
▼北海道支部

１．幹事会
◦第３回幹事会（H23-24 年度）
平成 24 年７月 28 日，北海道大学，出席 15 名
議　題：支部見学会，支部運営
◦第４回幹事会（H23-24 年度）
平成 25 年２月 28 日，北海道大学，出席８名
議　題：役員選挙の開票，支部役員候補者，支部推

薦理事，水環境文化賞選考委員，北海道支
部規約の改正（案），総会および講演会，
大阪年会時のDVD販売。

２．講演会
「水システムにおける放射性物質汚染の現状と対策」
（土木学会継続教育（CPD）プログラム認定（3.7 単位））
主　催　公益社団法人　日本水環境学会　北海道支部
共　催　公益社団法人　土木学会　環境システム委員会
期　日　平成 24 年７月 28 日（土）13：00 ～ 17：00
場　所　北海道大学工学部　オープンホール
演者および演題
　森澤眞輔氏（京都大学名誉教授）
　　　「環境における放射性物質対策の現状」
　真柄泰基氏（トキワ松学園理事長）
　　　「水道水における放射性物質対策の現状」
　楠田哲也氏（北九州市立大学教授）
「下水道における放射性物質対策の現状と課題」
　　　参加者　70名（内CPDプログラム受講者６名）。
３．支部見学会

平成 24 年 10 月 27 日，参加者 38 名
札幌市下水道資源公社厚別コンポスト工場，北広島
下水処理センター「あしる」見学

４．支部製作DVDの頒布
水質測定教材「水環境をまもる～河川での採水と現地
測定～」を，支部講演会受付および年会支部ブースにて
販売。

▼東北支部

１．幹事会
◦第１回幹事会
開催日：2012 年５月 30 日（水）
場　所：仙台市戦災復興記念館　展示ホール
出席者：21 名
内　容：総会・講演会，12 年度活動計画等
◦第２回幹事会
開催日：2012 年 12 月 8 日（木）
場　所：岩手大学工学部・教養教育研究棟２F

208 室
出席者：６名
内　容：支部セミナー，基礎講座今後の進め方，支

部顧問推薦他
２．支部総会

開催日：2012 年５月 30 日（水）
場　所：仙台市戦災復興記念館　展示ホール

３．支部講演会
開催日：2012 年 5 月 30 日 ( 火 )　
場所：仙台市戦災復興記念館　展示ホール
参加者：66 名
講演会
講　演１
◦日本水環境学会平成 23年度水環境文化賞受賞記
念講演　イーハトーブ里山水棲生物保全会理事長
 笹村　五郎氏

講　演２
◦東日本大震災後の水環境の保全と課題
基調講演　本学会長中島　淳先生（立命館大学）

◦事例紹介（東日本大震災後の沿岸海域調査報告
　⑴宮城の沿岸海域調査報告

 西村　修氏（東北大学大学院工学研究科）
　⑵岩手の沿岸海域調査報告

 伊藤　朋子氏（岩手県環境保健研究センター）
４．  第８回環境基礎講座　～初学者のための環境基礎講座
～の実施
開催日：2012 年 9 月１，２日（土，日）
場　所：山形県環境科学研究センター
参加者：15 名
講座１日目は講義・現場実習（河川水の採水）・浄

化センター見学
　　２日目は実験室で水質分析（BOD・COD・SS）
を実施

５．支部セミナー
　東日本大震災が岩手県沿岸環境と下水道にもたらし
た影響
開催日：平成 24 年 12 月８日（土）
場　所：岩手大学工学部　銀河ホール
参加者：65 名
プログラム
◦「下水道施設における震災危機管理対応」

 佐藤　卓氏（公財）（岩手県下水道公社）
◦「下水道処理過程における放射性物質の挙動」

 石川　奈緒氏（岩手大学工学部）
◦「水中瓦礫除去ボランティアと被災地の水生生物

の状況（大槌川）」 佐井　守氏
（NPO法人イーハトーブ里山水棲生物保存会）

◦「三陸の汽水域生態系の現状とそのワイズユース
～特にマガキの天然・人工採苗とモクズガニの
生息調査について」 松政　正俊氏
 （岩手医科大学）

６．研究会活動
◦人工湿地研究会
第７回人工湿地ワークショップ 2012in仙台を開催
開催日：2012 年８月 27，28 日（月，火）
場　所：東北工業大学９号館 911 教室（研究事例発

表会）
参加者：52 名
内　容：見学会（仙台市近郊の人工湿地３カ所を見

学），東北大学川渡フィールドセンターの人
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工湿地見学）および研究事例発表会を実施
◦水ものがたり研究会
第 11 回　水ものがたり研究発表会
開催日：2013 年３月 30 日（土）
場　所：東北大学工学部総合研究棟　11階セミナー

室（1115）
参加学校：福島県立福島高等高校，福島県立安達高

等学校　福島県立磐城高等学校，宮城県
立仙台第三高等学校　仙台市立大野田小
学校

参加者：105 名
７． 「  東北・水すまし賞」［東北・水環境保全賞］の選考・

表彰の実施
東北水すまし賞授賞校
◦青森県立弘前中央高等学校（青森県）
◦久慈市立山形小学校（岩手県）
◦由利本荘市立矢島小学校（秋田県）
◦湯沢市立横堀小学校　ネイチャークラブ（秋田県）
東北水環境保全賞
◦ロータリー猪苗代湖水環境協議会

▼関東支部

１．総　会
◦開催日：平成 24 年６月 22 日（金）13：00 ～ 13：30
　場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
　出席者：26 名
　内　容：活動報告・決算報告，活動計画・予算
２．役員会（幹事会）
◦開催日：平成 24 年５月 12 日（土）15：30 ～ 17：30
　場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
　出席者：23 名
　内　容：平成 23 年度活動報告，平成 24 年度活動計

画，会計報告，幹事体制
◦開催日：平成 24年６月22日（土）11：00～ 12：00
　場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
　出席者：17 名
　内　容：支部総会・特別講演会準備
◦開催日：平成 24年 10月 27日（土）15：00 ～ 17：00
　場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
出席者：13 名
内　容：部会報告，支部見学会，みーす計画
◦開催日：平成 25年２月 23日（土）15：30 ～ 17：30
　場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
出席者：14 名
内　容：部会報告，支部見学会，次年度幹事会体制

３．主催事業【講演会・見学会・研修会・支部表彰等】
◦特別講演会
開催日：平成 24 年６月 22 日（金）13：30 ～ 14：45
場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
講　師：佐藤弘泰氏（東京大学大学院）
テーマ：震災から考える下水道のサステナビリティ
出席者：60 名
◦支部表彰
水環境保全活動奨励賞：粕川フラワーロードの会（代
表：高橋美律子氏）
◦水環境健全性指標調査報告会

開催日：平成 24 年６月 22 日（金）15：30 ～ 16：10
場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
飯島明宏氏（高崎経済大学地域政策学部）、神流川流
域への群馬県版水環境健全性指標の適用
滝口　敦氏（八王子市役所水再生課）、八王子市にお
けるすこやかさ指標活用の取り組みについて
◦関東支部「みーず計画」（女子理系進路選択支援事業）
試行結果報告
開催日：平成 24 年６月 22 日（金）16：10 ～ 16：30
場　所：日本大学理工学部駿河台校舎
内田優希氏（日本大学理工学部）、みーず計画試行
事業－ティーチングアシスタントとして参加して－
◦見学会
開催日：平成 25 年２月 15 日（金）12：30 ～ 16：30
場　所：利根大堰，埼玉県水質管理センター，行田

浄水場
参加者：19 名

４．共催事業
◦第 15 回千葉県環境教育研究会発表会
開催日：平成 25 年３月２日（土）10：00 ～ 16：30
場　所：千葉大学西千葉キャンパスけやき会館

５．支部HPによる会員への情報発信
情報提供，幹事のリレーエッセイ掲載（第27 ～ 35 回）

▼中部支部

１．支部役員会
開催日：平成 24 年 11 月 16 日（金）11：00 ～ 12：00
場　所：AOSSA（アオッサ）7階　705 研修室（福井市）
出席者：11 名
内　容：平成 24 年度の事業計画案・予算案，支部役員

選任等
２．支部総会
開催日：平成 24 年 11 月 16 日（金）13：00 ～ 13：30
場　所：AOSSA（アオッサ）7階 706・707 研修室（福

井市）
出席者：33 名
内　容：平成 24 年度の事業計画案・予算案，支部役

員選任等
３．支部講演会
開催日：平成 24 年 11 月 16 日（金）13：40 ～ 16：10
場　所：AOSSA（アオッサ）7階 706・707 研修室（福

井市）
出席者：84 名
内　容：
1）「下水汚泥を中心としたバイオマス利活用の動向」

福井工業大学　髙島正信教授
2）「岐阜市における下水汚泥焼却灰からのりん回収事業」

岐阜市上下水道事業部　林　周夫管理監
3）「複合バイオマスメタン発酵施設の導入」

珠洲市生活環境課　美谷喜久雄課長補佐
４．その他
ホームページ更新

▼関西支部

１．総　会
開催日：平成 24 年 11 月 26 日
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場　所：㈻常翔学園大阪センター
出席者：32 名
内　容：活動，決算，役員，活動予定，予算報告
２．理事会
開催日：平成 25 年１月 26 日
場　所：㈻常翔学園大阪センター
出席者：13 名
内　容：決算・予算・平成 25 年度役員承認，行事予

定大綱の決定
３．幹事会
平成 24年７月６日，９月７日，11月 12日，
平成 25年１月 21日
４．第 47回日本水環境学会年会
開催日：平成 25 年３月 11 日～ 13 日
場　所：大阪工業大学　大宮キャンパス
準備委員会：平成 24 年４月 23 日
実行委員会：平成 24 年 7 月 6 日，12 月 6 日，

平成 25 年 3 月 10 日
年会に併設して支部企画セミナー，支部企画セッショ
ン，支部見学会を開催した。
５．研究部会活動
川部会（河川現地調査等（８回），「琵琶湖・淀川流域
散策ブック」を㈶琵琶湖・淀川水質保全機構と共同企画
で発行（４冊），環境モニタリング情報部会（２回），化
学物質部会（年会併設支部企画セミナー『そこが知りた
い！水環境研究の基礎技術講座』開催）の３部会にて活
動を行った。
６．支部講演会
開催日：平成 24 年 11 月 26 日
場　所：㈻常翔学園大阪センター
内　容：関西水環境賞，奨励賞，社会・文化賞の受賞

者講演
７．支部ニュースレター「かんすいNo.16」
平成 25 年３月に発行した。
８．見学会
年会見学会（平成 25 年３月 12 日実施），参加者 25 名
年会併設支部見学会「水都おおさかオリエンテーリン
グ」（平成 25 年３月 12 日実施），参加者３名
９．支部表彰の実施
関西水環境賞，奨励賞，社会・文化賞の三賞を公募，
選考し，各賞の受賞者を決定し，総会において表彰式，
および受賞者講演を行った。
選考委員会：平成 24 年 10 月 15 日，10 月 23 日
表彰委員会：平成 24 年 11 月２日
表　彰　式：平成 24 年 11 月 26 日
受賞者
関西水環境賞：中室克彦氏（摂南大学理工学部）
奨　励　賞：田中周平氏（京都大学大学院地球環境学

堂）
社会・文化賞：特定非営利活動法人　家棟川流域観光船

▼中国 ･四国支部

１．平成 24年度支部幹事会・総会
日　時：平成 24 年５月 11 日（金）12：50 ～ 13：20
場　所：愛媛大学農学部（松山市）
平成 23 年度の事業報告，決算について幹事会，総会

において審議の結果，承認された。また，平成 24年度
の支部役員案，事業計画案，予算案についても幹事会，
総会において審議の結果，承認された。
２．地域分科会・講演会
1）大気環境学会・日本水環境学会・廃棄物資源循環
学会中国四国支部合同講演会
日　時：平成 24 年５月 11 日（金）13：3 ～ 17：00
場　所：愛媛大学農学部（松山市）
2）第５回水環境フォーラム in 岡山
日　時：平成 24 年７月 14 日（土）13：00 ～ 16：40
3）第 41 回水環境フォーラム山口
日　時：平成 24 年９月１日（土）13：00 ～ 17：00
4）第 42 回水環境フォーラム山口
日　時：平成 25 年１月 26 日（土）13：00 ～ 16：30
5）第６回水環境フォーラム in岡山
日　時：平成 25 年２月 23 日（土）13：30 ～ 16：30

３．シンポジウム等の共催・後援
以下の講演会の後援を行い，開催助成を行った。
【講演会等開催助成】
講演会名：膜を活用した水再利用の最前線
日　時：平成 24 年６月 20 日（水）14：00 ～ 18：00
場　所：広島大学学士会館レセプションホール（東広

島キャンパス）
助成申請者：奥田哲士（広島大学）
助成金額：50,000 円
４．ニュースレターの発行
Vol.14，No.１の発行（平成24年４月19日メール配信）
５．その他
シンポジウム等の開催情報は随時メールにて配信

▼九州支部

１．幹事会・役員会
開催日：平成 25 年２月 16 日（土）
内　容：平成 24 年度支部活動報告・会計報告，次年

度事業計画，第 16 回シンポジウム進行状況，
その他

　　　　・役員会，各種委員会などの審議は，随時，
電子メールにより実施

２．支部大会及び総会
開催日：平成 25 年２月 16 日（土）
場　所：北九州学術推進機構産学連携センター
内　容：総会・特別講演・研究発表会
⑴特別講演
　「北九州市の環境政策の経緯」
 北九州環境ミュージアム　中薗哲館長
⑵研究発表会：
◦文科省助成環境リーダー育成事業実施校（九大・熊
大・北九大）との共催
◦口頭発表 51 件（英語発表８件含む）100 名参加
◦学生優秀発表者賞：川瀬敬三，橋本卓宏，小江彩也
香，常岡裕介，増永洋平，西村彩，小山彰彦，濱崎
祥大，INKAEWKANAWUT

３．第 15回水環境学会シンポジウム開催
開催日：平成 24 年９月 10 日（月）～９月 12 日（水）
場　所：佐賀大学本庄キャンパス
内　容：研究委員会セッション，特別講演，支部企画，
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企業展示，ランチョンセミナー，見学等
　　　　支部企画として「最新・九州の水環境」の実施
４．支部ニューズレターの発行
No.21（平成 24 年６月）
５．シリーズ講習会の開催
佐賀大学でのシンポジウム見学会と共同実施した。
６．支部学術研究補助
支部水環境若手研究・実務者育成基金による学術研究
補助事業：応募者なし
支部プロジェクト研究支援：水環境健全性評価助成事
業
◦遠賀川の調査：平成 24 年６月・９月実施，結果を
平成 24 年 10 月中間川づくりの会にて発表

７．支部表彰
◦学術賞：㈶九州環境管理協会　藤井暁彦氏

　「アサリの生態・生活史の解明ならびにアサリ資源
の保全策に関する定量評価」

◦学術奨励賞：福岡県保健環境研究所　中島淳氏
　「九州北部の淡水魚類を用いた平均スコア法による
水環境健全度評価法に関する研究」

◦水環境貢献賞：２件
　NPO法人　大淀川流域ネットワーク様
　「宮崎県独自の五感を使った水辺環境指標調査の普
及活動」

　大野川流域ネットワーキング様
　「川づくり ･地域づくりシンポジウム河川の源流碑
設置とクリーンアップ活動」

８．九州支部HPによる役員・会員への情報発信
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