
1．個人会員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5千円／年

2．学生会員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 無料

3．特別会員（教職員・官公庁職員） ‥‥‥‥‥‥ 無料

4．公共団体会員（国、地方公共団体等） ‥‥‥‥ 無料

5．スポンサー企業会員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40万円／年

6．協賛企業会員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30万円／年

7．ユーザー企業会員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20万円／年

8．協力企業会員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5万円／年

 特別会員： 会員制委員会において特別会員としてふ

さわしいと認められた教職員並びに官公

庁職員 

 スポンサー企業会員： 地理空間情報技術に関わる営利事業を実

施している企業 

 協賛企業会員： スポンサー企業会員に準じ地理空間情報

技術に関わる営利事業を実施している企

業 

 ユーザー企業会員： 地理空間情報技術を使う企業や団体であ

り、その販売、サービス等の営利事業を

行っていない組織 

 協力企業会員： GITA-JAPANの趣旨に賛同し、その活

動に協力する小規模企業または地理空間

情報技術を主な事業としていない企業

① GITA－JAPANコンファレンスへの優待参加又は優先参加登

録および講演発表記録の受領。

② 会員価格でのGITA－JAPANコンファレンスの出展。 

③ 地理空間情報技術に関する最新の市場、技術教育情報の受

領。

④ セミナー等への優待参加又は無料参加と講演記録の受領。 

⑤ GITA－JAPANが募集するＧＩＴに関する論文の投稿資格。

⑥ 海外派遣（海外での論文発表）の機会とその支援。

⑦ GITA－JAPANが発行する刊行物の会員価格での購入。

⑧ 会員価格での異業種企業・団体会員との交流会の参加資格。

会　　長  東明 佐久良 大妻女子大学 社会情報学部 学部長

　理事
理　　事  林  春男 京都大学 防災研究所巨大災害研究センター長 教授 

理　　事  柴﨑 亮介 東京大学　空間情報科学研究センター 教授 

理　　事  馬渡 五郎 財団法人道路管理センター  専務理事 

理　　事  西野  明 社団法人日本国土調査測量協会  副会長 

理　　事  久保田 宏明 東京ガス株式会社　執行役員 IT活用推進部長 

理　　事  綾部 雅之 大阪ガス株式会社  情報通信部長  

理　　事  溝畑 靖雄 ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 顧問 

理　　事  大槻 幸一郎 アジア航測株式会社  代表取締役社長

理　　事  山下 弘記 株式会社ゼンリン  執行役員 GIS事業本部長

理　　事  正木 千陽 ESRIジャパン株式会社  代表取締役社長  

理　　事  佐藤 尚秀 寿精版印刷株式会社 取締役 ITソリューション事業部長 

専務理事  宮本 哉ニ GITA-JAPAN 幹事会委員長 

  

　顧問
前会長 伊理 正夫 東京大学名誉教授 

前幹事会委員長 那須 充 アジア航測株式会社 顧問

　組織図
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GITA－JAPANとは

　地理空間情報技術に関わるユーザー、個人、学生、教育研究者、企

業、機関、団体によって構成される、GIS地理空間データ取得、IT及び

その利用等の関連技術の啓蒙・教育、調査・研究、出版・広報、技術交流

等を目的とする非営利団体です。同様の活動を行っている国際的な非

営利団体GEOSPATIAL　INFORMATION　＆　TECHNOLOGY 

ASSOCIATION（略称GITA、地理空間情報技術利用促進協会）の日

本支部でもあり、海外との先進的な情報の交流を行いながら、地理空

間情報関連の先端技術はもとより、その効果的な導入、実務運用・保

守、利用拡大等に関する経験やノウハウについてのセミナー、研究会、

コンファレンス、機器・システム展示、情報交換、技術相談、出版、情報発

信等の活動を行い、その利用促進と発展、さらにはIT時代における社

会生活環境の向上を図ることを目的としています。

　ぜひ皆様に会員としてのご参加をお願い申し上げます。

これまでの主な活動

コンファレンス
 第1回 ホテルラフォーレ東京 平成2年11月15日
  ―――
 第2回 東京プリンスホテル 平成3年9月2～3日
  ―――
 第3回 中央大学駿河台記念館 平成 4年10月28～29日
  AM/FM/GISの最新の動向
 第4回 東京大学山上会館 平成 5年10月18～19日
  AM/FM/GISのパラダイムシフト
 第5回 東京大学山上会館 平成6年11月8～9日
  AM/FM/GISにおけるコラボ レーション
 第6回 東京大学山上会館 平成7年10月4～5日
  AM/FM/GISにおけるクライシスマネージメント
 第7回 神戸国際会議場 平成8年10月15～16日
  行政の情報化とAM/FM/GIS
 第8回 福岡シーホークホテル＆リゾート 平成9年10月13～14日
  ネットワーク社会におけるAM/FM/GIS
 第9回 千葉・幕張メッセ国際会議場 平成10年10月7～8日
  モバイルコンピューティングとAM/FM/GIS
 第10回 大阪国際交流センター 平成11年10月4～5日
  WebMapで広がるAM/FM/GIS
 第11回 東京・測量年金会館 平成12年11月15～17日
  g-ITフロンティア（Scalling Summit）
 第12回 神戸市産業振興センター 平成13年11月6～7日
  GISで推進する21世紀 デジタルコミュニティ
 第13回 川崎市産業振興会館 平成14年11月13～14日
  見えてきた電子自治体
 第14回 東京ガス株式会社本社 平成15年11月5～6日
  危機管理のためのＧＩＳの展開
 第15回 アクロス福岡 平成16年11月9～10日
  ＧＩＳが創る“良か地域社会”
 第16回 名古屋国際会議場 平成17年9月6～7日
  安全・安心な社会をささえるGIT
 第17回 大妻女子大学　千代田キャンパス 平成18年9月5～6日
  Next GIS
 第18回 東京大学山上会館 平成19年11月27～28日
  GIS 2.0
 第19回 東京大学山上会館 平成20年10月28～29日
  GISが主役
 第20回 東京大学山上会館 平成21年9月9～10日
  GISによるリスクマネジメント最前線
 第21回 東京大学山上会館 平成22年9月21～22日
  GIS新時代
 第22回 東京大学山上会館 平成23年9月21～22日
  GISの底力！！

コンサルティング委員会
「防災情報マッシュアップサービス (GDMS) 研究会」の立ち上げ
 ライフライン系企業、
コンテンツホルダー、学
識経験者等を中心に、
防災から復旧・復興に
関わる各種情報の効率
的な共有化の調査・研
究を行う

会員制委員会
「GITA-JAPAN サロン」の開催
地理空間情報技術に関する情報交換
及びGITA-JAPAN 会員相互のコミ
ニュケーションの場の提供

技術委員会
「GITA-JAPAN 論文」の募集
地理空間情報技術の発展・普及を目的とした査読
付き技術論文募集及び優秀者のGITA北米、GITA
オーストラリア/ニュージーランドへの派遣

GITA－INTERNATIONAL（GITA海外支部）
「海外文献等」の翻訳・出版
地理空間情報技術の啓蒙、普及を目的に、海外文献の翻訳等の出版

GITA－JAPANの主な事業

● GITA-INTERNATIONALとの情報交換と人的な交流

● GITA海外支部（GITA北米、GITAオーストラリア／ニュージーラ

ンド）が開催するコンファレンスへの派遣

● GITA-JAPAN コンファレンスの開催（年1回）

● 地理空間情報技術に関する情報交換

　（随時セミナーの開催）

● 地理空間情報技術に関する調査、研究

● 地理空間情報技術に関する海外文献の紹介

 （GITA北米発行のGITAレポート等）

● 地理空間情報技術の啓蒙、普及（広報・出版）


