
公益社団法人 日本地下水学会 

2014 年度 第4回 理事会議事録 

 

１．開催日時：2014 年 8 月23 日（土） 13:30～17:40 

 

２．開催場所： 日本工営(株) 新麹町オフィス 6F 会議室 

〒102-0083 東京都千代田区麹町4 丁目2 番地 

 

３．理事総数：15 人 

 

４．出席理事数：14人 ○：出席、×：欠席 

理事 今村 聡 ○ 理事 今井 久 ○ 
理事 蛯原 雅之 ○ 理事 川端 淳一 ○ 
理事 高坂 信章 ○ 理事 嶋田 純 ○ 
理事 斎藤 庸 ○ 理事 谷口 真人 ○ 
理事 杉田 文 ○ 理事 中島 誠 ○ 
理事 德永 朋祥 ○ 理事 平山 利晶 ○ 
理事 中屋 眞司 ○ 理事 松山 秀明 ○ 
理事 丸井 敦尚 × 
 
５．出席監事 

監事   前川統一郎     ○ 監事 村田 正敏 ○ 監事 平山 光信 ○ 

 

６．議長の氏名：代表理事（会長） 嶋田 純 

定刻に、代表理事 嶋田 純 は議長席につき、上記のとおり定足数にたる理事の出席があったので、 

13時30分本理事会の開会を宣した。 

 

７．決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名：該当する理事はいない。 

 

８．議事録作成者：理事 高坂 信章 

 

９．理事会資料 

理事会資料－1：公益社団法人日本地下水学会 2014年度 第4回理事会 議事次第 

理事会資料－2：公益社団法人日本地下水学会 2014年度 第3回理事会 議事録（案） 

理事会資料－3：企画委員会関連資料 

理事会資料－4：渉外委員会関連資料 

理事会資料－5：調査・研究委員会関連資料 

理事会資料－6：広報・IT委員会関連資料 

理事会資料－7：水循環基本法WG関連資料 

理事会資料－8：市民コミュニケーション委員会関連資料 



理事会資料－9：USGS水文学者招聘計画関連資料 

理事会資料－10：技術者継続教育担当関連資料 

理事会資料－11：2014年度第３回総務委員会議事メモ 

理事会資料－12：著作権規定関連資料 

理事会資料－13：日本地下水学会役員選定方法関連資料 

理事会資料－14：転載許可願 

理事会資料－15：入会・退会者リスト 

理事会資料－16：特別会員会費未納関連資料 

理事会資料－17：第36回沖縄研究奨励賞推薦応募についてのご協力方お願い 

理事会資料－18：日本水大賞関連資料 

理事会資料－19：三井物産環境基金研究助成募集資料 

理事会資料－20：日本地熱学会平成26年学術講演会への協賛依頼について（お願い） 

理事会資料－21：「いい井戸の日 2014 in 中央」ご協賛のお願いについて 

理事会資料－22：中央区立環境情報センター 団体登録について 

理事会資料－23：行事委員会関連資料 

理事会資料－24：男女共同参画委員会関連資料 

理事会資料－25：会計委員会関連資料 

 

【審議事項】 

第 1 号議案：（資料 2） 

2014年度第 3回理事会議事録（案）が承認された。 

 
第 2 号議案：（渉外委員会：資料 4） 

 第 9回地盤沈下に関する国際シンポジウム（NISOLS）に関する協力要請について、費用が発生しな

いことを条件に後援することが承認された。 

 
第 3 号議案：（広報・IT委員会：資料 6）  

学会ホームページの大幅更新を外注により実施することが承認された。支払条件を確認のうえ今年

度予算で対応することが承認された。 

 

第 4 号議案：（広報・IT委員会：資料 6） 

学会からのニュースメールによる情報発信に関して、外部から依頼があった場合の対処方法に関す

る基本方針が提示され、総務委員長と広報・IT委員長で協議のうえ取扱いを決定することが承認され

た。 

 

第 5 号議案：（谷口理事：資料 7） 

「水循環基本法フォローアップ委員会」へ当学会の意見を反映させることを目的として学会内に「水

循環基本法ワーキンググループ」を設置することが承認された。メンバー案が提示され了承された。

追加メンバー案を検討し参加の可否について谷口理事より確認することを決定した。 

 



第 6 号議案：（会計委員会：資料 25） 

会費滞納３年、あるいは連絡不通の準会員 10名について会員資格喪失処分とすることが承認された。 

 

第 7 号議案：（総務委員会：資料 12） 

学会著作権規定に関し、講演会予稿集は公開出版物とし著作権は執筆者に帰属する案（B 案）を基

本とすることが決定された。B 案をもとに著作権取扱規定を作成しリーガルチェックを受けたうえで

次回理事会にて決議する。リーガルチェックに要する費用を支出することも承認された。 

 

第 8 号議案：（総務委員会：資料 13） 

役員選定方法に関して理事候補者を公募する案を基本として内規（案）を作成し次回理事会にて決

定する。内規には理事任期に関する規定を検討する。 

 

第 9 号議案：（総務委員会：資料 14） 

転載許可願（１件）の報告があり承認された。 

 

第 10 号議案：（総務委員会：資料 15） 

入退会者（入会：正会員 3名、準会員 4名、退会：正会員 1名）の報告があり承認された。 

 

第 11 号議案：（総務委員会：資料 16） 

会費未納の特別会員に関して審議を行い会員資格喪失処分とすることが承認された。 

 

第 12 号議案：（総務委員会：資料 17） 

第 36回沖縄研究奨励賞への推薦候補者を選定した。候補者へ連絡し応募の可否を確認する。 

 

第 13 号議案：（総務委員会：資料 20） 

日本地熱学会平成 26 年度学術講演会への協賛が承認された。 

 

第 14 号議案：（総務委員会：資料 21） 

全国さく井協会から依頼の「いい井戸の日 2014 in 中央」への協賛が承認された。 

 

第 15 号議案：（総務委員会：資料 22） 

中央区環境情報センターへ団体登録することが承認された。 

 

 

 



 

【報告事項等】 

１．企画委員会（資料-3） 

・「地下水シミュレーション（初級）講習会」2014年 11月 13～14日の計画・準備状況について報

告があった。 

・「現場調査（水文調査）講習会」2014 年 11月 20～21日の計画・準備状況について報告があった。 

・シンポジウム、セミナーに関連した地下水学会誌特集号の進捗状況について報告があった。 

・シンポジウム「水循環基本法と地下水」（仮称）の検討状況について報告があった。来年度の開

催を予定する。 

・企画委員会開催状況について報告があった。 

 

２．行事委員会（資料-23） 

・2014 年度春季講演会における若手優秀講演者賞受賞者が決定したことの報告があった。同一人

の再受賞も状況によりありうることが確認された。 

・2014年度秋季講演会（熊本）の準備状況が報告された。発表申込締切が 8月 29日であるが応募

数が少ない。 

・2015 年度春季講演会（千葉商科大学）の準備状況が報告された。 

・2015 年度秋季講演会（福井）の計画状況が報告された。日程の第一候補は 2015 年 10 月 22～24

日で計画している。 

・第 21回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会の計画状況が報告された。 

 

３．渉外委員会（資料-4） 

・第 9回地盤沈下に関する国際シンポジウム（NISOLS）開催に関する会員への案内についてはホー

ムページ、メーリングリストなどを利用し周知する。学会誌への掲載については発行期日が迫

っており不可であるが、挟みこみでの対応を検討する。 

・JPGU 主催の PEPS (Progress in Earth and Planetary Science) in Sapporo の編集委員会開催

の報告があった。 

・水関連５学会（当学会のほか水文・水資源学会、日本水文科学会、日本雪氷学会、温泉学会）に

よる合同レター誌発行に関する話し合い開催（2014年 8月 23日）に関する報告があった。科研

費への応募を予定しているため次回理事会の前に賛否に関するメール審議を行う可能性がある。

予算（各学会に数十万円単位の費用が発生する可能性がある）、内容（学会間の合意）などの課

題がある。関連学会でワークショップを開催予定であることが報告された。 

 

４．編集委員会（資料なし） 

・8 月中に第 56 巻、第 3号を発送できるよう準備中であることが報告された。 

 

５．調査・研究委員会（資料-5） 

・研究グループ「地下水学の名著を読む」、「地球温暖化と地下水の水資源評価に向けた課題抽出」

の活動状況について報告された。 

・産総研発注の『平成 26 年度「海域地質環境調査確証技術開発」研究評価に係る業務』を 256 万



円で落札したことが報告された。 

・調査・研究委員会のメンバーを決定し委嘱準備中であることが報告された。2014年 9月 13日に

第１回委員会を開催予定である。 

 

６．市民コミュニケーション委員会（資料-8） 

・委員会開催・活動状況について報告があった。 

・2014 年 8 月 3 日に開催された湧水めぐり（世田谷区 等々力渓谷）開催状況について報告があ

った。 

・来年度以降の湧水めぐりに関しては科研費に応募する予定であることが報告された。 

・市民コミュニケーション委員会メンバーの追加について報告があった。 

 

７．広報・IT委員会（資料-6） 

・第１回拡大広報・IT委員会（2014 年 7月 12日）の開催について報告があった。 

・学会ホームページへのアクセス数モニタリング結果について報告があった。 

 

８．水循環基本法関連（資料-7） 

・2014 年 8 月 1 日に水循環基本法第一回フォローアップ委員会が開催されたことが委員として参

加した谷口理事より報告された。 

 

９．男女共同参画委員会（資料-24） 

・春季講演会時に実施した若手セミナーに関するアンケート結果について報告があった。 

・このアンケート結果を受けて秋季講演会における若手セミナーテーマ案を選定した。2014 年度

秋季講演会における若手セミナー講演会での講師として今村理事、谷口理事に依頼することと

し両者の承諾を得た。 

 

10．技術者継続教育担当（資料-10） 

・CPD 発行状況について報告があった。CPD 発行承認のため行事終了後に参加者名簿を平山理事宛

提出するよう依頼があった。 

・JABEE への参画状況について質疑があった。事務系および審査系の連絡窓口の統一、次期担当者

の育成など学会の今後の対応について平山理事と丸井理事で調整することとした。 

 

11．会計委員会（資料-25） 

・準会員の卒業、修了後の会員継続意思確認を年度ごと（12月ごろ）に行うことが確認された。 

・社会人ドクターコースの学生なども指導教官の確認が得られれば準会員資格とすることが可能で

あることが確認された。 

・2014 年 8月 22日現在の会員数、会費納入状況が報告された。会費 3年滞納者は次回理事会にて

会員資格喪失処分の審議を行う。それまでに会費納入をお願いする連絡担当者を決めた。 

・2014 年 8月 22 日現在の予算執行状況が報告された。 

 

12．表彰委員会（資料なし） 




