
資料　１
■H27年度（2015年度）事業報告

会議名 開催日 会場 出席
【1】 支部報告会 平成27年6月12日 徳島大学工学部 17名

【2】 定例役員会　3回
第一回支部役員会 平成27年6月12日 徳島大学工学部 13名（幹事、支部委員 H25年度役員含む）
第二回支部役員会 平成27年12月19日 ホテルクレメント徳島 11名（幹事、支部委員）
第三回支部役員会 平成28年3月25日 ホテルクレメント徳島 11名（幹事、支部委員）
第四回支部役員会
（平成28年度第一回支部役員会）

平成28年6月10日 徳島大学工学部

【３】 支部大会

2015 電気関系学会四国支部連合大会 平成27年9月26日
高知工科大学香美キャンパス教育
研究棟

参加者数491名

【４】 支部講演会　6回
音楽情報処理が切り拓く未来 平成27年6月12日 徳島大学工学部 84名
講師：後藤 真孝 氏 (産業技術総合研究所)

プロジェクトマネジメントとチームビルディング 平成27年11月6日 香川大学工学部 59名
講師： 森本 千佳子 氏 (東京工業大学）

アジャイル開発の勧め 平成27年11月6日 香川大学工学部 70名
講師： 角 征典 氏（ワイクル株式会社／東京工業
大学）

ゲームデザインの世界 平成27年11月20日 徳島大学工学部 114名
講師：渡辺 修司　氏（立命館大学）

21世紀を担う創造的IT人材の育成　? デジタルビ
ジネス時代に求められる人材 ?

平成28年2月1日 愛媛大学工学部 90名

講師：菊池 純男 氏（CeFIL／日立製作所）

イノベーションとデザイン指向 平成28年2月2日 愛媛大学工学部 75名
講師：菊池 純男 氏（CeFIL／日立製作所）

【５】 支部事業　5回
愛媛大学工学部情報工学科プログラミングコンテ
スト

平成27年8月11日 オンライン 72名

少年少女ロボットセミナー in 高松2015 平成27年9月12日～9
月13日

e-とぴあ・かがわ 60名

オープンソースカンファレンス2015 Tokushima 平成27年11月14日 とくぎんトモニプラザ 200名

ソフトウェアテストシンポジウム2015四国 平成27年12月11日 香川大学 76名

サイバーセキュリティシンポジウム道後2016
平成28年3月3日～3月
4日

松山市立子規記念博物館 598名

【６】 学生奨励賞
電気学会四国支部、電子情報通信学会四国支部
と合同で表彰

受賞者46名

■平成28年度（2016年度）事業計画
2016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】

【２】

【３】

【４】

【５】

【６】

【７】

　・サイバーセキュリティシンポジウム道後
表彰
　電気学会四国支部、電子情報通信学会四国支部と合同で支部奨励賞（学生対象）等を贈呈する。
その他
　四国地区における情報関連学会との交流を図る。

　・四国オープンソースセミナー  (オープンソースカンファレンス)
　・ソフトウェアテストシンポジウム四国

支部共催事業
　四国で開催される情報分野のセミナー等を共催する。予定されているセミナー等は以下である。
　・愛媛大学工学部情報工学科プログラミングコンテスト
　・少年少女ロボットセミナー in 高松

　電気関係学会四国支部連合大会を共催（電気学会四国支部が事務局担当）し、支部会員の研究発表の場を設ける。
支部講演会　
　積極的に講演会を実施・後援する。実施にあたっては、四国各県でバランス良く開催し、支部会員にとって有意義なテーマを選定する。
　また、愛媛大学では積極的な講演会開催の準備が整っている。

　記念講演会　
支部役員会等　4回
　支部幹事および支部委員合同会議を実施する。
支部大会　

支部報告会
　新年度役員、2015報告、2016計画、収支状況の報告など



資料２

■平成27年度決算報告および平成28年度予算

収入 2015年度 2016年度

予算 決算 予算

本部からの繰入相当額 1,433,000 1,433,000 1,442,000

　 支部交付金相当額 1,433,000 1,433,000 1,442,000

　 記念事業支援金相当額 0 0 0

事業収入 0 243,769 0

　 支部大会 0 243,769 0

　 講演会 0 0 0

　 研究会 0 0 0

　 ○○○ 0 0 0

補助金収入 0 0 0

　 ○○○からの補助・助成 0 0 0

雑収入（利息等） 0 40 0

当期収入合計 (A) 1,433,000 1,676,809 1,442,000

支出 2015年度 2016年度

予算 決算 予算
事業費 880,000 996,117 900,000

　 支部大会 300,000 239,840 300,000

　 講演会 250,000 250,800 260,000

　 研究会 250,000 415,970 260,000

　 ◯◯◯ 0 0 0

　 学生奨励賞表彰 80,000 89,507 80,000

管理費 553,000 484,612 542,000

　支部委員会・幹事会 410,000 417,542 400,000

　 総会 50,000 0 50,000

　 事務委託会社への委託費 0 0 0

　 ホームページサーバ使用料 50,000 42,768 50,000

　 その他（事務業務関係） 43,000 24,302 42,000

　 雑費 0 0

予備費等（任意） 0 0 0

当期支出合計 (C) 1,433,000 1,480,729 1,442,000

当期収支差額 (A-C) 0 196,080 0



                                       資料３ 

 

2016情処総第 46号 

2016年 3月 16日 

 

四国支部 

獅々堀正幹 支部長殿 

一般社団法人 情報処理学会 本部事務局 

 

 

2016年度支部運営委員改選結果について 

 

拝啓 時下、益々ご清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幹事改選につきまして、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：２０１６年２月１日～２０１６年３月３日 

      

Ａ：投票用紙発送数    ２０３件（１月現在会費納入済の正会員および名誉会員） 

 

Ｂ：投票数         ４４票 

 

Ｃ：投票率 〔Ｂ／Ａ〕   ２１．７％ 

 

Ｄ：開票結果 

 

役 職 候補者氏名 得票数 

支部長 横山 和俊 ４２ 

幹 事 岡野  大 ４３ 

〃 鵜川 始陽 ４１ 

〃 松崎 公紀 ４１ 

 

Ｅ：候補者以外の選定  なし 

 

以上 

 

 

 

 

 

照会先 

〒101-0062東京都千代田区神田駿河台 1-5 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  FAX:03-3518-8375  E-mail:soumu@ipsj.or.jp 



情報処理学会四国支部　H28年度役員

平成28年度

横山 和俊（高知工科大）　【新任】

鵜川 始陽（高知工科大）　【新任】

市野 順子（香川大）

岡野 大（愛媛大）　【新任】

松崎 公紀（高知工科大）　【新任】

大野 将樹（徳島大）

獅々堀 正幹　（徳島大）：前支部長　【新任】

曽根 直人（鳴門教育大）

遠藤 慶一（愛媛大）

高田 喜朗（高知工科大）

樋上 喜信（愛媛大）　【新任】

犬渕 貴志（富士通システムズウエスト）　【新任】

吉田 稔（徳島大）　【再任】

塩田 研一（高知大）　【再任】

安藤 一秋（香川大）

支部長

支部幹事

支部委員
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