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2017/6/20 

やまぐち GIS ひろば ／ 一般社団法人やまぐち GIS ひろば 

各種協議・講演会レポート ver1.01 

 

一般社団法人やまぐち GIS ひろば 

事務局）弘中 淳一 

 

 

【山口大学 大学会館】 

 

(1) 日時：2016/ 5/ 22(日) 

1) 10:00-12:00 各種協議 

やまぐち GIS ひろば 第 8 回役員会（役員出席） 

やまぐち GIS ひろば 第 2 回総会（正会員出席） 

一般社団法人やまぐち GIS ひろば 設立総会（正会員出席） 

一般社団法人やまぐち GIS ひろば 第 1 回理事会（理事出席） 

2) 13:00-16:30 「一般社団法人やまぐち GIS ひろば」設立記念講演会 

3) 12:00-16:30 企業展示 

4) 17:00-18:00 意見交換会 

 (2) 場所：山口大学 大学会館 

 (3) 主催：やまぐち GIS ひろば 

 (4) 共催：NPO 法人全国 GIS 技術研究会 

 (5) 後援：山口県教育委員会、山口大学教育学部 
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１．各種協議（2F セミナー室） 

  1) やまぐち GIS ひろば 第 8 回役員会 

 出席者：役員 8 名中 7名、監査役 1名（計 8名）。 

議 長：進士正人（会長）。 

【議案１】 平成２８年度事業報告 

【議案２】 平成２８年度決算報告および会計監査報告 

【議案３】 平成２９年度事業計画（案） 

【議案４】 平成２９年度予算（案） 

【議案５】 正会員入会審議 

【議案６】 一般社団法人への移行動議    

①一般社団法人への移行動議および新法人設立趣意 

②新法人の定款（案） 

③会員規定（案） 

④新法人への財産譲渡 

⑤新役員（案） 

【議案７】 平成２９年度事業報告 4～5月 

【議案８】 平成２９年度決算報告 4～5月 

 ⇒全出席者の承認を得た。 

 

2) やまぐち GIS ひろば 第 2 回総会 

出席者：正会員 23 名参加（全 37 名中）。 

会則第 13 条 1/3 以上の出席より総会の成立を確認。 

議 長：進士正人（会長）。 

   議案については【議案５】以外は 1)と同じ。 

⇒全出席者の承認を得た。 

 

3) 一般社団法人やまぐち GISひろば 設立総会 

  出席者：糸口栄一、堀敬史（電話会議）（設立発起人計 2名）。 

      ※旧正会員（2）やまぐち GISひろば第 2回総会の出席者）は、 

オブザーバとして陪席した。 

  議 長：糸口栄一 

【議案１】 一般社団法人やまぐちＧＩＳひろばの設立の趣旨に関する件 

【議案２】 一般社団法人やまぐちＧＩＳひろば定款承認の件 

【議案３】 会員規程の承認の件 

【議案４】 設立当初の財産目録承認の件 

【議案５】 設立初年度事業計画、予算承認の件 

【議案６】 理事選任の件 

【議案７】 代表理事専任の件 

【議案８】 監事選任の件 

  ⇒全出席者の承認を得た。 
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4) 一般社団法人やまぐち GISひろば 第 1回理事会 

 出席者：理事 9 名中 8名（監事 1名含む）（計 8名）。 

議 長：三浦房紀（代表理事）。 

【議案１】 理事長、副理事長の選任 

【議案２】 その他規程類の承認 

①理事会規程 

②決裁規程 

③旅費規程 

④経理規程 

【議案３】 平成２９年度事業計画（案） 

【議案４】 平成２９年度予算（案） 

【議案５】 正会員承認 

  ⇒全出席者の承認を得た。 

本決議の結果、一般社団法人やまぐち GISひろばの役員は以下の通り。 

【一般社団法人やまぐちＧＩＳひろば 役員】 

   

 

  

No 氏名 役職 所属
1 三浦　房紀 理事長 山口大学副学長
2 山本　晴彦 副理事長 山口大学大学院創成科学研究科
3 関根　雅彦 理事 山口大学大学院創成科学研究科
4 倉田　研治 理事 山口県立大学国際文化学部
5 楮原　京子 理事 山口大学教育学部
6 井上　啓 理事 山陽小野田市立山口東京理科大学工学部
7 糸口　栄一 理事 イーアイコンサル
8 堀　敬史 理事（事務局長） 宇部興産コンサルタント（株）

※　監事：江本　雅裕（（株）リクチコンサルタント）

各種協議 実施状況 
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２．「一般社団法人やまぐち GIS ひろば」設立記念講演会（会議室） 

  講演会参加者数 75 名（講師含む）。内訳：学 23 名、官 12 名、民 40 名 

 

 

 

○司会進行 

 

  

会場風景 

一般社団法人やまぐち GIS ひろば 

事務局 弘中淳一 
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○開会挨拶 

 

 

【基調講演】「2020 年地理必修化!! GIS を活用した学びの導入と普及」 

～アクティブ・ラーニング型災害訓練、他～ 

 

  

NPO 法人伊能社中 理事長 田村賢哉 

山口大学副学長 三浦房紀（一般社団法人やまぐち GIS ひろば理事長） 
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【講演 1】「山口県の歴史・文化・自然を伝える ICT 教材の開発」 

 

 

【講演 2】「マッピングパーティを通して知る地域の姿」 

      ～学生による地域 GIS 活動の試み～ 

 

  

山口大学教育学部講師 楮原京子 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば理事） 

山陽小野田市立山口東京理科大学工学部教授 井上啓 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば理事） 
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【講演 3】「ちいきとつながる GIS」 

 

 

 

○閉会挨拶 

 

山口大学大学院創成科学研究科教授 山本晴彦 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば副理事長） 

 

山口県立大学国際文化学部准教授 倉田研治 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば理事） 

山口大学大学院創成科学研究科教授 関根雅彦 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば理事） 
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３．企業展示（展示ロビー：出展企業 4 社）」 
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・宇部興産コンサルタント株式会社（GIS・ドローン・地中レーダ） 

  

 

・株式会社宇部情報システム（セキュリティスタータパック） 

  

 

・有限会社ソキワーク（測量機器（TS、GPS等）） 

  

   

・株式会社ニュージャパンナレッジ（農薬散布用ドローン） 
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４．意見交換会（第一食堂：参加 39 名） 

 

  

 

 

 

 

【所感】事務局より 

  休日にもかかわらず、多くの方にお集まりいただき、ありがとうございました。 

おかげさまで計 82 名の参加となり、盛況のうちに終了できました。 

  この度、やまぐち GIS ひろば（以下、会）は、一般社団法人として再スタートす

ることになりました。三浦理事長を中心に、これまでの活動理念を念頭にさらに活発

に活動してゆく所存です。 

  今回の講演会は「教育 GIS」をテーマに実施しました。2022 年より「地理総合」

において高校生のカリキュラムに「地理」が必須科目となり、その中に GIS が加わ

ることになったそうです。高校生自らが GIS を学ぶことになり、会として高校生の

GIS 利活用を支援してゆきたいと考えております。また今後は、教育分野の他に、防

災、観光等の分野においても山口県地域 GIS データベース構築と GIS 利活用を推進

してゆきたいと考えております。 

引き続き、皆様方のご支援、ご鞭撻をよろしくお願いします。   

 

以 上 

イーアイコンサル 糸口栄一 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば

理事） 

 

(株)リクチコンサルタント 江本雅裕 

（一般社団法人やまぐち GIS ひろば

監事） 

 


