
  特定非営利活動法人 上越地域活性化機構 

 平成２１年度 通常総会 
 

日時 ： 平成２１年５月２９日（金） １５：００～１６：００ 

場所 ： 上越ケーブルビジョン スタジオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会次第 

   １． 開会 

   ２． 理事長挨拶 

   ３． 議長選任 

   ４． 定足数の確認 

   ５． 議事録署名人の選任 

   ６． 議案審議 

第１号議案  平成２０年度 事業報告 

第２号議案  平成２０年度 決算報告および監査報告 

第３号議案  平成２１年度 事業計画案 

第４号議案  平成２１年度 予算案 

題５号議案  役員人事改選 

題６号議案  その他 

７． 議長退席 

   ８． 閉会 



平成 20 年度 事業報告 

 

平成 20 年度は、昨年度に引き続き NICO にいがた産業創造機構及び新潟県 IT 産業ネットワーク２１

との連携事業の推進を始め、上越市高齢者福祉課との連携による“災害時要援護者台帳整備業務”、ま

た自治体・総務省信越総合通信局との「豪雪地域におけるＩＣＴを活用した安心安全なまちづくりシ

ステムに関する調査研究」への協力・参加などの活動をして参りました。 

また、「情報セキュリティセミナー」を開催し、会員企業やその取引先の皆様からご参加頂きました。 

 

 

■理事会 

 第１回理事会 

開催日時：平成 20 年 10 月 30 日（木）10：00～11：30 

開催の場所：JCS コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・ 20 年度上半期収支概況 

・ 20 年度セミナー・イベント計画について 

・ IT２１幹事会報告 

・ その他 

 アンケートについて 

 第２回理事会 

開催日時：平成 21 年 5 月 15 日（金）14：00～16：00 

開催の場所：JCS コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・ 総会の日程について 

・ ２０年度事業内容について 

・ ２０年度決算概況について 

・ ２１年度事業計画（案）について 

・ ２１年度予算（案）について 

・ 役員改選人事について 

・ その他 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■上越市災害時要援護者台帳整備事業（GIS 研究部会） 

上越市高齢者福祉課との連携による事業として、上越市へシステム及び機器を納品し、サポートを実

施いたしました。 

 

 

■RTK－GPS 固定点活用推進事業（GIS 研究部会） 

平成１７年度より事業を進めておりますが、更なる活用を検討し、実証実験や提案を進めてまいりまし

た。 

ユーザ数： １３団体１７ID （平成２１年３月３１日現在） 

事業収支： 別紙 

主な実施内容 

開催年月日 内    容 備  考 

平成 20 年 1 月 

総務省信越総合通信局、平成 20 年度「地域におけ

る情報通信技術に係る地域連携及び促進に係る経

費等」案件要求事項の打合せ。 

●くびき野 GIS 協同組合にて 

・総務省信越総合通信局 ２名 

・長岡技科大 山崎教授 

・J-MIX 浅野様 

・宮下 GIS 担当理事 

平成 20 年 4 月 

上記案件、「豪雪地帯における ICT を活用した安

心安全なまちづくりシステム」に関する調査研

究案件が、総務省より正式採択（予算化） 

●総務省信越総合通信局と長

岡技科大及び構成員の枠組み

検討 

平成 20 年 4 月 18 日 
上記、事前ワーキング会議 

（詳細については別紙参照） 

●ワークパル上越にて 
・長岡技科大：山崎教授他、 

院生３名 

・J-MIX：２名 

・くびき野 GIS：２名 

・GIS 研究部会３名 

 

 

■豪雪地域におけるＩＣＴを活用した安心安全なまちづくりシステムに関する調査研究 

～除雪車の安心安全運行を支援するＩＣＴ（情報通信技術）の調査研究～（GIS 研究部会） 

開催年月日 内    容 備考（場所） 

平成 20 年 8 月 21 日 

第１回研究会・作業部会会合 

・研究会設置、研究内容 

・部会設置、研究内容 

デュオセレッソ 

平成 20 年 8 月 25～26

日 

実証実験 

 ・除雪車位置、計測精度実験① 
 

平成 20 年 10 月 6 日 
実証実験 

 ・除雪車位置、計測精度実験② 
 

平成 20 年 11 月 11 日 
実証実験 

 ・地図データ精密計測実験 
 

平成 20 年 11 月 28 日 

第２回研究会・作業部会会合 

 ・実験結果の報告 

 ・除雪の現状と課題 

ロワジールホテル 

平成 21 年 1 月 15 日 
第３回作業部会会合 

 ・実験の計画 
桑原測量社 

平成 21 年 2 月 2～3

日 

実証実験 

 ・除雪車走行実験 
 



平成 21 年 2 月 17 日 
実証実験 

 ・３D 自動計測実験 
 

平成 21 年 2 月 23 日 
第４回作業部会会合 

 ・報告書作成 
長岡技術科学大学 

平成 21 年 3 月 13 日 

第３回研究会会合 

 ・報告書取りまとめ 

 ・提言 

ホテルハイマート 

 

※調査研究としては、２０年度で終了いたしました。今年度以降、引き続き進める予定です。 

 

 



■情報セキュリティセミナー・イベント概要（情報セキュリティに関する研究会） 

開催期間 平成 21 年 2 月 19 日(木) 13:30～17：30 

開催場所 上越市民プラザ 

開催内容 ◎情報セキュリティセミナー（13:30～15：00） 

講演題目： 

「私の会社は情報セキュリティ対策は万全です」と言える 

会社になるためには 

講師： 

ＮＥＣソフト（株）新潟支社 営業グループリーダー  

ＩＳＭＳ審査員  岩澤 剛様 

参加者数 

24 名 

 ◎GIS 関連セミナー（15:30～17:00） 

◎ディスカッション（17:00～17:30） 

講演題目： 

ＸＭＬデータ流通基盤を活用して興す新しい地域情報 

サービスの創出と地域活性化 

講師： 

東芝ソリューション株式会社 

社会インフラソリューション事業部 

社会インフラソリューション営業第四部 

  香西 敏弘様 

（ＬＣＤＭ推進フォーラム 利用促進部会副部会長） 

参加者数 

25 名 

 

 

■平成２１年度高度ＩＴ人材育成研修説明会（人材育成に関する研究部会） 

日  時  平成２１年４月２４日（金） 13：30～16：30 

会  場  NICO 長岡テクノプラザ     

内  容  平成２１年度高度ＩＴ人材育成研修説明会 

      中小企業緊急雇用安定助成金について 

 

 

■高度 IT 人材育成カリキュラム検討・実施（人材育成に関する研究部会） 

昨年から、（財）にいがた産業創造機構と連携し、「高度 IT 人材育成研修（IPA ライブ研修）」を上越

でも受講できる体制が確立されておりましたが、本年度は各セミナーへのお申込数が少数であった為、

開催することができませんでした。是非ともご活用いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【にいがた産業創造機構 高度 IT 人材育成研修サイト】 

http://www.nico.or.jp/kensyu/index.php 

【IPA ライブ研修について】 

IPA ライブ研修は、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が当機構（にいがた産業創造機構）を

含む全国の情報関連人材育成を行う新事業支援機関経由で提供する高度 IT 人材育成のためのラ

イブ研修です。 

配信会場から、インターネットを通じて配信されたライブ講義は各機関設置のサテライト会場に

ある受講 PC にて受信します。サテライト会場にて受信した講義は、下図のようにスピーカーで

音声がまた、プロジェクターで映像が研修参加者に届きます。イメージとしては各機関毎集合研

修を行っている形になります。ただし、講師の音声・映像等についてはインターネットを介して

受講者に届けられることになります。 

 

研修テーマは、組込みソフトウェアからＩＴスキル標準の活用、Web アプリケーション開発など

多岐にわたるものです。県内では、当機構が基幹センターとなり実施しています。 

平成 20 年度の研修は、新たに取り組む『システム開発産業群創出プロジェクト』の中核事業に位

置付け、組込みソフトウェア技術者育成研修とエンタプライズ系技術者育成研修をより一層充実

した内容で実施いたします。 

また、本県の広域性をふまえ、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)から提供されるライブ研修

につきましても、継続して実施いたします。講師陣には、実務経験の豊富なエキスパートを選定

し、実践的で高品質な研修を行います。 

 

 

http://www.nico.or.jp/kensyu/index.php


■新潟県 IT 産業ネットワーク 21 

平成２０年度ＩＴ２１総会 

日  時  平成２０年５月１４日（火） 15：00～17：15 

会  場  NICO プラザ会議室（万代島ビル 11Ｆ） 

内  容  平成１９年度事業報告・決算報告 

      平成２０年度事業計画・事業予算 

      平成２０年度の若年産業人材育成事業（ジョブカフェ事業）について 

      その他 

高度人材育成研修の実施について 

      県内主要大学との情報交換会 

第１回幹事会 

日  時  平成２０年７月２５日（金） 13：30～15：00 

会  場  NICO プラザ会議室 

内  容  地域経済ＩＴパートナーシップについて 

      NEIA（社団法人新潟県電子機械工業会）とのビジネス・パートナー・マッチング会開

催について 

NICO 連携プロジェクトの進捗状況について 

      他 

第２回幹事会 

日  時  平成２０年１０月１日（水） 13：30～15：00 

会  場  NICO プラザ会議室 

内  容  経済産業省 次年度事業「地域経済ＩＴパートナーシップ」について 

      NIIA とのビジネス交流会について（進め方など） 

      ＩＴ経営応援隊事業について 

      県からのお知らせ 

第３回幹事会 

日  時  平成２０年１２月３日（水） 13：30～15：00 

会  場  NICO プラザ会議室 

内  容  組込み総合技術展の報告 

      経済産業省 次年度事業「地域経済ＩＴパートナーシップ」について 

NICO 連携プロジェクトの進捗状況について 

      他 

第４回幹事会 

日  時  平成２１年１月２８日（水） 16：30～17：30 

会  場  NICO プラザ会議室 

内  容   経済産業省 次年度事業「地域経済ＩＴパートナーシップ」について  

            新入会員の審査 ㈱スリーエス新潟支社 

      NICO 次年度事業の紹介 

      「ＩＴ施策セミナー」の後援報告 

      ジョウブカフェ事業について（県） 

第５回幹事会 

日  時  平成２１年３月４日（水） 1４：00～16：00 

会  場  NICO プラザ会議室 

内  容  ＩＴ事業ジョイント・プロジェクト(ITJP)ビジネス研究会について 

      趣旨説明関連事業などの説明と意見交換が行なわれた。 

 

 

 



■その他 

・ 会員数の増減 

増減なし。現在会員数 27 団体。 

 

・ ロボカップへの協賛 

 

・ アンケートの実施 ･･･集計結果は別紙 

 

・ 上越の食を育む会（上越食育推進協議会）への入会 

 
 



科　目・摘　要
Ⅰ　資産の部
　１　流動資産
　　　　　現金 0
　　　　　普通預金上越信用金庫高田中央支店 1,450,573
　　　　　　　　　　　上越信用金庫高田中央支店 0
　　　　　　　　　　　八十二銀行高田支店 15,923
　　　　　　　　　　　第四銀行高田支店 63,725
　　　　　　　　　　　大光銀行高田支店 0
　　　　　未収金 481,500
　　　　　立替金 0
　　　　　前払金
　　　　　　　　　　　流動資産合計 2,011,721

　２　固定資産
　　　　　 0
　　　　　　　　　　　固定資産合計 0
　　　　　　　　　　　　　資産合計 2,011,721
　Ⅱ　負債の部
　　１　流動負債
　　　　　未払金 483,845
　　　　　前受金 0
　　　　　借入金 0
　　　　　預り金 0
　　　　　　　　　　　流動負債合計 483,845
　　２　固定負債
　　　　　 0
　　　　　　　　　　固定負債合計 0
　　　　　　　　　　　　負債合計 483,845

　Ⅲ　正味財産の部
　　　　正味財産 1,527,876
　　　　（当期正味財産増加額） (346,392)
　　　　　　　　　負債及び正味財産合計 2,011,721
3／31現在
未収金

災害時要援護者台帳改修業務費 451,500 4/17入金済

その他諸経費 30,000 5/17入金済

計 481,500

未払金
NTT3月使用料 4,038 4/20支払済

ホスティング3月分 5,250 4/3支払済

事務委託費3月分 31,500 4/3支払済

諸会費他 7,800 4/3支払済
上越市災害時要援護者台帳整備委託（保守）

（JCS、桑原測量、丸互） 433,472 5/18支払済

振り込み手数料3件 1,785 5/18支払済

計 483,845

金　　　　　額

平成20年度 貸借対照表
平成21年3月31日現在

                                                         特定非営利活動法人上越地域活性化機構



備考

加入ユーザ月額費　年度合計 521,640

合計 521,640

備考

運営費・事務手続き費　年度合計 511,434

合計 511,434

差引き残高 10,206 （収入）        - （支出） 

H20年度　RTK－GPS固定点活用推進事業　収支報告　

　収入の部

　支出の部

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【収入の部】

予算Ⓐ 決算Ⓑ 差異Ⓐ-Ⓑ

会費 入会金 正会員 20,000 0 20,000

賛助会員 0 0 0

会費 正会員 840,000 810,000 30,000 30,000×27会員

賛助会員 0 0

小計 860,000 810,000 50,000

事業収入 上越市マイスター技術保存業務 0 0 0

上越市災害時要援護者台帳整備委託 0 11,157,615 -11,157,615 システム構築\10,706,115　保守\451,500

RTK固定点システム事業 525,420 521,640 3,780

PC教室講師料 0 0 0

小計 525,420 11,679,255 -11,153,835

雑収入 預金利息 0 2,559 -2,559 預金利息2,442+47+70

1,385,420 12,491,814 -11,106,394

1,181,484 1,181,484 0

2,566,904 13,673,298

【支出の部】

予算 決算 差異 摘要

事業費 情報化推進センター事業
（地域産業クラスター形成事業と統合） 816,852 11,436,468 -10,619,616

上越市災害時要援護者台帳整備委託（シ
ステム構築）　（JCS、桑原測量、丸互） 10,491,562
上越市災害時要援護者台帳整備委託（保
守） 433,472
RTK固定点システム事業委託料
（くびき野GIS、JMIX） 511,434

100,000 31,884 68,116 セミナー 31,884

　講師（NECソフト岩澤様）　\31,500

　その他雑費　　　　　　　　　　　\384

330,000 30,000 300,000 ロボカップジュニア大会協賛金 30,000

小計 1,246,852 11,498,352 -10,251,500

その他 事務局経費 871,000 647,070 223,930

事務委託費　　\31500×12　　　　　　　　　　　 378,000

諸会費（IT21、くびき野NPOほか）　 91,700

通信費（NTT、郵送料）　 51,134

ネットワークホスティング　　\5250×12 63,000

租税公課　　　　　　　　　　　　 　 1,200

消耗品(名刺ほか）　　　　　　　　　　　　　 4,341

手数料 4,095

香典･弔電(エルコム様、桑原様、堅田様） 27,730

会議費 4,320

旅費交通費 16,550

広告宣伝費 5,000

小計 871,000 647,070 223,930

200,000 0 200,000

2,317,852 12,145,422 -9,827,570

当期収支差額(A)-(D) -932,432 346,392

249,052 1,527,876

3/31現在 未収金

災害時要援護者台帳改修業務費 451,500 4/17入金済

その他諸経費 30,000 5/17入金済

計 481,500

未払金

NTT3月使用料 4,038 4/20支払済

ホスティング3月分 5,250 4/3支払済

事務委託費3月分 31,500 4/3支払済

諸会費他3月分 7,800 4/3支払済
上越市災害時要援護者台帳整備委託（保
守） 433,472 5/18支払済

振り込み手数料3件 1,785 5/18支払済

483,845

次期繰越金(Ｃ)-(Ｄ)

摘要

情報セキュリティ関連事業

前年度繰越金(B)

収入合計(C)=(A)+(B)

教育センター事業

特定非営利活動法人上越地域活性化機構

平成20年度　特定非営利活動会計収支決算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

当期収入合計(A)

予備費

当期支出合計(D)



 



平成 21 年度 事業計画（案） 

 

１）研究会の継続 

内容については、以下の通りです。 

研究会名称 担当理事 計画 

産業クラスター形成のためのデー

タベース構築に関する研究会 

中谷内 美昭氏 

オージャス（株） 

アンケートを元に、十

分吟味・検討を進め、

会員企業間の情報交

換サイトの検討・構築 

人材育成に関する研究会 
曽田 耕一 氏 

（株）ジェーミックス 
NICO 連携、実施 

情報セキュリティに関する研究会 
坂詰 吉寛 氏 

JCCソフト（株） 

情報漏えい防止に関

わる技術セミナーの

開催 

GIS 利用のための研究会 
宮下 寿幸 氏 

（株）桑原測量社 

空間情報の利用環境

整備 

 

２）事業推進 

① 地域ネットワークロボットプラットフォーム構築の推進 

これまでに引き続き、GISインフラ・GPS インフラおよび光ファイバーを利用した情報インフ

ラなどの社会基盤インフラ整備を地元自治体および会員企業とともに推進し、積極的に先端事

業に取り組もうとする企業が利用できる先端事業開発の評価フィールドを提供し、地域内産業

の育成支援を実施します。 

⇒RTK-GPS 利活用として、「豪雪地帯における ICTを活用した安心安全なまちづくりシステム」

に関する調査検討を引続き進めます。 

② 官民連携による公募事業等への取り組み 

自治体及び当団体の会員の皆さまとのアライアンスにより公募事業に積極的にチャレンジし

ます。 

・ 情報化推進センター事業として、上越市と連携し“災害時要援護者台帳システム基幹ネ

ットワーク化及び既存システム改修”のサポートを実施いたします。 

・ 上越の食を育む会（上越食育推進協議会）への協力いたします。 

・ その他、自治体から要請のあった事業の支援を行います。 

③ 「上越地域活性化セミナー」については、会員からのご要望及び各研究会目標であるセミナ

ー、講演会等、実施していきます。 

その他、情報セキュリティ関連事業としてセミナーの実施（情報漏えい防止に関する技術セミ

ナー）、また技術者育成、経営者セミナー等の開催を検討していきます。 

④ ロボカップ協賛 

子供たちから ICT(情報通信技術)に興味を持ってもらうことを目的に引き続き協賛を行いま

す。 

⑤ GIS 利用のための研究会として、下記事業を検討しています。 

(a)災害時要援護者台帳整備支援事業（継続） 

   ・上越市と連携し、システムの効果的活用とサポートを継続的に支援 

(b)RTK-ＧＰＳ固定点活用推進事業（継続） 

   ・スタティックデータサービスの開始（サービスの充実） 

   ・調査研究会を通して RTK-GPS 固定点の利用推進 

(c)空間情報利用環境整備事業（新規） 

   ・地域公共団体と連携した空間情報の一元管理によるデータ配信 



【収入の部】

20年度予算案 21年度予算案

会費収入 入会金 正会員 20,000 0

賛助会員

会費 正会員 840,000 810,000 30,000×27会員

賛助会員 0 0

小計 860,000 810,000

事業収入 RTK固定点システム事業 525,420 530,000

上越市災害時要援護者台帳整備委託 0 651,000 保守サポート

上越市マイスター技術保存業務 0 0 委託事業終了

小計 525,420 1,181,000

雑収入 預金利息 0 0

1,385,420 1,991,000

1,181,484 1,527,876

2,566,904 3,518,876

【支出の部】

20年度予算案 21年度予算案

事業費 情報化推進センター事業 816,852 1,544,960 RTK固定点システム事業 520,000

（地域産業クラスター形成事業と統合） 上越市災害時要援護者台帳整備委託 624,960

支援補償費 200,000

空間情報利用環境整備事業 200,000

　（機器購入、GISセミナー）

情報セキュリティ関連事業 100,000 100,000 情報セキュリティに関する事業 100,000

人材育成教育センター事業 330,000 330,000 ロボカップ協賛金 30,000

活性化セミナー 100,000

技術者育成セミナー 100,000

経営者セミナー 100,000

小計 1,246,852 1,974,960

その他 事務局経費 871,000 1,101,000 事務委託費 378,000

諸会費（IT21、くびき野NPO、食育ほか）　 100,000

通信費　　　　　 80,000

印刷費 20,000

交通費（IT21等） 30,000

HP保守管理（ORAJA、RTK） 200,000

ネットワークホスティング 63,000

租税公課 80,000

交際費（香典、弔電等） 60,000

消耗品費 10,000

手数料 5,000

その他 5,000

決算処理及税務申告業務委託 70,000

小計 871,000 1,101,000

予備費 200,000 200,000

2,317,852 3,275,960

249,052 242,916

平成２１年度　特定非営利活動会計収支予算（案）

摘要

特定非営利活動法人上越地域活性化機構

次期繰越金(C）-（D)

摘要

当期収入合計(A)

前期繰越金（B)

収入合計（C)=（A)+（B)

当期支出合計（D)
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