
  特定非営利活動法人 上越地域活性化機構 

 平成２２年度 通常総会 
 

日時 ： 平成２２年５月２８日（金） １５：３０～１６：３０ 

場所 ： 上越市市民プラザ 第２会議室 

 

 

 

 

 

総会次第 

   １． 開会 

   ２． 定足数の確認 

   ３． 理事長挨拶 

   ４． 議長選任 

   ５． 議事録署名人の選任 

   ６． 議案審議 

第１号議案  平成２１年度 事業報告 

第２号議案  平成２１年度 決算報告および監査報告 

第３号議案  平成２２年度 事業計画案 

第４号議案  平成２２年度 予算案 

題５号議案  その他 

７． 議長退席 

   ８． 閉会 



第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

平成 21 年度 事業報告 

 

平成 21 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、「基盤地図情報活用推進セミナー」、「情報セキュリティセミナー・IT スキルアップセ

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 21 年 8 月 27 日（木）15：00～17：00 

開催の場所：ジェーミックス会議室 

審議事項： 

・ H21 の状況報告 

・ ORAJA の会員用ホームページの制作について 

・ その他 

 第２回理事会 

開催日時：平成 21 年 10 月 9 日（金）15：00～17：00 

開催の場所：上越市民プラザ 第 4 会議室 

審議事項： 

・ H21 の事業推進状況の報告 

・ ORAJA の会員用ホームページの制作について 

・ 各種セミナーについて 

・ その他 

第３回理事会 

開催日時：平成 21 年 12 月 9 日（水）16：00～18：00 

開催の場所：ジェーミックス会議室 

審議事項： 

・ H21 の事業推進状況の報告 

・ 各種セミナーについて 

・ 第４回理事会について 

・ その他 
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第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

第４回理事会 

開催日時：平成 22 年 1 月 19 日（水）15：00～17：00 

開催の場所：ジェー・シー・エス コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・ H21 の状況報告 

・ 各種セミナー等の開催について 

・ 第５回理事会について 

・ その他 

第５回理事会 

開催日時：平成 22 年 2 月 19 日（金）15：00～17：00 

開催の場所：ジェー・シー・エス コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・ ICT ふるさと元気事業について 

・ セミナー開催について 

・ 次回理事会について 

・ その他 

第６回理事会 

開催日時：平成 22 年 3 月 25 日（木）15：00～17：00 

開催の場所：ジェー・シー・エス コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・ 上越地域活性化セミナーご報告 

・ 総務省補助金申請 断念のご報告 

・ H21 年度各種事業のご報告 

・ 総会、次回理事会について 

・ その他 

第７回理事会 

開催日時：平成 22 年 5 月 13 日（木）15：00～17：00 

開催の場所：ジェー・シー・エス コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・H21 年度の事業・決算額のご報告 

・H22 年度の事業計画案と予算案 

・次回理事会について 

・総会ならびに懇親会について 

・その他 
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第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

第８回理事会 

開催日時：平成 22 年 5 月 25 日（水）15：00～17：00 

開催の場所：ジェー・シー・エス コンピュータサービス会議室 

審議事項： 

・ H21 年度の事業・決算額の最終確認 

・ H22 年度の事業計画案と予算案最終確認 

・ 総会について 

・ 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２２年３月３１日現在） 

事業収支： 別紙 

 

■地域 ICT 利活用に関する研究委員会における、除雪車支援 ICT システム研究開発の成果

紹介（GIS 研究部会） 

地域 ICT 利活用に関する研究委員会 

日時：平成 21 年 12 月 10 日(木)―11 日(金) 

場所：越後湯沢ニューオータニホテル 

・「上越・妙高地域における ICT・GIS 利用へのさらなる取組み」として成果を紹介いた 

しました。 

 

○ 除雪車支援ＩＣＴシステムの研究開発 

～総務省「戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）長岡技術科学大学採択案件 

開催年月日 内    容 備考（場所） 

平成 2１年 ４月 ３日 
長岡技科大山崎研究室が SCOPE 正式採択 

（平成２１年度から２年間） 
総務省信越総合通信局 

平成 21 年 5 月 28 日 
第１回委員会開催（キックオフ） 

・プロジェクトの進め方 
長岡技科大山崎研究室 
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第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

平成 21 年 7 月 2 日 

第２回委員会開催 

・路面状況センシングの検討 

・3D 車載スキャナー実施日と方法の検討 

・双方向通信方式の検討、他 

長岡技科大山崎研究室 

平成 21 年 8 月 24 日 
3D スキャンデータ収集作業 

（車両搭載型 3D スキャナー計測） 
妙高市内にて 

平成 21 年 9 月 10 日 

第３回委員会開催 

・３D スキャンデータ収集の結果報告 

・地図データの形式について、他を検討 

長岡技科大山崎研究室 

平成 21 年 10 月 2 日 

第４回委員会開催 

・路面センシング実験の検討 

・3D スキャンデータの処理検討 

・位置データ受送信プログラムの開発検討 

・WIMAX 技術調査 

長岡技科大山崎研究室 

平成 21 年 11 月 13 日 

第５回委員会開催 

・現行の RTK 固定点受信評価・プログラム

・3D スキャンデータ処理中間報告 

・路面センシング中間報告 

・WIMAX 調査中間報告 

長岡技科大山崎研究室 

平成 21 年 12 月 10 日 

～11 日 

地域 ICT 利活用に関する拡大委員会 

・研究開発の成果紹介 

・地域 ICT 利活用の事例紹介 

・活用事例に関する意見交換・討論会 

・地域 ICT 利活用の今後の展開と施策 

越後湯沢ﾆｭｰｵｰﾀﾆﾎﾃﾙ 

平成 22 年 1 月 21 日 

第６回委員会開催 

・RTK 固定点配信プログラム＋WIMAX 実験

結果報告 

・路面センシング＋センサー実験方法の検討

・双方向通信プログラム開発中間報告 

・3D スキャンデータ処理プログラム報告 

、他 

長岡技科大山崎研究室 

平成 2２年 2 月 22 日 

第７回委員会開催 

 ・今年度成果報告書取りまとめについて 

 来年度に向けて、他  

長岡技科大山崎研究室 

 

※平成２２年度も引き続き研究開発を長岡技科大山崎研究室と連携して実施します。 
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第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

■空間情報利用環境整備事業（GIS 研究部会） 

○ 地域安心センサーネットワークと Web プロモーション事業 

～総務省「ユビキタスタウン構想推進事業」（地域 ICT 利活用推進交付金）妙高市採択案件 

開催年月日 内    容 備考（場所） 

平成 2１年 7 月 16 日 ＯＲＡＪＡとして妙高市へ起案 妙高市企画政策課 

平成 21 年 7 月 29 日 妙高市より総務省信越総合通信局へ事業申請  

平成 21 年 8 月中旬 

自民党政権時に満額内諾の通知があったもの

の民主党政権に変わり事業仕分けにて、事業

採択を凍結 

 

平成 21 年 11 月 5 日 

事業規模を縮小した内容で再申請 

・申請額（交付金の額）44,930 千円 

この間、申請内容・申請額を妙高市と検討 

妙高市企画政策課 

平成 21 年 12 月 14 日 原口総務大臣より交付決定通知書（満額）  

平成 22 年 1 月 22 日 
妙高市 ICT 活用地域協議会開催 

・宮下 GIS 研究部会担当理事出席 
妙高市役所 

平成 22 年 3 月 10 日 

地域 ICT 利活用後援会 

・長岡技科大山崎教授の講演 

・落語家 三遊亭白鳥さんの講演 

妙高市コミュニティーセン

ター 

平成 22 年 4 月 12 日 
・妙高市 WebGIS サイト一般公開 

事業の一部（除雪システム）一般公開 
 

 

※繰り越し案件として６月まで事業継続中（事業内容については別紙-1 を参照） 
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第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

■基盤地図情報活用推進セミナー（GIS 研究会） 

開催期間 平成 22 年 2 月 24 日(水) 13:00～17：00 

開催場所 上越文化会館 ４階大会議室 

開催内容 ◎基調講演 

講演題目： 

基盤地図情報活用推進による目指す社会の将来像 

講師： 

国土交通省国土地理院 地理空間情報部  

基盤地図情報課  出口 智恵 様 

 ◎特別講演 

講演題目： 

災害ボランティア活動における基盤地図情報活用 

について 

講師： 

大妻女子大学 人間関係学部 

人間関係学科 教授  干川 剛史 様 

 ◎事例紹介(1) 

 「世界へ情報発信 糸魚川ジオパーク」 

 講師： 

  にいがた GIS 協議会  浅田 律子 様 

 

◎事例紹介(2) 

 「妙高市除雪管理支援システム『イチしるべ』」 

 講師： 

  くびき野地理空間情報センター 小島 展人 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者数 

80 名 

主催：基盤地図情報活用推進セミナー実行委員会 

   （ORAJA・NPO 全国 GIS 技術研究会） 

共催：社団法人新潟県測量設計業協会 

協賛：にいがた GIS 協議会・長岡 GIS 協議会 

後援：国土交通省国土地理院・新潟県・上越市・糸魚川市・妙高市・ 

   新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会・地理情報システム学会 
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第１号議案  平成２1 年度 事業報告 

■情報セキュリティセミナー・IT スキルアップセミナー（情報セキュリティに関する研究会） 

開催期間 平成 22 年 2 月 25 日(木) 13:30～17：00 

開催場所 上越市民プラザ 第 2 会議室 

開催内容 ◎情報セキュリティセミナー 

講演題目： 

個人情報保護法と情報セキュリティ対策 

講師： 

新潟大学 大学院実務法学研究科 教授  

鈴木 雅朝 様 

(経済産業省「個人情報保護ガイドライン検討委員会」 

作業部会委員) 

 

 

 

参加者数 

25 名 

 ◎IT スキルアップセミナー 

講演題目： 

Microsoft Windows7 のご紹介 

講師： 

マイクロソフト㈱ インフラストラクチャー本部 

クライアントプラットフォームグループ 

テクノロジースペシャリスト  小林 直史 様 

 

 

 

参加者数 

29 名 

 

■２０年度に引き続き、産業クラスター推進事業として、教育関連ソフト開発事業を継続し

て行い、NICO プレスへ紹介されました。（別紙-2 参照） 

 

■ その他 

・ ロボカップへの協賛 

・ 新潟県 IT 産業ネットワーク 21 

・ 食を育む会への参加 

 

・ 会員数の増減 

・入会・・・(株)フジミック新潟様 

・退会・・・上越情報ビジネス専門学校様 

      (有)ウィンネット様 

 

現在会員数 26 団体。 

 

 

以上 
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NPO　上越地域活性化機構　役員及び会員名簿

理事長 水上　喜芳

専務理事 曽田　耕一

北井　一也

坂詰　吉寛

東條  邦俊

中谷内　美昭

前川　秀樹

宮下　寿幸

横尾　秀樹

渡辺　佐千雄

尾崎　正弘

星野　一雄

植木　幸雄

TEL 〒 住所

522-2441 943-0823 上越市高土町1-8-7

544-8000 943-0004 上越市西本町4-3-3

522-0810 943-0165 上越市上島464-1

525-8201 943-0878 上越市下馬場317-4

525-6560 943-0824 上越市北城町3-4-1　1F

525-2524 943-0810 上越市大学前209

543-4381 942-0081 上越市五智1-2-28

521-7060 943-0824 上越市北城町4-6-8

524-4154 943-0805 上越市木田1-8-15

525-9100 943-0873 上越市西田中62-14

526-0731 943-0882 上越市中田原153-2

525-1095 943-0803 上越市春日野1-3-5

521-6311 943-0832 上越市本町5-5-9 ﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ１Ｆ

526-2111 943-8522 上越市西城町2-2-27

544-6400 942-0013 上越市黒井2598-30

523-6567 943-0153 上越市鴨島1-2-39

525-1185 943-8502 上越市新光町1-10-20

522-0076 943-0805 上越市木田2-14-14

525-258 943-0805 上越市木田2-1-1 山和ビル8F

544-1188 942-0032 上越市福田11-1

525-5814 943-0821 上越市土橋1153-1

543-1105 942-0061 上越市春日新田4-1-1

523-6171 943-0151 上越市平成166

545-6053 942-8611 上越市福田1

522-7733 943-0873 上越市大字西田中62-14

025-750-1101 948-0062 十日町市泉92

産業振興課　課長　　滝澤　良文

企画政策課　課長　　今井　　徹

学長　　　　　　　　　　若井　彌一

学長　　　　　　　　　　渡邊　　隆

（株）桑原測量社

（株）丸互

（株）ジェーミックス

オージャス（株）

上越商工会議所

ＪＣＣソフト（株）

（株）横瀬オーディオ

上越教育大学

県立看護大学

■ 顧問

上越市　　　　

妙高市　　　　

（株）丸互

上越ケーブルビジョン（株）

（株）フジミック新潟

社団法人上越市有線放送電話協会

上越商工会議所

協同組合 くびき野地理空間情報センター

（株）横瀬オーディオ

（株）菱化システム直江津センター

Ｊマテ．ランドコム（株）

BSNアイネット（株）上越支社

東日本システム建設（株）上越支店

北陸電電（株）上越営業所

（株）経営ブレイン

（株）謙信堂

（株）桑原測量社

（株）ジェイテック

ＪＣＣソフト（株）

（株）JCSコンピュータ・サービス

（株）ジェーミックス

■ 役員名簿　（2010年4月1日現在）

■ 会員名簿　（2010年4月1日現在）

理事

監事

（株）JCSコンピュータ・サービス

株式会社NTT東日本-新潟

社団法人上越市有線放送電話協会

上越ケーブルビジョン（株）

（株）経営ブレイン

（株）エヌエスアイ

会員名

クシヤ（株）上越支店

（株）エヌエスアイ

（株）エルコム

オージャス（株）

金井度量衡（株）上越店

（株）エリート

株式会社NTT東日本-新潟
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実施団体名 運営主体 利活用分野 主なシステム機器等
妙高市 妙高市 除雪、防災、福祉、観光 車両搭載型GPS端末、webカメラ、デジタル積雪計、デジタル重量計、デジタル温度計
事業概要 期待される効果

■GPS端末全車設置（新規）

現在、妙高高原地区のみで行っている除雪車両管理を市内全域に展開し、除雪作業の
標準化適正化を図る。これにより除雪費用の適正化（軽減）が見込まれる。

■除雪車管理システム（既存）

■ｗｅｂ動画カメラおよび積雪及び重量、温度センサーの設置（新規）

効果1 除雪車出動の正確な状況把握

効果2　降雪状況の周知

効果3　みまもり力の向上による雪災害の防止

効果4　スキー客等観光客の利便性向上による集客力の向上

　【車両搭載型GPS端末】
GPSの他、通信カードを
搭載し携帯電話網を通じ
管理端末へ位置情報を
送出する。

　【管理端末】
位置情報をDB上に記録
し表示検索を行う。除雪
車の稼動状況把握、除
雪費用の算出が可能。

　【市民公開】
H21年度よりGPS受信
データをもとに除雪車の
走行軌跡を市民にｗｅｂ
サーバにて公開予定。

地域安心センサーネットワークとWebプロモーション事業　イメージ詳細図 新潟県妙高市

市内豪雪地域（妙高高原・妙高地域）全体を網羅するように、積雪及び重量、温度の各センサーを設置し、その状況を
通信システムを通じ、リアルタイムかつ正確に市民に公開する他、雪弱者支援にも活用する。また、スキー場付近など
市内各所の観光アピールポイントに管理者が回転、ズームが自在にコントロール可能な、webカメラを設置しインター
ネットを通じ、全国・世界に情報発信を可能にする。

　妙高高原地区の除雪車両52台にGPS端末を設置
し、市道の除雪作業の管理をしている。H21年度から
は、除雪位置を地図上に展開し市民に公開し、交通
の利便性向上を、はかる予定である。

積雪量、積雪重量、気温センサーを市内の豪雪地帯を網羅する
形で設置、市民への情報公開とみまもり力向上による冬期住環
境改善と、Web動画のインターネット配信による通年における着地
型観光を支援する。

天気予報

雪量の多い妙高高原地区のスキー場の積雪状況を天気予報と同時
に配信しスキー客の、誘客を促す。少雪時においても風評被害を抑
制しスキー客の確保が見込める。
夏場においては、観光アピールポイントをWeb動画ライブ配信による
強調効果で全国から誘客を期待できる

インターネットを通じ積雪状況を配信することで、妙高市出身者へ
ふるさとの様子と積雪量及び積雪重量を伝えることが可能となる。
この情報を元に、「安否の連絡」、「帰省しての雪下ろし」、「雪下ろし
の依頼」などが可能となる。

インターネットおよび地元ケーブルテレビを通じカメラ映像を配信
し、市民サービス向上に寄与することが可能

市役所内で、特に山間部の降雪状況を把握可能となり、適切な
除雪車出動指示が可能

効果として、除雪完了箇所が市全域で網としてつながり、除雪進捗
状況、除雪車両位置から豪雪時における走行可能道路を市民に知
らせる事が可能
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ご挨拶

（国土地理院北陸地方測量部長　吉池　健氏）

基調講演
｢基盤地図情報活用推進による目指す社会の将来像」

（国土交通省国土地理院　出口 智恵氏）

特別講演
｢災害ボランティア活動における基盤地図情報活用について｣

（大妻女子大学　教授 干川　剛史氏）

事例紹介
｢世界へ情報発信　糸魚川ジオパーク」
（にいがたＧＩＳ協議会　浅田　律子氏）

事例紹介
｢妙高市除雪管理システム「イチしるべ」」

（くびき野地理空間情報センター　小島　展人氏）

閉会の挨拶

（新潟県測量設計業協会　会長 古川　征夫氏）

基盤地図情報活用推進セミナー
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｢個人情報保護法と情報セキュリティ対策」
（新潟大学　教授　鈴木 雅朝氏）

｢Microsoft Windows ７ のご紹介｣
（マイクロソフト㈱　小林 直史氏）

情報セキュリティセミナー

ＩＴスキルアップセミナー
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第２号議案　平成２１年度　決算報告及び監査報告

【収入の部】 ※　比較増減欄の(△)は　収入・支出とも予算超過をあらわします。

21年度予算 決算額 比較増減※ 摘要

会費収入 入会金 正会員 0 0

賛助会員 0 0

会費 正会員 810,000 780,000 30,000 30,000*26会員

賛助会員 0 0

小計 810,000 780,000 30,000

事業収入 情報化推進センター事業

RTK固定点システム事業 530,000 522,900 7,100 一般ﾕｰｻﾞｰ4社、金井度量衡

上越市災害時要援護者台帳保守業務委託 651,000 651,000 0

小計 1,181,000 1,173,900 7,100

雑収入 預金利息等 0 2,567 △ 2,567

当期収入合計(A) 1,991,000 1,956,467 34,533

前期繰越金（B) 1,527,876 1,527,876

収入合計（C)=（A)+（B) 3,518,876 3,484,343

【支出の部】

21年度予算 決算額 比較増減※ 摘要

事業費

RTK固定点システム事業 520,000 514,332 5,668 j-mix、くびき野、口座振替手数料

上越市災害時要援護者台帳保守業務委託 624,960 624,963 △ 3

支援補償費 200,000 0 200,000

空間情報利用環境整備事業 200,000 179,997 20,003 基盤地図情報活用推進セミナー負担金

　（機器購入、GISセミナー）

情報セキュリティ関連事業

情報セキュリティに関する事業 100,000 111,111 △ 11,111 情報セキュリティセミナー講師料

人材育成教育センター事業

ロボカップ協賛金 30,000 30,000 0

活性化セミナー 100,000 22,330 77,670 活性化セミナー会場費、資料印刷代等

技術者育成セミナー 100,000 0 100,000 microsoft講師料無償

経営者セミナー 100,000 0 100,000

小計 1,974,960 1,482,733 492,227

管理費 事務局経費

事務委託費 378,000 378,000 0 j-mix、くびき野

諸会費　 100,000 67,000 33,000 IT21(50,000)、くびき野NPO(10,000)、食育(7,000)

通信費　　　　　 80,000 51,833 28,167 NTT電話料、郵送料

印刷費 20,000 3,349 16,651 資料印刷

交通費 30,000 31,600 △ 1,600 IT21、GIS交流会等参加

HP保守管理 200,000 0 200,000

ネットワークホスティング 63,000 63,000 0 5,250*12ヶ月

租税公課 80,000 70,200 9,800 法人県民税、市民税、収入印紙

交際費 60,000 57,920 2,080 NICO、ＩＴ21交流会　j-mix祝賀会等参加

消耗品費 10,000 0 10,000

手数料 5,000 2,625 2,375 振り込み手数料等

決算処理及税務申告業務委託 70,000 63,000 7,000 経営ﾌﾞﾚｲﾝ

会議費 0 2,040 △ 2,040 理事会会場費等

広告宣伝費 0 5,000 △ 5,000 NPO PRESS掲載料

その他 5,000 0 5,000

小計 1,101,000 795,567 305,433

予備費 200,000

当期支出合計（D) 3,275,960 2,278,300 797,660

当期収支差額(A)-(D) -1,284,960 -321,833

次期繰越金(C）-（D) 242,916 1,206,043

平成２１年度　特定非営利活動会計収支決算書

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

特定非営利活動法人上越地域活性化機構

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）
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第２号議案　平成２１年度　決算報告及び監査報告

科　目　・　摘　要

Ⅰ　資産の部

　　１　流動資産

　　　　　現金 0

　　　　　普通預金　上越信金　高田中央支店 1,072,591

　　　　　　　　　　　　上越信金　高田中央支店 0

　　　　　　　　　　　　八十二銀行　高田支店 83,770

　　　　　　　　　　　　第四銀行　　高田営業部 4,478

　　　　　　　　　　　　大光銀行　　高田支店 0

　　　　　未収金 711,000

流動資産合計 1,871,839

　　２　固定資産

　　　　　 0

固定資産合計 0

資　産　合　計 1,871,839

Ⅱ　負債の部

　　１　流動負債

　　　　　未払金 665,796

流動負債合計 665,796

　　２　固定負債

　　　　　 0

固定負債合計 0

負　債　合　計 665,796

Ⅲ　正味財産の部

　　　　前期繰越正味財産 1,527,876

　　　　当期正味財産増加額 ▲ 321,833

正　味　財　産　合　計 1,206,043

　　　　　　　　　負債及び正味財産合計 1,871,839

3/31現在
未収金

上越市災害時要援護者台帳保守ｊ管理業務費 651000 ・・・4月30日回収済

その他 60,000 ・・・4月30日回収済

計 711,000

未払金
上越市災害時要援護者台帳保守ｊ管理業務委託費 624,963 ・・・5月31日支払予定

ＮＴＴ電話料３月分 4,083 ・・・4月22日支払済

ホスティング３月分 5,250 ・・・4月19日支払済

事務委託費３月分 31,500 ・・・4月19日支払済

計 665,796

金　　　　　額

平成２１年度 貸借対照表

平成２２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
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第２号議案　平成２１年度　決算報告及び監査報告

　収入の部 備考

Ｈ21　 4月 43,575 一般ﾕｰｻﾞｰ4社、金井度量衡

Ｈ21　 5月 43,575 〝

Ｈ21　 6月 43,575 〝

Ｈ21　 7月 43,575 〝

Ｈ21　 8月 43,575 〝

Ｈ21　 9月 43,575 〝

Ｈ21　10月 43,575 〝

Ｈ21　11月 43,575 〝

Ｈ21　12月 43,575 〝

Ｈ22　　1月 43,575 〝

Ｈ22　　2月 43,575 〝

Ｈ22　　3月 43,575 〝

加入ユーザ月額費　年度合計 522,900

　支出の部 備考

Ｈ21　 4月 42,861 j-mix、くびき野、口座振替手数料

Ｈ21　 5月 42,861 〝

Ｈ21　 6月 42,861 〝

Ｈ21　 7月 42,861 〝

Ｈ21　 8月 42,861 〝

Ｈ21　 9月 42,861 〝

Ｈ21　 10月 42,861 〝

Ｈ21　 11月 42,861 〝

Ｈ21　 12月 42,861 〝

Ｈ22　  1月 42,861 〝

Ｈ22　  2月 42,861 〝

Ｈ22　  3月 42,861 〝

運営費・事務手続き費　年度合計 514,332

差引き残高 8,568 （収入）        - （支出） 

H２１年度　RTK－GPS固定点活用推進事業　収支報告　
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第３号議案  平成 22 年度 事業計画案 
 

平成 22 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 

IT 産業クラスター形成に関する研

究会 

中谷内 美昭氏 

オージャス（株） 

IT 産業クラスター形

成の推進 

技術者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 

人材(人間)育成に関する研究会 
竹田 洋 氏 

（株）丸互 

人間育成に主眼を置

いた経営者セミナー

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 

地域に展開する光ファイバー高速度通信網を骨格とし、地理空間情報基盤（WebGIS

環境）及び高精度位置情報配信システムを背景にした社会基盤インフラ整備を産学官連

携による推進・構築をめざす。また、これら社会基盤インフラを活用した地方自治体の

取り組み、地域企業の新事業創出等、地域産業の育成と活性化を支援する。さらに、地

域に展開するWiFi接続環境と、携帯情報端末（スマートフォン、iPad etc）やデジタ

ルサイネージ端末を組み合わせた実証実験を行うことで、会員のICT構築スキルを向上

させる事業を新たに開始する。 

 

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”のサポートを継続いたします。 

・ 会員企業及び、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、技術者育成、人材育成のための経営者セミナーの開催や、市の担当者を招

き各方面に対する政策の方針を聞いたり等、公募事業へチャレンジするための場を

設けることも検討していきます。 

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。 
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第３号議案  平成 22 年度 事業計画案 
 

 

 

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 

・システム利活用の拡大推進のための提案 

   (b)RTK-ＧＰＳ固定点活用推進事業（継続） 

    ・調査研究会を通して RTK-GPS 固定点の利用推進 

・除雪車支援ＩＣＴシステムの研究開発（継続） 

総務省「戦略的情報通信研究開発推進制度（SCOPE）長岡技術科学大学 

(c)空間情報利用環境整備事業（継続） 

    ・地域公共団体と連携した、空間情報と WebGIS 活用による観光事業の推進 

    ・妙高市ユビキタスニュータウン構想推進事業の継続（６月末まで） 

    ・関連するセミナーの実施 

 

⑥ ホームページの見直し（延長） 

前年度は、現ホームページの手直し程度、アンケート実施に終わってしまいました

が、1年延長して実施していきます。 

会員企業間の情報交換、また PR の為のページを作成し、併せて ORAJA として受け

た自治体案件等の各種情報の掲載も検討していきます。 

(見直し案別紙) 

 

 

以上 
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ORAJAホームページ改修案
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第４号議案　　平成２２年度　予算案

【収入の部】

21年度予算案 22年度予算案

会費収入 入会金 正会員 0 0

賛助会員

会費 正会員 810,000 780,000 30,000×26会員

賛助会員 0 0

小計 810,000 780,000

事業収入 RTK固定点システム事業 530,000 648,900 一般会員(10,500)*5社、金井度量衡(1,575)　*12ヶ月

上越市災害時要援護者台帳整備委託 651,000 651,000 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 1,181,000 1,299,900

雑収入 預金利息 0 0

1,991,000 2,079,900

1,527,876 1,206,043

3,518,876 3,285,943

【支出の部】

21年度予算案 22年度予算案

事業費 情報化推進センター事業 1,544,960 1,566,000 RTK固定点システム事業 641,000

（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 625,000

支援補償費 200,000

空間情報利用環境整備事業 100,000

　（機器購入、GISセミナー）

情報セキュリティ関連事業 100,000 0 情報セキュリティに関する事業 0

（今期活動予定なし）

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

人材育成セミナー 100,000

小計 1,974,960 1,896,000

その他 事務局経費 1,101,000 1,091,000 事務委託費 378,000

諸会費（IT21、くびき野NPO、食育）　 70,000

通信費　　　　　 60,000

印刷費 5,000

交通費（IT21等） 40,000

HP再構築費（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(慶弔見舞金、交流会参加費等) 60,000

消耗品費 5,000

手数料 5,000

決算処理及税務申告業務委託 70,000

会議費 50,000

広告宣伝費 5,000

小計 1,101,000 1,091,000

予備費 200,000 200,000

3,275,960 3,187,000

242,916 98,943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)

平成２２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
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