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1955(S30) 災害地質研究連絡会…発足，災害地質研究連絡紙…第1号発行 事務局の変遷

1957(S32) 応用地質研究連絡会…発足（災害地質研究連絡会から発展） 1955(S30) 京都大学理学部

1958(S33) 会誌名を応用地質研究連絡紙に改称
1958年（昭和33年）2月1日をもって，日本応用地質学会設立とする

1957(S32) 東京移転：
工業技術院地質調査所

1960(S35) 第1回総会開催，応用地質研究会に改称，会誌名を「応用地質」に改称 1959(S34) 農林省農地局資源課

1963(S38) 日本応用地質学会に改称，Society of Engineering Geology of Japan 1960(S35) 電源開発㈱

1974(S49) 国際応用地質学会（IAEG）に加入 1965(S40) 国立防災科技センター

1979(S54) 英語名 Japan Society of Engineering Geology に改称 1979(S54) 西早稲田に移転・独立

1991(H 3) 「応用地質」年6回発行，第1回海外応用地質学調査団 1984(S59) 高田馬場（松留ビル）

1992(H 4) IAEG総会開催(京都) ，国際交流発展を目的に「田中国際基金」を設立 1992(H 4) 新宿区戸塚(南部ビル)

1995(H 7) 阪神大震災調査委員会発足 1994(H 6) お茶の水桜井ビル

1997(H 9) ホームページ開設,第1回応用地質学アジアシンポジウム(東京)

2004(H16) 平成16年 新潟県中越地震合同調査団派遣（日本地すべり学会と合同） 支部の設立

2005(H17) 韓国地質工学会と協力協定を締結，メールニュース導入 1966(S41) 北海道支部設立

2007(H19) 平成19年 新潟県中越沖地震緊急調査団派遣，著作権譲渡同意書導入 1971(S46) 関西支部設立

2009(H21) 一般社団法人日本応用地質学会を設立 1979(S54) 九州支部設立

2011(H23) 東日本大震災特別委員会を設立，委員会を管理運営部門と研究教育部
門に区分し，後者に研究部会を設置

1991(H 3) 東北支部設立

2014(H26) 「断層問題に関する理工学合同委員会」を設置 1994(H 6) 中国四国支部設立

2014(H26) 平成26年広島大規模土砂災害調査団を設置 1995(H 7) 中部支部設立

2016(H28) 2016年熊本・大分地震災害調査団を設置 2001(H13) 北陸支部設立

2017(H29) 2017年九州北部豪雨災害調査団を設置

学会組織の発展

学会員の活動

(1)会誌“応用地質” （年６回発行）への論文などの投稿 (2)研究発表会，シンポジウムでの発表と参加

(3)講習会・現場研修会・海外調査団への参加 (4)自然災害調査団の編成と参加

(5)共同研究の発案と参加，成果発表 (6)他学会との学術連携

(7)JABEEプログラム審査活動への参加 (8)若手技術者育成機会の創出と教育

(9)上記活動を通じての最新技術の発表や入手

会長挨拶

会長 脇坂安彦

プレート境界に位置する日本列島では，安定大陸に比べ，地質分布・構造は複雑で，

岩盤の物性も良好とはいえません。このため，構造物を計画・設計・施工・維持管理

するための地質調査には膨大な数量を要し，地質分布・構造の解析も困難を極めるこ

とが多くなっています。また，プレート沈み込み帯にあるために，地震災害や火山災

害も頻発しています。過去や現在の火山活動などによって熱水変質を受けた岩石中に

は，有害金属等が含まれていることがあり，それらの溶出が環境上の問題となってい

ることもあります。このような地質条件にある我が国においては，地質学の実学部門

である応用地質学が各方面において果たすべき役割は非常に大きいといえます。しか

し，残念なことに応用地質学が果たすべき役割は大きいのですが，社会的には応用地

質学の重要性は，諸先輩や関係者の方々のご努力にもかかわらず，さほど認識されて

いません。私は，応用地質学が構造物の計画・設計・施工・維持管理にさらに貢献し，

減災・防災，環境問題の解決にさらに資するためには，応用地質学の社会的な認知度

を向上させ，社会において応用地質学の重要性を認識していただくことが必要だと考

えます。

応用地質学の社会的認知度の向上のためには，応用地質学分野全体を統括する唯一の学会である本会の活動をま

すます活性化させ，本会の存在感を高めることが重要です。さらに今後，応用地質学関係者は，業務の場を海外に

も求めて行かなければならないと思います。そこで，本会は日本国内はもとより国際的にも認知度を高める必要が

あります。また，学会内部においては，個人会員向けおよび賛助会員向けの様々なサービスの向上を図りたいと思

います。



組 織

会員構成（H29. 9月現在）

理事会

社員総会

監 事

代 議 員 ＩＡＥＧ本部

北 海 道 支 部

東 北 支 部

中 部 支 部

関 西 支 部

中 国 四 国 支 部

九 州 支 部

北 陸 支 部

支部（全国７支部）

理 事

会 長 顧 問

名誉会員・功績賞選考
特別委員会

IAEG JAPAN

管理運営部門
常置委員会

特別委員会

事 務 局

会員数（H29. 9月現在）

所属機関別構成

正会員 1859 名

学生会員 27 名

名誉会員 54 名

賛助会員 81 社

計 2021 名・社

国際会員 84 名

会員の主な専門分野
・土木地質
・災害・防災
・地球物理・物理探査
・水文・地下水
・土木・建設
・エネルギー

選挙管理委員会

研究教育部門
常置委員会

研究企画委員会

応用地質学
教育普及委員会

環境地質研究部会

土木地質研究部会

応用地形学研究部会

地下水研究部会

災害地質研究部会

研究教育部門
研究部会

総務委員会

編集委員会

事業企画委員会

国際委員会

広報・情報委員会

火山地域における応用地質学的諸問題に関する
研究小委員会

廃棄物処分における地質環境調査・解析手法
に関する研究小委員会(第三期)

研究教育部門
研究小委員会

論文賞選考特別委員会

他学会等合同委員会

創立60周年記念行事
特別委員会

社会貢献と魅力発信に関
する特別委員会

2016年熊本・大分地震災
害調査団

2017年九州北部豪雨災害
調査団

大学 9%

官公庁

ほか8%

社団・財団 1%

建設 3%電力 3%鉄道 1%その他 6%

コンサルタント
70%



最近の活動実績

講習会および報告会（下線は市民向け）

シンポジウム（下線は市民向け）

研究発表会

2002 調査計画立案の要点－路線と構造物設計における調査計画，地形からわかる地質情報（基礎編），
「山地の地形工学」発刊に伴う講習会

2003 電子地質図の作成基礎講座（共催），GISの理論および基礎操作－応用地質学への適用－
付加体の地質・構造特性と応用地質学的課題-施工実施例に基づく調査・設計・施工上の着目点

2004 斜面防災調査と対策，最新のリモートセンシング技術を応用した防災地質，付加体地質

2005 活断層と地震の予測－兵庫県南部地震から新潟県中越地震とこれからを考える－（共催），平成16年新潟県中越地
震災害被害調査報告会，都市型地盤の地震被害と災害への備え（福岡市を例として），付加体と応用地質の関わり

2006 業務に役立つ応用地質学講座，2005年台風14号に伴う斜面崩壊の特徴，「応用地形学」発刊に伴う講習会，
仙台市秋保町内会「宮城県沖地震に備える勉強会」

2008 初生地すべり現場講習会 ‐新潟県一ッ峰沢‐

2013 市民フォーラムin横浜「暮らしと環境保全～災害に学ぶ」

2014 応用地形判読士受験講習会

2015 広島災害調査団報告会「平成26年広島土砂災害に学ぶ」

2016 「平成28年(2016年)熊本地震」緊急報告会，「若き技術者のための岩盤の地質工学的評価と分類」発刊に伴う講習会

2006 「付加体における応用地質学的問題」,「北摂地域の地下水環境と地質」（関西支部）

2007 「地質調査と設計・施工を結ぶコーディネート機能としての岩盤分類－最新技術と展望－」

2008 「自然由来の環境問題」，「中国四国地方の自然遺産・文化遺産と応用地質学」（中国四国支部）

2009 「関東平野の地盤と地下水環境-都市域の地下水問題の解決に向けて-」

2010 「地すべりの初生と初生地すべりについて」

2011 「応用地質学の変遷と将来展望」

2012 「最近の地形の計測技術と応用地質学への適用」

2013 「東日本大震災後の応用地質学の課題-新たな課題としての廃棄物処理と放射線汚染-」

2014 「土砂災害の軽減に向けて-大規模斜面変動の前兆と評価-」

2015 「土木地質図の信頼性に関する課題と対策-物理探査の活用による土木地質調査の信頼性向上と効率化に向けて-」
（(公社)物理探査学会と共催）

2016 「地下水の見方・捉え方」，「足下に隠れた災害リスクと防災－知って活かそう関西の地盤－」（関西支部），昭和
51年台風17号災害40周年講演会－小豆島災害から教訓を忘れず、将来の土砂災害に備える－（中国四国支部）

2017 「アウトリーチ de GO 社会貢献が切り拓く応用地質学の未来」



2015 平成26年広島大規模土砂災害調査団報告書「土地の成り立ちを知り土砂
災害から身を守る」

2016 若き技術者のための岩盤の地質工学的評価と分類 古今書院

2017 2016年熊本・大分地震災害調査団報告書～熊本の大地・新たな伝承の始
まり～

成果の刊行（学会関連出版物）

海外応用地質学調査団

主な現場研修会（下線は市民向け）

1999 第９回 ヒマラヤの地質とトレッキング

2000 第10回 イグアス滝，マチュピチュ遺跡

2002 第11回 ケープタウン，キンバリー鉱山

2004 第12回 アルプスの地質とシャモニー

2006 第13回 ドーバー海峡のチョーク層

2014 第14回 マルパッセ，バイオントダム

2005 留萌支庁管内のダム・地すべりなど，宮城県の地質（共催），平尾台・新若戸道路現場など，
瑞浪超深地層研究所など，LPG地下備蓄基地・波方地石油貯蔵基地など，新潟地域の新第三系～第四系の地層観察法，
円山川の災害復旧と自然再生の取り組み・餘部鉄橋，御前山ダムサイト（付加体と応用地質の関わり）

2006 夏休み親子体験ツアー（災害体験と化石採取），さがみ縦貫愛川トンネル，奥三面ダムの見学（共催）,
夕張周辺における高速道路トンネルと地すべり，玉川ダム・花輪東断層地形など，山口県（付加体），
阿蘇火山，根尾谷断層・奥美濃水力発電所

2007 岡山市北方地域（吉備高原面）の形成と解体に関する応用地質学的諸問題，淀川と京阪地域の水辺環境と防災，
男鹿半島，高知県（破砕性蛇紋岩の初期変動構造），旧山古志村（中越地震）

2008 新潟県中越地震および中越沖地震の被災状況

2010 荒砥沢ダム・祭畤大橋（岩手・宮城内陸地震）

2012 南房総の乱堆積物・津波堆積物，北部北上地域の海岸露頭（東北支部），四国電力伊方発電所（中国四国支部）

2014 地質の日記念 街中ジオ散歩 in Tokyo 「下町低地の地盤沈下と水とくらし」（東京都江東区），伊豆大島土砂災害よ
り学ぶ：土砂災害の要因と対策(伊豆大島豪雨災害緊急調査団報告)

2015 地質の日記念 街中ジオ散歩 in Tokyo 「等々力渓谷」（東京都世田谷区等々力周辺），応用地質技術入門講座「ボー
リングコアの見方」

2016 地質の日記念 街中ジオ散歩in Tokyo「国会議事堂の石を見に行こう」，現場研修会「大規模コンクリートダムの設計
施工と応用地質」，富良野周辺の活断層と下川町のサンルダム（北海道支部），親子体験ツアー 化石を探そう！化石
鑑定団！（中部支部），広島大規模土砂災害出前講座 平成26年広島土砂災害に学ぶｰ土地の成り立ちを知り、土砂災
害から身を守る（中国四国支部），平成28年熊本地震災害の爪痕を見る（九州支部），

街中ジオ散歩in Tokyo「国会議事堂の石を見に行こう」
(2016)

第10回アジア地域応用地質学シンポジウム
フィールドトリップ(2015：赤谷崩壊地)

応用地質技術入門講座「ボーリングコア
の見方(2015)

アジア地域応用地質学シンポジウム
2005 第5回 (NEPAL) 社会資本と自然災害に関わる地質工学

2007 第6回 (KOREA) 自然災害と地質工学

2009 第7回 (CHINA) 大規模開発における地質工学

2011 第8回 (INDIA) 地下空間技術

2013 第9回 (CHINA) 応用地質学と環境の全世界的考察

2015 第10回記念(JAPAN) 地盤災害と応用地質学

2013 平成25年10月台風26号による伊豆大島豪雨災害緊急調査団
（日本応用地質学会、土木学会、地盤工学会、日本地すべり学会合同）

2014 平成26年広島大規模土砂災害調査団

2016 2016年熊本地震災害調査団

2017 2017年九州北部豪雨災害調査団

災害調査団

2016年熊本地震災害調査団：
日本応用地質学会では，災害調査団を組織し
現地調査を行いました。その結果は，熊本市
で開催の報告会や調査団報告書を介して，学
会員のみならず広く一般の方々にも情報発信
しました。



一般社団法人

日本応用地質学会

2017年九州北部豪雨災害調査団

足尾帯に属する地層が分布する三河沢ダム
基礎掘削面

平成26年 広島大規模土砂災害

平成2年～平成7年 雲仙普賢岳噴火により
出現した溶岩ドーム（撮影：平成4年10月）

平成7年 兵庫県南部地震の起震断層
『野島断層』（野島断層資料館）

表紙説明：日本列島周辺のカラー標高傾斜図 ELSAMAP(国際航業(株)提供)
数値標高モデルから計算される「標高の変化」と「傾斜の変化」の組み合わせにより，日本
列島周辺の地形が表現されています．用いられたデータは日本列島ではSRTM3，日本列島周
辺ではETOPO2です．

平成20年 岩手・宮城内陸地震により発生した
荒砥沢ダム上流部の巨大地すべり

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-14 お茶の水桜井ビル7F
℡：03-3259-8232 Fax：03-3259-8233 http://www.jseg.or.jp/

〒004-8585 札幌市厚別区厚別中央1条5-4-1 ㈱ドーコン 地質部内
℡：011-801-1570 Fax：011-801-1571

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3-21-2 応用地質㈱ 東北支社内
℡：022-237-0471 Fax：022-237-0476

〒950-0965 新潟市中央区新光町10-2 技術士センタービル1F ㈱キタック 技術第一部内
℡：025-281-1114 Fax：025-281-0004

〒461-0045 名古屋市西区名駅2-27-8 名古屋プライムセントラルタワー11F 国際航業㈱ 中部技術部内
℡：052-747-3116 Fax：052-551-6061

〒660-0805 尼崎市西長州町1-1-15 国際航業㈱ 関西事業所内
℡：06-6487-1205 Fax：06-6487-1303

〒685-0025 島根県隠岐郡隠岐の島町平中山五458-5 ㈱日本海技術コンサルタンツ 隠岐支社内
℡：08512-2-2040 Fax：08512-2-6430

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-6-3 国際航業㈱ 九州技術部内
℡：092-431-7236 Fax：092-431-7250

学 会 事 務 局 ：

北 海 道 支 部 ：

東 北 支 部 ：

北 陸 支 部 ：

中 部 支 部 ：

関 西 支 部 ：

中国四国支部 ：

九 州 支 部 ：


