
「日本活断層学会 2022 年度秋季学術大会」のお知らせ（第 3報） 

 
2022 年度秋季学術大会実行委員会 

 
⽇本活断層学会 2022 年度秋季学術⼤会の開催が近づいてきました．今季の⼤

会は，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．併せてシン
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−」を⼀般公開で開
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 など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) 

13:00〜13:10 開会 
13:10〜15:50 ⼀般研究発表（⼝頭） 
16:00〜16:30 ⼀般研究発表（ポスターショートオーラル） 
16:30〜18:00 ⼀般研究発表（ポスターコアタイム） 

11 ⽉ 27 ⽇(⽇)  
9:00〜11:20 ⼀般研究発表（⼝頭） 

11:30〜11:45 表彰式 
13:00〜16:30 シンポジウム 
16:30〜16:35  閉会 

11 ⽉ 28 ⽇(⽉)  
9:00〜15:30 巡検（⼭⼝⼤学集合・新⼭⼝駅解散） 
※オンライン開催の場合は中⽌になります． 

 
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 
 
 
 
 

 ⼤学の正⾨から⼊って正⾯奥にみえる⾚茶⾊の建物  

大学会館 



鉄  道：JR 新⼭⼝駅から JR ⼭⼝線上り・各駅停⾞ 19 分→ 
JR 湯⽥温泉駅下⾞→徒歩約 25 分 
 

タクシー：JR 新⼭⼝駅から約 25 分 
 

⾞  ：○関東・関⻄⽅⾯から  
中国⾃動⾞道 湯⽥温泉スマート IC→⼀般道約 9 分 
⼭陽⾃動⾞道 防府東 IC→⼀般道約 30 分 

〇九州⽅⾯から 
中国⾃動⾞道 湯⽥温泉スマート IC→⼀般道約 11 分 

 ※⼤学構内の駐⾞場は，無料にてご利⽤いただけます． 
 
３. プログラム 

プログラムのファイルをご覧ください． 
  
４. 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。 

 
4-1．参加登録方法 

・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． 

  
4-2．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，会員の参加費（⼈数分）にてご参加いただけます． 
※シンポジウムは無料です． 

 
５. 一般研究発表の皆様へ 

5-1. 口頭発表 

・発表時間は，質疑応答，交代時間を含めて 20 分（厳守）です． 
・発表開始後 15 分で 1鈴，17 分で 2鈴，19 分で 3鈴を鳴らしますので，2鈴

が鳴ったらすみやかに講演を終了して下さい． 
・発表には液晶プロジェクタが使⽤できます．プロジェクタの⼊⼒端⼦はミニ
D-sub15ピン（VGA）です．変換アダプタが必要な⽅はご持参下さい，また，
パソコンは原則として発表者のものをご使⽤下さい． 

 
5-2. ポスター発表 

・ポスター発表で掲⽰可能なサイズは，幅 90 cmまで，⾼さ 180cmまでです．  
・ポスターは，26 ⽇（⼟）11:30頃から掲⽰可能の予定です． 
・コアタイムは，26 ⽇（⼟）16:30〜18:00 です． 
・コアタイムの前の 16:00〜16:30 でショートオーラル（1題 3 分を予定）の時

間を設けます．希望される⽅は，11 ⽉ 18 ⽇（⾦）12:00 までに実⾏委員会ま
でご連絡下さい．なお，申込数によって発表時間を調整させて頂くことがあり
ます． 

・ポスターは翌 27 ⽇（⽇）17:00 までに撤去して持ち帰りをお願いします． 
 
６. 大会参加の皆様へ 

⼤学会館は 19:00 には施錠します．プログラムが終了次第，すみやかにご退場
下さい．  

 
７．巡検参加の皆様へ 

・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 (⻄⽇本技術開発(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 ＝＝ ⻑⾨峡 ＝＝ 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 ⼭⼝県⼭⼝市⿊川 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．なお，
11 ⽉ 10 ⽇（⽊）以降にお申込の場合は，印刷の都合上，予稿集への広告掲載に
対応できませんので，あらかじめご了承下さい． 
 
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，11 ⽉ 10 ⽇（⽊）までに，参加登録フォームにてお申し込み下さ
い． 
 
１１. 災害時などの大会の開催について 

台⾵や地震などの影響による不測の事態により学術⼤会・シンポジウムの開
催を中⽌する場合は，活断層学会のML 及び HP で周知します． 
 
 

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



 

大会参加者への新型コロナウイルス感染防止に関するご協力のお願い（案） 
 
山口県の感染防止策チェックリスト，山口大学における新型コロナウイルス感染症

対策に関するガイドライン等に従って，適切に大会を運営いたします．ご参加頂く皆

様のご理解・ご協力を頂きたく，何卒よろしくお願い申し上げます．具体的には，本

大会において下記の対応とさせて頂きます． 
(1) 新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触者となったときは，参加しないでくだ

さい． 
(2) 検温と症状の有無を確認し，発熱等風邪の症状がみられるときは，参加しないでく

ださい． 
(3) 感染症拡大防止対策のため，事前参加登録にご協力ください．事前参加登録頂いた

方は，当日受付でお名前のみ確認させていただきます． 
(4) 現地で参加受付される場合には，その場で連絡先を記入していただきます．登録い

ただいた情報は，本大会の運営・準備に関する目的以外では使用いたしません．  
(5) 会場に入る際はアルコール消毒液等で手指消毒を行ってください． 
(6) 会場ではマスクを着用し，対面で発言する場合は，十分な距離（目安 2m以上）を

とってください． 
(7) 巡検におけるバス車内や屋内ではマスクを着用し，野外でも人との距離（目安 2m

以上）が確保できない場合はマスクを着用してください． 
(8) 発表者が参加できなくなったときは，大会実行委員会にご連絡ください．オンライ

ン発表，代理発表など対応を検討します． 
(9) 当日，想定以上の人数の聴講者がいらっしゃった場合，収容人数制限により入室を

お断りさせて頂く可能性があります． 
※上記の内容は状況に応じて変更になる可能性があります． 
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