
平成２４年６月１日 

情報処理学会北陸支部 平成２４年度支部報告会 記録 

 

日時：平成２４年５月２５日（金）１３：００～１４：１５ 

会場：福井大学産学官連携本部 3F 研修室 

出席者（合計17名）：吉野松樹 本部理事、荒木睦大 支部長、支部幹事：黒岩丈介、青山義弘、大道市朗、谷口秀次、 

        支部委員：加藤芳信、山西輝也、南 俊博、高田伸彦、鈴木正人、田嶋耕治、浅谷伸宏、宮本茂明、 

             高尾哲康、河尻寛之、  正会員：浦井 

 

報告：荒木睦大支部長の司会の下、以下の事項（詳細は添付の資料参照）について報告した。 

１． 平成２３年度支部事業報告（資料１） 

 

２．平成２３年度支部決算報告（資料２） 

 

３．平成２４年度支部役員改選結果（資料３） 

 

４．平成２４年度支部運営委員（資料４） 

 

５．平成２４年度支部事業計画（資料５） 

 

６．平成２４年度支部予算（資料６） 

 

７．平成２４年度電気関係学会北陸支部連合大会（資料７） 

 

 ８．学会本部報告（本部理事：吉野松樹氏）（資料８） 

吉野 松樹 本部理事（㈱日立製作所）より資料８（学会概況（2011年度事業報告、2012年度事業 

        計画など）説明資料）に基づき本学会の現況報告があった。 

 

９．その他 

   北陸支部運営規約（2012年4月1日施行）、および、北陸支部役員の旅費・謝金等の取り扱い規程 

（2012年3月の理事会にて承認を受ける）の改定の経緯について庶務幹事より説明があった。 

 

以上、記録者：谷口秀次（庶務幹事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

（平成24年度北陸支部報告会資料） 

 

平成２４年５月２５日 

情報処理学会北陸支部 

平成２４年度支部報告会 

 

 

日時：平成２４年５月２５日（金）１３：００～１４：００ 

会場：福井大学 産学官連携本部 3F 研修室 

 

報告： 

１．平成２３年度支部事業報告（資料１） 

２．平成２３年度支部決算報告（資料２） 

３．平成２４年度支部役員改選結果（資料３） 

４．平成２４年度支部運営委員（資料４） 

５．平成２４年度支部事業計画（資料５） 

６．平成２４年度支部予算（資料６） 

７．平成２４年度電気関係学会北陸支部連合大会（資料７） 

８．学会本部報告（本部理事 吉野松樹氏）（資料８） 

９．その他  
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（資料１） 

報告１． 平成２３年度北陸支部事業報告 

 

【１】通常総会・記念講演会  平成23年5月20日（金）福井大学にて 

（出席者：１９名、委任状提出者：９４名（正会員総数：２９６名）） 

 通常総会特別講演会 演題：「組み込み系のマルチコア・メニコアHW/SW の取り組み状況と課題 

        - MPSoC Technology Direction toward Real World Computing – 」 

       講師：西 直樹氏 （本部理事、日本電気(株) システムIPコア研究所）、参加人数：約30名 

【２】幹事会・評議員会 ２回  第1回幹事会・評議員会 平成23年５月20日（金）福井大学にて 

                第2回幹事会・評議員会 平成23年12月８日（木）福井大学にて 

                第3回幹事会・評議員会 平成24年3月1日（木）金沢市にて 

【３】支部共催事業 １件     第14回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2011) 

日時：2011年7月20日［水］～22日［金］  会場：金沢市文化ホール、 参加者数：約550名 

    概要： 特別講演 1件、パネルディスカッション 1件、オーラルセッション 22件、 

     ショートオーラルセッション230件、インタラクティブセッション232件、デモセッション14件 

     主催：情報処理学会CVIM研究会、 共催：電子情報通信学会PRMU研究会、情報処理学会北陸支部 

【４】支部研究講演会  ４回  

     第１回研究講演会：「文化遺産デジタルアーカイブとクラウドツーリズム」 

  日時：7月22日（木） 会場：金沢工業大学 多目的ホール 

  講師：池内克史 氏（東京大学大学院情報学環 教授）、主催：金沢工業大学 参加人数：50名 

    第２回研究講演会：「知能共創システムプロジェクトの目指したもの」 

  日時：7月22日（木）   会場：金沢工業大学 多目的ホール 

  講師：浅田稔 氏（大阪大学大学院工学研究科 教授）、主催：金沢工業大学 参加人数：50名 

   第3回研究講演会：「IT社会を支える基盤技術としての”論理と検証技術”」 

  日時：7月29日（金）  会場：金沢大学自然研講義棟１０２講義室  

  講師：藤田 憲悦 氏（群馬大学大学院工学研究科，准教授）、主催：金沢大学、参加人数：50名 

   第４回研究講演会：「システム評価のためのデータ分析手法の初歩」 

  日時：８月10日（水）   会場：富山県立大学 合同棟L205会議室 

  講師：馬田一郎氏（(独)情報通信研究機構 専攻研究員）、主催：富山県立大学、参加人数：16名 

【５】電気関係学会北陸支部連合大会   平成２３年９月１７日（土）、１８日（日） 福井大学 

（特別講演１件、招待講演８件、一般講演３４０件（昨年比８％増）、 参加者：568名） 

当支部の推薦招待講演：講演題目：「ハッシュ関数とその応用」、講演者：廣瀬勝一氏（福井大学） 

17日実施、 聴講者数：約40名  

情報処理系分野の16セッション（計84件）の座長として支部学会員16名に依頼。 

学生優秀論文発表賞に20名（４大学）が応募、それぞれ２名の審査員で評価。 

評価は、研究内容、論文構成、発表方法の３項目についてそれぞれ６段階（０～５）で評価。 

 

【６】平成２３年度優秀論文発表賞表彰 

平成２３年度電気関係学会北陸支部連合大会において応募者20名の審査を行った。第２回幹事会・評議員会（平

成23年12月8日開催）において選定を行い、下表の７名の受賞を決定した。受賞者には指導教員を通じて、賞状、

トロフィーを贈呈した。 

平成２３年度北陸支部優秀論文発表賞 受賞者一覧 

氏  名 学    校 所    属 論文題目 

宮前 潤一 富山県立大学 

大学院 

工学研究科 

情報システム工

学専攻 

リハビリ患者を対象とした立ち上がり動作時

におけるバランス能力確認システムの開発 
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木村 太一 金沢工業大学 

大学院 

工学研究科 

情報工学専攻 

Webアプリケーションの脆弱性の検出 

藤木 裕之 金沢工業大学 

大学院 

工学研究科 

情報工学専攻 

TrickKeyの実装 

山野 真吾 金沢工業大学 情報学部 

情報工学科 

楽曲への方向情報付加によるモバイルナビゲ

ーション 

宮崎 小玉 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 

入力コマンド系列の評価による侵入者検出手

法のGUIシステムへのアプローチ 

花房 秀光 福井大学大学院 工学研究科 

情報・メディア工

学専攻 

大規模反復型数値計算の高速化支援のための

可視化手法の検討 

山口 龍太郎 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 

Web技術を用いたリアルタイム双方向授業支

援システム 

 

 

【７】 会社見学会   12月8日（木）㈱松浦機械製作所、11名参加 

 

【８】平成23年度優秀学生賞表彰  

 13校（14地区）を対象に実施した。各地区から候補者１４名の推薦があり、表彰規定によりこの14名を

平成23年度優秀学生賞受賞者と決定した。受賞者には表彰状と記念楯を、更に希望者には副賞として入会金およ

び会費１年分を贈呈した。受賞者は下表の通りである。 

 

 

【９】平成23年度研究業績賞表彰   

第３回幹事会・評議員会（3月1日開催）にて、申請のあった１名について提出資料に基づき審議、 

この１名を表彰することとした（表彰者は下表の通り）。   

 

 

 

学    校 所    属 氏   名 卒業式 副賞 

福井大学 大学院 工学研究科 知能システム工学専攻 島崎 恭平 3月23日 辞退 

福井工業大学 工学部 経営情報学科 四折 直紀 3月15日 受理 

福井工業高等専門学校 電子情報工学科 久世 彩加 3月16日 受理 

北陸先端科学技術 

大学院大学 

情報科学研究科 

 情報科学専攻 
 上田 陽平 3月23日 受理 

金沢大学 理工学域 電子情報学類 柳瀬 龍 3月22日 受理 

金沢工業大学 大学院 工学研究科 情報工学専攻 高橋 俊介 3月16日 受理 

金沢学院大学 経営情報学専攻  浅見 健司 3月17日 受理 

石川工業高等専門学校 電子情報工学科 中島 清貴 3月19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 浅井 一真 3月15日 受理 

富山大学 工学部 知能情報工学科 三野 哲志 3月23日 受理 

富山県立大学 工学部 情報システム工学科 山下 和也 3月23日 受理 

富山国際大学 現代社会学部 現代社会学科 田保 佳奈 3月19日 辞退 

富山高等専門学校 情報工学科 柏  勇輔 3月2日 辞退 

富山高等専門学校 電気工学科 寺尾  啓 3月16日 辞退 
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表 彰 者 所 属 氏 名 題  名 

金沢大学 

 理工研究域 電子情報学系 
 中村 宗広 

専門医の診断経験に基づくパターン認識手法の 

研究開発 

 

【10 】平成 23年度 北陸地区学生による研究発表会（共催） 

期日：平成24 年３ 月10日（土） 会場：石川工業高等専門学校   

発表件数：130件、 参加者数：約200名  

 

【 その他（学会事務局からの依頼事項と回答状況） 】 

１．支部経理処理等に関するアンケート調査の依頼（９月15日） → 幹事より回答（11/16に調査結果来る） 

２．2012年度理事会推薦代表会員候補者の推薦依頼（９月28日） → 荒木支部長、谷口庶務幹事を推薦 

３．功績賞ならびに顕功賞候補者の推薦依頼（11月２日） → 該当者無し、と報告 

４． 本部運営規則（一般規則）見直しに伴う支部運営規約の見直しについての意見収集依頼（11月18日） 

→ 特に意見無し 

５． 支部役員の旅費・謝金等の取扱い規程の改訂についての依頼（11月22日） 

                                          → 支部規定案を本部へ提出。その後の理事会で認められる。 

６． Ｈ２４年度支部役員選挙の候補者および投票用紙の連絡・送付依頼（11月28日） 

 → 12月9日に本部へ連絡（ → 2月～3月に選挙） 

会計幹事：北陸先端大 鈴木正人 先生（福井高専 青山義弘先生から） 

評議員：福井高専 平井惠子 先生 

 福井工業大学 工学部・経営情報学科・教授  山西 輝也 先生（加藤芳信先生から） 

 金沢学院大学 高田 伸彦 先生（南 俊博 先生から） 

 富山高等専門学校  古山彰一 先生 （門村英城先生から） 

（株）ＯＫＩソフトウェア北陸システムセンター  浅谷 伸宏 様（再） 以上、６名 

 

 

以上 
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（資料２） 

報告２． 平成23年度北陸支部決算報告  

平成23年度支部決算 並びに 平成 24年度支部予算 
（１）収入の部 

収入項目 ２２年度決算 ２３年度決算 ２４年度予算 備 考 

前年度繰越金 2,001,388 -―   ―  

支部交付金 1,380,000 1,350,000      1,332,000  

事業収入（懇親会他） 27,000 50,675       60,000 20名×3,000円 

雑収入（利息） 207 57            0  

当期収入合計 3,408,595 1,400,732    1,392,000  

 

（２）支出の部 

支出項目 ２２年度決算 ２３年度決算 ２４年度予算 備 考 

１．事業費     

（内訳）総会費       57,460          5,000       60,000 会場費・案内状印刷費 

研究講演会     246,065 謝金：  173,332 

旅費：   104,670 

     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     128,038 賞金：   130,000 

通信運搬費：1,510 

              

     200,000 表彰・楯 

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

研究業績賞      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      140,070 租税公課支出： 10 

消耗品費：277,132 

      60,000 （総会時の懇親会 

経費） 

小 計     726,710       881,654    1,210,000  

２．管理費     

（内訳）通信費       35,160         89,525       40,000 郵送代 

印刷費        6,415          6,342       40,000 各種資料印刷費 

会議費       93,185         90,116      100,000 会場費等 

旅費       117,160            151,940      180,000 幹事・評議員交通費 

事務委託費       33,525            12,700       30,000 バイト代等 

HPサーバ使用料       45,360                          50,000 朝日ネット（株） 

消耗品費            0            336       15,000  

雑費        4,610          1,575              0  

小 計      335,418             352,534      455,000  

３．予備費等（任意）            0                         0  

当期支出合計     1,062,128       1,234,188    1,665,000  

次年度繰越金    2,346,467       166,544＊    －273,000＊ ＊当期収支差額 

  

 

 



掲載省略 
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報告４． 平成２４年度支部運営委員 一覧                          （資料４） 

 

 平成２４年度  平成２３年度  

 支部運営委員 支部役員 

支部長 荒木 睦大（福井大学） 荒木 睦大（福井大学） 

支 

部 

幹 

事 

庶務 谷口 秀次（福井大学） 谷口 秀次（福井大学） 

伊藤 寿勝（PFU） 伊藤 寿勝（PFU） 

会計 黒岩 丈介（福井大学） 黒岩 丈介（福井大学） 

鈴木 正人（北陸先端大） 青山 義弘（福井高専） 

 大道市朗（NTTデータ北陸） 監事：大道市朗（NTTデータ北陸） 

 支部委員 評議員 

福井大学 ― ― 

福井工業大学 山西 輝也 加藤 芳信 

福井工業高等専門学校 平井 惠子 （会計幹事） 

金沢大学 山根 智 山根 智 

金沢工業大学 田嶋 耕治 田嶋 耕治 

北陸先端科学技術大学院大学 （会計幹事） 鈴木 正人 

金沢学院大学 高田 伸彦 南 俊博 

石川県工業試験場 加藤 直孝 加藤 直孝 

（株）ＮＴＴデータ北陸 （支部幹事） （監事） 

（株）PFU （支部幹事） （庶務幹事） 

㈱富士通北陸システムズ 宮本 茂明 宮本 茂明 

NEC ソフトウェア北陸 西川 幸延 西川 幸延 

OKIｿﾌﾄｳｪｱ北陸ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ 浅谷 伸宏 浅谷 伸宏 

富山大学 菊島 浩二 菊島 浩二 

富山県立大学 浦島 智 浦島 智 

富山国際大学 高尾 哲康 高尾 哲康 

富山高等専門学校 古山 彰一 門村 英城 

㈱インテックシステム研究所 河尻 寛之 河尻 寛之 
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（資料５） 

報告５． 2012年度支部事業計画について           

2012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． 支部報告会（旧通常総会） 

期日：2012年５月中旬 13：30～14：20 

会場：福井大学文京キャンパス  

支部報告会（2011事業報告、2012事業計画、収支状況などの報告）、特別講演会、懇親会などを実施 

 

２． 支部運営委員会 

    下記の通り、計4回、支部運営委員会を実施する。 

第１回 平成２４年５月中旬（支部報告会後）  会場：福井大学 

第２回 平成２４年１１月頃  会場：福井 

第３回 平成２５年 ３月頃  会場：金沢 

第４回 平成２５年 ５月頃  会場：石川県 

 

３．2012年度電気関係学会北陸支部連合大会 

    期日：９月１日（土）、２日（日） 

    開催校：富山県立大学 

    講演申込期間：6月25日（月）～７月12日（木）24時 

    本支部推薦の招待講演 

     北陸支部優秀論文発表賞の募集・審査・表彰 

 

４． 研究講演会   

7回程度実施する（支部創立20周年記念事業としての研究講演会を含む）。 

実施にあたっては、支部会員にとって有意義なテーマを選定する。 

 

５．研究会補助  

1回程度行う。 

 

６．見学会  2012年１１月頃に実施する。 

 

７．2012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：2013年３月 （予定） 

    開催校：福井工業高等専門学校 

 

８． 表彰    

北陸支部表彰規程に則り、優秀論文発表賞の表彰を実施する。 

北陸支部表彰規程に則り、優秀学生賞の表彰を、13校（14地区）に対して実施する。 

北陸支部表彰規程に則り、大学院生に対する研究業績賞の表彰を実施する。 

 

以上 
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（資料６） 

報告６． 平成24年度支部予算・・・報告２（資料２） 参照 
 

 

（資料７） 

報告７． 平成２４年度電気関係学会北陸支部連合大会 

 

開催校：富山県立大学 

日 程： 平成24年9月1日（土）～2日（日） 

講演申込期間：平成24年6月25日（月）～7月12日（木）24時 

Webページ： http://jhes.pu-toyama.ac.jp 

大会実行委員長：富山県立大学 工学部 中野愼夫教授 

第1回実行委員会：5月11日（金）富山県立大学にて開催 

  ・当支部分担金：15万円 

               ・招待講演者は各支部から推薦せよ。 謝金１万円（できる限り北陸３県内から） 

 

支部選出の実行委員（2名の推薦依頼あり）：            、              

                 （従来は、開催校（富山県立大）及び次期開催校（金沢大）から選出） 

支部推薦招待講演の世話人：               

 

 

［参考］今後の開催予定校 

平成２１年度の第３回実行委員会で承認された連合大会と学生による発表会の開催順序 

連合大会 学生による発表会 

年度 担当校(大学) 担当校(高専) 年度 担当校 

H20 富山大    H20 富山商船高専 

H21 北陸先端大   H21 金沢工業高専  

H22   福井工業高専 H22 富山高専  

H23 福井大    H23 石川工業高専  

H24 富山県立大   H24 福井工業高専  

H25 金沢大   H25 金沢工業高専  

H26   富山高専 H26 富山高専  

H27 金沢工大   H27 石川工業高専  

H28 福井工大    H28 福井工業高専  

H29 富山大    H29 金沢工業高専  

H30 北陸先端大   H30 富山高専  

 

＊この開催順序は、学会の全国大会開催、北陸支部連合大会と学生による研究発表会の同年度開催、その他、開催校の事

情により、北陸支部連合大会実行委員会の議により変更できる。 

＊この申し合わせは北陸支部連合大会実行委員会により審議し、改廃することができる。 

 

   

以上 
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（参考） 

 

 

歴代支部長組織 
       

平成４年 平成５年 平成６年 平成７年 平成８年 平成９年 平成１０年 平成１１年 平成１２年 

北陸先端大 金沢大学 富山大学 →→→｜ 福井大学 金沢工大 →→→｜ 富山県立大 →→→｜ 

木村正行 武部幹 米田政明 →→→｜ 小倉久和 服部進実 →→→｜ 中島恭一 →→→｜ 

石川 石川 富山 富山 福井 石川 石川 富山 富山 

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 
 

北陸先端大 →→→｜ 福井大学 →→→｜ 金沢大学 →→→｜ 富山大学 →→→｜ 
 

落水浩一郎 →→→｜ 都司達夫 →→→｜ 木村春彦 →→→｜ 広瀬貞樹 →→→｜ 
 

石川 石川 福井 福井 石川 石川 富山 富山 
 

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 
 

金沢工大 →→→｜ 福井大学 →→→｜ 
北陸先端

大 
→→→｜ 

   

松尾和洋 →→→｜ 荒木睦大 →→→｜ 
 

→→→｜ 
   

石川 石川 福井 福井 石川 石川 富山 富山 
 

 

［参考］今後の予定 

平成２３・２４年度：北陸先端大、    平成２５・２６年度：  

 

［参考］経緯 

・平成１１年第３回幹事会（平成１２年３月７日）議事録より 

次期支部について、３県で順に回すということであれば次は福井県となるが、会員数は石川県が他県の倍以上という

点を考慮して、石川→富山→石川→福井という順が妥当ではないかとの意見が役員・評議員会でまとまり，福井県の了

解が得られたため，次期支部は石川県の北陸先端大（次々期は福井）にお願いすることとなった． 

 

・平成９年第２回幹事会（平成９年１２月８日）議事録より 

平成１１年度支部長選出について 

支部長組織の選出順序については、県単位で実施すると選出校が少ない県と多い県とでアンバランスである 

との意見があり、今後検討していくこととなった。 

 

 




