
 

第１ 法人の概況 

 

 １ 設立年月日 

    平成２４年４月１日 

 

 

 ２ 定款に定める財団の目的 

    この法人は、熊本地域の人々の暮らしを始め、農・工業など産業活動の礎である

地下水について、地域の住民・事業者及び行政機関等それぞれが、この地域の大地

に地下水の広がりがあることを再認識し、一つの共同体として、地下水の健全な循

環環境の整備に取り組むことにより、地下水と地域社会の永続的な調和を図ること

を目的とする。 

 

 

３ 定款に定める事業内容 

 (1) 地下水環境を把握するための調査研究 

(2) 地下水環境に関する各種情報の収集及び発信等による情報共有化の推進 

(3) 地下水環境の健全化に関する意識啓発及び保全機運の醸成事業の実施 

(4) 地下水質の監視及び水質改善事業の実施 

(5) 地下水涵養事業の実施及び地下水保全施設の設置推進 

(6) 地下水の適正使用・管理の支援 

(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

４ 所管官庁 

   熊本県環境生活部環境局環境立県推進課 

 

 

５ 主たる事務所 

   熊本市中央区安政町８番１６号 

 

 

６ 役員等に関する事項 

   平成２７年３月３１日現在の役員等の状況は次のとおりである。 

(1) 評議員（※備考欄の日付は任期途中の役員等の辞任に伴う後任役員等の就任日。以下同じ。) 

氏  名 備     考 

1 内野  明德 ◆評議員会会長 熊本大学名誉教授  

2 高田  晋◆ 熊本市副市長 

3 谷﨑  淳一 熊本県環境生活部長 

4 村山  栄一 熊本県環境生活部環境局長 



 

氏  名 備     考 

5 中村  英文 熊本市環境局次長 

6 田畑  公人 熊本市上下水道局次長(※H2６.４.３０就任) 

7 橘  健治 熊本県商工会議所連合会事務局長(※H2６.１２.３就任) 

8 黒田  彰夫 熊本県中小企業団体中央会事務局長 

9 奥村  良博 熊本県文化協会事務局長 

10 笠井  伸一郎 西日本電信電話㈱熊本支店企画総務担当課長(※H2６.４.３０就任) 

11 市川  勉◆ 東海大学産業工学部長･大学院産業工学研究科長 

 

(2) 理事 

氏  名 備     考 

1 大西 一史 ◆代表理事(理事長) 熊本市長(※H2６.１２.３就任)  

2 村田 信一 ◆代表理事(副理事長) 熊本県副知事  

3 池田 信夫 ◆代表理事(副理事長) 宇土市副市長  

4 山本 康治 
◆代表理事(副理事長) ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ㈱川尻工場 生産

技術部長 

5 石櫃  紳一郎 ◆常務理事 熊本市環境局長  

6 木村 利昭 菊池市副市長 

7 藤井 勝公 合志市副市長 

8 德永 保則 大津町副町長 

9 井手 義隆 菊陽町副町長) 

10 坂本 武 西原村副村長 

11 松岡 秀明 御船町総務課長 

12 成松 信博 嘉島町建設課長 

13 矢嶋  正昭 益城町総務課長 

14 師富  省三 甲佐町副町長 

15 寺田 勝博 熊本市上下水道事業管理者 

16 東  健八 大津菊陽水道企業団事務局長 

17 川上 典道 熊本県商工会連合会事務局長 

18 田中 明◆ 熊本県生活衛生同業組合連合会専務理事 

19 大野 俊郎 コカ・コーラウエスト㈱ＣＳＲ推進部長 

20 北村 航◆ (有)北村プレス工業所常務取締役 

21 伊津野 良治 熊本県医師会理事 

22 坂本 淳一 三菱電機㈱熊本事業所施設管理課長 

23 嶋田 純◆ 熊本大学大学院自然科学研究科教授 



 

(3) 監事 

 

 

 

 

 

(4) 役員等の辞任 

役 職 名 氏 名 備     考 

1 評議員 池田  泰紀 前･熊本市上下水道局次長 

2 〃 園田  征次 前･熊本県商工会議所連合会事務局長 

3 〃 中川 幸夫 前･熊本県経営者協会専務理事 

4 〃 平山 英 前･熊本県経営者協会専務理事 

5 〃 吉田 和弘 前･西日本電信電話（株）熊本支店企画総務担当課長 

6 理 事 幸山 政史 前･熊本市長 

7 〃 河東 稔 前･ルネサスセミコンダクタ九州･山口㈱環境工務部部長 

8 〃 實取 初雄 前･菊陽町福祉生活部長 

9 〃 古閑森一美 前･益城町副町長 

10 〃 宮原 國臣 前･熊本市上下水道局事業管理者 

11 〃 古嶋 徹 前･熊本県商工会連合会事務局長 

12 監 事 宮﨑 洋一 前･熊本市会計管理者 

13 〃 林 留美子 前･宇土市会計管理者 

 

 

７ 賛助会への加入状況 

   平成２７年３月３１日現在の賛助会員の加入状況は次のとおりである（財団賛助

会規約第５条第２項の規定に基づく報告）。 

 

(1) 功績会員        該当なし 

(2) 行政会員        １４会員 

正 会 員 特別会員    １会員（内訳：法人１会員） 

           ３７２会員（内訳：個人６６会員／法人３０６会員） 

(3) 準 会 員        該当なし  

          合計３８７会員 

 

 

 

 

 

氏  名 備     考 

1 齊藤  保夫 熊本市会計管理者(※H2６.４.３０就任) 

2 中熊  聡 宇土市会計管理者(※H2６.４.３０就任) 



 

 

８ 職員等に関する事項 

   平成２７年３月３１日現在の職員等の状況は次のとおりである。 

役 職 名 年齢･性別 勤続年数 備     考 

1 事務局長 59 女 3年 熊本市から出向(前職:熊本市水保全課長) 

2 
事務局次長 

兼総務課長 
45 男 2年 

熊本県から出向 

(前職:熊本県農林水産部農林水産政策課主幹) 

3 
事務局次長 

兼事業課長 
55 男 3年 熊本市から出向(前職:熊本市浄化対策課課長補佐) 

4 主事 35 女   4年(※) 総務課（※公益移行前の旧･熊本地下水基金からの通算） 

5 主事 29 女 3年 事業課 

6 嘱託職員 43 女 1年 5ヶ月 事業課 

7 嘱託職員 34 男 1年 事業課 

 

 

９ その他 

   特になし。 

  



 

第２ 事業実施状況 

 

（公 1）地下水環境調査研究事業                               15,010,605 円 

１．地下水環境の現況把握のための調査研究 

１）データベース構築 

・熊本地域の地下水位・水質データ、文献収集・蓄積 

     

２）地下水流動メカニズム解明のための研究 

    ・第 1期 熊本地域水循環モデル活用事業 

      地表の水循環の把握(白川中流域における水田の水利用形態の把握調査) 

    ・学術顧問会議開催（第 1回：11月 13日、第 2回：3月 20日） 

 

３）新規事業に対する基礎調査 

・益城町金山川下流域の冬期試験湛水事業におけるかん養量等調査 

・大津町真木地区の冬期湛水事業における減水深調査 

・地質情報に基づく地下水保全対策地図（合志市）作成 

・育水の森における量水（三角）堰及び水位計の設置 

 

２．地下水管理手法の検討 

   １）熊本地域の地下水管理に係る審議 

     ・シンポジウム開催（8月 6日） 

     ・くまもと地下水会議開催（3月 25日） 

 

   ２）財団の目的設定 

     ・第 1次中長期計画策定 

      

 

（公 2）地下水質保全対策事業                     8,754,459 円 

１．硝酸性窒素等汚染物質に係る削減計画（行動計画）作成支援 

１）硝酸性窒素濃度シミュレーションモデル事業 

・シミュレーションモデル精度向上 

・水道水源の水質調査事業（～平成 29年度） 

・地質情報に基づく地下水保全対策地図(熊本市東部)作成 

 

２）市町村ごとの計画策定及び対策実施への協力 

・熊本地域（合志市）における硝酸性窒素濃度シミュレーション検討業務 

・バイオマス施設視察 

  山鹿市バイオマスセンター、福岡県大木町おおき循環センター視察 

                  （8名参加、9月 26 日、10月 7日） 

  大分県日田市バイオマス資源化センター視察（25名参加、1月 15日） 

                



 

２.硝酸性窒素等汚染物質に係る削減対策の推進 

１）施肥の適正化の推進 

・土壌診断助成 11件（合志市） 

     ・大津町真木地区の冬期湛水における土壌成分等調査  

 

   ２）地下水質保全に寄与する農産物の調査・検討 

・天然地下水を育むマルシェ開催（8月 6日） 

 

   ３）熊本のおいしい地下水の広報と保全のための対策の検討 

 

 

（公 3）地下水涵養推進事業                                    17,092,949円 

   １．農林業と連携した地下水かん養対策事業  

１）かん養域における水田の保全 

・水田オーナー制度事業 

    大津町真木地区において実施（5団体参加） 

・ウォーターオフセット事業 

お米「水の恵み」仲介販売 3,075kg 

    

   ２）かん養域産農産物のブランド化推進 

・ウォーターオフセット事業への賛同企業（㈱山内本店）が、「水の恵み」を使

った味噌、塩麹、赤もろみを製造 

・天然地下水を育むマルシェ開催（8月 6日）（再掲） 

 

３）水源かん養林等の整備･活用 

     ・財団所有水源かん養林の整備  作業道 1,224ｍ整備 

     ・育水の森活用計画策定 

     ・くまもと水源の森づくり事業（単独助成事業）   

事業区域 

（市町村名） 
事業内容 件数 面積（㏊） 事業費（円） 補助額（円） 

益城町 保育 1  2.60  333,000    83,250  

菊池市 保育 9  15.59  1,311,000  327,750  

菊陽町 保育 1  3.49  536,000  134,000  

大津町 保育 7  8.29  901,000  225,250  

合 計 保育 18  29.97  3,081,000  770,250  

   

４）湛水事業の拡大 

  ・益城町金山川下流域において冬期試験湛水事業実施 4.6 ㏊（11～2月） 

・大津町真木地区において冬期試験湛水事業実施 3.0㏊（11～2月） 



 

・事業説明の実施（西原村、甲佐町、御船町、菊池市（泗水町）） 

 

２．地下水保全施設の設置推進による地下水かん養対策事業の推進                          

   １）雨水浸透ますの設置助成と普及推進 

市町村名 
事  業  量 

事 業 費（円） 補 助 額（円） 
件数 基数 

菊池市  8   18  288,000   180,000  

宇土市  3   6  60,000  60,000  

大津町  3   4  40,000  40,000  

菊陽町 13  30  480,000  300,000  

御船町  1   4  37,176  37,000  

益城町  1   2  32,000  20,000  

甲佐町  1   2  20,000  20,000  

合 計 30  66  957,176  657,000  

    

２）雨水貯留タンクの設置助成と普及推進 

市町村名 
設置基数(基) 

事 業 費（円） 補 助 額（円） 
200L超 200L未満 

宇土市  3   －  105,000  105,000  

合志市  8   2  176,000  176,000  

菊陽町  3   1  79,000  79,000  

益城町  －   3  67,000  50,000  

甲佐町  2   －  70,000  70,000  

合 計 16  6  497,000  480,000  

 

 

（公 4）地下水採取･使用適正化推進事業                          12,198,161円 

１．地下水保全活動の推進                             

   １）くまもとの地下水のブランドづくりや財団の認知度向上に向けた広報活動 

     ・熊本日日新聞 エコモーション 

ウォーターオフセット事業開始 9月 24 日朝刊 

ウォーターオフセット事業開始 10月 3 日夕刊 

       地下水を育む「水田オーナー」募集 10月 29日朝刊 

     ・くまもと経済 6月号、10月号、2月号  

     ・会報誌 第 5号、第 6号 



 

     ・地下水を育むバスツアー実施（33名参加、11月 20日） 

     ・テレビ広告（2月） 

     ・地下水財団パンフレット（英語版）の作成 

     ・懸垂幕掲出（4月１日～7月１日、3月 11日～） 

 

   ２）地下水保全意識の向上 

・第１回顕彰制度認定書交付（9企業・団体） 

     （ゴールド 3企業･団体，シルバー 2企業，ブロンズ 4 企業） 

     ・第２回顕彰制度委員会開催（4企業･団体からの申請を審査、１月 19日） 

     ・大分県日田市バイオマス資源化センター視察（再掲） 

・育水会会員向け研修会「水リスク勉強会」開催（35名参加、1月 22日） 

 

 ３）様々な水環境教育、啓発活動の推進 

   ・地下水模型（ジオラマ）作成 

 

２．地下水の適正利用の推進  

   １）節水活動推進 

     ・節水パンフレット作成・配布 

     ・節水ステッカー作成・配布（43社 2,737枚） 

 

２）量水器等設置助成と普及推進  

申
請
件
数 

事業区域 

（市町村名） 
業  種 

設置基数（基） 
補 助 額（円） 

口径(mm) 基数 

１ 合志市 個人   75   1  150,000    

2 熊本市 個人   50   1  125,000  

3 合志市 製造業  125   1  200,000  

4 益城町 医療機関   75   1  150,000  

5 熊本市 個人   50   1  125,000  

6 嘉島町 製造業  125   1  200,000  

7 熊本市 運輸業 
  65   1  150,000  

  50   1  125,000  

8 熊本市 医療機関   65   1  150,000  

合 計  9  1,375,000  

  



 

第３ 会議等の開催状況 

 

（１） 理事会 

開催年月日 審議事項等 結果 

H26.5.21開催 

第 1回 

通常理事会 

 

【議事】 

議案第 1 号: 平成 25年度事業報告及び決算(案)について 

議案第 2 号: 第 1次中長期基本計画（案）について 

議案第 3 号: 平成 26年度定時評議員会の招集(案)について 

議案第 4 号: くまもと地下水会議委員の選任(案)について 

 

【参考：報告･その他】 

報告 1: 定時評議員会への理事選任議案の提出について 

報告 2: 定時評議委員会への理事長及び副理事長並びに常務理事選定 

   議案の提出について 

報告 3: 平成 26 年度事業に係る職務の執行状況(事業報告)について 

報告 4: 地下水保全顕彰委員会での地下水保全企業・団体の認定に係

る審査結果について 

 

原案承認 

 

H27.2.13開催 

第 2回 

通常理事会 

 

【議事】 

議案第 1 号: 平成 26年度予算の補正(案)について 

議案第 2 号: 平成 27年度事業計画（案）について 

議案第 3 号: 平成 27年度予算(案)について 

議案第 4 号: 公益財団法人くまもと地下水財団職員給与規程の一部 

改訂(案)について 

議案第 5 号: くまもと地下水会議委員の選任（案）について 

 

【参考：報告･その他】 

報告 1: 平成 26 年度事業（4 月～1月期）に係る職務の執行状況  

報告 2: キッズ会員・学生会員制度（仮称）の構築について 

報告 3: 地下水保全顕彰委員会での審査結果について 

 

原案承認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２） 評議員会 

会議名 審議事項等 結果 

H26.6.4開催 

定時評議員会 

 

【議事】 

議案第 1 号: 平成 25年度決算(案)について 

議案第 2 号: 理事の選任（案）について 

議案第 3号: 理事長及び副理事長並びに常務理事の選定(案)について 

 

【参考：報告･その他】 

報告 1: 平成 25 年度事業に係る職務の執行状況(事業報告)について 

報告 2: 第 1 次中長期基本計画について 

報告 3: 平成 26 年度事業計画について 

報告 4: 平成 26 年度予算について 

報告 5: 改選された役員について 

報告 6: 地下水保全顕彰委員会での地下水保全企業・団体の認定に係

る審査結果について 

 

原案承認 

 

 

（３） 諮問会議 

H27.3.25開催 

くまもと 

地下水会議 

【議事】 

・「くまもとの地下水を守り抜くための対策～８つの提言～」に基づ

く取組の推進について 

 

取組継続 

 

 

（４） 財団主催事業 

会議名 内容等 

H26.8.6開催 

水の日記念 

シンポジウム 

 

【講演】 

「地下水に関する講話」 熊本県 環境局長 村山 栄一 氏 

 

【地下水保全顕彰制度認定書交付式】 

 

【パネルディスカッション】 

地下水保全顕彰委員長           篠原 亮太 氏  

（公財）肥後の水とみどりの愛護基金   甲斐 隆博 氏 

ソニーセミコンダクタ(株)        林  眞嗣  氏  

サントリー酒類(株)九州熊本工場    山田  健  氏 

 

 

 



 

会議名 審議事項等 

H26.11.13開催 

第 1回 

学術顧問会議 

【議事】 

育水の森の活用計画について 

平成 26年度事業中間報告 

その他 

 

会議名 議事内容等 

H27. 1.19開催 

地下水保全 

顕彰委員会 

【議事】 

地下水保全顕彰制度認定企業･団体選定 

 

 

研修名 講演内容等 

H27. 1.22開催 

水リスク勉強会 

【講演】 

「企業の水リスクとは何か？ その対応方法」 

水ジャーナリスト 橋本 淳司 氏 

 

会議名 審議事項等 

H27.3.20開催 

第 2回 

学術顧問会議 

【議事】 

平成 27年度事業計画について 

平成 26年度くまもと地下水会議について 

「熊本地域水循環モデル活用事業」実施状況について 

 

 

（５）視察その他 

財団の設立経緯・実施事業等について、次のような視察等を受けた。 

 

H26.07.16 

 

H26.11.06 

 

 

H27.01.28 

 

H27. 2.18 

 

H27. 2.21 

 

【視察】 

ＣＳＲ情報局 梅原 尚佳 氏 

 

西濃地区地下水利用対策協議会 

大垣市地下水対策会議 委員他 6名 

 

西条市議会 リベラル西条会派 議員 3名 

 

北九州子どもの村中学校 教職員 2名、生徒 14名 

 

九州高等学校地理教育研究会 教員 9名 

 



 

H27.3. 5 ＪＡあづみ 理事長他 30名 

 

 

H26.05.22 

 

H26.06.08 

 

H26.06.09 

 

H26.08.06 

 

 

H26.10.04 

 

H26.10.15 

 

 

H26.10.29 

 

H26.11.12 

 

H27.01.22 

 

H27. 2.15 

【取材】 

熊本日日新聞 第 1回理事会 

 

テレビ熊本 英太郎のかたらんね「水田オーナー制度～田植え編～」 

 

熊本日日新聞 水田オーナー制度･田植え 

 

熊本日日新聞、テレビ熊本、くまもと経済 

水の日記念シンポジウム、地下水保全顕彰制度認定書交付式 

 

テレビ熊本 英太郎のかたらんね「水田オーナー制度～稲刈り編～」 

 

熊本日日新聞、熊本放送、テレビ熊本 

 ウォーターオフセット事業「水道町マルシェ会場」 

 

熊本日日新聞 水田オーナー制度募集 

 

テレビ熊本 「シリーズ水の国」大津町真木地区冬期湛水 

 

熊本放送 水リスク勉強会 

 

熊本日日新聞 第 2回理事会 

 

 

H26. 5.24 

 

H26. 6.23 

 

H26.08.12 

 

H26. 9. 4 

 

H26. 9. 25 

 

 

H26.10. 3 

 

H26.10.30 

 

【講演・各種会議等】 

熊本地域関係自治体担当課長会議（事務局長、事業課長） 

 

肥後の水とみどりの愛護基金評議員会（評議員：事務局長） 

 

全国環境研協議会九州支部総会 講師派遣(事業課職員) 

 

テレビ熊本水の国ビデオコンテスト審査会（事務局長） 

 

国土交通省 地下水情報図面簿等の作成に関する熊本地区ワーキンググルー

プ第１回会議（委員:事務局長、オブザーバー：事業課長) 

 

肥後の水とみどりの愛護賞審査会（審査員：事務局長） 

 

長崎総合大学ＪＩＣＡ研修会 講師派遣（事業課長） 

 



 

H26.11.12 

 

H27.01.09 

 

 

 

H27. 1.26 

 

 

H27. 3.19 

 

 

H27. 3.24 

地下水と土を育む農業推進県民会議発足式（理事長） 

 

国土交通省 地下水情報図面簿等の作成に関する大野地区ワーキンググルー

プ第 2回会議（事務局長) 

 

 

国土交通省 地下水情報図面簿等の作成に関する熊本地区ワーキンググルー

プ第２回会議（委員:事務局長、事業説明：事業課長) 

 

平成 26 年度熊本地域硝酸性窒素削減対策会議及び硝酸性窒素汚染対策関係

機関担当者会議 

 

肥後の水とみどりの愛護基金評議員会（評議員：事務局長） 

 

 

H26.09.01 

 

H26. 1.10 

 

H26. 8～ 

【執筆依頼等】 

熊本県環境保全協議会会報誌「Blue Clean Green」掲載（H26.9月） 

 

水道サービス公社 水通信あしすと第 13号掲載 

 

大津町 広報おおづ（H26. 8月号、10月～H27. 4月号）掲載 

 

 

H26.04.01 

   －07.01 

 

H26.05.17 

    － 18 

 

H26.06.11 

 

H26.07.27 

 

 

H26.08.03 

     

H26.08.25 

 － 9. 1  

 

H26.10.15 

  

 

【情報発信活動等】 

懸垂幕掲出(銀染コアビル) 

 

 

熊本市主催 わくわく江津湖フェスタ 2014 くまもと環境フェア 2014参加 

 

 

熊本県環境保全協議会主催 設立 20周年記念講演会 パネル出展 

 

テレビ熊本開局 45 周年 水の国くまもとチャリティマッチ（INAC 神戸レオ

ネッサ vs伊賀フットボールクラブくノ一） パネル出展 

 

熊本県主催 平成 26年度「くまもと水の週間記念式典」パネル出展 

 

(公社)日本看護協会「ヘルスプロモーション-学術集会」パネル出展 

 

 

水道町親和会主催 「水曜日は水道町の日」 スペシャル感謝祭 水道町マル

シェにてウォーターオフセット PRブース出展 

 



 

H26.11.06 

     － 7 

 

H26.11.20 

 

H27. 1. 1 

 

H27.01.22 

 

H27. 3.11 

   － 7. 1 

 

H27. 3.29 

 

日本地下水学会 パネル出展 

 

 

地下水を育むバスツアー実施 

 

ニューイヤー駅伝においてＣＭ放映 

 

育水会会員向け研修会「水リスク勉強会」開催 

 

懸垂幕掲出(銀染コアビル) 

 

 

第 7回富士フイルム九州感謝 day!さくら祭り参加 

 

H26.08.20 

     

H26.09.16 

    － 26 

 

【インターンシップ等受入】 

熊本大学 GELKインターンシップ受入 

 

熊本大学インターンシップ受入(工学部 社会環境工学科 3年) 

 

 

 

 


