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GIS-DAYs in

九州 2009

テーマ：「地理空間情報高度活用社会の実現に向けて」
「地理空間情報活用推進基本法」の制定により、現在から将来にわたり国民が安心して豊かな生活を
営む上で，地理空間情報を高度利活用することの重要性を示し，地理空間情報の活用の推進に関し，基
本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに，地理空間情報の活用の推
進に関する施策の基本となる事項が定められました。さらにこれを具体的に推進するために，平成 20
年 4 月，「地理空間情報活用推進基本計画」が示されました。ここでは，産官学の連携，人材育成，行政に
おける地理空間情報の活用などを掲げ，地理空間情報の高度活用社会の実現に向けた指針を示していま
す。
しかしながら，このような取組は現実のものとして我々の生活に浸透しつつあるのでしょうか。地理空間情
報高度活用社会に向けて，どのような取組がなされているのでしょうか。このような疑問に対して，地理空間
情報高度活用社会の実現に向けた取組を様々な角度から検討し，情報交換を行い，今後の方向性を
明らかにすることを目的とします。
このような主旨のもと，様々な団体のご協力のもとに，3 日間の GIS－DAYs in 九州 2009 を以
下のとおり，開催します。
【第 1 日目】 ～民間企業，ビジネスの観点から～

第 5 回 GIS コミュニィティフォーラム

in

九州

会場：アクロス福岡 7 階
開催日：２００９年１１月５日(木)
主催：ESRI ジャパンユーザ会
後援：NPO 法人かごしま GIS・GPS 技術研究所，九州大学工学研究院 ITP プロジェクト運営委員会，
GITA-JAPAN,地理情報システム学会，デジタルアース日本学会，日本国際地図学会，日本写真測
量学会，日本リモートセンシング学会
内容：基調講演，テクニカルワークショップ，ESRI ジャパン製品展示，体験コーナー，懇親会など
詳細は http://www.esrij.com/community/gcf/2009/region/index_kyushu.html にて。
※ 九州大学工学研究院 ITP プロジェクト運営委員会による「GIS 海外研修に関する特別セッション」を開催
します。
13:30～14:40 ITP プロジェクトにおける米国 ESRI 社インターンシップ報告
１） ESRI 研修報告「Python スクリプトの開発」
九州大学大学院 工学研究院 ドジャルマン・ルディン・イベラヒム氏(留学生)
２） ESRI 研修報告「GIS を用いた地下水涵養量時空分布の算出ついて」
九州大学 工学府 建設システム工学専攻 和泉風太氏（修士学生）
３） ESRI 研修報告「危機管理サイクル実現に向けたデータ管理について」
九州大学大学院 工学研究院 池見洋明氏(研究者)
14:40～16:40 ITP プロジェクト パネル展示展
16:40～17:30 ITP プロジェクトによる ESRI 留学指導

【第２日目】 ～地方自治体・教育の観点から～

GIS-DAY in 九州 2009 特別講演会
会場：農村整備センター 水土里ネット福岡（福岡県福岡市博多区千代 4 丁目 4 番 28 号）
開催日：２００９年１１月６日(金)
主催：GIS 基礎技術研究会
共催：地理情報システム学会
後援：国土地理院九州地方測量部，九州大学大学院工学研究院，福岡県，前原市，直方市，水土里ネッ
ト福岡，NPO 法人かごしま GIS・GPS 技術研究所
協賛：ESRI ジャパン(株)，九州電技開発(株)，(株)建設技術研究所，国際航業(株) ，(株)パスコ，大成ジオ
テック(株)，西日本技術開発(株)，日本工営(株)，日本地研(株)， (株)ネクストパブリッシング
（五十音順）
内容：
13:00～13:10 開会挨拶
【第一部 地方自治体の取組】
13:10～13:50 「福岡県域における地理空間情報活用の取組」
古保里 学 （福岡県 企画・地域振興部 情報政策課 企画主幹）
13:50～14:30 「熊本県の取組：『くまもと GP マップ』の紹介」
島田 政次 （熊本県 地域振興部 情報企画課）
14:30～14:40 休憩
【第二部 人材育成】
14:40～15:20 「南九州における、NPO による GIS の啓蒙・啓発及び専門技術者の育成」
山崎 利夫（鹿屋体育大学 ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾌｽﾀｲﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ系 教授，NPO 法人かごしま
GIS・GPS 技術研究所 理事）
15:20～16:00 「大学における GIS 教育・研究と人材育成」
江崎 哲郎（九州大学大学院 工学研究院 教授）
16:00～16:10 休憩
【第三部】パネルディスカッション
16:10～16:50 「地理空間情報高度活用社会実現のための地方自治体・大学の役割について」
コーディネーター：三谷 泰浩（九州大学）、 パネリスト：上記講演者ほか
16:50～17:00 閉会挨拶
17:30～ 懇親会
会費：4000 円 （ただし，GIS 基礎技術研究会会員は 2000 円）
会場：講演会会場近辺 （当日ご案内いたします）

【第３日目】 ～具体的な取組の紹介～

GIS 体験学習（GIS 基礎技術研究会）
会場：九州大学伊都キャンパスウェスト 2 号館 1106 号室（福岡県福岡市西区元岡 744）
開催日： ２００９年１１月７日(土)
時間： 10:10～16:00 （途中，お昼休憩を含む）
主催： GIS 基礎技術研究会
内容： ArcGIS を用いた体験実習
【対象】ArcGIS の基礎的な知識と操作を習得している方
【概要】GIS の空間解析機能を用いて，最適地選定の一連の流れを学習する。
【講師】三谷泰浩（九州大学工学研究院准教授），池見洋明（九州大学工学研究院助教）
【定員】10 名

※ すべての企画において，参加費は無料となっております。
※ 第 1 日目については，事前登録制となっておりますので，ESRI-J の HP で各自参加登録をお願いいた
します。
※ 第２，3 日目については，次ページの参加申込み書にて E メールもしくは FAX にて事務局まで送付くだ
さい。当日参加も受付けますが，懇親会会場の予約の関係がありますので，できれば， 10／30（金）ま
でにご回答お願いします。
※ 3 日目につきましては，コンピュータ数の関係から先着順とさせていただきます。
GIS DAYs in 九州 2009 事務局
(九州大学工学研究院建設デザイン部門)
三谷 泰浩
電話:092-802-3399 Fax:092-802-3396
E-mail：mitani@doc.kyushu-u.ac.jp

GIS-Days in 九州 参加申込み書
※参加日・懇親会は□にチェックを入れてください。
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参加日

□ 参加します

□ 参加しません
参加日

□ 参加します

□ 11 月 6 日
□ 11 月 7 日

□ 参加しません
参加日

□ 参加します

□ 11 月 6 日
□ 11 月 7 日

□ 11 月 6 日
□ 11 月 7 日

□ 参加しません
参加日

□ 11 月 6 日
□ 11 月 7 日

□ 参加します
□ 参加しません
締め切り：１０／３０（金）（懇親会参加者のみ）
GIS DAYs in 九州事務局(九州大学工学研究院建設デザイン部門内)：三谷宛
FAX： ０９２－８０２－３３９６ E-mail: mitani@doc.kyushu-u.ac.jp

