
 

 

第３０回情報処理学会九州支部総会次第 

 

平成２３年５月１３日（金） 

１５：００～１６：００ 

 於： 九州大学（伊都キャンパス） 

 
 

 １．支部長挨拶                                          

２．本部来賓挨拶（理事 谷口 倫一郎 様） 

 ３．情報処理学会九州支部平成２２年度奨励賞表彰 

 ４．平成２２年度事業報告 

 ５．平成２２年度決算報告 

 ６．支部役員選挙開票結果                 

 ７．新支部長挨拶                 

 ８．平成２３年度事業計画 

９．平成２３年度予算         

１０．閉会                                 

 

特別講演 １６：００～１７：００ 

演 題「バス事業におけるＩＴ活用事例」 

講 師 西日本鉄道株式会社 自動車事業本部  

     ＩＴ推進室長  池上 匡亮 様 

 



 

 

情報処理学会九州支部  「奨励賞」表彰規定 

 

２０００．５．１５改正 

２００１．５．１１改正 

２００２．５．１０改正 

 

第 １ 条 奨励賞は、情報処理に関する学問、技術奨励のため、有為と認められる新進の科

学者または技術者に贈呈する。 

 

第 ２ 条 奨励賞対象者は、支部主催の電気関係学会九州支部連合大会（以下、支部連合大

会という）、および火の国情報シンポジウムでの発表者で、次の各号に該当する

ものから選定する。 

 

１. 講演の日以後の４月１日において満３５才以下であること。 

２. 講演申込の際、講演者として登録しかつ講演を行なったものであること。 

３. 本奨励賞を受けたことのない者であること。 

 

第 ３ 条 受賞者の選定は、当該の支部連合大会および火の国情報シンポジウム終了後速や

かに行なう。 

 

第 ４ 条 奨励賞の対象となる発表論文は、原則として支部連合大会から５編以内、火の国

情報シンポジウムから５編以内、合計１０編以内とする。 

 

第 ５ 条 奨励賞として賞状、賞牌および賞金を授与する。賞金は、１名につき１０,００

０円とする。 

 

第 ６ 条 選定委員会は支部役員によって構成し、選定委員長は支部長があたる。 



 

情報処理学会九州支部                                                 

平成２２年度奨励賞受賞者 
 

＜支部連合大会より＞ 

 
 こば こうすけ                                                                 

 木場 孝輔（九州大学） 

「変化するグラフ上でのランダムウォーク」 

 
 ながた かつひこ                                                                 

 永田 勝彦（鹿児島大学） 

「複合的な指標を用いた論文間関連度の検討」 

 
 ますはら つかさ                                                                 

 増原 士（九州工業大学） 

「自己組織化マップを用いた変形を許容する文字認識法の提案」 

 

 

＜火の国情報シンポジウム２０１１より＞ 

 
  さくむら たけのり                                                                 

 作村 建紀（九州工業大学） 

「確率構造を仮定したときの推薦システムとそのアンケート評価への適用」 

 
  しび たけし                                                                 

 紫尾 豪氏（鹿児島大学） 

「GA を用いた OFDM 信号のピーク電力抑圧法の IFFT 省略による改善」 

 
  なかつ としひで                                                               

 中津 寿秀（福岡大学） 

「センサデバイスを活用した状態推定手法に関する提案」 

 
  まつした だいすけ                                                               

 松下 大佑（福岡工業大学） 

「SQL 演習システムの Web サービス化とデータベースを用いた Web サービスの統合利用」 

 
  むかい そういちろう                                                                

 向 宗一郎（大分大学） 

「大規模 WSN 視覚化システムの開発とその応用」 

 

 



 

 

平成２２年度九州支部事業報告 

 

（１）支部総会 

平成 22 年 5 月 14 日、熊本大学 黒髪南キャンパス（熊本市黒髪 2丁目 39 番 1 号）で開

催。 

参加人数：223 名（委任状提出者 207 名含む） 

終了後、中野裕司 氏（熊本大学 総合情報基盤センター長）が特別講演「熊本大学総合

情報環構想と eラーニング推進の取り組み」を行った。参加人数：44 名 

 

（２）役員会 

幹事会：３回（平成 22 年 11 月 17 日、平成 23 年 3 月 31 日、4月 11 日） 

評議員会：１回（平成 23 年 3 月 31 日） 

奨励賞選定委員会：２回（平成 22 年 11 月 17 日、平成 23 年 3 月 31 日） 

 

（３）若手の会セミナー 

平成 22 年 9 月 10 日から 2日間、ロマネスクリゾート菊南（熊本市）において開催した。参

加人数：22 名 

 

（４）支部連合大会 

電気関係学会九州支部連合大会として平成 22 年 9 月 25 日から 2日間、九州産業大学（福

岡市）において開催した。参加人数 880 名 

 

（５）火の国情報シンポジウム 2011 

平成 23 年 3 月 8 日から 2日間、福岡大学（福岡市）において開催した。参加人数 120 名 

 

（６）講演会等 

①平成 22 年 9 月 4 日（協賛） 

ET ロボコン 2010 九州地区大会  

会場：九州産業大学（福岡市） 

 参加人数：554 名 

 

②平成 22 年 9 月 10 日（協賛） 

2010 年度九州大学大学院システム情報科学府・研究院 先端サマーセミナー 

「システム情報の底力」（2010 年度・第１回研究活動交会） 

会場：九州大学（伊都キャンパス） 

参加人数：109 名 

 

③平成 22 年 11 月 2 日（協賛） 

九州工業大学ネットワークデザイン研究センター講演会 

“A Game-theoretic and Genetic Algorithm Approach for Independent Job Scheduling 

in Computational Grids Under Security Requirements” 

Dr. Fatos Xhafa, Technical University of Catalonia, Barcelona, Spain 



 

“Web Interface and Experimental Evaluation of Grid User Behaviour and 

Requirements for Task Allocation Using Game-theoretic and Meta-heuristic 

Approaches” 

Dr. Joanna Kolodziej, University of Bielsko-Biala, Poland 

  会場：九州工業大学（飯塚市） 

 参加人数：42 名 

 

④平成 22 年 11 月 21～24 日（共催） 

 TENCON2010  

 会場：福岡国際会議場（福岡市） 

参加人数：560 名 

 

⑤平成 22 年 11 月 23 日（協賛） 

  TENCON2010 特別企画 パネルディスカッション 

 「アジア諸国に学ぶ女性のキャリアの築き方」 

 会場：福岡国際会議場（福岡市） 

参加人数：48 名 

 

 

⑥平成 22 年 11 月 26 日（協賛） 

 ソフトウェアテストシンポジウム 2010 九州(JaSST'10 Kyushu)  

会場：ホテルニューオータニ熊本（熊本市） 

参加人数：81 名 

 

⑦平成 23 年 1 月 7 日（後援） 

 ネットワーク浸透と進化に関する基盤研究 S総括シンポジウム 

会場：九州アジア太平洋インポートマート（北九州市） 

参加人数：87 名 

 



 

 

平成22年度収支決算ならび平成23年度予算案

収入 平成23年3月31日現在

雑収入 42

若手の会 56,222

火の国シンポジウム 103,000

合計 0 159,264

支出

事業費 1,746,888 -221,781 1,746,888

　年次総会 160,000 50,000 160,000

　講演会 120,000 0 120,000

　若手の会 300,000 336,920 300,000
　支部特別事業 200,000 0 200,000
　支部連合大会 230,000 -1,150,841 230,000

　火の国シンポジウム 258,000 211,560 258,000

　奨励賞表彰 390,000 330,580 390,000

　電子広報費 88,888 0 88,888

事務費 690,000 443,170 690,000

　通信費 10,000 -1,530 10,000

　印刷費 120,000 91,300 120,000

　会議費 250,000 53,000 250,000

　雑費 10,000 400 10,000

　事務委託費 300,000 300,000 300,000

合計 2,436,888 221,389 2,436,888

平成22年度

平成22年度

予算 支出実績

予算 収入実績

平成23年度

予算

平成23年度

予算案

 

 



 

収　入

一般会計より 180,000

計 180,000

支　出

九州支部分担金 180,000

連合会行事準備金の返金（清算金の一部として） -606,000

連合大会後の分担金精算 -724,841

計 -1,150,841

支部連合大会　会計報告（H22.9.25-26）



収　入

一般会計より 282,920

セミナー参加費 （3,000円×18名） 54,000

計 336,920

支　出

講師旅費 （6,800円×1名、7,660円×1名） 14,460
講師謝金 （11,111円×2名） 22,222

合宿研修費 241,545

賞金（若手の会ｾﾐﾅｰ賞） 10,000

印刷代（予稿集） 40,000

アルバイト代 （4,000円×2日×1名） 8,000

文具代 588

振込手数料 105

計 336,920

若手の会セミナー　会計報告（H22.9.10-11）



収　入

一般会計より 108,560

セミナー参加費 （1,000円×103名） 103,000

計 211,560

支　出

講師謝金 （11,111円×1名） 11,111

旅費補助 宮崎 　11,500円×1名 56,300

鹿児島　8,900円×1名

大分　  5,800円×5名

熊本　  4,500円×1名

北九州　2,400円×1名

アルバイト代 3/7　3,000円×3名 69,000

3/8　6,000円×5名

3/9　6,000円×5名

予稿集CD作成費 150枚 66,000

看板用ポスター印刷代 1,200

文具代 7,529

振込手数料 420

計 211,560

火の国情報シンポジウム　会計報告（H23.3.8-9）



 

 



 

                                    

 

 

                      投 票 結 果 

 

 

 

選挙期間： 

平成２３年２月１日～３月２日 

 

 

投票用紙発送数      ７３５件 

 （１月現在会費納入済の正会員および名誉会員） 

投票数          １５７票 

投票率         ２１．４％ 

 

 

支部長 荒木 啓二郎  １５５票 

幹 事 梅田 政信  １４８票 

 楢崎 修二  １４２票 

 中村 吉勝 １３８票 
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テキストボックス



資料 6-2 

 

 

 

新役員（敬称略） 

 

 

支部長 荒木 啓二郎 （九州大学）  

 

幹 事 岡村 耕二 （九州大学）  留 

 

 奥村 勝  （福岡大学）  留 

                         

 飯田 全広 （熊本大学） 留 

 

 杉本 佳也 （富士通九州ﾈｯﾄﾜｰｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱） 留 

 

 楢崎 修二 （長崎大学）  

 

 梅田 政信 （九州工業大学）   

 

 中村 吉勝 （㈱NTT ﾃﾞｰﾀ九州） 

     

監 事 芦原 秀一 （㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ応用技術研究所）  留  

 

 

 



 

資料 6-3 

 

 

                               評議員（敬称略） 

 

長谷川隆三  （九州大学）       留 

岡崎 泰久  （佐賀大学）       留 

横山 英俊  （九州電力(株)）      留 

工藤 哲也  （㈱富士通九州ｼｽﾃﾑｽﾞ）     留 

渡邊 孝博  （早稲田大学）       留 

有田 大作 （(財）九州先端科学技術研究所）    留 

末吉 敏則 （熊本大学） 

西 宏之 （崇城大学） 

山崎重一郎 （近畿大学） 

渕田 孝康 （鹿児島大学） 

富松 篤典 （㈱電盛社） 

吉元 健次 （㈱福岡 CSK） 

上田 健次 （九州日本電気ｿﾌﾄｳｪｱ㈱） 

松田 昭二 （九州地域組込みシステム協議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

平成２３年度九州支部事業計画 

 

 

（１）年次総会 

   平成 23 年 5 月 13 日（金）15：00～16：00 

   場所：九州大学（伊都キャンパス） 

 

（２）講演会 5 回程度           担当:楢崎（広報幹事） 

 

（３）若手の会セミナー           担当：中村、飯田       

   平成 23 年 月 日（ ）～ 日（ ） 

   場所： 

 

（４）第 64 回電気関係学会九州支部連合大会     担当：支部長、庶務幹事、広報幹事 

平成 23 年 9 月 26 日（月）～27 日（火） 

   場所：佐賀大学(本庄キャンパス） 

 

（５）火の国情報シンポジウム 2012      担当：梅田、奥村 

平成 24 年 月 日（ ） 

   場所：九州工業大学 

 

（６）支部特別事業  

 

（７）役員会 

   幹事会（数回）、評議員会（1回）、奨励賞選定委員会（2回） 

 

 庶務幹事：岡村 

 広報幹事：楢崎  

 会計幹事：梅田 

 学生会員育成委員会担当：岡村 

 

 

 




