
情報処理学会 北陸支部 

 

平成 16 年 5 月 14 日（金）14 時 30 分より, 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 114 名（委任状 95 名を含む）であった. 支部長 都司 達夫（福井大）を議長として, 平 

成 15 年度事業報告ならびに決算報告が行われ, 了承された. 次に平成１６年度評議員の互選ならびに 

委嘱が行われ, 平成 16 年度事業計画ならびに予算案が審議され, 承認された. また, 本部理事の喜連 

川 優氏（東京大学）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,「情報 TSUNAMI」 

と題して, 喜連川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 15 年度事業報告 

（１）支部総会  

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

 

（２）支部総会特別講演会 

｢日中韓馬･異文化コラボレーション実験の試み｣ 

石田 亨 氏（京大），平成１５年５月１６日（金），福井大学，参加人数６４名 

 

（３）幹事会・評議員会 4回 

平成１５年５月１６日、平成１５年１１月１４日、平成１６年３月、平成１６年５月 

 

（４）研究講演会 7 回 

・｢モバイルメタデータベースシステム －産学連携への道－｣ 北川高嗣 (筑波大学) 

平成１５年１０月２４日（金），福井大学，参加者２０名 

・｢CG、VR、画像処理の研究｣ 金子豊久（豊橋技科学） 

平成１５年１１月１３日（木），福井工業高等専門学校，参加者７６名 

・｢地域経済の活性化と IT｣ 荒川弘煕（NTT データユニバーシティ） 

平成１５年１１月２６日（水），富山国際大学，参加者１５０名 

・｢VLSI の特性を生かしたプロセッサ―非同期データ駆動型プロセッサ－｣ 浅田勝彦（福井大学） 

平成１５年１２月１０日（水），富山商船高等専門学校，参加者３５名 

・｢e ビジネス潮流におけるレガシーシステムのあり方｣ 小菅博樹(ヴィンキュラムジャパン) 

平成１５年１２月１１日（木），福井工業大学，参加者１００名 

・｢意図推論と知的インターフェース｣ 山田耕一（長岡技科大） 

平成１５年１２月１７日（水），富山県立大学，参加者５７名 

・｢数理ファイナンスと応用解析｣ 石村直之（一橋大学） 

平成１６年３月２３日（火），富山大学，参加者１５名 

 

（５）研究会開催補助 ３回 

   ・｢第３０回分散システム／インターネット運用技術研究会｣ 

    平成１５年９月２６日（金），福井大学 

   ・｢第４２回オーディオビジュアル複合情報処理研究会｣ 

平成１５年１０月３日（金），金沢大学 

   ・｢第 106 回ヒューマンインターフェース・第５２回音楽情報科学合同研究発表会｣ 

    平成１５年１１月７日（金）～８日（土），北陸先端科学技術大学院大学 

 

 

 



（６）平成１５年度電気関係学会北陸支部連合大会 

      平成１５年 ９月２１日～２２日，富山県立大学 

   招待講演｢免疫系に学んだ知能情報システムとその応用｣ 唐 政（富山大） 

     

（７）見学会１回  

平成１５年１１月１４日（金），株式会社 松浦機械（福井県 福井市） 

 

（８）北陸支部優秀学生表彰(１４校１４名) 

熊切正和 (福井大)，櫻田直宏 (福井工業大)，松原勇介 (福井工業高専)，陸田陽介 (金沢大) 

伊藤 泰 (金沢工業大)，堀井潤平 (金沢学院大)，作元雄輔 (石川工業高専)， 

家中善行 (金沢工業高専)，松中隆志 (北陸先端大)，穴田徳光 (富山大)，上野美和 (富山県立大)，

米澤早耶香 (富山国際大)，福田沙織 (富山工業高等専門学校)，釣大輔 (富山商船高等専門学校) 

 

（９）平成１5年度北陸地区学生による研究発表会 

平成１６年３月１２日（金），富山商船高等専門学校 

 

■平成 16 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)，南保 英孝 (金沢大）， 

監事：大道 市朗 ((株)NTT データ北陸) 

評議員：正本 順三* (福井工業大)，平井 惠子* (福井工業高専)，北川 章夫 (金沢大学)， 

     千石 靖 (金沢工業大)，岡田 政則* (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) ， 

森野 一男 (沖通信システム)，角谷 浩 (PFU)，酒井 充* (富山大)，高木 昇 (富山県立大)， 

増田 功 (富山国際大)，佐藤 孝紀 (高岡短期大) 

    加藤 康記* (インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス)  

 

■平成 16 年度事業計画 

（１）支部総会 平成 16 年 5 月，福井大学（上記報告済み） 

（２）幹事会･評議員会 4 回 

（３）講演会 １０回 見学会 1 回 

（４）平成 16 年度電気関係学会北陸支部連合大会 平成 16 年 9 月（金沢大学） 

（５）その他 

（６）北陸支部優秀学生表彰 

（７）平成１6年度北陸地区学生による研究発表会 

（８）研究会補助 5 回 



 

■平成 15 年度決算および 16 年度予算                      （単位：円） 

平成 15 年度 平成 16 年度 
 [収 入] 

予算 決算 予算 

本部交付金* 1,440,000 1,440,000 1,340,000

総会懇親会参加費 30,000 26,000 30,000

利息 100 22 100

前年度繰越金 1,447,383 1,444,786 1,588,954

合計 2,917,483 2,910,808 2,959,054

*：賛助会費還元分を含む    

平成 15 年度 平成 16 年度 
 [支 出]  

予算 決算 予算 

事業費 1,200,000 919,351 1,180,000

 総会費 100,000 56,937 80,000

 研究会補助費 50,000 30,000 50,000

 講演会 700,000 500,404 700,000

 見学会 10,000 6,210 10,000

 支部連合大会分担金 150,000 150,000 150,000

 優秀学生表彰費 140,000 135,800 140,000

 学生研究発表会分担金 40,000 40,000 40,000

 その他 10,000 0 10,000

事務費 520,000 402,503 500,000

 通信費 80,000 52,205 70,000

 印刷費 50,000 0 50,000

 会議費 150,000 128,609 140,000

 旅費 200,000 185,800 200,000

 事務委託費 30,000 28,800 30,000

 雑費 10,000 7,089 10,000

予備費 1,197,483   1,279,054

次年度繰越   1,588,954   

合計 2,917,483 2,910,808 2,959,054

 


