

５０．０％には届きませんが，ここ５年間では最高の数値となりました。平成２８年度は「自治会を知ろ
う！キャンペーン」，平成２９年度は「自治会でつながろう！キャンペーン」を自治会連合協議会ととも
に行うなど，新たな取組を行いました。 
今後とも一人でも多くの方が地域の一員として連帯感を感じられるよう地区協議会や自治会と連携し

た活動を継続します。 
 

２ 地域コミュニティ施設の利用件数【☆】 
平成２９年度の地域福祉センター利用件数は，前年度に比べ５３６件増の２万６，５１２件となりまし

た。年度による若干の増減は，改修工事による休館日の増減が大きく影響しているものと考えます。ふれ
あいの家の利用件数は，前年度に比べ７４件減の１万３，４６４件となりました。 
今後も利用件数の増加を目指すとともに，引き続き，両施設が市民同士の交流の場所となるよう施設改

善に努め，併せて，地域活動・市民活動の拠点として機能するよう取り組みます。 
 

３ 地域活動に参加している市民の割合【☆】 
平成２９年度市民意識調査では，２６．０％で，平成２８年度の２７．７％と比べ，１．７ポイント減

となり，平成２６年度の２６．０％，平成２７年度の２６．１％と横ばい傾向が続いています。 
今後については，コミュニティ活動への活性化を図ることを目的に行っている「まち活フェスタ」，「え

んがわフェスタ」などのイベントを通じて市民活動への興味や参加を促すとともに，自治会キャンペーン
などにより地域への関心を高め，市民活動や地域活動の更なる活性化を促進し一人でも多くの方に参加し
てもらえるよう努めます。 
  

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№15 地域コミュ二ティの醸成） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
１５－１ 地域コミュニティの活性化に向けた支援（総合戦略Ａ－⑥） 
２０ある小学校地区のうち１６の既存地区協議会に対しては，担当職員制による運営支援を行っている

ほか，助成金の交付を行い，地域コミュニティ活性化に向けた支援を行いました。また，地区協議会の代
表者による「地区協議会連絡会」を年４回開催し，活動の協議，情報交換などを行いました。平成２９年
１２月には地域防犯勉強会を開催し，地区協議会未設立の小学校区（深大寺小，柏野小，第二小，染地小）
の自治会など地域で活動している方にも声掛けをし，講演，事例発表，グループワークなどを行い，意見
交換と情報共有を図り，地域交流の進展に努めました。 
 地域コミュニティの基本である自治会に対しては，加入促進とその支援を行うため，自治会の連合組織
である調布市自治会連合協議会の活動や運営のサポートを行うため，地区協議会と同様，担当職員制によ
る運営支援を行いました。平成２９年１１月には自治会連合協議会と協働で「自治会でつながろう！キャ
ンペーン」を行い，協働で自治会への加入促進を図るなど，地域コミュニティの活性化に努めました。 
さらに，個別の自治会に対しては，自治会掲示板の補修等や，自治会集会施設の改修等の助成を行った

ほか，自治会加入の促進活動を行いました。 
 
 
１５－２ 地域コミュニティ活動の拠点整備 
地域コミュニティの活動拠点となる地域福祉センターとふれあいの家について，安全で快適な施設とし

て利用いただくため，必要な修繕及び適切な維持管理を行いました。 
 １０施設ある地域福祉センターについては，緑ヶ丘地域福祉センターで大規模改修工事を行い，利用者
が安全でかつ快適に利用できるようにしました。この改修工事に合わせ，入り口先のロビーのスペースを
広げ誰でもが気軽に打合せや談話に使えるよう利便性の向上に努めました。また，地域福祉センターの利
用者懇談会を年２回開催し，各施設の要望や意見等を聴取し今後の運営に生かしました。 
１８施設あるふれあいの家については，今年度の大規模改修はなかったものの，適正な維持管理に努め

ました。また，平成３１年４月の指定管理者更新に向けて事前の意向調査を行いました。また，各ふれあ
いの家運営委員会の代表者によるふれあいの家代表者会議を年２回開催し，各ふれあいの家の円滑な運営
に資するよう努めました。 
また，地域コミュニティの活動の拠点となるよう，地区協議会や自治会連合協議会など地域活動を行う

団体が活動場所を確保できるよう，地域福祉センターやふれあいの家のほか，他施設の会議室やスペース
の活用を含め，コーディネイトに努めました。 
 

 
１５－３ コミュニティ活動への参加の促進 
市民活動支援センター運営委員会や定例の連絡会議等を通じて運営団体との情報共有を図り，効果的・

効率的な事業が実施できるよう努めました。そうした中，市民活動支援センターと協働でファシリテータ
ー養成講座（全４回）を開催し，地域活動や市民活動を行う地域のリーダーを担う方が，より効率的に会
議等を運営できるよう努めました。 
 イベントとしては，えんがわフェスタ２０１８と第４回調布まち活フェスタを平成３０年３月に開催し
ました。えんがわフェスタでは，「チャレンジ！ちょうふこども協力隊」として，小学生とその保護者の
ためのプログラムを実施し，未来のコミュニティ活動への一歩となるよう企画運営しました。まち活フェ
スタでは，電通大学や京王電鉄など地域の様々な団体による活動PRやイベントにかかわる多くの方々の
交流を通して地域活動の活性化を図り，地域における「つながりの創出」に努めました。 
また，平成２９年１１月に地域活動情報紙「じょいなす」vol.１３を発行，市民活動の場を特集として，

市内全戸へ配布し，地域コミュニティ活動，ＮＰＯ等の市民活動，サークル等の生涯学習活動など様々な
地域活動の広報・普及に努めました。 
さらに，生涯学習交流推進課（現・文化生涯学習課）と協働で「さがす見つかるシステム」を全面的に

リニューアルし，ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」を立ち上げました。このサイトを普及
させるため，各地域へ出向いて出張講座を開催し，市民活動，生涯学習のきっかけとなるよう努めました。 
生涯学習の分野では，シニア世代の学習活動及びまちづくりへの参加の促進のため，生涯学習サークル

の協力により，年間を通して学習サークルに体験参加する「生涯学習サークル体験」事業を実施しました。
サークル体験に参加した方と協力サークルによる体験発表会を平成３０年３月に行いました。様々な地域
活動に参加するきっかけづくりとしては，公募による市民委員が企画・運営する「地域デビュー歓迎会」
で，講座として実施した「調布再発見 バスツアー」「男の料理教室」「シニアの働き方講座」の３講座（全
５回）を開催した結果，延べ１２７人の参加があり，地域へのデビューのきっかけづくりとなりました。
平成３０年３月には，その集大成として「見つけよう 広げよう 新しい仲間～踏み出そう最初の一歩in
調布～」をテーマに，第一部では，すでに地域で活躍している方４人の体験談を伺い，第二部では，ふれ
あいトークを行い，延べ６８人の参加を得ました。 
公民館では，各館ごとの利用団体連絡会，３公民館合同での利用団体連絡会を開催し，公民館活動の現

状と課題について情報交換を行ったほか，地区協議会など地域で活動する団体と協働で，地域課題の解決
に向けたテーマでの事業を実施しました。 
 
 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№15 地域コミュ二ティの醸成） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・地区協議会については，運営や活動の支援を行うとともに，まち活フェスタや記念式典等のイベントや市役所正面玄関前のスペー 

ス等を利用して地区協議会の活動のＰＲを行った。 

・地区協議会，自治会連合協議会からの要望を基に，活動スペース，倉庫等の整備に努め，地域活動の拠点整備を行った。 

・自治会連合協議会が中心となって作成した加入促進リーフレットを利用して自治会加入促進に努めた。 

・有志による実行委員会を組織して準備を行い，地域の様々な団体によるＰＲや出展を通して多世代の誰もが楽しめるイベント「第 

２回調布まち活フェスタ」を開催した。 

・市制施行６０周年記念事業の一環として「調布市民１００人で語ろう 未来会議」を開催し，およそ１００人が参加したワールドカ 

フェとミニ事例講演を行う中で調布の未来について語り合った。 

・節電対策，熱中症対策として公共施設をクールスポットにする「クールシェア調布２０１５」を環境政策課とともに実施する中で， 

コミュニティ活動への参加のきっかけづくり，促進を行った。 

・地域福祉センター利用件数は，前年度に比べ，４６８件減の２万８，０１９件（３か月休館の施設あり），ふれあいの家の利用件数 

は，９０５件増の１万３，２６２件となり，両施設とも市民交流の場として活用された。 

 

 

 

（平成２８年度） 

・多摩川小学校地区に１６番目となる地区協議会「多摩川地区協議会」が平成２９年３月に設立された。 

・「自治会を知ろう キャンペーン」を調布市自治会連合協議会と協働で行い，自治会への理解，加入促進に努めた。 

・地区協議会の交流会について，地域防災勉強会として初めて地区協未設立の地域にも参加を呼びかけて行った。 

・市民活動へのきっかけづくりにおける相乗効果を目的に「調布まち活フェスタ」と「えんがわフェスタ」を連携，同日開催した。 

・市民活動支援センターの委託事業者更新（平成３０年４月）に向けて，委託事業の精査を行った。 

・クールシェアへの協力として，関係部署と連携して，クールスポットとなる公共施設等を紹介した。 

・西部地域福祉センターの改修に合わせ，誰でもが気軽に打合せ等に利用できる多目的スペースを創設した。 

・金子地域福祉センターの改修に合わせ，屋上に今後活用できるスペースを創出した。 

・ふれあいの家指定管理者更新（平成３１年４月）に向けて，事前調査として運営状況調査を行った。 

 

 

 

（平成２９年度） 

・緑ケ丘地域福祉センターの大規模改修に合わせ，バリアフリー化のほか，ロビーを広げ打合せ等に利用できるスペースを創出した。 

・ふれあいの家指定管理者更新（平成３１年４月）に向けて，各指定管理者の意向確認等を行った。 

・設立１年目の多摩川地区協議会など既存１６地区の地区協議会の支援を行った。 

・未設立４地区（深大寺小，柏野小，第二小，染地小）との関係性を持つため，積極的に地域の行事に参加した。 

・自治会や地区協議会など地域に参加を呼びかけて地域防犯勉強会を開催した。 

・「自治会でつながろう！キャンペーン」を調布市自治会連合協議会と協働で行い，自治会への理解，加入促進に努めた。 

・ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」を立ち上げるとともに，各地域へ出向いて講座を行い普及に努めた。 

・クールシェアへの協力として，関係部署と連携するとともに，地域で行われている納涼イベントを紹介した。 

・「えんがわフェスタ」と「調布まち活フェスタ」を開催し，市民活動へのきっかけづくりに努めた。  

・ファシリテーター養成講座（全４回）を市民活動支援センターと協働で開催，地域活動をする市民の支援に繋がるよう努めた。 

 

 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№15 地域コミュ二ティの醸成） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 地域の一員としての連帯感を感じている市民の割合

【☆，◎】 
（目標値：50.0％ 現状値：40.0％） 

△ 
【要因・課題】 

新しく市民となった方が地域の一員として連帯感を

持つには，ある程度の時間が必要と考えられる。 

２ 地域コミュニティ施設の利用件数【☆】 
左：地域福祉センター 
右：ふれあいの家 
（目標値：2万 9,000件，1万 5,000件  
現状値：2万 6,512件，1万 3,464件） 

○ 

【要因・課題】 

利用件数の増減は大規模改修等による休館の期間が

大きく影響している。その要因を除けば，おおむね

達成できている。 

３ 地域活動に参加している市民の割合【☆】 
（目標値：33.0％ 現状値：26.0%） ○ 

【要因・課題】 

地域活動に参加している市民の割合は横ばいである

が，目標値に達しなかったものの，実質人数は増え

ており，今後も増えるよう努める。    
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① ふれあいの家の整備 

② 市民活動支援センターの運営 

① コミュニティ施設の老朽化は，近隣市においても問題となっ

ている。今後の取組の方向としては，地域福祉センターを含め

大規模修繕計画に合わせてバリアフリー化並びに地域コミュニ

ティの拠点となるよう整備していく。 

② 地域活動に参加している市民の割合は，横ばいであったもの

の，えんがわフェスタ，まち活フェスタ等を通じて市民活動の

活性化を図ることができた。今後の取組の方向としては，イベ

ント等でのつながりを通して，さらに地域活動，市民活動への

関心を高めるよう努めるとともに，市民活動の拠点として中間

支援機能の充実を図る。 

 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

① 地区協議会の設立と支援 

 

① 地区協議会の設立は，目標２０のうち１６地区。遅れた要因

は，市側の支援体制のほか地域事情も大きいと考える。次期基

本計画内に２０の設立を目指す。今後の取組の方向としては，

地域コミュニティの基本である自治会の支援にも力を入れる必

要があり，そのことが地区協議会の設立と支援につながるよう

に努める。  

 

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・地区協議会については，２０ある小学校地区のうち１６の地区で設立された。目標の２０の設立はかなわなかったが８割の地区で

設立，引き続き，全ての地区の設立を目指すとともに，地域の特性を踏まえ，地域コミュニティの醸成を図る必要がある。 

・自治会への支援に対しては，加入促進とその支援を行うため調布市自治会連合協議会と協働で新たにキャンペーンを実施すること

ができた。今後は，このキャンペーンを継続し，地域コミュニティの基本である自治会の重要性について地道に周知していく。 

・地域福祉センターとふれあいの家については，安全で快適な施設として利用いただくため，必要な修繕及び適切な維持管理を行う

ことができた。今後は，地区協議会や自治会，市民活動を行う団体の地域コミュニティの活動拠点となるよう努める。 

・えんがわフェスタ，まち活フェスタなどのイベントを通じて地域にかかわるつながりの創出に努めた。引き続き，イベントを一過

性のものとすることなく，より多くの市民や団体の参加を目指して，未来のコミュニティ活動への一歩となるよう努める。 

・「さがす見つかるシステム」を全面的にリニューアル，ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」として立ち上げることがで

きた。今後は，このサイトを普及させるとともに，市民にとって地域活動や市民活動，生涯学習のきっかけとなるようなコミュニ

ティサイトとして成長させる必要がある。 

評価 B 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№15 地域コミュ二ティの醸成） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・地域活動を行う方の高齢化や固定化を踏まえ，組織の活性化に向けた支援の充実  

・地域活動を行う場所としての拠点整備，コミュニティ施設の充実 

・地域活動を行うための情報発信，情報提供の充実 

・えんがわフェスタ，まち活フェスタなどのイベントを通した人材発掘，地域活動との連携に関する仕組みづくり 

 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

① 全国の多くの市町村では，従来，町内会や自治会などの地縁組織が主
体となって，防災・防犯・まちおこしなど地域の実情に合わせた活動が
行われてきた。しかしながら，近年では，活動主体の固定化，高年齢化
が見られ，住民自治機能の低下が問題となっている。一方，東日本大震
災，熊本地震など相次ぐ震災の経験から公助，共助，自助のうち，特に，
共助の必要性が認識されるようになっている。 

 
 
 
② 新たな地域課題解決の仕組みとして，地縁活動団体やＮＰＯなどの地
域内にある諸団体によって構成された組織が，地域課題に対する解決策
を自ら行う動きがある。 

 
③ 全国で整備された公共施設の多くで，老朽化と今後の在り方について
検討が開始されている。 

① 自治会など地域の基礎的コミュニティ組織を補

完するものとして，地区協議会の設立と支援を行っ

ている。現在，２０の小学校地区中１６の地域で地

区協議会が設立され活動している。残り４地区の設

立が課題とともに，地域には実情もあり設立されな

い場合の支援も検討する必要がある。 

一方，地域コミュニティの基本である自治会の

支援，加入率減少も課題である。 

② 地域活動団体や NPO 支援の拠点として市民活

動支援センターを設置しているが，市との連携を強

化していく必要がある。 

③ １０の地域福祉センターとそれを補完する施設

として１８のふれあいの家がある。計画的な修繕と

施設改善を行っている。施設管理の方法について課

題があり，検討する必要がある。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

① 自治会加入率は調布市の４５％弱など，近隣各区市でも多くが５０％
を切っている。近年は，各区市とも減少傾向である。新築マンションな
どの新住民は，地域へのなじみが薄くなりがちになる。 

 
② 都内区市における「地域自治組織」の設置状況は，出張所・コミュニ
ティセンターの公共施設のエリアを単位とした組織や，学校区を単位と
した組織など制度は様々であるものの，約３分の１の自治体で設置され
ている。 

③ 防災，防犯への意識の高まりから，自治会への支援の充実や，避難所
などの地域の拠点となる施設の設置の重要性が論じられている。 

④ 施設のバリアフリー化とともに，老朽施設の改善を求められている。 
 

① 自治会の加入率を上げ設立を支援するため，自治

会キャンペーンを調布市自治会連合協議会と協働

で実施している。今後はこうした事業を継続すると

ともに加入促進の個別対応も必要である。 

② 調布市では自治会等基礎的なコミュニティのネ

ットワーク組織として地区協議会があり今後も支

援していく必要がある。 

③ 地域活動の拠点化整備は大変重要であり，既存施

設の有効活用の方法を検討する必要がある。 

④ 施設のバリアフリー化，老朽化対策については計

画的に行う必要がある。 

そ
の
他 

① 市民への情報提供，情報共有の充実のほか，市民活動，生涯学習情報
など地域で活動する情報を集約した機能が求められている。 

 
 
② 行政からの人的，経済的な支援の継続や，活動拠点の確保などの支援
の充実を求められている。 

 
 
③ ラグビーワールドカップ 2019日本大会，オリンピック・パラリン
ピック2020東京大会が調布市を会場として開催される。 

 

① 地域活動等のポータルサイトとなるよう地域コ

ミュニティサイト「ちょみっと」を立ち上げた。今

後は，このサイトの普及とともに真の名実ともにポ

ータルサイトとなるよう発展させていく。 

② 地域活動を行う人の固定化，世代交代問題，また，

活動を行う拠点の整備については地域の重要な課

題であり，可能な限り対応していく必要がある。 

③ 地元の自治会，地区協議会とともに盛り上げてい

く必要がある。 

  

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№15 地域コミュ二ティの醸成） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，地域社会の一員として，地域のコミュニティ活動に参加・協力し，地域課題の解決に取り組みます。 

・事業者も地域社会の一員として，地域のまちづくり活動に参加・協力します。 

 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・地域コミュニティを醸成していくため，ＩＣＴを利用した地域への情報提供，利活用について，ＮＰＯ法人等との連携，協働  

・地域福祉センター（１０地区）及び小学校区の地区協議会（小圏域）と，福祉圏域8圏域（中圏域）との整合を図り，より効果 

的な連携の検討 

・自治会，地区協議会などと，地域福祉コーディネーター，民生委員，児童委員など子ども，福祉部門等との連携 

・自治会，地区協議会などと，防災，防犯部門との連携 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・コミュニティ施設として地域福祉センター１０施設，ふれあいの家１８施設がそれぞれの地域に分散してある。 

・地域コミュニティの主体として自治会のほか，ネットワークとしての地区協議会があることは強みである。 

・ちょうふ地域コミュニティサイト「ちょみっと」が生涯学習，市民活動の情報サイトとして稼働している。 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・コミュニティ施設の計画的な維持保全，施設改修，改善，バリアフリー化が必要である。 

・地域福祉センター，ふれあいの家などコミュニティ施設を地域活動の拠点として整備していく取組が必要である。 

・ふれあいの家の管理・運営方法，指定管理者である各運営委員会の現状と課題，利用状況などを踏まえ，検証が必要である。 

・自治会と地区協議会との連携について，団体の活性化を目的とした支援の方法を含め，検討する必要がある。 

・地域のコミュニティサイトとして「ちょみっと」を普及させるためには，システムとしての使い易さ，必要な情報の充実などに

ついて改善する必要がある。 

 

 


