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まえがき
近年，かつて経験したことのない集中豪雨による土砂災害や東日本大震災をはじめとする巨大地震災
害など，地球規模での様々な災害が発生しています。このような災害に対する「防災」
，
「減災」を意識
した調査研究の社会的ニーズは大きく，地盤工学分野においても日々その重要性を増しています。また
土壌・地下水汚染が各地で顕在化し，環境に対する意識も高まりを見せていて，地下水地盤環境に関わ
る調査研究の重要性が認識されるところです。さらにこれらの調査研究の基礎となる現場計測技術の発
展は目覚ましく，分野の枠組みを超えて多大な貢献がなされています。
地盤工学会関西支部では，1999～2001 年に「最近の地盤計測技術に関するシンポジウム」を，また
2002 年には「地盤計測技術に関するシンポジウム」を開催し，2003 年以降は「計測技術」に「地盤環
境」のテーマを加えた「地盤の環境・計測技術に関するシンポジウム」を毎年開催してきました。これ
らのシンポジウムでは，官公庁・研究者・総合建設業・建設コンサルタント・メーカなど，多岐にわた
る方々から発表を頂き，参加者も毎年 100 名を超え，関西支部を代表する行事の一つになっています。
地下水地盤環境に関する研究協議会は 1993 年に設立された産官学の共同組織で，設立当初より「地
下水地盤環境に関するシンポジウム」を毎年開催してきました。一般公募論文発表のみならず，社会情
勢を反映したテーマに沿って特別講演やパネルディスカッションなどが企画され，様々な立場から多角
的で活発な議論がなされてきました。参加者はこちらも毎年 100 名を超え，協議会会員の情報交換や勉
強の場として活用されるとともに，会員以外の皆様にも多数ご参加いただいております。本シンポジウ
ムは，地下水地盤環境に携わる関係者が一同に会する場として，また本協議会の情報発信の場として，
大変重要な行事となっています。
このように，これまで地盤工学会関西支部と地下水地盤環境に関する研究協議会は毎年ほぼ同時期に
それぞれのシンポジウムを開催してまいりましたが，このたび，
「Kansai Geo-Symposium 2013 －地下水
地盤環境・防災・計測技術に関するシンポジウム－」を共催する運びとなりました。歴史と実績のある
両シンポジウムを継承しつつ発展させ，関西における地盤研究発表会のプラットホームにしたいと考え
ております。地盤に関する計測や地下水観測の事例など研究論文にはなりにくい成果についても，これ
までの 2 つのシンポジウムの取り組みを継承して積極的に取り込んでいく所存です。関連する業務に携
わる多くの技術者，研究者の皆様の研究や実務の一助となるシンポジウムとなることを期待しています。
本シンポジウムの開催にあたり多くの官学諸団体に協賛を頂いております。ここに，関係各位に厚く
感謝申し上げます。
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