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1. 会議 

 1.1 社員総会 

開催年月日 

場   所 
主 要 議 事 

2010.5.20 

建築会館ホール 

第 1号議案 平成 21年度事業報告案承認議決 

第 2号議案 平成 21年度収支決算報告案承認議決 

      平成 21年度監査報告 

第 3号議案 平成 22年度理事・監事の選任案承認議決 

第 4号議案 平成 22年度選挙管理委員会委員の選任案承認議決 

第 5号議案 平成 22年度役員候補推薦委員会委員の選任案承認議決 

第 6号議案 平成 22年度事業計画案承認議決 

第 7号議案 平成 22年度収支予算案承認議決 

 1.2 理事会 

開催年月日 

場   所 
主 要 議 事 

第1回 

2010.6.1 

建築会館 

301会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

1.第87回理事会議事録案承認 

2.第10回 任意団体日本地震工学会通常総会議事録承認 

3.第1回 一般社団法人日本地震工学会社員総会議事録承認 

4.入会者退会者承認 

5.共催・後援承認 

6.委員委嘱承認 

報告・懇談事項 

1.新任役員の紹介 

2.理事会の進め方、役員の分掌、理事会開催について報告 

3.平成22年度事業活動計画について報告 

4.2010年2月17日チリ・マウレ地震被害調査報告 

5.会務報告 

6.第13回日本地震工学シンポジウム開催について報告 

7.日本地震工学会創立10周年記念事業開催について報告 

8.研究統括委員会－新規研究委員会の公募について報告 

9.文科省 若手科学者賞受賞候補者推薦について報告 

10.総会出欠・役員選挙のWeb化について報告 

11.日本地震工学会ニュース巻頭言の執筆について報告 

12.事務所パートナーについて報告 
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第2回 

2010.7.21 

建築会館 

302・303会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

1.第1回理事会議事録案承認 

2.入会者退会者承認可決承認 

3.日本地震工学会「一般規則」承認 

4.日本地震工学会「財産管理運用規則」承認 

5.日本地震工学会「選挙規程」承認 

報告・懇談事項 

1.会務報告 

2.会計報告 

3.会長候補，監事候補選挙スケジュールについて報告 

4.日本地震工学会「会員規則」について報告 

5.平成22年度事業企画について報告 

6.日本地震工学会創立10周年記念式典について報告 

7.新規研究委員会の公募について報告 

8.日本地震工学会「受託研究取扱内規」について報告 

9.総会出欠・役員選挙の Web化について報告 

第3回 

2010.9.22 

建築会館 

302・303会議室 

 

議案 

1.第2回理事会議事録案承認 

2.入会者退会者承認 

3.委員委嘱承認 

4.共催・後援・協賛承認 

5.日本地震工学会「会員規則」承認 

6.日本地震工学会「総会規則」承認 

7.日本地震工学会「選挙規程」（追認）承認 

8.日本地震工学会「地震災害調査積立金」取り崩し承認可決 

報告・懇談事項 

1.会務報告 

2.会計報告 

3.日本地震工学会「受託研究取扱内規」について報告 

4.日本地震工学会「会誌№12号」発刊について報告 

5.会長候補，監事候補選挙について報告 

6.日本学術会議のアンケートについて報告 

7.平成22年度事業企画及び報告 

8.平成23年度日本地震工学会大会開催について報告 

9.日本地震工学会創立10周年記念式典について報告 

10.理論応用力学講演会（第60回）副幹事学会、運営委員推薦について報告 

第4回 

2010.11.17 

つくば国際会議

場4階403会議室 

 

議案 

1.第3回理事会議事録案承認 

2.入会者退会者承認 

3.平成22年度日本地震工学会名誉会員推挙承認 

4.日本地震工学会「理事会規則」承認 

5.共催・後援・協賛承認 

報告・懇談事項 

1.会務報告 
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2.会計監査報告 

3.会長候補，監事候補選挙について報告 

4.平成22年度事業企画及び事業開催報告 

5.平成23年度日本地震工学会大会について報告 

6.日本地震工学会創立10周年記念式典について報告 

7.総会出欠のWeb化仕様（案）について報告 

8.新着論文の発信と検索の効率化について報告 

9.日本地震工学会創立 10 周年記念事業「功労賞」について報告 

10.論文編集委員会開催報告 

第5回 

2010.12.16 

建築会館 

304会議室 

 

 

 

 

 

 

議案 

1.第4回理事会議事録案承認 

2.入会者退会者承認 

3.会長候補,監事候補選挙結果承認 

報告・懇談事項 

1.会務報告 

2.会計監査報告 

3.平成22年度事業企画及び事業開催報告 

4.平成23年度日本地震工学会大会（東京）について報告 

5.総会出欠のWeb化仕様（案）について報告 

第6回 

2011.3.6 

建築会館 

301会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

1.第5回理事会議事録案承認 

2.入会者退会者承認 

3.共催・後援・協賛承認 

4.委員委嘱承認 

5.平成 22 年度日本地震工学会「論文奨励賞」受賞者承認 

6.2011 年ニュージーランド地震被災建築物の調査、合同調査派遣に伴う 

地震災害積立基金取崩し承認 

報告・懇談事項 

1.会務報告 

2.会計報告及び平成22年度会費未納者報告 

3.第 13 回日本地震工学シンポジウム開催報告 

4.日本学術会議会員及び連携会員の候補者に関する情報提供について報告 

5.日本地震工学会創立 10 周年記念式典開催について報告 

6.2011 年ニュージーランド地震被災建築物の調査、合同調査派遣について報告

7.第2回社員総会の次第議案及び総会行事（講演会等）について報告 

8.社員総会出欠のWeb化について報告 

9.社員総会後の理事会日程について報告 

10.平成23年度新任役員について報告 

11.平成23年度日本地震工学会大会（東京）開催について報告 

12.平成22年度全委員会活動報告 

13.平成23年度アクションプラン・活動計画・予算関係について報告  

14.平成22年度事業企画及び事業実施について報告 

15.選挙管理委員会開催報告「役員選挙を振り返って」 

16.公的研究費の管理ガイドライン報告書への対応について報告 
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臨時理事懇談会 

2011.3.15 

建築会館 

306会議室 

 

報告・懇談事項 

1.平成 23 年（2011年）東北地方太平洋沖地震への対応について検討 

（1）日本地震工学会地震対策本部の設置 

   本会地震対策本部長：久保哲夫会長、副本部長：東畑郁生副会長 

（2）東北地方太平洋沖地震対応委員会設置（実行体制） 

（3）中･長期検討のため、特別委員会設置（東畑郁生副会長） 

（4）特別事業積立金取り崩し計画 

2.周辺状況について報告 

（1）東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会設置（5学会合同） 

 

 

□正副会長会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

会合 開催数 

総会 1 回 

理事会 6 回 

臨時理事懇談会 1 回 

正副会長会議 1 回 

 

 

□東北地方太平洋沖地震関係報告 

 2011 年 3月 11 日に発生した、東北地方太平洋沖地震に関して本会対応の経過を以下に報告する。 

 

2011 年 3 月 11 日 

 

3 月 11 日 14時 46 分頃に三陸沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地

震が発生。この地震により宮城県栗原市で震度７、宮城県、福島県、茨城県、

栃木県で震度６強など広い範囲で強い揺れを観測。また、太平洋沿岸を中心

に高い津波を観測し、特に東北地方から関東地方の太平洋沿岸では大きな被

害が発生。気象庁はこの地震を「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地

震」と命名。（東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による

災害については、「東日本大震災」と呼称することとした。） 

2011 年 3 月 14 日 

 

・久保会長 本会地震災害対応委員会（中埜委員長）に災害対策本部設置を

要請。（中埜委員長、ﾆｭｰｼﾞﾗﾝﾄﾞ地震災害調査へ出向中）同日、中埜委員長

NZ より、清野副委員長、各委員に災害対策本部設置を指示した旨報告。 

・久保会長より、各関係理事に本会としての対応対策構築の指示 

（1）JAEE 体制の構築 

2010.11.17 

つくば国際会議

場 4 階 403 会議

室 

議案 

1.平成 22 年度日本地震工学会名誉会員推挙について 

2.日本地震工学会創立 10 周年記念式典功労賞推薦者について 
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（2）対外的な対応 

（3）JAEE としての情報整理、発信（HP）など 

・川島一彦教授（東京工業大学）より、4 学会（本会、土木学会、地盤工学

会、日本建築学会）による東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会（合同連

絡会）の発足について久保会長あて要請（後に日本機械学会、日本地震学

会参加）、本会より久保会長、東畑副会長、鴫原事務局長参加 

・本会ＨＰトップページの更新および東北地方太平洋沖地震関連情報ページ

のアップロードが完了（電子広報委員会） 

・久保会長より臨時理事会開催の要請 

2011 年 3 月 15 日 

 

 

・臨時理事懇談会開催  

場所：建築会館 301会議室  

出席者：久保哲夫会長、東畑郁生副会長、高田 一理事、藤田 聡理事 

木全宏之理事、栗田 哲理事 

オブザーバー出席：川島一彦教授、鴫原 毅事務局長 

・久保会長より、理事会成立に至らないため臨時理事懇談会とする宣言 

 議案 

（1）平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震への対応について 

久保会長より資料に基づき以下の説明がなされた。 

1）本会のアクションプラン 

 1.本会として起すべきアクション 

 2.本会として実行可能なアクション 

 3.本会として実行するアクション 

この 3 つの基本アクションプランを確認、以下、アクションプランを実行

する本会体制について以下の事項について検討、確定した。 

 1.地震対策本部の立ち上げ 

  本会地震対策本部本部長：久保哲夫会長、副本部長：東畑郁生副会長

 2.実行体制立ち上げ 

 本会地震災害対応委員会（中埜委員長）を核とし、新しい組織を立ち

上げる。 

名称：「東北地方太平洋沖地震対応委員会」とした。 

（2）周辺の状況について報告 

川島一彦教授から以下の報告を受けた。 

 1.関係学会による連絡会の設置提案と参加について 

  目的：①情報集約と共有→ＨＰの公開などで共有リンクを貼る。 

     ②報告会の開催→合同開催、できるだけ早い時期に開催する。

     ③調査は行わない、各学会が実施する。 

  名称：東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会 
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2011 年 3 月 23 日 

 

 

2011 年 3 月 25 日 

 

 

 

 

 

 

2011 年 3 月 28 日 

・ 日本学術会議土木工学・建築学委員会濱田政則委員長より久保会長あて

に東北関東（東日本）大震災の総合対応に関する学協会連絡会（仮称）

設立について依頼を受取 

・ 本会ホームページ 平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の Website

立ち上げ 

・ 東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会開催 久保会長、東畑副会長（於 

土木学会Ａ会議室 17 時 00分～18 時 30 分） 

・ 総務部会・会計部会合同会議開催 東畑副会長、中村総務理事、澤本総

務理事、高田会計理事、東会計理事、鴫原事務局長（於 建築会館 306 会

議室 14 時 00 分～18 時 00 分） 

・ 日本学術会議 東北関東（東日本）大震災の総合対応に関する学協会連

絡会開催 久保会長、中埜地震災害対応委員会委員長、鴫原事務局長（於 

日本学術会議 501会議室 18 時 00 分～19 時 30 分） 

 

 

1.3 主要会務（平成 22 年 4 月～平成 23年 3 月） 

04 月 01 日（木） 

04 月 02 日（金） 

 

04 月 07 日（水） 

 

 

04 月 08 日（木） 

 

04 月 15 日（木） 

・ JAEE NEWS No.206 配信 

・ 拡大正副会長会議開催 濱田会長、久保次期会長、総務理事・会計理事他

（於 建築会館 306 会議室 17 時 00 分～19 時 00 分） 

・ 会計税理士（涌井税務会計事務所）3月定期監査実施及び平成 21年度決算

書作成（於 本会事務所 10時 30 分～17 時 00分） 

・ 2010 年 「チリ地震（4学会）合同調査団」帰国 

・ 会誌編集委員会開催 境理事・委員長他（於 建築会館 307 会議室 16 時

00 分～18 時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.207 配信 

04 月 16 日（金） 

 

04 月 19 日（月） 

 

04 月 20 日（火） 

 

 

04 月 22 日（木） 

 

04 月 23 日（金） 

 

 

04 月 26 日（月） 

 

04 月 30 日（金） 

05 月 06 日（木） 

 

・ 第 86 回理事会開催 濱田会長、久保次期会長他（於 建築会館 301 会議室

17 時 00 分～19 時 00分） 

・ 事業企画委員会開催 中村理事・委員長他（於 建築会館 307 会議室 15

時 00 分～18時 00 分） 

・ チリ地震（4学会）合同調査団報告会開催 濱田会長、北川団長、翠川理事、

中埜地震災害対応委員会委員長他（於 東京大学生産技術研究所 An 棟２階

コンベンションホール 13 時 30 分～17 時 50分）参加者 170名 

・ 総会対応打ち合わせ 濱田会長、犬飼理事、中村理事、鴫原事務局長（於 早

稲田大学濱田研究室） 

・ 監事監査会開催 平成 21 年度事業報告・収支決算報告 井上監事、佐藤会

計理事、高田会計理事、犬飼総務理事、中村総務理事、鴫原事務局長（於 建

築会館 303会議室 17 時 00分～18 時 30 分） 

・ 監事監査会開催 平成 21 年度事業報告・収支決算報告 高田監事 犬飼理

事出席（出張）（神戸市） 

・ JAEE NEWS No.208 配信 

・ 本会名誉会員 柴田拓二先生（北海道大学名誉教授、北海道工業大学名誉

教授）逝去（2010 年 5 月 2 日 82 歳） 
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05 月 07 日（金） 

 

05 月 10 日（月） 

 

 

05 月 12 日（水） 

 

05 月 17 日（月） 

05 月 18 日（火） 

 

05 月 20 日（木） 

 

 

 

 

 

 

・ 第 87 回理事会開催 濱田会長、久保次期会長他（於 建築会館 301 会議室

17 時 00 分～19 時 00分） 

・ 新法人対応について打合せ 中村総務理事、行政書士新妻氏、鴫原事務局

長 

（於 本会事務所 16 時 30 分～17 時 30 分） 

・ 会計・税理士監査 涌井税務会計事務所（於 本会事務所 10 時 00 分～15

時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.209 配信 

・ 総会対応打合せ 濱田会長、犬飼総務理事、中村総務理事 鴫原事務局長

（於 早稲田大学濱田研究室 10 時 00分～11時 30分） 

・ 第 10 回任意団体日本地震工学会通常総会、第 1回一般社団法人日本地震工

学会社員総会 

場所：建築会館ホール 13：30～17：00 

１．基調講演「後期高齢者が見た地震工学」財団法人震災予防協会理事長・

東京大学名誉教授 伯野元彦氏 

２．論文奨励賞授与式ならびに記念講演 

  □地盤条件を考慮した地震による鉄道構造物の被害関数の構築 

   高浜 勉 氏（構造計画研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 月 23 日（日） 

 

05 月 26 日（水） 

 

  □木造構造物における一自由度系地震応答解析のための復元力特性モ

デルの提案 飯塚祐暁 氏（筑波大学） 

Ⅰ.任意団体日本地震工学会第 10 回通常総会議案 

   第１号議案 平成 21 年度事業報告 

   第２号議案 平成 21 年度収支決算報告 

         平成 21 年度監査報告 

   第３号議案 一般社団法人日本地震工学会からの報告 

   第４号議案 日本地震工学会の解散 

   第５号議案 日本地震工学会の残余財産処分 

Ⅱ．一般社団法人日本地震工学会第 1回社員総会議案 

   第１号議案 平成 21 年度事業報告 

   第２号議案 平成 21 年度収支決算報告 

         平成 21 年度監査報告 

   第３号議案 平成 22 年度理事・監事の選任 

   第４号議案 平成 22 年度選挙管理委員会委員の選任 

   第５号議案 平成 22 年度役員候補推薦委員会委員の選任 

   第６号議案 平成 22 年度事業計画 

   第７号議案 平成 22 年度収支予算 

・ 名誉会員柴田拓二先生ご逝去（5月 2日）お別れの会 久保会長弔電（札幌

パークホテルパークホール） 

・ 共同（パートナ）事務所について打合せ 久保会長、中村総務理事、高田

総務会計理事、鴫原事務局長、田中礼治東北工大教授、但木幸男氏（於 建

築会館 301会議室 15 時 30分～16 時 00 分） 

06 月 01 日（火） 

 

06 月 02 日（水） 

・ 第 1 回理事会開催 久保会長、東畑副会長、運上副会長他（於 建築会館

301 会議室 17 時 00分～19時 20 分） 

・ JAEE NEWS No.210 配信 
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06 月 08 日（火） 

06 月 11 日（金） 

 

06 月 15 日（火） 

06 月 18 日（金） 

 

06 月 21 日（月） 

 

 

06 月 23 日（水） 

 

 

 

06 月 24 日（木） 

 

07 月 01 日（木） 

07 月 13 日（火） 

 

 

07 月 14 日（水） 

 

07 月 15 日（木） 

07 月 21 日（水） 

・ 任意団体預金口座解約、新法人移行手続き、濱田前会長、鴫原事務局長 

・ 日本地震工学シンポジウム運営委員会（第 6 回）開催 和田委員長、武村

前副会長、本会理事他（於 建築会館 301 会議室 17時 00 分～19時 00 分）

・ JAEE NEWS No.211 配信 

・ 論文集編集委員会開催 栗田理事・委員長他（於 建築会館 304 会議室 16

時 00 分～18時 00 分） 

・ JEES 行事部会・本会創立 10 周年記念事業委員会合同部会開催 武村委員

長、福和委員、倉本理事、中村総務理事他（於 建築会館 306 会議室 16

時 00 分～18時 00 分） 

・ 事業企画委員会開催 木全理事・委員長他（於 建築会館 305 会議室 15

時 00 分～18時 00 分） 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）4月・5月定期監査実施及び新法

人会計科目入力作業（於 本会事務所 10 時 30分～17 時 00 分） 

・ 研究統括委員会開催 東畑副会長・委員長、飯場理事、庄司理事（於 本会

事務所 17時 00 分～18 時 30分） 

・ JAEE NEWS No.212 配信 

・ 選挙管理委員会開催 佐藤会員理事・委員長、中村総務理事、澤本総務理

事、金子前理事・委員長、犬飼前総務理事（於 本会事務所 15 時 30分～

17 時 00 分） 

・ 会誌編集委員会開催 境理事・委員長他（於 建築会館 307 会議室 15 時

00 分～17 時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.213 配信 

・ 正副会長会議開催 久保会長、中島副会長、運上副会長、中村総務理事、

澤本総務理事（於 建築会館 302・303会議室 16時 00 分～17時 00 分） 

・ 第 2回理事会開催 久保会長、運上副会長、中村総務理事、澤本総務理事

（於 建築会館 302・303 会議室 17 時 00 分～19 時 00 分） 

07 月 22 日（木） 

07 月 26 日（月） 

 

07 月 27 日（火） 

 

07 月 30 日（金） 

 

08 月 02 日（月） 

08 月 03 日（火） 

 

08 月 05 日（木） 

 

08 月 11 日（水） 

 

08 月 17 日（火） 

 

08 月 25 日（水） 

 

08 月 26 日（木） 

・ 平成 22 年度会費未納者請求（正会員・学生会員）メール発信 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）6月定期監査実施及び新法人会計

科目検査作業（於 本会事務所 10 時 30 分～17時 00 分） 

・ 中村総務理事、高田会計理事打合せ（於 本会事務所 14 時 30分～16 時 00

分） 

・ 選挙管理委員会開催 佐藤会員理事・委員長、金子委員、日比野委員、岡

野委員（於 本会事務所 15時 30 分～17 時 00分） 

・ JAEE NEWS No.214 配信 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）7月定期監査実施（於 本会事務

所 10 時 30分～14 時 00 分） 

・ 役員候補推薦委員会開催 犬飼前理事・委員長、澤本総務理事他（於 建築

会館 303 会議室 14時 00 分～16 時 00分） 

・ 津波災害の実務的な軽減方策に関する研究委員会開催 松冨委員長他（於

建築会館 305 会議室 13 時 30 分～17時 00 分） 

・ 東京都防災展開催（本会出展）企画：事業企画委員会（於 東京・新宿駅西

口広場ｲﾍﾞﾝﾄｺｰﾅｰ）参加者延べ 5000 名以上 

・ メール審議【選挙規程の改訂案】確認・【選挙公示案内と学会 HP 変更案】

について実施 佐藤理事（選挙管理委員会委員長） 

・ 地震被害・復興の記録のアーカイブス構築のための研究委員会開催 小長
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09 月 01 日（水） 

 

 

09 月 04 日（土） 

09 月 08 日（水） 

09 月 14 日（火） 

 

 

 

 

09 月 15 日（水） 

09 月 21 日（火） 

 

井委員長他（於 東京大学生産技術研究所 B棟 3階 Bw302 号室 10 時 00分

～12 時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.215 配信 

・ 一般社団法人 日本地震工学会役員選挙の公示（2010 年）ホームページ公開

並びに正会員通知 

・ 2010 年ニュージーランド南島付近地震発生 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム論文投稿締切り 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム運営委員会開催（第 7回） 和田委員長、

本会関係理事他（於 建築会館 301 会議室 10時 00分～12 時 00分） 

・ 第13回日本地震工学シンポジウム学術部会開催 論文プログラム編成会議

開催 久田委員長、関係理事他（於 建築会館 301会議室 13時 00 分～14

時 30 分） 

・ JAEE NEWS No.216 配信 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）8月定期監査実施（於 本会事務

所 10 時 30分～14 時 00 分） 

09 月 22 日（水） 

 

09 月 24 日（金） 

 

09 月 27 日（月） 

 

 

09 月 28 日（火） 

 

09 月 29 日（水） 

 

10 月 01 日（金） 

 

 

10 月 06 日（水） 

 

 

10 月 07 日（木） 

 

10 月 14 日（木） 

 

 

10 月 15 日（金） 

 

 

10 月 18 日（月） 

 

10 月 25 日（月） 

10 月 29 日（金） 

 

・ 第 3 回理事会開催 久保会長、中島副会長、運上副会長他（於 建築会館

303 会議室 17 時 00分～19時 00 分） 

・ 会誌編集委員会開催 境理事・委員長他（於 建築会館 306 会議室 14 時

00 分～16 時 00 分） 

・ JEES 行事部会・本会 10 周年記念事業委員会合同部会開催 武村委員長、倉

本理事、中村総務理事、福和委員他（於 建築会館 308 会議室 16 時 00分

～18 時 00 分） 

・ 電子広報委員会開催 鹿嶋理事・委員長他（於 本会事務所 17 時 30 分～18

時 50 分） 

・ セミナー「気象庁現業室を見る災害予警報の最前線」開催 企画：事業企

画委員会 （於 千代田区 気象庁）参加者 22名 

・ 選挙管理委員会開催 佐藤会員理事・委員長他（於 本会事務所 16 時 00分

～17 時 30 分） 

・ JAEE NEWS No.217 配信 

・ 合同事務所維持協議開催 中村総務理事、澤本総務理事、鴫原事務局長、

日中防災協会田中理事長、但木事務局長（於 本会事務所 13 時 00 分～14

時 00 分） 

・ 事業企画委員会（第 2回）開催 木全理事・委員長他（於 建築会館 306 会

議室 15 時 00 分～17 時 00 分） 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム現地打合せ（つくば国際会議場） 境理

事、勝俣 JEES 総務部会委員、鴫原事務局長（於 つくば国際会議場 9 時

30 分～14 時 00 分） 

・ 事業企画委員会講演会企画ＷＧ開催 木全理事、武村部会長他（於 本会事

務所 17 時 00 分～18時 30 分） 

・ JAEE NEWS No.218 配信 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム学術部会打合せ 久田委員長、中村委員

他（於 本会事務所 10 時 00 分～12 時 00 分） 

・ 平成 23 年度一般社団法人 日本地震工学会役員選挙公示ホームページ公開

・ WEB 化に関する打合せ 運上副会長、犬飼前総務理事、前田氏（㈱ﾀｷｵﾝ）他

（於 本会事務所 17時 00 分～18 時 00分） 
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11 月 01 日（月） 

 

11 月 04 日（木） 

 

11 月 08 日（月） 

 

 

11 月 10 日（水） 

 

11 月 15 日（月） 

・ 平成 23 年度役員選挙投票用紙発送（正会員 1163 名） 

・ JAEE NEWS No.219 配信 

・ 論文集編集委員会打合せ 栗田理事・委員長、高橋幹事他（於 本会事務所

12 時 00 分～14 時 00分） 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム開催記者会見 和田 JEES 委員長、久保

会長、倉本理事・JEES 幹事長、中村総務理事、勝俣委員（JEES 総務部会）

（於 建築会館 301 会議室 11時 30 分～12 時 30分） 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）9・10 月定期監査実施（於 本会

事務所 10 時 30 分～15 時 00分） 

・ JAEE NEWS No.220 配信 

11 月 17 日（水） 

 

 

 

 

11 月 17 日（水） 

～ 

11 月 20 日（土） 

 

 

 

 

11 月 29 日（月） 

 

11 月 30 日（火） 

12 月 01 日（水） 

12 月 07 日（火） 

 

12 月 09 日（木） 

 

12 月 15 日（水） 

・ 正副会長会議 久保会長、東畑副会長、運上副会長、中村総務理事、澤本

総務理事（於 つくば国際会議場 403 会議室 15 時 00 分～16 時 00 分） 

・ 第 4回理事会開催 久保会長、東畑副会長、運上副会長他（於 つくば国際

会議場 403会議室 16 時 00分～18 時 00 分） 

・ 平成 22 年度未納者請求（正会員・学生会員）メール発信 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム開催（於 つくば国際会議場会議室 18時

00 分～19 時 30 分） 

（1）筑波研究学園都市地震工学ツアー（企画：事業企画委員会）参加者

33 名 

  （2）日本地震工学会創立 10 周年記念事業 

    ①国際パネルディスカッション 

    ②スペシャルテーマセッション テーマ１、テーマ２ 

・ 会計税理士 涌井税務会計事務所打合せ 法人会計処理について（於 本会

事務所 10 時 30 分～12 時 00分） 

・ 平成 23 年度選挙投票締切日 

・ JAEE NEWS No.221 配信 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）11 月定期監査実施（於 本会事

務所 10 時 30 分～17時 00 分）  

・ 選挙管理委員会開催 平成 22年度 会長・監事選挙開票 佐藤会員理事・

委員長他（於 建築会館 308 会議室 13 時 00 分～15 時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.222 配信 

12 月 16 日（木） 

 

 

 

12 月 28 日（火） 

01 月 06 日（木） 

01 月 12 日（水） 

 

01 月 14 日（金） 

 

 

 

01 月 17 日（月） 

01 月 18 日（火） 

・ 第 5 回理事会開催 中島副会長、東畑副会長、運上副会長他（於 建築会

館 304 会議室 17 時 00 分～19 時 00 分） 

・ 津波災害の実務的な軽減方策に関する研究委員会（於 建築会館 304 会議

室 13 時 30分～16時 50 分） 

・ 事務所御用納め 

・ 事務所仕事始め 

・ WEB 化に関する打合せ 運上副会長、前田氏（㈱ﾀｷｵﾝ）他（於 本会事務所

13 時 30 分～14 時 30分） 

・ 日本地震工学会創立 10 周年記念事業運営委員会開催 倉本理事・委員長、

中村理事他（於 建築会館 307 会議室 17 時 00 分～19 時 00 分） 

・ 論文編集委員 J-STAGE アップロード研修会 高橋幹事、藤本委員、松原様、

吹野職員他（於 J-STAG ｾﾝﾀｰ会議室 10 時 00分～12 時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.223 配信 

・ 会誌編集委員会開催 境理事・委員長他（於 建築会館 306 会議室 10 時
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01 月 19 日（水） 

 

02 月 01 日（火） 

 

 

 

02 月 02 日（水） 

02 月 03 日（木） 

 

 

 

 

 

 

02 月 04 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 月 07 日（月） 

 

 

02 月 08 日（火） 

 

02 月 15 日（火） 

 

02 月 22 日（火） 

02 月 23 日（水） 

 

 

 

 

 

00 分～12 時 00 分） 

・ 会計・税理士監査（涌井税務会計事務所）12 月定期監査実施（於 本会事

務所 13 時 00 分～16時 30 分） 

・ 会長、次期会長候補者打合せ 久保会長、川島一彦教授、中村総務理事、

澤本総務理事、鴫原事務局長（於 建築会館 307 会議室 17 時 30 分～19

時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.224 配信 

・ JAEE 臨時 NEWS 配信（JAEE 会誌第 13 号 発行のお知らせ） 

・ 第 15 回震災対策技術展/自然災害技術展開催 本会後援、久保会長、同企

画実行委員会委員長 開会挨拶、開幕ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾃｰﾌﾟｶｯﾄ 久保会長、木全理

事・事業企画委員会委員長出席（於 横浜国際展示場 9 時 40 分～10 時 30

分） 

・ 第 1 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 高田理事・委員長 中村理事・幹事他（於 建築会館 307 会議室 15

時 00 分～17時 00 分） 

・ 第 15 回震災対策技術展関連講演会開催 企画：事業企画委員会 

第１回震災予防講演会 大津波襲来の予感：2010 年チリ地震を巡って 

主催 一般社団法人 日本地震工学会 

後援：（社）日本地震学会、（社）土木学会、（社）日本建築学会、 

   （社）地盤工学会、（社）日本機械学会、ＮPO 法人 日本火山学会 

歴史地震研究会 

日時：2011年 2 月 4日（金）13:00～16:30 

場所：パシフィコ横浜・アネックスホール 2階 203会場 

プログラム：13：00～16：30 

司会 武村雅之（小堀鐸二研究所副所長） 

 開会挨拶 久保哲夫（本会会長/東京大学教授） 

 1.趣旨説明 武村雅之（小堀鐸二研究所副所長）） 

2.50 年前の記憶：1960年チリ地震津波  首藤伸夫（東北大学名誉教授）

 3.2010 年チリ地震津波とその被害      藤間功司（防衛大学校教授）

 4.津波避難の諸問題：東海・南海地震      林  能成（静岡大学准教授）

   参加者：125名 

・ 第 13 回日本地震工学シンポジウム運営委員会（第 9回）開催 和田章委員

長、本会理事、委員他関係委員（於 建築会館 304会議室 17時 00 分～18

時 30 分） 

・ 事業企画委員会開催 木全理事・委員長、平井幹事他（於 建築会館 307 会

議室 15 時 00 分～17 時 00 分） 

・ JAEE NEWS No.225 配信 

・ 会費未納者・手紙による請求書発送 98名（正会員、学生会員） 

・ ニュージーランド南島のクライストチャーチ近郊地震発生 

・ 同上に伴う本会の対応 

日本地震工学会地震災害対応本部設置（本部長：久保哲夫会長） 

研究統括委員会委員長：東畑副会長 

地震災害対応委員会構成員：中埜委員長，清野委員，小長井委員，飯場理

事，三輪委員，神野委員，庄司委員、会計担当理事および情報担当理事各

1 名：東理事，境理事、総務理事および総務会計：中村理事，澤本理事，
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03 月 01 日（火） 

03 月 07 日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 月 09 日（水） 

高田理事、事務局：鴫原 

・ JAEE NEWS No.226 配信 

・ 2011 年ニュージーランド地震被災建築物の合同調査派遣 

    共同 日本建築学会/日本地震工学会 

  本会派遣、中埜良昭地震災害対応委員会委員長（東京大学生産技術研究所

教授） 

調査項目 

(1) クライストチャーチ市および周辺被災地域の地震被害概要の把握 

(2) 被害地域で用いられる建築構造、構造詳細の把握 

(3) 個別建物あるいは特定地域における詳細な被害調査（被害原因の抽

出、被災度または被害率調査など） 

(4) 上記結果のとりまとめと報告書の公開 

調査団員 

  団長：河野 進 （京都大学/日本建築学会） 

  団員：中埜 良昭（東京大学生産技術研究所/日本地震工学会） 

     前田 匡樹（東北大学/日本建築学会） 

     真田 靖士（豊橋技術科学大学/日本建築学会） 

     石川 裕次（竹中工務店/日本建築学会） 

調査期間 

3/9  日本発 

3/10  Christchurch 着、市内の被災地調査、カンタベリー大学訪問  

3/11－3/17 米国 EERI チームと Christchurch 市被災地の合同調査 

3/16  Christchurch 発（中埜・前田・真田） 

3/18  Christchurch 発（河野・石川） 

3/19  日本着 

ニュージーランドにおける受け入れ機関および協力者 

Prof. Stefano Pampanin（University of Canterbury）他 

・ 第 6回理事会開催 久保会長、東畑副会長、中島副会長、運上副会長他（於

建築会館 301 会議室 17 時 00 分～19時 00 分） 

・ 論文集編集委員会 J-STAEG 説明会 高橋幹事、吹野職員（於 池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀ

ﾝﾎﾃﾙ 会議室 13 時 00 分～17 時 30 分） 

03 月 11 日（金） 

03 月 14 日（月） 

 

 

 

 

03 月 15 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

・ 東北地方太平洋沖地震発生（14 時 46分）M9.0 

・ 本会久保会長、地震災害対応委員会への災害対策本部設置要請 

・ 川島一彦教授より関係学会による連絡会立ち上げを通知 

名称：東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会 

参加学会：本会、土木学会、日本建築学会、地盤工学会、日本機械学会、

日本地震学会 

・ 臨時理事会開催要請 久保会長  

・ 臨時理事懇談会開催 出席：久保会長、東畑副会長、中村理事、高田理事、

  藤田理事、木全理事、栗田理事、 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ川島一彦教授、鴫原事務局長 

  久保会長より臨時理事会開催について経緯が報告された。理事 19名内出席

理事 6名で過半数に満たないため、臨時理事懇談会とすることを確認した。

 決議事項：（但し、5月理事会にて決議とする） 

 1.地震対策本部の立ち上げ 
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03 月 23 日（水） 

 

 

03 月 25 日（金） 

 

 

 

 

 

 

03 月 28 日（月） 

 

  本会地震対策本部、本部長：久保哲夫会長、副本部長：東畑郁生副会 

  長 

2.実行体制立ち上げ 

 本会地震災害対応委員会（中埜委員長）を核とし、新しい組織を立ち上

げる。 

名称：「東北地方太平洋沖地震対応委員会」とする。 

川島一彦教授より以下の説明 

 関係学会による連絡会の設置提案と参加について 

  目  的：①情報集約と共有→ＨＰの公開などで共有リンクを貼る。 

       ②報告会の開催→合同開催、できるだけ早い時期に開催 

       ③調査は行わない、各学会が実施する。 

  名  称：東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会 

  参加学会及び委員： 

日本地震工学会：久保哲夫、東畑郁生、中埜良昭、鴫原 毅（事務局）

土木学会：川島一彦、小長井一男、若松加寿江、古木守靖（片山） 

地盤工学会：日下部治、安田進、戸塚 弘（事務局） 

日本機械学会：藤田聡、高田一、森下正樹、古屋 治 

建築学会：林康裕、平石久廣、腰原幹雄、真木康守（事務局） 

・ 日本地震工学会創立 10 周年記念式典開催延期通知 久保会長→倉本理事・

日本地震工学会創立 10 周年記念事業運営委員会委員長 

・ 日本地震工学会創立 10 周年記念式典参加者への開催延期通知 

・ JAEE NEWS No.227 配信 

・ 日本学術会議土木工学・建築学委員会濱田政則委員長より久保会長に東北

関東（東日本）大震災総合対応に関する学協会連絡会（仮称）設立につい

て依頼受取 

・ 本会ホームページ 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震』Website

立ち上げ 

・ 東北地方太平洋沖地震被害調査連絡会開催 久保会長、東畑副会長（於 土

木学会Ａ会議室 17時 00 分～18 時 30分） 

・ 総務部会・会計部会合同会議 東畑副会長、中村総務理事、澤本総務理事、

高田会計理事、東会計理事、鴫原事務局長（於 建築会館 306 会議室 14

時 00 分～18時 00 分） 

・ 日本学術会議 東北関東（東日本）大震災の総合対応に関する学協会連絡

会開催 久保会長、中埜地震災害対応委員会委員長、鴫原事務局長（於 日

本学術会議 501 会議室 18時 00 分～19 時 30分） 
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2.表彰 

 

2.1 2010年日本地震工学会論文奨励賞 
 

受賞者 表彰業績 
山田真澄君 
（京都大学） 

即時被害予測のための建物内地震動増幅度の簡易推定手法
   （第 9巻 第 1号、2009年 2 月掲載） 

 
 

3.会誌・ニュース配信 

 

3.1 会誌 

日本地震工学会誌２冊 2010年7月末、2011年1月末   

総ページ数 122頁   2010年7月末発行/53頁、2011年1月末発行/69頁 

発行部数 3600部 

2010年7月 №12号 特集 地震防災における確率論的アプローチ 

・新会長の挨拶/久保哲夫 

・全国地震予測地図/藤原広行 

・確率論的地震ハザードの理解と活用/石川 裕 

・港湾におけるレベル1地震動の設定とその活用/長尾毅、野津厚 

・レベル2地震動の評価はなぜシナリオ型地震動評価に基づくべ

きか/野津 厚 

・確率論を用いた耐震設計/神田 順 

・地震リスクマネジメントにおけるリスク処理/八代晴実 

連載 名誉会員インタビュー  

田村重四郎先生/田村良一 

学会ニュース 

・第10回通常総会ならびに講演会/一般社団法人日本地震工学会

第1回社員総会/保井美敏、高田 一、倉本 洋、中村孝明 

・第13回日本地震工学シンポジウムの開催の御案内/和田 章、

倉本 洋、久田嘉章、福和伸夫、勝俣英雄 

学会の動き 

2011年1月 №13号 特集 この10年の被害地震 

・特集「この10年の被害地震」について/境 有紀 

・最近10年における東北地方での地震被害の概要/源栄正人 

・2003年十勝沖地震における石油タンク被害と対策/座間信作 

・2004年新潟県中越地震/小長井一男 

・福岡県西方沖地震の強震動と建物被害/川瀬 博 

・能登半島地震その他における木造建築物の被害/河合直人 

・新潟県中越沖地震の地震動と原子力発電所の建物挙動/土方勝

一郎 

・2008年岩手・宮城内陸地震の地盤災害/風間基樹 

・海外の建築物地震被害調査の経験を通して/真田靖士 

・2004年インド洋津波の被害実態と今後の対応/今村文彦 

14



 

・2008年汶川地震による被害と復旧のための日中技術協力/濱田

政則、呉 旭 

・この10年の被害地震を振り返って---日本地震工学会に与えれ

た使命を考える/中島正愛 

連載 名誉会員インタビュー 

 和泉正哲先生/境 有紀 

            追悼文 柴田拓二先生を偲ぶ/後藤康明 

学会ニュース 

・第13回日本地震工学シンポジウム開催報告/和田 章、倉本 洋、

久田嘉章、福和伸夫、勝俣英雄 

学会の動き 

 

 

3.2 ＪＡＥＥニュース配信 

 

号数 送信日 

NO.206 2010年4月1日
NO.207 4 月 15 日
NO.208 4 月 30 日
NO.209 5 月 17 日
NO.210 6 月 1 日
NO.211 6 月 15 日
NO.212 7 月 1 日
NO.213 7 月 15 日
NO.214 8 月 2 日
NO.215 9 月 1 日
NO.216 9 月 15 日
NO.217 10 月 1 日
NO.218 10 月 15 日
NO.219 11 月 1 日

NO.220 11 月 15 日

NO.221 12 月 1 日

NO.222 12 月 15 日

NO.223 2011 年 1 月 17 日
NO.224 2 月 1 日
臨時配信 2 月 2 日
NO.225 2 月 15 日
NO.226 3 月 1 日
NO.227 3 月 15 日
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4.学術振興 

 4.1 日本地震工学会論文集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.委員会活動 

 
 5.1 会務関係 
   ・正副会長会議 

・総務部会 
   ・会計部会 
   ・選挙管理委員会 
   ・役員候補推薦委員会 
   ・法人化準備委員会 
   ・電子広報委員会 
 5.2 会員関係 
   ・会員部会 
 5.3 学術関係 
   ・論文集編集委員会 
 5.4 情報関係 
   ・会誌編集委員会 
 5.5 事業関係 
   ・事業企画委員会 
 5.6 調査研究関係 
   ・研究統括委員会 

・地震災害対応委員会 
・国際委員会 
・災害リモートセンシング技術の標準化と高度化に関する研究委員会 
・地震被害・復興の記録のアーカイブス構築のための研究委員会 
・津波災害の実務的な軽減方策に関する研究委員会 
・原子力発電所の地震安全問題に関する調査研究委員会 

   ・微動利用技術研究委員会 

   ・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 

・地盤情報データベースを用いた表層地質が地震動特性に及ぼす影響に関する研 

究委員会 

5.7 共催団体関係委員会 

・日本地震工学シンポジウム運営委員会（第13回） 

5.8 災害調査団派遣 

5.9 災害調査報告会 

 

 

巻 号 発行年月 掲載題数 

第10巻 第2号 2010年05月 7題 

第10巻 第3号(特集号) 2010年05月 10題 

第10巻 第4号 2010年08月 4題 

第10巻 第5号 2010年11月 4題 

第11巻 第1号 2011年02月 6題 

16



 

5.1  会務関係 

委員会名 
委員長名 
委員数 
（平成23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 
久保哲夫会長、 
中島正愛副会長、東畑郁生副会長、
運上茂樹副会長 
中村孝明総務理事、 
澤本佳和総務理事 
高田 一総務・会計理事 
東 貞成会計理事 
委員 8名 

1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 
・平成22年度名誉会員候補者選出 

総務部会 
中村孝明総務理事 
澤本佳和総務理事 
高田 一総務・会計理事 
委員 3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 
・決算・予算の検討 
・次期理事候補の検討 

会計部会 
高田 一理事 
東 貞成理事 
委員 2名 

2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
・平成 22 年度収支決算の立案 
・平成 23 年度収支予算の立案 
・予算管理月報を報告、予算流用書作成 
・監事監査会実施 

選挙管理委員会 
佐藤俊明会員理事 
他 
委員 4名 

2回 
他ﾒｰﾙ審議 

役員選挙の管理・運営所管に関する事項 
・会長、監事選挙実施 

役員候補推薦委員会 
澤本佳和総務理事 
他 
委員 16名 

2回 
他ﾒｰﾙ審議 

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 

電子広報委員会 
鹿嶋俊英理事・委員長 
 委員 10名 

1回 
他ﾒｰﾙ審議 

①ホームページの管理・運営に関する事項 
②会員への情報発信に関する事項 
・サーバーの更新 
・ホームページの更新 
・サーバーの管理 
・JAEE NEWS 配信（月 2回/22 回） 
臨時ニュース配信（1回） 

 

5.2 会員関係 

会員部会 
保井美敏理事 
佐藤俊明理事 
委員 2名 

ﾒｰﾙ審議他 会員の身分、入退会、管理に関する事項 
・会費未納者対策 
・和文パンフレット改訂 300部 
・平成22年度名誉会員候補者選出 

 

5.3 学術関係 

論文集編集委員会 
栗田 哲理事・委員長 
委員 19名 

1回 
他ﾒｰﾙ審議 

論文集編集の編集及び発刊に関する事項 
・定期論文集の発刊（2.5.8.11 月号） 
・2011 年奨励賞候補者の選定 
・特集号の企画 
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国際委員会 
藤田 聡理事・委員長 
委員 10名 

4回 
他ﾒｰﾙ審議 

日本地震工学会の国際的活動の企画・運営 
国際交流 
・IAEE 事務局への支援 
・海外関係機関との連絡調整 
・第 10 回 International Workshop on 

Seismic Microzoning and Risk Reduction
の共同主催準備 

 

5.4 情報関係 

会誌編集委員会 
境 有紀理事・委員長 
委員 11名 

4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 12 号および第 13 号の編集・発行
（年 2 回発行） 
・電子広報委員会との連携の推進 
・会誌投稿要領策定、著作権の明確化等 

 

5.5 事業関係 

事業企画委員会 
木全宏之理事・委員長 
委員 17名 

5回 
他ﾒｰﾙ審議 

講演会・講習会・展覧会・見学会・出版など
を通じて，会員をはじめとする研究者・技術
者・一般市民等の地震工学および地震防災に
関する学術ならびに技術の進歩・発展を図
り，地震災害の軽減に関する事項 
・「講演会」「講習会」「見学会」「セミナー」
の企画・開催（別紙参照） 

・新規事業企画の検討 
10周年記念事業運営委員会 
倉本 洋理事・委員長 
委員 8名 

3回 
他ﾒｰﾙ審議 

日本地震工学会創立10周年記念事業・式典企
画・立案 
・平成23年3月創立10周年記念式典開催予定 

 

5.6 調査研究関係 

研究統括委員会 
東畑郁生副会長・委員長 
委員 3名 

2回 
他ﾒｰﾙ審議 

①地震工学分野の調査・研究を進展させ，調
査・研究成果を広く国内外に還元して社会
の地震防災性向上に関する事項 

②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，指導に関する事項 

・各研究委員会連絡調整、活動活発化の支  
 援 
・新規研究委員会の設立 
・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 
地震災害対応委員会（常置） 
中埜良昭委員長 
飯場正紀理事 
委員 5名 

1回 
他ﾒｰﾙ審議 

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 
・地震被害情報、派遣等の情報のHPでの発信
1.チリ地震の地震災害対応本部の設置 
・4学会合同（本会、土木学会、地盤工学会、
日本建築学会）調査団派遣（団長北川良和
元会長） 

・同調査団報告会を開催 
・津波調査団派遣（団長 松冨英夫 秋田大
教授（津波災害の実務的な軽減方策に関す
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る研究委員会委員長）） 
・第 13 回日本地震工学シンポジウムにおけ 
る OS（OS7：2010年チリ地震による被害と
その教訓）の企画・開催 

2.ニュージーランド・クライストチャーチ近
郊を震源とする地震（2010年 9 月 4日）の
情報を収集し被害調査派遣等について関 
連学会等と意見交換 

3.ニュージーランド・クライストチャーチ近
郊を震源とする地震（2011年2月22日）に
おいて，構造物および地盤関連の被害が甚
大であることに鑑み，地震災害対応本部を
設置し，被害情報の収集および被害調査派
遣等について関連学会等と意見交換（継続
中） 

4.地震災害対策本部設置（本会） 
5.東北地方太平洋沖地震連絡会（5学会共同）

地震被害・復興の記録のアーカイブ
ス構築のための研究委員会 
小長井一男委員長 
委員 9名 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 2名 

8回 
他ﾒｰﾙ審議 

地震被害と復興に関するデータの集約  
調査やメッセージ発信のあり方を検討。国内
外へアーカイブス構築の雛形を示す。 
 
 
 

津波災害の実務的な軽減方策に関
する研究委員会 
松富英夫委員長 
委員 13名 

2回 
他ﾒｰﾙ審議 

防災施設を中心に据えて，津波災害の軽減方
策の研究・提案 
・第13回日本地震工学シンポジウム開催への

参加，研究委員会報告書の作成 
・津波災害発生時の調査研究（発災時のみ）
・津波対策施設の視察 

原子力発電所の地震安全問題に関
する調査研究委員会 
亀田弘行委員長 
委員 23名 
オブザーバー 3名 

4回 
他ﾒｰﾙ審議 

原子力発電所全体の最適地震安全性の実現、
ロードマップの作成 
フェーズ３：ロードマップ作成、まとめ 
（2010.5～2011.3） 

微動利用技術研究委員会 
森 伸一郎委員長 
委員 29名 

他ﾒｰﾙ審議 地盤、土木、建築の各分野での実務への普及
を目指して、現状での微動利用技術の実用上
の適用性と要求事項を明らかにする。 
・2008年度に収集した文献リストを参考に、
話題提供（一関西の超高密度微動特性、H/V
の頑健性、微動のスペクトル表現、地震計
の仕組みと性能限界）による理解の共有 

・微動利用ガイドライン素案、利用実態調査、
同一地点観測に関する議論・意見交換によ
る目標の共有化 

・地盤、土木構造、建築構造のWGを設置し、
文献調査とガイドラインの要件の検討 
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災害リモートセンシング技術の標
準化と高度化に関する研究委員会 
松岡昌志委員長 
委員 15名 

3回 
他ﾒｰﾙ審議 

リモートセンシング画像やハザード情報の
標準化及び調査写真などのアーカイブ化に
関する議論を行う。 
・最新の研究動向に関する情報・意見交換 
・2010年ハイチ地震でのリモートセンシング

技術を用いた被害判読プロジェクトに参
加し、被害分布の早期把握に貢献 

・2010年9月末・10月初めに東京工業大学で
開催した第8回国際ワークショップに参
加・発表、海外研究者との情報交換等 

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 13名 

1回 
他ﾒｰﾙ審議 

産業施設の諸機能を建屋、設備機器、什器類
などが連なったシステムとして捉え、システ
ムとしての耐震性能を満たすように構成要
素の耐震評価を行う、新たな設計法、評価法
について、調査・研究を行う。 
・22 年度：委員会の趣旨説明・話題提供・今

後の方針の討議 
・23 年度：各分野からの話題提供によりお互

いの分野の理解を深める 
・24年度：各分野からの話題提供、各種調査

およびまとめ 
地盤情報データベースを用いた表

層地質が地震動特性に及ぼす影響

に関する研究委員会 
山中浩明委員長 
委員 21名 

他ﾒｰﾙ審議 表層地質が地震動特性に及ぼす影響の評価
に関する研究及び推進 
・研究委員会全体活動計画の策定 
・地盤情報データベースに関する研究会開催

 

5.7 共催団体関係委員会 

日本地震工学シンポジウム運営委
員会 
和田 章委員長 
委員 30名 
 

3回 
他ﾒｰﾙ審議 

第13回日本地震工学シンポジウム共催開 
催企画・運営の実施、日本地震工学会幹事
学会、関連学協会共催運営開催 
・第13回日本地震工学シンポジウム開催 
・シンポジウム等の企画開催 
特別セッション、特別講演、PD、早わか
り講座、展示、懇親会など開催 

 

5.8 災害調査団派遣 
名称 期日 団員 共催 

2010 年 「チリ地震合同調査団」 
 派遣 

2010.3.27
～4.7

団長、北川良和
元会長他 

日本地震工学会 
土木学会 
地盤工学会 
日本建築学会 

2010 年チリ地震被害調査（津波）

調査団 
（津波災害の実務的な軽減方策に
関する研究委員会） 

2010.4.16
～4.25

松冨英夫委員
長、 
原田賢治氏 

日本地震工学会 
津波災害の実務的な軽減方
策に関する研究委員会 

2011 年ニュージーランド地震災害

合同調査団派遣 
（日本建築学会・日本地震工学会）

2011.3.9
～3.19

中埜良昭（地震
災害対応委員
会委員長） 

日本地震工学会 
日本建築学会 
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5.9 災害調査報告会 
名称 期日 会場 講師 参加者

チリ地震（4学会）合同調査団
報告会開催（本会、土木学会、
日本建築学会、地盤工学会） 
 

2010.4.20 東京大学生産
技術研究所 An
棟２階 コン
ベンションホ
ール 

濱田政則本会会
長、北川良和団長、
翠川理事、中埜地
震災害対応委員会
委員長他 

170 名

 

 

6．事業報告  講習会・講演会・セミナー・シンポジウム・見学会等 

 

6.1 研究委員会主催 
 
6.2 事業企画委員会主催 

名称 期日 会場 講師 参加者
東京都防災展 
日本地震工学会出展 

2010.08.17
～08.19

東京・新宿駅西
口広場イベン
トコーナー 

木全宏之委員長 
砂田尚彦委員 
洞 宏一委員 

延べ 5000
名以上

セミナー｢気象庁現業室で見る
災害予警報の最前線｣ 

2010.09.29 東京・気象庁 木全宏之委員長 
柴山明寛委員他 

22 名

第 13 回日本地震工学シンポジ
ウム―日本地震工学会創立 10
周年記念事業―「筑波研究学園
都市地震工学ツアー」開催 

2010.11.17 つくば･筑波研
究学園都市 

木全宏之委員長 
射場大輔委員 
福喜多輝委員 

33 名

Ｅ-ディフェンス建物耐震実験
見学会 

2010.12.15 三木・防災科学
技術研究所 

岡崎太一郎委員 
冨 健一委員 

23 名

第 1 回震災予防講演会    

大津波襲来の予感・2010 年チ
リ地震を巡って 

2011.02.04 横浜・ｱﾈｯｸｽﾎｰ
ﾙ 203 会議室 

武村雅之氏、 
首藤伸夫氏、 
林 静雄氏、 
藤間功司氏、 
木全宏之委員長、
平井俊之委員他 

125 名

 
 
6.3 本会共催事業 

名称 共催団体 期日 会場 
理論応用力学講演会（第 60 回）
開催 

日本学術会議機械工学
委員会他 

2011.3.8
～3.10

東京工業大学大岡山キ
ャンパス 

第 10 回国土セイフティネット
シンポジウム～震度の一歩先
を目指して～ 

本会・防災科学技術研
究所・NPO リアルタイ
ム地震情報利用協議会

2011.2.3
パシフィコ横浜アネッ
クスホール 

10th International Workshop 
on Seismic Microzoning and 
Risk Reduction (IWSMRR) 

共同主催
本会・建築研究所 

2012.2.28
～3.2

つくば国際会議場(エポ
カル) 
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6.4 本会後援・協賛事業  2010年4月～2011年3月の理事会承認  
 
＜後援＞ 

名称 主催学協会 期日 会場 

1586 年天正地震シンポジウム 日本活断層学会 
2010.11.27 名古屋大学東山キャン

パス 

治水利水施設の自然災害に対
する減災と対策講演会 地盤工学会 

2011.1.7 
地盤工学会大会議室 

第 15 回震災対策技術展/自然
災害対策技術展 横浜 

震災対策技術展/自然
災害対策技術展横浜会
場実行委員会 

2011.2.3 
～4 

横浜国際会議場 
  パシフィコ横浜 

新たな活断層評価に関するミ
ニシンポジウム 

日本活断層学会 
2011.3.1 

東京文化財研究所 

自然災害軽減のための国際協
力のあり方を考える 

日本学術会議 
2011.3.22 

日本学術会議講堂 

第 5回「地域防災防犯展」大阪 大阪国際見本市委員会
2011.6.9～

6.10 インティクス大阪  

第 4 回日本耐震グランプリ 
日本耐震グランプリ実
行委員会 

2011.11.11 
日本都市センター会館

既設構造直下の液状化対策工
法講習会、地盤の地震応答解析
入門講習会 

地盤工学会 
2011.11.12 
2011.11.24 地盤工学会大会議室 

 
 
＜協賛＞ 

No.10-68 講習会 構造解析の
ための有限要素法入門 

日本機械学会 
2010.7.29 

～30 
横浜国立大学総合研究

棟

2010 年度計算力学技術者 
CAE 技術者認定事業 日本機械学会 

2010.9.18 全国会場

地震防災フォーラム 2011 
 

関西地震観測研究協議
会 

2011.1.11 建築交流館グリーンホ
ール

第 10 回ＳＥＧＪ国際シンポジ
ウム「Imaging and 
Interpretation -Seience and 
Technology for Sustainable 
Development- 

物理探査学会 

2011.11.20 
～11.23 

京都大学百周年時計台
記念館

 

 

7. 国際交流事業 

7.1 国際交流事業（ＩＡＥＥ支援） 

    1  各国代表  National Delegates  および理事の確認の支援 

    2  World Listの作成・支援 

    3  IAEE事務局および日本代表の支援活動について検討・実施、NPO法人取得 

 

8. 建策・進言・要望・提言 

  本年度は対外的意見の公表はなし 
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9. 報告書・資料集 

 9.1 会誌・報告書・資料集 

2010.07.31 日本地震工学会誌Ｎｏ．12 

2011.01.31 日本地震工学会誌Ｎｏ．13 

 

 

10. 会員数の動向 

 10.1 会員数移動       （2010年4月1日～2011年5月10日理事会承認･現在） 

   種 別 

適用 
名誉会員 正会員 学生会員 合計 法人会員 

入会 +9 +24 +13 +46 

転格  -1 -8 -9 

復活  +8 0 +8 

退会 -2（逝去） -50 -17 -69 

会員資格停止  -29 -38 -67 

小計 +7 -48 -50 -91 

本年度-会員数 21 1087 73 1181 87

前年度-会員数 14 1135 123 1272 88

増減 +7 -48 -50 -91 -1

 

10.2 名誉会員  平成23年5月10日現在（名誉会員21名） 
定款第 2章会員 第 5条 第 3項、 第１項(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。 

 

逝去者（年度中届出） 名誉会員 柴田拓二殿  2010年5月 2日逝去 

逝去者（4月18日届出） 名誉会員 田治見宏殿 2011年4月14日逝去 

 

名誉会員 21名 推挙年順（五十音順・敬称略） 

2006 年推挙 篠塚正宣 柴田 碧 田村重四郎 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 
 

 

11. 監事監査会に関する事項 

実施年月日 監査項目等 実施場所 

2010.4.23 
1.平成21年度事業報告の監査 
2.平成21年度収支決算書の監査 

建築会館 
303会議室 

23



 

12. 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 

2010.04.07 
1.日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検
査実施 

2.平成21年度決算書作成 
本会事務所 

05.12 
 

日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

06.23 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

07.26 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

08.03 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

09.21 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

11.10 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

12.07 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

2011.01.19 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

04.08 
 

1.日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検
査実施 

2.平成22年度決算書作成 
本会事務所 

 

13. 寄付に関する事項 

第 13 回日本地震工学シンポジウム運営委員会から、第 13 回日本地震工学シンポジウ

ム開催事務経費として 500,000 円の寄付を受ける 

 

14. 役員等                          2011年3月31日現在 

役  職 氏  名   所   属   

会 長 久保 哲夫 東京大学大学院教授 

副会長 中島 正愛 京都大学防災研究所教授 

副会長 東畑 郁生 東京大学大学院教授 

副会長 ＊運上 茂樹
国土交通省国土技術政策総合研究所 危機管理 
技術研究センター地震災害研究官 

理事（総務） 中村 孝明 ㈱篠塚研究所主席研究員 

理事（総務） ＊澤本 佳和 鹿島建設技術研究所上席研究員 

理事（総務会計） 高田  一 横浜国立大学大学院教授 

理事（会計） ＊東  貞成 電力中央研究所 地球工学研究所上席研究員 
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理事（会員） 保井 美敏 戸田建設㈱技術研究所地盤震動主管 

理事（会員） ＊佐藤 俊明 清水建設(株) 技術研究所副所長兼企画部長 

理事（学術） 栗田  哲 東京理科大学工学部教授 

理事（学術） 藤田  聡 東京電機大学工学部教授 

理事（情報） 境  有紀 筑波大学大学院教授 

理事（情報） ＊鹿嶋 俊英 建築研究所国際地震工学センター主任研究員 

理事（事業） 倉本  洋 大阪大学大学院教授 

理事（事業）  ＊木全 宏之 清水建設土木技術本部設計第二部グループ長 

理事（事業）  ＊山中 浩明 東京工業大学大学院准教授 

理事（調査研究） 飯場 正紀 建築研究所構造研究グループ上席研究員 

理事（調査研究） ＊庄司  学 筑波大学大学院准教授 

無印任期：平成 21年 6月 1日～平成 23年 5月 31 日 2 年   
＊印任期：平成 22年 6月 1日～平成 24年 5月 31 日 2 年   

                              
監事 

監事 井上範夫 東北大学大学院教授 任期：平成 21 年 6 月 1 日～平成 23 年 5 月 31 日
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資料 2 平成２２年度 組織図 
  

総務・会計 

会員・情報 

事業・国際 学術・調査研究 

地震災害対応委員会 

（常置） 

は、役員の分掌 

 
 
 
 
 

 

副会長 

理事 
事務局 

国際委員会 

社員総会 

監事 

会長 

は、会員が構成する委員会 

は、役員が担当する委員会 

大会実行委員会 

会誌編集委員会 

事業企画委員会 論文集編集委員会 

会員部会 

会計部会 

総務部会 

リモセン技術の標準化・高度

化研究委員会（21-23 年度） 

地震被害復興アーカイブス

研究委員会 （20-22 年度） 

選挙管理委員会 

役員候補推薦委員会 

研究統括委員会 

津波災害の軽減方策研究

委員会 （20-22 年度） 

原子力発電所地震安全調

査委員会 （20-22 年度） 
電子広報委員会 

理事会 

微動利用技術研究委員会 

（20-22 年度） 

10 周年記念事業運営委員会

地盤情報データベースを用い
た表層地質が地震動特性に及
ぼす影響に関する研究委員会 

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 
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資料 3 平成２２年度役員分掌 
 
 
会長 久保 哲夫 

次期会長   
 

第一副会長（会員・情報・学術（国際）） 中島 正愛 
 会員理事 保井 美敏（戸田建設） 
 会員理事（選挙管理） 佐藤 俊明（清水建設）

 学術理事（国際） 藤田  聡（電機大） 
 情報理事（電子広報） 鹿嶋 俊英（建研） 
 情報理事（会誌・10 周年記念事業） 境  有紀（筑波大） 

 
第二副会長（事業・学術・調査研究・10 周年） 東畑 郁生 
 学術理事（論文集） 栗田  哲（理科大） 
 調査研究理事（研究統括・災害） 飯場 正紀（建研）  
 調査研究理事（研究統括・災害・論文集） 庄司  学（筑波大） 

 事業理事（地震工学シンポジウム・10 周年記念事業） 倉本  洋（大阪大） 
 事業理事（企画事業・10 周年記念事業） 木全 宏之（清水建設） 
 事業理事（企画事業） 山中 浩明（東工大） 

 
第三副会長（総務・会計）  運上 茂樹 
 総務理事（運営・10 周年記念事業） 中村 孝明（篠塚研） 
 総務理事（運営・役員候補推薦） 澤本 佳和（鹿島建設） 
 総務会計理事（10 周年記念事業） 高田  一（横国大） 
 会計理事 東  貞成（電中研） 

 

監事 井上 範夫 
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資料 4 平成２２年度 委員会委員名簿 

（平成 23 年 3 月 31日現在） 

 

選挙管理委員会 

委員長 佐藤俊明（清水建設） 

委員  日比野浩（大成建設），岡野 創（鹿島建設），金子美香（清水建設） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

 

役員候補者推薦委員会 

委員長 澤本佳和（鹿島建設） 

委員  一井康二（広島大学），犬飼伴幸（竹中工務店），植竹富一（東京電力）， 

大友敬三（電力中央研究所），小林信之（青山学院大学），西田哲也（秋田県立大学）， 

高宮進（国土技術政策総合研究所），原田隆典（宮崎大学），諸井孝文（小堀鐸二研究所） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

新井 洋（国立技術政策総合研究所），川口 順（三重大学），坂田弘安（東京工業大学）， 

田蔵 隆（清水建設），中山 学（防災科学技術研究所），野畑有秀（大林組） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

 

電子広報委員会 

委員長 鹿嶋俊英（建築研究所） 

委員  大堀道広（海洋研究開発機構），小野祐輔（京都大学），勝俣英雄（大林組），  

神野達夫（広島大学）、関口 徹（千葉大学）、武村雅之（鹿島建設）、  

丸山喜久（千葉大学）、盛川 仁（東京工業大学）、  

吉田 望（東北学院大学）  

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

 

会誌編集委員会 

委員長 境 有紀（筑波大学） 

副委員長 田村良一（篠塚研究所） 

幹事  藤田香織（東京大学大学院工学系研究科），引田智樹（鹿島建設）， 

芝 良昭（電力中央研究所） 

委員  川島 豪（神奈川工科大学），野津 厚（港湾空港技術研究所）， 

豊岡亮洋（鉄道総合技術研究所），近藤伸也（東京大学生産技術研究所）， 

中村いずみ（防災科学技術研究所），副島紀代（大林組） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 
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論文集編集委員会 

委員長 栗田 哲（東京理科大学） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

副委員長 藤本 滋（湘南工科大学） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

副委員長 高橋 徹（千葉大学） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

委員 片岡俊一（弘前大学）、紺野克昭（芝浦工業大学），庄司 学（筑波大学）， 

樋口 一（大林組）、村上正浩（工学院大学）、松岡昌志（産業技術総合研究所）、 

丸山 收（東京都市大学）、一井康二（広島大学大学院）、山田雅行（ニュージェック）、 

五十田博（信州大学）、大野 晋（東北大学大学院）、中村友紀子（新潟大学）、 

酒向裕司（鹿島建設） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

酒井久和（広島工業大学）、川辺秀憲（京都大学）、石原 直（国土技術政策総合研究所） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

 

研究統括委員会 

委員長 東畑郁生（東京大学） 

委員 飯場正紀（建築研究所） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

庄司 学（筑波大学） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

 

日本地震工学会創立 10周年記念事業運営委員会 

委員長 倉本 洋（大阪大学） 

委員 犬飼伴幸（竹中工務店），勝俣英雄（大林組），境有紀（筑波大学）， 

武村雅之（小堀鐸二研究所），中村孝明（篠塚研究所），中村英孝（原子力安全基盤機構）， 

福和伸夫（名古屋大学），木全宏之（清水建設），高田一（横浜国立大学）， 

斉藤大樹（建築研究所），矢代晴実（東京海上火災） 

（任期：平成 21 年 4月 1 日～平成 23年 3 月 31 日） 

 

事業企画委員会 

委員長 木全宏之（清水建設） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

委員  射場大輔（京都工芸繊維大学），尾崎竜三（中央復建コンサルタンツ）， 

小野祐輔（鳥取大学大学院），柴山明寛（東北大学大学院），砂田尚彦（大成基礎設計）， 
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原 忠（高知大学），洞 宏一（特許機器），岡崎太一郎（北海道大学大学院） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

冨 健一（パシフィックコンサルタンツ），平井 俊之（ニュージェック）， 

福喜多輝（清水建設） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

 

国際委員会 

委員長 藤田 聡（機械・東京電機大） 

幹事  皆川佳祐（機械・東京電機大） 

委員  川島一彦（土木・東工大），小長井一男（土木・東大），小檜山雅之（建築・慶応大）， 

斉藤大樹（建築・建研），横井俊明（地震・建研），芳村 学（建築・首都大）， 

安田 進（地盤・東京電機大） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

 

 

地震災害対応委員会（常置） 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

副委員長 清野純史（京都大学） 

（任期：平成 20 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

委員  小長井一男（東京大学），飯場正紀（理事、建築研究所） 

（任期：平成 21 年 6月 1 日～平成 23年 5 月 31 日） 

庄司 学（理事、筑波大学） 

（任期：平成 22 年 6月 1 日～平成 24年 5 月 31 日） 

 

災害リモートセンシング技術の標準化と高度化に関する研究委員会 

（平成 21 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日） 

委員長 松岡昌志（産業技術総合研究所） 

副委員長 越村俊一（東北大学大学院） 

幹事 三浦弘之（東京工業大学大学院） 

委員 清野純史（京都大学大学院工学研究科），高瀬嗣郎（応用地質株式会社技術センター）， 

庄司 学（筑波大学大学院），中井正一（千葉大学大学院），能島暢呂（岐阜大学）， 

古田竜一（リモート・センシング技術センター研究部），丸山喜久（千葉大学大学院）， 

三冨 創（アジア航測），翠川三郎（東京工業大学大学院），村尾 修（筑波大学大学院），

山崎文雄（千葉大学大学院） 
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原子力発電所の地震安全問題に関する調査研究委員会 

（平成 20 年 10 月 1日～平成 23 年 3月 31 日） 

委員長 亀田弘行（京都大学名誉教授） 

副委員長 高田毅士（東京大学） 

幹事 中村英孝（原子力安全基盤機構）、山崎宏晃（原子力安全基盤機構） 

委員 秋山伸一（伊藤忠テクノソリューションズ）、有賀義明（弘前大学），安中 正（東電設計）， 

今塚善勝（大林組）、蛯沢勝三（原子力安全基盤機構），落合兼寛（日本原子力技術協会）， 

香川敬生（鳥取大学）、菊地 優（北海道大学）、小泉孝之（同志社大学）、 

鈴木浩平（首都大学東京）、中島正人（電力中央研究所）、中村 晋（日本大学）、 

伯野元彦（攻玉社工科短期大学）、藤川 智（清水建設）、藤田 聡（東京電機大学）、 

藤原広行（防災科学技術研究所）、村上通章（構造計画研究所）、吉田郁政（武蔵工業大学）， 

吉田 望（東北学院大学） 

オブザーバー 尾之内厚志（中部電力）、菊池利喜郎（東京電力）、中村 隆夫（関西電力） 

 

微動利用技術研究委員会 

（平成 21 年 1 月 1 日～平成 23 年 5 月 31 日） 

委員長 森伸一郎（愛媛大学） 

副委員長 盛川仁（東京工業大学） 

委員 新井洋（建築研究所）、上林宏敏（大阪工業大学）、 

 和仁晋哉（中央復建コンサルタンツ）、片岡俊一（弘前大学）、 

 紺野克昭（芝浦工業大学）、斉藤知生（清水建設）、 

 佐藤 勉（システムアンドデータリサーチ）、末冨岩雄（日本技術開発）、 

 高井伸雄（北海道大学）、長郁夫（産業技術総合研究所）、年縄 巧（明星大学）、 

 飛田 潤（名古屋大学）、中村 充（大林組）、林 宏一（応用地質）、 

 林 康裕（京都大学）、原田隆典（宮崎大学）、 

 バンダリ、ネトラ・プラカシュ（愛媛大学）、古川愛子（九州大学）、 

 三上藤美（東邦アーステック）、宮腰 研（地域地盤環境研究所）、 

 森井雄史（京都大学）、矢部正明（長大）、保井美敏（戸田建設）、 

山田雅行（ニュージェック）、山中浩明（東京工業大学）、山本英和（岩手大学）、 

横井俊明（建築研究所） 

 

津波災害の実務的な軽減方策に関する研究委員会 

（平成 20 年 6 月 1 日～平成 23 年 5 月 31 日） 

委員長 松冨英夫（秋田大学） 

幹事 有川太郎（港湾空港技術研究所） 

委員 石川忠志（鹿島建設）、今村文彦（東北大学）、庄司 学（筑波大学大学院）、 
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奥田泰雄（建築研究所）、佐藤勝弘（アルファ水工コンサルタンツ）、 

高宮 進（国土技術政策総合研究所）、高梨和光（清水建設）、 

玉田 崇（いであ株式会社）、中埜良昭（東京大学）、 

中山哲嚴（水産総合研究センター）、藤間功司（防衛大学校）、 

 

地震被害・復興の記録のアーカイブス構築のための研究委員会 

（平成 20 年 6 月 1 日～平成 23 年 5 月 31 日） 

委員長 小長井一男（東京大学） 

幹事  

委員 池田隆明（飛島建設）、アイダン オメル（東海大学）、高梨和光（清水建設）、 

武村雅之（鹿島建設）、中埜良昭（東京大学）、三輪 滋（飛島建設）、安田 進（東京電機

大学）、若松加寿江（関東学院大学） 

オブザーバー 工藤一嘉（日本大学）、嶋 直子（エヌ・ワイ・ケイ） 

 

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 23 年 2 月 1 日～平成 25 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 吉川弘道（東京都市大学 総合研究所）、新谷真功（福井大学）、境 茂樹（間組技術研究 

所）、村地由子（構造計画研究所）、大嶋昌巳（千代田アドバンスト・ソリューションズ）、 

静間俊郎（篠塚研究所）、馬場啓輔（日本上下水道設計）、服部尚道（東急建設）、 

大谷章仁（ＩＨＩ原子力セクター）、植竹富一（東京電力技術開発研究所）、古屋 治（東

京都市大学） 

 

地盤情報データベースを用いた表層地質が地震動特性に及ぼす影響に関する研究委員

会 

（平成 22 年 12 月 20日～平成 26 年 3月 31 日） 

委員長 山中浩明（東京工業大学） 

幹事 東 貞成（電力中央研究所） 

委員 工藤一嘉（日本大学）、安田 進 （東京電機大学）、東畑郁生（東京大学）、川瀬 博（京 

都大学防災研究所）、岩田知孝（京都大学防災研究所）、纐纈一起（東京大学地震研究所）、 

久田嘉章（工学院大学）、清木隆文（宇都宮大学）、吉嶺充俊（首都大学東京）、 

大井昌弘（防災科学技術研究所）、長瀬雅美（応用地質（株））、王寺秀介（中央開発）、

池浦友則（（鹿島建設）、早川崇（清水建設）植竹富一（東京電力）、南雲秀樹（東電設計、

片岡 正次郎（国土交通省国土技術政策総合研究所）、松島信一（京都大学防災研究所）、

横井 俊明（建築研究所国際地震工学センター） 
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