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１．会議 

1.1 総会（社員総会） 

開催年月日 

場   所 
主 要 議 事 

公益社団法人 

通常社員総会 

2016.5.17 

建築会館ホール 

議案 

第 1号議案 平成 27年度 事業報告 

第 2号議案 平成 27年度 決算報告 

      平成 27年度 監査報告 

第 3号議案 平成 28年度 理事の選任 

第 4号議案 平成 28年度 選挙管理委員会委員の選任 

第 5号議案 平成 28年度 役員候補推薦委員会委員の選任 

第 6号議案 定款の変更 

報告 

第 1号報告 平成 28年度事業計画 

第 2号報告 平成 28年度収支予算 

 

 1.2 理事会 

  

開催年月日 

場   所 
主 要 議 事 

公益社団法人 

第21回 理事会 

2016.4.19 

建築会館 

308会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

第 1号 入会者退会者承認 

第 2号 共催・後援・協賛承認 

第 3号 平成 27年度事業報告（案） 

第 4号 平成 27年度決算（案） 

第 5号 次期理事会理事候補者の選出 

第 6号 次期選挙管理委員会委員候補者の選出 

第 7号 次期役員候補推薦委員会委員候補者の選出 

第 8号 規則・奇蹄類の改定について 

第 9号 公益社団法人日本地震工学会第 4回社員総会議事次第 

報告・懇談事項 

1. 第 20回理事会議事録確認 

2. 会務報告 

3. 会計報告 

4. 事業企画委員会からの報告 

5. 国際委員会からの報告 

6. 会誌編集委員会からの報告 

7. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

8. 大会実行委員会からの報告 

9. 17WCEE招致委員会からの報告 

10. 業務執行理事の業務報告 

11. 南海地震 70年記念シンポジウムについて 

12. 津波避難研究委員会報告会について 

13. 震災対策技術展（大阪）でのブース出展とセミナー開催について 

14. 会員アンケートについて 
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第22回 

2016.6.6 

建築会館 

304 会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

第 1号 入会者退会者承認 

第 2号 委員会委員の委嘱承認 

第 3号 共催・後援・協賛承認 

第 3号 ESG国際シンポジウムの主催について承認 

報告・懇談事項 

1. 第 21回理事会議事録（案）確認 

2. 第 4回社員総会議事録（案）確認 

3. 臨時理事会議事録（案）確認 

4. 平成 28年度活動計画 

5. 平成 28年度予算 

6. 会務報告 

7. 会計報告 

8. 会長特別委員会報告会 実施報告 

9. 広報部会からの報告 

10. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

11. 会誌編集委員会からの報告 

12. 大会実行委員会からの報告 

13. 選挙管理委員会からの報告 

14. 17WCEE招致委員会からの報告 

15. 震災対策技術展大阪 実施報告 

16. 事業企画委員会からの報告 

17. 定款改定を受けた規程類の改定について 

18. 熊本地震の対応について 

19. 南海地震 70周年シンポジウムについて 

第23回 

2016.8.9 

建築会館 

304会議室 

議案 

第 1号 入会者退会者承認 

第 2号 共催・後援・協賛等承認 

第 3号 規程類の改定について 

報告・懇談事項 

1. 第 22回理事会議事録（案）の確認 

2. 会務報告 

3. 会計報告 

4. 広報部会からの報告 

5. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

6. 会誌編集委員会からの報告 

7. 大会実行委員会からの報告 

8. 17WCEE招致委員会からの報告 

9. 論文集編集委員会からの報告 

10. 事業企画委員会からの報告 

11. 選挙管理委員会からの報告 

12. 地震学会との会長懇談会の報告 

13. 地震学会との共催シンポジウムについて 

14. 出前講座実施報告 

15. 2017年地震工学会大会の開催時期・会場について 

16. 役員選挙における推薦人の記載について 

17. 熊本地震への対応について 

18. 次年度総会の日程について 
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第24回 

2016.10.4 

専売ビル 

第一会議室 

 

議案 

第 1号 入退会者承認 

第 2号 共催・後援・協賛等承認 

報告・懇談事項 

1. 第 23回理事会議事録（案）の確認 

2. 会務報告 

3. 会計報告 

4. 【メール審議】地震工学会大会のプログラム案について 

5. 広報部会からの報告 

6. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

7. 会誌編集委員会からの報告 

8. 大会実行委員会からの報告 

9. 17WCEE招致委員会からの報告 

10. 論文集編集委員会からの報告 

11. 事業企画委員会からの報告 

12. 選挙管理委員会からの報告 

13. 会長特別委員会からの報告と設置期間延長について 

14. 2017年地震工学会大会の開催日・会場について 

15. 2018年日本地震工学シンポジウムの委員長について 

16. 2019年地震工学会大会について 

17. 論文賞選考スケジュールについて 

18. 今後の予定について 

第25回 

2016.12.6 

建築会館 

308 会議室 

 

 

 

 

議案 

第 1 号 入退会者承認 

第 2 号 共催・後援・協賛等承認 

第 3 号 理事の分掌変更について 

報告・懇談事項 

1. 第 24 回理事会議事録（案）の確認 

2. 第 10 回正副会長会議報告 

3. 会務報告 

4. 会計報告 

5. 年次大会（2016）収支報告 

6. 広報部会からの報告 

7. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

8. 会誌編集委員会からの報告 

9. 17WCEE 招致委員会からの報告 

10. 論文集編集委員会からの報告 

11. 事業企画委員会からの報告 

12. 地震災害対応委員会からの報告 

13. 出張授業の報告 

14. 理事の辞任について  

15. 内閣府の立入検査について 

16. JAEE のファイルサーバー設置の提案 

17. 「地質地盤情報整備活用推進基本法」について 

18. 功績賞・功労賞の候補について 

19. 2016 年度活動報告、2017 年度活動計画・予算案の作成について 

20. 会員関係規則の改訂について 

21. 次年度理事会体制について 
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第26回 

2017.3.30 

建築会館 

308 会議室 

 

 

議案 

第１号 入退会者承認 

第 2 号 委員会委員の委嘱承認 

第 3 号 共催・後援・協賛等承認 

第 4 号 新規研究委員会の立上げについて 

第 5 号 平成 29 年度事業計画（案） 

第 6 号 平成 29 年度収支予算書（案） 

第 7 号 今年度の表彰について 

第 8 号 論文投稿料の改定について 

報告・懇談事項 

1. 東京工業大学の大型 3 方向加力実験装置計画の賛同について 

2. 第 25 回理事会議事録（案）の確認 

3. 第 11 回拡大正副会長会議報告 

4. 会務報告 

5. 会計報告 

6. 事業企画委員会からの報告 

7. 論文集編集委員会からの報告 

8. 会誌編集委員会からの報告 

9. 国際委員会、地震災害対応委員会からの報告 

10.情報コミュニケーション委員会からの報告 

11.広報部会からの報告 

12.【メール審議】役員候補推薦委員会からの新規委員について承認 

13.理事会のスリム化案について 

14.次期理事会理事候補者の選考について 

15.規程・規則の改定について 

16.会員関係規則の改定について 

17.論文賞細則の改定について 

18.2018 年日本地震工学シンポジウムについて 

19.17WCEE 関連 

20.システム性能評価委員会セミナー開催について 

21.『活断層が分かる本』出版の報告 

22.事務局長の交代について 

23.今後の予定について 

 

□正副会長会議 

 

 

 

2016.11.22 

建築会館 

301 会議室 

議案 

1. 次年度計画・予算策定の方向性に向けて 

2. 学会運営の課題に関する議論 

3. その他確認事項 

2017.3.1 

建築会館 

303会議室 

 

議案 

1. 平成28年度事業報告 

2. 平成28年度収支決算 

3. 平成29年度事業計画 

4. 平成29年度収支予算計画 
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会 合 開催数 

総会（社員総会）1回 

理事会 6回 

正副会長会議 2回 

 

 

□東日本大震災合同調査報告書編集委員会 

8学会合同委員会（設置：日本地震工学会、土木学会、日本建築学会、地盤学会、日本機械学会、 

日本地震学会、日本都市計画学会、日本原子力学会）の経過を以下に報告する。 

 

第 17回 

2016.6.20 

建築会館 

304会議室 

議案 

1. 第 16回東日本大震災合同調査報告書編集委員会議事録の確認 

2. 各学会の進捗状況（土木学会・建築学会） 

3. 総集編の進捗状況 

4. 総集編報告会について 

第 18回 

2016.12.19 

建築会館 

308会議室 

議案 

1. 第 17回東日本大震災合同調査報告書編集委員会議事録の確認 

2. 各学会の進捗状況（土木学会・建築学会） 

3. 丸善出版の販売状況 

4. 総集編刊行記念シンポジウムについて 
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1.3 主要会務 

 

04月 01日（金） ・ JAEE NEWS No.300 配信 

04月 06日（水） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 3 月及び決算報告書精査実施（於 

本会事務所 10時 30分～12時 30分） 

04月 12日（火） ・ 第 6 回 強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会 開催 東委員

長他委員（於 建築会館 305会議室 10時 00分～13時 00分） 

  ・ 17WCEE 招致委員会開催 目黒会長、中埜副会長ほか委員（於 建築会館 301

会議室 14時 00分～16時 00分） 

04月 13日（水） ・ 平成 27年度監事監査会開催 勝俣監事、中村監事、志波副会長、佐藤会計理

事、室野会計理事、副島総務理事、吉見総務理事（於 建築会館 307会議室 15

時 00分～17時 00分） 

 ・ 17WCEE 招致に関する懇談会開催 目黒会長、中埜副会長ほか関係者（於 建

築会館 307会議室 17時 30分～19時 00分） 

04月 14日（木） ・ 熊本県熊本地方で M6.4の地震が発生（21時 26分頃 最大震度 7） 

熊本地震の地震災害対策本部設置 （本部長 目黒会長） 

04月 18日（月） ・ 震災対策技術展実行委員会開催 目黒会長出席（於 建築会館 307会議室 10

時 00分～12時 30分） 

 ・ 防災学術連携体主催熊本地震緊急共同記者会見 目黒会長出席（於 土木学会

会議室 12時 45分～14時 00分） 

04月 19日（火） ・ 大会実行委員会打合せ 甲斐理事・次期委員長ほか（於 本会事務所 15 時

00分～16時 30分） 

04月 19日（火） ・ 第 21回理事会開催 目黒会長、志波副会長、中埜副会長、倉本副会長他理事

（於 建築会館 308会議室 16時 00分～19時 00分） 

04月 22日（金） ・ 第 1 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

15時 00分～17時 00分） 

04月 25日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.5 刊行 

04月 28日（木） ・ JAEE Newsletter 2016年 4月号 (Vol. 5, No. 1, 通算第 14号) 発行 

05月 02日（月） ・ JAEE NEWS No.301 配信 

05月 10日（火） ・ 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会報告会開催 

主 催：本会（津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委

員会） 

日 時：2016年 5月 10日（火） 13:30～17:15 

会 場：工学院大学新宿キャンパス 28階第一会議室 

参加者：46名 

05月 11日（水） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 4 月（於 本会事務所 13 時 30 分

～16時 00分） 

05月 13日（金） ・ 原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 幹事会開催 高田

毅士委員長他（於 電力中央研究所大手町ビル 9時 30分～12時 30分） 

05月 17日（火） ・ 公益社団法人日本地震工学会 第 4回社員総会ならびに贈呈式・講演会 

   日時：2016年 5月 17日（火）14：00～19：00  

   場所：建築会館ホール（東京都港区芝 5丁目 26番 20号） 

05月 20日（金） ・ 拡大総務部会開催 木全副会長、吉見理事、田中理事他元総務理事（於 建築

会館 303会議室 10時 00分～12時 30分） 

05月 25日（水） ・ 原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 開催 高田毅士委

員長他（於 建築会館 301,302会議室 13時 30分～17時 00分） 

05月 26日（木） ・ 第 1回選挙管理委員会開催 長島理事・委員長他委員（於 建築会館 306会議

室 16時 00分～18時 00分） 
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  ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.6 刊行 

05月 27日（金） ・ 会計部会開催 原田理事、長島理事他元会計理事（於 本会事務所 16 時 00

分～17時 00分） 

05月 30日（月） ・ 広報部会開催 中村いずみ理事、高橋理事、入江理事、山口理事、吉見理事

他（於 専売ビル第 1会議室 10時 00分～12時 00分） 

05月 31日（火） ・ 17WCEE 招致委員会開催 目黒会長、中埜副会長他委員（於 建築会館 304 会

議室 14時 00分～16時 00分） 

06月 01日（水） ・ JAEE NEWS No.302 配信 

  ・ 会長特別研究委員会 「首都圏における地震・水害等による複合災害への対応

に関する委員会」最終報告会 開催 

日 時：2016年 6月 1日（水） 10:00～17:30 

場 所：東京電機大学北千住キャンパス 1号館 2階 1204教室 

連 携：SIP 防災⑦-2「首都圏複合災害への対応・減災支援技術」 

参加者：76名 

06月 06日（月） ・ 第 22 回理事会開催 目黒会長、木全副会長、倉本副会長他理事（於 建築会

館 304会議室 17時 15分～20時 00分） 

06月 08日（水） ・ 第 9回 システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会開

催 高田委員長他委員（於 建築会館 306会議室 15時 00分～17時 00分）  

06月 09日（木） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 5 月（於 本会事務所 10 時 30 分

～16時 00分） 

06月 09日（木） ・ 情報コミュニケーション委員会開催 中村いずみ理事・委員長、山口理事・

副委員長他委員（於 建築会館 303会議室 15時 00分～18時 00分） 

06月 17日（金） ・ 第 2 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

10時 00分～12時 00分） 

06月 20日（月） ・ 第 17回 東日本大震災合同調査報告編集委員会 開催 和田章委員長、川島一

彦副委員長、他各団体委員（於 建築会館 304会議室 13時 00分～15時 00分） 

06月 21日（火） ・ 第 1 回出前授業開催 講師：副島紀代前理事（於 東久留米市立中央中学校 

16時 00分～17時 30分 ） 

06月 24日（金） ・ 第 6回理学・工学系学協会連絡協議会全体会議 開催 目黒会長出席 （於 日

本学術会議 会議室 10時 00分～12時 00分）  

  ・ 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会開催 甲斐

委員長他委員（於 日本大学理工学部駿河台キャンパス５号館 15時 00分～

18時 00分） 

  ・ 第 1 回事業企画委員会 中村友紀子理事・委員長、宮腰理事・副委員長他委

員（於 金沢大学南地区 2号館 16時 00分～18時 00分） 

06月 27日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.7 刊行 

06月 30日（木） ・ 日本地震工学会誌 No.28 刊行 

07月 01日（金） ・ JAEE NEWS No.303 配信 

07月 04日（月） ・ 17WCEE 招致委員会打合せ 中埜副会長・副委員長、日本コンベンションサー

ビス西本様ほか（於 東京大学生産技術研究所中埜研究室 16時 00分～17時

00分） 

  ・ 第 2回選挙管理委員会 長島理事・委員長他委員（於 新宿センタービル１８

階会議室 17時 00分～19時 00分） 

07月 08日（金） ・ 論文集編集委員会開催 大堀理事・委員長他委員（於 建築会館 304 会議室 

15時 00分～17時 30分） 

07月 13日（水） ・ 第 7 回強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会開催 東委員長

他委員（於 建築会館 303会議室 13時 00分～16時 00分） 
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07月 14日（木） ・ 第 3 回会誌編集委員会 高橋理事・委員長他委員（於 大崎総合研究所 16

時 30分～18時 30分） 

07月 15日（金） ・ 第 2回メディア交流会開催 

日時：7月 15日(金) 15時 30分～17時 00分  

場所：新宿三井ビル 29階会議室（東京都新宿区） 

企画：事業企画委員会 

参加者：13名 

07月 16日（土） ・ 熊本地震３ヶ月報告会 目黒会長発表（於 日本学術会議講堂 9 時 30 分～

17時 45分） 

07月 21日（木） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 6 月（於 本会事務所 13 時 00 分

～16時 00分） 

07月 23日（土） ・ 2016 年度 日本地震学会・日本地震工学会 会長懇談会 目黒会長、木全副会

長、倉本副会長、吉見理事、田中理事、事務局出席（於 建築会館 303会議室 

15時 00分～17時 00分） 

07月 25日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.8 刊行 

07月 26日（火） ・ 大会実行委員会プログラム編成会議開催 甲斐理事・委員長、秋山理事・副

委員長他委員（於 建築会館 303会議室 16時 00分～19時 00分） 

07月 29日（金） ・ 17WCEE 招致委員会打合せ 目黒会長・委員長、日本政府観光局、日本コンベ

ンションサービス西本様ほか（於 ） 

07月 30日（土） ・ 大会実行委員会開催 甲斐理事・委員長、秋山理事・副委員長他委員（於 高

知工科大学永国寺キャンパス 13時 00分～15時 00分） 

08月 01日（月） ・ JAEE NEWS No.304 配信 

  ・ 次期会長及び監事（2017年 6月から 2年間の任期）役員選挙実施（「正会員」

7月 31日付資格者 1128名に投票依頼状発送） 

08月 02日（火） ・ 第 2回 福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡会開催 目黒会長出席（於 

TKP新橋ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 4A会議室 15時 00分～17時 00分） 

08月 09日（火） ・ 第 23 回理事会開催 目黒会長、木全副会長、中埜副会長他理事（於 建築会

館 304会議室 17時 00分～20時 00分） 

08月 10日（水） ・ 原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 開催 高田毅士委

員長他（於 建築会館 301,302会議室 13時 30分～17時 00分） 

08月 17日（水） ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 建築会館 307会議室 15時 00分～17時 00分） 

08月 25日（木） ・ 第 7回 震災対策技術展開催（08月 25日～08月 26日）  

本会展示出展 （於 AERビル（仙台市青葉区中央 1丁目 3番 1号）） 

  ・ 第 7回「震災対策技術展」東北 セミナー「熊本地震に学ぶ地域防災の価値創

造」開催 

  日時：8月 25日（木）14時 40分～15時 25分 

  場所：AERビル B会場 

  講師：鍵屋一（跡見学園女子大学教授） 

    参加者数：38名 

  ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 7 月（於 本会事務所 15 時 30 分

～17時 00分） 

08月 26日（金） ・ 第 2 回出張講座開催 講師：岩楯敞広 氏（於 千葉県野田市中央公民館 14

時 00分～16時 00分 ） 

08月 29日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.9 刊行 

08月 31日（水） ・ 第 10回 システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会開

催 高田委員長他委員（於 建築会館 302会議室 15時 00分～17時 00分）  

  ・ JAEE Newsletter 2016年 8月号 (Vol. 5, No. 2, 通算第 15号) 発行 
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09月 01日（木） ・ JAEE NEWS No.305 配信 

09月 02日（金） ・ 選挙管理委員会開催 次期会長及び監事選挙開票 長島理事・委員長他委員

（於 専売ビル第 1会議室 15時 00分～18時 00分） 

09月 07日（水） ・ 次期会長及び監事選挙結果報告及びＨＰ告示 

09月 08日（木） ・ 17WCEE 招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長他委員、

関係者（於 東京大学生産技術研究所 B棟西 601 17時 00分～19時 00分） 

09月 12日（月） ・ 第 4 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

10時 00分～12時 00分） 

  ・ 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会開催 甲斐

委員長他委員（於 日本大学理工学部駿河台キャンパス５号館 16時 30分～

19時 10分） 

09月 15日（木） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 8 月（於 本会事務所 14 時 00 分

～16時 00分） 

09月 25日（日）  大会関連行事 高知市周辺の地震防災に関わるサイトをめぐる見学ツアー開

催（種崎地区津波避難センター 桂浜他 11 時 00 分 ～17 時 00 分 参加者 15

名） 

09月 26日（月）  

   ～ AAA               

09月 27日（火） 

・ 第 12回日本地震工学会・大会-2016 開催 

  日 時：09月 26日（月）～27日（火） 

  場 所：高知工科大学永国寺キャンパス 

      （〒780-8515 高知県高知市永国寺町 2番 22号） 

  プログラム：基調講演、横断セッション 

  主 催：日本地震工学会 

  参加者：263名 

09月 26日（月） ・ 事業企画委員会開催 中村友紀子理事・委員長、宮腰理事・副委員長他委員

（於 高知工科大学永国寺キャンパス A326 12時 00分～14時 00分） 

09月 27日（火） ・ 昭和南海地震 70 周年シンポジウム−来たるべき南海トラフ地震への備えを考

える-」開催 

  日 時：9月 27日（火）15時 00分～18時 00分 

  場 所：高知工科大学永国寺キャンパス A104教室     

  主 催：日本地震工学会、日本地震学会 

  参加者：170名 

  ・ 大会実行委員会開催 甲斐理事・委員長、秋山理事・副委員長他委員（於 高

知工科大学永国寺キャンパス A108 18時 00分～18時 30分） 

10月 03日（月） ・ JAEE NEWS No.306 配信 

10月 04日（火） ・ 第 24 回理事会開催 目黒会長、木全副会長、中埜副会長、他理事（於 専売

ビル第 1会議室 16時 00分～19時 00分） 

10月 07日（金） ・ 情報コミュニケーション委員会開催 中村いずみ理事・委員長、山口理事・

副委員長他委員（於 建築会館 303会議室 10時 00分～12時 30分） 

10月 15日（土） ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 東京大学生産技術研究所 目黒研究室 10時 00分～12時 00分） 

  ・ 第 3回出張講座開催 講師：倉本 洋 氏（於 雲雀丘学園中・高等学校（兵庫

県宝塚市）14時 00分～16時 00分 ） 

10月 17日（月） ・ 第 5 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

10時 00分～12時 00分） 

10月 19日（水） ・ 第 4 回出張講座開催（日建連安全委員会・海洋安全研修会） 講師：岩楯敞

広 氏（於 八重洲ＭＩＤビル 14時 00分～15時 30分 ） 
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10月 20日（木） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 9 月（於 本会事務所 13 時 30 分

～16時 00分） 

10月 25日（火） ・ 第 5回出張講座開催（千葉県消防協会安房支部研修） 講師：丸山喜久 氏（於 

館山市コミュニティセンター第１集会室 15時 00分～16時 30分） 

10月 28日（金） ・ 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会開催 甲斐

委員長他委員（於 日本大学理工学部駿河台キャンパス５号館 16時 30分～

18時 30分） 

10月 29日（土） ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 東京大学生産技術研究所 目黒研究室 13時 00分～15時 00分） 

10月 31日（月） ・ 日本地震工学会誌 No.29 刊行 

11月 01日（火） ・ JAEE NEWS No.307 配信 

11月 08日（火） ・ 第 6 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

15時 00分～17時 00分） 

11月 09日（水） ・ 事業企画委員会開催 中村友紀子理事・委員長、宮腰理事・副委員長他委員

（於 防災科学技術研究所 16時 00分～17時 30分） 

11月 10日（木） ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 東京大学生産技術研究所 目黒研究室 13時 00分～15時 00分） 

11月 14日（月） ・ 17WCEE 招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか関係

者（於 日本政府観光局 18時 00分～22時 15分） 

11月 15日（火） ・ 17WCEE 招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか関係

者（於 日本政府観光局 17時 00分～24時 00分） 

11月 17日（木） ・ 第 8 回強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会開催 東委員長

他委員（於 建築会館 302会議室 14時 00分～17時 00分） 

11月 18日（金） ・ 第 11 回 システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会開

催 高田委員長他委員（於 建築会館 302会議室 15時 00分～17時 00分） 

11月 22日（火） ・ 総務部会開催 木全副会長、吉見理事、田中理事（於 本会事務室 14時 00

分～16時 00分） 

  ・ 第 10回正副会長会議開催 目黒会長、木全副会長、勝俣監事、吉見理事、田

中理事、原田理事、長島理事（於 建築会館 301会議室 16時 00分～19時 00

分） 

11月 28日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.10 刊行 

  ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 東京交通会館 10階 日本政府観光局 18時 30分～20時 00分） 

12月 01日（木） ・ JAEE NEWS No.308 配信 

12月 06日（火） ・ 第 25 回理事会開催 目黒会長、木全副会長、中埜副会長、他理事（於 建築

会館 308会議室 16時 00分～19時 00分） 

12月 09日（金） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 11月（於 本会事務所 14時 30分

～16時 30分） 

  ・ 第 4 回選挙管理委員会 長島理事・委員長他委員（於 本会事務所 17 時 00

分～17時 30分） 

12月 11日（日） ・ 第 6回出張講座開催（佐野市民大学講座） 講師：尾上篤生 氏（於 佐野市

中央公民館大ホール 13時 30分～15時 00分） 

12月 16日（金） ・ 原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 開催 高田毅士委

員長他（於 田町スクエアビル会議室 H 13時 30分～17時 00分） 

12月 19日（月） ・ 第 18回 東日本大震災合同調査報告編集委員会 開催 和田委員長、川島副委

員長、他各団体委員（於 建築会館 308会議室 11時 00分～12時 00分） 
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  ・ 「東日本大震災合同調査報告・ 総集編刊行記念シンポジウム」開催 

  日 時：12月 19日(月) 13時 00分～18時 00分  

  場 所：建築会館ホール（東京都港区芝 5丁目） 

  講 師：本田利器（東京大学）他 8名 

  参加者：137名 

12月 26日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.16(2016) No.11 刊行 

12月 28日（水） ・ JAEE Newsletter 2016年 12月号 (Vol. 5, No. 3, 通算第 16号) 発行 

  ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 東大生産技術研究所 B棟 Bw601 14時 00分～16時 00分） 

01月 04日（水） ・ JAEE NEWS No.309 配信 

01月 05日（木） ・ 17WCEE招致委員会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員長ほか委員、

関係者（於 東京交通会館 日本政府観光局 1003 会議室 18 時 00 分～20 時

00分） 

01月 09日（月） ・ 第 16回世界地震工学会議（16WCEE）開幕 

  日 時：2017年 1月 9日～13日 

  場 所：Santiago Metropolitan Region, Chile 

01月 12日（木） ・ 16WCEE 総会に於いて第 17 回世界地震工学会議（2020 年）開催地が投票によ

り日本に決定 

  開催地として立候補していた国：日本（仙台）・インドネシア（バリ 

  島）・ニュージーランド（オークランド）・メキシコ（カンクン） 

01月 13日（金） ・ 第 12 回 システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会開

催 高田委員長他委員（於 建築会館 308会議室 15時 00分～17時 00分） 

01月 17日（火） ・ 第 7 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

14時 00分～16時 00分） 

01月 19日（木） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 12月（於 本会事務所 13時 30分

～16時 00分） 

01月 20日（金） ・ 事業企画委員会開催 中村友紀子理事・委員長、宮腰理事・副委員長他委員

（於 清水建設（株）技術研究所 15時 00分～17時 00分） 

01月 25日（水） ・ 内閣府立入検査実施 

  日 時：1月 25日(水) 10時 00分～17時 00分  

  場 所：建築会館 307会議室 及び本会事務所（東京都港区芝 5丁目） 

  本会対応者：目黒会長、木全副会長、吉見理事、田中理事、原田理事、 

        涌井会計士、事務局 

01月 31日（火） ・ 次期執行部打ち合わせ 福和次期会長候補、木全副会長、吉見理事、田中理

事ほか次期副会長、総務理事（於 建築会館 308会議室 17時 30分～19時 30

分）  

02月 01日（水） ・ JAEE NEWS No.310 配信 

  ・ 情報コミュニケーション委員会開催 中村いずみ理事・委員長、山口理事・

副委員長他委員（於 建築会館 303会議室 15時 00分～18時 00分） 

02月 02日（木） ・ 第 21回震災対策技術展開催（02月 02日～02月 03日）  

本会展示出展 （於 パシフィコ横浜展示ホールＢ） 

  ・ 第 9 回強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会開催 東委員長

他委員（於 建築会館 308会議室 13時 30分～17時 00分） 
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02月 03日（金） ・ 第 7回震災予防講演会「熊本地震に学ぶ首都圏の地震防災」開催 

  主 催：本会  後 援：日本地震学会他 

  日 時：2月 3日（金）13時 00分～16時 30分 

  場 所：パシフィコ横浜・アネックスホール 2階 203会場 

  講 師：武村雅之（名古屋大学減災連携研究センター教授）他 

  参加者：157名 

02月 06日（月） ・ Ｅ－ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ 杭支持建物のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術検証のための振動台実験見学会 

  日 時：2月 6日(月) 13時 30分～16時 45分  

  場 所：防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

  企 画：事業企画委員会 

  参加者：28名 

02月 08日（水） ・ 17WCEE 招致委員会及び祝勝会開催 目黒会長・委員長、中埜副会長・副委員

長ほか委員、関係者（於 建築会館 306会議室 18時 00分～18時 30分） 

02月 13日（月） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 1 月（於 本会事務所 10 時 00 分

～11時 30分） 

02月 15日（水） ・ 論文賞選考委員会開催 中埜副会長・委員長他委員 （於 建築会館 303 会議

室 10時 00分～12時 00分） 

02月 17日（金） ・ 第 8 回会誌編集委員会開催 高橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究所 

10時 00分～12時 00分） 

02月 22日（水） ・ 原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 幹事会開催 林幹

事他（於 建築会館 302会議室 18時 00分～20時 00分） 

02月 27日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.17(2017) No.1 刊行 

02月 28日（火） ・ 日本地震工学会誌 No.30 刊行 

  ・ 総務会計部会開催 木全副会長、吉見総務理事、田中総務理事、原田会計理

事、長島会計理事（於 建築会館 303会議室 10時 00分～13時 00分） 

03月 01日（水） ・ JAEE NEWS No.311 配信 

  ・ 第 11回正副会長会議開催 目黒会長、木全副会長、中埜副会長、吉見理事、

田中理事、原田理事、長島理事（於 建築会館 306 会議室 16 時 00 分～19 時

00分） 

03月 03日（金） ・ メール審議 発議 

議案：役員候補推薦委員会の新委員候補 5名及び予備 2名 

発議：長島理事 

決議：2017年 3月 16日 

03月 07日（火） ・ 原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 開催 高田毅士委

員長他委員（於 田町スクエアビル会議室Ｄ 13時 30分～17時 00分） 

  ・ 第 13 回 システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会開

催 高田一委員長他委員（於 建築会館 303会議室 15時 00分～17時 00分） 

  ・ 第 3 回各種構造物の津波荷重の体系化に関する研究委員会開催 有川委員長

他委員（於 建築会館 307会議室 15時 00分～18時 00分） 

  ・ 第 7 回出張講座開催（平成２８年度毒物劇物製造業・輸入業講習会「プラン

ト施設の地震被害と耐震工学の動向」 ）講師：古屋 治 氏（於 千葉市民会

館小ホール 14時 00分～15時 30分） 

03月 13日（月） ・ 奥山恵美子仙台市長に 17WCEE招致決定の報告および表敬 目黒会長、中埜副

会長（於 仙台市役所 15時 30分～16時 00分） 

03月 23日（木） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 2 月（於 本会事務所 10 時 30 分

～12時 30分） 

03月 30日（木） ・ 第 26 回理事会開催 目黒会長、木全副会長、中埜副会長、他理事（於 建築

会館 308会議室 16時 00分～19時 00分） 
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２．日本地震工学会・大会2016 

1.日時：2016 年 9 月 26 日（月）～27 日（土） 

2.会場：高知工科大学 永国寺キャンパス（高知県高知市永国寺町 2 番 22 号） 

3.内容： 

① 開会式 

   司会：甲斐芳郎（高知工科大学） 

尾﨑正直（高知県知事）、磯部雅彦（高知工科大学学長）、目黒公郎（東京大学） 

② 特別セッション（津波） 

コーディネーター：有川太郎（中央大学） 

講演：松冨英夫（秋田大学）、庄司学（筑波大学）、浅井竜也・中埜良昭（東京大学）、 

木原直人（電力中央研究所）、奥野峻也（構造計画研究所）、鴫原良典（防衛大学校） 

大家隆行（パシフィックコンサルタンツ）、長谷部雅伸（清水建設） 

③ 特別セッション（原子力） 

コーディネーター：高田毅士（東京大学） 

講演：村松健（東京都市大学）、古屋治（東京電機大学）、中村晋（日本大学）、 

坂本成弘（大成建設）、山田博幸（電力中央研究所） 

④ 特別セッション（避難） 

コーディネーター：後藤洋三（開発虎ノ門コンサルタント） 

講演：佐藤翔輔（東北大学）、照本清峰（関西学院大学）、青井真（防災科学技術研究所） 

鍵屋一（跡見学園女子大学）、酒井浩一（高知県） 

⑤ オーラルセッション （熊本地震） 

司会：田村和夫（千葉工業大学） 

⑥ 英語セッション 

司会：田川浩（広島大学） 

⑦ ポスターセッション 162 件 

⑧ 技術展示 12社 

第一コンサルタンツ、㈱勝島製作所、白山工業㈱、配水用ポリエチレンパイプシステム協会、

ESRIジャパン、技研製作所、日本ニューメリカルアルゴリズムズグループ、アンカーアセッ

トマネジメント研究会、空撮ジャパン、㈱不動テトラ、㈱ミツトヨ、㈱大林組 

  ⑨ 見学ツアー 9月 25日（日）開催 参加者 19名 

 行 先：種崎地区津波避難センター、桂浜（稲荷神社）、高知海岸、五台山展望台 

⑩ 交流会 50名 

4.参加者数    263名（学生参加者数 81名） 

5.実行委員会 

委員長 甲斐芳郎（高知工科大学） 

副委員長 秋山充良（早稲田大学） 

幹事 宮本慎宏（香川大学） 

委員 有川太郎（中央大学）、池田雄一（高知工業高等専門学校）、 

岡崎太一郎（北海道大学）、岡崎慎一郎（香川大学）、 清田 隆（東京大学）、 

後藤洋三（開発虎ノ門コンサルタント）、近藤伸也（宇都宮大学）、佐藤智美（清水建設）、 

高田毅士（東京大学）、田川 浩（広島大学）、田村和夫（千葉工業大学）、 

原 忠（高知大学）、三浦奈々子（京都工芸繊維大学）、源 貴志（徳島大学） 

森 伸一郎（愛媛大学）、山中 稔（香川大学） 
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３．表彰関係 

 

3.1 平成 28年度 日本地震工学会功績賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

濱田政則 

（早稲田大学名誉教授） 
地震工学分野での実務・研究・教育への貢献 

防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究

センター 

世界最大の 3次元振動台の整備と運用による地震工

学および地震防災の進歩と発展に対する貢献 

 

3.2 平成 28年度 日本地震工学会功労賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

副島紀代 

（株式会社 大林組技術研究所） 

2014年6月～2016年5月の2年間 総務理事を務め，

公益法人として適格な学会活動の基盤づくりに尽力し

学会の発展と事業の推進に多大な貢献をした。 

伊藤敬幹 

（仙台市副市長） 

WCEEの日本招致活動に多大な貢献をされた。 

 

 

3.3 平成 28年度 日本地震工学会感謝状受賞者 

受賞者 表彰業績 

磯部雅彦 

（高知工科大学学長） 

高知に於ける日本地震工学会大会-2016 の開催の

成功に大きく貢献された 

 

3.4 平成 28年度 日本地震工学会論文賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

天池文男（竹中工務店技術研究所）、 

小林喜久二（竹中工務店技術研究所） 

論文題目： 

見かけ入射角を考慮したスペクトルインヴァージ

ョン解析法 

掲載巻号： Vol. 16 (2016), No. 9, pp. 9_33-9_45 

津野靖士（鉄道総合技術研究所）、 

山中浩明（東京工業大学）、翠川三郎（東

京工業大学）、地元孝輔（東京工業大学）、 

宮腰寛之（JR東日本研究開発センター）、

佐口浩一郎（東京工業大学）、酒井慎一（東

京大学地震研究所）、三宅弘恵（東京大学

地震研究所）、纐纈一起（東京大学地震研

究所） 

論文題目： 

2011 年東北地方太平洋沖地震の東京湾西岸部に於

ける周期 2～3秒の強震動生成要因 

掲載巻号： Vol. 16 (2016), No. 4, pp. 4_35-4_51 
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3.5  平成 28年度 日本地震工学会論文奨励賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

杉野 未奈 

（京都大学大学院工学研究科建築学専攻） 

論文題目： 

2016年熊本地震における益城町の建物被害の分析 

（第 16巻 第 10号、2016年 1月掲載） 

坂井 公俊 

（鉄道総合技術研究所鉄道地震工学研究

センター） 

論文題目： 

地盤全体系の強度指標の提案とその簡易推定法に

関する検討 

（第 15巻 第 7号、2015年 12月掲載） 

 

3.6  平成28年度 日本地震工学会大会優秀発表賞 

受賞者 発表題目 

毎田悠承 

（千葉大学） 

地震時における損傷制御のために鋼製ダンパーを 

用いた RC 造方立壁の有効活用に関する実験研究 

山崎義弘 

（東京工業大学） 

木質系平面異種混構造の変位モード予測法 

 

山室涼平 

（京都大学） 

2016 年熊本地震における建物被害 

小寺祐貴 

（気象庁気象研究所) 

平成 28 年熊本地震に対する緊急地震速報の発表

状況および IPF 法・PLUM法のシミュレーション 

井上雅志 

（株式会社エイト日本技術開発) 

2016 年熊本地震における西原村の災害対応と教訓 

 

Xin WANG 

 (Tohoku University) 

Changes of Dynamic Parameters Before and After 

Aseismic Reinforcement 

坂井公俊 

（鉄道総合技術研究所） 

地盤全体系の強度を考慮した表層地盤による最大

加速度増幅率の高精度化の試み 
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４．会誌・JAEE NEWSLETTER・ニュース配信 

4.1 会誌 

日本地震工学会誌３冊 2016年6月、2016年10月、2017年2月 

総ページ数 160頁   2016年6月発行/60頁、2016年10月発行/58頁、2017年2月発行/42頁 

発行部数 5,100部 

 

2016年6月 №28号 

新年度の挨拶／目黒 公郎 

特集：東北地方太平洋沖地震5周年「震災復興と地震・津波対策技術（その２）」 

 海と緑と太陽との共生・海浜新都市の創造を目指して 

  ～岩手県陸前高田市の復興に関する現地レポート～／高橋郁夫 

 官民一体となった誇りと愛着のもてるまちづくり 

  〜宮城県女川町の復興に関する現地レポート〜／岩城麻子、佐藤 健 

 東日本大震災を受けて実施した東京消防庁の防災関連施策について／五十嵐慶太 

 市街地の液状化対策について／安田 進 

 日本海溝海底地震津波観測網（S-net）／金沢敏彦 

 防災教育はどこまで進んだか／平田京子 

 震災を踏まえた災害医療の発展と課題／横内光子 

シリーズ：温故知新 〜未来への回顧録〜 

 耐震工学から端を発して／中田愼介 

学会ニュース： 

 第４回社員総会ならびに各賞贈呈式・受賞記念講演及び特別講演会報告／藤川 智、澤田純男 

研究委員会報告： 

 第20回震災対策技術展（横浜）併催セミナー「命を守る避難の課題─災害時交通モニタリング 

と避難シミュレーションの最前線─」開催報告／後藤洋三 

 第6回震災予防講演会 開催報告「箱根火山を考える─自然の恵みと災害のはざまで─」 

／川辺禎久  

 首都圏における地震・水害等による複合災害への対応に関する委員会報告／久田嘉章 

 津波等の突発大災害からの避難の課題と対策に関する研究委員会報告／後藤洋三 

学会の動き： 

 行事 会員・役員の状況 出版物在庫状況 ご寄附のお願い 

 

2016年10月 №29号 

巻頭言：特集「2016年熊本地震」について／高橋 郁夫 

特集：2016年熊本地震 

 2016年熊本地震の地震断層調査からみえた課題／吉見雅行 

 2016年熊本地震の強震動／重藤迪子、神野達夫 

 木造住宅の被害とその分析／五十田博 

 平成28年熊本地震による道路橋の被害／松田泰治、山尾敏孝、葛西 昭 

 2016年熊本地震におけるライフラインの被害および復旧状況／丸山喜久、能島暢呂 

 平成28年熊本地震による液状化被害／若松加寿江、先名重樹 

 2016年熊本地震による斜面災害／釜井俊孝 
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 熊本地震初期対応における各種災害情報の共有／臼田裕一郎 

 2016年熊本地震による企業活動への影響に関する調査報告／梶谷義雄、多々納裕、小田 正、

宮野英樹、柿本竜治、藤見俊夫、吉田 護 

特別寄稿： 

 地震工学の「知」を社会と共有するために～ある災害記者の経験から～／入江さやか 

シリーズ：温故知新 〜未来への回顧録〜 

 努力には何かが付いてくる、こともある／後藤洋三 

学会ニュース： 

 日本地震工学会・大会－2016報告／宮本慎宏 

 第１回防災推進国民大会「大規模災害への備え～過去に学び未来を拓く」開催報告／ 

 目黒公郎、佐藤 健 

追悼文： 

 中田愼介先生を偲んで／甲斐芳郎 

 

2017年2月 №30号 

緊急報告： 

 16WCEEの総会で17WCEEの開催地が仙台市に決定／目黒公郎 

特集：ここまで来た数値シミュレーション 

 特集「ここまで来た数値シミュレーション」について／高橋郁夫 

 統合地震シミュレーションの現状と将来／堀 宗朗 

 沈み込み帯巨大地震発生シナリオの数値シミュレーション／堀 高峰 

 津波災害研究における数値シミュレーション／越村俊一 

 免震構造の極限挙動シミュレーション／菊地 優 

 ３次元地震応答シミュレーション技術を活用した原子力施設の地震リスク評価手法の高度化 

への取り組み／西田明美 

 複合災害避難シミュレーションによる大都市避難の問題点 ─火災避難と帰宅困難現象を 

事例として─／廣井 悠 

シリーズ：温故知新 〜未来への回顧録〜 

 地震防災工学から気の向くままに歩んで防災に至る／北浦 勝 

学会ニュース： 

 東日本大震災合同調査報告総集編 刊行記念シンポジウム開催報告／本田利器 

 5th IASPEI / IAEE International Symposium: 

 Effects of Surface Geology on Seismic Motionへの出展および参加、次回日本開催の報告 

 ／津野靖士、松島信一、東 貞成 

 第16回世界地震工学会議(16WCEE)報告／鹿嶋俊英 

追悼文： 

 Vitelmo V. Bertero先生のご逝去を悼む（1923年5月9日〜2016年10月24日）／和田 章 

 

4.2 JAEE NEWSLETTER刊行 

JAEE NEWSLETTER   第5巻第1号刊行 2016年4月 

JAEE NEWSLETTER   第5巻第2号刊行 2016年8月 

JAEE NEWSLETTER   第5巻第3号刊行 2016年12月 
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4.3 ＪＡＥＥニュース配信 

号数 発信日 

JAEE NEWS No.300 2016/04/01 

臨時配信 報告会開催案内（避難の課題と対策に関する研究委員会） 2016/04/19 

臨時配信 【日本地震工学会】第４回社員総会開催のお知らせ 2016/04/22  

臨時配信 JAEE NEWSLETTER第 14号刊行のお知らせ 2016/04/28 

JAEE NEWS No.301 2016/05/02  

臨時配信 報告会開催案内（首都圏における複合災害委員会） 2016/05/09  

臨時配信 新規研究委員会 委員公募のお知らせ 2016/05/25 

JAEE NEWS No.302 2016/06/01 

臨時配信 選挙管理委員会より（2016 年役員選挙のご案内） 2016/06/01 

臨時配信 年次大会・論文投稿サイト開設のお知らせ 2016/06/14 

JAEE NEWS No.303 2016/07/01  

臨時配信 日本学術会議アンケートへの協力のお願い 2016/07/01 

臨時配信 選挙管理委員会からのお知らせ 2016/07/12 

JAEE NEWS No.304 2016/08/01  

臨時配信 会員名簿の更新についてのお願い 2016/08/03 

臨時配信 弘前大学教員公募のお知らせ 2016/08/03 

臨時配信 選挙管理委員会からのお知らせ 2016/08/10  

臨時配信 熊本地震に伴う断層等の見学の際の地元配慮について 2016/08/19 

臨時配信 選挙管理委員会からのお知らせ 2016/08/23 

臨時配信 JAEE NEWSLETTER 第 15号刊行のお知らせ 2016/08/31  

JAEE NEWS No.305 2016/09/01  

臨時配信 高知大会見学ツアーのご案内  2016/09/06 

臨時配信 土木学会地震工学委員会第 2回研究会開催案内  2016/09/13 

臨時配信 強震動予測 第 16回講習会のお知らせ 2016/09/15 

臨時配信 昭和何回地震 70周年シンポジウム開催案内  2016/09/23 

JAEE NEWS No.306 2016/10/03  

JAEE NEWS No.307 2016/11/01  

JAEE NEWS No.308 2016/12/01  

臨時配信 17WCEE招致活動のご報告とご協力のお願い 2016/12/26  

臨時配信 アンケート調査 ご協力のお願い 2016/12/27 

臨時配信 JAEE NEWSLETTER 第 16号刊行のお知らせ 2016/12/28 

JAEE NEWS No.309 2017/01/04 

臨時配信 第 7 回震災予防講演会のご案内 2017/01/10 

臨時配信 E-ディフェンス見学会のご案内 2017/01/20 

臨時配信 第 17回世界地震工学会議(17WCEE)仙台開催決定 2017/01/23 

JAEE NEWS No.310 2017/02/01 

臨時配信 熊本地震・一周年報告会のご案内 2017/02/10 

JAEE NEWS No.311 2017/03/01  
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５．学術振興 

 5.1 日本地震工学会論文集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻 号 発行年月 掲載題数 

第 16巻 
第 5号 特集号「巨大都市における地震・水害等による複合災

害対策の現状と課題」 
2016年 04月 14題 

第 16巻 第 6号 2016年 05月 1題 

第 16巻 第 7号「英文号」 2016年 06月 5題 

第 16巻 第 8号 特集号「第 14回日本地震工学シンポジウム」その 4 2016年 07月 13題 

第 16巻 第 9号 2016年 08月 8題 

第 16巻 第 10号 2016年 11月 9題 

第 16巻 第 11号「英文号」 2016年 12月 4題 

第 17巻 第 1号 2017年 02月 6題 

http://www.jaee.gr.jp/stack/submit-j/v07n05/index.html
http://www.jaee.gr.jp/stack/submit-j/v07n05/index.html
http://www.jaee.gr.jp/stack/submit-j/v07n05/index.html
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６．委員会活動 

 6.1 会務関係 

   ・正副会長会議 

・総務部会 

   ・会計部会 

・会員部会 

・広報部会 

   ・将来構想委員会 

   ・選挙管理委員会 

   ・役員候補推薦委員会 

   ・地震災害対応委員会 

 6.2 表彰関係 

   ・表彰委員会 

   ・功績賞・功労賞選考委員会 

   ・論文賞選考委員会 

    ・論文奨励賞選考委員会 

 6.3 情報関係 

   ・情報コミュニケーション委員会 

・会誌編集委員会 

 6.4 学術関係 

   ・論文集編集委員会 

・国際委員会 

   ・IAEE事務局支援委員会 

・17WCEE招致委員会 

 6.5 事業関係 

   ・事業企画委員会 

   ・大会実行委員会 

 6.6 調査研究関係 

   ・研究統括委員会 

・システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会 

・強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会 

・断層問題に関する理工学合同委員会 

・各種構造物の津波荷重の体系化に関する研究委員会 

・原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 

・津波等の突発大災害からの非難における諸課題に対する工学的検討手法及びその活用に関す

る研究委員会 

・東日本大震災合同調査報告書編集委員会（本会編集・幹事学会編集） 

《会長特別委員会》 

・地域の災害レジリエンスの評価指標開発と政策シミュレーション研究委員会 

6.7 共催団体関係委員会 

・防災学術連携体（日本学術会議 47学会参加） 

・東日本大震災合同調査報告書編集委員会(8学会) 
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6.1 会務関係 

委員会名 

委員長名 

委員数  （平成29年3月31日現在） 

会合数 

電子媒体

会合含   

事業概要 

正副会長会議 

目黒公郎会長、 

木全宏之副会長、中埜良昭副会長、 

吉見雅行総務理事、田中宏司総務理

事、原田健二会計理事、長島一郎会

計理事 

委員 7名 

2回 

他ﾒｰﾙ審議 

会務運営に関する重要事項の検討 

・通常総会の議案の検討 

・予算・事業計画の方針の検討 

・名誉会員候補者選出 

・功績賞、功労賞、論文賞、論文奨励賞、 

スペシャルアドバイザー選出 

・公益法人定款、規則等の検討 

総務部会 

吉見雅行総務理事 

田中宏司総務理事 

委員 2名 

2回 

他ﾒｰﾙ審議 

会務運営に関する連絡調整、決算、予算、役

員分掌に関する事項 

・社員総会（通常、臨時）の運営 

・理事会、正副会長会議の運営 

・事務局体制の整備 

・受託研究受入れ体制の整備 

・定款、規則、規程の整備 

・その他、学会運営に関する庶務 

会計部会 

原田健二会計理事 

長島一郎会計理事 

委員 2名 

 

 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

財務全般、収支予算・決算管理に関する事項 

・収支決算の立案 

・収支予算の立案 

・予算管理月報の管理、理事会への報告 

・監事監査会実施 

・公益法人に関わる会計資料の作成 

会員部会 

室野剛隆理事 

田中宏司理事 

原田健二理事 

委員 3名 

 

WG等2回 

他ﾒｰﾙ審議 

会員の身分、入退会、管理に関する事項 

・会員情報管理（入退会ほか） 

・会費未納者対策 

・会員会費に関する検討 

・法人会員の勧誘施策の検討 

・会員入会パンフレット作成 

・名誉会員および功績賞候補の推薦 

・その他会員に関わる諸施策の検討・実施 

広報部会 

入江さやか理事 

山口 亮 理事 

中村いずみ理事 

高橋郁夫理事 

委員 4名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

広報に関する事項 

・公益社団法人として社会への貢献をより 

推進するため、戦略的な情報発信を目的 

とする。 

・当学会の活動や関連分野の調査・研究成 

果等を目的に応じて効果的に発信するた 

めの検討を行う。 

将来構想委員会 

木全宏之副会長・委員長 

委員 3名 

2回 本会活動の活発化のための方策に関する事項 

当会の将来構想策定に資する討議 

・財政基盤の確立 

・他学会との連携 

・公益性確保等に対する方策案・課題抽出 
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選挙管理委員会 

長島一郎理事・委員長 

委員 4名 

 

 

 

4回 

 

役員選挙の管理・運営所管に関する事項 

・監事候補選挙の実施計画策定 

・選挙公示、投票案内 

・立候補者提出書類の受理 

・投票用紙印刷、発送、回収 

・開票、次期監事候補選出 

・選挙結果の報告、公開 

役員候補推薦委員会 

清野純史委員長 

委員 10名 

2回 

 

役員選挙における候補者推薦に関する事項 

・会長、監事候補者選出 

地震災害対応委員会（常置） 

楠浩一理事・委員長 

委員 3名 

3回 

 

国内外の大地震発生時における災害調査支

援、情報収集支援、調査報告会開催、各学会

調査の調整、突発災害調査費申請支援 

・地震情報の収集と関係者への配信 

・地震災害発生時の会員一斉メール及びウェ

ブサイトでの情報配信 

 

6.2 表彰関係 

表彰委員会 

目黒公郎会長・委員長 

委員 各賞選考委員長 4名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

業績の表彰の募集および選考にかかる業務 

功績賞選考委員会 

目黒公郎会長・委員長 

委員 7名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

功績賞候補者選考 

・平成 28年度功績賞候補選考 

・同候補者推薦書作成及び理事会付議 

功労賞選考委員会 

目黒公郎会長・委員長 

委員 3名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

功労賞候補者選考 

・平成 28年度功労賞候補選考 

・同候補者推薦書作成及び理事会付議 

論文賞選考委員会 

中埜良昭副会長・委員長 

委員 7名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

論文賞候補者選考 

・平成28年度論文賞受賞者候補1件の選考 

・同候補者推薦書作成及び理事会付議 

 

6.3 情報関係 

情報コミュニケーション委員会 

中村いずみ理事・委員長 

委員 8名 

3回 

他ﾒｰﾙ審議 

1.ウェブサイトの管理・運営に関する事項 

2.会員への情報発信に関する事項 

・サーバーの管理 

・ウェブページの更新 

・JAEE Newsletterの発刊（4,8,12月） 

・JAEE News 配信（月 1回） 

会誌編集委員会 

高橋郁夫理事・委員長 

委員 12名 

8回 

他ﾒｰﾙ審議 

会報「日本地震工学会誌」を編集・発行し、

会員および学会外へ情報発信に関する事項 

・会誌第28号、第29号、第30号の編集・発行 
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6.4 学術関係 

論文集編集委員会 

大堀道広理事・委員長 

委員 21名 

1回 

WG等1回 

論文集編集の編集及び発刊 

・定期論文集の発刊（5,8,11,2月） 

・英文号の発刊（6,12月） 

・特集号「大地震から巨大都市をどう守るの

か」の発刊（4月） 

・特集号「第 14 回日本地震工学シンポジウ

ム特集号その 4」（7月） 

・scholar oneの運用 

・論文奨励賞候補者の選考と推薦 

国際委員会 

楠浩一理事・委員長 

委員 5名 

1回 

 

海外並びに海外会員への情報発信と情報交

流 

・英文ウェブページでの情報発信 

・英文ウェブページの改訂準備 

・JAEE Newsletterへの英文記事寄稿 

・海外及び外国人会員に対する情報発信 

・海外会員の入会促進とその継続性強化のた

めの方策検討 

IAEE事務局支援委員会 

楠浩一理事・委員長 

委員7名 

5回 

他ﾒｰﾙ審議 

IAEE 事務局の活動支援 

NPO 国際地震工学会の記録維持、刊行物の

印刷配布、役員・理事・各国代表との連絡調

整、協議を実施 

17WCEE招致委員会 

目黒公郎会長・委員長 

中埜良昭副会長・副委員長 

委員17名 

委員会16回 

他ﾒｰﾙ審議 

 

17WCEE（2020年）開催を日本に招致するため

の各種準備の実施 

・招致パンフレットの作成 

・NCEE、ECEE、ACEE、14JEES等 地震工学国

際会議における17WCEEの日本誘致活動 

・16WCEEにおいて日本（仙台）開催決定。 

 

6.5 事業関係 

大会実行委員会 

甲斐芳郎理事・委員長 

委員19名 

7回 

 

日本地震工学会年次大会の企画・運営・実施 

・第12回年次大会（2016）開催  

9月26日・27日 

事業企画委員会 

中村友紀子理事・委員長 

委員 13名 

 

6回 

他ﾒｰﾙ審議 

会員をはじめとする研究者・技術者・一般市

民等への講演会・展覧会・見学会等の企画と

実施 

・「講演会」「講習会」「見学会」「セミナー」

の企画・開催 

・新規事業企画の検討 
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6.6 調査研究関係 

研究統括委員会 

中埜良昭副会長・委員長 

委員 4名 

ﾒｰﾙ審議 

 

地震工学分野の調査・研究の進展と国内外へ

の還元 

・各研究委員会設立、目的達成のための活

動に対する評価、助言、指導 

・各研究委員会の活動活発化の支援 

・委員会成果報告会実施の積極的推進 

・海外での地震発生時における地震災害対

応委員会のサポート 

強震動評価のための表層地盤モデ

ル化手法研究委員会 

東貞成委員長 

委員 17名 

4回 

他ﾒｰﾙ審議 

様々な手法による表層地質・地盤のモデル化

手法を比較検討して実用的な表層地盤のモ

デル化手法の提案を目指す 

・表層地盤モデル化方法の既往研究の整理 

・ＥＳＧ研究特集号の企画 

・表層地盤モデル化研究に関する研究会開催 

システム性能を考慮した産業施設

諸機能の耐震性評価研究委員会 

高田 一委員長 

委員 16名 

5回 

 

地震時復旧曲線ならびに対策の優先順位の

評価方法の開発、利用促進 

・委員からのサプライチェーンの地震時復旧

曲線の研究報告を初回に実施し、その後

は、委員会の報告書の作成、ならびに次年

度開催予定の委員会報告について、討議と

具体的作業を実施した。 

断層問題に関する理工学合同委員

会 

國生剛治委員長 

委員 5名 

3回 

 

（公社）地盤工学会と（一社）日本応用地質

学会との合同委員会として理工学分野の研

究者・技術者が断層問題について提言や刊行

物等を協力して作成する。 

・2016年9月 『活断層が分かる本』を刊行。 

各種構造物の津波荷重の体系化に

関する研究委員会 

有川太郎委員長 

委員 14名 

3回 

 

各種構造物に作用する津波荷重に関し東日

本大震災を受けて実施された実験や数値計

算による知見を整理し体系化する。 

 

原子力発電所の地震安全の基本原

則に関わる研究委員会 

高田毅士委員長 

委員 50名 

4回 

（WG14回） 

地震安全に関わる基本原則を明らかにし、原

子力発電所の安全確保の実践の研究を行う。 

津波等の突発大災害からの避難に

おける諸課題に対する工学的検討

手法およびその活用に関する研究

委員会 

甲斐芳郎委員長 

委員 33名 

4回 避難に対する工学的で合理的な検討を行い、

その検討結果の実社会での活用を促す。 

東日本大震災合同報告書編集委員

会  

川島一彦副委員長 

委員 5名 

2回 

他ﾒｰﾙ審議 

東日本大震災合同報告書編集委員会（8学会） 

との連絡調整 
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会長特別委員会 

地域の災害レジリエンスの評価指

標開発と政策シミュレーション研

究委員会 

目黒公郎委員長 

委員 18名 

6回 地域の防災力/レジリエンス力に関する評価

手法の確立とリスク・コントロールの制度設

計や地域レジリエンス政策モデルのあり方

を示す。 

 

6.7 共催団体関係委員会 

防災学術連携体（本会他47学会参

加） 

和田 章代表幹事（日本学術会議） 

目黒公郎幹事（日本地震工学会） 

本会他47学会参加委員 

 防災減災・災害復興に関する学会ネットワー

ク 

 

東日本大震災合同調査報告書編集

委員会（8学会） 

和田 章委員長 

川島一彦副委員長 

他8学会参加委員 

2回 

他ﾒｰﾙ審議 

東日本大震災合同調査報告書編集委員会（8

学会）調査報告書「総集編」刊行（12/19） 

 

 

７．地震対応本部 

名称 

本部長名 

部員数 

 

結成・解散 

 

概要 

熊本地震地震災害対策本部設置 

目黒公郎本部長 

本部員8名 

2016.04.14

結成 

2016年4月14日に発生した熊本地震に対し地

震災害対策本部を設置。地震災害対応委員会

委員長である楠浩一理事が、4月23日より24

日まで現地調査を実施 
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8．事業報告  講習会・講演会・セミナー・シンポジウム・見学会等 

8.1 事業企画委員会 企画 

名称 期日 会場 講師 参加者 

第 2回メディア交流会 2016.07.15 新宿三井ビル

ディング 

 13名 

第 3 回震災対策技術展大阪・学

会展示 

2016.06.02

～03 

コングレコン

ベンションセ

ンター（大阪） 

 展示参加

者多数 

第 7 回震災対策技術展東北・学

会展示 

2016.08.25

～26 

AER ﾋﾞﾙ  展示参加

者多数 

Ｅ－ディフェンス 杭支持建物

のモニタリング技術検証のため

の振動台実験見学会 

2017.02.06 防災科学技術

研究所 兵庫

耐震工学研究

センター 

 43名 

第 21回震災対策技術展・学会展

示 

2017.02.02

～03 

パシフィコ横

浜・展示ホール 

 展示参加

者多数 

第 7 回震災予防講演会「熊本地

震に学ぶ首都圏の地震防災」 

2017.02.03 横浜国際平和

会議場（パシフ

ィコ横浜）） 

武村雅之（名古屋大

学）他 2名 

140名 

 

 

8.2 調査研究委員会 企画 

名称 期日 会場 講師 参加者 

津波等の突発大災害からの避難

の課題と対策に関する研究委員

会報告会開催 

2016.05.10 工学院大学新

宿キャンパス 

会議室 

中川和之（時事通信

社）他 3名 

46名 

会長特別研究委員会 「首都圏に

おける地震・水害等による複合

災害への対応に関する委員会」

最終報告会  

連 携：SIP 防災⑦-2「首都圏

複合災害への対応・減災支援技

術」 

2016.06.01 東京電機大学

北千住キャン

パス 1号館 2階

1204教室 

安田進（東京電機大

学）他15名 

76名 

第 3 回震災対策技術展（大阪）

併設セミナー「熊本地震に学ぶ

地域防災の価値創造」 

2016.06.03 コングレコン

ベンションセ

ンターC 会場

（大阪） 

鍵屋一（跡見学園女

子大学） 

83名 

第 7 回「震災対策技術展」東北 

セミナー「熊本地震に学ぶ地域

防災の価値創造」 

2016.08.25 AERビル B会場 鍵屋一（跡見学園女

子大学） 

38名 

「東日本大震災合同調査報告・ 

総集編刊行記念シンポジウム」 

2016.12.19 建築会館ホー

ル 

本田利器（東京大学）

他8名 

137名 

http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
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8.3 災害対応委員会 

 

熊本地震３ケ月 報告会 2016.07.16 日本学術会議

講堂(東京) 

目黒公郎（東京大

学）他 

 

 

8.4 出張講座 

依頼先 期日 講師 場所 参加者 

第 1回出前授業開催 

東久留米市立中央中学校 

2016.06.21 副島紀代前理

事 

東久留米市立中央中

学校 

約 30名 

第 2回出張講座開催 

野田氏中央公民館 

2016.08.26 岩楯敞広 氏 千葉県野田市中央公

民館 

約 100名 

第 3回出張講座開催  

雲雀丘学園中・高等学校（兵庫

県宝塚市） 

2016.10.15 倉本 洋 氏 雲雀丘学園中・高等

学校（兵庫県宝塚市） 

19名 

第 4回出張講座開催 

日建連安全委員会・海洋安全研

修会 

2016.10.19 岩楯敞広 氏 八重洲ＭＩＤビル 

 

約 80名 

第 5回出張講座開催 

千葉県消防協会安房支部上級

幹部研修 

2016.10.25 丸山喜久 氏 館山市コミュニティ

センター第１集会室 

約 80名 

第 6回出張講座開催 

佐野市民大学講座 

2016.12.11 尾上篤生 氏 佐野市中央公民館大

ホール 

約 100名 

第 7回出張講座開催 

平成 28 年度毒物劇物製造業・

輸入業講習会「プラント施設の

地震被害と耐震工学の動向」  

2017.03.07 古屋 治 氏 千葉市民会館小ホー

ル 

約 120名 

 

8.5 本会共催事業 

名称 共催団体 開催期日 会場 

昭和南海地震 70 周年シンポジ

ウム−来たるべき南海トラフ地

震への備えを考える-」開催 

 

日本地震学会 2016.09.27 高知工科大学永国寺

キャンパス 

日本地震学会「強震動予測－そ

の基礎と応用」第 16回講習会 

日本地震学会 2016.12.7 東京工業大学田町キ

ャンパス（東京） 

 

http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/04/21/6431/
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8.6 本会後援・協賛事業（2016年4月～2017年3月の理事会承認） 

 

＜後援＞ 

名称 主催学協会 開催期日 会場 

「鉄骨置屋根構造の耐震診

断・改修の考え方」講演会 

一般社団法人 日本建

設技術高度化機構 

2016.5.12 建築会館ホール 

第3回「震災対策技術展」大阪 「震災対策技術展」大

阪 実行委員会 

2016.6.2～3 

 

コングレコンベンショ

ンセンター（大阪） 

平成28年熊本地震 地震被害調

査結果 速報会 

土木学会 地震工学委

員会 

2016.4.27 東京大学 武田先端知

ビル  武田ホール 

総合工学シンポジウム2016 日本学術会議 総合工

学委員会 

2016.7.20 日本学術会議講堂 

第7回「震災対策技術展」東北 「震災対策技術展」東

北 実行委員会 

2016.8.25～

26 

AERビル 

第36回地震工学研究発表会 土木学会 地震工学委

員会 

2016.10.17

～18 

発表会：金沢歌劇座 

見学会：2007年能登半

島地震の被災地 

第4回 首都防災ウィーク 首都防災ウィーク実行

委員会 

2016.9.1～7 東京都横網町公園・東

京都慰霊堂（東京） 

東日本大震災5周年シンポジウ

ム 

公益社団法人 地盤工

学会 東北支部 

2016.10.06 仙台市シルバーセンタ

ー交流ホール 

第44回地盤震動シンポジウム

「2016年熊本地震で何が起き

たか」 

日本建築学会 2016.12.02 建築会館ホール 

第21回「震災対策技術展」横浜 「震災対策技術展」横

浜 実行委員会 

2017.2.2～3 横浜国際平和会議場

（パシフィコ横浜） 

地盤・耐震工学入門講習会 公益社団法人 地盤工

学会 

2016.12.08 地盤工学会大会議室

（東京） 

地盤の動的解析－基礎理論か

ら応用まで－講習会 

公益社団法人 地盤工

学会 

2017.01.26 地盤工学会大会議室

（東京） 

「防犯防災総合展 in KANSAI 

2017」 

防犯防災総合展実行委

員会、テレビ大阪株式

会社 

2017.6.8～9 インテックス大阪（大

阪） 

構造工学フロンティア国際会

議 

東京工業大学 2017.3.17 東京工業大学すずかけ

台キャンパス 

2016年熊本地震1周年報告会 土木学会 地震工学委

員会 

2017.4.26 九州大学医学部 百年

講堂大ホール 
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＜協賛＞ 

名称 主催学協会 開催期日 会場 

2016 年度 計算力学（CAE 技

術者）資格認定事業 

日本機械学会 2016.9.10・

9.17・12.10 

各会場（東京工業大学、

名古屋大学、近畿大学

ほか） 

計算力学技術者 2 級（振動分

野の有限要素法解析技術者）

認定試験対策講習会 

日本機械学会 2016.10.15 

2016.10.30 

東京工業大学大岡山キ

ャンパス（東京）愛知

工業大学本山キャンパ

ス（名古屋） 

ＪｐＧＵ－ＡＧＵ共同大会

2017 

公益社団法人 日本地

球惑星科学連合 

2017.5.20～

25 

幕張メッセ （千葉） 

第 5 回中部ライフガード

TEC2017～防災・減災・危機

管理展～ 

名古屋国際見本市委員

会 

2017.5.18～

19 

ポートメッセなごや

（名古屋） 

安全工学シンポジウム 2017 
日本学術会議総合工学

委員会 

2017.7.5～7 日本学術会議講堂およ

び会議室 

九州ライフガード TEC～防

災・減災・危機管理展～ 

名古屋国際見本市委員

会 

2017.9.20～

21 

グランメッセ熊本(予

定） 

第 15 回「運動と振動の制御」

シンポジウム 

日本機械学会 2017.8.29～

9.1 

愛知大学 豊橋キャン

パス（豊橋） 

第 30 回計算力学講演会 
日本機械学会 2017.9.16～

18 

近畿大学東大阪キャン

パス 

 

９．国際交流事業 

9.1 国際交流事業（ＩＡＥＥ支援） 

    1  NPO国際地震工学会の記録維持 

2  理事会、総会の議事録の作成配布 

3  刊行物の印刷配布 

4  ワールドリストの作成 

5  会計報告書の作成、会計書類の管轄 

6  ウェブページの維持管理 

7  その他 役員、理事、各国代表との連絡調整、協議運営 

 

 9.2 17WCEE関連 

  ≪16WCEE(チリ：1/9～13)での招致活動≫ 

  ・16WCEE会場にJapan Boothを設営し招致活動を展開（01/09～12）。 

  ・チリ日本大使公邸にてJapan Nightを開催（1/11）。 

  ・IAEE General Assembly（1/12）にてNational Delegates40か国の投票の結果、第1回投票 

で過半数21票を獲得し仙台開催が決定。 
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１０．建策・進言・要望・提言 

  本年度は特になし 

 

１１．学会出版物発行 

 11.1 会誌 

2016.06.30 日本地震工学会誌Ｎｏ．28 

2016.10.31 日本地震工学会誌Ｎｏ．29 

2017.02.28 日本地震工学会誌Ｎｏ．30 

 

11.2 梗概集 

2016.09.26 日本地震工学会大会―2016梗概集（ＤＶＤ） 

 

 11.3 報告書・資料集 

2017.02.03 第 7回震災予防講演会「熊本地震に学ぶ首都圏の地震防災」資料 

 

 11.4 書籍 

2016.09. 活断層が分かる本 
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１２．会員数の動向 

 12.1 会員数移動                  （2016年4月1日～2017年3月31日） 

     種 別 

適 用 
名誉会員 正会員 学生会員 合計 法人会員 

会員数（前年度）  29 1124 106 1259 108 

入会  +47 +43 +90 +1 

転格  +10 -10 0  

名誉会員へご昇格    0  

復活  +5 +2 +7  

退会（含 ご逝去）  -54 -27 -81 -1 

会員資格停止  -16 -20 -36 0 

会員数（本年度）  29 1116 94 1239 108 

増減 0 -8 -12 -20 0 

 

 12.2 名誉会員  平成29年5月19日現在（名誉会員29名） 

公益社団法人日本地震工学会定款第 3章会員第 5条第 3項で、第 1項の(1)(2)(3)の３種の会員とは

別に、当法人の目的達成に多大の貢献をした者、又は地震工学あるいは地震防災に関する学術・技

術教育の進歩発展に功績顕著な者に、社員総会の議決を経て、名誉会員の称号を贈ることができる。 

 

名誉会員 推挙年順（五十音順・敬称略） 

2006年推挙 篠塚正宣、柴田 碧、山田善一、吉見吉昭 

2008年推挙 青山博之、石原研而、和泉正哲、太田 裕、岡田恒男、柴田明徳、伯野元彦 

2010年推挙 岩﨑敏男、入倉孝次郎、小谷俊介、片山恒雄、亀田弘行、北川良和、後藤洋三、 

鈴木浩平、土岐憲三 

2012年推挙 工藤一嘉、大町達夫、濱田政則 

2013年推挙 家村浩和、河村壮一、鈴木祥之、 Stephen A. Mahin 

2015年推挙 久保哲夫、川島一彦 

2017年推挙予定  國生剛治、原 文雄、安田 進、吉田 望、若松加寿江、和田 章 
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１３．監事監査会に関する事項 

実施年月日 監査項目 実施場所 

2016.4.13 
1.平成27年度事業報告の監査 

2.平成27年度収支決算書の監査 

建築会館 

307会議室 

 

１４．会計・税理士定期監査に関する事項 

実施年月日 監査項目 実施場所 

2016.04.06 1.日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検

査 

2.平成27年度決算書作成 

本会事務所 

05.11 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

06.09 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

07.21 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

08.25 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

09.15 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

10.20 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

11.25 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

12.09 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

2017.01.19 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

02.13 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

03.23 

 

1.日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検

査 

2.平成29年度予算書作成 

本会事務所 
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15. 規則・規程類の改定 

下記の規則・規程類について理事会にて改定の審議を行い，承認された。 

 

◆平成 27 年度に行った①国際研究発表会実施委員会の廃止，②優秀論文発表賞→優秀発表賞への名

称変更，③年次大会→大会への表記統一，④広報部会の新設，⑤「個人」の定義の明確化（「学生」

は「個人」に含まれる）に伴い，関連する規則・規程を下記の通り改定するものとする。 

また，あわせてフォーマットの統一ついても実施するものとする。 

 

（１）公益社団法人 日本地震工学会 一般規則（2016 年 4 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

第２章 事業 

（電子広報、講演会等） 

第３条 この法人は、定款第４条に掲げる地震工学

および地震防災に関する学術・技術・教育の進歩

発展をはかり、地震災害の軽減に貢献するため、

次の事業を行う。 

（(1)～(4) 省略） 

(5) 次に掲げる業績の表彰 

イ) 論文集における論文賞、論文奨励賞 

ロ) 年次大会における優秀論文発表賞 

ハ) 功績賞、功労賞 

ニ) 感謝状 

（(6)～(8) 省略） 

 

第２章 事業 

（電子広報、講演会等） 

第３条 この法人は、定款第４条に掲げる地震工学

および地震防災に関する学術・技術・教育の進歩

発展をはかり、地震災害の軽減に貢献するため、

次の事業を行う。 

（(1)～(4) 省略） 

(5) 次に掲げる業績の表彰 

イ) 論文集における論文賞、論文奨励賞 

ロ) 年次大会における優秀発表賞 

ハ) 功績賞、功労賞 

ニ) 感謝状 

（(6)～(8) 省略） 

 

第２章 事業 

（年次大会、日本地震工学シンポジウム、国際シン

ポジウムの開催） 

第４条 この法人は、原則として、毎年１回以上、

全国より会員の参集を求めて大会、および国際シ

ンポジウムを開催し、会員の研究発表その他目的

達成に必要な行事を行う。但し、日本地震工学シ

ンポジウムを催す年はこの限りではない。 

（第 2項 省略） 

 

第２章 事業 

（大会、日本地震工学シンポジウムの開催） 

 

第４条 この法人は、原則として、毎年１回以上、

全国より会員の参集を求めて大会を開催し、会員

の研究発表その他目的達成に必要な行事を行う。

但し、日本地震工学シンポジウムを催す年はこの

限りではない。 

（第 2項 省略） 
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（２）公益社団法人 日本地震工学会 ウェブサイト管理運用規程（2016 年 4 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

（別紙） 

ウェブサイトに係る関係委員会等（表） 

ページ 行事・催し物 

内容  日本地震工学会国際シンポジウム 

担当  国際研究発表会実施委員会 

 

内容  日本地震工学会年次大会 

担当  大会実行委員会 

 

ページ 投稿・応募 

内容  日本地震工学会国際シンポジウム 

担当  国際研究発表会実施委員会 

 

内容  日本地震工学会年次大会 

担当  大会実行委員会 

 

ページ 地震情報 

内容  各地震 

担当  地震災害対応委員会 

３学会地震被害調査連絡会 

 

（別紙） 

ウェブサイトに係る関係委員会等（表） 

ページ 行事・催し物 

（項目の削除） ＊2行分あり 

 

 

内容  日本地震工学会大会 

担当  大会実行委員会 

 

ページ 投稿・応募 

（項目の削除）  

 

 

内容  日本地震工学会大会 

担当  大会実行委員会 

 

ページ 地震情報 

内容  各地震 

担当  地震災害対応委員会 

６学会地震被害調査連絡会 

 

 

◆フォーマットの修正例（大会規程の例）  

現  行  規  程 改  正  規  程 

第１条（総則） 定款第 4 条第 1 項第 2 号に定める

研究発表会（以下「大会」とする。）の実施について

は、この規程の定めるところによる。 

 

（総則）  

第１条 定款第 4条第 1項第 2号に定める研究発表

会（以下「大会」とする。）の実施については、こ

の規程の定めるところによる 
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（３）公益社団法人 日本地震工学会 理事会規則（2016 年 4 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

第 6 章 理事および監事の業務 

（個別事項） 

第３０条 総務理事、会計理事、会員理事、学術理

事、情報理事、事業理事、調査研究担当理事は各

項に示す業務を行うものとする。 

（第 2項～第 5項 省略） 

６ 情報理事は、会員に地震工学およびその周辺の学

術や技術等に関する情報提供を行ってコミュニケ

ーションを促進させること、本学会の活動を広く

一般に公表することを行う。学会誌の発行、JAEE 

NEWSLETTERの発行、JAEEニュースの配信、Webの

管理を行う。会誌編集委員会、情報コミュニケー

ション委員会の委員長と副委員長、論文賞選考委

員会の委員となること。 

７ 事業理事は、大会、国際シンポジウム、講習会に

関する事項、地震工学の普及のための刊行事業、

その他地震工学に関する啓発活動を行う。事業企

画委員会、優秀論文発表賞選考委員会の委員長、

大会実行委員会の委員長と副委員長となること。

（第 8項～第 9項 省略） 

 

第 6 章 理事および監事の業務 

（個別事項） 

第３０条 総務理事、会計理事、会員理事、学術理

事、情報理事、事業理事、調査研究理事は各項に

示す業務を行うものとする。 

（第 2項～第 5項 省略） 

６ 情報理事は、会員に地震工学およびその周辺の学

術や技術等に関する情報提供を行ってコミュニケ

ーションを促進させること、本学会の活動を広く

一般に公表することを行う。学会誌の発行、JAEE 

NEWSLETTERの発行、JAEEニュースの配信、Webの

管理を行う。広報部会の部会長、会誌編集委員会、

情報コミュニケーション委員会の委員長、論文賞

選考委員会の委員となること。 

７ 事業理事は、大会、講習会に関する事項、地震工

学の普及のための刊行事業、その他地震工学に関

する啓発活動を行う。事業企画委員会、優秀発表

賞選考委員会の委員長、大会実行委員会の委員長

と副委員長となること。 

（第 8項～第 9項 省略） 
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（４）公益社団法人 日本地震工学会 表彰規程（2016 年 4 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

（論文賞および論文奨励賞） 

第６条 論文賞は、原則として、表彰年の前年の 10

月31日から2年前までの期間に日本地震工学会論

文集に地震工学および地震防災に関する論文を発

表し、独創的な業績を挙げ、これが地震工学およ

び地震防災における学術・技術の進歩、発展に顕

著な貢献をなしたと認められる論文の著者である

個人または大学等に在籍する学生に授与する。た

だし、候補論文は単一の論文とする。 

２．論文奨励賞は、原則として、表彰年の前年の 10

月31日から2年前までの期間に日本地震工学会論

文集に地震工学および地震防災に関する論文を発

表し、優れた研究により地震工学および地震防災

の分野で顕著な業績をあげたと認められた若手研

究者で、受賞者の年齢が受賞年の４月１日現在で

満 35 歳以下の個人または大学等に在籍する学生

に授与する。ただし、候補論文は候補者が筆頭著

者の単一の論文を原則とする。 

 

（論文賞および論文奨励賞） 

第６条 論文賞は、原則として、表彰年の前年の 10

月31日から2年前までの期間に日本地震工学会論

文集に地震工学および地震防災に関する論文を発

表し、独創的な業績を挙げ、これが地震工学およ

び地震防災における学術・技術の進歩、発展に顕

著な貢献をなしたと認められる論文の著者である

個人に授与する。ただし、候補論文は単一の論文

とする。 

２．論文奨励賞は、原則として、表彰年の前年の 10

月31日から2年前までの期間に日本地震工学会論

文集に地震工学および地震防災に関する論文を発

表し、優れた研究により地震工学および地震防災

の分野で顕著な業績をあげたと認められた若手研

究者で、受賞者の年齢が受賞年の４月１日現在で

満 35歳以下の個人に授与する。ただし、候補論文

は候補者が筆頭著者の単一の論文を原則とする。 

 

（優秀発表賞） 

第７条 優秀発表賞は、大会に論文を著者として投

稿、発表し、優れた発表を行った若手研究者で、

開催年度末時点で満 35 歳以下の個人または大学

等に在籍する学生に授与する。 

 

（優秀発表賞） 

第７条 優秀発表賞は、大会に論文を著者として投

稿、発表し、優れた発表を行った若手研究者で、

開催年度末時点で満 35 歳以下の個人に授与す

る。 

 

（５）公益社団法人 日本地震工学会 論文奨励賞細則（2016 年 4 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

（受賞対象） 

第２条 本賞の対象は、受賞年の 4月 1日において

満 35 歳以下の個人および大学等に在籍する学生

で、日本地震工学会論文集に論文として発表した

ものとする。 

（第 2項～第 3項 省略） 

 

（受賞対象） 

第２条 本賞の対象は、受賞年の 4月 1日において

満 35歳以下の個人で、日本地震工学会論文集に論

文として発表したものとする。 

 

（第 2項～第 3項 省略） 
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（６）公益社団法人 日本地震工学会 優秀発表賞細則（2016 年 4 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

（受賞対象） 

第２条 本賞の対象は、以下のすべての条件を満足

する者とする。 

２．大会に著者として論文投稿し、大会において発

表した個人および大学等に在籍する学生 

３．大会開催年度の３月３１日時点において、満 35

歳以下の個人および大学等に在籍する学生 

 

（受賞対象） 

第２条 本賞の対象は、以下のすべての条件を満足

する者とする。 

２．大会に著者として論文投稿し、大会において発

表した個人 

３．大会開催年度の３月３１日時点において、満

35歳以下の個人 

 

 

◆旅費等支払い細則（2016年 4月 19日改定） 

・第 4条 

【改定前】 

第４条 片道６０Km 以上１００Km 以内の近地からの交通費は次のとおりとする。 

片道６０Km 以内の交通費は支給しない。 

【改定後】 

第４条 近地からの交通費は次のとおりとする。 

  ２．片道６０Km 以上１００Km 以内の交通費は実費を支給する。 

  ３．片道６０Km 以内の交通費は支給しない。 

 

 

◆規則・規程類の改定について（2016年 8月 9日改定） 

 

担当理事の名称表記の統一（例：総務担当理事→総務理事），番号の振り間違えや 

誤字脱字等の軽微な修正について以下の通り実施するものとする。 

 

・ 公益社団法人日本地震工学会 会員規則 

① 目番号の追加（第６条，第８条） 

・公益社団法人日本地震工学会 名誉会員推挙に関する細則 

① ○担当理事→○○理事（「担当」の削除）（第３条） 

・公益社団法人日本地震工学会 財産管理運用規則 

 ①○○担当理事→○○理事（「担当」の削除）（第８条，第９条） 

② １条の修正 

・公益社団法人日本地震工学会 地震災害積立金規程 

① 番号等表記の修正（第２条） 

・公益社団法人日本地震工学会 運営積立金規程 

① 番号等表記の修正（第２条） 

・公益社団法人日本地震工学会 総会規則 

 ①総会議決事項を定款の変更に合わせて修正（第２条） 

② 番号等表記の修正（第 16 条） 

・公益社団法人日本地震工学会 理事会規則 

 ①業務執行理事の定義を定款の変更に合わせて修正（第 16 条，第 22～24 条，第 29 条） 

 ②会長の代行の廃止について定款の変更に合わせて修正（第 16 条，第 25 条，第 27 条） 
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 ③執行理事→業務執行理事に表記を統一（第 19 条） 

 ④「借り入れ」→「借入」に表記を統一（第 16 条） 

 ⑤表記の簡素化・統一化（第 26 条，第 28 条） 

 ⑥副会長の業務の明確化（第 27 条） 

⑦理事の担当業務の追記（第 3 項：会計理事の会計責任者に関する事項，第 5 項：学術理事

の国際対応に関する事項，第 9 項：「その他」の追加） 

・公益社団法人日本地震工学会 地震災害対応活動に関する規程 

① ○担当理事→○○理事（「担当」の削除）（第５条） 

・公益社団法人日本地震工学会 表彰規程 

① 番号等表記の修正（第１条） 

・公益社団法人日本地震工学会 功績賞細則 

 ①項番号等表記の修正（第１条，第６条） 

② ○担当理事→○○理事（「担当」の削除）（第６条） 

・公益社団法人日本地震工学会 功労賞細則 

① 番号等表記の修正（第１条，第５条） 

・公益社団法人日本地震工学会 論文賞細則 

 ①項番号等表記の修正（第１条，第６条，第７条，第８条） 

 ②会計部会担当理事→会計理事（第６条） 

② 査研究（研究統括）担当副会長→調査研究担当副会長（第６条） 

・公益社団法人日本地震工学会 論文奨励賞細則 

① 番号等表記の修正（第１条，第６条） 

・公益社団法人日本地震工学会 優秀発表賞細則 

① 番号等表記の修正（第１条，第４条） 

・公益社団法人日本地震工学会 スペシャルアドバイザー制度規程 

① 番号等表記の修正（第１条，第４条） 

・公益社団法人日本地震工学会 大会規程 

① 番号等表記の修正（第９条） 
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１６．役員 

平成 28 年度 公益社団法人 日本地震工学会役員一覧 

2017.3.31 

役 職 氏 名 （ 所    属 ） 

会長 ※目黒 公郎 東京大学生産技術研究所 都市基盤安全工学国際研究センター 

副会長 木全 宏之 高圧ガス保安協会 高圧ガス部 

副会長 ※中埜 良昭 東京大学生産技術研究所 基礎系部門 

理事（総務） ※吉見 雅行 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 

理事      
（総務・会員） 

田中 宏司 NTTアクセスサービスシステム研究所 

理事      
（会計・会員） 

※原田 健二 （株）不動テトラ 地盤事業本部 技術部 

理事（会計） 長島 一郎 大成建設（株）技術センター 建築技術研究所 

理事（会員） ※室野 剛隆 （公財）鉄道総合技術研究所 鉄道地震工学研究センター  

理事（学術） ※大堀 道広 福井大学附属国際原子力工学研究所 

理事（学術） ※楠  浩一 東京大学地震研究所 災害科学系研究部門 

理事（情報） ※高橋 郁夫 防災科学技術研究所 レジリエント防災・減災研究推進センター  

理事（情報） ※中村 いずみ 防災科学技術研究所 兵庫耐震工学研究センター 

理事（情報） 山口 亮 損害保険料率算定機構リスク業務部火災・地震リスクグループ 

理事（事業） ※甲斐 芳郎 高知工科大学 システム工学群  

理事（事業） 秋山 充良 早稲田大学 創造理工学社会環境工学科 

理事（事業） ※中村 友紀子 千葉大学大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻 

理事（事業） 宮腰 淳一 清水建設（株） 技術研究所 

理事（広報） 入江 さやか 日本放送協会 放送文化研究所 メディア研究部 

監事 ※勝俣 英雄 （株）大林組 技術研究所 

監事 ※中村  晋 日本大学 工学部土木工学科 

※   ：平成 27 年 5 月 22 日～平成 29 年 5 月 19 日 
無印 ：平成 28 年 5 月 17 日～平成 30 年総会終了時まで 
 
 
 
 
 
 
 

資料 16-01 
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１７．組織図
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１８． 平成２８年度 日本地震工学会委員会委員名簿 

将来構想委員会 

委員長 木全宏之（高圧ガス保安協会） 

（任期：平成 28年 5月 18日～平成 30年 5月 31日） 

委員 目黒公郎（東京大学） 

（任期：平成 26年 9月 4日～平成 29年 5月 19日） 

吉見雅行（産業技術総合研究所） 

（任期：平成 28年 5月 18日～平成 29年 5月 19日） 

 

地震災害対応委員会 

委員長 楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

委員 木全宏之（高圧ガス保安協会），片岡正次郎（国土技術政策総合研究所） 

（任期：平成 28年 5月 18日～平成 30年 5月 31日） 

 

地震被害調査関連学会連絡会 

 楠 浩一（日本地震工学会・日本建築学会・東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

 木全宏之（日本地震工学会・高圧ガス保安協会） 

 片岡正次郎（日本地震工学会・国土技術政策総合研究所） 

（任期：平成 28年 5月 18日～平成 30年 5月 31日） 

 高橋良和（土木学会・京都大学），壁谷澤寿海（日本建築学会・東京大学地震研究所）， 

 三村 衛（地盤工学会・京都大学），加藤愛太郎（日本地震学会・名古屋大学）， 

 藤田 聡（日本機械学会・東京電機大学），古屋 治（日本機械学会・東京電機大学） 

 

情報コミュニケーション委員会 

委員長 中村いずみ（防災科学技術研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

副委員長 山口亮（損害保険料率算出機構） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

委員 近藤伸也（宇都宮大学），村上正浩（工学院大学），田川 浩（広島大学） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 多幾山法子（首都大学東京），高浜勉（構造計画研究所），千葉一樹（東急建設） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

  

会誌編集委員会 

委員長 高橋郁夫（防災科学技術研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

委員 大渕 正博（竹中工務店），桜井朋樹（ＩＨＩ），  

 平井 敬（名古屋大学），徳永 英（エーオンベンフィールドジャパン株式会社）  

（任期：平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

 岩城麻子（防災科学技術研究所），佐藤大樹（東京工業大学），関口 徹（千葉大学）， 

 田中浩平（鉄道総合技術研究所），西田明美（日本原子力研究開発機構）， 

 丸山喜久（千葉大学） 

（任期：平成 27年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

 佐藤 健（東北大学） 

（任期：平成 27年 4月 1日～平成 29年 6月 30日） 
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国際委員会 

委員長 楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

委員 小檜山雅之（慶應義塾大学），東畑郁生（東京大学），横井俊明（建築研究所） 

 田川 浩（広島大学） 

（任期：平成 27年 6月１日～平成 29年 5月 31日） 

 

ＩＡＥＥ事務局支援委員会 

委員長 楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

副委員長 岡崎太一郎（北海道大学） 

委員 高橋良和（京都大学），芳村学（首都大学東京），横井俊明（建築研究所）， 

 斉藤大樹（豊橋技術科学大学），倉田真宏（京都大学） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 

日本地震工学会大会実行委員会 

委員長 甲斐芳郎（高知工科大学） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

副委員長 秋山充良（早稲田大学） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

幹事 宮本慎宏（香川大学） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

委員 有川太郎（中央大学），池田雄一（高知工業高等専門学校）,岡崎太一郎（北海道大学），  

 岡崎慎一郎（香川大学）, 清田 隆（東京大学），後藤洋三（開発虎ノ門コンサルタント），  

 近藤伸也（宇都宮大学），佐藤智美（清水建設）, 高田毅士（東京大学），  

 田川 浩（広島大学），田村和夫（千葉工業大学），原 忠（高知大学），  

 三浦奈々子（京都工芸繊維大学），源 貴志（徳島大学）, 森 伸一郎（愛媛大学）， 

 山中 稔（香川大学） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 

17WCEE招致委員会 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

（任期：平成 26年 1月 1日～平成 29年 1月 31日） 

副委員長 中埜良昭（東京大学） 

（任期：平成 26年 1月 1日～平成 29年 1月 31日） 

幹事 堀宗朗（東京大学），福和伸夫（名古屋大学），今村文彦（東北大学） 

委員 高橋良和（京都大学），越村俊一（東北大学），三宅弘恵（東京大学）， 

 清田 隆（東京大学），古屋 治（東京電機大学），岡崎太一郎（北海道大学）， 

 真田靖士（大阪大学），藤田香織（東京大学）,小檜山雅之（慶應義塾大学） 

（任期：平成 26年 1月 1日～平成 29年 1月 31日） 

顧問 川島一彦（東京工業大学），安田 進（東京電機大学），山崎文雄（千葉大学） 

（任期：平成 26年 1月 1日～平成 29年 1月 31日） 

 

研究統括委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

（任期：平成 28年 12月 6日～平成 29年 5月 19日） 

委員 大堀道広（福井大学），楠 浩一（東京大学地震研究所），中村友紀子（千葉大学） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 29年 5月 19日） 
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強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会 

（平成 26年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

委員長 東 貞成（電力中央研究所） 

副委員長 松島信一（京都大学防災研究所） 

幹事 津野靖士（鉄道総合技術研究所） 

委員 山中浩明（東京工業大学），川瀬 博（京都大学防災研究所），植竹富一（東京電力），大

井昌弘（防災科学技術研究所），清木隆文（宇都宮大学），王寺秀介（中央開発）， 

 片岡正次郎（国土技術政策総合研究所），長瀬雅美（応用地質），池浦友則（鹿島建設）， 

 岩田知孝（京都大学防災研究所），横井俊明（建築研究所），南雲秀樹（東電設計）， 

 早川 崇（清水建設），金田一広（竹中工務店） 

 

システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会 

（平成 26年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

委員長 高田 一（横浜国立大学） 

幹事 中村孝明（篠塚研究所） 

委員 新谷真功（福井大学），古屋 治（東京電機大学），吉川弘道（東京都市大学）， 

 植竹富一（東京電力），大嶋昌巳（千代田化工建設），大谷章仁（IHI），境茂樹（安藤・間），

静間俊郎（篠塚研究所），三浦耕太（大林組），服部尚道（東急建設），馬場啓輔（NJS），

鳥澤一晃（鹿島建設） 

オブザーバー  副島紀代（大林組），望月智也（篠塚研究所） 

 

断層問題に関する理工学合同委員会 

（平成 24年 6月 10日～平成 29年 3月 31日） 

委員長 國生剛治（中央大学） 

副委員長 大塚康範（応用地質） 

副委員長 堀宗朗（東京大学） 

幹事長 谷 和夫（東京海洋大学） 

アドバイザー 末岡 徹（大成建設） 

 

各種構造物の津波荷重の体系化に関する研究委員会 

（平成 27年 6月 1日～平成 30年 3月 31日） 

委員長 有川太郎（中央大学） 

副委員長 長谷部雅伸（清水建設），鴫原良典（防衛大学） 

幹事 木原直人（電力中央研究所） 

委員 松冨英夫（秋田大学），奥田泰雄（国土技術政策総合研究所），庄司学（筑波大学）， 

 舘野公一（鹿島建設），玉田崇（いであ），中埜良昭（東京大学），池谷毅（鹿島建設）， 

 大家隆行（パシフィックコンサルタンツ），奥野峻也（構造計画研究所）， 

 浅井竜也（東京大学） 

 

原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 

（平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

委員長 高田毅士（東京大学） 

副委員長 成宮祥介（関西電力） 

幹事 飯島唯司（日立ＧＥニュークリア・エナジー），伊神和忠（三菱重工業）， 

 糸井達哉（東京大学），梅木芳人（中部電力），大鳥靖樹（電力中央研究所）， 

 神谷昌伸（日本原子力発電），神保雅一（東芝），高田 孝（原子力研究開発機構） 

 林健太郎（関西電力），藤本 滋（神奈川大学），古屋 治（東京電機大学）， 

 美原義徳（鹿島建設），牟田 仁（東京都市大学） 
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委員 有田誠二（三菱重工業），安中 正（東電設計），飯田 晋（東北電力）， 

 井上哲也（伊藤忠テクノソリューションズ），内山泰生（大成建設）， 

 金戸俊道（東京電力），北山和宏（首都大学東京），楠 浩一（東京大学）， 

 小林哲朗（電源開発），酒井俊朗（電力中央研究所），佐藤浩章（電力中央研究所） 

 庄司 学（筑波大学），白井英士（関西電力），鈴木純也（中部電力）， 

 高橋容之（鹿島建設），田中浩平（鉄道総合技術研究所），田村伊知郎（中国電力）， 

 坪田正紀（構造計画研究所），中村いずみ（防災科学技術研究所），中村 晋（日本大学），

中村隆夫（大阪大学），西田明美（原子力研究開発機構），野元滋子（関西電力）， 

 原口龍将（三菱重工業），前田匡樹（東北大学），鈎 忠志（関西電力）， 

 松岡真二（三菱重工業），松山尚典（応用地質），森 伸一郎（愛媛大学）, 

山田博幸（電力中央研究所）， 吉見雅行（産業技術総合研究所），渡辺和明（大成建設）， 

 織田伸吾（日立ＧＥニュークリア・エナジー） 

顧問 蛯沢勝三（電力中央研究所），亀田弘行（電力中央研究所），宮野廣（法政大学） 

 

津波等の突発大災害からの避難における諸課題に対する工学的検討手法およびその活用に関する研

究委員会 

（平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

委員長 甲斐芳郎（高知工科大学） 

副委員長 仲村成貴（日本大学） 

幹事長 山本一敏（パシフィックコンサルタンツ） 

幹事 調整中 

第1部会長 佐藤誠一（日本工営） 

第2部会長 堀 宗朗 （東京大学地震研究所） 

委員 荒木秀朗（構造計画研究所），有川太郎（中央大学），生田英輔（大阪市立大学），  

 池田浩敬（富士常葉大学），磯打千雅子（香川大学），市古太郎（首都大学東京），  

 奥村与志弘（京都大学），大森高樹（日建設計シビル），北浦 勝（金沢職人大学校），  

 久保智弘（防災科学技術研究所），後藤洋三（開発虎ノ門コンサルタント），  

 小山真紀（京都大学），島村 誠（東京大学），鈴木 光（消防科学総合センター），  

 高田和幸（東京電機大学），田中 努（エイト日本技術開発），谷下雅義（中央大学），  

 照本清峰（関西学院大学），中須 正（防災科学技術研究所），  

 廣井 悠（名古屋大学），真船 奨（JR 東日本防災研究所），三上 卓（徳島大学），  

 三上貴仁（早稲田大学），村上ひとみ （山口大学），森 伸一郎（愛媛大学），  

 柳原純夫（奥村組），山下倫央（産業技術総合研究所），山本正直（放送大学），  

 ユンナミ（早稲田大学大学院院生） 

 

東日本大震災合同報告書編集委員会（日本地震工学会の委員） 

（任期：平成28年6月1日～平成29年5月31日） 

副委員長 川島一彦（東京工業大学） 

委員 若松加寿江（関東学院大学），本田利器（東京大学），高田毅士（東京大学） 

事務局 吹野美絵（日本地震工学会） 

 

論文集編集委員会 

委員長 大堀道広（福井大学） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

副委員長 末冨岩雄（エイト日本技術開発） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

副委員長 古屋 治（東京電機大学） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 
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委員 山田耕司（豊田工業高等専門学校），飛田哲男（関西大学），宮腰淳一（清水建設）， 

 池田 孝（小堀鐸二研究所），神野達夫（九州大学），北原武嗣（関東学院大学）， 

 谷山 尚（埼玉大学） 

（任期：平成 25年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 小豆畑達哉（建築研究所），小野祐輔（鳥取大学），後藤浩之（京都大学）， 

 東 貞成（電力中央研究所） 

（任期：平成 26年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

 小島宏章（大林組），護 雅史（名古屋大学），村上ひとみ（山口大学）， 

 西川隼人（舞鶴工業高等専門学校），沼田宗純（東京大学）， 井上修作（竹中技術研究所） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 31年 5月 31日） 

 小山真紀（岐阜大学） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 32年 5月 31日） 

 

事業企画委員会 

委員長 中村友紀子（千葉大学） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

副委員長 宮腰淳一（清水建設） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

委員 境 茂樹（安藤・間），佐々木智大（防災科学技術研究所），鳥井信吾（日建設計）， 

 中村いずみ（防災科学技術研究所），藤田香織（東京大学），  

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 片岡正次郎（国土技術政策総合研究所）  

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

 

震災予防講演会 WG 

主査 宮腰淳一（前掲） 

委員 川邉禎久（産業技術総合研究所），境 茂樹（前掲），佐々木透（鹿島建設）， 

武村雅之（名古屋大学），森井雄史（清水建設） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 

E-ディフェンス見学会 WG 

主査 佐々木智大（防災科学技術研究所） 

委員 永田佳世（パシフィックコンサルタンツ） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 29年 5月 31日） 

 

南海トラフプロジェクト WG 

（地域研究会のメンバーが固まり次第，地方のキーパーソンを推薦） 

 

功績賞選考委員会 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

委員 木全宏之（高圧ガス保安協会），田中宏司（ＮＴＴ） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 30年 5月 31日） 

 中埜良昭（東京大学），吉見雅行（産業技術総合研究所），室野剛隆（鉄道総合技術研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

 原田健二（不動テトラ） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 29年 5月 19日） 
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功労賞選考委員会 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

委員 木全宏之（高圧ガス保安協会） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 30年 5月 31日） 

 中埜良昭（東京大学），  

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

  

論文賞選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 29年 5月 19日） 

委員 原田健二（不動テトラ），大堀道広（福井大学），中村友紀子（千葉大学）， 

 高橋郁夫（防災科学技術研究所） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

 楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 29年 5月 19日） 

 長島一郎（大成建設），宮腰淳一（清水建設） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 30年 5月 31日） 

 

選挙管理委員会 

委員長 長島一郎（大成建設） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 30年 5月 31日） 

委員 加藤研一（小堀鐸二研究所）藤川 智（清水建設），村井和彦（戸田建設） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 29年 5月 19日） 

 

 

役員候補推薦委員会 

委員長 清野純史（京都大学） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 29年 5月 19日） 

委員 運上茂樹（土木研究所），鈴木康嗣（鹿島建設），高橋 徹（千葉大学），三輪 滋（飛島建

設） 

（任期：平成 28年 5月 13日～平成 29年 5月 19日） 

 坂本成弘（大成建設），末冨岩雄（エイト日本技術開発），佐藤清隆（電力中央研究所）， 

 保井美敏（戸田建設），古屋 治（東京電機大学） 

（任期：平成 27年 5月 23日～平成 30年 5月 31日） 

  

会長特別委員会 

地域の災害レジリエンスの評価指標開発と政策シミュレーション研究委員会 

（平成 27年 4月 1日～平成 30年 3月 31日） 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

幹事 蛭間芳樹（日本政策投資銀行），梅山吾郎（ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社） 

委員 木村正清（ＮＴＴラーニングシステムズ），坂口浩規（電通），嶋田敬一郎（電通)， 

 神谷俊隆（電通サイエンスジャム），矢作裕一（ユニスティ），野村昌子（フリーランサー）， 

 清水博（日本政策投資銀行）， 

 遠藤 健（日本政策投資銀行），村田瑞穂（日本政策投資銀行），大西修平（日本政策投資銀

行），副島紀代（大林組），入江さやか（日本放送協会）， 

 鍵屋 一（跡見学園女子大学），三浦伸也（防災科学技術研究所） 
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日本地震工学会が関係する外部委員会等の委員 

１．JAEEが選考した委員 

委員会等の名称（主催学会等） 今年度の委員 任期 

ＩＡＥＥ（世界地震工学会議） 日本代表 
中埜良昭 

（副会長） 

東京大学 

生産技術研究所 

2014/8 

～2018/7 

 

２．JAEEの代表者として参加をお願いしている委員 

委員会等の名称（主催学会等） 今年度の委員 任期 

東日本大震災の総合対応に関する学協会連

絡会 実務担当者 （日本学術会議） 

木全宏之 

（副会長） 

高圧ガス保安協

会 
2016年度 

地震火山災害予防賞 選考委員 

（東京大学地震研究所） 

目黒公郎 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 

2015年度 

～2016年度 

震災対策技術展 実行委員 
目黒公郎 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 

2015年度 

～2016年度 

防災学術連携体 防災連携委員会 

防災連携委員 （日本学術会議） 

室野剛隆 

（理事） 

（公財）鉄道総

合技術研究所 
2015年度～ 

楠 浩一 

（理事） 

東京大学 

地震研究所 
2015年度～ 

理学・工学系学協会連絡協議会  

代表委員 （日本学術会議） 

目黒公郎 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 
2015年度～ 

福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡

会 

目黒公郎 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 
2015年度～ 

 

３．その他 JAEEとして参加をお願いしている委員 

委員会等の名称（主催学会等） 今年度の委員 任期 

JACM（日本計算力学連合) 運営委員 堀宗朗 
東京大学 

地震研究所 

2015/4/1 

～2018/3/31 

「地質地盤情報の活用と法整備を考える

会」 委員 

秋山充良 

（理事） 
早稲田大学 2016年度 

理論応用力学講演会 コンタクト委員 

（日本学術会議） 

宮腰淳一 

（理事） 
清水建設㈱ 2015年度 

地震学会 強震動委員会 連絡委員 

（日本学術会議） 

大堀道広 

（理事） 
福井大学 2015年度～ 

 

 

 


