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特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター
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１．平成 21年度事業報告

１）特定非営利活動に係る事業

　⑴住民活動支援事業
 事業区分：自主事業
 実施期間：平成 21年 4月～平成 22月 3月
 内　　容：岩船地域内における住民活動に関する各種支援（相談・仲介・情報提供等）の
 　　　　　実施。
【実施実績】
　朝日道の駅みどりの里内にある「グリーン・ツーリズム推進施設（旧バイオテクノロジー研究
施設）」にて、活動相談、情報提供、会議室の貸し出し、各種問合せ対応などの住民活動支援を実
施した。

　　（主な相談内容と対応）
 ○ NPO 運営相談（NPO法人渡辺家）
 　→事業年度終了後の事務手続きについてを説明
 ○ NPO設立相談（村上レクリエーション協会）
 　→メリット・デメリットの説明
 　→ NPO法人を設立せず、任意団体で継続
 ○ 直売所設立の相談（つきさら名人市場）
 　→農家のネットワーク探し・スイーツ試作品の試食意見
 　→農家の紹介、逸品発掘交流会への参加
 　→ 22年 5月オープン予定
 ○商品開発の資金の相談（はつめの会 ）
 　→村上市の助成金申請／採択され 22年度より活動開始予定
 ○補助事業申請書作成相談（村上中央商店街振興組合／村上市建設業協会）
 　→２件とも申請書を作成し、採択される
 ○ 引きこもりの子どものギターの家庭教師探し
 　→講師紹介・レッスン継続中
 ○ 体験プランの作成（汐美荘）
 　→企画立案に全面協力（会場、講師の紹介含む）
 　→ 22年 6月にモニタープラン実施
 ○若手農業者販路拡大
 　→直売所紹介
 ○生活相談
 　→こころ・家庭の悩み相談に対してスタッフが傾聴
 ○自然体験／交流イベント企画の相談（NPO法人健康サポートプラス）
 　→粟島浦村の西畑氏（粟島ドリームランド協議会スタッフ）を紹介
    → 22 年 7月 3-4 日に実施予定
 ○さくらんぼ販路拡大の相談（大須戸生産果樹組合）
 　→ さくらんぼ狩りイベントをコミュニティカレッジとして企画（22年度に 2回開催予定）

＜センター利用者数について＞
　平成 21年度のセンター利用者数は、447 件／ 828 人であった。次頁に利用目的別の一覧を経
年変化を含めて示す。
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都岐沙羅パートナーズセンター利用状況

会　議 相　談 情　報
打合せ 問合せ 収集提供

件数 62 300 286 24 328 1,000
人数 479 341 352 217 367 1,756
件数 63 218 453 8 338 1,080
人数 558 91 476 29 514 1,668
件数 39 115 366 6 223 749
人数 392 575 403 44 342 1,756
件数 72 131 428 9 281 921
人数 442 155 459 53 495 1,604
件数 104 126 409 4 303 946
人数 414 138 422 28 376 1,378
件数 42 55 345 6 106 554
人数 261 64 367 32 120 844
件数 62 48 259 5 73 447
人数 362 60 278 39 89 828
件数 444 993 2,546 62 1,652 5,697
人数 2,908 1,424 2,757 442 2,303 9,834

合計

平成20年度

平成21年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

目　　　　　　　　的　　　　　　　別
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0 200 400 600 800 1000

その他視察情報収集・提供相談・問合せ
会議・
打合せ

公設民営形式により
まちなか（山居町）に
拠点を開設している状態

NPOが独自事業として、
郊外（猿沢）に拠点を
開設している状態

62

63 184 453 338

39 91 366 223

72 131 428 281

104 126 409 303

42 55 345 106

62 48 259 73

300 286 324

平成 21年度

平成 20 年度

平成 19 年度

平成 18 年度

平成 17 年度

平成 16 年度

平成 15 年度

図　都岐沙羅パートナーズセンターの利用件数の推移

【総括】
○公設民営形式での開設時期（～H19）と現在の状況を比べると、利用件数は大幅に減少している。
○現在の形式（民設民営形式・郊外部での開設）のままでは、住民活動支援が十分に機能しない。
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　⑵村上地域におけるグリーン・ツーリズムの推進
 事業区分：自主事業／委託事業
 実施期間：平成 21年 4月～平成 22月 3月
 内　　容：官民協働で発足した村上地域グリーン・ツーリズム協議会の事務局業務及び各
 　　　　　種事業の実施。

 【実施実績】
 　①村上地域グリーン・ツーリズム協議会事務局の運営（自主事業）
  ○朝日道の駅・みどりの里内の施設（旧バイオテクノロジー研究施設）にて、官民
  　協働で設立した「村上地域グリーン・ツーリズム協議会」の事務局を運営。
  →各種会議開催の連絡調整／会議資料の作成／会議運営

 　②写真コンテストの企画・運営（委託事業 : 県村上地域振興局）
  ○プロモーション用の写真データベース構築を目的に、「村上地域グリーン・ツー
  　リズム写真コンテスト」を平成 20年度から引き続き開催した。
  →応募総数 231点／応募者98点（岩船地域内48名／地域外県内38名／県外12名）

 　③教育旅行モデルプラン作成ワークショップの企画運営（委託事業 : 県村上地域振興局）
  ○教育旅行誘致に向けたプロモーションを行う際に活用するモデルプランを作成す
  　るワークショップを企画・運営した。
  →ワークショップは 4回開催し、5つのモデルプランを作成。

 　④村上地域におけるグリーン・ツーリズムPRパンフの作成（協議会予算）
  ○協議会予算（村上市・関川村・粟島浦村からの負担金）により、村上地域のグリー
  　ン・ツーリズムを PRするためのパンフレットの製作（企画・取材・編集・印刷）
  　を行った。
  → A4 版／フルカラー／８ページ／ 10,000 部発行

 　⑤インストラクター養成講座の企画・開催（自主事業）
  ○平成 20年度に引き続き、体験プログラムのインストラクターを養成する講座を
  　企画・開催した。（いわてNPOセンターによる「地域ツーリズムノウハウ移転事業」
  　の一環として実施）
  →平成 22年 2月 19日～ 20日開催（会場：さんぽく交流の館・八幡）
  →参加者数 12 名
  ※日本海きらきら羽越観光圏推進協議会 G・T等受入態勢整備研修会と合同開催

 　⑥プロモーション活動
  ○村上岩船地域への教育旅行誘致に向けたプロモーション活動を実施。
  →小学校向け教育旅行誘致説明会でのプレゼンテーション（12/1）
  →首都圏・旅行代理店向け教育旅行誘致説明会（1/26-27）

　⑶新潟・食と花の交流プログラム創造事業
 事業区分：委託事業（発注者 :（財）新潟観光コンベンション協会）
 事業期間：平成 21年 4月～ 22年 3月
 内　　容：（財）新潟観光コンベンション協会が中核となり、新潟・村上・佐渡の民間事業
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 　　　　　者・NPO等がコンソーシアムを組んで、食と花をテーマにした現地発着型ツアー
 　　　　　の企画開発事業。（経産省の広域・総合観光集客サービス支援事業費補助の支援
 　　　　　対象）

 【実施実績】
 　①村上・岩船地域における着地型観光プログラムの企画立案
  ○村上・岩船地域における着地型観光プログラム（観光客向けの現地集合・現地解
  　散型の体験・観光プログラム）を企画立案し、新潟・食と花の交流プログラムの
  　HP（JTB ウォレットというネット決済システムを使用）経由で販売した。
  → 13 種類・18本のプログラムを企画／ 8本のプログラムに 39名が参加

 　②朱鷺メッセ31F展望室におけるプロモーションプログラムの企画・開催
  ○村上・岩船地域に実際に足を運んでもらうためのプロモーション事業として、新
  　市内で気軽に村上・岩船の魅力が味わえるプログラムを「おとなの夜学」と称し、
  　朱鷺メッセ 31F 展望室で企画・開催した。
  → 8回開催／参加者 162 名（うち 70名が継続的な情報提供を希望）

 　③東京銀座との連携事業の推進
  ○ NPO法人銀座ミツバチプロジェクトとの連携により、東京銀座における都市農
  　村交流事業を実施。
  →銀座新潟塾での地域紹介／交流会での食材斡旋
  →ファームエイド銀座へのブース出店（産品・地域ツーリズムのＰＲ）

 　④観光産業関係者向け研修会の企画・開催
  ○地域内の観光産業関係者向けに、着地型プログラムメニューの紹介や宿泊施設と
  　の連携による販売方法の紹介等を研修会形式で実施。
  →プログラム受入先の現地見学会（7/1）
  →着地型プログラム・造成販売システムに関する研修会（2/17-18）

　⑷庄内・村上岩船地域広域連携検討事業
 事業区分：委託事業（発注者 : 山形県庄内総合支庁）
 事業期間：平成 21年 5月～ 22年 3月
 内　　容：隣接する山形県庄内地方と村上岩船地域との地域連携を模索するために、両地
 　　　　　域で活動する市民団体・NPO・民間事業者と県及び市町村担当者によるワーク
 　　　　　ショップを開催。

 【実施実績】
 　①両地域での現地視察研修会
  ○民間団体のメンバーが、両地域（庄内→村上／村上→庄内）の活動現場に赴き、
  　当事者の話を聞く研修ツアーを実施。
  →庄内地域での現地見学研修会（9/18 開催／村上側 18名・庄内側 20名参加）
  →村上地域での現地見学研修会（10/9 開催／庄内側 21名・村上側 12名参加）

 　②具体的な連携事業を検討するワークショップ
  ○両地域での具体的な連携策を検討するワークショップを開催。
  →第 1回ワークショップ（10/16 に村上・庄内の両地域でそれぞれ開催）
  →第 2回ワークショップ（10/30 ／両地域のメンバーによる連携事業の検討）
  →連携事業５つと実施スケジュール（案）を作成。



6

　⑸地域活動体験コーディネーター設置事業
 事業区分：委託事業（発注者 : 新潟県県民生活・環境部県民生活課）
 事業期間：平成 21年 5月～ 22年 3月
 内　　容：学校と地域を結び、子どもたちの社会活動への参加を促すための「地域活動体
 　　　　　験コーディネーター」を設置し、学校と地域の連携を促す事業を展開。

 【実施実績】
 　①地域活動体験コーディネーターの設置
  → 21 年 6月より、専属のコーディネーターを１名雇用。

 　②地域活動体験のコーディネート
  → 11 件のコーディネートを実施。
  →学校側が独自に実施している連携事業 17件を取材。

 　③学校と地域をつなぐオープンセッションの開催
  ○学校関係者と地域側（市民団体・NPO・CB事業者等）が一堂に会し、お互いに意見・
  　情報交換を行う交流会を２回開催。
  →第 1回：11/5 開催、79名が参加。
  　（教職員 40名 /NPO関係者 22名 / マスコミ 3名 /スタッフ 9名 /その他 5名） 
  →第２回：2/17 開催、69名が参加。
  　（教職員 22名 /NPO・行政・企業 25名 / 地域コーディネーター 13名 /PTA2 名 / スタッフ 7名）

 　④広報誌の発行
  ○地域活動体験コーディネーターの活動や各学校での取り組み状況、地域側の情報
  　等を掲載した広報誌を発行。
  → 1,000 部発行し、地域内の学校や関係者等に配布。
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　⑹村上ブランド推進事業
 事業区分：委託事業（発注者 : 村上市 /県村上地域振興局）
 事業期間：平成 21年 4月～ 22年 3月
 内　　容：村上・岩船地域の産物のブランド化を推進するために、品評会形式の交流会・
 　　　　　首都圏でのＰＲ事業・道の駅の情報共有システムの検討を実施。

 【実施実績】
 　①品評会形式の交流会「村上逸品発掘交流会」の開催
  ○農商工連携による新商品・新サービス開発、あるいは販路拡大のきっかけづくり
  　を目的に、地域内外の農・商・工の関係者が集まり、実際の産物・製品を見ながら、
  　参加者同士で情報・意見交換を開催。
  ※本事業は、平成 20年度に当団体が主催した品評会形式の交流事業を、行政（県・
  　市）が主催する形で実現した。
  → 21 年度は３回（8/27、11/12、3/11）開催。

 　②首都圏でのＰＲ事業のコーディネート
  ○村上・岩船地域の農産物等を首都圏でＰＲするプロモーション事業のコーディ
  　ネートを実施。
  →ファームエイド銀座へのブース出店（11/27-28 開催／ 5事業者が参加）

 　③道の駅直売所における情報共有システム検討会への参加
  ○地域内にある４つの道の駅において、直売所等で販売されている物産の情報を各
  　道の駅で共有・発信するための仕組みを検討。
  →４つの道の駅に情報掲示板を設置し、旬の情報を FAXで相互に配信する仕組み
  　を構築。

　⑺村上・岩船地域活性化策提案事業
 事業区分：委託事業（発注者 : 村上岩船広域行政計画協議会）
 事業期間：平成 22年 1月～ 22年 3月
 内　　容：村上岩船地域における地域活性化策のコンサルティング。

 【実施実績】
 　①20年度に提案した活性化策のうち、４つの提案の具体策を検討
  ○平成 20年度に提案した活性化策のうち、以下の４つについて他地域での事例調
  　査・分析及び村上岩船地域への導入方法の提案を実施。

  　　具体策 1: 旧村上市の街中に公設民営の「( 仮 ) 市民活動支援センター」を開設する。

  　　具体策 2: 集落支援員制度を活用した地域コーディネーター制度を早急に導入する。

  　　具体策 3: 地域づくり全般における地域独自の専門家派遣制度を創設する。

  　　具体策 4: 市民主体の活動・事業の成長を促す地域独自の支援制度を創設する。

　⑻朝日みどりの里春祭り協力事業
 事業区分：自主事業
 事業期間：平成 21年 4月～ 5月
 内　　容：5月の GWに開催された「朝日道の駅・春祭り」において、物販テントへ出店。
 　　　　　会員を中心に参加呼びかけを行い、出店した。
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　⑼キサラ・コミュニティカレッジ開催事業
 事業区分：自主事業
 事業期間：平成 21年 4月～ 22年 3月
 内　　容：地域住民が講師となり、参加費及び講師への謝礼をキサラで行うミニ講座。

 【実施実績】
 　○地域通貨キサラの流通状況（22年3月31日時点）
  振出枚数  4,016 キサラ
  キサラ登録者  　217 名
  キサラ取扱店  　22 店舗
  メニュー総数  780（してあげられること 452 ／してほしいこと 329）

 　○コミュニティカレッジ（7回開催）
  旬のサクランボを食べに行こう !
  　　開催日：6月 17日 ( 水 ) ／講師：中山武さん／参加者 13名

  旬のサクランボを食べに行こう ! その 2
  　　開催日：6月 23日 ( 火 ) ／講師：中山武さん／参加者 12名

  タイ料理をつくろう !
  　　開催日 7 月 17 日 ( 金 ) ／講師：村山優子さん／参加者 13名

  蚕を知ってまゆ玉であそぼう !
  　　開催日 7 月 13 日 ( 金 ) ／講師：横井昭子さん・横井栄子さん／参加者 13名

  巻寿司といなり寿司をつくろう !
  　　開催日 10 月 14 日 ( 水 ) ／講師：佐藤泉さん／参加者 8名

  パン作りを楽しもう !
  　　開催日 11月 17日 ( 火 ) ／講師：本間てるみさん／参加者 8 名

  『しづばぁ』の昔語りを聞きにきませんか !

  　　開催日 3 月 18 日 ( 木 ) ／講師：島田志津さん／参加者 13 名

　⑽広報紙発行事業
 事業区分：自主事業
 事業期間：平成 21年 4月～ 22年 3月
 内　　容：つきさらパートナーズプレスの発行。
 実　　績：3回発行し、NPOの会員、都岐沙羅の起業家、地域内の協力団体（キサラのメ
 　　　　　ニュー登録者、取扱店）等に 320 部送付した他、活動支援窓口来訪者に配布。

　⑾講師派遣事業（地域内）
 事業区分：自主事業
 事業期間：平成 21年 4月～ 22年 3月
 内　　容：地域内における研修会等への講師派遣
 実　　績：なし
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２）その他事業

　⑴岩船地域外のまちづくりに関する委託事業
 事業区分：委託事業
 実施期間：平成 21年 4月～平成 22月 3月
 実　　績：なし

　⑵講師派遣（地域外、視察受入）
 事業区分：自主事業
 実施期間：平成 21年 4月～平成 22月 3月
 実　　績：有償での視察受入：5件（受入人数 39名）
   06/22　NPO法人風波デザイン 10名
   07/02　新発田市役所市民まちづくり課 2名
   09/11　新潟大学人文学部 14名
   01/19　十日町市総合政策課 10名
   02/10　富良野市役所 3名
 　　　　　講師派遣：1件
   03/12　中間組織・市民活動支援センタースタッフ研修会

　⑶物販事業
 事業区分：自主事業
 実施期間：平成 21年 4月～平成 22月 3月
 内　　容：15年度に作成した社会貢献活動実態調査報告書について、圏域外からの入手希
 　　　　　望については、1冊 525 円で販売。
 　　　　　15年度に実施した市民活動フォーラムで製作した「まちの底力パワーアップ
 　　　　　ゲームキット」を、1セット 1,050 円で販売。
 　　　　　（財）ニューにいがた振興機構とNPOまちづくり学校が製作した、参加型まち
 　　　　　づくりのテキスト「マチダス 1・2」を販売。

３）理事・事務局スタッフの活動

　⑴講演・講師（5件）
 10/17　公益のふるさと協働フォーラム事業講演（國井理事長）
 11/21　新潟いっぷく談義パネリスト（鈴木さやか）
 01/25　ＣＢフォーラム in いわて講演（斎藤事務局長）
 02/26　「元気な岩船地域づくりを考える集い」コーディネーター（斎藤事務局長）
 03/20　魅力ある集落づくり楽習会パネリスト（國井理事長）

　⑵委員会・会議出席（66件）
 04/15　学校コーディネーター意見交換会（斎藤事務局長）
 04/24　村上若者サポートステーション・ネットワーク会議（斎藤事務局長）
 04/28　村上市青少年ホーム運営委員会（斎藤事務局長）
 05/01　村上市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会（斎藤事務局長）
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 05/26　食育ワーキング会議（村山理事）
 05/28　（財）イヨボヤの里公社評議員会（和田理事）
 05/29　村上市社会福祉協議会評議員会（和田理事）
 06/08　空き店舗活用地域活性化事業打合せ（斎藤事務局長）
 06/19　 村上市都市計画マスタープラン策定委員会（斎藤事務局長）
 06/22　村上地域グリーン・ツーリズム協議会幹事会（斎藤事務局長・大滝理事・鈴木信之）
 06/26　食育ワーキング会議（村山理事）
 06/30　村上地域グリーン・ツーリズム協議会総会（斎藤事務局長・大滝理事・鈴木信之）
 07/02　村上東中校区・郷育会議（斎藤事務局長・鈴木信之）
 　　　　空き店舗活用地域活性化事業打合せ（斎藤事務局長）
 07/03　新潟県男女共同参画評価検討委員会（斎藤事務局長）
 07/09　地域活動体験コーディネーター全県スタッフ研修会（鈴木さやか・鈴木信之）
 07/10　空き店舗活用地域活性化事業打合せ（斎藤事務局長）
 07/14　郷育会議（鈴木信之）
 07/16　日本海パークライン 21年度総会（斎藤事務局長）
 　　　　空き店舗活用地域活性化事業会議（鈴木さやか）
 07/21　空き店舗活用地域活性化事業会議（鈴木さやか）
 08/03　村上地域グリーン・ツーリズム協議会幹事会（斎藤事務局長・鈴木信之）
 08/05　新潟県男女共同参画評価検討委員会（斎藤事務局長）
 08/06　地域活動体験コーディネーター意見交換会（鈴木さやか・鈴木信之）
 08/07　食育推進ネットワーク会議（村山理事）
 08/11　村上市社会福祉協議会評議員会（和田理事）
 　　　　空き店舗活用地域活性化事業打合せ（斎藤事務局長）
 08/18　NPO自立促進支援ワークショップ（斎藤事務局長）
 08/21　食育ワーキング会議（村山理事）
 08/26　道の駅・情報共有システム検討会議（斎藤事務局長・鈴木さやか）
 08/28　新潟県男女共同参画評価検討委員会（斎藤事務局長）
 09/11　食育ワーキング会議（村山理事）
 09/15　日本海きらきら羽越観光圏整備推進協議会部会（鈴木信之）
 　　　　村上市都市計画マスタープラン策定委員会（斎藤事務局長）
 09/17　空き店舗活用地域活性化事業会議（鈴木さやか）
 09/29　村上市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会（鈴木信之）
 　　　　新潟コミュニティバンク融資審査会（斎藤事務局長）
 10/07　 NPO 自立促進支援ワークショップ（斎藤事務局長）
 10/08　新潟・食と花の交流プログラム銀座新潟塾（斎藤事務局長・鈴木信之）
 10/12　村上市社会福祉協議会福祉大会（和田理事）
 10/14　道の駅・情報共有システム検討会議（斎藤事務局長・鈴木さやか）
 10/23　村上市観光協会との情報交換（斎藤事務局長・鈴木信之・佐藤紀子）
 10/29　NPO自立促進支援ワークショップ（斎藤事務局長）
 11/05　NPO自立促進支援ワークショップ（斎藤事務局長）
 11/05　空き店舗活用地域活性化事業会議（鈴木さやか）
 11/11　村上市長ふれあいトーク（理事 10名）
 11/20　村上市社会福祉協議会評議員会（和田理事）
 12/01　地域活動体験コーディネーター全県研修会（鈴木さやか・鈴木信之）
 12/02　村上市キャリア・スタート・ウィーク実行委員会（鈴木信之）
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 12/10　空き店舗活用地域活性化事業会議（斎藤事務局長）
 12/11　日本海きらきら羽越観光圏整備推進協議会部会（鈴木信之）
 12/16　建設業・元気回復事業打合せ（斎藤事務局長）
 12/21　食育推進ネットワーク会議（村山理事）
 01/07　関川村歯科保険計画関係者協議会（斎藤事務局長）
 01/08　粟島・やま信コロッケ試食会（斎藤事務局長）
 01/15　（財）日本交通公社ヒアリング対応（斎藤事務局長）
 01/26-27　教育旅行誘致説明会研修（斎藤事務局長・鈴木信之）
 02/02　道の駅・情報共有システム検討会議（斎藤事務局長・鈴木さやか）
 02/15　空き店舗活用地域活性化事業会議（鈴木さやか）
 　　　　村上市都市計画マスタープラン策定委員会（斎藤事務局長）
 02/23　（財）イヨボヤの里公社評議員会（和田理事）
 　　　　NPO自立促進支援ワークショップ（斎藤事務局長）
 02/27　新潟 ESD 会議（鈴木信之）
 03/12　食育ワーキング会議（村山理事）
 03/13　中間組織・市民活動支援センタースタッフ研修会（鈴木さやか）
 03/15　観光協会HP編集委員会（鈴木信之）

　⑶その他（19件）
 04/13　ふるさと雇用基金説明会（鈴木さやか）
 05/04　ファームエイド銀座（斎藤事務局長）
 05/08　価値総合研究所ヒアリング対応（大滝理事）
 08/25　村上地域グリーン・ツーリズム協議会先進地視察（鈴木信之）
 09/17　県地域政策課ヒアリング対応（斎藤事務局長）
 11/10　 まちなか同志隊視察対応（斎藤事務局長）
 11/19　県 GTセンター来訪（斎藤事務局長）
 01/23　学校と地域を結ぶあめつちの日新潟（鈴木信之）
 01/30　学校と地域を結ぶあめつちの日 in 新発田（鈴木さやか）
 02/09　内閣府・地域社会雇用創造事業申請説明会（斎藤事務局長）
 02/12　内閣府・地域社会雇用創造事業打合せ（斎藤事務局長・大滝理事）
 02/14　大須戸農家民宿「ひどこ」竣工式（斎藤事務局長・大滝理事）
 02/25　農水省ヒアリング対応（佐藤副理事長・大滝理事・斎藤事務局長）
 03/03-4　新潟・食と花のプログラム食花事業報告会・商談会（斎藤事務局長・鈴木信之）
 03/05　村上地域にいがた「なりわいの匠」認定審査会（村山理事）
 03/15　村上地域振興局ヒアリング対応（斎藤事務局長・大滝理事）
 03/25　グリーン・ツーリズム協議会阿賀野市視察（鈴木信之）
 03/29　出羽街道元気づくりヒアリング対応（斎藤事務局長）
 03/30　経産省ノウハウ移転二次審査（斎藤事務局長・大滝理事）

４）法人運営に関する活動

　⑴理事会（12回開催）
 04/07　第 1回（出席者 10名　20年度事業報告 21 年度事業方針 総会・監査の検討）
 04/30　第 2回（出席者 09名　20年度決算 21 年度事業・予算計画等）
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 06/03　第 3回（出席者 11名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 07/01　第 4回（出席者 08名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 08/04　第 5回（出席者 09名　各事業進捗状況報告） 
 09/09　第 6回（出席者 09名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 10/06　第 7回（出席者 08名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 11/04　第 8回（出席者 08名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 12/17　第 9回（出席者 09名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 01/12　第 10回 （出席者 10名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 02/04　第 11回 （出席者 08名　各事業進捗状況報告 各種依頼の検討）
 03/09　第 12回 （出席者 08名　各事業進捗状況報告） 

　⑵三役会議（３回開催）
 04/27（第 1回） 11/26（第 2回）  02/15（ 第 3回）

　⑶部会
 開催無し
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２．平成 21年度収支決算報告

科目・摘要
当初予算 決算額 増　　減 備　　　考

１　収入の部
１）会費・入会金収入 525,000 385,000 ▲ 140,000

正会員年会費 445,000 319,000 ▲ 126,000

賛助会員会費 80,000 66,000 ▲ 14,000

２）寄付金収入 400,000 219,000 ▲ 181,000

３）非営利事業収入 12,712,000 9,136,240 ▲ 3,575,760 詳細は別紙内訳書参照

４）その他事業収入 105,000 178,606 73,606 詳細は別紙内訳書参照

５）その他 0 997 997

当期収入合計（Ａ） 13,742,000 9,919,843 ▲ 3,822,157

前期繰越収支差額 66,402 66,402 0

収入合計（Ｂ） 13,808,402 9,986,245 ▲ 3,892,157

２　支出の部
１）非営利事業支出 8,650,000 5,479,460 ▲ 3,170,540 詳細は別紙内訳書参照

２）その他事業支出 40,000 56,781 16,781 詳細は別紙内訳書参照

３）管理費 4,696,000 4,366,837 ▲ 329,163

事務局人件費 3,500,000 3,160,624 ▲ 339,376 常勤1名＋パート1名

法定福利費 300,000 455,332 155,332 労働保険・社会保険事業主負担

福利厚生費 10,000 12,175 2,175 スタッフ健康診断等

研修費 5,000 0 ▲ 5,000

旅費交通費 35,000 105,140 70,140 監事交通費・スタッフ業務移動交通費

理事会交通費 125,000 0 ▲ 125,000

支払報酬 250,000 221,445 ▲ 28,555 税理士決算支払報酬

会議費 10,000 7,246 ▲ 2,754 総会会場使用料他

通信費 130,000 192,065 62,065 メール便・電話・切手・年賀状他

荷造運賃 0 0 0

広告宣伝費 6,000 5,250 ▲ 750 村上新聞年始特大号への広告

事務用品費 15,000 0 ▲ 15,000

消耗品費 0 0 0

印刷費 200,000 84,280 ▲ 115,720 年賀状・名刺・封筒・リーフレット

支払手数料 1,000 1,575 575

雑費 35,000 42,116 7,116 諸会費・協賛金

租税公課 4,000 9,500 5,500 契約用収入印紙、県提出用登記印紙

消費税納付額 0 0 0

法人税・住民税及び事業税 70,000 70,089 70,089 H20・21年度法人住民税

４）予備費 422,402 0
当期支出合計（Ｃ） 13,808,402 9,903,078 ▲ 3,905,324

当期収支差額（Ａ）-（Ｃ） ▲ 66,402 16,765 83,167

次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） 0 83,167 83,167

平成21年度　特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター　収支計算書

金額（円）

平成21年4月1日～平成22年3月31日　　　　特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター
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平成21年度　各事業の収支
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科目 科目

Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部

　1　流動資産の部 　　　　未払金 3,164,436

　　　　現金 408,842         仮受金 0

　　　　普通預金 2,303,453 　　　　未払い法人税等 70,000

　　　現金・預金合計 2,712,295         未払い消費税 0

　　　　預り金 30,520

　　　　立替金 41,631 　　　負債の部　合計 3,264,956

　　　　未収金 594,197

　　　　仮払金 0

　　　流動資産合計 635,828

　2　固定資産合計 Ⅲ　正味財産の部

0 　　前期繰越財産 66,402

　　　固定資産合計 0 　　当期正味財産増減額 16,765

　　正味財産合計 83,167

　　　資産合計 3,348,123 　負債及び正味財産合計 3,348,123

平成21年度　貸借対照表

平成22年3月31日時点

金額 金額

特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター
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科　目　・　摘　要
1 資産の部
　1）　流動資産の部
　　現金預金　現金 408,842
　　　　　　　　　普通預金　　 2,303,453

2,712,295
　　立替金 41,631

41,631
　　未収金
　　・地域活動体験コーディネーター設置事業　新潟県県民生活課 120,825
　　・グリーン・ツーリズムワークショップ事業　新潟県村上地域振興局 74,000
　　・グリーン・ツーリズム写真コンテスト実施事業　新潟県村上地域振興局 208,000
　　・グリーン・ツーリズム協議会　パンフレット原稿作成費 128,291
　　・講師派遣　地域外　報酬 56,781
　　・食と花交流プログラム　新潟観光コンベンション協会 6,300

594,197
　　仮払金 0
　　　　　　　　　　流動資産の部　合計 3,348,123
　2）　固定資産の部
　　　　　　　　　　固定資産の部　合計 0
　　　　資産の部　合計 3,348,123

2　負債の部
　1）　流動負債の部
　　預り金 30,520

30,520
　　未払金
　　・Ｈ20年度未払い金 1,398,000
　　・事務局人件費他 437,155
　　・食と花交流プログラム 事業負担金 1,250,000
　　・講師派遣　地域外　報酬 56,781
    ・ＧＴ写真コンテスト　副賞　地鶏セット 22,500

3,164,436
　　仮受金 0

0
　　未払い法人税 70,000
　　未払い消費税 0
　 　 70,000
　　　　　　　　　流動負債の部　合計 3,264,956
　2）　固定負債の部

0
　　負債の部　合計 3,264,956
3　正味財産の部
　　　　　　正味財産 83,167

金　　　　　額
平成22年3月31日時点

平成21年度　　財産目録
特定非営利活動法人　都岐沙羅パートナーズセンター
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