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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 

（第 8 回） 

2020.5.28 

 

オンライン 

議案 

第 1 号議案 令和元（2019）年度 事業報告 

第 2 号議案 令和元（2019）年度 決算報告 

         令和元（2019）年度 監査報告 

第 3 号議案 令和 2（2020）年度 理事の選任 

報告 

第 1 号報告 令和 2（2020）年度 事業計画 

第 2 号報告 令和 2（2020）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45回 理事会 

2020.4.20 

 

オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案

  

第 1 号 入退会者  

第 2 号 令和元年度事業報告（案）  

第 3 号 令和元年度決算（案）  

第 4 号 次期理事会理事候補者の選出  

第 5 号 公益社団法人日本地震工学会第 8 回社員総会議事次第  

第 6 号 17WCEE の開催について  

報告事項 

1) 第 44 回理事会議事録（案）の確認  

2) 会務報告  

3) 広報部会からの報告  

4) 情報コミュニケーション委員会からの報告  

5) 会誌編集委員会からの報告  

6) 論文集編集委員会からの報告  

7) 事業企画委員会（企画）からの報告  

8) 業務執行理事の業務報告について 

臨時理事会 

2020.5.28 

 

オンライン 

議案 

第1号 次期執行理事の選出 

第2号 次期副会長の選出 

第3号 次期理事の担当事業の指名 

第46回 

2020.6.25 

 

オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

第 1 号 入退会者承認 

第 2 号 委員会委員の委嘱 

第 3 号 共催・後援・協賛等 

報告事項 

1) 第45 回理事会議事録（案）確認 

2) 第8 回社員総会議事録（案）確認 

3) 臨時理事会議事録（案）確認 

4) 令和２年度事業計画 

5) 令和２年度予算 

6) 会務報告 



- 2 - 
 

 

 

7) 会計報告 

8) 総務部会からの報告 

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) 論文集編集委員会からの報告 

13) 事業企画委員会（企画）からの報告 

14) 17WCEE 運営委員会からの報告 

15) 2020 年度大会に関する報告 

16) 将来構想委員会からの報告 

第47回 

2020.8.6 

 

オンライン 

議案 

第 1 号 入退会者  

第 2 号 委員会委員の委嘱   

第 3 号 共催・後援・協賛等  

第 4 号 2020 年度大会の開催方法について  

第 5 号 防災学術連携体 東日本大震災十周年シンポジウムについて 

報告事項 

1) 第 46 回理事会議事録（案）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)  国際委員会、地震災害対応委員会からの報告  

8)  論文集編集委員会からの報告  

9)  事業企画委員会（企画）からの報告  

10) 17WCEE 運営委員会からの報告  

11) ESG6 運営委員会からの報告 

第48回 

2020.10.8 

 

オンライン 

 

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 

報告事項 

1) 第 47 回理事会議事録（案）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)  国際委員会、地震災害対応委員会からの報告  

8)  論文集編集委員会からの報告  

9)  事業企画委員会（企画）からの報告  

10) 17WCEE 運営委員会からの報告  

11) 将来構想委員会からの報告  

12) 第 9 回日本地震学会・日本地震工学会会長懇談会の報告  

13) 第 10 回理学・工学系学協会連絡協議会について          

14) 選挙管理委員会からの報告                                    

15) メール審議結果の報告（3 件） 
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第49回 

2020.12.7 

 

オンライン 

 

 

 

 

議案 

第 1 号 入退会者  

第 2 号 委員会委員の委嘱  

第 3 号 共催・後援・協賛等 

報告事項 

1）第 48 回理事会議事録（案）の確認  

2）第 18 回正副会長会議報告  

3）会務報告  

４）会計報告  

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）国際委員会，地震災害対応委員会からの報告  

９）論文集編集委員会からの報告  

10）事業企画委員会（企画）からの報告  

11）17WCEE 運営委員会からの報告  

12）2020 年度大会に関する報告  

13）将来構想委員会からの報告 

14）メール審議結果の報告（1 件） 

 

第50回 

2021.03.19 

 

オンライン 

 

議案 

第 1 号 入退会者・会費未納入者  

第 2 号 役員候補推薦委員会 2021 年度委員について  

第 3 号 共催・後援・協賛等  

第 4 号 令和 3 年度事業計画（案）  

第 5 号 令和 3 年度収支予算書（案）  

第 6 号 今年度の表彰について 

(6-1) 功績賞  

(6-2) 功労賞  

(6-3) 名誉会員  

(6-4) 論文賞  

(6-5) 論文奨励賞   

第 7 号 研究委員会の設置期間の延長について（2 件）  

報告事項 

１）第 49 回理事会議事録（案）の確認  

２）総務・会計部会，第 19 回拡大正副会長会議報告  

３）会務報告  

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）国際委員会，地震災害対応委員会からの報告  

８）論文集編集委員会からの報告  

９）事業企画委員会（企画）からの報告  

10）17WCEE 運営委員会からの報告  

11）将来構想委員会からの報告  

12）防災学術連携体臨時総会の開催報告  

13）メール審議（8 件）結果報告 
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□正副会長会議 

 

 

会 合 開催数 

総会（社員総会） 1 回 

理事会 7 回 

正副会長会議 2 回 

 

第18回 

2020.11.12 

オンライン 

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. 日本学術会議会員候補任命拒否への対応に関する議論 

4. その他確認事項 

第 19 回 

2021.3.1 

オンライン 

 

議案 

１．今年度の功績賞、功労賞、名誉会員の選考について 

２．正副会長会議議事 

1) 令和２年度事業報告 

2) 令和３年度事業計画 

3) 令和２年度決算見込み、令和3 年度収支予算 

3．第9 回社員総会について 

4. 20周年記念事業について 

5. その他 次回日本地震工学シンポジウムについて 
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1.3 主要会務 

 

04 月 01 日（月） ・ JAEE NEWS No.348 配信 

04 月 09 日（月） ・ 17WCEE 第 12 回運営委員会開催（ZOOM も使用） 目黒理事・委員長、中埜会長・副委

員長他（於 建築会館 308 会議室 15 時 00 分～18 時 00 分） 

 ・ 会誌編集委員会開催（ZOOM による） 永野理事・委員長他（17 時 00 分～20 時 00 分）） 

04 月 14 日（火） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 3 月、決算処理（於 本会事務所 13 時 30 分

～17 時 00 分） 

04 月 15 日（火） ・ 令和元年度監事監査会開催（スカイプによる） 久田監事、三輪監事、鳥井副会長、中村

総務理事、徳光総務理事、山本会計理事、松岡会計理事（17 時 00 分～19 時 00 分） 

04 月 20 日（月） ・ 第 45 回理事会開催 中埜会長、鳥井副会長、山田副会長、秋山副会長 他理事、監事

（ZOOM によるオンライン会議 16 時 00 分～19 時 00 分） 

04 月 24 日（金） ・ 選挙管理委員会開催 山本理事・委員長 他委員（Teams によるオンライン会議 16 時 00

分～17 時 00 分） 

05 月 01 日（金） ・ JAEE NEWS No.349 配信 

05 月 12 日（火） ・ 第 13 回 17WCEE 運営委員会開催 目黒理事・委員長 他委員（ZOOM によるオンライン

会議 15 時 00 分～19 時 00 分） 

05 月 15 日（金） ・ 総務部会引継ぎ 鳥井副会長、山中先生、中村理事、徳光理事、米澤氏（ZOOM による

オンライン会議 10 時 00～12 時 00 分） 

05 月 26 日（火） ・ 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 10 時 30 分～12 時 30

分） 

05 月 28 日（金） ・ 公益社団法人日本地震工学会第 8 回社員総会 

日 時：2020 年 5 月 28 日（金）14：00～15：00 

場 所：ZOOM によるオンライン総会 

 ・ 臨時理事会開催 中埜会長 他理事、監事（ZOOM によるオンライン会議 15 時 00 分～15

時 10 分） 

05 月 29 日（水） ・ 選挙管理委員会開催 樋口理事・委員長 他委員（ZOOM によるオンライン会議 10 時

00 分～11 時 00 分） 

05 月 31 日（金） ・ 日本地震工学会論文集 第 20 巻第 4 号（2020 年 5 月）刊行 

06 月 01 日（月） ・ JAEE NEWS No.350 配信 

06 月 03 日（水） ・ 会誌編集委員会幹事会開催 永野理事・委員長 他委員（ZOOM によるオンライン会議 

16 時 00 分～18 時 00 分） 

06 月 04 日（木） ・ 論文集編集委員会幹事会開催 小檜山理事・委員長 他委員（ZOOM によるオンライン会

議 17 時 00 分～19 時 00 分） 

06 月 09 日（火） ・ ＩＣ委員会開催 久保理事・委員長 他委員（ZOOM によるオンライン会議 15 時 00 分～

17 時 00 分） 

06 月 12 日（金） ・ 第 14 回 17WCEE 運営委員会開催 目黒委員長 他委員（ZOOM によるオンライン会議 

15 時 00 分～18 時 30 分） 

06 月 17 日（水） ・ 論文集編集求人採用面接（2 名） 小檜山理事・委員長 他（ZOOM によるオンライン面接 

16 時 00 分～18 時 00 分） 

06 月 18 日（木） ・ 会誌編集委員会開催 永野理事・委員長 他委員（ZOOM によるオンライン会議 16 時

00 分～19 時 00 分） 

06 月 25 日（木） ・ 第 46 回理事会開催 中埜会長、山中副会長、秋山副会長他理事･監事 

（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 16 時 00 分～19 時 00 分）
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 ・ 2020年度学術大会に関わる打合せ 松島理事・委員長、中埜会長、山中副会長、秋山副

会長、徳光理事、米澤理事、小松事務局長（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 10 時 00 分～11

時 00 分） 

06 月 26 日（金） ・ 内閣府へ役員変更届提出（オンライン提出） 

 ・ 内閣府へ令和元年度事業報告資料提出（オンライン提出） 

06 月 29 日（月） ・ 17WCEE 企業協賛拡大委員会 中村委員長他委員（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 15 時 00

分～16 時 30 分） 

06 月 30 日（火） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.20(2020) No.5（英文号）刊行 

 ・ 日本地震工学会誌 No.40 刊行 

07 月 01 日（水） ・ JAEE NEWS No.351 配信 

 ・ 選挙管理委員会 樋口理事・委員長他委員（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 16 時 00 分～17

時 00 分） 

07 月 08 日（水） ・ 17WCEE 第 15 回運営委員会開催 目黒委員長他委員（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 15 時

00 分～18 時 30 分） 

07 月 15 日（水） ・ 防災学術連携体令和 2 年度総会報告と第 2 回 WEB 研究会 樋口理事 

（ WEB 会 議  10 時 00 分 ～ 1 ２ 時 00 分 ）

  

 ・ 第 1 回事業企画委員会 丸山理事・委員長他委員（オンライン会議、9 時 30 分～10 時 30

分） 

07 月 27 日（月） ・ 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 10 時 30 分～12 時 00

分） 

07 月 29 日（水） ・ 論文集編集委員会開催 小檜山理事・委員長他委員（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 15 時

30 分～18 時 00 分） 

07 月 31 日（金） ・ ＥＳＧ６運営委員会開催 川瀬委員長他幹事･委員（オンライン会議） 

08 月 01 日（土） ・ 会長、監事候補選挙投票開始（～8 月末） 

08 月 03 日（月） ・ JAEE NEWS No.352 配信 

08 月 05 日（水） ・ 17WCEE 第 16 回運営委員会開催 目黒委員長他委員（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 16 時

00 分～19 時 30 分） 

08 月 06 日（木） ・ 第 47 回理事会開催中埜会長、山中副会長、山田副会長、秋山副会長他理事・監事

（ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会議 16 時 00 分～19 時 00 分） 

08 月 18 日（火） ・ 17WCEE 企業協賛拡大委員会幹事会開催 中村委員長、庄司委員長他（於 ZOOM 会

議 10 時 00 分～11 時 30 分） 

 ・ メール審議 発議 

  審議：第 40 回地震工学研究発表会の後援(1 件)依頼について 

  発議：徳光理事 

  決議：2020 年 8 月 31 日 

注：同日メール審議を予定していた第 1 回超耐震構造シンポジウムの後援依頼について

は、主催団体「超耐震構造研究会」の公益性が現時点では担保されていないことから今

回は辞退することとした。 

08 月 19 日（水） ・ メール審議 発議 

  審議：第 8 回首都防災ウィークの後援(1 件)依頼について 

  発議：徳光理事 

  決議：2020 年 8 月 26 日 

08 月 20 日（木） ・ 会誌編集委員会開催 永野理事・委員長他（於 ZOOM 会議 16 時 00 分～19 時 00 分） 

08 月 24 日（月） ・ 17WCEE 企業協賛拡大委員会開催 中村委員長、庄司委員長他（於 ZOOM 会議 15

時 00 分～17 時 00 分） 

 ・ 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 10 時 30 分～12 時 30

分） 
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08 月 27 日（木） ・ 第 10 回理学・工学系学協会連絡協議会 秋山副会長（於 遠隔会議(Webex)   

10 時 00 分～12 時 00 分） 

08 月 28 日（金） ・ JAEE Newsletter 2020 年 8 月号 (Vol. 9, No. 2) 発行 

08 月 31 日（月） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.20(2020) No.6 刊行 

09 月 01 日（火） ・ JAEE NEWS No.353 配信 

09 月 03 日（木） ・ 選挙管理委員会開催 樋口理事・委員長他（於 建築会館 308 会議室 13 時 00 分～14

時 30 分） 

09 月 04 日（金） ・ 将来像検討ＷＧ開催 山中副会長他（於 ZOOM 会議 10 時 00 分～12 時 30 分） 

09 月 07 日（月） ・ 第 17 回 17WCEE 運営委員会開催 目黒委員長、中埜会長・副委員長他（於 ZOOM 会

議 15 時 00 分～18 時 30 分） 

09 月 24 日（木） ・ 事業企画委員会開催 丸山理事・委員長、肥田理事・副委員長他（於 MS Teams 会議  

10 時 00 分～12 時 00 分）  

09 月 25 日（金） ・ 会誌編集委員会幹事会開催 永野理事・委員長他（於 ZOOM 会議 10 時 00 分～11 時

00 分） 

09 月 29 日（火） ・ 17WCEE 企業協賛拡大委員会幹事会開催 中村委員長、庄司委員長他（於 ZOOM 会

議 13 時 00 分～15 時 00 分） 

 ・ 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 13 時 30 分～16 時 00

分） 

 

・ 

メール審議 発議 

  審議：年次大会の参加費、非会員投稿料および企業ロゴ掲載料の承認 

  発議：徳光理事 

  決議：2020 年 10 月 2 日 

10 月 01 日（水）             ・ 論文集編集委員会幹事会開催 小檜山理事・委員長他（於 ZOOM 会議 12 時 30 分～

13 時 00 分） 

 ・ JAEE NEWS No.354 配信 

10 月 02 日（水） 
・ 

日本地震学会・日本地震工学会 会長懇談会開催 小原日本地震学会会長、 

中埜会長他（於 建築会館 304 会議室＋ZOOM 16 時 00 分～18 時 00 分） 

10 月 08 日（木） ・ 第 48 回理事会 開催 中埜会長、山中副会長、山田副会長、秋山副会長ほか理事・監事

（於 zoom によるオンライン会議 16 時 00 分～19 時 00 分） 

10 月 09 日（金） ・  第 4 回会誌編集委員会 開催 永野理事･委員長ほか委員（於 ZOOM によるオンライン

会議 16 時 00 分～19 時 00 分） 

10 月 12 日（月） ・ 17WCEE 企業協賛拡大委員会 開催 庄司委員長、西田副委員長他（於 ZOOM による

オンライン会議 15 時 00 分～17 時 00 分） 

 ・ ＩＣ委員会 開催 久保理事・委員長 他委員（於 google meet によるオンライン会議 15 時

00 分～17 時 00 分） 

10 月 16 日（金） ・ 2019 年度表彰式第 2 回打合せ 徳光理事・米澤理事・防災ログ（於 ZOOM によるオンラ

イン会議 10 時 00 分～11 時 00 分） 

 ・ メール審議 発議 

  審議：日本地震工学会・大会-2020 の講演プログラムの承認 

  発議：徳光理事 

  決議：2020 年 10 月 24 日 

10 月 19 日（月） ・ 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 10 時 30 分～12 時 00

分） 

10 月 26 日（月） ・ 17WCEE 第 18 回運営委員会 開催 目黒委員長、中埜会長･副委員長他 （於 ZOOM に

よるオンライン会議 15 時 00 分～17 時 50 分） 

10 月 29 日（木） ・ 第 3 回 17WCEE 津波ブラインドコンテスト評価委員会 開催，有川委員長，木原幹事ほか

委員（於 ZOOM によるオンライン会議 10 時 00 分～12 時 00 分） 

10 月 30 日（金） ・ 日本地震工学会誌 No.41 刊行 
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11 月 02 日（月） ・ JAEE NEWS No.355 配信 

11 月 06 日（金） ・ 17WCEE プログラム委員会 開催 高田委員長，清野副委員長 ほか委員（於 日本コン

ベンションサービス会議室および ZOOM によるオンライン会議 13 時 00 分～16 時 15 分） 

11 月 10 日（火） ・ 17WCEE 第 19 回運営委員会 開催 目黒委員長、中埜会長･副委員長他 （於 ZOOM

によるオンライン会議 15 時 00 分～18 時 30 分） 

11 月 12 日（木） ・ 第 18 回正副会長会議 開催 中埜会長、山中副会長、山田副会長、秋山副会長、松岡

理事、樋口理事、徳光理事、米澤理事、事務局（小松）（於 ZOOM 

によるオンライン会議 16：00～19：00） 

11 月 17 日（火） ・ 第3回事業企画委員会 開催 丸山理事・委員長ほか委員（於 Microsoft Teams によるオ

ンライン会議 10時00分～12時00分） 

 

 ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 10 月（於 本会事務所 10 時 30 分～12 時

00 分） 

11 月 18 日（水） ・ 将来像検討 WG 山中副会長、徳光理事、米澤理事他委員（於 ZOOM によるオンライン

会議 10 時 00 分～12 時 30 分） 

11 月 19 日（木） ・ 第 16 回メキシコ地震工学シンポジウム（XVI Mexican Symposium on Earthquake 

Engineering） 中埜会長登壇（於 オンラインにて  日本時間 2020 年 11 月 20 日 0 0 時

00 ～0 2 時 00 分） 

11 月 20 日（金） ・ 2019 年度表彰式第 3 回打合せ 徳光理事・米澤理事・防災ログ（於 ZOOM によるオンラ

イン会議 9 時 30 分～10 時 30 分） 

 ・ 第 4 回 17WCEE 津波ブラインドコンテスト評価委員会 開催，有川委員長，木原幹事ほか

委員（於 ZOOM によるオンライン会議 18 時 30 分～20 時 30 分） 

11 月 25 日（水） ・ IAEE 臨時理事会 開催，中埜 IAEE 副会長 ほか IAEE 役員（於 ZOOM によるオンライン

会議 22 時 00 分～23 時 00 分） 

11 月 30 日（月） ・ 2020 年度論文賞応募締切 

11 月 30 日（月） ・ 論文集編集委員会幹事会 開催 小檜山理事・委員長ほか（於 ZOOM によるｵﾝﾗｲﾝ会

議 8 時 30 分～9 時 00 分） 

 ・ 日本地震工学会論文集第 20 巻第 7 号（2020 年 11 月 通常号）刊行 

12 月 01 日（火） ・ JAEE NEWS No.356 配信 

12 月 02 日（水） 

～ 

12 月 03 日（木） 

・ 第 15 回「日本地震工学会・大会－2020」開催 

場所：ZOOM オンライン開催 

プログラム：基調講演、招待講演、特別企画招待講演、15 セッション 

主催：日本地震工学会 

地震工学技術フェア：出展 5 社 

参加者：160 名（11 月 26 日現在） 

12 月 03 日（木） ・ 2019 年度表彰式 開催 （於 ZOOM によるオンライン：「日本地震工学会・大会－2020」

内プログラムとして） 

 ・ 17WCEE 企業協賛拡大委員会幹事会 開催 中村委員長、庄司委員長ほか 

（於 ZOOM によるオンライン会議 15 時 00 分～17 時 00 分） 

12 月 04 日（金） ・ 第 5 回 17WCEE 津波ブラインドコンテスト評価委員会 開催，有川委員長，木原幹事 ほ

か委員（於 ZOOM によるオンライン会議 18 時 30 分～20 時 30 分） 

12 月 07 日（月） ・ 第 49 回理事会開催 中埜会長、山中副会長、山田副会長、秋山副会長他理事（Zoom オ

ンライン開催 16 時 00 分～19 時 00 分） 

12 月 09 日（水） ・ 第 21 回 17WCEE 運営委員会 目黒委員長、中埜会長・副委員長他委員（Zoom オンライ

ン開催 15 時 00 分～18 時 30 分） 

12 月 10 日（木） ・ メール審議 発議 

  審議：第 25 回震災対策技術展・横浜の後援に係るメール審議 

  発議：徳光理事 
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  決議：2020 年 12 月 17 日 

12 月 15 日（火） ・ 第 3 回将来像検討 WG 山中副会長他委員 （Zoom オンライン開催 10 時 00 分 〜 12

時 30 分） 

12 月 18 日（金） ・ メール審議 発議 

  審議：一般公開セミナー 「島弧のジオダイナミクス－琉球弧における 

  地震研究の発展」の後援に係るメール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2020 年 12 月 23 日 

12 月 21 日（月） ・ 17WCEE 企業協賛展示幹事会 中村企業協賛委員会委員長他委員（Zoom オンライン開

催 13 時 00 分～15 時 00 分） 

12 月 22 日（火） ・ 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 10 時 30 分～12 時

00 分） 

12 月 28 日（月） ・ 日本地震工学会英文論文集 Vol.20(2020) No.8（英文号） 刊行 

 ・ JAEE Newsletter 2020 年 12 月号 (Vol. 9, No. 3) 発行 

01 月 04 日（月） ・ JAEE NEWS No.357 配信 

01 月 05 日（火） ・ メール審議 発議 

  審議：第 14 回 SEGJ 国際シンポジウム協賛の承認に係るメール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2021 年 1 月 14 日 

 ・ 論文集編集委員会開催 小檜山理事・委員長他委員（Zoom オンライン開催 10 時

00 分～12 時 00 分） 

01 月 06 日（水） ・ 第 21 回 17WCEE 運営委員会 目黒委員長、中埜会長・副委員長他（Zoom オンライン開

催 15 時 00 分～18 時 30 分） 

01 月 07 日（木） ・ メール審議 発議 

  審議：（１）日本地震工学会 20 周年記念式典の特別講演者への謝金の支払いと（２）東

大地震研究所の共同利用・共同研究拠点の再認定の要望書提出に係るメール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2021 年 1 月 15 日 

01 月 08 日（金） ・ 第 5 回会誌編集委員会 永野理事・委員長他委員（Zoom オンライン開催 16 時 00 分～

19 時 00 分） 

01 月 14 日（木） ・ 日本学術会議学術主催学術フォーラム・第 11 回防災学術連携シンポジウム 

東日本大震災からの十年とこれから－58 学会、防災学術連携体の活動－ 

において本会より高田毅士先生が「日本地震工学会研究委員会の活動:原子力発電所の

地震安全の基本原則の提案と実践」の題名で寄稿・発表 （オンライン開催 10時00分～

18 時 30 分） 

01 月 15 日（金） ・ メール審議 発議 

  審議：（１）地盤工学会「東日本大震災で被災した宅地の復興に関する 

フォーラム」の後援と（２）東北大災害科学国際研究所の共同利用・共同研究拠点化に向

けた要望書提出に係るメール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2021 年 1 月 24 日 

01 月 18 日（月） ・ 情報コミュニケーション委員会開催 久保理事・委員長他委員（Zoom オンライン開催 15

時 00 分～17 時 30 分） 

01 月 19 日（火） ・ 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 10 時 30 分～12 時

00 分） 
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01 月 29 日（金） ・ メール審議 発議 

  審議：日本建築学会シンポジウム「東日本大震災 10 周年を機に 

 頻発する複合災害を考える」の後援に係るメール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2021 年 2 月 5 日 

02 月 01 日（月） ・ JAEE NEWS No.358 配信 

 ・ 会費未納会員宛督促状郵送（三度目） 

02 月 04 日（木） 

 

・ 第 4 回将来像検討 WG 山中副会長 他委員 （Zoom オンライン開催 15 時 00 分 〜 17

時 00 分） 

02 月 08 日（月） ・ 会誌編集委員会開催 永野理事・委員長 他委員（Zoom オンライン開催 16 時 00 分～19

時 00 分） 

 ・ メール審議 発議 

  審議：「地域力創造のための防減災学研究拠点」の申請に向けた要望書提出に係るメ

ール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2021 年 2 月 15 日 

 ・ メール審議 発議 

  審議：京都大学防災研究所の共同利用・共同研究拠点認定に向けた要望書提出に係

るメール審議 

  発議：徳光理事 

  決議：2021 年 2 月 16 日 

02 月 09 日（火） ・ 第 22 回 17WCEE 運営委員会 目黒理事・委員長、中埜副委員長他委員（Zoom オンライ

ン開催 15 時 00 分～18 時 30 分） 

02 月 13 日（土） ・ 福島県沖を震源とする地震（M7.3）発生 地震災害対応委員会、ＩＣ委員会情報収集活動

を開始 

02 月 18 日（木） ・ 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 13 時 30 分～15 時 30

分） 

02 月 19 日（金） ・ 論文賞選考委員会開催 秋山副会長・委員長他委員 （Zoom オンライン開催 12 時 00 分

～13 時 00 分） 

02 月 22 日（月） ・ 総務会計部会開催 山中副会長、徳光理事、米澤理事、松岡理事、樋口理事、事務局

（小松、戸田）（Zoom オンライン開催 14 時 00 分～16 時 00 分） 

02 月 27 日（木） ・ 17WCEE 展示協賛小委員会幹事会開催 庄司委員長他委員（Zoom オンライン開催 15

時 30 分～17 時 30 分） 

02 月 26 日（金） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.21(2021) No.1 刊行 

 ・ 日本地震工学会誌 No.42 刊行 

03 月 01 日（月） ・ JAEE NEWS No.359 配信 

 ・ 第 17 回拡大正副会長会議及び表彰委員会 中埜会長、山中副会長、山田副会長、秋山

副会長、清野次期会長、他総務会計部会理事、事務局 （Zoom オンライン開催 16 時 00

分～19 時 00 分） 

03 月 03 日（水） ・ 論文集編集委員会事務員採用面接 小檜山理事・委員長 他委員（Zoom オンライン開催 

13 時 00 分～13 時 40 分） 

 ・ 第 23 回 17WCEE 運営委員会 目黒理事・委員長、中埜副委員長他委員（Zoom オンライ

ン開催 15 時 00 分～17 時 00 分） 

03 月 04 日（木） 

05 日（金） 
・ 会誌 42 号 気象庁、文科省、国交省記者会へ配布 

03 月 09 日（火） ・ 事業企画委員会 丸山理事 他委員（MS Teams オンライン開催 10 時 00 分～12 時 00
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分） 

 ・ 17WCEE 展示・協賛拡大委員会幹事会開催 庄司委員長他委員（Zoom オンライン開催 

10 時 00 分～12 時 00 分） 

03 月 17 日（水） ・ 第 25 回震災対策技術展横浜開催（3 月 17 日～3 月 18 日）  

本会展示出展（２ブース：日本地震工学会と 17WCEE）（於 パシフィコ横浜展示ホール） 

03 月 18 日（木） ・ 第 11 回震災予防講演会「生誕 150 周年記念 今村明恒と関東大震災ｰ震災予防講演会

40 回のルーツｰ」開催 

  主 催：本会 

  日 時：3 月 18 日（木）13 時 30 分～16 時 40 分 

  場 所：パシフィコ横浜・アネックスホール H 会場 

  講 師：武村雅之（名古屋大学減災連携研究センター特任教授） 

  参加者：  約 80 名 

03 月 19 日（金） ・ 第 50 回理事会開催 中埜会長、山中副会長、山田副会長、秋山副会長他理事（Zoom オ

ンライン開催 16 時 00 分～19 時 00 分） 

03 月 22 日（月） ・ 

 

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 00

分） 

03 月 23 日（火） ・ 論文集編集委員会事務局新規事務員（門前わかな氏）顔合わせと引継ぎ（於 建築会館 

303 会議室および zoom オンラインを併用 13 時 00 分～16 時 30 分） 

03 月 26 日（金） ・ 17WCEE 企業協賛展示拡大委員会幹事会開催 庄司委員長他（zoom オンライン開催 

10 時 00 分～12 時 00 分） 

03 月 29 日（月） ・ 内閣府へ令和 3 年度事業計画書、収支予算書提出（電子申請）事務局 

03 月 31 日（水） ・ 表彰委員会 令和 2 年度論文賞、論文奨励賞受賞者へ決定のお知らせ 

 

２．日本地震工学会・大会-2020 

2-1. 概要 

1.開催期間：2020 年 12 月 2 日（水）～3 日（木） 

2.開催方式：オンライン（Zoom使用） 

3.目的： 地震工学に関する横断的な幅広い研究課題について発表し討論を深める 

4.基調講演・招待講演 (Keynote and Invited lectures)  

 ・基調講演 (Keynote lecture)  

  2020 年 12 月 2 日(水) 9:50～10:20 

  海洋研究開発機構 海域地震火山部門 小平 秀一 部門長 

  「南海トラフ地震に備える － 情報創生、活用、発信に向けて －」  

 ・招待講演 (Invited lecture)  

  2020 年 12 月 2 日(水) 13:00～13:30  

  東京大学 地震研究所 楠 浩一 教授 

  「非構造部材を有する３階建て鉄筋コンクリート造建物の災害時機能を検証するためのＥ－ディフェンス実験」  

 ・特別企画・招待講演 (Invited lecture)  

  2020 年 12 月 3 日(木)  

  15:10～16:00  

  Prof. Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN, Middle East Technical University, Ankara 

  "The report on the 2020 Elazig and Izmir (Turkey) earthquakes including seismological aspect, damage   

investigation, and social issue 

5.参加者数： 175名 

  オーラルセッション 87編  

  オーガナイズドセッション 15 （英語セッション2（10題）含む） 
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 6.技術展示：5社  

  ①HPリンク：白山工業株式会社、アーク情報システム株式会社、配水用ポリエチレンパイプシステム協会、 

株式会社大林組、株式会社勝島製作所 

  ②HP動画配信：配水用ポリエチレンパイプシステム協会、株式会社大林組、株式会社勝島製作所 

 7.実行委員会 

 委員長 松島信一（京都大学）、市村強（東京大学）、小山真紀（岐阜大学）、中嶋唯貴（北海道大学）、

野口竜也（鳥取大学）、三上貴仁（東京都市大学）、山田岳峰（鹿島建設） 

 8. 2019年度表彰式同時開催（13 ページ「3.表彰関係」参照） 

2-2. プログラム 

 1.HP掲載プロラム 

 



- 13 - 
 

３．表彰関係 

3.1 令和元（2019）年度 日本地震工学会功績賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

安田進 

（東京電機大学名誉教授） 
 

地震工学および地震防災研究の進歩・発展に対する

貢献 
 

翠川三郎 

（東京工業大学名誉教授） 
 

地震工学の研究・教育と研究成果の応用による 

同分野の発展に対する貢献 
 

 

3.2 令和元（2019）年度 日本地震工学会功労賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

佐藤吉之 

（㈱竹中工務店技術研究所） 

2017年6月～2019年5月の2年間にわたり、総務理事として

本学会の発展と事業の推進に貢献 

 

3.3 令和元（2019）年度 日本地震工学会論文賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

原田智也（東京大学地震研究所） 

佐竹健治（東京大学地震研究所） 

古村孝志（東京大学地震研究所） 

室谷智子（国立科学博物館） 

論文題目： 

1945年三河地震（M6.8）の震度分布：発生直後に行われたア

ンケート調査資料の再検討 

掲載巻号： 18巻5号 

根本信（応用地質㈱） 

横田崇（愛知工業大学） 

高瀬嗣郎（応用地質㈱） 

今村文彦（東北大学） 

2011年東北地方太平洋沖震の津波断層モデルの再検討－津

波関連観測データをフル活用した推定－ 

掲載巻号： 19 巻 2 号 

 

3.4  令和元（2019）年度 日本地震工学会論文奨励賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

松本俊明（㈱篠塚研究所） 

論文題目： 

分散型電源のある配電網の地震時レジリエンス 

評価方法に関する研究 

掲載巻号： 19 巻 7 号 

小穴温子（大崎総合研究所） 

論文題目： 

2016年熊本地震を対象とした震源断層近傍に 

おける強震動評価手法に関する検討 

掲載巻号： 19 巻 6 号 
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3.5  日本地震工学会・大会-2020 優秀発表賞 

受賞者 発表題目 

八木 尚太朗 

 (東京大学大学院新領域創成科学研究科社会

文化環境学専攻) 

非構造部材を有する実大 RC 造架構の静的載荷実験そ

の３ LGS 壁と鋼製ドアの損傷 

Bin WANG  

 (Dept. of Architecture and Architectural 

Engineering, Kyoto University) 

Development of novel self-centering seismic base 

isolators incorporating SMAs for earthquake resilience 

加藤 一紀 

 (株式会社大林組  

技術研究所 構造技術研究部) 

護岸背後地盤の側方流動を対象とした動的解析における

地盤の剛性回復モデルの違いが地盤変位量に与える影

響に関する検討 

毎田 悠承 

 (東京工業大学環境・社会理工学院建築学系) 

 梁主筋の付着除去を施した座屈拘束ブレース付きヒン

ジ位置保証型RC骨組の力学挙動 

毎田 悠承 

 (東京工業大学環境・社会理工学院建築学系) 

RC造連層耐力壁の脚部に取り付けた鋼製ダンパーの

力学挙動および座屈補剛に関する実験研究 

杉野 未奈 

 (京都大学大学院 工学研究科 建築学専攻 

建築保全再生学講座) 

プレート境界地震の予測地震動に対する建物応答 

西村 武  

 (鳥取大学大学院工学研究科 

社会基盤工学専攻) 

インドネシア西スマトラ州Tandikatの地震地すべり地域に

おける微動観測による地盤構造推定 

長嶋 史明 

 (京都大学防災研究所) 

海外内陸地震のインバージョン結果データベースを用い

たスケーリング則の検討 

安井 あり紗  

 (東京大学) 

災害対応工程管理システムBOSSとマニュアルによる 新

型コロナウイルス流行下での避難所運営を事例とした対

応行動の比較 
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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 2020年6月、2020年10月、2021年2月 

総ページ数 148頁   2020年6月発行/47頁、2020年10月発行/59頁、2021年2月発行/42頁 

発行部数 5,000部 

 

2020年6月 №40号 

巻頭言：2020年度を迎えるにあたって／中埜 良昭 

特集：第17回世界地震工学会議(17WCEE)開催に向けた取り組みと展望 

 特集について／永野 正行  

 17WCEE組織委員会からのご挨拶とお願い／目黒 公郎 

 17WCEEの日本開催に寄せて／中島 正愛 

 17WCEE（第17回世界地震工学会議）の開催概要／今村 文彦  

 第17回世界地震工学会議の現況報告と今後に向けて 

  ―学術プログラム関連―／高田 毅士、清野 純史  

 IAEE事務局の活動／楠 浩一  

 世界地震工学会議と私 ～片山恒雄先生に聞く～／入江 さやか、永野 正行  

特別寄稿： 

 地形・地盤分類250mメッシュマップの更新／若松 加寿江、松岡 昌志 

学会ニュース： 

 日本地震工学会・大会－2019 ／日本地震学会・日本地震工学会合同セッション開催報告 

   ／五十嵐 晃  

 第10回震災予防講演会の報告－直下地震と地震防災－／境 茂樹 

研究委員会報告： 

 大規模津波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  

 津波荷重の評価技術と体系化の心得に関する研究委員会／有川 太郎  

 強震動評価のための深部地盤モデル化手法の最適化に関する研究委員会／松島 信一  

学会の動き： 

 行事  

 会員・役員の状況  

 出版物在庫状況  

 お知らせ  

 

2020年10月 №41号 

巻頭言：特集「若手研究者・技術者から見た地震工学」にあたって／永野 正行 

特集：若手研究者・技術者から見た地震工学 

若手研究者・技術者を対象としたアンケート調査結果 ─日本地震工学会のこれからを考えるために─ 

         ／永野 正行、入江さやか、小穴 温子 

若手中堅交流会の開催報告 －若手中堅と理事会の本音の語り合い－／鳥井 信吾 

いち研究者として若手時代に影響を受けた活動／後藤 浩之 

《若手研究者・技術者に訊く》 

【地震】 山田 真澄（京都大学）  

【土木】 党 紀（埼玉大学）  

【土木】 坂井 公俊（鉄道総合技術研究所）  

【建築】 成島 慶（鴻池組）  

【津波】 福谷 陽（関東学院大学）  

【建築】 杉野 未奈（京都大学） 
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【建築】 汐満 将史（山形大学）  

【機械】 塩見 謙介（IHI）  

【建築】 毎田 悠承（東京工業大学）  

【津波】 奥野 峻也（構造計画研究所）  

【防災】 劉 ウェン（千葉大学）  

【建築】 山崎 義弘（建築研究所）  

【地盤】 加藤 一紀（大林組）  

【地震・建築】 仲野 健一（安藤ハザマ） 

【地震】 久保 久彦（防災科学技術研究所）  

【地盤】 地元 孝輔（東京工業大学）  

【地震】 友澤 裕介（小堀鐸二研究所）  

【歴史地震】 中井 春香（ナカシャクリエイテブ）  

【地震】 藤田 航平（東京大学）  

【地震】 小寺 祐貴（気象庁気象研究所） 

【防災】 松本 俊明（篠塚研究所） 

【地震】 新井 健介（清水建設）  

【建築】 寺島 芳洋（竹中工務店） 

読者アンケート： 

 第40号特集「第17回世界地震工学会議(17WCEE)開催に向けた取り組みと展望」に 

   対する読者アンケート調査結果／永野 正行  

お知らせ： 

 本学会に関する詳細はWeb上で／会誌への原稿投稿のお願い／登録メールアドレスご確認のお願い

／ JAEE Newsletter 第9巻 第3号（通算第28号）が2020年12月末に発刊されます／ご寄附のお願い／

問い合わせ先 

編集後記 

 

2021年2月 №42号 

巻頭言：特集「震災に立ち向かうAI・IoT技術」について／肥田 剛典  

特集：震災に立ち向かうAI・IoT技術 

 IoT・AI技術の地震工学への応用／北原 武嗣、宮本 崇 

 機械学習の地震工学への応用の可能性／鈴木 琢也  

 リモートセンシングと深層学習による災害時建物被害把握／三浦 弘之  

 機械学習・深層学習による土砂災害予測と地震時の道路被害予測／丸山 喜久  

 IoT技術による建物の地震被害検知／伊藤 拓海  

 AIによるSNS情報分析を用いた地震被害状況把握／山口 真吾  

 地震予知へのAI技術の活用／井田 喜明  

 人工知能を活用した強震動予測／石井 透  

追悼文： 

 ビル・アイワン先生を偲んで／家村 浩和  

 ビル・アイワンを偲ぶ／片山 恒雄  

学会ニュース： 

 日本地震工学会・大会－2020開催報告／松島 信一  

お知らせ： 

 お知らせ  

  本学会に関する詳細はWeb上で／会誌への原稿投稿のお願い／登録メールアドレスご確認のお願

い／ JAEE Newsletter 第10巻 第1号（通算第29号）が2021年4月末に発刊されます／問い合わせ先 

編集後記 
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4.2 JAEE NEWSLETTER 刊行 

JAEE NEWSLETTER   第9巻第1号刊行 2020年4月 

JAEE NEWSLETTER   第9巻第2号刊行 2020年8月 

JAEE NEWSLETTER   第9巻第3号刊行 2020年12月 

 

4.3 ＪＡＥＥニュース配信 

件名 発信日 

【日本地震工学会】 オンライン講習会開催（5 月 11 日）のご案内 2021/3/26 

第 11 回震災予防講演会のご案内 2021/3/2 

JAEE NEWS No.359 2021/3/1 日本地震工学会ニュース No.359 2021/3/1 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE) Newsletter Vol.28 配信のご案内  2021/02/19  

京都大学防災研究所 研究発表講演会のご案内 2021/2/5 

防災科学技術研究所の公募のご案内 2021/2/3 

JAEE NEWS No.358 2021/2/1 日本地震工学会ニュース No.358 2021/2/1 

日本地震工学会 創立 20 周年記念式典開催のご案内  2021/1/18  

防災学術連携体からの YouTube 配信のご案内（1 月 14 日 10 時から）  2021/1/13 

JAEE NEWS No.357 2021/1/4 日本地震工学会ニュース No.357 2021/1/4 

JAEE Newsletter No.28 刊行お知らせ 201228 2020/12/26 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE) Newsletter Vol.27 配信のご案内  2020/12/18 

JAEE NEWS No.356 2020/12/1 日本地震工学会ニュース No.356 2020/11/30 

【日本地震工学会-大会実行委員会】大会-2020 のプログラム WEB ページを公開しました 2020/11/21 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE) Newsletter Vol.26 配信のご案内  2020/11/12  

日本地震工学会・大会－2020 の参加登録はお済みでしょうか  2020/11/11  

JAEE NEWS No.355 2020/11/2 日本地震工学会ニュース No.355 2020/11/2 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE) Newsletter Vol.25 配信のご案内   2020/10/31  

日本地震工学会・大会ｰ 2020 論文投稿締切延長のご案内 2020/10/13 

JASMiRT 第 3 回国内ワークショップへのご参加のお願い 2020/10/9 

 (訂正再送）JAEE NEWS No.354 2020/10/1 日本地震工学会ニュース No.354 2020/10/1 

JAEE NEWS No.354 2020/10/1 日本地震工学会ニュース No.354 2020/10/1 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE) Newsletter Vol.24 配信のご案内  2020/09/30  

(9 月 30 日締切リマインダ）【日本地震工学会】会員名簿更新お願い 2020/9/28 

【日本地震工学会】2020 年度論文賞推薦のお願い 2020/9/18 

日本地震工学会・大会－2020】論文取下げのお知らせ 2020/9/14 

【日本地震工学会・大会－2020】論文受付のお知らせ 2020/9/14 

【日本地震工学会】2020 年会員名簿更新のお願い 2020/9/3 
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日本地震工学会・大会-2020 ウェブページ公開のご案内 2020/9/2 

JAEE NEWS No.353 2020/9/1 日本地震工学会ニュース No.353 2020/9/1 

JAEE Newsletter No.27 刊行お知らせ 200828 2020/8/28 

【投票はお済みでしょうか】 投票期限は 8 月 31 日です 2020/8/27 

シンポジウム開催（9 月 1 日）のご案内 2020/8/19 

【選挙管理委員会からのお願い】 投票期限は 8 月 31 日です 2020/8/19 

第 6 回理論応用力学シンポジウムのご案内 2020/8/12 

日本地震工学会・大会-2020 開催決定のご案内 2020/8/8 

シンポジウム開催のご案内 2020/8/5 

（訂正）JAEE NEWS No.352 2020/8/3 日本地震工学会ニュースの訂正 2020/8/3 

JAEE NEWS No.352 2020/8/3 日本地震工学会ニュース No.352 2020/8/1 

若手・学生会員の皆さまへアンケートのお願い【会誌編集委員会】 2020/7/16 

日本地震工学会誌 (第 40 号 2020 年 6 月) 発刊のお知らせとアンケートのお願い【会誌

編集委員会】 
2020/7/7 

【日本地震工学会】 選挙管理委員会よりお知らせ 2020/7/5 

JAEE NEWS No.351 2020/7/1 日本地震工学会ニュース No.351 2020/7/1 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE)開催に関する重要なご連絡   2020/6/22 

（立候補締切 6 月 30 日）【日本地震工学会】 選挙管理委員会より 2020/6/5 

JAEE NEWS No.350 2020/6/1 日本地震工学会ニュース No.350 2020/6/1 

【日本地震工学会】第 8 回社員総会の開催方法の変更について 2020/5/5 

（再送：お願い）【日本地震工学会】 第 8 回社員総会ご出欠、委任状登録のお願い 2020/5/1 

JAEE NEWS No.349 2020/5/1 日本地震工学会ニュース No.349 2020/5/1 

JAEE Newsletter No.26 刊行お知らせ 200428 2020/4/28 

第 17 回世界地震工学会議(17WCEE)開催に関する重要なご連絡 Newsletter Vol.22 2020/4/22 

JAEE NEWS No.348 2020/4/1 日本地震工学会ニュース No.348 2020/4/1 

 

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 20 巻 第 4 号 2020 年 05 月 4 題 

第 20 巻 第 5 号「英文号」 2020 年 06 月 3 題 

第 20 巻 第 6 号  2020 年 08 月 5 題 

第 20 巻 第 7 号 2020 年 11 月 11 題 

第 20 巻 第 8 号「英文号」 2020 年 12 月 6 題 

第 21 巻 第 1 号 2021 年 02 月 10 題 
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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運営委員会 

    ・第6回ＥＳＧ国際シンポジウム運営委員会 

 6.5 事業関係 
   ・大会実行委員会 

   ・事業企画委員会 

   ・20周年記念事業運営委員会 

 6.6 調査研究関係 
   ・研究統括委員会 

 ・強震動評価のための深部地盤モデル化⼿法の最適化に関する研究委員会 

・津波荷重の評価技術と体系化の心得に関する研究委員会 

・津波避難に対する工学的検討手法活用の環境整備に関する研究委員会 

 6.7 共催団体関係委員会 
  ・防災学術連携体（日本学術会議 57学会参加） 

  ・地震被害調査関連学会連絡会 
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6.1 会務関係 

委員会名 

委員長名 

委員数  （令和3年3月31日現在） 

会合数 

電子媒体

会合含   

事業・活動概要 

正副会長会議 

中埜会長、 

山中副会長、山田副会長、 

秋山副会長、徳光総務理事、 

米澤総務理事、松岡会計理事、 

樋口会計理事 

委員 8名 

2回 

 

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 

徳光総務理事 

米澤総務理事 

委員 2名 

1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 

松岡会計理事 

樋口会計理事 

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 

松岡理事 

米澤理事 

委員 3名 

 

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 

隈本理事 

久保理事 

永野理事 

委員 3名 

1回 

 

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 

山中副会長・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 

樋口理事・委員長 

委員 3名 

 

 

 

3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 

塚本委員長 

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） 

清田理事・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 

以下の地震について、情報収集を行い、情報発

信等の対応を行った。 

・2018 年 6 月 18 日 大阪府北部の地震 

・ 〃年 8 月 5 日 インドネシア・ロンボク島で発

生した地震 

・ 〃年 9 月 6 日 平成 30 年度北海道胆振東

部地震 

・ 〃年 9 月 28 日インドネシア・スラウェシ島近

辺で発生した地震 

 

6.2 表彰関係 

表彰委員会 

中埜会長・委員長 

委員 3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 

中埜会長・委員長 

委員 7名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

功績賞候補者選考 

・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 

中埜会長・委員長 

委員 3名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

功労賞候補者選考 

・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 

秋山副会長・委員長 

委員 7名 

1回 

他ﾒｰﾙ審議 

論文賞候補者選考 

・論文賞受賞者候補の選考 

・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 

久保理事・委員長 

委員 7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） 
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会誌編集委員会 

永野理事・委員長 

委員 13名 

6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34号、第35号、第36号の編集・発行 

 

6.4 学術関係 

論文集編集委員会 

小檜山理事・委員長 

能島副委員長 

森川副委員長 

委員 20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） 

・scholar one の運用 

・論文奨励賞候補者の選考と推薦 

国際委員会 

清田理事・委員長 

委員 2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 

清田理事・委員長 

委員2名 

1回 

 

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運営委員会 

目黒委員長 

中埜副委員長 

今村副委員長 

委員・監事 19名 

運営委員会

（4 回） 

幹事会 

（5 回） 

IAEEとの意

見交換会（１

回） 

顧問委員会

（１回） 

17WCEE開催に向けて、５回の幹事会と４回運

営委員会を開催した。幹事会では、運営委員会

での報告・審議事項を事前に打ち合わせ、各専

門部会の部会長をメンバーとする運営委員会で

のスムーズな会議運営を図っている。17WCEE

の準備は、当初の計画に基づいて滞りなく進捗

している。幹事会と運営委員会以外では、10月

にIAEEとの意見交換会（第1回）と顧問委員会

（第2回）を実施し、IAEEとの連携、ならびに顧問

委員会の委員の皆様への準備の進捗状況を報

告した。 

第6回ESG国際シンポジウム運営委員

会 

委員長 川瀬 博 

幹事長 東 貞成 

幹事・委員・監事  19名 

5回 第6回ESG国際シンポジウム開催に向けて、国

内運営委員会設置のための理事会・事務局調

整、強震動評価のための深部地盤モデル化手

法の検証に関わる研究委員会（松島委員長）に

おいて研究活動と並行して準備作業を行った。

運営委員会設置および総務部会、学術部会の

委員選任と具体的な活動内容の検討・準備に

入った。 
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6.5 事業関係 

大会実行委員会 

松島理事・委員長 

委員6名 IC委員会委員 

4回 

 

日本地震工学会大会の企画・運営・実施 

「日本地震工学会・大会－2020」を開催した。

新型コロナウイルス感染症対策のために，初

めての完全オンライン開催とし，12月2日～3
日の二日間で実施した。基調講演・招待講演

（うち1題は特別企画）および一般講演は全

て口頭発表とし，一般講演は３つのセッショ

ンに分けて同時並行して行う形態とした。技

術フェアについては，大会プログラムおよび

大会プログラムWEBページへの企業ロゴと

動画の掲載とした。 

事業企画委員会 

丸山理事・委員長 

肥田理事・副委員長 

委員10名 

4回 

 

事業企画委員会 4 回を実施し、主に次の活動

を実施した。 
(1) オンライン講習会の企画「機械学習・深

層学習のプログラミング講習と地震工学

での事例紹介」（2021 年 4 月または 5 月

に開催予定） 
(2) 日本地震工学会 20 周年記念行事の企画

（2021 年 5 月 25 日開催予定） 
(3) 第 11 回震災予防講演会「関東大震災のす

べて（地震、被害、復興）」(2021 年 3 月

5 日開催予定) 

20周年記念事業運営委員会 

委員長 秋山副会長・委員長 

委員 4名 

約10回 

 

20 周年記念事業の開催に向けて以下の準備作

業を実施した。 

・開催日と開催場所の決定 

2021 年 5 月 25 日（火）、建築会館ホール、同

日開催の社員総会後に開催 

・懇親会会場の決定 

・記念式典のプログラム案、演者の検討 

・コロナ禍の中での開催方式の検討 

・広報、ゲストの検討 

 

6.6 調査研究関係 
研究統括委員会 

秋山副会長・委員長 

委員 3名 

1回 

ﾒｰﾙ審議 

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

地震防災性向上に貢献する活動を行った。 
1) 既設の４研究委員会のフォロー。 
2) メールニュース等による新規研究委員会

の企画案、および若手会員を中心とした研

究委員会の募集 

強震動評価のための深部地盤モデ

ル化手法の最適化に関する研究 

松島理事・委員長 

佐藤副委員長 

幹事・19名 

4回 ・ ESG6 国際シンポジウムで行うブラインド

プレディクションの Step 2、3 を実施し、

多くのチームからの参加を得た 
・ 深部地盤構造のモデル化手法の比較検討

を行うために熊本市において合同観測を
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行ったデータの解析結果から、浅部地盤構

造の妥当性検証が必要となり、再度観測を

実施し、検討を行った 
・ 深部地盤モデル化手法の最適化の検討を

行うためのデータの整理を行った結果、防

災科学技術研究所と調整をすることとな

った 

津波荷重の評価技術と体系化の心

得に関する研究委員会 

有川太郎委員長 

委員 15名 

2回 

 

構造物に作用する様々な津波荷重の評価手

法に関して，実験や数値計算による知見を整

理し、体系化に向けた心得を取りまとめるた

めに以下の活動を行う． 
・古津波による津波痕跡および津波対策を現

地踏査する． 
・17WCEE においてブラインドコンテスト

のテクニカルセッションを運営する． 
・津波荷重の評価技術と体系化の心得につい

ての報告書を取りまとめ，成果報告会を開催

する． 

津波避難に対する工学的検討手法

活用の環境整備に関する研究委員会 

甲斐芳郎委員長 

佐藤幹事長 

委員 4名 

4回 年度初めに当たり、ヴァリデーションデータ

ベース構築に向けての具体的なアクション

プランを定め、その実行に必要な組織づくり

として避難シミュレーション部会（部会長 

有川）、内水氾濫避難データベース部会（部

会長 小山）、津波避難データベース部会（部

会長 仲村）の体制とすることにした。この

方針に従い、８月を目途に活動計画を公表

し、広く新規委員を募集する予定としていた

が、新型コロナの影響で自重することとなっ

た。３月に報告会を開催することを計画して

おり、それを契機に活動を再開する予定であ

る。 

 

6.7 共催団体関係委員会 

防災学術連携体（本会他56学会参

加） 

和田 章代表幹事（日本学術会議） 

清田理事･連携委員 

樋口理事･連携委員 

本会他56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 

第 11 回防災学術連携シンポジウム 

東日本大震災からの十年とこれから－58 学会、

防災学術連携体の活動－ 

において本会より高田毅士先生が「日本地震工

学会研究委員会の活動:原子力発電所の地震

安全の基本原則の提案と実践」の題名で寄稿・

発表 
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7. 地震対応本部      

報告事項なし 

 

8．事業報告  講習会・講演会・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 25 回震災対策技術展・学会展

示 

2021.03.17

～18 

パ シ フ ィ コ 横

浜・展示ホール 

 展示参加

者多数 

第 11 回震災予防講演会「生誕

150 周年記念 －震災予防講演

会 40 回のルーツ－」 

2021.03.18 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） 

50 名 

オンライン講習会の企画「機械学

習・深層学習のプログラミング講

習と地震工学での事例紹介」 

2021.05.11

開催予定 

オンライン 滝 勇太 ⽒（構造計

画研究所）、鈴⽊ 琢

也 ⽒（⽵中⼯務店） 

 

日本地震工学会 20 周年記念行

事の企画 

2021.05.25 

開催予定 

オンライン 羽 藤 英 二 （ 東 京 大

学）、  翠川三郎（東

京工業大学） 

 

8.2 調査研究委員会 企画 

名称 期日 会場 講師 参加者 

津波荷重の評価技術と体系化

の心得に関する研究委員会に

関する 17WCEE ブラインド

コンテストの為の 
Judging subcommittee 
開催 

2020.04,07,10,11,12 

(計 5 回） 

オンライン 有川太郎（中央大

学）他 14 名 

 

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報告会開

催 

（2021 年度に延期）  甲斐芳郎（Ｊ建築

検査センター）他4

名 

 

強震動評価のための深部地盤

モデル化手法の 
最適化に関する国際シンポジ

ウム開催 

（2021 年度に延期） 京都大学 松島信一（京都大

学防災研究所）他

20名 

 

8.3 災害対応委員会 

本会の地震災害対応活動の企画、調整、実施等を行うことを目的に以下の活動を行った。 

(1)以下の地震について、情報収集を行い、web を通じた情報発信等の対応を行った。 

地震の名称 対応日 

メキシコ・Oaxaca 地震 2020 年 6 月 23 日 

ギリシャ・トルコ（エーゲ海）地震 2020 年 10 月 30 日 

インドネシア・スラウェシ島地震 2021 年 1 月 15 日 

http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
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福島沖の地震 2021 年 2 月 13 日 

(2)「地震被害調査関連学会連絡会」の現状確認と新体制の構築  

 

8.4 本会共催事業（2020 年 4 月～2021 年 3 月の理事会承認） 

名称 共催団体 開催期日 会場 

第 6 回理論応用力学シンポジウ

ム 

日本学術会議総合工学

委員会・機械工学委員

会合同力学基盤工学分

科会 

2020.9.1～3 オンライン開催 

 

8.5 本会後援・協賛事業（2020 年 4 月～2021 年 3 月の理事会承認事業） 

＜後援＞ 

名称 主催学協会 開催期日 会場 

第８回 首都防災ウィーク 首都防災ウィーク実行委

員会 

2020/9/1～6 東京都慰霊堂（無観客

ライブ・オンライン会議放

送） 

計算力学の基礎～有限要素解

析の論理的把握がもたらす製

品信頼性向上～ 

地方独立行政法人神奈

川県立産業技術総合研

究所 

2020/8/27～

28，31～4 

オンライン開催 

第40回地震工学研究発表会 土木学会地震工学委員

会 

2020/10/1～2 オンライン開催 

第7回アジア太平洋における構

造信頼性とその応用に関する

シンポジウム 

APSRRA2020実行委員

会 

2020/10/4～7 東京大学山上会館 

防犯防災総合展2020  防犯防災総合展実行委

員会、一般財団法人大

阪国際経済復興センタ

ー、テレビ大阪株式会社 

2020/10/29～

30 

インテックス大阪(大阪市

住之江区) 

地震の応答解析―秋の講習会

2020 

土木学会地震工学委員

会 

2020/10/23 オンライン開催 

第7回「震災対策技術展」大阪 「震災対策技術展」大阪 

実行委員会 

2020/10/14～

15 

コングレコンベンションセ

ンター（大阪府大阪市） 

講習会「大振幅地震動に対す

る免震構造の設計」 

日本建築学会 構造委

員会 振動運営委員会 

2020/11/5 建築会館ホール(東京都

港区) 

先進建設・防災・減災技術フェ

アin熊本2020 

先進建設・防災・減災技

術フェアin熊本開催委員

会 

2020/11/19～

20 

グランメッセ熊本 

液状化解析の専門技術講習会 地盤工学会 2020/12/3～4 オンライン開催 

講習会「建築物の減衰と振動」

―今、どこまでわかったか 

日本建築学会 2020/12/15 建築会館ホール 

一般公開セミナー 「島弧のジ 日本地震学会 2021/2/18 オンライン開催 
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オダイナミクス－琉球弧におけ

る 地震研究の発展」「琉球海

溝沿いの古地震・古津波」 

一般公開セミナー 「島弧のジ

オダイナミクス－琉球弧におけ

る 地震研究の発展」「琉球海

溝と沖縄トラフでの地震探査」 

日本地震学会 2021/2/19 オンライン開催 

一般公開セミナー 「島弧のジ

オダイナミクス－琉球弧におけ

る 地震研究の発展」「南西諸

島から台湾にかけてのジオダイ

ナミクス」 

日本地震学会 2021/2/20 オンライン開催 

東日本大震災で被災した宅地

の復興に関するフォーラム 

地盤工学会 2021/2/24 オンライン開催 

日本建築学会シンポジウム「東

日本大震災10周年を機に  頻

発する複合災害を考え 

日本建築学会（東日本

大震災10周年シンポジ

ウム実行委員会） 

2021/3/6 オンライン開催 

第25回「震災対策技術展」横浜 「震災対策技術展」横浜 

実行委員会 

2021/3/17～

18 

横浜国際平和会議場

（パシフィコ横浜） 

 

＜協賛＞ 

名称 主催学協会 開催期日 会場 

第 8 回 中 部 ラ イ フ ガ ー ド

TEC2020 ～防災・減災・危機管

理展～ 

名古屋国際見本市委員

会 

2020/5/14～

15 

新型コロナウイルス感染

拡大防止のため中止 

安全工学シンポジウム 2020 
日本学術会議総合工学

委員会 

2020/7/1～3 講演予稿集の出版とい

う形のみでの開催 

JpGU－AGU Joint Meeting 2020 

公益社団法人 日本地

球惑星科学連合・米国

地球物理学連合 

2020/7/12～

14 

幕張メッセ  国際会議

場、国際展示場、オンラ

イン 

Dynamics and Design 

Conference2020 

日本機械学会 2020/9/1～4 大阪府立大学中百舌鳥

キャンパス 

第 15 回「運動と振動の制御」

国際会議 

日本機械学会 2020/12/8～

11 

新潟 朱鷺メッセ 

第 3 回安心・安全・環境に関す

る計算理工学国際会議 

COMPSAFE 実 行 委 員

会 

2020/12/8～9 神戸国際会議場 

 

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 
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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 

 17WCEE 開催に向けて、12 回の運営委員会と、IAEE との意見交換会を行った。 

 COVID-19 拡大に伴い、第 12 回運営委員会（4/9 開催）において開催延期を審議し、IAEE 会長ほか

との協議（4/16 開催）により約１年の延期を合意ののち、4/22 発行の Newsletter で会議参加登録者ほか

に開催延期を周知した。9/23 には 2020 年版プロシーディングスを WEB で、また 12/18 には津波 Blind 

Prediction Contest の受賞者を WEB および Newsletter で、それぞれ公開した。 

 またこれらと並行して、開催延期に伴う種々の対応、ならびに 2021 年 9 月 27 日～10 月 2 日開催に向

けた新たな論文募集、新たなキャンセルポリシーの設定、現地（仙台国際センター）およびオンラインに

よるハイブリッド開催を基本としたプログラムへの修正と具体化、17WCEE の一環として同年 9 月 26 日の

市民公開講座の開催、などを審議した。 

 

9.3 第 6 回ＥＳＧ国際シンポジウム(ESG6)関連 

 第6回ESG国際シンポジウム開催に向けて、国内運営委員会設置のための理事会・事務 局調整を行

いながら、下記について検討実施した。 

・新型コロナ対応として開催形式の検討を実施し、会場＋オンラインのハイブリッド形式で開催することを

目標として検討を実施した。 

・追加発表の募集を行い、Extended abstract の投稿受付（3 月 1 日締め切り）を開始した。 

・参加費登録に関しては、開催形式の詳細を確定後に開始する。 

・熊本地震ブラインドプレディクションについては、ステップ1の結果を集約した他、委員会地盤構造モデ

ルを作成した。さらにステップ2、3のデータを参加者に配布した。 

なお、新型コロナ対応状況によっては海外からの渡航が困難になる事態も想定されることから、状況を

注視しつつ検討を進める必要がある。 

 

 

１０．建策・進言・要望・提言 

  報告事項なし｡ 

 

 

１１．学会出版物発行 

11.1 会誌 

2020.06.30 日本地震工学会誌Ｎｏ．40 

2020.10.31 日本地震工学会誌Ｎｏ．41 

2021.02.28 日本地震工学会誌Ｎｏ．42 

 

11.2 梗概集 

2020.9.17 17WCEE 2020Proceedings (WEB 上限定公開） 

 

11.3 報告書・資料集 

2021.03.18 第 11 回震災予防講演会「生誕 150 周年記念 今村明恒と関東大震災 －震災予防

講演会 40 回のルーツ－」資料 

 

http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
http://www.jaee.gr.jp/jp/2015/12/16/7402/
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１２．会員数の動向 

 

12.1 会員数移動                  （2020 年 4 月 1 日～2021 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）  36 1045 58 1139 110 

入会  +25 +20 +  

転格  +1 -1 0  

名誉会員へご昇格    0  

復活  +1 + +  

退会（含 ご逝去）  -22 -13 - -2 

会員資格停止  -8 -11 -19  

会員数（本年度）  36 1042 53 1131 108 

増減 0 -3 -5 -8 -2 

 

 

12.2 名誉会員  令和 3（2021）年 3 月 31 日現在（名誉会員 36 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 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 

2015 年推挙 久保哲夫、川島一彦 

2017 年推挙 國生剛治、原 文雄、安田 進、吉田 望、若松加寿江、和田 章 

2019 年推挙 渡辺孝英、井上範夫、笹谷 努、坂本 功、髙田至郎 

2021 年推挙予定 芳村 学、北村春幸、武村雅之、小長井一男 

  

 

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 

2020.4.15 
1.令和1年度事業報告の監査 

2.令和1年度収支決算書の監査 

オンライン 

 

 

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 

2020.04.14 1.日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 

2.令和1（2019）年度決算書作成 

本会事務所 

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

07.27 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

08.24 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

09.29 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

10.19 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

11.17 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

12.22 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

2021.01.19 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

02.18 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

03.22 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

 

 

１５. 規則・規程類の制定、改定 

掲載すべき制定、改定はなし 
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１６．役員 

令和 2（2020）年度 公益社団法人 日本地震工学会役員一覧 

  2021.03.31 

役職 氏名 所属 

会長 ※中埜良昭 東京大学生産技術研究所 

副会長 山中浩明 東京工業大学環境・社会理工学院 

副会長 ※山田 哲 東京大学大学院工学系研究科 

副会長 ※秋山充良 早稲田大学創造理工学部 

理事（総務） ※徳光亮一 大成建設(株) 

理事（総務・会員） 米澤健次 (株)大林組 

理事（会計・会員） ※松岡太一 明治大学理工学部 

理事（会計） 樋口俊一 (株)大林組 

理事（情報/広報） 隈本邦彦 江戸川大学メディアコミュニケーション学部 

理事（情報/IC） 久保智弘 山梨県富士山科学研究所 

理事（情報/会誌） ※永野正行 東京理科大学理工学部 

理事（学術・調査研究） ※清田 隆 東京大学生産技術研究所 

理事（学術・調査研究） ※小檜山雅之 慶應義塾大学理工学部 

理事（事業/大会） 松島信一 京都大学 防災研究所 

理事（事業/企画・調査研究） ※丸山喜久 千葉大学大学院工学研究院 

理事（事業/企画） 肥田剛典 東京大学大学院工学系研究科 

監事 ※久田嘉章 工学院大学建築学部 

監事 ※三輪 滋 飛島建設(株) 

※ ：令和元年 5 月 24 日就任 

無印：令和 2 年 5 月 28 日就任 
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１７．組織図 
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１８． 令和 2（2020）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 山中浩明（東京工業大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

委員  中埜良昭（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

徳光亮一（大成建設） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

米澤健次(大林組) 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

（将来像検討 WG） 

主査  津野靖士（鉄道総合技術研究所） 

委員  山中浩明（前掲），山崎義弘（建築研究所） 

皆川佳祐（埼玉工業大学），松崎 裕（防衛大学校），奥村豪悠（竹中工務店技研） 

（任期：令和 2年 8月 6日～令和 4年 5月 31日） 

田尻清太郎（東京大学） 

（任期：令和 2年 10月 8日～令和 4年 5月 31日） 

 

地震災害対応委員会 

委員長 清田 隆（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員  山中浩明（東京工業大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

丸山喜久（千葉大学）  

（任期：令和元年 6月 17日～令和 3年 5月 31日） 

田尻清太郎（東京大学） 

（任期：平成 30年 6月 22日～令和 3年 5月 31日） 

 

地震被害調査関連学会連絡会 

     清田 隆（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

 田尻清太郎（東京大学） 

（任期：平成 30年 6月 22日～令和 3年 5月 31日） 

 山中浩明（東京工業大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

 丸山喜久（千葉大学） 

（任期：令和元年 6月 17日～令和 3年 5月 31日） 

 松島信一（京都大学） 

（任期：令和元年 12月 2日～令和 3年 5月 31日） 

     藤田 聡（東京電機大学） 

（任期：令和元年 12月 2日～令和 3年 5月 31日） 

 

情報コミュニケーション委員会 

委員長  久保智弘（山梨県富士山科学研究所） 

（平成 29年 6月 1日～令和 4年 5月 31日） 

委員   三浦弘之（広島大学） 

（平成 29年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 
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三上貴仁（東京都市大学） 

（平成 30年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 

鈴木賢人（森林研究・整備機構森林総合研究所） 

（令和元年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

上田 遼（SOMPO リスクマネジメント），篠原崇之（パスコ） 

田中裕人（構造計画研究所），毎田悠承（東京工業大学） 

（令和 2年 6月 1日～令和 4年 5月 31日） 

会誌編集委員会 

委員長 永野正行（東京理科大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員 浅野公之（京都大学），岩田直泰（鉄道総合技術研究所），小穴温子（清水建設） 

     王 欣（東京理科大学），大西直毅（東京大学），成田修英（戸田建設） 

（任期：平成 31年 4月 1日～令和 3年 5月 31日） 

入江さやか（日本放送協会） 

                                 （任期：平成 29年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 平井 敬（名古屋大学）  

（任期：平成 28年 4月 1日～令和 4年 5月 31日） 

 肥田剛典（東京大学） 

 （任期：平成 29年 4月 1日～令和 3年 5月 31日） 

    大野卓志（高圧ガス保安協会） 

（任期：平成 30年 4月 1日～令和 4年 5月 31日） 

木下貴博（竹中工務店），湯山安由美（電力中央研究所），鳥澤一晃（関東学院大学）  

 （任期：令和 2年 4月 1日～令和 4年 5月 31日） 

 

国際委員会 

委員長 清田 隆（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員 三浦弘之（広島大学） 

（任期：平成 30年 6月 22日～令和 3年 5月 31日） 

田尻清太郎（東京大学） 

（任期：令和元年 10月 10日～令和 3年 5月 31日） 

 

ＩＡＥＥ事務局支援委員会 

委員長 清田 隆（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

副委員長 岡崎太一郎（北海道大学） 

委員 倉田真宏（京都大学），楠 浩一（東京大学） 

（任期：平成元年 8月 21日～令和 3年 5月 31日） 

小豆畑達哉（建築研究所） 

（任期：平成 30年 6月 22日～令和 3年 5月 31日） 

 

日本地震工学会大会実行委員会 

委員長 松島信一（京都大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

委員   市村 強（東京大学地震研究所），小山真紀（岐阜大学流域圏科学研究センター）  

中嶋唯貴（北海道大学大学院工学研究院），野口竜也（鳥取大学学術研究院工学系部門）  

三上貴仁（東京都市大学建築都市デザイン学部、ＩＣ委員会），山田岳峰（鹿島建設技術研究所） 
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（任期：令和 2年 8月 6日～令和 3年 3月 31日） 

 

 

１７WCEE運営委員会 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

副委員長 中埜良昭（東京大学）, 今村文彦（東北大学） 

幹事 前田匡樹（技術見学会委員会委員長:東北大学）, 清野純史（京都大学）  

高橋良和（京都大学）, 古屋 治（東京電機大学） 

庄司 学（展示委員会委員長:筑波大学），眞田靖士（大阪大学）  

吉見雅行（製作委員会委員長：産業技術総合研究所），三輪 滋（飛島建設） 

當麻純一（電力計算センター）, 江尻譲嗣（大林組） 

運上茂樹（財務委員会委員長:東北大学） 

委員 中村 晋（企業協賛委員会委員長:日本大学） 

高田毅士（プログラム委員会委員長:東京大学） 

池田隆明（広報委員会委員長:長岡技術科学大学） 

竹内 徹（登録委員会委員長:東京工業大学） 

越村俊一（会場・当日運営委員会委員長:東北大学） 

村尾 修（社交・接遇委員会委員長:東北大学） 

監事 勝俣英雄（大林組）, 木全宏之（高圧ガス保安協会） 

（任期：平成 29年 11月 1日～令和 3年 10月 31日） 

 

第 6回 ESG国際シンポジウム運営委員会 

委員長 川瀬 博（京都大学） 
幹事長 東 貞成（電力中央研究所） 
幹事  松島信一（京都大学），津野靖士（鉄道総合技術研究所），佐藤浩章（電力中央研究所） 
委員  山中浩明（東京工業大学），先名重樹（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），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），野口科子（地震予知総合研究振興会） 
地元孝輔（東京工業大学），稲垣賢亮（応用地質），林田拓己（建築研究所）  

監事  植竹富一（東京電力） 

（任期：平成 30年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

 

20周年記念事業運営委員会 

委員長  秋山充良（早稲田大学） 

委員   丸山喜久（千葉大学），肥田剛典（東京大学） 

徳光亮一（大成建設），米澤健次(大林組) 

（任期：令和 2年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 

研究統括委員会 

委員長 秋山充良（早稲田大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員 小檜山雅之（慶應義塾大学），清田 隆（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

丸山喜久（千葉大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 3年 5月 31日） 

 

強震動評価のための深部地盤モデル化手法の最適化に関する研究委員会 
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（平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日） 

委員長 松島信一（京都大学防災研究所） 

副委員長 佐藤浩章（電力中央研究所） 

幹事 津野靖士（鉄道総合技術研究所） 

委員 東 貞成（電力中央研究所），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），先名重樹（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），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），野口科子（地震予知総合研究振興会） 

地元孝輔（東京工業大学），稲垣賢亮（応用地質），林田拓己（建築研究所） 
 

津波荷重の評価技術と体系化の心得に関する研究委員会 

（平成 31年 4月 1日～令和 3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（建築研究所），庄司学（筑波大学） 

 舘野公一（鹿島建設），中埜良昭（東京大学），池谷  毅（東京海洋大学） 

 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（名古屋大学），内山不二男（構造計画研究所） 

 

津波避難に対する工学的検討手法活用の環境整備に関する研究委員会 

（令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31日） 

委員長 甲斐芳郎（Ｊ建築検査センター） 
幹事長 佐藤誠一（日本工営） 

幹事兼部会長 有川太郎（中央大学），仲村成貴（日本大学），小山真紀（京都大学） 

委員    （7月より公募予定） 

 

論文集編集委員会 

委員長 小檜山雅之（慶應義塾大学） 

（任期：平成 29年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

副委員長 能島暢呂（岐阜大学） 

（任期：令和元年 6月 1日～令和 5年 5月 31日） 

副委員長 森川信之（防災科学技術研究所） 

（任期：令和 2年 6月 1日～令和 4年 5月 31日） 

委員  後藤浩之（京都大学） 

（任期：平成 26年 6月 1日～令和 4年 5月 31日） 

 沼田宗純（東京大学），護 雅史（名古屋大学） 

（任期：平成 27年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 小山真紀（岐阜大学） 

（任期：平成 28年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 秋山充良（早稲田大学），上田恭平（京都大学），重藤迪子（九州大学） 

 党 紀（埼玉大学），中川貴文（京都大学），松島信一（京都大学） 

 山添正稔（小堀鐸二研究所） 

（任期：平成 29年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 引田智樹（鹿島建設），森田高市（国土技術政策総合研究所） 

（任期：平成 30年 6月 1日～令和 4年 5月 31日） 

 野口竜也（鳥取大学），松本浩幸（海洋研究開発機構） 
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（任期：令和元年 6月 1日～令和 5年 5月 31日） 

 後藤 祥広（日立ＧＥニュークリア・エナジー） 

（任期：令和元年 7月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 高井伸雄（北海道大学） 

（任期：令和 2年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 佐々木智大（大林組），高田和幸（東京電機大学），古川愛子（京都大学） 

（任期：令和 2年 6月 1日～令和 6年 5月 31日） 

 

事業企画委員会 

委員長 丸山喜久（千葉大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 3年 5月 31日） 

副委員長 肥田剛典（東京大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

委員 境 茂樹（安藤・間） 
（任期：平成 27年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 中村いずみ（防災科学技術研究所） 

（任期：平成 29年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 

渡辺和明（大成建設），入江さやか（ＮＨＫ放送文化研究），加藤一紀（大林組） 

（任期：令和元年 6月 1日～令和 3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） 

（任期：平成 27年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

（E-ディフェンス見学会 WG） 

主査 中村いずみ（前掲） 

委員 青木梓（パシフィックコンサルタンツ） 

（任期：平成 29年 6月 1日～令和 3年 5月 31日） 

 

功績賞選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員 山中浩明（東京工業大学），米澤健次（大林組） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

松岡太一（明治大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 3年 5月 31日） 

 山田 哲（東京工業大学），秋山充良（早稲田大学），徳光亮一（大成建設） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

  

功労賞選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員 山中浩明（東京工業大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

 山田 哲（東京工業大学），秋山充良（早稲田大学）  

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

  

論文賞選考委員会 
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委員長 秋山充良（早稲田大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

 

委員  樋口俊一（大林組），肥田剛典（東京大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

 松岡太一（明治大学），清田 隆（東京大学），小檜山雅之（慶應義塾大学） 

     丸山喜久（千葉大学），永野正行（東京理科大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

 

論文奨励賞選考委員会 

委員長 小檜山雅之（慶應義塾大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員  論文集編集委員会委員 

 

優秀発表賞選考委員会 

委員長 松島信一（京都大学） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

委員 大会実行委員会委員 

 

名誉会員選考委員会 

委員長 中埜良昭（東京大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

委員 山中浩明（東京工業大学），米澤健次（大林組） 

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 4年 5月 31日） 

松岡太一（明治大学）      

（任期：令和 2年 5月 28日～令和 3年 5月 31日） 

山田 哲（東京工業大学），秋山充良（早稲田大学），徳光亮一（大成建設） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 3年 5月 31日） 

 

選挙管理委員会 

委員長 樋口俊一（大林組） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 5年 5月 31日） 

委員 大島光貴（清水建設），山本雅史（竹中工務店） 

（任期：平成 29年 5月 19日～令和 3年 5月 31日） 

山本 優（大成建設） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 5年 5月 31日） 

 

役員候補推薦委員会 

委員長 塚本良道（東京理科大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～令和 3年 5月 31日） 

委員 金子美香（清水建設），高田毅士（東京大学），富田孝史（名古屋大学） 

原田健二（不動テトラ） 

（任期：平成 29年 5月 19日～令和 3年 5月 31日） 

境 茂樹（安藤ハザマ），副島紀代（大林組），中村いずみ（防災科学技術研究所） 

藤本 滋（神奈川大学），松岡昌志（東京工業大学） 

（任期：令和元年 5月 24日～令和 5年 5月 31日） 
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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（国際地震工学会） 副会長 中埜良昭 
東京大学 

生産技術研究所 

2017/5 

～2021/4 

ＩＡＥＥ（  〃  ）   事務局長 楠 浩一 
東京大学 

地震研究所 

2014/7 

～ 

ＩＡＥＥ（ 〃 ）National Delegate(ND) 中埜良昭 
東京大学 

生産技術研究所 

2018/8 

～2022/7 

 

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 

震災対策技術展 実行委員 
中埜良昭 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 

2019年度 

～2020 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） 

樋口俊一 

（理事） 
(株)大林組 2020年度～ 

清田 隆 

（理事） 

東京大学 

生産技術研究所 
2019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） 

中埜良昭 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 
2019年度～ 

福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡

会 

中埜良昭 

（会長） 

東京大学 

生産技術研究所 
2019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 

2018/4/1 

～2021/3/31 

「地質地盤情報の活用と法整備を考える

会」 委員 

清田 隆 

（理事） 

東京大学 

生産技術研究所 
2019年度～ 

理論応用力学講演会 協力員 

（日本学術会議） 

肥田剛典＊ 

（理事） 
東京大学 2020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 福井大学 2015年度～ 

                      ＊担当者 

 


