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一般社団法人日本地震工学会は、2013年5月1日に公
益社団法人への移行が認定された。新しい法人組織の
もと、第1回社員総会ならびに講演会・贈呈式報告が、
平成25年5月24日（金）10時30分から17時00分、建築会
館ホール（東京都港区芝5丁目26番20号）において開催
された。また、総会終了後、建築会館ホールホワイエ
にて懇親会が催され、会員相互の親睦が図られた。そ
の概要を報告する。

【Ⅰ】　講演会・贈呈式（10時30分～ 12時30分）
社員総会議案に先立ち、基調講演、平成24年度各賞

の贈呈式および記念講演が行われた。司会は事業担当
理事・松田隆が担当した。

1．基調講演
「津波避難の実態と課題」と題して、東京大学地

震研究所外来研究員の後藤洋三先生が講演された。

2．平成24年度功績賞、功労賞、感謝状の贈呈式
受賞者は以下のとおりである。受賞理由について

は、当学会のホームページに詳しく記述されている
(http://www.jaee.gr.jp/jp/members/prize/)。

功績賞：（名誉会員）亀田弘行、（正会員）家村浩和、
国土交通省港湾局、（法人会員）独立行政法人港
湾空港技術研究所、公益財団法人鉄道総合技術
研究所、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄
道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、九州旅
客鉄道株式会社、一般社団法人 日本免震構造

協会、清水建設株式会社技術研究所
功労賞：正会員・東畑郁生、笠井和彦、澤本佳和

3．論文賞・論文奨励賞の贈呈式および記念講演
論文奨励賞および論文賞の贈呈式・記念講演が執

り行われた。司会は学術担当理事・高橋 徹が担当し
た。受賞者、論文名は以下の通りである。受賞理由
については、先に示した当学会のホームページに詳
しく記述されている。

論文賞：（正会員）佐藤智美、大川 出、西川孝夫、
佐藤俊明、「長周期地震動の経験式の改良と
2011年東北地方太平洋沖地震の長周期地震動シ
ミュレーション」

（正会員）リュウ ウェン、山崎文雄、「2011年東
北地方太平洋沖地震前後のTerraSAR-X強度画像
を用いた地殻変動の検出」

公益社団法人 日本地震工学会
第1回社員総会ならびに講演会・贈呈式報告
加藤　研一　　　／富田　孝史
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基調講演　後藤洋三氏
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功労賞受賞者（当日ご出席の笠井和彦氏）
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論文奨励賞：（正会員）辻 拓也、「木造と鉄筋コン
クリート造の立面的併用構造の地震時外力分布
とその挙動」

（正会員）リュウ ウェン、「高解像度SAR画像を
用いた東北地方太平洋沖地震における津波浸水
域と建物被害の抽出」

 

【Ⅱ】　第1回社員総会（14時00分～ 17時00分）
１．総社員総数：1,219名
２．出席社員数：743名
３．出席代表理事（会長）：川島一彦

出席理事（平成24年度理事・監事）
川島一彦、当麻純一、福喜多 輝、矢代晴実、富
田孝史、松田 隆、加藤研一、若松加寿江、芳
村 学、矢部正明、大谷章仁、渡壁守正、高橋 徹、
永野正行、五十田博、田村敬一

出席監事　河村壮一
出席理事（平成25年度理事就任）

和泉 信之、境　茂樹、新海　元、塚本 良道、
久田 嘉章、古屋　治、安田　進、山崎 文雄

出席監事　五十嵐克哉、田蔵　隆
４．議長：代表理事（会長）川島一彦
５．議事録作成：理事・加藤研一、理事・富田孝史
６．第1回社員総会

1） 議長選任の経過
定刻に至り司会者、理事・矢部正明は開会を宣し、

平成25年度第1回社員総会は公益社団法人日本地震
工学会定款第4章第11条～第19条により、定足数を
満たしたので有効に成立する宣言を行った。日本地
震工学会が5月1日付けで一般社団法人から公益社団
法人に移行したため、本日の社員総会は3部構成と
し、まず、平成24年度の一般社団法人日本地震工学
会としての平成24年度分の事業報告と決算報告を行
い、次に一般社団法人日本地震工学会としての平成
25年４月1日から４月30日分の事業報告と決算報告
を行う。最後に、公益社団法人日本地震工学会の理
事・監事の選任と事業計画および予算について審議
する宣言を行った。定款第15条により、議長につい
ては代表理事・川島一彦会長があたることを宣言し
た。

2） 議事録署名人の指名
川島一彦議長（以下、議長）から定款第4章第19条

に基づく議事録署名人に以下の理事2名を指名した。
理事　当麻　純一、理事　若松加寿江

3） 議事経過
議長のもと以下の議案に基づき審議が行なわれた。

議案
(1)　一般社団法人日本地震工学会

（平成24年4月1日～平成25年3月31日）
第1号議案　平成24年度事業報告
第2号議案　平成24年度収支決算報告

議長は、第1号議案について理事・矢部正明に内
容を説明させ、第2号議案について理事・大谷章仁
に内容を説明させ、続いて監事・河村壮一から会計
に関する書類につき「綿密に調査したところ、法令
に照らしいずれも妥当であることを認めた」旨の報

論文賞受賞者

論文奨励賞受賞者
会長挨拶　川島一彦氏
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告がなされた後、議長は第1号議案、第2号議案これ
を議場に諮ったところ、満場異議なく議決した。

(2)　一般社団法人日本地震工学会
（平成25年4月1日～平成25年4月30日）

第1号議案　平成25年度事業計画
第2号議案　平成25年度収支予算

議長は第1号議案、第2号議案について理事・矢部
正明に説明を求めた結果、一般社団法人日本地震工
学会は2013年5月1日に公益社団法人への移行が認定
されたところであるので、第1号議案、第2号議案に
ついては説明を省略し、平成25年度公益社団法人日
本地震工学会の平成25年度事業計画および平成25年
度収支予算として審議する旨の説明が理事・矢部正
明よりなされた。

第3号議案　平成25年度事業報告
議長は、第3号議案について理事・矢部正明に内

容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満
場異議なく議決した。

第4号議案　平成25年度収支決算報告・平成25年
　　　　  度監査報告
議長は、第4号議案について理事・大谷章仁に内

容を説明させた後、続いて監事・河村壮一から「会
計に関する書類は、綿密に調査したところ法令に照
らしいずれも妥当であることを認めた」旨の報告が
された。議長はこれを議場に諮ったところ、満場異
議なく議決した。

(3)　公益社団法人日本地震工学会
（平成25年5月1日～平成26年3月31日）

第1号議案　平成25年度理事・監事の選任
議案について議長は内容を説明した後、以下の理

事、監事についてこれを議場に諮ったところ、満場
異議なく議決した。

理事　和泉　信之（千葉大学 教授）
理事　境　　茂樹（安藤・間株式会社 主席研究員）
理事　新海　　元（東京ガス株式会社 マネージャー）
理事　塚本　良道（東京理科大学 教授）
理事　年縄　　巧（明星大学 教授）
理事　鳥井　信吾（株式会社日建設計 副代表）
理事　久田　嘉章（工学院大学 教授）
理事　福和　伸夫（名古屋大学 教授）
理事　古屋　　治（東京都市大学 准教授）

理事　安田　　進（東京電機大学 教授）
理事　山崎　文雄（千葉大学 教授）
理事　横井　俊明（建築研究所 センター長）
監事　五十嵐克哉（防災科学技術研究所 客員研究員）
監事　田蔵　　隆（富山県立大学 客員教授）

（任期　平成25年6月1日～平成27年5月31日）
被選任者はその就任を承諾した。

これによって、以下の者は定款により任期満了退
任となることが報告された。

代表理事　川島　一彦（東京工業大学 名誉教授）
理事　若松加寿江（関東学院大学 教授）
理事　芳村　　学（首都大学東京 教授）
理事　矢部　正明（株式会社長大 部長）
理事　大谷　章仁（株式会社ＩＨＩ グループ長）
理事　渡壁　守正（戸田建設 主管）
理事　中埜　良昭（東京大学 教授）
理事　高橋　　徹（千葉大学 教授）
理事　斉藤　大樹（豊橋技術科学大学 教授）
理事　五十田　博（信州大学 教授）
理事　永野　正行（東京理科大学 教授）
監事　河村　壮一（耐震環境コンサルタント 主宰）
監事　翠川　三郎（東京工業大学 教授）

（就任期日：平成23年5月24日から退任期日：
平成25年5月24日）

議長より平成25年度理事会構成が成立した旨報告
がなされた。

第2号議案　平成25年度選挙管理委員会委員の選任
議案について議長は内容を説明した後、以下の選

挙管理委員会委員についてこれを議場に諮ったとこ
ろ、満場異議なく議決した。

加藤　研一（株式会社小堀鐸二研究所）
渡壁　守正（戸田建設技術研究所）
藤川　　智（清水建設技術研究所） 

渡辺　和明（大成建設株式会社）
（任期　平成25年6月1日～平成28年5月31日）

第3号議案　平成25年度役員候補推薦委員会委員の
選任

議案について議長は内容を説明した後、以下の役
員候補推薦委員会委員についてこれを議場に諮った
ところ、満場異議なく議決した。
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佐藤　　健（東北大学）
高田　　一（横浜国立大学）
幸左　賢二（九州工業大学）
矢部　正明（株式会社長大）
大谷　章仁（株式会社IHI）
勝俣　英雄（株式会社大林組）
志波由紀夫（大成建設株式会社）
永野　正行（東京理科大学）
福喜多　輝（清水建設株式会社）
若松加寿江（関東学院大学）

（任期　平成25年6月1日～平成28年5月31日）

第4号議案　平成25年度事業計画
議長は、第4号議案について理事・福喜多輝に内

容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満
場異議なく議決した。

第5号議案　平成25年度収支予算
議長は、第5号議案について理事・矢代晴実に内

容を説明させた後、これを議場に諮ったところ、満
場異議なく議決した。

第6号議案　名誉会員の推挙
議長は、第6号議案について内容を説明した後、こ

れを議場に諮ったところ、以下の2013年新名誉会員
の推挙が満場異議なく議決した。

2013年新名誉会員
家村　浩和 氏、河村　壮一 氏、鈴木　祥之 氏、
Prof. Stephen Mahin氏　以上4名。

以上ですべての議案の審議を終了し、17時00分に
平成25年度公益社団法人日本地震工学会第1回社員
総会を閉会した。

７．臨時理事会および新会長の選定：
平成25年度の理事が壇上に集合し、定款第５章第21

条第2項に従って安田理事を代表理事である会長に推
薦し、安田理事が会長となることを決議した。その後、
安田新会長から挨拶があり、本日の行事を全て終了し
た。

2013年新名誉会員

新会長挨拶　安田　進氏


