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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。今年 8 月には，台風 11 号，12 号および前線によ
る集中豪雨（平成 26 年 8 月豪雨：気象庁）が日本列島の広範囲に多くの被害をもたらしました。特に
広島市安佐地区では大規模な土砂災害が発生し，多くの方々が被災されました。このような豪雨災害は
最近の数年間で多発しており，ハード・ソフト両側面からの防災・減災対策が急務となっています。ま
た，地震災害に対する備えも喫緊の課題であり，特に関西では南海トラフ巨大地震を見据えた対策が不
可欠です。未曾有の被害をもたらした東日本大震災からは既に 3 年半が経過し，阪神淡路大震災からは
ちょうど 20 年を迎えようとしています。過去の地震から得た教訓をふまえ，将来の大地震にいかに備
えるべきか。地盤工学分野に求められる社会的ニーズは大きく，課題は未だ山積しています。
一方，土壌・地下水汚染は各地で顕在化し，地盤環境に対する意識もますます高まっています。その
ような風潮の中，今年 3 月に「水循環基本法」が成立し，地下水は「公水」であるとの位置づけが法的
に明確化されました。水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進するために「水循環政策本部」が
内閣に設置され，5 年ごとの「水循環基本計画」の策定等が義務付けられたほか，毎年 8 月 1 日を新た
に「水の日」とし，健全な水循環の重要性について国民の理解と関心を深めることも定められました。
今後，水循環に関する具体的な政策が推進されることを期待したいと思います。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。
さて，一昨年まで 10 年以上にわたり，地盤工学会関西支部では「地盤の環境・計測技術に関するシ
ンポジウム」を，地下水協議会では「地下水地盤環境に関するシンポジウム」をほぼ同時期に開催して
きましたが，これらの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，昨年度からは共催で「Kansai Geo-Symposium」を開催する運びとなりました。共催で
のシンポジウムは今回で 2 回目となります。まだまだ発展途上の催しではありますが，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ことを期待します。
なお，本シンポジウムの開催に当たっては，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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