※参加ご希望の方はご記入のうえ、
FAX 又は E メールして下さい。

ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
第１６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７Ｆ
GITA−JAPAN 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

コンファレンス
○印をお付け下さい。

親睦会
○印をお付け下さい。

アジア航測株式会社
株式会社インフォマティクス
ESRI ジャパン株式会社
株式会社ＮＴＴデータ
株式会社カナエジオマチックス
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
株式会社セイコーアイ・インフォテック
株式会社ゼンリン
東京ガス・エンジニアリング株式会社
東邦ガス株式会社
株式会社ドーン
ナカシャクリエイテブ株式会社
日本インターグラフ株式会社
日本無線株式会社
ネクストウェア株式会社
株式会社パスコ
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社
株式会社フォトロン
株式会社ベントレー・システムズ
マルティスープ株式会社/株式会社ターニングポイント
シービーエス株式会社

〔 会場案内 〕名古屋国際会議場 TEL:052-683-7711
〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1−1
TEL
FAX
E−mail
会 員
非会員

名古屋

連絡方法

展示会出展社

栄

３，０００円
５，０００円

官公庁・自治体 無

料
参

参加費

加

金山

５，０００円

日比野

不 参 加

名古屋国際会議場
申込日

平成１７年

月

日

ご記入いただいた個人情報は、適正な管理を行い､今後の GITA-JAPAN か
らのご案内の他には使用いたしません。ご案内がご不要の場合はその旨お
申し出下さい。
この件のお問い合わせは､GITA-JAPAN 事務局までお願い申し上げます。

（交通のご案内）
ＪＲ名古屋駅から金山駅経由 地下鉄名城線日比野駅まで２５分
地下鉄名城線日比野駅より徒歩５分

ご 案 内
ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
第１６回コンファレンス

平成１７年９月６日（火）
・７日（水）
名古屋国際会議場
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、名古屋市、
中日新聞社（申請中）
、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、東海北陸データベー
ス懇話会、株式会社ガスエネルギー新聞、株式
会社水道産業新聞社、セキュリティ産業新聞社、
NPO 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１７年８月吉日

〔 申し込み方法 〕

〔 支払方法 〕

・コンファレンス・親 睦 会

参加費（コンファレンス、親睦会）は GITA-JAPAN の銀行口座

参加ご希望の方は、裏面申し込み用紙にご記入のうえ、８月

ごあいさつ
ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ
会長 東明 佐久良

２９日（月）までに事務局まで FAX 又は E メールをお願いしま

しますが、出来るだけ事前のお振込みをお願い申し上げます。

す。参加者名簿作成の都合上、ご協力をお願い申し上げます。

・口座番号
三井住友銀行 麹町支店
普通 №８７５９６５７
口座名義 ＧＩＴＡ−ＪＡＰＡＮ（ジーアイティーエージャパン）

・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

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９月６日・７日の２日間にわたり、
名古屋国際会議場において、第１６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、
「安全・安心な社
会をささえるＧＩＴ」をテーマに、名古屋から、全国の自
治体・企業での地理空間情報の特長を生かしたＧＩＳの導
入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 〕 『安全・安心な社会をささえるＧＩＴ』
−GIT（空間情報技術）の活用と産官学の連携−

〔 日 付 〕 平成１７年９月６日（火）
・７日（水）
〔 会 場 〕 名古屋国際会議場
〔 内 容 〕
開催場所
講演とパネルデ
ィスカッション
座談会

3 号館
国際会議室
2 号館
２３１会議室
機器、システム、 2 号館
ソフト等展示会
232〜234 会議室

６日

７日

10:00〜
17:40
12:10〜
14:00
11:30〜
17:40

10:00〜
17:00
12:00〜
13:30
10:00〜
16:00

〔 参加費 〕 ＊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 〕
日 時 ： ９月６日（火）１８：００〜２０：００
会 場 ： 名古屋国際会議場内 展望レストラン「パステル」
会 費 ： ５，０００円

へお振込みをお願い致します。また、当日会場でも受付けいた

申込書といっしょに FAX 又は E メールをお願い致します。会場
準備の都合上、事前申し込みにご協力をお願い申し上げます。

９月６日（火）
時 間

プログラム
国際会議室（3 号館）

（開会挨拶） GITA-JAPAN 会長 東明 佐久良
10:00〜
GITA 北米 会長 Peter Gomez 氏
10:20
GITA 豪州/NZ 会長 Bruce Douglas 氏
（基調講演）
10:20〜
「GIS/VR モデルによる京都バーチャル時・空間」
11:00
立命館大学 文学部 教授 矢野 桂司 氏
(講演) 「名古屋市における道路管理システムの構
11:00〜
築と運用について」 名古屋市 緑政土木局 道路
11:40
部道路管理課 技師 加藤 孝則 氏
11:40〜
(６０分昼食･休憩)
12:40
（講演） 「Safety and security at a major US
12:40〜
utility company」（仮）（同時通訳あり）
13:10
GITA 北米 会長 Peter Gomez 氏
(講演) 「GIT for security, safety and critical
13:10〜
infrastructure protection」（仮）（同時通訳あり）
13:40
GITA 豪州/NZ 会長 Bruce Douglas 氏

尚、振込手数料はご負担下さいますようお願い申し上げます。

９月７日（水）
会議室

時 間

プログラム
国際会議室（3 号館）

会議室

(講演) 「電子行政に即した道路占用許可オンライン
10:00〜
電子申請システムについて」 (財)道路管理センター
10:40
名古屋支部 データ管理第二課長 塩津 佳克 氏
(講演) 「地図データベース開発の過去､現在、未来」
10:40〜
住友電工フィールドシステム(株) ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事
11:20
業部 地図情報システム部 主席 服部 高久 氏
（講演） 「トヨタの ITS への取り組みと地図情報の活
11:20〜
用」 トヨタ自動車(株) IT・ITS 企画部 企画室 主
12:00
査 東 重利 氏
12:00〜
13:00
ガス企業座談会
２３１会議室

（講演） 「Some news about the GECCo project」
13:40〜
（仮）（同時通訳あり）
14:10
GITA 北米 専務理事 Bob Samborski 氏
14:10〜
(５０分休憩)
15:00
(講演) 「静岡県総合防災情報支援システムにおけ
15:00〜
る GIS を活用した機能」 静岡県 総務部 防災局
15:40
防災通信管理室 主査 小澤 謙一 氏
(講演) 「住民への防災情報の提供 -防災みえ.jp の
15:40〜
運用と課題-」 三重県 危機管理局 防災対策室
16:20
技師 水上 知之 氏
(パネルディスカッション) 「安全・安心な社会をささ
える GIT−活用と産官学の連携」
16:20〜
モデレータ：GITA-JAPAN 東明佐久良、パネリス
17:40
ト：立命館大学 矢野桂司氏、静岡県 小澤謙一氏、
三重県 水上知之氏、住友電工 FS 服部高久氏
☆ 機器・システム・ソフト展示会は３Ｆ ２３２〜４会議室です 11：30〜17：40

(６０分昼食･休憩)

（講演）「大阪府における GIS と建設 CALS の取組
13:00〜
み」 大阪府 土木部 事業管理室CALS 推進グル 水道企業座談会
13:40
２３１会議室
ープ 主査 梶川 正純 氏
（講演）「新潟県中越地震での成功に学ぶ災害対応
13:40〜
における GIS の活用法」 京都大学 防災研究所
14:20
巨大災害研究センター長 教授 林 春男 氏
14:20〜
15:20

(６０分休憩)

15:20〜 （講演）「愛知万博におけるＧＩＴ」
16:00 KDDI（株） 愛知プロジェクト室理事 大江 秀和 氏
16:00〜 （講演）
16:40 （調整中）
16:40〜
閉会挨拶 GITA-JAPAN 委員長 宮本 哉二
16:50
☆ 機器・システム・ソフト展示会は３Ｆ ２３２〜４会議室です 10：00〜16：00

