
特定非営利活動法人 上越地域活性化機構 
平成２６年度 通常総会 

 

日 時 ： 平成 26 年 5 月 27 日（火）  １6：００～ 

会 場 ： ロワジールホテル 

 

次 第 

１．開 会 

２．定足数の確認 

３．理事長挨拶 

４．議長選出 

５．議事録署名人の選任 

６．議案審議 

・第 1 号議案  平成 25 年度事業報告 承認の件 

・第 2 号議案  平成 25 年度特定非営利活動会計収支決算 

報告及び監査報告 承認の件 

・第 3 号議案  平成 26 年度事業計画(案) 承認の件 

・第 4 号議案  平成 26 年度特定非営利活動会計収支予算(案) 

承認の件 

７．その他 

・(公財)にいがた産業創造機構 平成 26 年度事業方針 

・デジタルサイネージ視察報告 

８．講 演：上越市 企画政策部 新幹線・交通政策課 

演題：新幹線開通カウントダウンが始まった今!! 

９．閉 会 
 



 



 

平成 25 年度 事業報告 

 

平成 25 年度は、当機構が創立(平成 15 年 3 月)して、昨年で１０年の区切りを迎えたことから、「創

立 10 周年記念祝賀会」を盛大に開催しました。当日は、村山上越市長、入村妙高市長、NICO の泉田理

事長からご祝辞を頂戴するなど、来賓はじめ関係団体、会員など約 50 名の皆様方からご参集賜り、今

後の活動への期待と激励を頂き、気持ちを新たにしたところです。 

「上越地域情報プラットホーム研究会」事業では、北陸新幹線の来年 3 月開通に合わせ、「上越妙高

駅」にデジタルサイネージによる地域情報の効果的発信を関係機関に積極的に提案し、現在も進行中で

すが、来年度の具現化を期待するところです。 

「ＧＩＳ利用のための研究会」事業では、創立以来、10 年間継続事業として運営を続けた「RTK-GPS

固定点活用推進事業」ですが、時代の流れのなかでその使命を終え、平成 25 年 11 月末日に一時停止し、

別の形で復活を検討しましたが残念ながら、本年 3月末日をもって事業を中止いたしました。これまで

ご利用して頂いた皆様方はじめご協力いただいた関係各位に厚く御礼申し上げます。 

北陸新幹線開通を控え、当機構としても新たな展開を迎えようとしています。今後とも会員皆様のご

理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

■ 理 事 会 

・第 1回理事会 

開催日時：平成 25 年 5 月 13 日（水）15：00～16:30 

開催場所：くびき野地理空間情報センター 会議室 

議  題： 

・ 第 1号・2号議案・平成 24 年度事業報告、収支決算報告について 

・ 第 3号議案・役員改選について 

・ 第 4号・5号議案・平成 25 年度事業計画案、予算案について 

・第 2回理事会 

開催日時：平成 25 年 8 月 16 日（金）9：00～10：25 

開催場所：株式会社 桑原測量社様 小会議室 

議  題： 

・ 地域デジタルサイネージネットワーク構築事業について 

・ 10 周年記念の式典来賓、日程について 

・第 3回理事会 

メールによる書面理事会 

開催日時：平成 25 年 9 月 25 日（火）～27 日（金） 

議  題： 

・ 10 周年記念の行事に関する意見集約 

・第 4回理事会 

開催日時：平成 25 年 12 月 5 日（木）9：30～11：30 

開催場所：くびき野地理空間情報センター 会議室 

議  題： 

・ 地域デジタルサイネージネットワークについて 
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■「新潟県ＩＴ産業ネットワーク２１との連携」事業 

＜総会及び幹事会の開催＞ 

・第 1回幹事会（曽田専務理事出席） 

開催日時：平成 25 年 6 月 14 日（水） 15:00～15:20 

開催場所：にいがた産業創造機構 11 階 NICO プラザ会議室 

議  題：総会付議事項、新入会員審査、幹事会開催計画 

 

・平成 25 年度ＩＴ２１総会（曽田専務理事出席） 

開催日時：平成 25 年 6 月 14 日（金） 15:30～16:00   

開催場所：にいがた産業創造機構 11 階 NICO プラザ会議室 

議  題： 

（1）第 1号議案 平成 24 年度事業報告（案）について 

（2）第 2号議案 平成 24 年度収支決算（案）について 

（3）第 3号議案 平成 25 年度事業計画（案）について 

（4）第 4号議案 平成 25 年度収支予算（案）について 

（5）第 5号議案 規約改正について 

（6）第 5号議案 役員改選について 

結   果：（1）～（6）の議案について、何れも異議なく承認された 

 

・第 2回幹事会（曽田専務理事出席） 

開催日時：平成 25 年 9 月 4日（水） 13:30～15:00 

開催場所：にいがた産業創造機構 11 階 NICO プラザ会議室 3 

議  題：事業報告、インド大使講演会の後援 

 

・第 3回幹事会（事務局片代理出席） 

開催日時：平成 25 年 11 月 14 日（木）13:30～15:00 

開催場所：にいがた産業創造機構 11 階 NICO プラザ会議室 1 

議  題：事業報告、意見交換（県内 IT ベンダーの販路開拓、マッチング支援について） 

 

・第 4回幹事会（曽田専務理事出席） 

開催日時：平成 26 年 3 月 5日（水） 13:30～15:00 

開催場所：にいがた産業創造機構 11 階 NICO プラザ会議室 

議  題：事業報告、次年度事業計画(案)・次年度総会日程等  

 

・第 5回幹事会（書面開催） 

開催日時：平成 26 年 3 月 20 日（木） 

議  題：新入会員審査 
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■「特定非営利活動法人 上越地域活性化機構 創立 10 周年記念」事業 

本会は、平成 15 年 3 月の創立から平成 25 年 3 月 31 日で満 10 年を経過しました。 

平成25年10月5日(水)にホテルセンチュリーイカヤにて創立10周年記念祝賀会を開催致しました。 

 

記 

 

【基調講演会】 

・講  師：ウルシステムズ株式会社 代表取締役社長  漆原 茂 氏 

・内  容：「ビッグデータソリューションの新潮流」 

～進化するクラウド BI 基盤とその構築モデル～ 

・参加人数：35 名 

 

 

ウルシステムズ株式会社         

代表取締役社長  漆原 茂 氏 

 

  

第１号議案　平成２５年度事業報告

-　3　-



 

【式 典】 

 

1．開     会 

2．理事長の挨拶                      理事長  宮下 寿幸 

3．来 賓 紹 介                    専務理事  曽田 耕一 

4．祝     辞                    上越市長  村山 秀幸 様 

妙高市長  入村 明  様 

にいがた産業創造機構 理事長  泉田 裕彦 様 

5．ＯＲＡＪＡ１０年のあゆみ               専務理事  曽田 耕一 

（司会：曽田 耕一） 

 

  

妙高市長                  上越市長 

入村 明 様               村山 秀幸 様 

              (代理)上越市 産業観光部長 秀澤 光夫 様 

  

にいがた産業創造機構  

理事長  泉田 裕彦 様 

(代理)にいがた産業創造機構  

副理事長 杉山 順爾 様 
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【 祝 宴 】 

 

1．開     宴 

2．祝     辞     新潟県ＩＴ産業ネットワーク２１ 代表幹事  川﨑 嘉郎 様 

（ＢＳＮアイネット 代表取締役） 

3．乾     杯      くびき野ＮＰＯサポートセンター 理事長  秋山三枝子 様 

4．万 歳 三 唱     上越ケーブルビジョン株式会社 代表取締役  宮澤 英文 様 

5．御礼のことば                       理 事  渡辺左千雄 

（司会：沢田 真紀） 

 

  

新潟県ＩＴ産業ネットワーク２１       くびき野ＮＰＯサポートセンター 

代表幹事  川﨑 嘉郎 様          理事長  秋山三枝子 様 

 

  

上越ケーブルビジョン株式会社        

代表取締役  宮澤 英文 様 
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■「上越地域情報プラットホーム研究会」事業 

デジタルサイネージと光回線、WiFi、Felica 等を利用した、双方向情報配信事業を創出するため、

ORAJA 会員による「まちかどサイネージネットワーク研究会」を立ち上げて、デジタルサイネージの活

用について研究・展示を進めてきました。平成 25 年度は上越市に地域情報を発信・検索できるデジタ

ルサイネージの利用方法をご提案してきました。平成 26 年度は提案内容を実現できるよう進めていき

ます。 

 

（１）イベントへのデジタルサイネージ展示 

・なおえつ鉄道まつり 2013 

直江津駅北口の階段に、70 インチタッチパネルのデジタルサイネージを設置。 

画面を 3分割し、①「なおえつ鉄道まつり」のマップ、②上越市のイベント広告、③上越地域 

活性化機構の会員企業様の広告を掲載いたしました。 

駅降り口付近であることと、「なおえつ鉄道まつり」のマップを表示していたため大変多くの

方々にデジタルサイネージをご利用して頂けました。 

  

 

・上越市教育コラボ 2013 学び愛フェスタ 

リージョンプラザ上越の入り口付近に 70 インチタッチパネルのデジタルサイネージを設置。 

また、教育プラザに設置しているサイネージに同じ内容をデータ連携致しました。 

タッチパネルを体験して頂くために、画面タッチにより会場マップが切替わる仕組みを展示し 

ました。 
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（２）デジタルサイネージ視察 

韓国は、デジタルサイネージの普及が進んでおり各所にさまざまなデジタルサイネージが設置され

ているため、デジタルサイネージがどのように活用されているか視察を行いました。 

視察にあたり、現地協力者を(公財)にいがた産業創造機構様よりご手配頂きました。 

ご協力を頂きました、新潟県ソウル事務所様ならび(公財)にいがた産業創造機構様にはこの場を借り

ましてご御礼を申し上げます。 

視察内容の詳細は、次第「7.その他」にてご報告いたします。 

 

1、期 間 出国日 平成 25 年 2 月 3日（月） 

帰国日 平成 25 年 2 月 5日（水） 

2、視察先 韓国、ソウル市内 

3、視察内容 各所に設置されたデジタルサイネージの視察 

1、江南駅交差点メディアポール 

2、三星電子広報館(SAMSUNG DELIGHT) 

3、ソウルの森、特別展示会「光の庭園」デジタルアート展 

4、合井駅周辺のデジタルサイネージ 

4、視察者の氏名 1、株式会社 ジェイテック  德道 茂 

2、株式会社 ジェーミックス 片 博志 

5、視察協力者 新潟県ソウル事務所 所長 大平 一茂 様 

          課長 文 誠姫 様 
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■「ＧＩＳ利用のための研究会」事業 

（１）災害時要援護者管理システム事業 

上越市高齢者支援課との連携による継続事業として、13 区がネットワーク化されたシステムの

保守管理を実施しました。 

○受注業務： 

・平成 25 年度 災害時要援護者台帳システム改修業務委託 

・平成 25 年度 災害時要援護者台帳システム機器 

・平成 25 年度 要援護者世帯除雪業者別地図情報等作成委託 

・平成 25 年度 災害時要援護者台帳システムインストール業務委託 

・平成 25 年度 災害時要援護者台帳庁内ネットワークシステム保守管理業務委託 

 

（２）RTK－GPS 固定点活用推進事業 

協同組合くびき野地理空間情報センターと連携し、平成 16 年 11 月に試験運用、翌年 4 月 20

日に国土交通省から民間事業者が造る公共基準点として国内では初めて正式に認可され開局い

たしました。新潟地方法務局上越支局様からも、登記基準点としてその利用の許可を頂き、これ

まで多くの土地家屋調査士様を始め測量事業者様からご利用頂きました。 

平成19年5月に地理空間情報活用推進基本法が制定され、衛星測位の活用推進の動きの中で、

国で設置する電子基準点を利用した「ネットワーク型ＲＴＫ測量方式」による測位技術が急速に

普及してきました。そのため、本システム開発メーカーが関連事業及びメンテナンスの中止を決

定いたしました。また、同時に「ネットワーク型ＲＴＫ測量方式」による測位は法制定以降、全

国的に普及が加速したことから、本サービスの利用会員も徐々に減少し、利用時間も減少してき

ています。加えて当サービス開局 10 年目を迎えて受信機の故障が頻繁に発生し、利用者拡大が

見込めない状況です。この様な状況から、平成 25 年 12 月末日に「RTK-GPS 固定点サービス」の

配信サービスを一時停止し、再稼働への方向性を検討しましたが、残念ながら平成 26 年 3 月末

日をもって、サービス事業中止を決定させて頂きました。 

 

（３）地理空間情報活用促進並びに共同利用環境整備事業 

平成 25 年度は、会員である「くびき野地理空間情報センター」が、国土交通省国土地理院北

陸地方測量部から、「北陸地方の地理空間情報活用に関する産学官連絡会議」の事務局支援を依

頼され、会議内容のコンサルティング及び会議の運営と議事録作成並びに報告書とりまとめを行

いました。現在は国と県、市町村との空間情報相互利用に関する包括協定を進めています（上越

市も締結済）が、相互利用のためのプラットホームがなく効果的な運用には至っておりません。

この問題を解消するのが「産学官民共同利用環境」構築と考えます。国、自治体の動きに合わせ

た長期的計画で今後も進めていきます。 

 

（４）RTK-GPS を活用したＩＴ除雪システム実用化事業 

ORAJA としての具体的動きには至りませんでしたが、くびき野地理空間線センターが中心とな

り「国土交通省北陸技術事務所」と連携し、「ロータリー除雪車の情報化施工に関する検討業務」

を昨年度実施し、ガイダンス試作機製作、マスコミ公開にこぎ着けました。国土交通省では、26

年度に実用化に向けた実機設計・製作を行い、27 年度の実用化を目指しております。ORAJA とし

て、今後どう絡んでいくかは不透明ではありますが、事業は継続したいと考えております。 
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■その他  

（１）高田開府 400 年ホームページ制作者指導講習委託業務（発注者：上越市） 

高田開府 400 年祭の広報活動を行う制作担当者に対し、①WordPress サイト更新、②画像加工、 

③アクセス解析、④SNS 連携についての技術指導講習を 11 回（33 時間）実施いたしました。 

 

（２）ロボカップへの協賛 

今年度は、協賛要請がありませんでした。 

 

（３）くびき野 NPO サポートセンターとの連携 

設立１５周年記念事業に理事長が出席いたしました。 

日時：平成 25 年 11 月 29 日（金） 

会場：デュオ・セレッソ 

内容：17:00～ シンポジウム 

   19:00～ 設立 15 種年 感謝交流会 

 

（４）食を育む会との連携 

  今年度は、連携事業はありませんでした。 
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■会員企業一覧（平成 26 年 3 月 31 日現在 会員数 28 団体） 
 
＜役員名簿＞ 

理事長 宮下 寿幸 株式会社 桑原測量社 

専務理事 曽田 耕一 株式会社 ジェーミックス 

理 事 

北井 一也 株式会社 横瀬オーディオ 

坂詰 吉寛 JCC ソフト株式会社 

東條 邦俊 上越商工会議所 

竹田 洋 株式会社 丸互 

渡辺 利文 株式会社 JCS コンピュータ・サービス 

德道 茂 株式会社 ジェイテック 

渡辺 佐千雄 株式会社 経営ブレイン 

監 事 

尾崎 正弘 上越ケーブルビジョン株式会社 

丸山 敬 公益社団法人 上越市有線放送電話協会 

 

＜会員名簿＞ 

会員名 TEL 所在地 

株式会社エヌエスアイ 025-522-2441 上越市大字下門前 13 

株式会社 NTT 東日本-新潟 025-544-8000 上越市西本町 4-3-3 

株式会社エルコム 025-525-8201 上越市下馬場 317-4 

金井度量衡株式会社上越店 025-525-2524 上越市木田 1-3-47 

クシヤ株式会社上越支店 025-543-4381 上越市五智 1-2-28 

株式会社経営ブレイン 025-521-7060 上越市北城町 4-6-8 

株式会社謙信堂 025-524-4154 上越市木田 1-8-15 

株式会社桑原測量社 025-525-9100 上越市西田中 62-14 

株式会社ジェイテック 025-526-0731 上越市中田原 153-2 

株式会社 JCS コンピュータ・サービス 025-525-1095 上越市春日野 1-3-5 

株式会社ジェーミックス 025-521-6311 
上越市本町 5-5-9 

ランドビル 1F 
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上越ケーブルビジョン株式会社 025-526-2111 上越市西城町 2-2-27 

JCC ソフト株式会社 025-544-6400 上越市黒井 2598-30 

公益社団法人 上越市有線放送電話協会 025-523-6567 上越市鴨島 1-2-39 

上越商工会議所 025-525-1185 上越市新光町 1-10-20 

信越情報株式会社 025-522-0076 上越市木田 2-14-14 

BSN アイネット株式会社上越支社 025-525-2581 
上越市木田 2-1-1 

山和ビル 8F 

東日本システム建設株式会社 上越事務所 025-544-1188 上越市福田 11-1 

北陸電電株式会社 上越営業所 025-525-5814 上越市土橋 1153-1 

株式会社 丸互 025-543-1105 上越市春日新田 4-1-1 

株式会社 横瀬オーディオ 025-523-6171 上越市平成 166 

株式会社 菱化システム直江津センター 025-545-6053 上越市福田 1 

協同組合 くびき野地理空間情報センター 025-539-5131 上越市西城町 2-10-18  

株式会社 フジミック新潟 025-521-2977 
上越市本町 5-5-9 

ランドビル 1Ｆ 

株式会社 品川アート・プロ 025-525-1102 上越市平成町 588 

株式会社 上越タイムス社 025-525-6666 上越市高土町 2-4-6 

バランシングロック 050-5539-7900 上越市春日山町 3-20-6-201 

株式会社 アド・クリーク 025-526-1499 上越市木田 1-1-16 

 

＜顧 問＞ 

上越市 産業観光部産業振興課長 米持 明子 

妙高市 企画政策課長      松岡 由三 

国立大学法人 上越教育大学 学 長           佐藤 芳德 

公立大学法人 新潟県立看護大学 学 長           渡邊  隆 

新潟県 IT 産業ネットワーク 21 代表幹事          川﨑 嘉郎 

 

以上 
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（法第 29 条関係様式例） 

平成 25 年度事業報告書 

                 

                  特定非営利活動法人上越地域活性化機構 

 

１ 事業の成果 

この法人の目的に則り、上越地域の産業及び地域の活動の活性化を実現させることを全ての事業

の目的とする。 

 

２ 事業実施に関する事項 

（１）特定非営利活動に係る事業 

                                  （単位：千円） 

事業名 事業内容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事 

者数 

受益対象者の

範囲及び人数 
支出額

情報化推進

センター事

業 

高精度位置情報配

信システム事業 

Ｈ17 年～ 

Ｈ25 年 12 月 

上越地域 

 

3 名 上越地域 6,773

災害時要援護者台

帳整備委託事業 

Ｈ25 年 4 月～ 

Ｈ26 年 3 月 

上越市 5 名 上越市 

上越市ＨＰ制作担

当指導講習 

Ｈ25 年 6 月～ 

Ｈ25 年 7 月 

上越市 １名 上越市 

 

（２）その他の事業 

 

事業名 事業内容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事 

者数 

受益対象者の

範囲及び人数 
支出額

創立 10 周

年記念事業 

10 周年記念式典の

開催 

Ｈ25 年 10 月 上越市 10 名 46 名 498
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特定非営利活動会計収支報告書

平成２５年度

自 平成２５年４月 1日

至 平成２６年３月３１日

特定非営利活動法人 上越地域活性化機構
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4月 1日 ～ 3月31日まで

特定非営利活動法人上越地域活性化機構

1.

2.

5.

1.

2.

 

 

交通費 81,985

交際費 30,000

11,661消耗品費

雑費 15,313

交通費 18,380

(単位：円）

活　動　計　算　書

平成26年平成25年

科　　目 金　　額

Ⅰ 経常収益

受取会費

事業収益

正会員受取会費 840,000 880,000

情報化推進センター事業収益

その他収益

264,000創立１０周年記念事業 7,249,125

6,985,125

受取利息 277

　　経常収益計 8,129,402

Ⅱ 経常費用

事業費

（1）人件費

（2）その他経費

業務委託費 6,602,715

支払利用料 112,140

支払手数料 58,500

式典等会場費 321,150

租税公課 70,400

事業費計

その他経費計 7,271,479

（1）人件費 0

7,271,479

管理費

（2）その他経費

事務委託費 378,000

通信費 49,338

広告宣伝費 16,812

支払手数料 8,172

23,816

その他経費計 834,107

管理費計 834,107

次期繰越正味財産額 752,672

　　経常費用計 8,105,586

当期正味財産増減額

諸謝金 126,000

0

277

前期繰越正味財産額 728,856

諸会費 67,000

通信費 5,620

ネットワークホスティング 63,000

正会員入会金 40,000

会議費 6,400

決算･税務申告委託費 63,000
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　 　 年 3 月 31 　 　 　

特定非営利活動法人上越地域活性化機構

1.

2.

1.

2.

(単位：円）

貸 借 対 照 表

　 平成26 日現在 　

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

現金 0

未収金

流動資産

765,000

普通預金 1,764,831

固定資産
流動資産合計 2,529,831

固定資産合計 0

資産合計 2,529,831

Ⅱ 負債の部

流動負債

未払金 1,777,159

流動負債合計 1,777,159

1,777,159

固定負債

728,856

固定負債合計 0

負債合計

正味財産合計 752,672

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

2,529,831

当期正味財産増減額 23,816

負債及び正味財産合計

第２号議案　平成２５年度特定非営利活動会計収支決算報告及び監査報告

-　16　-



1．

　　

（1）

2．

情報化推進センター事業 創立１０周年記念事業 事業費計

(１) 人件費 0 0 0

(２) その他経費

業務委託費 6,602,715 6,602,715

支払手数料 58,500 58,500

支払利用料 112,140 112,140

式典等会場費 321,150 321,150

諸謝金 126,000 126,000

消耗品費 11,661 11,661

通信費 5,620 5,620

交通費 18,380 18,380

雑費 15,313 15,313

その他経費計 6,773,355 498,124 7,271,479

6,773,355 498,124 7,271,479

科　　目

重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

財 務 諸 表 の 注 記

特定非営利活動法人上越地域活性化機構

合　　計

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（２０１０年７月２０日　２０１１年１１月２０日一部改正
ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。

事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)
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特定非営利活動法人上越地域活性化機構

1.

2.

1.

2.

財　産　目　録

　 平成26年 3月 31日 現在 　

(単位：円）

科　　目 金　　額

Ⅰ 資産の部

流動資産

現金預金

手許現金 0

上越信用金庫 高田中央支店 1,661,515

上越信用金庫 高田中央支店 0

八十二銀行 高田支店 58,259

第四銀行　高田営業部 45,057

大光銀行　高田支店 0

未収金

上越市災害時要援護者台帳保守業務 735,000

25年度会費(1会員) 30,000

流動資産合計 2,529,831

固定資産

固定資産合計 0

資産合計 2,529,831

Ⅱ 負債の部

流動負債

未払金

上越市災害時要援護者台帳業務費 1,715,700

ＮＴＴ電話料（3月分） 3,709

事務委託費（3月分） 31,500
ネットワークホスティング（3月分） 5,250

10周年祝賀会司会料 21,000

流動負債合計 1,777,159

固定負債

1,777,159

正味財産 752,672

固定負債合計 0

負債合計
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【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。

予算額 決算額 比較増減※ 摘要

会費収入 入会金 正会員 40,000 40,000 20,000＊2団体

賛助会員 0 0

会費 正会員 840,000 840,000 0 30,000＊28会員

賛助会員 0 0

小計 880,000 880,000 0

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 203,175 203,175 0 １２月末停止

上越市災害時要援護者台帳 関連業務 7,800,000 6,184,500 1,615,500 受注業務数5件(保守、改修作業等)

上越市ＨＰ制作担当指導講習業務 0 597,450 △ 597,450

創立１０周年記念事業 0 264,000 △ 264,000 祝賀会会費

小計 8,003,175 7,249,125 754,050

雑収入 預金利息等 0 277 △ 277 預金利息

当期収入合計(A) 8,883,175 8,129,402 753,773

【支出の部】

予算額 決算額 比較増減※ 摘要

事業費

地域デジタルサイネージネットワーク事業 10,000 0

RTK固定点システム事業 197,883 170,640 27,243 JMiX、くびき野、口座振替手数料

上越市災害時要援護者台帳業務 7,566,000 6,037,500 1,528,500 桑原測量・JCS･丸互

送迎バス支援システム事業 10,000 0 10,000

地理空間情報共同利用環境整備事業 10,000 0 10,000

ＧＩＳ関連セミナー 30,000 0 30,000

上越市ＨＰ制作担当指導講習業務 0 565,215 △ 565,215 ジェイテック

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 0 0 0

人材育成教育センター事業

ロボカップ協賛金 30,000 0 30,000

技術者育成セミナー 0 0 0

人材育成セミナー 0 0 0

500,000 498,124 1,876

小計 8,353,883 7,271,479 1,072,404

管理費 事務局経費

事務委託費　 378,000 378,000 0 JMiX、くびき野

諸会費　 67,000 67,000 0
IT21(50,000),くびき野
NPO(10,000)
食育(7 000)

通信費　　　　　 45,000 49,338 △ 4,338 NTT電話料、郵送料

交通費 5,000 81,985 △ 76,985 デジタルサイネージ視察

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

租税公課 72,000 70,400 1,600 法人県民税、市民税、収入印紙 等

交際費 30,000 30,000 0 デジタルサイネージ視察謝礼 等

消耗品費 4,000 0 4,000

手数料 5,000 8,172 △ 3,172 振り込み手数料等

決算処理及税務申告業務委託 63,000 63,000 0 経営ﾌﾞﾚｲﾝ

会議費 20,000 6,400 13,600 理事会、総会等会場費

広告宣伝費 5,000 16,812 △ 11,812 NPOPRESS広告掲載

小計 757,000 834,107 △ 77,107

当期支出合計（B) 9,110,883 8,105,586 995,297

当期収支差額（C）=(A)-(B) -227,708 23,816

前期繰越金（D) 728,856 728,856

次期繰越金(C）+（D) 501,148 752,672

平成２５年度　特定非営利活動会計収支決算書

平成２５年４月１日から平成２６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）

創立１０周年記念事業
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平成 26 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 

上越地域情報プラットホーム 

研究会 
 

近隣自治体との連携、事業の

提案・推進 

GIS 利用のための研究会  空間情報の利用環境整備 

 

 

２．事業の推進 

２－１ 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） 

（１）「新潟県ＩＴ産業ネットワーク２１との連携」事業（継続） 

   NICO の情報戦力チームの事業として、高度ＩＴ人材育成事業と連携し協力を継続します。 

 

（２）「上越地域情報プラットホーム研究会」事業 

１）地域デジタルサイネージネットワーク構築事業（継続） 

デジタルサイネージと光回線、WiFi、Felica 等を利用した、双方向情報配信事業を創出

するため、ORAJA 会員による「まちかどサイネージネットワーク研究会」を開催し、デジ

タルサイネージの活用と効果について研究し事業化を目指す取り組みを継続します。 

 

（３）「ＧＩＳ利用のための研究会」事業 

１) 災害時要援護者管理システム事業 (継続) 

上越市高齢者支援課を軸として、13 区の総合事務所と関連部署がネットワーク化された

システムのカスタマイズ及び保守管理を本年度も継続します。 

 

２) スマートフォンを活用した「送迎バス支援システム」導入拡大事業（継続） 

  質の高い幼児教育・保育、家庭の教育支援の充実等を目的とした、幼保一体化教育推進

による「認定こども園」の整備が進む中、子供たちの安全安心な送迎バスの運行が望まれ

ます。地域自治体及び民間事業者と連携し、園バス支援システム事業として、本年度も継

続します。 

 

３）地理空間情報活用促進並びに共同利用環境整備事業（継続） 

国は、「地理空間情報活用推進基本法」に基づき、県、市町村との空間情報相互利用に

関する包括協定を進めています。（上越市も締結済）しかしながら、相互利用のためのプ

ラットホーム的な組織がなく効果的な運用には至っていない状況です。この問題を解消す

るのが、地域による「産学官民共同利用環境」構築と考えます。国、自治体の動きに合わ

せた長期的計画で今後も進めていきます。 
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本年度は、上記に関連したもので、その必要性と重要性を示唆する内容の他、国土地理

院 WEB 地図のビジネス活用法についてセミナーを開催します。 

 

４）ネットワーク型ＲＴＫ方式を活用した「未来型除雪支援システム」事業連携（継続） 

 くびき野地理空間情報センターが主体で、国土交通省北陸技術事務所との連携し 2 年以

内の実用化を目指して研究・開発を進めています。現在のところＯＲＡＪＡとして具体的

な事業連携は不透明ではありますが、事業として継続します。 

 

２－２ 人材教育センター事業、その他 必要な事業 

（１）人材教育セミナー事業 

１）技術者育成セミナー 

２）人材教育セミナー 

 

（２）その他、必要な事業 

１）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チャレンジ

します。 

２）ロボカップへの協賛（継続） 

３）くびき野 NPO サポートセンターとの連携（継続） 

４）食を育む会との連携（継続） 
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【収入の部】 （単位：円）

25年度決算 26年度予算案 摘　要

会費収入 入会正会員 40,000 0

賛助会員 0 0

会費正会員 840,000 840,000 30,000×28会員

賛助会員 0 0

小計 880,000 840,000

事業収入  上越市災害時要援護者台帳整備委託 6,184,500 1,000,000 H26年度保守、改修作業

 その他、事業収入 1,064,625 0

小計 7,249,125 1,000,000

雑収入 預金利息 277 0

当期収入合計(A) 8,129,402 1,840,000

前期繰越金（B) 728,856 752,672

収入合計（C)=（A)+（B) 8,858,258 2,592,672

【支出の部】

25年度決算 26年度予算案 摘　要

事業費

新潟県IT産業ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 0 30,000

上越地域情報ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ研究会事業 0 300,000 地域DSﾈｯﾄﾜｰｸ事業

GIS利用のための研究会事業

 ・災害時要援護者管理システム支援事業 6,037,500 970,000

 ・送迎バス支援システム事業 0 50,000

 ・地理空間情報共同利用環境整備事業 0 50,000

 ・未来型除雪支援システム事業 0 0

人材教育センター事業、その他事業

人材教育セミナー事業 100,000 技術者育成、人材育成セミナー

その他事業

 ・ロボカップ協賛 0 30,000

 ・くびき野NPOｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ連携 0 10,000

0 30,000

その他事業 1,233,979 0

小計 7,271,479 1,570,000

管理費 事務局経費

事務委託費 378,000 389,000 事務局（JMiX 、くびき野）　

諸会費　 67,000 67,000 IT21、くびき野NPO、食育　

通信費　　　　　 49,338 45,000 電話料、切手

交通費 81,985 10,000

賃借料 63,000 65,000 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ利用料

租税公課 70,400 72,000 県・市法人税、収入印紙

交際費 30,000 30,000 慶弔見舞金、交流会参加費等

消耗品費 0 4,000 事務用消耗品等

手数料 8,172 8,000 振込手数料等

決算処理及税務申告業務委託 63,000 65,000

会議費 6,400 20,000 総会、理事会会場費等

広告宣伝費 16,812 15,000 NPO PRESS掲載、HP更新料

小計 834,107 790,000

予備費 232,672

当期支出合計（D) 8,105,586 2,592,672

次期繰越金(C）-（D) 752,672 0

支援補償費

平成２６年度　特定非営利活動会計予算（案）

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）

第４号議案　平成２６年度特定非営利活動会計収支予算（案）
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－その他－ 

（１） (公財)にいがた産業創造機構 平成 26 年度事業方針 

 

（２） デジタルサイネージ視察報告 

 

－講 演－ 

上越市 企画政策部 新幹線・交通政策課 

 

～新幹線開通カウントダウンが始まった今!!～ 
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