
情報処理学会 北陸支部 

 

平成 15 年5 月 16 日（金）14時 30 分から, 福井大学地域共同研究センター３階研修室において開

催された. 出席者は 107 名（委任状 88名を含む）であった. まず, 平成 14 年度支部長 落水 浩一郎

（北陸先端大）を議長として, 平成 14年度の事業報告ならびに決算報告の承認が行われた.  

次に, 平成 15 年度役員を互選した. そして, 新支部長 都司 達夫（福井大）を議長として, 平成 15

年度評議員の委嘱の後, 平成 15 年度事業計画ならびに予算案を審議し, 承認された. また, 本部理

事の石田 亨氏（京都大）による学会本部の状況報告があった. 総会終了後, 16 時 20 分から,  

「日中韓馬・異文化コラボレーション実験の試み」と題して, 石田理事による特別講演会が行われた. 

その後, 懇親会を行い親交を深めた.  

 

■平成 14 年度事業報告 

（１）通常総会  

平成 14年 5月 10 日, 北陸先端大, 出席者 117 名（委任状 100 名を含む） 

 

（２）通常総会特別講演会 

「自然なインタフェースを目指したサイバーアシストプロジェクトの概要」 

中島 秀之(産総研): 平成 14 年 5月 10 日, 北陸先端大, 参加者 45 名 

 

（３）幹事会・評議員会 4回 

平成 14年 5月 10 日, 平成 14 年 12 月 16 日, 平成 15年 3月 10 日, 平成 15 年5 月 16 日 

 

（４）研究講演会 5 回 

・「音声言語処理の最近の研究動向」中川 聖一(豊橋技科大):  

   平成 14 年 11 月 14 日, 福井工業高専, 参加者 50 名 

・「インターネットの進化とe-サービス」石井 貞行((株)インテック):  

   平成 14 年 11 月 27 日, 富山国際大, 参加者 180 名 

・「医療情報メディア進化論」湊 小太郎（奈良先端大）:  

   平成 15 年2 月3 日, 富山県立大, 参加者 50名 

・「脳機能イメージング技術の現状と動向」鈴木 良次（金沢工業大）:  

   平成 15 年2 月4 日, 福井大学, 参加者 25 名 

・「GIS/CAD データを用いた環境流れの並列シミュレーション」樫山 和男（中央大）:  

   平成 15 年3 月 13 日, 富山大学, 参加者 20 名 

 

（５）研究会開催補助 6 回 

・平成 14 年5 月 23,24 日「第１０６回システム LSI 設計技術研究会」,  

  石川ハイテク交流センター 

・平成 14 年5 月 31 日「第５４回人文科学とコンピュータ研究会」, 福井大 

・平成 14 年7 月 26 日「第３７回オーディオビジュアル複合情報処理研究会」, 金沢大 

・平成 14 年 10 月 25,26 日「第４７回音楽情報科学研究発表会」, 北陸先端大 

・平成 14 年 11 月8 日「第８７回アルゴリズム研究会」, 福井大 

（以上５件は, 情報処理学会主催の研究会への補助） 

・平成 15 年2 月 26 日「クオリティデザイン・ワークショップ」,  

  金沢市 湯涌温泉 秀峰閣 

（上記は, 電子情報通信学会コミュニケーションソサイエティ主催の研究会への協賛） 



 

（６）電気関係学会北陸支部連合大会 

平成 14年 9月 18 日, 19 日, 福井大 

本支部推薦の招待講演： 

「アジャイルなシステムの実現に向けて」田村 信介（福井大） 

 

（７）見学会 

平成 14年 12 月 16 日, NTT西日本金沢支店 大手町ビル, 参加者 6 名 

 

（８）優秀学生表彰 13 校 13 名 

受賞者氏名: 朝田 ゆかり(福井大), 山田 啓介(福井工業大), 中川 雄介(福井工業高専), 風谷 武則

(金沢大), 永井 和宏(金沢工業大), 飯田 千秋(金沢学院大), 寺西 央志(石川工業高専), 森田 陽介

(金沢工業高専), 中野 昌弘(北陸先端大), 右近 聡志(富山大), 宮入 靖幸(富山県立大), 苅谷 和俊

(富山工業高専), 柴 篤史(富山商船高専) 

 

（９）学生による研究発表会 

平成 15年 3月 15 日, 福井工業高専, 本支部共催 

 

■平成 15 年度役員・評議員（*：新任） 

支部長: 都司 達夫*(福井大) 

庶務幹事: 樋口 健*(福井大), 宮本 茂明*(富士通北陸システムズ) 

会計幹事: 細田 陽介*(福井大), 加藤 康記*(インテック W&G) 

監事: 大道 市朗*(NTTデータ) 

評議員: 牧野 勝(福井工業大), 前川 公男(福井工業高専), 北川 章夫*(金沢大), 千石 靖*(金沢工

大), 南 俊博*(金沢学院大), 下平 博*(北陸先端大), 加藤 直孝*(石川県工業試験場), 西川 幸延

*(北陸日本電気ソフトウェア), 水山 茂樹(沖通信システム), 角谷 浩*(PFU), 大森 克史(富山大),

高木 昇*(富山県立大), 増田 功*(富山国際大), 佐藤 孝紀(高岡短大) 

 

■平成 15 年度事業計画 

（１）通常総会（実施済） 

平成 15年 5月 16 日, 福井大, 出席者 107 名（委任状 88 名を含む） 

（２）通常総会特別講演会（実施済） 

「日中韓馬・異文化コラボレーション実験の試み」 

石田 亨(京都大): 平成 15 年5 月 16 日, 福井大, 参加者 64 名 

（３）幹事会・評議員会 4回 

平成 15年 5月 16 日（実施済）, 平成 15 年 12 月, 平成 16年 3月, 平成 16 年5 月 

（４）研究講演会 10 回程度 

（５）研究会補助 5 回程度 

（６）電気関係学会北陸支部連合大会 

平成 15年 9月 21 日, 22 日, 富山県立大 

（７）見学会 

平成 15年 12 月頃実施予定 

（８）優秀学生表彰 

平成 16年 3月, 14 校 14 名に対し実施予定 

（９）学生による研究発表会  

平成 16年 3月頃実施予定, 本支部共催 



  

■平成 14 年度決算および 15 年度予算                   （単位：円）  

［収 入］   

 平成 14年度 

 予算 決算 

平成 15年度 
予算 

本部交付金*（年次） 1,460,000 1,460,000 1,440,000 

本部交付金（周年） 1,000,000 1,000,000 0 

他学会分担金収入 0 0 0 

講習会等収入 0 0 0 

利息 200 42 100 

石川県学会等助成金 0 60,000 0 

総会懇親会費 20,000   15,000 50,000 
前年度繰越金 1,388,060 1,388,060 1,447,383 

計 3,868,260 3,923,102   2,937,483 

  *：賛助会費還元分を含む           

 

［支 出］ 

 平成 14年度 

 予算 決算 

平成 15年度 

予算 

事業費 2,160,000 2,020,670 1,200,000 
 周年事業費 1,000,000 1,230,291 0 

 総会  70,000   50,676 100,000 

 研究会費   50,000 60,000    50,000 
 講演会費   700,000   358,353 700,000 

見学会費 10,000 5,250 10,000 

支部大会 150,000 150,000 150,000 

 優秀学生表彰費 130,000 126,100 140,000 

 学生研究発表会費 40,000 40,000 40,000 

 雑 費 10,000 0 10,000 

事務費 470,000 455,049   520,000 

 通信・郵便費 80,000 91,785    80,000 

 印刷・製本費 50,000 49,980   50,000 

 会議費 100,000 135,134 150,000 

 旅費   200,000  148,840 200,000 

 事務委託費 30,000 28,800 30,000 

 雑費     10,000 510 10,000 

予備費 1,238,260 --- 1,217,483 

次年度繰越金 --- 1,447,383 --- 

計 3,868,260 3,923,102 2,937,483 

以上 


