
平成 29 年 6 月 30 日 

 

情報処理学会四国支部平成 29 年度支部報告会および講演会 

 

日時： 平成 29 年 6 月 30 日（金） 14:40～16:10 

場所： 高知工科大学永国寺キャンパス A213 

http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/about_KUT/access.html 

 

 

１．支部報告会 14:40～15:10 

 □ 開会の辞 

 □ 支部長挨拶  高知工科大学情報学群教授 横山和俊支部長 

 □ 本部役員挨拶 情報処理学会 後藤厚宏理事 

 □ 報告事項 

  ● 平成 28 年度事業実施報告および平成 29 年度事業実施計画について（資料 1） 

  ● 平成 28 年度決算報告および平成 29 年度予算案について（資料 2） 

  ● 平成 29 年度支部運営委員および平成 29 年度支部運営員改選結果について（資料 3） 

  ● 平成 29 年度電気関係学会四国支部連合大会の開催について（資料 4） 

 □ 閉会の辞 

 

 

2．講演会 15:10～16:10 

講演者 ： 情報セキュリティ大学院大学教授  後藤厚宏 氏 

講演題目 ： IoT 時代を支えるサイバーセキュリティ人材育成 

 

http://www.kochi-tech.ac.jp/kut/about_KUT/access.html


■2016年度事業報告 資料1

会議名 開催日 会場 出席

【1】 支部報告会 平成28年06月10日 徳島大学工学部

【2】 定例役員会　3回

第一回支部役員会 平成28年06月10日 徳島大学工学部 15名

第二回支部役員会 平成28年12月17日 サンライズホテル高知 9名

第三回支部役員会 平成29年03月25日 サンライズホテル高知 9名

第四回支部役員会
（平成29年度第一回支部役員会）

平成29年06月30日 高知工科大学永国寺キャンパス

【３】 支部大会

2016 電気関係学会四国支部連合大会 平成28年09月17日 徳島大学常三島キャンパス 412名

【４】 支部講演会　6回

情報分野の専門家としての職と求められる能力 平成28年05月20日 愛媛大学工学部 72名

講師：下房地 毅 氏

（独立行政法人 情報処理推進機構（IPA） IT人材育成本部 イノベーション人材セン
ター）

人工知能は世の中をどう変えるか 平成28年06月10日 徳島大学工学部 102名

講師： 松原 仁 氏（公立はこだて未来大学 複雑系知能学科）

イノベーションに向けてのUXデザイン 平成28年12月07日 高知工科大学 100名

講師： 中道 上 氏 (福山大学工学部)

マルウェアの手口と対策 ～マルウェアみな駆逐すべし、慈悲はない～ 平成28年12月14日 香川大学工学部 38名

講師：忠鉢 洋輔 氏(情報セキュリティ大学院大学，アクティブディフェンス)

イノベーションとデザイン思考　- 全ての答えはユーザにある – 平成29年01月19日 愛媛大学工学部 59名

講師：菊池 純男 氏（（株）日立製作所）

実践Immutable Infrastructure入門 平成29年02月17日  香川大学工学部 44名

講師：堀内晨彦 (NTTコミュニケーションズ)

【５】 支部事業　4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28年08月10日 オンライン 62名

少年少女ロボットセミナー in 高松2016 平成28年9月10日～9月
11日

e-とぴあ・かがわ 61名

ソフトウェアテストシンポジウム2016四国 平成28年12月16日 香川大学 37名

サイバーセキュリティシンポジウム道後2017 平成29年2月23日～2月24日愛媛県松山市道後地区

【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

以上

　

■2017年度事業計画 (案)

【１】 支部報告会

　新年度役員、2016報告、2017計画、収支状況の報告など

　記念講演会　

【２】 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。

　　　　

【３】 支部大会　

　　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。

【４】 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。

【５】 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。

　・少年少女ロボットセミナー in 高松

　・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

　・サイバーセキュリティシンポジウム道後

【６】 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。

【７】 その他

四国地区における情報関連学会との交流を図る。

以上



平成28年度決算および平成29年度予算 (資料2)

■区分経理用収支計算書　四国支部

2017年度

予算 決算 予算

本部からの繰入相当額 1,442,000 1,442,000 1,388,000

　 支部交付金相当額 1,442,000 1,442,000 1,388,000

　 記念事業支援金相当額 0 0 0

　ジュニア会員向けイベント補助

事業収入 0 298,478 0

　 支部大会 0 298,478 0

　 講演会 0 0 0

　 研究会 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 7 0

当期収入合計 (A) 1,442,000 1,740,485 1,388,000

平成29年度

予算 決算 予算

事業費 900,000 989,586 880,000

　 支部大会 300,000 288,900 310,000

　 講演会 260,000 229,662 200,000

　 研究会 260,000 379,999 0

　 イベント協賛・後援 0 290,000

　 学生奨励賞表彰 80,000 91,025 80,000

管理費 542,000 521,962 508,000

　 評議員会・幹事会 400,000 402,069 400,000

　 支部報告会 50,000 27,160 30,000

　 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） 42,000 49,964 28,000

　 雑費 0 1 0

予備費等（任意） 0 0 0

当期支出合計 (C) 1,442,000 1,511,548 1,388,000

当期収支差額 (A-C) 0 228,937 0

2016年度
収入

支出
平成28年度



2017 情処総第 51 号	

2017 年 3 月 10 日	

四国支部

横山	 和俊	 支部長殿

一般社団法人	 情報処理学会	 本部事務局

2017 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標記につきまして、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：２０１７年２月１日～２０１７年３月３日

Ａ：投票用紙発送数 ２０５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 ４７票

Ｃ：投票率	 〔Ｂ／Ａ〕	 ２３．０％

Ｄ：開票結果

役	 職 候補者氏名 得票数

幹	 事 八重樫理人 ４７

〃 松本	 和幸 ４６

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	

(資料3-2)



（資料 3-1） 

H28年度役員及び H29年度役員 

 

（掲載略） 
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