※参加ご希望の方は下記に明記のうえ、ＦＡＸして下さい。

ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
第 15 回コンファレンス参加申込書
〒102‑0082 東京都千代田区一番町 9−8 ノザワビル５Ｆ
GITA−JAPAN（AM／FM INTERNATIONAL 日本）事務局
TEL： 03−3264−1919
FAX： 03−3264−1950
E−mail：info@gita‑japan.com
http://www.gita‑japan.com/

氏 名

団体名
会社名

部署／役職

所在地

連絡方法

TEL
FAX
E−mail

コンファレンス

会 員
非会員

○印をお付け下さい。

親睦会
○印をお付け下さい。

申込日

展示会出展社 平成１６年１０月１日現在
アジア航測株式会社
ＥＳＲＩ ジャパン株式会社
株式会社ＮＴＴデータ
株式会社ＮＴＴネオメイト
扇精光株式会社
株式会社黄虎
株式会社グローバル・セキュリティ・デザイン
西部ガス情報システム株式会社
住商エレクトロニクス株式会社
株式会社ゼンリン
株式会社ソルネット
大成ジオテック株式会社
大学共同利用機関法人 国際日本文化研究センター
東京ガス・エンジニアリング株式会社
ドリームテクノロジーズ株式会社
株式会社ドーン
日本インターグラフ株式会社
日本電気株式会社
日本無線株式会社
〔 会場案内 〕アクロス福岡
〒810‑0001 福岡市中央区天神 1−1−1
TEL： 092-725-9113

官公庁・自治体
参
参加費

加

５，０００円
不 参 加

平成 16 年

月

日

（交通のご案内）
福岡空港から天神まで地下鉄で１１分
ＪＲ博多駅から天神まで地下鉄で５分
地下鉄天神より徒歩２分（１６番出口）

ご 案 内
ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
第１５回コンファレンス

平成１６年１１月９日（火）
・１０日（水）
会場：アクロス福岡
主 催 ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
共 催 地理空間情報技術利用促進協会（ＮＰＯ）
後 援 総務省、国土交通省、国土地理院、福岡市、
北九州市、財団法人道路管理センター、財団
法人日本デジタル道路地図協会、財団法人デ
ータベース振興センター、財団法人日本測量
調査技術協会、社団法人日本国土調査測量協
会、社団法人日本地図調製業協会、地理情報
システム学会、
株式会社ガスエネルギー新聞、
株式会社水道産業新聞社、セキュリティー産
業新聞社、特定非営利活動法人ＩＴコーディ
ネータ協会、ホーム・アイランズ・セキュリ
ティ協議会（ＮＧＯ）

平成１６年１０月吉日

〔 申し込み方法 〕

〔 支払方法 〕

・コンファレンス

資料代、親睦会参加費は GITA‑JAPAN の銀行口座へお振込みを

参加ご希望の方は裏面申し込み用紙にご記入のうえ、１１月

ごあいさつ

２日（火）までに事務局までＦＡＸをお願いします。

ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
会長 東明 佐久良

・親 睦 会
参加ご希望の方は裏面申し込み用紙にご記入のうえ、参加申

−九州からの提言−

〔 日 付 〕 平成１６年１１月９日（火）
・１０日（水）
〔 会 場 〕 アクロス福岡
〔 内 容 〕
開催場所
９日
１０日
講演

４Ｆ国際会議場

座談会

６Ｆ会議室

機器、システム、
ソフト等展示会

１Ｆ円形ホール

10:00
18:30
12:15
13:45
11:30
18:00

〜

10:00
17:00

〜

10:00
16:00

〜

〜
〜

〔 資料代 〕 ＊会 員： ３，０００円
＊非会員： ５，０００円
＊官公庁、自治体の方は無料（但し、事前お申し
込み 又は当日受付でお申し込み下さい）
＊展示会は入場無料・参加申し込みも不要
〔 親睦会 〕

１１月９日（火）
時 間

プログラム
国際会議場 ［４Ｆ］

みずほ銀行 麹町東支店
普通 №１５２１３９３
口座名義 ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ

会議室 ［６Ｆ］

尚、振込手数料は各自でご負担下さいますようお願い申し上げます。

プログラム

10:00〜 （開会挨拶） GITA-JAPAN 会長 東明 佐久良
10:20
GITA アメリカ会長 Ｊ．Ｐ．Ｇｏｍｅｚ 氏

１１月１０日（水）

（基調講演） 「リアルＧＩＳによる都市再生」
10:25〜
福岡大学 都市空間情報行動研究所教授
11:05
斎藤 参郎氏

(基調講演) 「新しい国のかたち「二層の広域圏」を
10:00 〜 支える総合交通体系〜総合交通分析システム（ＮＩＴ
10:40 ＡＳ）を活用〜」 国土交通省政策統括官付 政策調
整官付 専門調査官 逢坂 謙志氏

(講演) 「電子自治体構築と EA」
11:10 〜
福岡県企画振興部 高度情報政策課 情報企画監
11:50
溝江 言彦氏
11:50 〜
12:50

(６０昼食･休憩)

(講演) 「北九州市における電子自治体への取り組 ガス企業座談会
12:50〜
み」 北九州市総務市民局情報政策室 主査
13:30
宮下 一万太氏
(講演) 良か地域社会 を創るために−GIS を地図
13:35〜
整備から考える−（株）ゼンリン 調査情報統括本部
14:15
部長 山岡 光治氏
（講演） 「インターネットを活用したバスロケーション
14:20〜
システム」 西日本鉄道（株）自動車事業本部計画部
15:00
システム課 課長 中垣 満政氏
15:00〜
(１５分･休憩)
15:15
15:15〜 （講演） 「GIS at a Major Electric Utility in North
15:50 America」 GITA アメリカ会長 Ｊ．Ｐ．Ｇｏｍｅｚ 氏
「 Geospatially Enabling Community
15:55〜 （ 講 演 ）
16:30 Collaboration」 Robert M. Samborski 氏
(講演) 「電力設備の災害管理と復旧におけるＧＩＳの
16:35〜
重要な役割」 Executive Consultant Intergraph
17:10
Mapping and Geospatial SolutionsRichard Simpson 氏
17:15〜 (講演) 「中国・ＧＩＳの現状と発展趨勢」
17:50 ｽｰﾌﾟﾚｼｽﾃﾑｽﾞ（株）代表取締役社長 孫 冰氏

会 場 ： ソラリア西鉄ホテル

(講演) 「WirelessWebGIS と第３世代携帯電話サー
17:55〜
ビスによるフィールド業務の革新」 ＮＴＴインフラネッ
18:30
ト（株） 技術開発部 部長 中西 信輔氏

会 費 ： ５，０００円

☆ 機器・システム・ソフト展示会は１Ｆ円形ホールです 11：30〜18：00

日 時 ： １１月９日（火）１９：００〜２１：００

来るだけ事前のお振込みをお願い申し上げます。
・口座番号

込書といっしょにＦＡＸをお願い致します。

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本会では来る１１月９日・１０日の２日間に亘り、
アクロス福岡において、第１５回コンファレンスを開催い
たします。
今年度のコンファレンスプログラムは、「ＧＩＳが創る
良か地域社会 」をテーマに、国際都市福岡から街づくり
向上を目指した事例を中心に情報発信いたします。
皆様には奮ってご参加いただきますようお願い申し上げ
ます。
〔 テーマ 〕 『ＧＩＳが創る 良か地域社会 』

お願い致します。また、当日会場でも受付けいたしますが、出

時 間

国際会議場 ［４Ｆ］

会議室 ［６Ｆ］

(講演) 「地籍成果を活用したＧＩＳによる効率的な行
10:45 〜
財政運営」 長崎県諫早市 財務部契約管財課地籍
11:25
調査室参事補 山口 悟氏
（講演） 「分散型空間ポータル／ＧＬＯＢＡＬＢＡＳＥ
11:30 〜
‐博多のことは博多に聞け-」 国際日本文化研究セ
12:00
ンター 助教授 森 洋久氏
12:00 〜
13:00

(６０分昼食･休憩)

13:00 〜 （講演） 「ＧＰＳ携帯を利用した位置情報サービス」
13:40 扇精光（株）ソリューション事業室課長 山口文春氏
（講演） 「ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸを活用したﾃﾞｼﾞﾀﾙ地図
13:45 〜 ﾊﾞｰﾁｬﾙﾌｧｸﾄﾘの仕組みと新たなｺﾝﾃﾝﾂﾋﾞｼﾞﾈｽの展
14:25 開について」 （株）ＮＴＴﾈｵﾒｲﾄ ナレッジビジネス本
部 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ地図ﾊﾞｰﾁｬﾙﾌｧｸﾄﾘ所長 大薗 幸弘氏
14:25 〜
(２０分･休憩)
14:45
（講演） 「GIS データのリアルタイム更新に向けて」
14:45 〜
アジア航測（株）総合研究所研究部長
15:20
土居原 健氏
（講演） 「ＩｎｄｏｏｒＮａｖｉｇａｔｉｏｎシステムを利用した位
15:25 〜
置情報技術への取り組み」 ＮＴＴコムウェア（株）研
16:00
究開発部 スペシャリスト 森嶋 健平氏
（講演） 「GIS による情報の共有とコミュニティ- 良
16:05 〜 か地域社会 を創造する GIS の最新テクノロジー」
16:40 ＥＳＲＩ ジャパン（株） コンサルティングサービス部
部長 奥山 俊一氏
16:45 〜
閉会挨拶 GITA-JAPAN 委員長 那須 充
17:00
☆ 機器・システム・ソフト展示会は１Ｆ円形ホールです 10：00〜16：00

