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令和 3年度 第 1回地震・火山噴火予知研究協議会 議事録（案） 

日時 令和 3年 4月 28 日(水) 13:00～15:00 

場所 web 会議システムによるリモート会議 

出席者：

（委員）

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター（議長） 教授 谷岡勇市郎

京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター長（副議長）

教授  大倉敬宏

北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター長 教授 橋本武志

弘前大学大学院理工学研究科附属地震火山観測所        （代理）准教授  前田拓人

東北大学大学院理学研究科附属地震・噴火予知研究観測センター長 教授  三浦 哲

東京大学地震研究所長 教授  佐竹健治

東京大学地震研究所附属地震予知研究センター長 教授  上嶋 誠

東京大学地震研究所附属火山噴火予知研究センター長 准教授 金子隆之

東京大学地震研究所附属観測開発基盤センター長 教授  小原一成

東京大学地震研究所附属地震火山情報センター長 准教授  鶴岡 弘

東京大学地震研究所附属地震火山噴火予知研究推進センター長 教授  加藤尚之

東京大学大学院理学系研究科附属地殻化学実験施設長 教授 平田岳史 

東京工業大学理学院火山流体研究センター長 教授  小川康雄

名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター長 教授 渡辺俊樹

京都大学防災研究所附属地震予知研究センター長 教授  澁谷拓郎

京都大学防災研究所附属火山活動研究センター長 教授  井口正人

九州大学大学院理学研究院付属地震火山観測研究センター長 教授  松本 聡

鹿児島大学地震火山地域防災センター附属南西島弧地震火山観測所長 教授  中尾 茂

東北大学災害科学国際研究所（予算委員長） 教授  木戸元之

新潟大学災害・復興科学研究所 准教授  片桐昭彦

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻 教授  井出 哲

東京大学大学院情報学環附属総合防災情報研究センター 准教授  関谷直也

東京大学史料編纂所（東京大学地震火山史料連携研究機構） 教授  榎原雅治

東京大学大気海洋研究所   准教授  朴 進午

千葉大学大学院理学研究院 教授  服部克巳

鳥取大学大学院工学部 教授  香川敬生

立命館大学総合科学技術研究機構 教授  小笠原宏

国立文化財機構奈良文化財研究所 主任研究員 村田泰輔

富山大学学術研究部都市デザイン学系長 教授  渡邊 了

神戸大学海洋底探査センター 教授  島 伸和

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科 教授  森永速男
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情報通信研究機構電磁波研究所          リモートセンシング研究室長  川村誠治 
防災科学技術研究所地震津波防災研究部門           総括主任研究員  高橋成実 
海洋研究開発機構海域地震火山部門                 専門部長  石原 靖 
産業技術総合研究所活断層・火山研究部門           研究グループ長  田中明子 
国土交通省国土地理院地理地殻活動研究センター       地殻変動研究室長  宗包浩志 
気象庁地震火山部管理課                   地震情報企画官  宮岡一樹 
海上保安庁海洋情報部技術・国際課                地震調査官  石川直史 
北海道立総合研究機産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所 地域地質部長 

                 内田康人 
山梨県富士山科学研究所富士山火山防災研究センター長       主幹研究員  吉本充宏 
東京大学地震研究所地震・火山噴火予知研究協議会企画部長 教授  吉田真吾 
東京大学地震研究所地震・火山噴火予知研究協議会企画部副部長 教授  大湊隆雄 
東京大学地震研究所地震・火山噴火予知研究協議会企画部副部長 准教授  大園真子 
東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻（戦略室長） 教授  西村太志 
防災科学技術研究所火山研究推進センター センター長  中田節也 
産業技術総合研究所活断層・火山研究部門           研究グループ長  宍倉正展 
大正大学地域構想研究所 特命教授  加藤照之 
 
（オブザーバー） 
気象庁地震火山部火山課                     火山対策官  菅野智之 
防災科学技術研究所火山防災部門                   部門長  藤田英輔 
文部科学省研究開発局学術調査官       東北大学大学院理学研究科准教授  矢部康男 
文部科学省研究開発局地震・防災研究課                 課長  鎌田俊彦 
文部科学省研究開発局地震・防災研究課            地震火山専門官  上山哲幸 
文部科学省研究開発局地震・防災研究課                 係員  向井 涼 
文部科学省研究開発局地震・防災研究課                 係員  髙森健也 
東京大学地震研究所                         事務長  村岡 俊 
東京大学地震研究所財務チーム経理担当     上席係長  狩野真二 
東京大学地震研究所研究支援チーム共同利用担当           上席係長  根岸恒夫 
東京大学地震研究所研究支援チーム共同利用担当           一般職員  小林加奈 
東京大学地震研究所研究支援チーム               学術専門職員  東野陽子 
東京大学地震研究所地震・火山噴火予知研究協議会企画部     学術専門職員  荒井道子 
 
欠席者： 
（委員） 
高知大学理工学部附属高知地震観測所長                准教授 大久保慎人 
秋田大学大学院国際資源学研究科 助教  坂中伸也 
京都大学防災研究所 教授  松島信一 
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【報告事項】 

１．文部科学省からの報告 

上山地震火山専門官より，地震火山調査研究に関連する 2021 年度文部科学省予算，令和

３年度地震調査研究関係政府予算案，科学技術・学術審議会測地学分科会の審議状況，及

び次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの実施状況についての報告があった． 

２．「災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画（第２次）」令和２年度成果報

告シンポジウムについて 

大園企画部副部長より，３月 16〜17 日に開催した「災害の軽減に貢献するための地震火

山観測研究計画（第２次）」令和２年度成果報告シンポジウムについて，新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を受けて，オンラインで開催されたことが報告された． 

３．令和元年度成果報告書の作成について  

大園企画部副部長より，令和２年度成果報告書（成果の概要，機関別報告）の作成につい

て報告があった． 

４．戦略室の活動について 

西村戦略室長より，次期建議・レビューに向けた現状と課題を検討するため成果報告シ

ンポジウムで計画推進部会長，総合研究グループから意見を出して貰ったことと，戦略

室内でも議論を行っていること，重点的に取り組む研究についての進捗状況，公募研究

の予算執行について報告があった．  

５．レビュー資料作成および中間評価への協力のお願い 

吉田企画部長より，大学の課題について中間評価を実施することの周知と，レビュー作

成のための今年度の成果入力について依頼があった． 

６．東京大学地震研究所における人事について 

佐竹地震研究所長より，東京大学地震研究所の人事について報告があった． 

７．共同利用・共同拠点について 

佐竹地震研究所長より，大学の中期計画の終了に伴う次年度以降の共同利用・共同拠点の申請

状況について報告があった． 

８．令和３年度公募研究・特定共同利用(A-01)について 

大湊企画部副部長より，令和３年度公募研究・特定共同利用(A-01)の採択課題について

報告があった． 

９．東大地震研と京大防災研の拠点間連携共同研究について  

加藤（尚）委員より，東大地震研と京大防災研の拠点間連携共同研究について，一般課題

型研究と重点推進研究の２つの研究それぞれの申請及び審査結果について説明があった． 

１０．企画部戦略室員選考委員会の選考結果について 

松島選考委員長の代理として，加藤（尚）選考委員より，戦略室員の選考結果について報

告があった．  

１１．地震火山観測研究特任研究員の審査結果について 

中尾選考委員長より，特任研究員の審査結果について報告があった．また，吉田企画部長

から近年採用した特任研究員の状況について説明があった．特任研究員の募集について

仕組みを見直すべきとの意見があった．吉田企画部長が今後検討すると回答した． 
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【審議事項】 

１．令和２年度第２回地震・火山噴火予知研究協議会議事録（案）の確認  

令和２年度第２回地震・火山噴火予知研究協議会議事録（案）が承認された． 

２．地震・火山噴火予知研究協議会 各委員の承認 

吉田企画部長より，地震・火山噴火予知研究協議会委員，企画部員，計画推進部会委員，

予算委員会委員それぞれの候補者について提案があり，承認された．  

３．地震・火山噴火予知研究協議会 議長・副議長の選出 

協議会規則第５条に従って，委員の互選により谷岡委員が議長に，大倉委員が副議長に

選出された． 

４．拠点間連携共同研究委員会委員の協議会推薦について 

吉田企画部長から協議会から推薦する拠点間連携共同研究委員会委員について説明があ

り，協議会からは小川委員，中尾委員が推薦された． 

５．協議会内規（企画部戦略室員選考委員会）の改定について 

吉田企画部長より，内規の第２条について，選考委員の選出方法を明確にするための内

規改定について説明があり，了承された． 

６．災害の軽減に貢献するための観測研究の今年度研究経費配分について 

中尾前予算委員長より，災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究の令和３年度研

究経費配分案の説明があり，原案通り承認された．また，今年度の予算委員長となった木

戸委員より挨拶があった． 

７．企画部流動教員選考 WG の設置について 

吉田企画部長より，企画部流動教員選考 WGの設置について説明があり，承認された． 

 

【その他】 

１．令和３年度共同事業計画および今後の共同事業実施に伴う事務手続きについて 

地震研究所の根岸係長より，今年度の共同事業計画および今後の共同事業実施に伴う事

務手続きについて説明があった．今年度の共同事業計画についても承認された． 

 




