一般社団法人地理情報システム学会第 12 回理事会 議事録
開催日時： 平成 22 年 10 月 22 日 18 時 30 分〜21 時 00 分
開催場所： 京都市中京区西ノ京朱雀町１ 立命館大学 朱雀キャンパス １階 多目的室 2
出席者：

理事： 吉川（会長），浅見（副会長），碓井，大澤，太田，
小荒井，柴崎，玉川，正木，寺木（事務局長，記録）
監事： 大佛，長島

配付資料： 2010̲1022̲GISA̲第 12 回理事会資料，追加資料

議事
1．開会
・ 吉川会長から 18 時 30 分に開会が宣された．
・ 理事 10 名全員が出席しており，理事会の成立が確認された．

２．審議事項
第１号議案

横断型基幹科学技術研究団体連合について

横断型基幹科学技術研究団体連合会（横幹連合）会長から本学会会長宛に会員学会としての参加要請があり，
入会について検討を行った．入会の意義やメリットなどに関する討議の後，
・ 企画・渉外担当理事が来年度の入会を前提として情報収集および必要事項の検討をすること，
が決定された．

第２号議案

2012 年度大会の会場について

寺木事務局長から配布資料に基づき説明があり，討議の結果，
・支部担当理事が支部メーリングリストを通じて未開催の支部に希望を聞くこと，
が決定された．

３．報告事項
報告１ 職務執行状況について
(1) 財務（浅見）
浅見財務担当理事から配付資料に基づき報告があり，会費の確実な回収に向けた方策として，
・ 郵便振込利用者と口座振替使用者の会費に 1000 円の差額をつけること，
・ 入金の確認のため，引き落とし日を年１回から年３回に増やすこと，
を来年度総会に諮ることが決定された．

(2) 総務・学会賞（大澤）
大澤総務・学会賞担当理事から配付資料および追加資料に基づき報告があり，学会賞として
・ 研究奨励部門 川崎昭如氏（東京大学）

・ ソフトウエア部門

岡部篤行，奥貫圭一，佐藤敏明，塩出志乃，岡部佳世ほか SANET 開発チーム

が決定された．

(3) 企画・渉外（柴崎）
柴崎企画・渉外担当理事から配付資料に基づき報告があった．追加事項として，
・ G 空間 Expo 全体として 3 日間で 4 万３千人の参加者があり，小中学生が 10%以上含まれていたこと，
・ 来年度も同時期に測量協会主催で「G 空間」という言葉を使うイベントが開催される可能性が高いこと，
が報告された．

(4) 教育（碓井）
碓井教育担当理事から配付資料および追加資料に基づき報告があり，初等・中等教育に関する表彰制度を来
年度以降も実施したいという提案があった．今年度の検討については学会賞とは別に検討委員会があり，教
育委員会が中心となったこと，初等・中等教育については学会小委員会の所掌範囲である学会賞の教育部門
とは視点が異なることなどの指摘，および，来年度に測量協会で主催されるであろうイベントの学生フォー
ラムに積極的な参加を促すよう，学会として働きかけたらどうかという提案があった．討議の後，
・ 学会賞委員会が教育委員会に，学会賞として初等・中等教育向けの部門をつくることに関する検討を付託
すること，
・ 教育委員会が「学生フォーラムへの参加を学会として促すにはどうすればよいか」という具体的な方策に
ついて検討すること，
が決定された．

(5) 広報（正木）
正木広報担当理事から配布資料に基づき報告があった．

(6) 編集・大会（玉川）
玉川編集・大会担当理事から配付資料に基づき報告があった．J-Stage への論文登載，Web による査読システ
ムに関する作業の見積に関する追加事項として，
・ アップロードシステム作成（研修含む）10,000 円，
・ BIB.PDF.TXT ファイル作成（1 論文）10,000 円，
・ 1 論文のデータ作成：初回分 10,000 円，2 回目以降 5,000 円まで順次値下げ，
・ 画像差し替え（カラー、モノクロ）印刷用，データ用の場合は修正が必要な場合のみ，1 点 1,000 円，
が報告された．

(7) 資格（太田）
太田資格理事から配布資料に基づき報告があった．追加事項として，
・ 規約を見直して学会の規約に入れるべく，年内を目途として案を作成中であること，
・ 事務局に保管されていたパンフレットを大会中に配布すること，

・ 最初期の資格取得者の有効期限が切れ始める時期であり，実際の更新手続きについて試行していること，
が報告された．

(8) 支部・分科会（小荒井）
小荒井支部・分科会担当理事から配付資料に基づき報告があった．追加事項として地球惑星連合の大会委員
会の参加報告があった．討議の後，
・ 小荒井理事が引き続き情報収集に当たること，
が決定された．

報告２ 8-10 月度の入退会リストについて
寺木事務局長から配布資料に基づき報告があり，すべての入会が承認された．なお退会希望はなかった．

３．その他
(1) 第 13 回理事会は東京大学工学部 14 号館で 1 月 21 日（金）13 時 00 分開始予定である．

(2) 会員からの要望について
寺木事務局長から配布資料に基づき，正会員の山本氏からの「高校生向けに発表の場を設けることができな
いか」という提案について説明があった．地図学会で小学生向けイベントが開催されているなどの指摘があ
り，討議の後，
・教育委員会が高校生向けに発表機会を設けることについて検討すること，
が決定された．

(3) 事務局への問い合わせの対応について
寺木事務局長から，会員外の企業から「特定業務に関する専門家を紹介して欲しい」という問い合わせが続
いていることに対し，政府で当該分野を所掌する機関の窓口を紹介する対応をしているという報告があった．

(4) 測量 CPD 学習プログラム認定申請について
碓井教育担当理事から追加資料に基づき説明があった．申請後に学会として実施しなければならない業務の
詳細が不明であるなどの指摘があり，討議の後に
・教育担当理事が必要な情報収集を行うこと，
が決定された．

(5) International Conference "Spatial Thinking and Geographic Information Sciences" について
浅見副会長から追加資料に基づき説明があり，追加事項として
・学会メーリングリストによる告知の後で会場が変更になったこと，
が報告された．

４．閉会
・吉川会長から 21 時 00 分に閉会が宣された．以上の決議を明確にするため，事務局長寺木彰浩が本議事録
を作成し，議長及び出席理事を代表して理事浅見泰司が記名捺印する．
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作成： 2010 年 10 月 26 日（寺木）
修正： 2010 年 10 月 27 日（寺木）
修正： 2010 年 11 月 2 日（寺木）

