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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 

2017.5.25 

建築会館ホール 

議案 

第 1号議案 平成 28年度 事業報告 

第 2号議案 平成 28年度 決算報告 

      平成 28年度 監査報告 

第 3号議案 平成 29年度 理事及び監事の選任 

第 4号議案 平成 29年度 選挙管理委員会委員の選任 

第 5号議案 平成 29年度 役員候補推薦委員会委員の選任 

第 6号議案 平成 29年度 名誉会員の推挙 

報告 

第 1号報告 平成 29年度事業計画 

第 2号報告 平成 29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27回 理事会 

2017.4.18 

建築会館 

308会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案 

第 1号 入会者退会者承認 

第 2号 第 64回理論応用力学講演会共催負担金について 

第 3号 共催・後援・協賛承認 

第 4号 平成 28年度事業報告（案） 

第 5号 平成 28年度決算（案） 

第 6号 次期理事会理事候補者の選出 

第 7号 会員規則の改定について 

第 8号 論文賞細則の改定 

第 9号 公益社団法人日本地震工学会第 5回社員総会議事次第 

報告事項 

1. 第 26回理事会議事録確認 

2. 会務報告 

3. 会計報告 

4. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

5. 大会実行委員会からの報告 

6. 広報委員会からの報告 

7. 出張講座の報告 

8. 業務執行理事の業務報告 

臨時理事会 

2017.5.19 

建築会館ホール 

 

議案 

第1号 次期会長の選出 

第2号 次期執行理事の選出 

第3号 次期副会長の選出 

第4号 次期理事の担当事業の指名 
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第28回 

2017.6.14 

建築会館 

308 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 

報告事項 

1. 第 27回理事会議事録（案）確認 

2. 第 5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 29年度活動計画 

5. 平成 29年度予算 

6. 会務報告 

7. 会計報告 

8. 総務部会からの報告 

9. 会員部会からの報告 

10. 広報部会からの報告 

11. 情報コミュニケーション委員会からの報告 

12. 会誌編集委員会からの報告 

13. 国際委員会、地震災害対応委員会からの報告 

14. 論文集編集委員会からの報告 

15. 大会実行委員会からの報告 

16. 第 15回日本地震工学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ運営委員会からの報告 

17. 事業企画委員会からの報告 

18. システム性能評価委員会セミナー報告 

19. 第 4回震災対策技術展大阪セミナー報告  

第29回 

2017.8.8 

建築会館 

308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・協賛等承認 

第 4号 スペシャルアドバイザー制度の見直しについて 

第 5号 第 6回 ESG国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ Local Organizing Committeeの設置申請について 

報告事項 

1. 第 28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. 論文集編集委員会からの報告 

9. 事業企画委員会からの報告 

10. 事業企画委員会（JEES）からの報告 

11. 17WCEE 準備委員会からの報告 

12. 研究統括委員会からの報告：ESG講習会について 

第30回 

2017.10.23 

建築会館 

301+302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 日本地震工学会大会のプログラム案について 
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第 5号 会計処理細則案について 

第 6号 第 6回 ESG国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ Local Organizing Committeeの設置申請について 

報告事項 

1. 第 29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. 論文集編集委員会からの報告 

8. 事業企画委員会からの報告 

9. 事業企画委員会（JEES）からの報告 

10. 事業企画委員会（国際、地震災害対応）からの報告 

11. ESG Workshop 2017開催報告 

12. 「強震動評価のための表層地盤モデル化手法」講習会（11/1）申込状況 

18. メール審議結果（共催・後援について） 

第31回 

2017.12.8 

建築会館 

304 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 17WCEE 運営規程案について 

第 4 号 17WCEE 組織委員会名簿、構成について 

第 5 号 スペシャルアドバイザーの募集について 

報告事項 

1. 第 30 回理事会議事録（案）の確認 

2. 第 12 回正副会長会議報告 

3. 会務報告 

4. 会計報告 

5. 年次大会（2017）報告・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. 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. 事業企画委員会（JEES）からの報告 

12. 事業企画委員会（国際、地震災害対応）からの報告 

13. 「強震動評価のための表層地盤モデル化手法」講習会実施報告 

14. 出張授業の報告  

第32回 

2018.3.9 

建築会館 

308 会議室 

 

 

議案 

第１号 入退会者承認 

第 2 号 委員会委員の委嘱と外部委員承認 

第 3 号 共催・後援・協賛等承認 

第 4 号 研究委員会の期間延長と新規研究委員会について 

第 5 号 平成 30 年度事業計画（案） 

第 6 号 平成 30 年度収支予算書（案） 

第 7 号 今年度の表彰について 

報告事項 

1. 第 25 回理事会議事録（案）の確認 

2. 第 13 回拡大正副会長会議報告 
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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. 論文集編集委員会からの報告 

9. 事業企画委員会からの報告 

10. 事業企画委員会（JEES）からの報告 

11. 事業企画委員会（国際、地震災害対応）からの報告 

12. 17WCEE 組織委員会からの報告 

13. 第 22 回震災対策技術展横浜ブース展示報告 

14. メール審議（4 件）結果報告 

 

□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 

 

 

□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 19回 

2017.6.22 

建築会館 

301+302会議室 

議案 

1. 第 18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. 総集編刊行記念シンポジウム実施結果報告 

3. 各学会の進捗状況（土木学会・日本建築学会） 

3. 関連事項の意見交換 

 

2017.11.27 

建築会館 

303 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 

2018.3.2 

専売ビル 

第2会議室 

 

議案 

1. 平成29年度事業報告案について 

2. 平成29年度収支決算案について 

3. 平成30年度事業計画案について 

4. 平成30年度収支予算計画案について 
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1.3 主要会務 
 

04月 03日（月） ・ JAEE NEWS No.312 配信 

04月 07日（金） ・ 会計監査 涌井税務会計事務所 定期監査 3 月（於 本会事務所 13 時 00

分～17時 00分） 

 ・ 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 住友会館 16時 30分～18時 30分） 

04月 12日（水） ・ 平成 28年度監事監査会開催 勝俣監事、中村晋監事、木全副会長、原田会

計理事、長島会計理事、吉見総務理事、田中総務理事（於 専売ビル第二会

議室 13時 00分～15時 00分） 

04月 15日（土） ・ 熊本地震一周年報告会開催（主催：内閣府、日本学術会議 防災減災・災害

復興に関する学術連携委員会 等）目黒会長発表（於 熊本県庁 13 時 00

分～18時 00分） 

04月 18日（火） ・ 17WCEE 第 2 回準備会開催 目黒会長、中埜副会長ほか関係者（於 建築会館

308会議室 14時 30分～16時 00分） 

 ・ 第 27回理事会開催 目黒会長、木全副会長、中埜副会長 他理事、監事（於 

建築会館 308会議室 16 時 00分～19時 00分） 

04月 21日（金） ・ 重要文化財 旧東京音楽学校奏楽堂の修理現場見学会（於 同左 14時～ ） 

04月 26日（水） ・ 第 1 回会誌編集委員会開催 髙橋理事・委員長 他委員（於 大崎総合研究

所 15時 00分～17時 30分） 

04月 28日（金） ・ JAEE Newsletter 2017年 4月号 (Vol. 6, No. 1) 発行 

05月 02日（火） ・ JAEE NEWS No.313 配信 

05月 10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～16

時） 

05月 11日（木） ・ 第 1 回大会実行委員会開催 秋山理事・委員長 他委員（於 建築会館 303

会議室 10時～12時） 

05月 12日（金） ・ 第 15回日本地震工学シンポジウム準備打合せ 風間委員長 他委員（於 建

築会館 303会議 10時 30 分～12時 00分） 

05月 18日（木） ・ 将来構想委員会 レジリエンスのビジネスモデルに関わる打合せ 目黒会

長・委員長、木全副会長、田中理事他委員（於 東京大学生産技術研究所会

議室 14時 00分～15時 00分） 

05月 19日（金） ・ 公益社団法人日本地震工学会第 5回社員総会ならびに各賞贈呈式・講演会 

日 時：2017年 5月 19日（金）14：00～19：00  

場 所：建築会館ホール 

 ・ 臨時理事会開催 福和会長他理事、監事（於 建築会館ホール 15時 00分～

15時 10分） 

05月 23日（火） ・ 木造オフィス：ウッドスクエア、ポラス建築技術訓練校の見学会（於 同左

13時 45分～17時 00分） 

05月 26日（金） ・ 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のセミナ

ー「耐震基準の相違がもたらす課題と施設全体の安全性照査の必要性」開

催（於 田町スクエアビル会議室 13時 30分～17 時 00分） 

05月 30日（月） ・ 日本地震工学会論文集 第 17巻第 2号（2017年 5月）刊行 

05月 31日（火） ・ 総務部会開催 木全副会長、田中理事、佐藤理事、吉見前理事（於 本会事

務所 13時 00分～15時 00分） 

 ・ 第 3 回 17WCEE 準備会開催 目黒委員長、中埜副委員長他委員（於 日本コ

ンベンションサービス（株）会議室 17時 30分～19時 30分） 

 ・ 執行部打合せ 福和会長、木全副会長、塩原副会長、清野副会長、田中理

事、佐藤理事（於 建築会館 303会議室 17時 30分～19時 30分） 
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06月 01日（水） ・ JAEE NEWS No.314 配信 

 ・ 第 4 回「震災対策技術展」大阪 各種構造物の津波荷重の体系化に関する

研究委員会のセミナー開催 「津波荷重の考え方とその体系化」（委員長： 

有川 太郎 氏）、「将来の津波に備えるー津波の規模と発生頻度の評価ー」  

（同委員会 幹事： 木原 直人 氏）（於 グランフロント大阪コングレコン

ベンションセンターB会場 14時 15分～15時 00分） 

06月 07日（水） ・ 広報部会開催 入江理事、山口理事、平田理事（於 日本女子大学 平田研

究室 10時 00分～12時 15分） 

06月 14日（水） ・ 第 28回理事会開催 福和会長、木全副会長、塩原副会長、清野副会長他理

事・監事（於 建築会館 308会議室 16時 00分～19時 00分） 

06月 15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 13 時 00

分～15時 00分） 

 ・ 情報コミュニケーション委員会開催 山口理事・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 16日（金） ・ 会誌編集委員会開催 平田理事・委員長他委員（於 日本女子大学目白ｷｬﾝﾊﾟ

ｽ 15時 00分～17時 30分） 

06月 19日（月） ・ 内閣府へ役員変更届提出（オンライン） 

06月 20日（火） ・ 内閣府へ平成 28年度事業報告提出（オンライン） 

06月 21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 第 5 回幹事会開

催（於 東京大学工学部 11号館 9時 30分～12 時 00分） 

 ・ 第 2 回事業企画委員会開催 宮腰理事・委員長他委員（於 大崎総合研究

所 16時 00分～18時 00 分） 

 ・ 内閣府へ平成 29年度事業報告書、決算書等提出（電子申請） 事務局 

06月 22日（木） ・ 第 19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 301･302 会議室 10 時 30 分～12

時 00分） 

 ・ 内閣府へ役員変更の届出（電子申請） 事務局 

06月 27日（火） ・ 第 15回日本地震工学シンポジウムキックオフ会議開催 風間委員長、高橋

理事・幹事長他委員（於 建築会館 308会議室 10時 00分～12時 00分 ） 

06月 29日（木） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.17(2017) No.3（英文号）刊行 

06月 30日（金） ・ 日本地震工学会誌 No.31 刊行 

07月 03日（月） ・ JAEE NEWS No.315 配信 

07月 11日（火） ・ 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開催 

松島委員長他委員 （於 建築会館 301会議室 15時 00分～18時 00分） 

07月 12日（水） ・ システム評価委員会・事業企画委員会打合せ 高田委員長、宮腰理事・委

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

07月 13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～15時 00分） 

 ・ 論文集編集委員会開催 末冨理事・委員長他委員（於 建築会館 306会議室 

15時 00分～18時 00分） 

07月 14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 高田委員長

他委員（於 建築会館 301･302会議室 13時 00分～17時 00分） 

07月 19日（水） ・ 17WCEE 第 4 回準備委員会開催 目黒委員長、中埜副委員長他委員（於 東京

大学生産技術研究所 16 時 00分～18時 00分） 

07月 24日（月） ・ 第 3 回事業企画委員会開催 宮腰理事・委員長他委員（於 清水建設㈱技

術研究所 16時 00分～18時 00分） 

07月 26日（水） ・ 日本地震工学会誌 31号投込み 入江理事、小松（国土交通省、気象庁記者

クラブ各 50冊 14時 00 分～15時 00分） 
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07月 28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企画グループ会議

開催 （於 関電東京支社会議室 9時 30分～12時 00分） 

08月 01日（火） ・ JAEE NEWS No.316 配信 

08月 05日（土） ・ ESG Workshop 2017  

日 時：8 月 5 日（土）13 時～17 時 45 分 

主 催：IASPEI 国際 ESG 委員会、日本地震工学会 ESG 研究会 

場 所：神戸国際会館(神戸市)  

08月 07日（月） ・ 会誌編集委員会開催 平田理事・委員長他委員（於 日本女子大学目白ｷｬﾝﾊﾟ

ｽ 15時 00分～18時 00分） 

08月 08日（火） ・ 第 29 回理事会開催 福和会長、木全副会長、清野副会長他理事（於 建築

会館 308会議室 16時 00分～19時 00分） 

08月 18日（金） ・ 第 15 回日本地震工学シンポジウム第 1 回総務部会 開催 風間委員長、高

橋幹事長他（於 建築会館 303会議室 10時 00分～12時 00分） 

08月 29日（火） ・ 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 00分） 

08月 31日（木） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.17(2017) No.4 刊行 

 ・ JAEE Newsletter 2017年 8月号 (Vol. 6, No. 2, 通算第 18号) 発行 

 ・ 第 7回理学・工学系学協会連絡協議会全体会議 福和会長（於 日本学術会

議講堂 10時 00分～12時 00分） 

09月 01日（金） ・ JAEE NEWS No.317 配信 

09月 04日（月） ・ 将来構想委員会 木全副会長他（於 建築会館 303 会議室 10 時 00分～12

時 00分） 

09月 07日（木） ・ 第 15 回日本地震工学シンポジウム学術部会 開催 風間委員長、末冨学術

部会長他（於 専売会館第 1会議室 15時 00分～18時 00分） 

09月 12日（火） ・ 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 10 時 30

分～12時 00分） 

09月 15日（金） ・ 日本地震学会との会長懇談会 福和会長、木全副会長他（於 建築会館 302

会議室 15時 00分～17時 00分 

09月 20日（水） ・ 17WCEE準備会仙台視察 目黒委員長、中埜副会長他 

09月 22日（金） ・ 第 15 回日本地震工学シンポジウム第 2 回運営委員会 開催 風間委員長、

高橋幹事長他（於 建築会館 306会議室 10時 00 分～12時 00分） 

09月 25日（月） ・ IC 委員会 開催 山口委員長他（於 建築会館 307 会議室 14 時 30 分～17

時 30分） 

09月 28日（木） ・ 第 3 回メディア交流会「首都直下地震に備える－都市ガスの供給と防災の

最前線－」（於 東京ガス浜松町本社ビル 15時 30分～17時 30分 参加者

5名） 

10月 02日（月） ・ JAEE NEWS No.318 配信 

 ・ 第 5回 17WCEE準備会 開催 目黒委員長、中埜副委員長他（於 東京大学生

産技術研究所 2階 E棟ラウンジ 15時 00分～18時 00分） 

10月 03日（火） ・ 第 2 回大会実行委員会 開催 秋山委員長、藤倉幹事他（於 建築会館 308

会議室 17時 00分～19時 00分） 

10月 04日（水） ・ 第 15 回日本地震工学シンポジウム第 1 回実施部会 開催 風間委員長、森

口幹事他（於 東北大学 10時 30分～12時 00分） 

10月 05日（木） ・ 第 2 回強震動評価のための深部地盤モデル化手法の検証に関する研究委員

会 開催 松島委員長他（於 田町スクエアビル A 会議室 14時 30分～17 時

30分） 

10月 10日（火） ・ 17WCEE顧問説明会 開催 目黒委員長、中埜副委員長他（顧問出席 9名）（於 

イオンコンパス東京駅前 4-H会議室 17時 00分～19時 00分） 
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10月 12日（木） ・ 第 4回会誌編集委員会 開催 平田委員長他（於 目白大学百年館 12階卒論

ゼミ室 16時 00分～18時 00分） 

 ・ 第 4回事業企画委員会 開催 宮腰委員長他（於 安藤ハザマ本社 16時 00

分～18時 00分） 

10月 18日（水） ・ 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～15時 30分） 

 ・ 臨時 17WCEE 準備会 開催 目黒委員長、中埜副委員長他（於 建築会館 305

会議室 17時 00分～20時 00分） 

10月 23日（月） ・ 将来構想委員会 開催 福和会長、木全副会長他（於 建築会館 301+302 会

議室 15時 00分～16時 00分） 

 ・ 第 30回理事会開催 福和会長、木全副会長、塩原副会長、清野副会長ほか

理事・監事（於 建築会館 301+302会議室 16時 00分～19時 00分） 

10月 31日（火） ・ 日本地震工学会誌 No.32 刊行 

11月 01日（水） ・ 強震動評価のための表層地盤モデル化手法講習会開催（於 東京工業大学田

町キャンパス キャンパスイノベーションセンター 国際会議室 10 時 00

分～16時 30分） 

 ・ JAEE NEWS No.319 配信 

11月 06日（月） ・ 17WCEE第 6回準備会開催 目黒委員長、中埜副委員長ほか委員、関係者 

（於 東京大学生産技術研究所 2階 E棟ﾗｳﾝｼﾞ 15時 00分～18時 30分 ） 

11月 13日（月） 

～                

11月 14日（火） 

・ 第 13回日本地震工学会・大会-2017 開催   

  日 時：11月 13日（月）～14日（火） 

  場 所：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・ 

      ホワイエ（東京都目黒区駒場 4-6-1） 

  プログラム：基調講演、横断セッション、国際セッション、 

      ポスターセッション、技術展示、優秀発表賞表彰式、交流会 

  主 催：日本地震工学会、 

  参加者：290名 

11月 13日（月） ・ 17WCEE運営委員会（キックオフ）開催 目黒委員長、中埜副委員長ほか委員、

関係者（東京大学生産技術研究所 An棟 404会議室 11時 30～12時 40分） 

11月 15日（水） ・ 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 13時 30

分～15時 00分） 

11月 26日（日） ・ 

 

 

・ 

 

 

 

出張講座開催（大田区「おおた住まいづくりフェアー」特別セミナー『最

近の地震被害と残した教訓～大地震に備えて～』） 講師：岩楯敞広 氏（於 

大田区産業プラザ pio3階特別会議室 10時 30分～12時 10分 ） 

第 2 回防災推進国民大会 第 4 回防災学術連携シンポジウム・日本学術会

議公開シンポジウムにて当会より発表 発表者：三浦弘之広島大学准教授 

発表タイトル：リモートセンシングによる災害把握－近年の地震・津波へ

の対応－ 

11月 27日（月） ・ 第 12回正副会長会議開催 福和会長、木全副会長、塩原副会長、清野副会

長、田中理事、佐藤理事（於 建築会館 303会議室 16時 00分～18時 30分） 

11月 30日（木） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.17(2017) No.5 刊行 

12月 01日（金） ・ 第 15回日本地震工学シンポジウム第 3回運営委員会開催 風間委員長、髙

橋幹事長ほか委員、関係者（於 建築会館 306会議室 10時 00分～12時 00

分） 

 ・ JAEE NEWS No.320 配信 

12月 06日（水） ・ 第 5回事業企画委員会開催 宮腰委員長ほか委員（於 日建設計シビル会議

室１ 16時 00分～18時 00分） 
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12月 07日（木） ・ 大会実行委員会（反省会） 秋山委員長ほか委員（於 建築会館 306会議室 

17時 00分～18時 00分） 

12月 08日（金） ・ 第 31回理事会開催 福和会長、木全副会長、塩原副会長、清野副会長他理

事（於 建築会館 304会議室 15時 00分～18時 00分） 

12月 12日（火） ・ 会誌編集委員会（於 NHK 放送文化研究所会議室 16時 30分～19時 00分） 

12月 14日（木） ・ 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 00

分～12時 00分） 

12月 19日（火） ・ メール審議 発議 

  審議：日本地震工学シンポジウムの予算案の承認について 

  発議：高橋理事  決議：2017年 12月 26日 

12月 21日（木） ・ 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 13時 30 分～17時 00分） 

12月 27日（月） ・ 日本地震工学会英文論文集 Vol.17(2017) No.6（英文号） 刊行 

12月 28日（木） ・ JAEE Newsletter 2017年 12月号 (Vol. 6, No. 3) 発行 

01月 04日（水） ・ JAEE NEWS No.321 配信 

01月 14日（土） ・ メール審議 発議 

  審議 1：E-ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ見学会開催日（報告）と参加費（審議）について 

審議 2：講習会とｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの後援（1件）･共催（1件）依頼について 

  発議：中尾理事(審議 1）、佐藤理事(審議 2)  決議：2018年 1月 19 日 

01月 18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 10 時 30

分～12時 00分） 

01月 23日（火） ・ 17WCEE第 2回運営委員会開催 目黒委員長、中埜副委員長ほか委員、関係者

（於 東京大学駒場生産技術研究所 13時 00分～15時 00分） 

01月 29日（月） ・ 第 6回事業企画委員会 宮腰理事・委員長他委員（於 安藤ハザマ本社会議

室 16時 00分～18時 30 分） 

01月 30日（火） ・ 選挙管理委員会 長島理事・委員長他委員（於 建築会館 302 会議室 16

時 00分～17時 30分） 

02月 01日（木） ・ JAEE NEWS No.322 配信 

 ・ メール審議 発議 

  審議：日本建築学会主催のメキシコ地震災害調査速報会共催の賛否 

  発議：田村理事    決議：2018年 2月 6日 

02月 02日（木）  情報コミュニケーション委員会開催 山口理事・委員長他委員（於 建築会

館 306会議室 14時 30分～18時 00分） 

02月 08日（木） ・ 第 22回震災対策技術展横浜開催（2月 8日～2月 9日）  

本会展示出展 （於 パシフィコ横浜展示ホール） 

02月 09日（金） ・ 第 8回震災予防講演会「過去の大震災の復興から学ぶ地震防災」開催 

  主 催：本会    後 援：日本地震学会他 

  日 時：2月 9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：118名 

02月 15日（木） ・ 会誌編集委員会開催 平田理事・委員長 他委員（於 日本女子大学百年館 

09時 00分～12時 00分） 

 ・ Ｅ－ディフェンス 液状化地盤上の道路橋基礎の耐震補強技術に関する大

規模実証実験見学会 

  日 時：2月 15日(木) 12時 30分～15時 30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：37 名 
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02月 19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 14 時 00

分～16時 00分） 

02月 21日（水） ・ メール審議 発議 

  審議 1：日本原子力学会主催シンポジウムの協賛についての賛否 

審議 2：同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに共催として「福島復興・廃炉推進に貢献する学 

協会連絡会」をプログラムに記載することの賛否 

  発議：田中理事 

  決議：2018年 2月 28日 

02月 23日（金） ・ 論文賞選考委員会開催 清野副会長・委員長他委員 （於 建築会館 303 会

議室 17時 00分～19時 00分） 

02月 26日（月） ・ 平成 32年度共同主催国際会議申請会議ヒアリング審査（17WCEE）目黒組織

委員会委員長、中埜副委員長 学術会議ヒアリング（於 日本学術会議会議

室 10時 45分～11時 00 分） 

02月 28日（水） ・ 日本地震工学会論文集 Vol.18(2018) No.1 刊行 

 ・ 日本地震工学会誌 No.33 刊行 

 ・ 平成 29年度日本政府観光局「国際会議誘致・開催貢献賞」授賞式（17WCEE

仙台）（於 京王プラザホテル 南館 5階 エミネンスホール） 

03月 01日（水） ・ JAEE NEWS No.323 配信 

 ・ 総務会計部会開催 木全副会長、田中理事、佐藤理事、長島理事、岩本理

事（於 専売ﾋﾞﾙ会議室 15時 00分～17時 00分） 

03月 02日（木） ・ 第 13 回拡大正副会長会議及び表彰委員会 開催 福和会長、塩田副会長、

清野副会長、田中理事、佐藤理事、長島理事、岩本理事（於 専売ﾋﾞﾙ会議

室 16時 15分～18時 30分） 

03月 09日（金） ・ 第 32回理事会開催予定 福和会長、木全副会長、塩田副会長、清野副会長

他理事（於 建築会館 308 会議室 16時 00分～19時 00分） 

03月 19日（月） ・ シンポジウム「南海トラフ巨大地震の広域被災に備える減災活動の現状と

将来」開催 

主 催：本会 

  共 催：日本地震学会他全５学会 

後 援：防災学術連携体 

  日 時：3月 19日（月）13時 00分～17時 00分 

  場 所：建築会館ホール 

  講 師：松澤 暢（東北大学教授）他 

  参加者：142名 

03月 20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（於 田町スクエアビル会議室 13時 30 分～17時 00分） 

第 15回日本地震工学シンポジウム第 2回実施部会 開催 風間委員長、 

森口幹事他（於 東北大学 10時 00分～11時 00 分） 

03月 22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 00分） 

03月 28日（水） ・ 内閣府へ平成 30年度事業計画書、収支予算書提出（電子申請） 事務局 

03月 30日（金） ・ 

 

・ 

ＥＳＧ研究委員会 開催 松島委員長他（於 建築会館 307 会議室 9 時 30

分～12時 00分） 

第 8回理学・工学系学協会連絡協議会 福和会長（於 日本学術会議講堂 10

時 00分～12時 00分） 
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２．日本地震工学会・大会2017 

1.日時：2017 年 11 月 13 日（月）～14 日（火） 

2.会場：東京大学 生産技術研究所 

3.内容： 

① 開会式・基調講演 

   司会：秋山充良（早稲田大学） 

  会長挨拶 福和伸夫（名古屋大学） 

基調講演 川島一彦（東京工業大学）、濱田政則（アジア防災センター）、 

和田 章（東京工業大学） 

② 横断セッション A（災害情報） 

コーディネーター：運上茂樹（東北大学） 

講演：堀宗朗（東京大学）、菅野高弘（海上・港湾・航空技術研究所）、臼田裕一郎（防災科 

学技術研究所）、藤原広行（防災科学技術研究所）、片岡正次郎（国土交通省）、野田利弘（名 

古屋大学）、久田嘉章（工学院大学） 

③ 横断セッション B（熊本地震） 

コーディネーター：高橋良和（京都大学） 

講演：岩田知孝（京都大学）、小林正人（明治大学）、古屋 治（東京電機大学）、高橋良和 

（京都大学） 

④ 横断セッション C（原子力） 

コーディネーター：山田博幸（電力中央研究所） 

講演：高田毅士（東京大学）、高田 孝（日本原子力研究開発機構）、藤本 滋（神奈川大学）、 

糸井達哉（東京大学）、成宮祥介（関西電力） 

⑤ 横断セッション D（予測システム） 

コーディネーター：堀 高峰（海洋研究開発機構） 

講演：堀 高峰（海洋研究開発機構）、飯山かほり（東京大学）、浅井光輝（九州大学）、 

井料隆雄（神戸大学）、横松宗太（京都大学） 

⑥ 国際セッション（7 編） 

コーディネーター：藤倉修一（宇都宮大学）、党紀（埼玉大学）、林偉偉（早稲田大学） 

⑦ ポスターセッション 156 編 

⑧ 技術展示 13社 

(株)アーク情報システム、(株)勝島製作所、(株)大林組、(株)サンエス、(株)東陽テクニカ、

清水建設(株)、白山工業(株)、配水用ポリエチレンパイプシステム協会、(株)不動テトラ、

前田建設工業(株)、㈱ミツトヨ、(株)システムアンドデータリサーチ、戸田建設(株) 

  ⑨ 交流会 50名 

4.参加者数    290名（学生参加者数 88名） 

5.実行委員会 

委員長 秋山充良（早稲田大学） 

     副委員長 五十嵐 晃（京都大学）                       

幹事 藤倉修一（宇都宮大学） 

委員 清田 隆（東京大学）、楠 浩一（東京大学地震研究所）、党 紀（埼玉大学）、

松﨑 裕（東北大学）、三上貴仁（東京都市大学）、林偉偉（早稲田大学）、千葉一樹（東

急建設）、糸井達哉（東京大学） 
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３．表彰関係 

 

3.1 平成 29年度 日本地震工学会功績賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

川島一彦 

（東京工業大学名誉教授） 
地震工学分野での研究・教育への貢献 

小谷俊介 

（東京大学名誉教授） 

建築物の性能に基づく耐震設計法の発展に対する貢

献 

 

3.2 平成 29年度 日本地震工学会功労賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

吉見雅行 

（産業技術総合研究所） 

2015 年 6 月～2017 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 

吹野美絵 

（元日本地震工学会事務局） 

2010 年 6 月～2014 年 5 月の間事務局員として、ま

た、2014 年 6 月～2017 年 5 月の 3 年間事務局長と

して本学会の運営、発展に貢献 

 

3.3 平成 29年度 日本地震工学会論文賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

能島暢呂（岐阜大学）、 

 

論文題目： 

累積パワーに基づく地震動継続時間の経験的予測

式の構築 

掲載巻号： Vol. 15(2015), No. 6, pp. 6_25-6_43 

若松加寿江（関東学院大学）、先名重樹（防

災科学技術研究所）、小澤京子（防災科学

技術研究所） 

論文題目： 

2011 年東北地方太平洋沖地震による液状化発生の

特性  

掲載巻号： Vol. 17(2017), No. 1, pp. 1_43-1_62 

 

3.4  平成 29年度 日本地震工学会論文奨励賞受賞者 

受賞者 表彰業績 

中井春香 

（ナカシャクリエイテブ（株）） 

論文題目： 

1945年 1月 13日三河地震における全潰家屋敷と死

者数の関係－なぜ多くの犠牲者を生み出したの

か？－ 

（第 17巻 第 2号、2017年 5月掲載） 

久保久彦 

（防災科学技術研究所） 

論文題目： 

小笠原諸島周辺の深発地震による地震動の距離減

衰特性 

（第 17巻 第 4号、2017年 8月掲載） 
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3.5  平成 29 年度 日本地震工学会大会優秀発表賞 

受賞者 発表題目 

 Hamood ALWASHALI 

(東北大学) 

EXPERIMENTALSTUDY OF MASONRY INFILLED RC FRAMES 

CONSIDERINGTHE INFLUENCE OF 

ARYING FRAME AND MASONRY STRENGTH 

原千明 

(東京電機大学) 

液状化した地盤の揺動による被害を再現する振動

台実験 

篠原崇之 

(パスコ) 

平成28年熊本地震における液状化被害抽出手法の

検討 

市川義高 

(早稲田大学) 

摩擦振子型免震機構を有するRC柱の水平二方向震

動実験および摩擦振り子と滑り曲面の接触方法の

違いがその地震応答特性に 

及ぼす影響 

小寺祐貴 

(気象庁) 

S波の後に現れるP波を用いた緊急地震速報 

佐竹高祐 

(東京大学) 

飛行時間中性子回折法を用いたRC部材の曲げ付着

応力度の評価 

田中亮磨 

(東京理科大学) 

繰り返し地震を受ける木質建物の変形増大に関す

る一検討 

森崎裕磨 

(金沢大学) 

地震災害時における災害時要援護者の被災可能性

に関する一考察―国民健康保険データベースを活

用して― 

 

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 2017年6月、2017年10月、2018年2月 

総ページ数 130頁   2017年6月発行/52頁、2017年10月発行/38頁、2018年2月発行/40頁 

発行部数 5,130部 

 

2017年6月 №31号 

巻頭言：新会長挨拶／福和伸夫 

特集：地震リスクの評価・コンサルティング 〜損害保険業界における実務のトレンド〜 

 特集「地震リスクの評価・コンサルティング 〜損害保険業界における実務のトレンド〜」に

ついて／高橋郁夫 

   地震リスク評価・コンサルティングの概要／矢代晴実 

   リスクマネジメントと地震津波リスク評価／佐藤一郎 

   非モデル化リスクの定量的評価事例の紹介～噴火リスク～／堀江 啓 

   リスクコントロール －BCP/BCMによるアプローチ－／篠目貴大、鹿倉洋介 

   Enterprise Risk Management (ERM) ／川波 豊 

シリーズ：温故知新 〜未来への回顧録〜 

 防災という社会のニーズに答える／小川雄二郎 

学会ニュース： 

   第17回世界地震工学会議（17WCEE）の日本招致活動報告／中埜良昭 

   公益社団法人 日本地震工学会 



- 14 - 

 

    第5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                       

／山口 亮、高橋郁夫 

   日本学術会議公開シンポジウム／第3回防災学術連携シンポジウム 

    熊本地震追悼・復興祈念行事「熊本地震・1周年報告会」開催報告／目黒公郎、佐藤 健 

   第７回震災予防講演会の報告 －熊本地震に学ぶ首都圏の地震防災－／境 茂樹 

研究委員会報告： 

 断層問題に関する理工学合同委員会／國生剛治 

   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 

   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 

  

2017年10月 №32号 

巻頭言：特集「地震観測と構造ヘルスモニタリング」と新編集委員会のめざすもの／平田京子 

特集：地震観測と構造物のヘルスモニタリング 

   地震災害軽減のための強震観測の役割と期待／藤原広行 

   地震観測システムの小型化・軽量化・低コスト化／飯尾能久 

   最新の微動探査観測技術とシステムの構築について／先名重樹 

   建物の地震観測と構造ヘルスモニタリングについて／楠 浩一 

   橋梁の地震時挙動モニタリング／藤野陽三 

   超高密度リアルタイム地震防災システム“SUPREME”を活用した東京ガスの地震対応             

／山端悠介 

シリーズ：温故知新 〜未来への回顧録〜 

   私の研究・教育人生／岩楯敞広 

学会ニュース： 

   SMiRT24 参加報告／美原義徳 

 ESG Workshop 2017 開催報告／松島信一 

 

2018年2月 №33号 

巻頭言： 

   特集「ここまで見える！ リモートセンシングが拓く防災の新たな地平」／平田京子  

特集：ここまで見える！ リモートセンシングが拓く防災の新たな地平 

   総論 地震防災におけるリモートセンシングの最新動向／山崎文雄 

   建物被害把握への適用について／三浦 弘之  

   災害調査のための3次元モデルの活用／望月貫一郎 

   地盤災害調査への適用／小長井一男 

   リモートセンシングによる液状化被害の広域把握／松岡昌志 

   リモートセンシング技術の進展によって変わりつつある活断層像／遠田晋次 

   リモートセンシングによる津波の広域被害把握／越村俊一 

特別寄稿： 

   メキシコ中部地震によるメキシコシティの被害概要／清田 隆 

学会ニュース： 

   日本地震工学会・大会－2017報告／秋山充良 

   第３回メディア交流会の報告／宮腰淳一 

   「強震動評価のための表層地盤モデル化手法」講習会 開催報告／津野靖士 

   「強震動評価のための表層地盤モデル化手法」講習会 参加記／堀 愛里香、河合亮太 
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4.2 JAEE NEWSLETTER刊行 

JAEE NEWSLETTER   第6巻第1号刊行 2017年4月 

JAEE NEWSLETTER   第6巻第2号刊行 2017年8月 

JAEE NEWSLETTER   第6巻第3号刊行 2017年12月 

 

4.3 ＪＡＥＥニュース配信 

号数 発信日 

JAEE NEWS No.312 2017/04/03 

第５回社員総会開催のお知らせ 2017/04/24  

JAEE NEWSLETTER 第 17号刊行のお知らせ 2017/04/28 

JAEE NEWS No.313 2017/05/02  

JAEE NEWS No.314 2017/06/01 

日本地震工学会年次大会 2017 のお知らせ 2017/06/14 

【日本地震工学会・大会-2017】論文受付のお知らせ 2017/07/02 

【日本地震工学会・大会-2017】論文取下げのお知らせ 2017/07/02 

JAEE NEWS No.315 2017/07/03  

【日本地震工学会・大会-2017】論文投稿サイト開設のお知らせ 2017/07/07 

JAEE NEWS No.316 2017/08/01  

JAEE NEWSLETTER 第 18号刊行のお知らせ 2017/09/01  

JAEE NEWS No.317 2017/09/01  

会員名簿更新についてのお願い 2017/09/14  

論文賞の推薦のお願い 2017/09/15  

メキシコ地震について 2017/09/25  

熊本地震本震の臨時観測公開データの問題について 2017/09/29  

JAEE NEWS No.318 2017/10/02  

Puebla地震（メキシコ）地震の被害調査報告会のご案内 2017/10/24  

JAEE NEWS No.319 2017/11/01  

JAEE NEWS No.320 2017/12/01  

東京工業大学 教員公募のお知らせ 2017/12/19  

JAEE NEWSLETTER 第 19号刊行のお知らせ 2017/12/28 

JAEE NEWS No.321 2018/01/04 

第 8 回震災予防講演会のご案内 2018/01/11 

ぎゅっとぼうさい博！2018ご案内 2018/01/11 

E-ディフェンス見学会（2 月 15 日）のご案内 2018/01/19 

イラン・イラク国境付近の地震の現地被害調査速報会のご案内 2018/01/30 

JAEE NEWS No.322 2018/02/01 

メキシコ中部の地震災害調査団速報会（2月 16日）のご案内 2018/02/06 

台湾東部地震について 2018/02/13 

南海トラフシンポジウム（3月 19日）のご案内 2018/02/19 

JAEE NEWS No.323 2018/03/01  
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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 17巻 第 2号 2017年 05月 14題 

第 17巻 第 3号「英文号」 2017年 06月 4題 

第 17巻 第 4号  2017年 08月 11題 

第 17巻 第 5号 2017 年 11月 11題 

第 17巻 第 6号「英文号」 2017 年 12月 1題 

第 18巻 第 1号 2018 年 02月 9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 

 6.5 事業関係 

   ・事業企画委員会 

   ・大会実行委員会 

   ・15JEES運営委員会 

 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深部地盤モデル化手法の検証に関わる研究委員会 

・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避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(8学会)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） 
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6.1 会務関係 

委員会名 

委員長名 

委員数  （平成30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 

福和会長、 

木全副会長、塩原副会長、 

清野副会長、田中総務理事、 

佐藤総務理事、長島会計理事、 

岩本会計理事 

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 

田中総務理事 

佐藤総務理事 

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 

長島会計理事 

岩本会計理事 

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 

長島理事 

佐藤理事 

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 

入江理事 

山口理事 

平田理事 

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 

木全副会長・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 

長島理事・委員長 

委員 3名 

 

 

 

1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 

委員長 未定 

委員 10名 

 

 

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） 

田村理事・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 

福和会長・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 

福和会長・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 29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 

福和会長・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 29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 

清野副会長・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29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 

山口理事・委員長 

久保智弘副委員長 

委員 6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 

平田理事・委員長 

委員 15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31号、第32号、第33号の編集・発行 
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6.4 学術関係 

論文集編集委員会 

末冨理事・委員長 

古屋治副委員長 

小檜山雅之副委員長 

委員 18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 

田村理事・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 

田村理事・委員長 

委員7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 

目黒公郎委員長 

中埜良昭副委員長 

今村文彦副委員長 

委員・監事 22名 

委員会9回 

 

 

17WCEE開催に向けて，７回の準備会開催，

ならびに今後の活動中心となる国内運営委

員会の設置と，必要となる各種専門部会の担

当事項の抽出・整理と部会長の選出を行っ

た．これを受けて，2017年11月には第1回運

営委員会を開催し，活動を引き継ぐととも

に，専門部会委員の選任と具体的な活動内容

の検討・準備に入った． 

 

6.5 事業関係 

大会実行委員会 

秋山理事・委員長 

委員10名 

3回 

 

日本地震工学会大会の企画・運営・実施 

・第13回大会（2017）開催  

11月13日・14日 

事業企画委員会 

宮腰理事・委員長 

中尾理事・副委員長 

委員 7名 

 

6回 

 

・「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 

15JEES運営委員会 

風間基樹委員長 

高橋理事・幹事長 

委員 

3回 

（WG3回） 

6月に第1回となる第15回日本地震工学シン

ポジウム運営委員会を開催し、2018年12月6

～8日の3日間で仙台国際センターで開催す

ること、学術部会、総務部会、実施部会の3

部会体制で進めることを決定した。今回のテ

ーマは、「地震に対する社会安全を考える 

－被災地の復興にみるレジリエントな未来

社会－」とし、来年4月にアブストラクト募

集が開始できるよう、開催準備を進めた。 
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6.6 調査研究関係 

研究統括委員会 

清野副会長・委員長 

委員 4名 

ﾒｰﾙ審議 

 

・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深部地盤モデ

ル化手法の検証に関わる研究委員

会 

松島信一委員長 

委員 17名 

3回 

他ﾒｰﾙ審議 

・2016 年度までの「強震動評価のための表

層地盤モデル化手法研究委員会」による成果

をもとに、「強震動評価のため表層地盤モデ

ル化手法」講習会を、地盤工学会の後援のも

と、11 月 1 日に実施 

・8 月 5 日に、国際 ESG 委員会と合同で、

地盤増幅特性に関する最新の研究、最新 ESG

研究の動向、被害地震の震源近傍強震動、な

どについて議論するための「ESG Workshop 

2017」を開催 

・2020 年度の第６回 ESG 国際シンポジウム

に関する準備を開始 

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 15名 

ｾﾐﾅｰ1回 

 

3年間の研究委員会の成果として、2017年5 

月26日にセミナーを開催した。内容は、生産 

施設の被害事例、各分野における設計用地震 

動の相違と課題（建築物および設備、高圧ガ 

ス施設、港湾・空港施設）、システム性能の 

評価事例（輸送経路（道路）を含む生産シス 

テム、上水道システム、石油精製プラント、 

サプライチェーンを考慮した生産施設）につ 

いて、報告を行い、委員の他、60名の参加者 

があり、活発に議論がなされた。 

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 13名 

2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 49名 

3回 

（WG33回） 

日本原子力学会との協働のもと、親委員会の

もとに設置した3つのWG（WG1: 地震安全基

本原則WG、WG2: 発電所システム性能WG、

WG3: 地震ハザードWG）、および、それらの

活動をとりまとめる企画グループにおいて、

地震安全に関わる基本原則の構築に関する

議論を行い、基本原則の案の作成を完了し

た。また、関連する国際会議等においてセッ

ションを開催し、委員会の経過を紹介し議論

を深めるとともに、関連学協会（電気協会等）

との議論の場をもち、今後の協力や検討の方

向性について議論した。 
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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 23名 

2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 3名 

2回 

 

本委員会は8学会合同による「東日本大震災

合同調査報告書」の刊行のために設置された

委員会で、１）この枠組みの中で日本地震工

学会が幹事学会としてとりまとめを担当し

た2冊の報告書を刊行し、２）日本地震工学

会を代表して8学会合同調査報告書編集委員

会において28編の報告書を刊行させるため

の議論に参画する。１）は、すでに2014年度

までに「共通編1 地震・地震動」（2014年1

月刊行）、「原子力編」（2015年1月刊行）を刊

行し、これらを用いた8学会合同報告会を2回

開催した。平成30年2月現在、28編中4編の

報告書がまだ作成中であり、次年度は上記

２）に関して、8学会合同調査報告書編集委

員会の場で、8学会連携の所期の目的を遂行

するための活動を継続する。 

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 13名 

6回 過年度に開発した評価項目のプロトタイプ

を用い、自治体ヒアリングを実施（首都圏自

治体を中心に３つの基礎自治体）し、評価項

目の精緻化を図った。 

加えて、将来、本研究成果の社会実装を念頭

に、関係省庁（内閣府防災、内閣官房国土強

靱化室）、総務省消防庁や研究機関（防災科

学技術研究所）との意見交換を実施した。 

これらの研究活動を最終報告書として取り

まとめた（報告書の完成は5月を予定）。 

 

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） 

長島理事･連携委員 

田村理事･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 2 回防災推進国民大会の第 4 回防災学術

連携シンポジウム・日本学術会議公開シン

ポジウムにて当会より発表  

発表者：三浦弘之広島大学准教授 

発表タイトル：リモートセンシングによる

災害把握－近年の地震・津波への対応－ 
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7. 地震対応本部     本年度は特になし 

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 

重要文化財 旧東京音楽学校奏

楽堂の修理現場見学会 

2017.04.21 同左  19名 

木造オフィス：ウッドスクエア、

ポラス建築技術訓練校の見学会 

2017.05.23 同左 

 

 25名 

第 3 回メディア交流会「首都直

下地震に備える－都市ガスの供

給と防災の最前線－」 

2017.09.28 東京ガス浜松

町本社ビル 

 5名 

第 22回震災対策技術展・学会展

示 

2018.02.08

～09 

パシフィコ横

浜・展示ホール 

 展示参加

者多数 

第 8 回震災予防講演会「過去の

大震災の復興から学ぶ地震防

災」 

2018.02.09 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 

118名 

 

Ｅ－ディフェンス 液状化地盤

上の道路橋基礎の耐震補強技術

に関する大規模実証実験見学会 

2018.02.15 防災科学技術

研究所 兵庫

耐震工学研究

センター 

 37名 

シンポジウム「南海トラフ巨大

地震の広域被災に備える減災活

動の現状と将来」 

2018.03.19 建築会館ホー

ル 

松澤暢（東北大学）

他 5名 

142名 

 

8.2 調査研究委員会 企画 

名称 期日 会場 講師 参加者 

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

会のセミナー開催 

2017.05.26 田町スクエア

ビル 会議室 

古屋治（東京電機大

学）他 7名 

57名 

第 4回震災対策技術展（大阪） 

各種構造物の津波荷重の体系化

に関する研究委員会のセミナー

開催 

2017.06.01 コングレコン

ベンションセ

ンターB 会場

（大阪） 

有川太郎（中央大

学）、木原直人（電

力中央研究所） 

58名 

ESG Workshop 2017 

IASPEI国際委員会 

JAEE ESG研究会 主催 

2017.08.05 神戸国際会館  42名 

強震動評価のための表層地盤モ

デル化手法講習会開催 

2017.11.1 東京工業大学

田町ｷｬﾝﾊﾟｽ ｲﾉ

ﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

東貞成（電力中央研

究所）他4名 

95名 

 

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/


- 24 - 

 

8.3 災害対応委員会 

 

名称 共催団体 開催期日 会場 

熊本地震一周年報告会 

（目黒会長発表） 

内閣府ほか 2017.4.15 熊本県庁 

「メキシコ中部の地震災害調

査団」速報会 

日本建築学会 2018.2.16 建築会館 会誌室 

 

8.4 出張講座 

依頼先 期日 講師 場所 参加者 

出前講座開催 

大田区「おおた住まいづくりフ

ェアー」 

2017.11.26 岩楯敞広 氏 大田区産業プラザ 約 30名 

 

8.5 本会共催事業 

名称 共催団体 開催期日 会場 

第 64回理論応用力学講演会 日本学術会議 2017.8.22～

24 

機械振興会館 

原子力総合シンポジウム 2017 日本学術会議 総合工

学委員会 

2017.6.8 日本学術会議講堂 

日本地震学会「強震動予測－そ

の基礎と応用」第 17回講習会 

日本地震学会 2017.12.4 東京工業大学田町キ

ャンパス 

日本原子力学会 2017 年秋の大

会 標準委員会セッション「地

震安全基本原則の必要性とそ

の概要」 

日本原子力学会 2017.9.14 北海道大学 札幌キ

ャンパス 

「メキシコ中部の地震災害調

査団」速報会 

日本建築学会 2018.2.16 建築会館 会誌室 

第 3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） 

2018 .3.5 日本学術会議講堂（東

京都港区） 
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8.6 本会後援・協賛事業（2017年4月～2018年3月の理事会承認） 

 

＜後援＞ 

名称 主催学協会 開催期日 会場 

既刊本講習会「地盤震動研究を

活かした強震波形の作成法」 

一般社団法人日本建築

学会 

2017.7.24 建築会館ホール 

国際会議「リスク評価とマネジ

メントに関するアジアシンポ

ジウム2017：(ASRAM2017) 

日本原子力学会 2017.11.13

～15 

パシフィコ横浜 

Post-SmiRt24 Conference JASMiRT 2017.8.28～

29 

東京大学本郷キャンパ

ス 

第37回地震工学研究発表会 土木学会地震工学委員

会 

2017.10.11

～12 

くまもと県民交流館パ

レア 

第5回 首都防災ウィーク 首都防災ウィーク実行

委員会 

2017.9.1～

10 

東京都横網町公園・東

京都慰霊堂（東京） 

第6回制振構造デザイン技術の

高度化に関するシンポジウム

－過酷な地震動にどう備える

か－ 

早稲田大学創造理工学

部建築学科曽田研究室 

2017.9.22 早稲田大学西早稲田キ

ャンパス 

「地盤の地震応答解析－夏の

講習会2017」 

土木学会地震工学委員

会 

2017.8.28 土木学会講堂 

2016年熊本地震に関わる市民

向け講習会 

土木学会・地震工学委

員会 

2017.10.14 熊本市総合体育館・青

年会館ホール 

地盤の動的解析－基礎理論か

ら応用まで－講習会 

地盤工学会 2017.10.26 地盤工学会大会議室

（東京） 

地盤・耐震工学入門講習会 地盤工学会 2017.10.27 地盤工学会大会議室

（東京） 

液状化解析実務講座 地盤工学会 2017.11.10 地盤工学会大会議室

（東京） 

建築研究開発コンソーシアム

「シンポジウム（仮称）建築基

礎・地盤に関する研究開発の現

状と課題」 

建築研究コンソーシア

ム、建築研究所 

2017.11.2 すまい・るホール（住

宅金融支援機構：水道

橋） 

第45回地盤震動シンポジウム

（2017）「2016年熊本地震に学

び、将来の強震動予測を考え

る」 

日本建築学会 2017.11.24 建築会館ホール（東京

都港区） 

第4回「震災対策技術展」大阪 「震災対策技術展」大

阪 実行委員会 

2017.6.1～2 コングレコンベンショ

ンセンター（大阪市） 

第8回「震災対策技術展」東北 「震災対策技術展」東

北 実行委員会 

2017.8.3～4 仙台市情報・産業プラ

ザ（AERﾋﾞﾙ） 
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Puebla地震（メキシコ）の被害

調査報告会 

土木学会 地震工学委

員会 

2017.10.31 東京大学 生産技術研

究所 総合研究実験棟 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ  

第22回「震災対策技術展」横浜 「震災対策技術展」横

浜 実行委員会 

2018.2.8～9 横浜国際平和会議場

（パシフィコ横浜） 

実務者のための土と基礎の設

計計算演習講習会 

地盤工学会 2018.3.1 地盤工学会 大会議室 

防災防犯総合展in KANSAI 2018 防犯防災総合展実行委

員会、テレビ大阪 

2018.6.7～8 インテックス大阪 

 

＜協賛＞ 

名称 主催学協会 開催期日 会場 

地震防災フォーラム 2017 
関西地震観測研究協議

会 

2017.5.29 大阪市立総合生涯学習

センター（大阪市） 

振動分野の有限要素解析講

習会（計算力学技術者 2 級認

定試験対策講習会） 

日本機械学会 2017.10.14関

西地区 

2017.10.21関

東地区 

大阪科学技術センター

ビル（大阪） 

東京工業大学大岡山キ

ャンパス（東京） 

2017 年度 計算力学（CAE

技術者）資格認定事業 

日本機械学会 2017.9.9･10、

12.9 

  

日本地球惑星科学連合２０

１８年大会 

公益社団法人 日本地

球惑星科学連合 

2018.5.20～

24 

幕張メッセ 国際会議

場、国際展示場、東京

ベイ幕張ホール 

表層地盤の特性抽出と解析

手法についてのシンポジウ

ム－全国電子地盤図の拡張

と運用に関する研究委員会

報告会－ 

地盤工学会 2017.10.13） 大阪市立大学文化交流

センター大ホール 

第 13回 SEGJ国際シンポジ

ウム 

公益社団法人 物理探

査学会 

2018.11.12～

11.14 

国立オリンピック記念

青少年総合センター

（東京都港区） 

安全工学シンポジウム 2018 
日本学術会議総合工学

委員会 

2018.7.4～6 日本学術会議講堂およ

び会議室 

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「東京電力福島第一

原子力発電所の廃炉－廃炉

の論点と展望－」 

日本原子力学会 2018.3.18 大手町サンケイプラザ 

Dynamics and Design 

Conference 2018 

日本機械学会 2018.8.28～

31 

東京農工大学小金井キ

ャンパス 

第 6 回 中 部 ﾗ ｲ ﾌ ｶ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ

TEC2018～防災・減災・危機

管理展～ 

名古屋国際見本市委員

会 

2018.5.17～

18 

ポートメッセなごや 
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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 

  ≪17WCEE開催に向けて≫ 

   17WCEE 開催に向けて、７回の準備会開催、ならびに今後の活動中心となる国内運営委員会の

設置と、必要となる各種専門部会の担当事項の抽出・整理と部会長の選出を行った。これを受け

て、2017 年 11 月には第 1 回運営委員会を開催し、活動を引き継ぐとともに、専門部会委員の選

任と具体的な活動内容の検討・準備に入った。 

日本政府観光局（JNTO）が主催する「平成 29 年度国際会議誘致・開催貢献賞」において第

17 回世界地震工学会議が誘致の部の受賞会議として選出され、授賞式が 2018 年 2 月 28 日に執

り行われた。 

 

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 

2017.06.30 日本地震工学会誌Ｎｏ．31 

2017.10.31 日本地震工学会誌Ｎｏ．32 

2018.02.28 日本地震工学会誌Ｎｏ．33 

 

11.2 梗概集 

2017.11.13 日本地震工学会大会―2017梗概集（ＤＶＤ） 

 

 11.3 報告書・資料集 

2017.05.26 セミナー「耐震基準の相違がもたらす課題と施設全体の安全性照査の必要性」

資料 

2017.11.01 講習会「強震動評価のための表層地盤モデル化手法」資料 

2018.02.09 第 8回震災予防講演会「過去の大震災の復興から学ぶ地震防災」資料 

2018.03.19 シンポジウム「南海トラフ巨大地震の広域被災に備える被災活動の現状と将

来」資料 
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１２．会員数の動向 

 12.1 会員数移動                  （2017年4月1日～2018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 1116 94 1239 108 

入会  +30 +37 +67 2 

転格  +5 -5 0  

名誉会員へご昇格 6 -6  0  

復活  +3  +3  

退会（含 ご逝去） -1 -28 -11 -40 -3 

会員資格停止  -32 -20 -52 0 

会員数（本年度）  34 1088 95 1217 107 

増減 +5 -28 +1 -22 -1 

 

 12.2 名誉会員  平成30年3月31日現在（名誉会員34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 

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 
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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 

2017.4.12 
1.平成28年度事業報告の監査 

2.平成28年度収支決算書の監査 

専売ビル 

第2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 

2017.04.07 1.日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検

査 

2.平成28年度決算書作成 

本会事務所 

05.10 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

06.15 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

07.13 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

08.29 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

09.12 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

10.18 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

11.15 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

12.14 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

2018.01.18 日計・月次・現金・預金通帳・会計帳簿定期検査 本会事務所 

02.19 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

15. 規則・規程類の制定、改定 

下記の規則・規程類について理事会にて制定、改定の審議を行い，承認された。 

 

◆平成 29 年度に行った制定 

 （１）会計処理に関する細則（学会ホームページに掲載） 

 （２）第 17 回世界地震工学会議運営規程（学会ホームページに掲載） 

 

◆平成 29 年度に行った改定 

 （１）論文賞細則の改定 

公益社団法人 日本地震工学会 論文賞細則（2017 年 4 月 18 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

（委員会構成及び選考） 

第６条 論文賞選考委員会は、調査研究担当副会

長、会計理事、論文集編集委員会担当理事、

事業企画委員会担当理事、会誌編集委員会

担当理事から構成する。 

２ 選考は公益社団法人日本地震工学会表彰

規程第３条第２項による。 

 

 

 

（募集・推薦の方法） 

第７条 論文賞選考委員会は、毎年９月に、論文賞

への候補論文の募集・推薦の受付、応募締

め切り等を本会ホームページ上に公示す

る。  

２ 推薦者は、名誉会員および正会員（個人、

法人）とし、自薦も認める。また、論文集

編集委員会および活動中の研究委員会から

も推薦することができる。 

３ 推薦者は、別に定める様式による推薦書１

部、推薦論文（別刷またはコピー可）6部、

その他推薦者が審査にあたって必要と思わ

れる資料があれば 6部を応募締め切りまで

に送付する。 

（委員会構成及び選考） 

第６条 論文賞選考委員会は、調査研究担当副会

長、会計理事、論文集編集委員会担当理事、

事業企画委員会担当理事、会誌編集委員会

担当理事から構成する。 

２ 委員会には前項のほか、会長が適当と認め

たもの若干名を追加することができる。 

３ 選考は公益社団法人日本地震工学会表彰 

規程第３条第２項による。 

 

（募集・推薦の方法） 

第７条 論文賞選考委員会は、毎年９月に、論文賞

への候補論文の募集・推薦の受付、応募締

め切り等を本会ホームページ上に公示す

る。  

２ 推薦者は、名誉会員および正会員（個人、

法人）とし、自薦も認める。また、論文集

編集委員会および活動中の研究委員会から

も推薦することができる。 

３ 推薦者は、別に定める様式による推薦書１

部、推薦論文（別刷またはコピー可）１部、

その他推薦者が審査にあたって必要と思わ

れる資料があれば１部を応募締め切りまで

に送付する。 
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 （２）会員規則の改定 

 

公益社団法人 日本地震工学会 会員規則（2017 年 5 月 19 日改定） 

 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

（退会事由及び手続） 

第４条 理事会が別に定める退会届を提出して、会

員は、会費を完納したうえ、任意に退会すること

ができる。 

２ 定款第 10 条の定めにより、退会以外の事由に

より、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じ

く会員名簿の登録を抹消する。 

３ 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の

入会金及び会費、その他の拠出金は返還しない。

また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前

歴としても使用することはできないものとする。 

 

（再入会） 

第５条 前条の規定により会員資格を喪失した者

が再入会を希望する場合には、その理由を記した

説明書と共に、改めて第２条に定める入会申込書

の提出を求めることとする。 

２ 前項の再入会申込に対しては、第２条に定める

基準により、理事会において再入会の可否を決定

し、これを申込者に通知する。 

  ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある

場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会

は認めない。また、除名により会員資格を喪失し

た者は、資格喪失後、３年間は、再入会を認めな

いこととする。 

 

（会費） 

第８条 会員は、次の会費（年額）を納入しなけれ

ばならない。 

 (1) 正会員 10,000 円 

 (2) 法人会員 一口 20,000 円（一口以上） 

 (3) 学生会員 3,000 円 

 

 

 

 

（入会金及び会費の免除） 

第１１条 理事会は、次のいずれかに該当する個人

会員については、第６条及び第８条の規定にかか

わらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方

の免除を議決することができる。 

 (1) 特に多額の会費を納入する団体（法人）会員

（退会事由及び手続） 

第４条 理事会が別に定める退会届を提出して、会

員は、会費を完納したうえ、任意に退会すること

ができる。 

２ 定款第 10 条の定めにより、退会以外の事由に

より、会員の資格を喪失した場合は、退会と同じ

く会員名簿の登録を抹消する。 

３ 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の

入会金及び会費、その他の拠出金は返還しない。 

 

 

 

（再入会） 

第５条 前条の規定により会員資格を喪失した者

が再入会を希望する場合には、その理由を記した

説明書と共に、改めて第２条に定める入会申込書

の提出を求めることとする。 

２ 前項の再入会申込に対しては、第２条に定める

基準により、理事会において再入会の可否を決定

し、これを申込者に通知する。 

  ただし、未納の入会金及び会費がある場合に

は、第１４条に定める特典を受けた期間の当該未

納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、

除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失

後、３年間は、再入会を認めないこととする。 

 

（会費） 

第８条 会員は、次の会費（年額）を納入しなけれ

ばならない。 

 (1) 正会員 10,000 円 

 (2) 法人会員 特級  200,000 円 

          Ａ級  100,000 円 

          Ｂ級   50,000 円 

          Ｃ級   20,000 円 

 (3) 学生会員 3,000 円 

 

（入会金及び会費の免除） 

第１１条 理事会は、次のいずれかに該当する個人

会員については、第６条及び第８条の規定にかか

わらず、入会金及び会費のいずれか一方又は双方

の免除を議決することができる。この場合、該当

する個人会員に対しては、届出書の提出を求める
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 （下線部は変更部分） 

現  行  規  程 改  正  規  程 

に所属する正会員又は学生会員について、当該

団体（法人）会員から入会金又は会費若しくは

入会金及び会費の免除申請があった場合 

 (2) 免除すべき相当の事由があると認める正会員

又は学生会員 

 (3) 名誉会員 

 

こととする。なお、会費の免除については届けが

なされた当該年度（単年度）の会費の免除に限定

する。 

 (1) 特に多額の会費を納入する団体（法人）会員

に所属する正会員又は学生会員について、当該

団体（法人）会員から入会金又は会費若しくは

入会金及び会費の免除申請があった場合 

 (2) 別紙に示すように免除すべき相当の事由があ

ると認める正会員又は学生会員 

 (3) 名誉会員 
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（別紙） 

入会申込書に記載する主要事項 

 

１．正会員及び学生会員 

(1) 入会に際しての誓約 

(2) 氏名、生年月日、性別、自宅住所、電話・Fax・メールアドレス 

(3) 勤務先名称、所属部署・役職名、住所、電話・Fax・メールアドレス 

(4) 最終学歴 

(5) 会費請求書及び資料等の送付先 

(6) 個人情報公開についての同意・不同意の確認 

  機関紙等での公表とその範囲（氏名、勤務先） 

  勤務先からの問合せがあった場合（氏名、会員種別、入会日） 

２．法人会員 

(1) 入会に際しての誓約 

(2) 団体（法人）名、所在地 

(3) 代表者氏名、役職 

(4) 事務連絡者（氏名、所属部署、役職名、電話・Fax・メールアドレス） 

(5) 年会費額 

 

入会の基準 

 

１．正会員 原則として地震工学・地震防災の分野に関する学歴・経験をもつ個人で、次の各号の一

つに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 高等専門学校または同程度以上の学校を卒業し、実務経験をもつ者 

(3) 高等学校を卒業し、実務経験をもつ者 

(4) 上記の分野以外を専門とする者または外国の学校を卒業した者の正会員としての資格は前各号に

準じ、かつ、この会の目的に寄与するに必要な経験を持つ者とする。 

(5) その他理事会で、前各号と同等と認められた者 

２．法人会員 地震工学・地震防災およびこれらに関連する次の事業を営む法人等とする。 

(1) 建設業、建設設計業、建設コンサルタント、建材業、その他これらに準ずるもの 

(2) 製造業、公益事業、報道・情報事業、保険業、その他これらに準ずるもの 

３．学生会員 地震工学あるいは地震防災に関連する学術・技術を学ぶため、大学院、大学、専門学

校、高等学校およびこれに準ずる学校に在学中の個人とする。 

再入会 

 

１．再入会に当たって、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、第１４条に定める特典を受

けた期間の当該未納分を支払わない限り、再入会は認めないこととした。特典を受けたことに対する

対価を要求するものである。 

２．未納の会費について、定款第１０条の定めにより、会費の納入が継続して１年以上なされなかっ

たとき会員資格が喪失することから、支払うべき未納の会費は１年分とする。 

 

入会金及び会費の免除 

 

１．入会金及び会費の免除を申請しようとする個人会員は、別添の届出書を提出する。 

２．免除すべき相当の事由とは、例えば大規模地震災害等に遭遇し、入会金及び会費の支払いが困難

な場合等をいう。 
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（別添） 

年  月  日 

公益社団法人日本地震工学会 宛 

入会金・会費免除届 

 

免除区分 □入会金及び会費   □入会金のみ   □会費のみ 

申請者の 

会員区分 

□法人会員に所属する正会員又は学生会員 

□正会員   □学生会員   □名誉会員 

申請者 法人会員名：                （会員番号：      ） 

法人会員代表者役職・氏名：                  印 

個人会員氏名：             印 （会員番号：      ） 

免除事由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記：□欄は該当するものにチェックして下さい。 

   ご記入の上、FAX(03)5730-2830 又は office@general.jaee.gr.jp までご送信下さい。 
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１６．役員 

平成 29 年度 公益社団法人 日本地震工学会役員一覧 

  
2018.3.31 

役職 氏名 所属 

会長  福和 伸夫 名古屋大学  減災連携研究センター 

副会長 ※木全 宏之 高圧ガス保安協会 

副会長   塩原  等 東京大学大学院  工学系研究科 

副会長  清野 純史 京都大学大学院  工学研究科 

理事（総務） ※田中 宏司 ＮＴＴ(株) アクセスサービスシステム研究所 

理事（総務・会員）  佐藤 吉之 （株）竹中工務店  技術研究所 

理事（会計・会員） ※長島 一郎 大成建設(株) 技術センター 

理事（会計）  岩本 浩祐 （株）IHI 技術開発本部  基盤技術研究所 

理事（学術・調査研究）  末冨 岩雄 （株）エイト日本技術開発  防災保全事業部 

理事（学術・調査研究）  田村 修次 東京工業大学  環境・社会理工学院建築学系 

理事（情報/広報） ※入江 さやか 日本放送協会 放送文化研究所 

理事（情報/IC） ※山口 亮 損害保険料率算定機構 リスク業務部 

理事（情報/会誌）  平田 京子 日本女子大学  家政学部住居学科 

理事（事業/JEES）  高橋 章浩 
東京工業大学  環境・社会理工学院土木・環境工

学系 

理事（事業/大会） ※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/企画・調査研究） ※宮腰 淳一 清水建設（株） 技術研究所 

理事（事業/企画）  中尾 吉宏 国土技術政策総合研究所  道路構造物研究部 

監事  飯場 正紀 北海道大学大学院  工学研究院 

監事  当麻 純一 （株）電力計算センター 

※ ：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 25日 

無印：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日 
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１７．組織図 

社員総会

監事

選挙管理委員会

役員候補推薦委員会

会長

副会長

理事

事務局

日本地震工学シンポジウム

運営委員会（幹事学会）

会長特別委員会

総務・会計・会員

（第１副会長）

情報・学術［国際］・事業［大会］

（第２副会長）

調査研究・学術・事業

（第３副会長）

総務部会

会計部会

会員部会

広報部会

将来構想委員会

地震災害対応委員会

地震被害調査関連学会

連絡会（６学会）

情報コミュニケーション委員会

会誌編集委員会

大会実行委員会

国際委員会

IAEE事務局支援委員会

研究統括委員会

論文集編集委員会

事業企画委員会

各研究委員会

表彰

表彰委員会

功績賞選考委員会

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

名誉会員選考委員会：役員（理事）の分掌

：役員（理事）が担当する委員会

：全社員にて構成

：必要に応じて設置される委員会
平成３０年３月３１日現在

公益社団法人 日本地震工学会 組織図

理事会

（必要に応じて設置）

（必要に応じて設置）

第17回世界地震工学会議

運営委員会
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１８． 平成２９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 17日～平成 30年 5月 31日） 

委員  福和伸夫（名古屋大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

田中宏司（日本電信電話） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

佐藤吉之（竹中工務店） 

（任期：平成 29年 10月 23日～平成 31年 5月 31日） 

 

地震災害対応委員会 

委員長 田村修次（東京工業大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31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 6月 17日～平成 30年 5月 31日） 

楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 22日～平成 30年 5月 31日） 

 

地震被害調査関連学会連絡会 

     田村修次（東京工業大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

 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 22日～平成 30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 17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 山口亮（損害保険料率算出機構） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

副委員長 久保智弘（防災科学技術研究所） 

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 31年 5月 31日） 

委員 近藤伸也（宇都宮大学） 

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 30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） 

 新藤 淳（SOMPO リスケアマネジメント），三浦弘之（広島大学） 

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 31年 5月 31日） 

 

会誌編集委員会 

委員長 平田京子（日本女子大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

委員 高橋郁夫（防災科学技術研究所） 
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（任期：平成 27年 5月 22日～平成 30年 5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） 

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 5月 31日） 

 高橋典之（東北大学），山田真澄（京都大学防災研究所），肥田剛典（東京大学）， 

 鈴木比呂子（千葉工業大学），西村隆義（ジェイアール総研エンジニアリング）， 

     沼田宗純（東京大学生産技術研究所），古川洋子（日本女子大学） 

 （任期：平成 29年 4月 1日～平成 31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～平成 30年 5月 31日） 

向井洋一（神戸大学） 

（任期：平成 29年 4月 1日～平成 29年 10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～平成 31年 5月 31日） 

 

国際委員会 

委員長 田村修次（東京工業大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31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 30年 5月 31日） 

楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 22日～平成 30年 5月 31日） 

 

ＩＡＥＥ事務局支援委員会 

委員長 田村修次（東京工業大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31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 30年 5月 31日） 

楠 浩一（東京大学地震研究所） 

（任期：平成 27年 5月 22日～平成 30年 5月 31日） 

 

日本地震工学会大会実行委員会 

委員長 秋山充良（早稲田大学） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

副委員長 五十嵐 晃（京都大学）                              

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

幹事 藤倉修一（宇都宮大学） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

委員   清田 隆（東京大学），楠 浩一（東京大学地震研究所），党 紀（埼玉大学），松﨑 裕

（東北大学），三上貴仁（東京都市大学），林偉偉（早稲田大学），千葉一樹（東急建設）, 

糸井達哉（東京大学） 

（任期：平成 28年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 
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17WCEE準備会 

委員長 目黒公郎（東京大学） 

副委員長 中埜良昭（東京大学） 

委員 庄司 学（筑波大学）,  真田靖士（大阪大学），吉見雅行（産業技術総合研究所） 

（任期：平成 29年 2月 1日～平成 29年 10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（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） 

委員 運上茂樹（財務委員会委員長:東北大学）, 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）, 佐竹建治（製作委員会委 

員長:東京大学） 

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～平成 32年 9月 30日） 

 

第 15回日本地震工学シンポジウム運営委員会 

委員長  風間基樹（東北大学） 

（任期：平成 29年 4月 1日～平成 30年 12月 31日） 

幹事長  高橋章浩（東京工業大学） 

（任期：平成 29年 4月 1日～平成 30年 12月 31日） 

委員  河井正（東北大学・地盤工学会），森口周二（東北大学・地盤工学会），小濱英司（港湾空 

港技術研究所・地盤工学会），植竹富一（東京電力・日本地震学会），岩田知孝（京都大学 

防災研究所・日本地震学会），林能成（関西大学・日本地震学会），市村強（東京大学地震 

研究所・土木学会），奥村与志広（関西大学・土木学会），酒井久和（法政大学・土木学会）， 

高橋良和（京都大学・土木学会），大野晋（東北大学・日本建築学会），永野正行（東京理 

科大学・日本建築学会），楠浩一（東京大学地震研究所・日本建築学会），柴山明寛（東北 

大学・日本建築学会），松岡太一（明治大学・日本機械学会），皆川佳佑（埼玉工業大学・ 

日本機械学会），香川敬生（鳥取大学・日本活断層学会），福留邦洋（東北工業大学・日本 

災害復興学会），松岡昌志（東京工業大学・地域安全学会），入江さやか（日本放送協会・ 

日本災害情報学会）,秋山充良（早稲田大学・日本地震工学会），末冨岩雄（エイト日本技 

術開発・日本地震工学会），運上茂樹（東北大学・日本地震工学会），樋口俊一（大林組技 

術研究所・日本地震工学会），丸山喜久（千葉大学・日本地震工学会），清田隆（東京大学・ 

日本地震工学会），小野祐輔（鳥取大学・日本地震工学会），中村晋（日本大学・日本地震 

工学会） 

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 30年 12月 31日） 

 

研究統括委員会 

委員長 清野純史（京都大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

委員 末冨岩雄（エイト日本技術開発），田村修次（東京工業大学），宮腰淳一（清水建設） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 
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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 

（平成 29年 4月 1日～平成 31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），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） 

 

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 31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 31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） 

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） 
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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31年3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 小松康典（日本地震工学会） 

 

論文集編集委員会 

委員長 末冨岩雄（エイト日本技術開発） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31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） 

副委員長 小檜山雅之（慶應義塾大学） 

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 31年 5月 31日） 

委員  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） 

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（国土技術政策総合研究所），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～平成 33年 5月 31日） 

 

事業企画委員会 

委員長 宮腰淳一（清水建設） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

副委員長 中尾吉宏（国土技術政策総合研究所） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 
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委員 境 茂樹（安藤・間），中村友紀子（千葉大学）  

（任期：平成 27年 6月 1日～平成 30年 5月 31日） 

 中村いずみ（防災科学技術研究所），西山誠治（日建設計シビル），松本直之（東京理科大） 

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 31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～平成 30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 未定 

（任期：平成 29年 6月 1日～平成 31年 5月 31日） 

（南海トラフプロジェクト WG（未定）） 

 

功績賞選考委員会 

委員長 福和伸夫（名古屋大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

委員 木全宏之（高圧ガス保安協会），田中宏司（ＮＴＴ），長島一郎（大成建設） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

 塩原 等（東京大学），清野純史（京都大学），佐藤吉之（竹中工務店） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

  

功労賞選考委員会 

委員長 福和伸夫（名古屋大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

委員 木全宏之（高圧ガス保安協会） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

 塩原 等（東京大学），清野純史（京都大学）  

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

  

論文賞選考委員会 

委員長 清野純史（京都大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

委員  長島一郎（大成建設），宮腰淳一（清水建設） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

 岩本浩祐（ＩＨＩ），田村修次（東京工業大学），末冨岩雄（エイト日本技術開発）， 

     中尾吉宏（国土技術政策総合研究所），平田京子（日本女子大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

 

論文奨励賞選考委員会 

委員長 末冨岩雄（エイト日本技術開発） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31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 秋山充良（早稲田大学） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

委員 大会実行委員会委員 
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名誉会員選考委員会 

委員長 福和伸夫（名古屋大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31年 5月 31日） 

委員 木全宏之（高圧ガス保安協会），田中宏司（ＮＴＴ），長島一郎（大成建設） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

塩原 等（東京大学），清野純史（京都大学），佐藤吉之（竹中工務店） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 31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 17日～平成 30年 5月 31日） 

委員 村井和彦（戸田建設） ⇒ 稲井慎介（途中交代） 

（任期：平成 28年 5月 17日～平成 30年 5月 31日） 

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～平成 31年 5月 31日） 

 

役員候補推薦委員会 

委員長 末冨岩雄（エイト日本技術開発） 

（任期：平成 27年 5月 22日～平成 31年 5月 31日） 

副委員長 塚本良道（東京理科大学） 

（任期：平成 29年 5月 19日～平成 33年 5月 31日） 

委員 坂本成弘（大成建設），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 22日～平成 31年 5月 31日） 

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～平成 33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 5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） 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 

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～ 

震災対策技術展 実行委員 
福和伸夫 

（会長） 

名古屋大学減災 

連携研究ｾﾝﾀｰ 

2017年度 

～2018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） 

長島一郎 

（理事） 
㈱大成建設 2017年度～ 

田村修次 

（理事） 
東京工業大学 2017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） 

福和伸夫 

（会長） 

名古屋大学減災 

連携研究ｾﾝﾀｰ 
2017年度～ 

福島復興・廃炉推進に貢献する学協会連絡

会 

福和伸夫 

（会長） 

名古屋大学減災 

連携研究ｾﾝﾀｰ 
2017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(注) 
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 福井大学 2015年度～ 

  （注）堀宗朗氏は、2018年 4月以降も運営委員として再任（2018/4/1～2021/3/31）。 

 

 

 


