
「日本活断層学会 2021 年度秋季学術大会」のお知らせ（第 2報） 
 

2021 年度秋季学術大会実行委員会 
 
日本活断層学会 2021 年度秋季学術大会を，富山大学五福キャンパスにおい

て，以下の日程で開催します．多数の皆様の御参加をお待ちしております． 
なお，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，開催形態がオンライン開

催に変更となる可能性があります.変更の判断は２週間前を目処に行い，学会
HP 等にてお知らせします．また，現地開催の直前または開催中に会場での実施
が不可能になった場合には，緊急対応としてオンライン開催に切り替えます． 
 
1. 日程  

2021 年 10 月 22 日(金)〜24 日(日)  

10 月 22 日(金) 一般研究発表 
10 月 23 日(土) 一般研究発表，シンポジウム 
10 月 24 日(日) 巡検 

 
2. 会場  

富山大学五福キャンパス黒田講堂・他（富山市五福 3190） 
https://www.u-toyama.ac.jp/access/campus-access/gofuku/ 
※都合により変更となる可能性があります。 

 
3. プログラム（発表件数等により時間を変更する場合があります） 

10 月 22 日(金)  13:00〜16:00 一般研究発表 
16:30〜17:30  一般研究発表（ポスターコアタイム） 

10 月 23 日(土)   9:00〜11:30 一般研究発表 
         11:30〜12:00  各賞受賞表彰式 

13:30〜16:30 シンポジウム 
10 月 24 日(日)  8:00〜16:30 巡検：街の中コース「富山中西部の活断層」 

山の中コース「有峰の跡津川断層」 
※懇親会は開催しません． 

 
4. シンポジウム 

「北陸の活断層と地震防災」 

＜主催＞一般社団法人日本活断層学会 
＜共催＞一般社団法人立山黒部ジオパーク協会 

＜後援＞富山県，富山市，特定非営利活動法人富山県防災士会 
＜対象＞活断層・地震に興味のある一般市民，関連分野の研究者など 
＜趣旨＞北陸地方は比較的地震が少ない印象があるかもしれません．しか

し，過去には度々被害地震に襲われていますし，内陸型地震を起こす

原因である活断層が存在しています．平野と山地の境界に逆断層，山

間部に横ずれ活断層が存在しています．また，海域にも活断層が存在

しています．本シンポジウムでは，北陸地方の活断層や地震活動に関



する最新の知見について情報交換を行い，地域の地震防災について考

えたいと思います． 

 

＜プログラム＞ （予定） 
13:30-13:40 趣旨説明  
 
13:40-14:05 北陸の活断層の特徴とその背景 

石山達也（東京大学地震研究所） 
 

14:05-14:30 北陸の地震と石川の活断層 
平松良浩（金沢大学） 

 
14:30-14:55 活断層と地域防災 

小杉邦夫（NPO法人富山県防災士会） 
 

14:55-15:10 休憩 
 
15:10-15:35 小竹貝塚の標高の謎－地球科学から考古学に架橋する試み 

           川崎一朗（京都大学名誉教授） 
 
15:35-16:00 福井地震と福井平野の活断層 

 －福井地震と平野形成の関わりを探る 

廣内大助（信州大学） 
 

16:00-16:25 北陸と周辺海域の地震地体構造と応力場の変遷 

竹内 章（富山大学名誉教授） 
 

※シンポジウムは一般公開で行います． 
  
5. 参加費 

5-1．学術大会参加費 

・参加費：会員 2,000円，非会員 3,000円，学生会員 1,000円 

（いずれも予稿集代込み） 

・法人会員の方は所定の人数分，会員の参加費にてご参加いただけます． 

※シンポジウムは無料です． 

 

5-2．巡検参加費 

・参加費：会員 3,500 円，⾮会員 4,500 円，学⽣会員 1,500 円 （最⼤ 30 名） 
（富⼭駅 8:00 集合，富⼭駅 16:30 解散を予定しています） 

 



6. 申し込み・問い合わせ 

6-1. 一般研究発表 

・投稿開始：2021 年 7 月 27 日（火）12:00 

・投稿締め切り：2021 年 9 月 10 日（金）12:00必着 

・予稿集原稿の PDF ファイル（フォント埋め込み）を添付して電子メールに

て実行委員会アドレス（toyama-af-fm@sus.u-toyama.ac.jp）までご送付く

ださい．その際メール本文に以下の項目を記してください． 

a. 発表代表者の氏名・所属 

b. 連絡先（メールアドレス） 

c. 発表題目 

d. 著者（所属・氏名） 

e. 発表希望形式（口頭・ポスター） 

f. 年齢（若手優秀講演賞の該当者：2021 年 4 月 1 日時点で 39歳未満） 

・発表者 1 人の発表件数に制限はありません．発表者には少なくとも 1名の会

員を含むものとしますが，申込時に会員でない方も，発表当日までに入会い

ただければ発表可とします． 

・発表形式については時間および会場スペースの関係で変更をお願いする場

合があります．なお，⼝頭発表は原則として液晶プロジェクタを使⽤してい
ただくものとします．またパソコンは各⾃ご持参下さい． 

・ポスター発表の掲⽰可能サイズは，幅 120 cm まで，⾼さ 180 cm までです．  
・予稿集原稿の執筆要領 

a. 1 件の発表につき A4サイズ 2頁以内とします． 

b. 用紙縦置きの横書きとし，余白は左右 25 mm・上端 30 mm・下端 35 mm

とします． 

c. 予稿の内容は，上から「和文タイトル」「和文著者名（所属）」「英文タ

イトル」「英文著者名」「本文」の順とし，「和文タイトル」「和文著者名

（所属）」「英文タイトル」「英文著者名」は中央揃えとしてください．ま

た「英文著者名」と「本文」の間は 1 行空けてください．本文が英文の

場合「英文タイトル」「英文著者名（所属）」「本文」としてください．そ

の場合「英文著者名（所属）」と「本文」の間は 1 行空けてください． 

d. 複数著者による発表の場合には，発表者の氏名の左肩に ° を付してく

ださい． 



e. 書体・サイズについて，タイトル・著者名はゴシック体かサンセリフ体

の 14 pt，その他は明朝体かセリフ体の 11 pt を基本としますが，異なる

書体・サイズでも受け付けます． 

f. 図・表・写真の挿入は可能です．ただし印刷はモノクロとなります． 

・公序良俗に反する内容，他人を誹謗中傷する内容，その他日本活断層学会の

学術大会にふさわしくないと認められる発表申込については受付を拒否す

ることがあります． 

・本大会では，学術大会の口頭発表およびポスター発表を対象として，会員・

非会員を問わず「若手優秀講演賞」を授与します．選考対象は，筆頭発表者

が 2021 年 4 月 1 日時点で 39歳未満の発表とします．該当する場合は申込み

時に年齢をお知らせ下さい．  

・予稿集原稿の著作権は，日本活断層学会の著作権規程に従い日本活断層学会

に帰属するものとします． 

6-2．巡検 

・参加を希望される方は，2021 年 9 月 24 日(金)までに大会実行委員会

（toyama-af-fm@sus.u-toyama.ac.jp）にお問い合わせください． 

・コースに関する情報（参加はどちらか一方のみ） 

街の中コース：「富山中西部の活断層」呉羽山断層，高岡断層，石動断層など 

山の中コース：「有峰の跡津川断層」真川露頭など（健脚向き） 

・旅行企画・実施  

中部観光株式会社 観光庁長官登録旅行業 第 1884号 

国内旅行業務取扱管理者 西 洋二 運行バス会社 中部観光株式会社 

〒939-8214 富山県富山市黒崎 445 TEL076-425-3011 

・この巡検ツアーは，2021 年度秋季学術大会実行委員会がイベント企画を

し，中部観光株式会社が旅行実施するものであり，参加者は中部観光株式

会社と募集型企画旅行契約を締結する事になります．中部観光ホームペー

ジより，旅行条件並びに旅行業約款をご確認ください． 

旅行条件書・旅行業約款 http://chubu-kanko.jp/aboutus/ 

・取消料：ご契約成立後，参加者の都合で旅行を取り消される場合には，旅

行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただきます． 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 

3 日前から前日まで 20％，当日 50％，出発後（無連絡不参加）100% 



7. 企業展示 

企業展示（会場でのボードを使用した展示および予稿集での広告掲載 1 ペー

ジ）を募集いたします．賛助会員は 1件につき 1万円，非会員は 1件につき 2万

円をお受けします．詳しくは，大会実行委員会までお問合せください． 

 
お問い合わせ先:大会実行委員会 toyama-af-fm@sus.u-toyama.ac.jp 

 


