
 

「日本活断層学会 2022 年度秋季学術大会」のお知らせ（第 2 報） 
 

2022 年度秋季学術大会実行委員会 

 
日本活断層学会 2022 年度秋季学術大会を，山口大学吉田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. オンライン開催への変更の判断は 11 月 11 日（金）（大会の約 2
週間前）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 2022 年 11 月 26 日(土)〜28 日(月)  

11 月 26 日(土) 一般研究発表 
11 月 27 日(日) 一般研究発表，シンポジウム 
11 月 28 日(月) 巡検「断層で巡る石州街道」 

 
２．会場 山口大学吉田キャンパス 大学会館（山口市吉田 1677-1） 

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/13/616.html 
 
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） 

11 月 26 日(土) 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） 

11 月 27 日(日)  9:00〜11:30 一般研究発表 
        11:30〜12:00  各賞受賞表彰式 
        13:00〜16:30 シンポジウム 
11 月 28 日(月)  9:00〜15:00 巡検「断層で巡る石州街道」 
※懇親会は開催しません． 

 
４．シンポジウム 「活断層と私たちの暮らし−活断層がもたらすもの−」 

 
＜主催＞一般社団法人日本活断層学会 
＜後援＞国立大学法人山口大学教育学部・国立研究開発法人産業技術総合研究所地質

調査総合センター 
＜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＞活断層は，直下型地震の原因であり時に深刻な被害をもたらします．しか

し，日本に 2000 以上あるとされる活断層は，身近な存在であることもまた事実

です．活断層大国日本に暮らす私たちにとっては，活断層がもつ多面性にも気

づくことが，地震災害とよりよく付き合っていく方策ではないでしょうか．本

シンポジウムは，研究の立場，教育の立場，観光・産業の立場など，様々な分

野から，活断層がもたらす効果やその活用について考える機会にしたいと思い

ます． 
※シンポジウムは一般公開で行います． 
 
＜プログラム＞ 敬称略 

13:00 趣旨説明  
熊原康博（大会実行委員） 

−活断層を伝える− 



 

13:05-13:30 国土地理院の「1:25,000 活断層図」整備について 
研川英征（国土地理院） 

13:30-13:55 日本活断層学会の普及教育事業 
―活断層を社会に 気づき・学び・活かす― 

山口 勝（NHK・本学会普及教育委員会） 
 
−活断層とともに暮らす− 
13:55-14:20 活断層の地形を活かした歴史的な営み 

後藤秀昭（広島大学） 
14:20-14:45 地震で気付いた益城町の魅力—熊本地震から 6 年— 

坂本文隆（元 益城町教育委員会） 
 
−文化をもたらす活断層− 
14:55-15:20 活断層と温泉資源・地熱資源—温泉と地熱が育む文化と産業— 

副田宜男（西日本技術開発（株）） 
15:20-15:45 活断層と文化財について—天然記念物の保存活用の例― 

柴田伊廣（文化庁） 
 
15:50-16:25 パネルディスカッション 
 ファシリテーター：細矢卓志（中央開発（株）），パネリスト：講演者 6名 

  
５. 事前参加登録について 

 今大会は事前参加登録制になります．一般研究発表・シンポジウム・巡検に参加を

予定されている方は，事前登録をお願いします． 
・参加登録期間 2022 年 8 月 29 日（月）〜11 月 25 日（金） 

※大会期間中，現地での参加受付も可能ですが，新型コロナ感染症拡大防止対策のた

め，できる限り，事前参加登録にご協力ください． 
※巡検参加希望の人は 11 月 10 日（木）までにご登録ください。 
 
5-1．参加登録方法 

・一般研究発表・シンポジウム・巡検に参加を希望される方は，下記の

参加登録フォームにアクセスし，画面の指示に従って必要事項を入

力し，最終ページの「送信」をクリックしてください． 
 

参加登録フォーム https://forms.gle/cvofDEkcuSoM3DJ39 

・送信後，ご登録頂いたメールアドレス宛に入力内容のコピーが送信されますので，ご

確認ください． 
・参加登録フォームは，複数回送信することができますが，大会実行委員会では日付が

最も新しい回答を，登録情報として受け付けます．参加登録後の取り消しは，大会実

行委員会にメールにてご連絡下さい． 
  

5-2．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（税込み，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． 
 

６. 講演申し込み 

・投稿開始：2022 年 8 月 29 日（月）12:00 
・投稿締め切り：2022 年 10 月 10 日（月）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（af-fm2022-yu@mlex.cc.yamaguchi-u.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） 

・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 90 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 2022 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，参加登録フォームにてお知らせ下



 

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． 
 
７．巡検 

・巡  検：「断層で巡る石州街道」 
・案内者：楮原京子 (山口大学)・副田宜男 (西日本技術開発(株))・熊原康博 (広島大学) 
・出発地：山口大学吉田キャンパス 
・料 金：会員5,500円，非会員6,500円，学生会員3,000円（税込） 

※旅行代金に含まれるもの：貸切バス代，昼食代，保険代 
・日 時：11月28日（日） 集合時間 9：00 終了時間15：00頃 
・旅 程：主な見学先 

山口大学 ＝＝ 長門峡 ＝＝ 願成就温泉 ＝＝ 嘉川 ＝＝ 新山口駅 
・申し込み締め切り： 11月10日（木） 最少催行人数20名，最大30名 
・申し込み方法：参加登録フォームにてお申し込み下さい．折り返し，参加申込書をお

送りします．旅行代金は振り込みとなります． 
 

 【旅行企画・実施】 
山口県知事登録旅行業第3-102号   全国旅行業協会正会員 
   明 徳 観 光 
旅行業務取扱管理者 礒部正博 
〒753-0851 山口県山口市黒川2265-1 
ＴＥＬ  083-941-6410 
ＦＡＸ  083-941-6411 
Ｅ-Ｍail   mei-ss@c-able.ne.jp 【担当：斎藤】 
 

８. CPD 受講証明書について 

本大会では，研究発表会・シンポジウム・巡検にて，日本活断層学会発行の CPD受講証

明書を発行いたします．ご希望の方は，参加登録フォームにてお申し出下さい． 

 
９. 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い合わせ下さい． 

 
１０. その他 

11 月 26 日(土)～27 日(日)は，大学生協食堂およびカフェは休業しております．購買部

の営業もありませんので，大学正門前のコンビニエンスストア等をご利用ください．な

お，11 月 27 日（日）の昼食用の弁当予約を受け付けます．ご希望の方は，参加登録フォ

ームにてお申し込み下さい． 

 
 

お問い合わせ先:大会実行委員会 af-fm2022-yu@mlex.cc.yamaguchi-u.ac.jp 


