
公益社団法人 日本地下水学会 

2014 年度 第５回 理事会議事録  

 

１．開催日時：2014 年 10 月11 日（土） 13:30～18:00 

 

２．開催場所： 日本工営(株) 新麹町オフィス 9F 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：15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 徳永 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 〇 
 
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 平山 利晶 

 

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5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4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：市民コミュニケーション委員会関連資料 

理事会資料－7：広報・IT委員会関連資料 

理事会資料－8：技術者継続教育担当関連資料 



理事会資料－9：受託研究等取扱規定（改正案） 

理事会資料－10：著作権規定関連資料 

理事会資料－11：日本地下水学会役員選定方法関連資料 

理事会資料－12：入会・退会者リスト 

理事会資料－13：2014土壌水分ワークショップ資料 

理事会資料－14：総務委員会議事メモ 

理事会資料－15：とうきゅう環境財団研究助成募集資料 

理事会資料－16：座間市地下水採取審査委員会資料 

理事会資料－17：会計委員会関連資料 

理事会資料－18：行事委員会関連資料 

理事会資料－19：代議員名簿 

参考資料：日立環境財団環境賞募集資料 

 

【審議事項】 

第 1 号議案：（資料 2） 

2014年度第 4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） 

 水循環基本法フォローアップ委員会より、地下水問題の意見聴取の依頼があり、学会として対応す

ることとした。 

 
第 3 号議案：（渉外委員会：資料 4） 

 Global Water Conference 2015への参加依頼は、今回は見合わせることとする。 

 
第 4 号議案：（渉外委員会：資料 4） 

 JpGU 水関連学会合同 Letter 誌の企画について、他学会と連携しながら対応していくこととし、当

面の活動として、ワークショップに参加する。 

 
第 5 号議案：（渉外委員会：資料 4） 

 JpGU2015 年日本地球惑星科学連合大会で、「陸海相互作用」、「水循環・水環境」、「陸域の水及び物

質の輸送と循環」の 3セッションについて共催する。 

 
第 6 号議案：（渉外委員会：資料 13） 

 2014 土壌水分ワークショップについて後援する。 

 
第 7 号議案：（調査・研究委員会：資料 5） 

 「地下水流動解析における V&V ガイドライン化の調査・研究グループ（仮称）」の設置について、承

認した。 

 
第 8 号議案：（市民コミュニケーション委員会：資料 6） 



 2015 年度に開催予定の報告会の企画に関連して、研究成果公開発表（B)申請を行なうことについて

承認した。 

 
第 9 号議案：（広報・IT委員会：資料 7）  

Web 回線／HP／メーリングリスト等の維持管理の方針、及び、費用が提示され、承認された。 

 

第 10 号議案：（広報・IT委員会：資料 7）  

リニューアル後の HP のトップページのデザイン案が提示され、承認された。詳細については、HP

リニューアル作業を進めてから、再度、確認及び審議することとした。 

 

第 10 号議案：（技術者継続教育担当：資料 8）  

・JABEE 審査員交代については、改めて検討し、理事会に諮ることとした。 

 

第 11 号議案：（会計委員会：資料 17） 

会費滞納３年の正会員 6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 12 号議案：（総務委員会：資料 10） 

著作権取扱規定（案）が提示され、承認された。 

 

第 13 号議案：（総務委員会：資料 11） 

役員候補者選出規定（案）が提示され、承認された。 

 

第 14 号議案：（総務委員会：資料 12） 

入会者（入会：正会員 6名）の報告があり承認された。 

 

 

 

 



【報告事項等】 

 

１．企画委員会（資料-3） 

・第 6回国際水ソリューション総合展への講演について、依頼は取り消し。 

・「地下水シミュレーション講習会」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-18） 

・2014 年度秋季講演会（熊本）の準備状況が報告された。 

・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。場所は大野市、日程は 2015 年 10 月 22

～24日で計画している。交通手段、宿泊場所等について、行事委員会でさらに計画を詰める。 

・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（2015年 6月 18～19日、九州大学）

の計画状況が報告された。 

 

３．渉外委員会（資料-4） 

・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。 

 

４．編集委員会（資料なし） 

・第 56巻、第 3号の発刊について報告された。 

・4号は 2013年秋季大会（秋田）の特集号、1号は地盤沈下及び水循環基本法の特集号を予定して

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

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』の予定に

ついて報告された。 

・2014 年 9月 13 日の第１回委員会について報告された。 

・若手を中心とした活性化への取り組みに当たり、検討課題が報告された。担当委員会が持ち帰り、

検討を行うこととした。 

 

５．調査・研究委員会（資料-9） 

・受託研究取扱規定の改訂について報告された。 



 

６．市民コミュニケーション委員会（資料-6） 

・委員会開催・活動状況について報告があった。 

・2015 年度の湧水ツアーの企画内容について報告があった。また、湧水ツアーに関して、科研費

の準備状況が報告された。 

 

７．広報・IT委員会（資料 7） 

・第 2回広報・IT委員会（2014 年 9月 23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。 

・学会ホームページのリニューアル作業について契約したことについて報告があった。 

 

８．男女共同参画委員会（資料なし） 

・2014 年度秋季講演会における若手セミナー講演会の企画内容について、報告があった。 

 

９．技術者継続教育担当（資料 8） 

・CPD発行状況について報告があった。 

 

10．会計委員会（資料 17） 

・2014 年 10月 10日現在の会員数、会費納入状況が報告された。 

・2014 年 10月 10日現在の予算執行状況が報告された。 

 

11．表彰委員会（資料なし） 

・技術賞および学術賞の公募に対して、現時点で応募がない旨、報告された。 

 

12．総務委員会 

・とうきゅう環境財団の研究助成の公募について報告があった（資料 15）。 

・座間市地下水採取審査委員会資料について、村田監事より報告があった（資料 16）。 

 

15．今後の予定 

    2014年度 第６回理事会  

    日時：2014年 12月 13日（土） 13時 30分 

    場所：日本工営(株) 新麹町オフィス 9Ｆ会議室 

       〒102-0083 東京都千代田区麹町 4丁目 2番地 

 

   以上をもって本日の議事が終了したので、議長は18時00分閉会を宣した． 

   以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し代表理事及び監事が次に記名押印する． 

 

2014年 12月 13日 

                         公益社団法人日本地下水学会 理事会 

 




