
情報処理学会 北陸支部 

■支部総会における出席者および下記案件可決の報告 
平成 18 年 5 月 11 日（木），金沢大学自然科学研究科図書館において開催され，木村支部長を議長として
下記案件を異議なく承認した．出席者 113 名（委任状 92 名を含む）．総会後，「知識循環技術」と題し，
産業総合技術研究所 情報技術研究部門 副部門長 橋田浩一氏により特別講演が行われ，盛会のうちに終
了した（参加者 62 名）．その後, 懇親会を行い親交を深めた． 

 

■平成 17 年度事業報告 
1.支部総会 

(1)総会 
平成 17 年 5 月 12 日(木) 金沢大学工学部秀峯会館中会議室 
参加者：107 名(委任状 86 名を含む) 

(2)特別講演 
平成 17 年 5 月 12 日(木) 金沢大学工学部秀峯会館中会議室 
演 題：「デジタル図書館からデジタルアーカイビング」 
講 師：植村 俊亮 氏(奈良先端科学技術大学院大学 教授) 
参加人数：69 名 

2.幹事会・評議員会 4 回 
5 月 12 日(木) ，10 月 27 日(木) ，18 年 3 月 30 日(木) ，18 年 5 月 11 日(木)  

3.事業計画に基づく事業 
(1)研究講演会 ６回 

①平成 17 年 12 月 16 日(金) 富山県立大学 
演題：「放送技術と通信技術の融合－これからのケーブルテレビ技術－」 
講師：信江 守 氏(パナソニックシステムソリューションズ社 主任技師) 
参加人数：29 名 

②平成 17 年 12 月 21 日(水) 富山国際大学 
演題：「情報メディアと若者」 
講師：香取 淳子 氏(県立長崎シーボルト大学国際情報学部情報メディア学科教授) 
参加人数：105 名 

③平成 17 年 12 月 22 日(木) 金沢大学 
演題：「自然言語処理の応用研究－誤り文の言語処理を中心に－」 
講師：荒木 哲郎 氏(福井大学工学部知能システム工学科教授) 
参加人数：49 名 

④平成 18 年 1 月 24 日(火) 富山大学 
演題：「VAIO 設計者が語る PC のこれまでとこれから」 
講師：中田 修平 氏(ソニー株式会社 VAIO 事業部門・統括課長) 
参加人数：150 名 

⑤平成 18 年 1 月 27 日(金) 富山国際会議場 
演題：「大分県豊の国ハイパーネットワークと大分ケーブルテレコムの取り組み」 
講師：佐藤 英生 氏(大分ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚｺﾑ㈱及び大分県ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ㈱代表取締役社長) 
参加人数：29 名 

⑥平成 18 年 2 月 20 日(月) 金沢工業大学 
演題：「イメージする音の実現を求めて」 
講師：小坂 直敏 氏(東京電機大学教授) 
参加人数：30 名 

(2)平成 17 年度電気関係学会北陸支部連合大会(開催校：石川工業高専) 
平成 17 年 9 月 24 日(土)・25 日(日) 
本支部推薦の招待講演 
演題：「講義音声認識を用いたビデオ教材作成支援システム」 
講師：金寺 登 氏 (石川工業高等専門学校 電子情報工学科 助教授) 

(3)北陸支部見学会１回 
平成 17 年 10 月 27 日(木) 金沢大学自然科学研究科(石川県金沢市角間町)(参加人数：10 名) 

(4)北陸地区学生による研究発表会 １回 
平成 18 年 3 月 11 日(土) 富山工業高専 

(5)表彰：北陸支部優秀学生表彰（１４校１４名） 
宮川勝年 (福井大学)，村田哲康 (福井工大)，大葭原嵩昌 (福井工業高専)，牧野良成 (金沢大学) 
小倉正充 (金沢工大)，山田茂雄 (金沢学院大)，石畠正和 (石川工業高専)，常山健夫 (金沢工業高専) 
田中宣顕 (北陸先端大),小松正弘 (富山大学),梅山宏基 (富山県立大),白川佳幸 (富山国際大) 
宮沢 亮 (富山工業高専)，堀江拓郎（冨山商船高専） 

 

 



■平成 18 年度役員（*：新任） 
支部長：木村春彦 (金沢大) 
幹  事：南保英孝(金沢大)，西川幸延(NEC ソフトウェア北陸)，越野 亮(石川工業高専)  

*酒井 充(富山大) 
監  事：森野 一男(沖通信) 
評議員：谷口 秀次(福井大)，*牧野 勝(福井工大)，*加藤 省三(福井工業高専)，平山 亮(金沢工大)  

*高田 伸彦(金沢学院大)，鈴木 正人(北陸先端大)，大道 市朗(ＮＴＴデータ北陸) 
大森 康雄(ＰＦＵ)，宮本 茂明(富士通北陸システムズ)，*上田 芳弘(石川県工業試験場) 
安宅 彰隆(富山県立大)，高尾 哲康(富山国際大)，*篠川 敏行(富山商船高専) 
*新森 昭宏(ｲﾝﾃｯｸ･ｳｪﾌﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾞﾉﾑ･ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ) 

 

■平成 18 年度事業計画 
1.支部総会 

平成 18 年 5 月 11 日(木)金沢大学自然科学研究科図書館棟大会議室（*上記実施済み） 
2.幹事会等：4 回 
3.各種事業 

(1)研究講演会 10 回程度，研究会補助 5 回程度 
(2)平成 18 年度電気関係学会北陸支部連合大会 

期日：平 18 年 9 月 16 日(土)、17 日(日) 
開催校：金沢工業大学 
情報処理学会北陸支部優秀論文発表賞の審査と表彰を行う 

(3)見学会 平成 18 年 11 月頃 
(4)平成 18 年度北陸地区学生による研究発表会 

主催: 電気関係学会北陸支部学生会 (本支部共催) 
(5)表彰 北陸支部優秀学生表彰 14 校に対して実施予定

 



■平成 17 年度決算および 18 年度予算 （単位：円） 

平成 17 年度 平成 18 年度 
収入 

予算 決算 予算 

本部からの繰入 1,390,000 1,390,000 1,380,000

 支部交付金 1,240,000 1,390,000 1,380,000

  賛助会員支部還元金 100,000 

  支部支援金 50,000 

事業収入 30,000 72,000 60,000

  懇親会費 30,000 72000 60,000

雑収入（利息等） 100 23 100

積立取崩等（任意） 0 0 0

当期収入合計 (A) 1,420,100 1,462,023 1,440,100

前期繰越収支差額 1,659,275 1,659,275 1,827,107

収入合計 (B) 3,079,375 3,121,298 3,267,207

  

平成 17 年度 平成 18 年度 
支出 

予算 決算 予算 

事業費 1,180,000 998,476 1,240,000

  総会会場費及び懇親会費 80,000 80,000 80,000 

  研究会費 50,000 0 50,000 

  講演会費 700,000 481,888 700,000 

  見学会費 10,000 10,800 10,000 

  支部連合大会分担金 150,000 150,000 150,000 

  優秀学生表彰 140,000 234,200 200,000 

 優秀論文発表賞 0 0 0 

  学生研究発表会 40,000 40,000 40,000 

  その他 10,000 1,588 10,000 

事務費 470,000 266,915 470,000

  通信費 70,000 26,500 70,000 

  印刷費 50,000 30,000 50,000 

 会議費 140,000 91,905 140,000 

  評議委員会旅費 200,000 118,510 200,000 

  その他 10,000 0 10,000 

事務委託費 ※ 30,000 28,800 30,000 

予備費等（任意） 0 0 0 

当期支出合計 (C) 1,680,000 1,294,191 1,740,000

当期収支差額 (A-C) -259,900 167,832 -299,900

次期繰越収支差額 (B-C) 1,399,375 1,827,107 1,527,207

 

 


