
公益社団法人 日本地下水学会 

2014 年度 第7回 理事会議事録  

 

１．開催日時：2015 年 2 月28 日（土） 13:30～18:00 

 

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：13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 松山 秀明 

 

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6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5回理事会 議事録（案） 

理事会資料－3：2015－2016 代議員名簿、公益社団法人日本地下水学会 役員候補者選出規程 

理事会資料－4：企画委員会関連資料、第23回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会（2017

年開催）について 

理事会資料－5：行事委員会関連資料 

理事会資料－6：渉外委員会関連資料 

理事会資料－7：編集委員会関連資料 



理事会資料－8：調査・研究委員会関連資料 

理事会資料－9：市民コミュニケーション委員会関連資料 

理事会資料－10：広報・IT委員会関連資料 

理事会資料－11：男女共同参画（ＥＰＳ）委員会関連資料 

理事会資料－12：技術者継続教育担当関連資料 

理事会資料－13：水循環基本法ワーキング関連資料 

理事会資料－14：「第10回再生可能エネルギー世界展示会」協賛名義使用申請の件 

理事会資料－15：会計委員会関連資料 

理事会資料－16： 表彰委員会関連資料 

理事会資料－17：総務委員会関連資料（入会・退会者リスト） 

 

【審議事項】 

第 1 号議案：（資料 2） 

2014年度第 6回理事会議事録（案）が、承認された。 

 
第 2 号議案：（資料 3） 

「公益社団法人日本地下水学会 役員候補者選出規程」にもとづき、次期役員候補者を選出した。 

尚、今回理事会欠席の理事は、本選出（推薦）事項に対して異議がある場合、臨時理事会での再審

を提案できるものとする。 

【候補者】 

・会長：谷口理事、副会長：德永理事、川端理事 

・広報・IT 委員長：鈴木弘明氏、行事委員長：坂本大氏、調査・研究委員長：中川啓氏、企

画委員長：竹内真司氏、市民コミュニケーション委員長：今井理事、編集委員長：小野寺

真一、德永理事のいずれか（委員会に一任）、総務委員長：白石知成氏、技術者継続教育

委員長：古川正修氏、会計委員長：高坂理事、男女共同参画委員長：中屋理事、渉外委員

長：杉田理事、無任所：今村理事、 

・監事：平山監事、村田監事 

 
第 3 号議案：（資料 3） 

「2015－2016 代議員名簿」案について、一部変更することで承認し、代議員候補者（25 名)につ

いて選挙管理委員会にて審査を受けることとなった。 

 

第 4 号議案：（企画委員会：資料 4-2） 

「企画委員会 2015 年度事業計画」について、講習会・シンポジウム等の説明があり、承認された。 

 

第 5 号議案：（行事委員会：資料 5-2）  

「行事委員会 2015 年度事業計画」について、春季大会・秋季大会等の説明があり、承認された。 

 

第 6 号議案：（渉外委員会：資料 6） 

「渉外委員会 2015 年度事業計画」について、国内外関連団体交流の説明があり、承認された。 



 

第 7 号議案：（調査・研究委員会：資料 8） 

「調査・研究委員会 2015年度事業計画」について、研究グループ活動、受託事業等の説明があり、

承認された。 

 

第 8 号議案：（広報・IT委員会：資料 10-1,2,3） 

「広報・IT委員会 2015年度事業計画」について、学会情報普及に関する活動の説明があり、承認

された。 

また、「リニューアル HPの管理・運用方法（案）」、「お知らせの掲載、新規ページの作成、既存

ページの更新手順（案）」についての説明があり、承認された。 

 

第 9 号議案：（市民コミュニケーション委員会：資料 9-2） 

「市民コミュニケーション委員会 2015年度事業計画」について、湧水見学会「水循環と地下水シ

ンポジウム イン 君津（仮称）」（2015年 10月開催予定）の説明があり、承認された。また、「地

下水に関する出前講演」、「地下水に関する相談事業」の説明があり、承認された。 

 

第 10 号議案：（男女共同参画（ＥＰＳ）委員会：資料 11） 

「男女共同参画（ＥＰＳ）委員会 2015年度事業計画」について、若手交流会・若手セミナー等の

説明があり、承認された。 

 

第 11号議案：（技術者継続教育担当：資料 12） 

「JABEE 審査員公募の会告案」について、今回、丸井氏・杉田氏が審査員を退任されるのに伴い、

当学会の推薦する審査員候補者を会告にて募集すること等の説明があり、承認された。 

 

第 12 号議案：（会計委員会：資料 15） 

「2015 年度最終予算案」について、第二次予算案を 2 月 18 日メール発信し特に異議がないことか

ら、そのまま最終予算案とした等の説明があり、承認された。 

 



【報告事項等】 

 

１．企画委員会（資料 4） 

・セミナー「地下水問題解決の教訓について」2015年 2月 27日開催の報告があった。 

・セミナー「原子力発電所事故由来の放射性物質と地下水」（仮称）の開催についての検討状況の

報告があった。2015 年夏～冬に東京で半日セミナーの方向で検討する予定である。 

・企画委員会開催状況について報告があった。 

・2014年度事業について報告があった。 

・第 23回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会（2017年開催）について、沖縄開催

で検討する旨の報告があった。 

 

２．行事委員会（資料 5） 

・2015年度春季講演会（2015年 5月 23日、千葉商科大学）の計画状況報告があった。 

・2015年度秋季講演会（2015年 10月 22～24日、福井県大野市）の計画状況報告があった。 

・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。 

・2014年度事業について報告があった。 

 

３．渉外委員会（資料 6） 

・2014 年度事業（国内外関連団体交流）について報告があった。 

 

４．編集委員会（資料 7） 

・第 57巻 1号の編集状況について報告された。その中で、「地盤沈下の現状からみる今後の地下水

管理」と「水循環基本法」の 2つの特集で刊行予定あるとの報告があった。 

・第 57巻 2号は、受理済み論文 3件で構成する予定であると報告があった。 

・第 57 巻 3 号は、秋季講演会（熊本大会）におけるシンポジウム等での掲載を予定しているとの

報告があった。 

 

５．調査・研究委員会（資料 8） 

・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」の活動状況について報告さ

れた。その中で、成果については、2015 年秋季講演会でディスカッションセッションを開催す

る案で検討する旨が報告された。 

・研究グループ「地下水学の名著を読む」の活動状況について報告された。 

・産総研からの受託事業『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』

の実施状況について報告された。 

・2014 年度事業について報告があった。 

・「平成26年度地層処分技術調査等事業 海域地質環境調査確証技術開発」第２回 研究評価委員会（現

地巡検） 議事録（案）についての報告があった。 

 

 



６．市民コミュニケーション委員会（資料-9） 

・2014年度事業について、湧水見学会（8月 3日開催）及びその他の活動状況の報告があった。そ

の中で、学会 HP の全面リニューアルを行い、3月 2日から運用開始であることが報告された。 

 

７．広報・IT委員会（資料 10） 

・広報・IT委員会並びに拡大広報・IT委員会についての報告があった。 

・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。 

・2014 年度事業について、学会情報普及に関する活動の報告があった。 

 

８．男女共同参画委員会（資料 11） 

・2014年度事業について報告があった。その中で、「若手支援に関するアンケート」、「若手交流会

（春季大会）」及び「若手セミナー（秋季大会）」についての説明があった。 

 

９．技術者継続教育担当（資料 12） 

・2014 年度事業（技術者継続教育事業）について報告があった。 

・CPDのエビデンスに関する今後の対応方法について報告があった。 

 

10．会計委員会（資料 15） 

・2015年 2月 27 日現在の予算執行状況が報告された。 

・監査日程の調整について、4月 17 日に実施予定との報告があった。 

 

11．表彰委員会（資料 16） 

・2014 年度表彰候補者の選定状況等について報告があった。 

 

12．総務委員会（資料 14,17） 

・2014 年度・2015年度入会及び 2014 年度末退会について報告があった。 

・「第 10回再生可能エネルギー世界展示会」協賛名義使用申請について報告があった。 

 

13．水循環基本法ワーキング（資料 13） 

・水循環ワーキンググループ活動について報告があった。 

・活動概要を学会報告（第 57 巻 2 号）に掲載し、5 月の報告会にて事業報告する予定であるとの

説明があった。 

 

 

14．今後の予定 

    2014年度 第 8回理事会  

    日時：2015年 4月 18日（土） 13時 30分 

    場所：日本工営(株) 新麹町オフィス 会議室 

       〒102-0083 東京都千代田区麹町 4丁目 2番地 

 




