
平成 23年 5月 20日

情報処理学会北陸支部

平成 23年度通常総会

正会員  :296名
出席者  : 19名
薙 雄 出 : 94名

日時 :平成 23年 5月 20日 (金)13:30～ 14:20
会場 :福井大学総合研究棟 12F総 合小 2講義室

議事 :

平成 22年度事業報告 (資料 1)

平成 22年度会計報告 (資料 2)

平成 22年度会計監査報告 (資料 3)

平成 23年度支部役員改選結果 (資料 4)

平成 23年度役員 (案)(資料 5)

平成 23年度評議員 (案)(資料 6)

平成 23年度事業計画 (案)(資料 7)

平成 23年度予算 (案)(資料 8)

学会本部報告 (西 本部理事)

その他
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(資料 1)

平成 23年 5月 20日

平成 22年度事業報告

1.支部通常総会

期日:平成 22年 5月 15日 (D
会場 :金沢工業大学講義室 (8101)

参加人数 :101名 (内、委任状出席 82名 )

2.通常総会特別講演会

期日:平成 22年 5月 15日 (⊃

会場 :金沢工業大学講義室 (1110)

演題 :「情報社会のミライ」

講師 :塚本 昌彦 氏 (神戸大学 教授)

参力日人数 :50名

3.幹事会・評議員会

第 1回 平成22年 5月 15日 (上)  会場 :金沢工業大学

第 2回 平成22年 11月 26日 (金) 会場 :小Lヘ クラウンプラザホテ′嘘 沢

第 3回 平成 23年 3月 15日 (火) 会場 :埒帆クラウンプラザホテル金沢

第4回 平成 23年 5月 20日 (金) 会場 :福井大学

4.研究講演会

第 1回研究講演会 (共催)「スケールアウトするWebの世界」

日時 :平成 22年 7月 22日 (木 )

会場 :金沢工業大学扇が丘キャンパス 7号館 202教室

講師 :横田 真俊氏 (東通インテレクト株式会4■l

主催 :金沢工業大学

参加人数 :50名

第 2回研究講演会 (期り 「脆弱畦はなぜ作られるのか」

鵬
錫
鰤
離

平成 22年 11月 20日 (土)11:00～ 12:00

金沢工業大学扇が丘キャンパス 7号館201教室

独立行政法人情報処理推進機構 (Im)研究員、サイバー大学准教授 園田道夫氏

KITpro運営委員会 (金沢工業大学)

参加人数 130名 +十数名 (イ ンターネット経由参加)

第 3回研究講演会 「生体認証と暗号技術」

日時 :平成 22年 12月 2日 (木)13:00-14:30
会場 :富山県立大学 講義棟 F106室

講師 :東海大学情報通信学部通信ネットワークエ学科 教授 菊池浩明氏



第 4回研究講演会「クラウドを支えるハー ドウェア・ソフトウェア基盤技術」

同時 :平成 22年 12月 8日 (水 )

会場 :金沢大学自然科学研究棟レクチャーホール

講師 :独立行政法ノ入ヽ産業技術総合技術研究所 研究員 高野了成氏

第 5回研究講演会 「入門・分散アルゴリズムの世界」

日時 :平成 23年 1月 19日 (水 )

会場 :金沢大学自然科学研究棟レクチャーホール

講自T:名古屋工業大学大学院工学研究科情報工学専攻 准教授 片山喜章氏

5.平成 22年度電気関係学会北陸支部連合大会

期日 :9月 11日 (土)、 12日 (日 )

開催校 :福井工業高専

発表 (特別講演 :1件、一般講演 :314件、招待講演 :9件 )

情報処理学会北陸支部優秀論文発表賞

本支部推薦の招待講演

講演題目 :日 本の携帯電話とウェブの世界標準

講演者 : 株式会社 jig.jp 福野泰介氏

6.見学会

期日:11月 26日 (金)

場所 :閉ナナオ

参加人数 :11名

7.平成 22年度優秀論文発表賞

支部連合大会の審査結果をもとに第 2回幹事会 。評議員会において選定された下記 5名 を表彰
した。

氏  名 学 校 属所 論文題目

近藤 太樹 福井大学工学部 知能システムコニ等琳斗 テキストマイニングを利用した対話エージェントシ

ステムの構成

牧野 潤 福井大学大学院

工学研究科

原子力・エネルギー安

全工学専攻

DttIハブの実装方法の検討

北サ|1尚希 福井大学大学院

工学研究科

原子力・エネルギー安

全工学専攻

実時間エキスパートシステムによる純正律音楽

の実現方法

横山 準之介 金沢工大大学院 情報工学専攻 ポートフォリオ理論を用いた情報検索

高橋 航 福井大学工学部 知コf指システムコニ学千斗 SSHポートヘの攻撃に対するハニーポットを用い

た観測と分析



8.平成 22年度優秀学生表彰

13校 (14地区)を対象に実施し、下記 12名 を表彰した。

9.平成 22年度研究業績賞表彰

第 3回幹事会・評議員会にて審議し、下記 1名 を表彰した。

10.平成 22年度 Jヒ陸地区学生による研究発表会 (共催)

期日:平成23年 3月 5日 (土)

会場 :富山高等専門学校 本郷キャンパス

以上

学 校 所 属 氏 名 卒業式 副賞

福井大学 工学部 情報・メディアエ学科 茶木 一興 3月 23日 受理

福井工業大学 工学部 経営情報学科 輪違 恵祐 3月 15日 受理

福井工業高等専門学校 電子情報工学科 丸山 裕士 3月 18日 受理

北陸先端科学技術

大学院大学

情報科学研究科

情報システム学専攻

S10UTIS,

Marlos
3月 24日 受理

金沢大学 工学部 情報システムエ学科 山田 英史 3月 22日 縦

金沢工業大学大学院 工学研究科 ビジネスアーキテクト専攻 安澤 翔太 3月 18日 受理

石川工業高等専門学校 電子情報工学科 松田 雄大 3月 18日 受理

金沢工業高等専門学校 国際コミュニケーション情報工学科 山田 陽子 3月 17日 受理

富山大学 工学部 知能情報工学科 中村 大志 3月 23日 縦

富山県立大学 工学部 情報システムエ学科 杉森 大輔 3月 24日 受理

富山高等専門学校 情報工学科 青山 健人 3月 10日 縦

富山高等専門学校 電気工学科 山崎 一樹 3月 18日 腿

対象者所属 学生氏名 脇

富山大学

生命融合科学教育部 (博士課程)

生体情報システム科学専攻

高 尚策 人工免疫システムに関する研究



(資料 2)

平成 23年 5月 20日

情報処理学会北陸支部

平成 22年度 予算執行状況 (平成23年 4月 1日現在 )
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(資料 3)

平成 23年 5月 20日
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北陸支部

松尾 和洋 支部長殿

一般社団法人 情報処理学会 本部事務局

平成 23年度支部役員改選結果について

拝啓 時下、益々瑠青祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本部役員・代表会員選挙と同時実施いたしました支部役員改選結果につきまして、集計が整い

ましたので、下記の通りご報告申し上げます。

敬具

記

選挙期間 :平成 23年 2月 1日 ～平成 23年 3月 2日

(資料 4)

2011情処総第 35号

平成 23年 3月 8日

以  上

A

B

C

D

投票用紙発送数      296件 (1月 現在会費納入済の正会員およひ名誉会員)

投票数 70票

投票率  〔B/A〕    23.6%

開票結果

候補者以外の選定  なし

役 職 候補者氏名 得票数 役 職 候補者氏名 得票数

支部長 林 臥 69 評議員 田山島 ガ梓台 63

幹 事 谷口 秀次 65 〃 菊島 浩二 63

伊藤 寿勝 66 〃 浦島  智 62

黒岩 丈介 ′
υ ′′ 高尾 哲康 61

青山 義弘 65 〃 加藤 直孝 64

監 事 大道 市朗 65 〃 河尻 寛之 63

評議員 鈴木 正人 64 〃 西川 幸延 64

山根  智 ′
υ ′′ 宮本 茂明 ０

４
α
υ

照会先 :〒 101Ю062東京都千代田区神田駿河台 15化学会館4F 一般社団法人 情報処理学会

管理部門

TEL:03-3518-8374 さ滋 :03-3518-8375 E lnail:soumtlCaipsj.or.jp

nitta
テキストボックス
※掲載略



平成 23年度役員 (案)

(資料5)

平成 23年 5月 20日

0贋不同・敬称略 )

氏 名

(任期)

所属・役職・住所
電話番号

FAX番号

E―ma‖ アドレス

支部長

(1名 )

荒木 睦大

(H23,24)

福井大学 大学院工学研究科

知能システムエ学専攻・教授

〒910…8507 福井県福井市文京 3-9-1

0776…27-8571

0776-27-8420

arak@u―fuktt acJp

幹事

14名 )

庶務

(2名 )

谷口 秀次

(H23,24)

福井大学 大学院工学研究科
l庸報・メディアエ学専攻 口准教授

〒910…8507 福井県福井市文京 3‐9-1

0776…27-8773

0776-27-8751

StanOutOfub ttb u―fuk面 .acJp

伊藤 寿勝

(H23,24)

mPFUアプライアンスソフトウェア事業部

第二開発部

〒929-1192 かほく市宇野気ヌ 98…2

076日 283…8557
076…283-8581

10t@pfuttitu,∞ m

会計

(2名 )

黒岩 丈介

(H23,24)

福井大学 大学院工学研究科

知能システムエ学専攻

〒910…8507 福井県福井市文京39-1

0776-27-8785

0776-27… 8420

Юu@dJabJp

青山 義弘

(H23,24)

福井工業高等専門学校

電子情報工学科 口准教授
〒916-8507鯖江市下司町

0778…62…8272
0778…62-3414

yfa@d ttku卜 nd acjp

監事

(1名 )

大道 市朗
(H23,24)

株式会社NTTデータ北陸
公共 口法人ビジネス ロ担当課長
〒920-0901金 沢市彦三町 1… 1-1

076-234-0227

076… 224…5252
ichirou oomichi@nttdata― hokunku∞ jp

nitta
テキストボックス
※掲載略



平成 23年度評議員 (案)

(資料6)

平成 23年 5月 20日

0贋不同・敬称略)

県
名

氏 名
(任期)

所属 口役職・住所
電話番号
FAX番号

E―m翻 アドレス

福

井

加藤 芳信
(H22,23)

福井工業大学
工学部 産業ビジネス学科・教授
〒910‐8505福井市学園 3-6-1

0776…29…2619
0776…29¨7891

v‐ katoOfuku卜 ut aclp

石

南 俊博
(H22,23)

金沢学院大学

経営情報学部 スポーツビジネス学科・教授

〒920-1392金 沢市末町 10

076‐229-8886
076-229-8829

卜minami@kanazawa‐ gu acjp

鈴木 正人

(H23,24)

北陸先端科学技術大学院大学

情報科学研究科 口准教授
〒923-1292能美市旭台 1-1

0761-51-1212

0761-51… 1149

suzuki◎ aist acJp

山根 智
(H23,24)

金沢大学

理工研究域電子情報学系 口教授

〒920-1192金沢市角間町

076-234‐ 4856
076-234‐ 4900

syamane@is t kannフ nwa―u acip

加藤 直孝
(H23,24)

石川県工業試験場 企画指導部

主任研究員
〒9,n_8,∩ 34ド沢■■諄日ク

~「
日 1見彗肺

076…267… 8081

076-267-8090
knh〃 iヽ‖ lin

田嶋 耕治
(H23,24)

金沢工業大学

工学部 情報工学科・教授

〒924-0838白 山市八束穂 3丁目1番地

076-274¨ 7541

076-274-8093

呵ima@neptune kana7nwalt acjp

浅谷 伸宏
(H22,23)

株式会社 OKIソ フトウェア

北陸システムセンター

〒920-0919金沢市南町4番 47号
明治安田生命金沢ビル 4F

076-231-1448

076…231-1447
asata面 657@o噸 ∞m

西川 幸延

(H23,24)

NECソフトウェア北陸
第ニソリューション事業部

グループマネージャー

〒920-2141白 山市安養寺1番地

076-273… 5680
076-273… 5681

y―nttkawa@pbJp neC∞ m

宮本 茂明
(H23,24)

株式会社富士通北陸システムズ

経営推進本部・統括部長
〒921-8611金沢市増泉 3-4-30

076…241-4500

076-241-4590

m:yamoto shgeop匈おu∞m

由］田
　　　　・Ｉ．Ш一

菊島 浩二

(H23,24)

富山大学大学院
理工学研究部 矢口能情報工学専攻・教授
〒930…8555富山市五福 3190

076‐445-6751

鳳kusyma@eng u tOyama acJp

浦島 智
(H23,24)

富山県立大学
工学部 情報システムエ学科・講師

〒939-0398富山県射水市黒河 5180

0766-56-7500 (内 紀泉179)

0766-56-2722

a¨urasim@pu tOyama acjp

高尾 哲康
(H23,24)

富山国際大学

地域学部 環境情報ビジネス学科・准教授

〒930…1292富山市東黒牧 65… 1

076-483-8000(内 2425)

076-483…8008
takaoOtuins aclp

F恥寸英城
rH22_23ヽ

富山高等専門学校 射水キャンパス

〒933¨0293射水市海老江練合 1…2

0766-86-5273

kadomura@10yama― αηt acip

河尻 寛之

(H23,24)

株式会社インテック

先端技術研究所 研究開発部 口主事

〒930-0804富 山市下新町5番 33号

076R444-8088

076‐444-8126

b旺JⅢ 輛ЮSh@intec∞ Jp

9

nitta
テキストボックス
※掲載略



(資料 7)

平成 23年 5月 20日

平成 23年度事業計画 (案 )

平成 23年度事業として、下記の事業を計画し、会員相互の啓発と交流を図る。

1.支部通常総会

期日:平成 23年 5月 20日 (金)13:30～ 14:20
会場 :福井大学文京キャンパス 総合研究棟 I 総合小 2教室

2.通常総会特別講演会

期日:平成 23年 5月 20日 (金)15:20～ 16:40
会場 :福井大学文京キャンパス 総合研究棟 I 鯰 ′ゝヽ 2教室

「組み込み系のマルチコア・メニコア榊り/SWの取 り組み状況 と課題
‐RIIPSoC Technoloy Dieabn tOn‐ ard Real Ⅵ石orld Computtg―  」

西 直樹氏  (本部理事、日本電気 (株)システム IPコ ア研究所)

3.幹事会 `評議員会

第 1回 平成 23年 5月 20日 (金)会 場 :福井大学

第 2回 平成 23年 11月 頃    会場 :福井

第3回 平成 24年  3月 頃    会場 :金沢

第 4回 平成 24年  5月 頃    会場 :福井

4.研究講演会 7回程度

5.研究会補助  1回程度

6.平成 23年度電気関係学会北陸支部連合大会

期日 :9月 17日 (土)、 18日 (日 )

開催校 :福井大学

本支部推薦の招待講演

情報処理学会北陸支部優秀論文発表賞の審査

7.見学会  期日:平成 23年 11月 頃

8.平成23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 (情報処理学会北陸支部共催)

期日:平成 24年 3月  (予定)

開催校 :石り|1高専

9.北陸支部優秀学生表彰  13校 (14地区)に対して実施予定

10.情報処理学会北陸支部研究業績賞

11.推薦論文の選考

12.支音陥」立20周年記念事業

演題

講師
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(資料 8)

平成 23年 5月 20日

平成 23年度 予算 (案)

(1)収入の部

収入項 目 21年度決算 22年度決算 23年度予算 備 考

前年度繰越金 1,823,333 2,001,388 2,346,467

本部交付金 1,380,000 1,380,000 1,350,000

懇親会費 36,000 27,000 60,000 20名 ×3,000円

利息 542 207 0

合 計 3,239,875 3,408,595 3,756,467

(2)支出の部

支出項目 21年度決算 22年度決算 23年度予算 備 考

1.事業費

(内訳)総会費 45,000 57,460 60,000 会場費・案内状印刷費

研究講演会 253,960 246,065 400,000 計 7回を予定

研究会 0 0 30,000 計 1回を予定

見学費 0 0 50,000 バス代等

支部連合大会 150,000 150,000 150,000 分担金

優秀学生表彰 190,220 128,038 200,000 表彰 。楯

優秀論文発表賞 84,380 74,445 120,000 表彰 。トロフィー

大学院生研究業績賞 43,350 16,632 100,000 表彰・ トロフィー

学生研究発表会 40,000 40,000 40,000 分担金

その他 30,568 14,070 10,000

/j 計 837,478 726,710 1,160,000

2.管理費

(内訳)通信費 16,658 35,160 40,000 郵送代

印刷費 32,900 6,418 40,000 各種資料F晰 J費

会議費 90,162 93,185 100,000 会場費等

旅費 176,970 117,160 180,000 幹事 。評議員交通費

事務委託費 72,035 33,525 30,000 バイ ト代等

HPサーバ使用料 0 45,360 50,000 朝日ネット (株 )

消耗品費 0 0 15,000

雑費 12,284 4,610 0

Jヽ 計 401,009 335,418 455,000

3.予備費 0 0 0

合 計 1,238,487 1,062,128 1,615,000

次年度繰越金 2,001,388 2,346,467 2,141,467




