
 

第２ 事業実施状況 

 

（公 1）地下水環境調査研究事業        10,523,739円 

１．地下水環境の現況把握のための調査研究 

（１）データベース拡充 

地下水位及び水質データの収集・蓄積 

（２）地下水流動メカニズム解明のための研究 

ア 地下水流動モデルの活用による「見える化」 

熊本地域地下水総合保全管理計画（第 3 期行動計画：平成 31 年度～平成 36 年

度）等のかん養量目標設定のための検討 

イ 継続的な地下水データ収集 

(ｱ) 江津湖湧水量調査及び育水の森かん養基礎調査 

    (ｲ) 防災井戸を利用した水位モニタリング調査 

ウ 学術顧問会議開催（12月 11日） 

（３）新規事業に対する基礎調査 

ア 灌漑期における減水深調査 

西原村小野・滝・葛目地区（8月）、甲佐町目野地区（8月） 

イ 冬期湛水事業における減水深調査 

西原村小野・滝・葛目地区（11月、12月、3月） 

御船町南田代第 4地区（1月、3月）、甲佐町目野地区（3月） 

ウ 育水の森における水源かん養林づくりや、評価方法等について検討 

 

２．地下水管理手法の検討 

熊本地域の地下水管理に係る審議 

 

 

（公 2）地下水質保全対策事業         7,632,682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 

水道水源の水質調査事業 15ヶ所（平成 25年度～） 

（２）市町村ごとの硝酸性窒素削減計画策定及び対策実施への協力 

地質情報に基づく地下水保全対策地図（益城町・西原村）作成 



 

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 

ア 硝酸性窒素濃度の垂直分布把握のためのボーリング調査結果の取りまとめ 

イ 土壌診断助成（合志市）77件 

（２）地下水質保全に寄与する農産物の推進 

  ア 熊本県民テレビが取組む「くまもと農力プロジェクト」とタイアップしたウォー

ターオフセット認知度向上（11月～3月） 

  イ 水道町親和会とコラボしたウォーターオフセットのイベント開催（11月 14日） 

    ウ 水道町親和会とコラボしたウォーターオフセットのメニュー提供(11月 16日から

11月 30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          25,419,074円 

１．農林業等と連携した地下水涵養対策事業の推進  

（１）かん養域における水田の保全 

ア 水田オーナー制度事業 

     大津町真木地区において実施（7企業・団体、4個人） 

イ ウォーターオフセット事業 

(ｱ) お米「地下水を育む米」仲介販売 2,344kg 

(ｲ) 賛同商品「匠の味噌」「えこめ牛」の消費拡大に向けた広報 

（２）かん養域産農産物のブランド化推進 

ア ウォーターオフセット事業 

(ｱ) 賛同企業（㈱山内本店）が、「地下水を育む米」を使った味噌、塩麹、甘酒を製

造・販売 

   (ｲ) 熊本県民テレビが取組む「くまもと農力プロジェクト」とタイアップしたウォ

ーターオフセット事業認知度向上（11月～3月）（再掲） 

   (ｳ)水道町親和会とコラボしたウォーターオフセットのイベント開催（11月 14日)

（再掲） 

   (ｴ)水道町親和会とコラボしたウォーターオフセットのメニュー提供(11月 16日か

ら 11月 30日)（再掲） 

      (ｵ)富士フイルム九州さくらまつりにてＪＡ菊池・㈱山内本店と協働でウォーター

オフセット事業広報と賛同商品の販売(3月 30日) 



 

（３）水源かん養林等の整備･活用 

   育水の森の間伐（3.0ha）、作業道整備（950ｍ） 

（４）湛水事業の拡大 

ア 益城町津森地区において冬期湛水事業実施         4.6 ㏊（11 月～3 月） 

イ 大津町真木地区において冬期湛水事業実施        12.3㏊（11月～3月） 

ウ 甲佐町目野地区において冬期試験湛水事業実施       3.0㏊ （2月～3月） 

エ 西原村小野・滝・葛目地区において冬期試験湛水事業実施  7.1㏊ (11月～3月) 

オ 御船町南田代第 4地区において冬期試験湛水事業実施    2.1㏊ （1月～3月） 

                           計   29.0㏊ 

 

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          （H31.3末現在） 

市町村名 
事  業  量 

事 業 費（円） 補 助 額（円） 
件数 基数 

菊池市  3  11  110,000  110,000 

大津町  1  4  40,000  40,000 

菊陽町  5  12  192,000  120,000 

益城町 3 8 80,000 80,000 

合 計 12 35  422,000  350,000 

    

（２）雨水貯留タンクの設置助成と普及推進         （H31.3末現在） 

市町村名 
設置基数(基) 

事 業 費（円） 補 助 額（円） 
200L以上 200L未満 

宇土市  7 0 224,000 224,000 

合志市  1 1 33,000 33,000 

大津町  8 0 204,000 204,000 

菊陽町  3 3 101,000 101,000 

益城町 8 1 207,000 207,000 

合 計  27  5  769,000  769,000 

 

 



 

（公 4）地下水採取･使用適正化推進事業     12,341,837円 

１．地下水保全活動の推進 

（１）くまもとの地下水ブランドづくりや財団の認知度向上に向けた広報活動 

ア 熊本日日新聞 エコモーション 

(ｱ) ウォーターオフセットプロジェクトの広報（地下水を育む水道町カレーイベン

ト等）10月 31日朝刊 

(ｲ) 量水器及び止水バルブの設置補助 11月 28日朝刊 

(ｳ) 雨水浸透ます・雨水貯留タンクの設置助成 2月 27日夕刊・3月 28日朝刊 

イ 熊日すぱいす 雨水浸透ます・雨水貯留タンクの設置助成と賛助会員募集 

 8月 10日号・8月 31日号 

ウ 西日本新聞 

(ｱ) 「第 60回水道週間」広報 6月 6日朝刊 

 (ｲ) ウォーターオフセットプロジェクトの広報（地下水を育む食材を使用した水道

町イベント等）11月 14日朝刊 

  エ ヤフーディスプレイアドネットワーク(YDN)を活用した広報啓発（6月～7月） 

オ くまもと経済 7月号、10月号、3月号 

カ 会報誌 第 13号（7月）、第 14号（2月） 

  キ 熊本バス ハーフラッピングバス広告運行 4月 1日～6月 10日 

（２）地下水保全意識の向上 

ア 熊本の水について学ぶ「子ども向けバスツアー」実施（親子 14名参加 8月 3日） 

イ 地下水を育むバスツアー実施（30名参加 12月 6日） 

ウ 地下水保全顕彰制度認定書交付(4企業、団体)（7月 31日） 

エ COOL CHOICE CITYくまもと 2018における啓発活動(10月 14日) 

オ キッズ・学生会員会報誌（3月） 

カ 第 6回地下水保全顕彰委員会（1月 24日） 

最優秀グランプリ １企業選定、シルバー ２企業選定、ブロンズ ２企業選定 

（３）様々な水環境教育、啓発活動の推進 

水の国高校生フォーラムの共催（約 330名参加 11月 17日） 

 

２．地下水の適正利用の推進  

（１）節水活動推進 

    熊本市節水市民運動 節水パレード参加（7月 1日） 



 

（２）量水器等設置助成と普及推進                （H31.3末現在） 

申請 

件数 
事業区域 

（市町村名） 
業  種 区 分 

設置基数（基） 補 助 額 

（円） 口径(mm) 基数 

1 合志市 製造業 量水器 125 1 50,000 

2 益城町 個人 止水バルブ 75 1 32,400 

合  計 2 82,400 

 

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 

H30. 5.25開催 

第 1回 

通常理事会 

 

【議 事】 

議案第 1号: 平成 29年度事業報告及び決算(案)について 

議案第 2号: 平成 30年度定時評議員会の招集(案)について 

議案第 3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 30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:定時評議員会への評議員及び役員選任議案の提出について 

報告 3:定時評議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 

原案承認 

H31. 2.15開催 

第 2回 

通常理事会 

 

【議 事】 

議案第 1号: 平成 30年度予算の補正（案）について 

議案第 2号: 平成 31年度事業計画(案)について 

議案第 3号: 平成 31年度予算（案）について 

議案第 4号: 財団規定の一部改正（案）について 

【参考：報告･その他】 

報告 1:平成 30 年度事業（4月～1 月期）に係る職務の執行状況(事業報

告)について 

報告 2: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 

H30. 6.11開催 

定時評議員会 

 

【議 事】 

議案第 1号: 平成 29年度決算(案)について 

議案第 2号: 評議員及び役員の選任(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 29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: 平成 30年度事業計画について 

報告 3: 平成 30年度予算について 

報告 4: 地下水保全顕彰委員会での審査結果について 

原案承認 

 

（３） 財団主催事業 

会議名 講演内容等 

H30. 7.31開催 

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】 

シルバー認定：ハイコムウォーター株式会社 

公益財団法人熊本市上下水道サービス公社 

ブロンズ認定：協電機工株式会社 

農林中央金庫 熊本支店 

 

【リレー講演】 

「水とともに暮らす」 

ＦＭ791パーソナリティ 水野 直樹 氏 

「世界から見た熊本地域の地下水保全の取組み」 

熊本市環境局水保全課長 永田 努 氏 

 

会議名 審議事項等 

H30.12.11開催 

学術顧問会議 

【議 事】 

熊本地域地下水総合保全管理計画に基づく第 3期行動計画の策定状況について 

事業の進捗状況と今後の計画について 

 

 



 

会議名 議事内容等 

H31. 1.24開催 

地下水保全 

顕彰委員会 

【議 事】 

最優秀グランプリ選定 

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 

熊本テクノロジーセンター 

認定企業･団体選定  

シルバー認定：コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 熊本工場 

        内村酸素株式会社 

ブロンズ認定：千代田工業株式会社 

         水道町親和会 

（４）視察受入・報道 

 

H30. 5.15 

 5.18 

6. 7 

【視察受入】 

佐久市役所 環境政策課 課長 大塚 秀徳 氏 他 2名 

「育水の森」九州大学 農学部教授 大槻 恭一 氏 他 1名 

大阪府立大学現代システム科学域 准教授 遠藤 崇浩 氏 他 3名 

 

H30. 6. 9 

6. 9 

6.13 

     7.31 

 

11.14 

 

【報 道】 

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～」 

朝日新聞 「水田オーナー制度～田植え編～」 

熊本日日新聞「地下水保全の取組みについて」 

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」 

熊本日日新聞、熊本県民テレビ、テレビ熊本、熊本朝日放送 

 「水道町親和会「地下水を育むカレー」イベント取材」 

（５）その他 

 

H30. 4.17 

 4.24 

 4.25 

 5.22 

 5.22 

 6.18 

 6.18 

 7. 4  

【講演・各種会議等出席】 

水の国高校生フォーラム実行委員会（事務局長、事業課長） 

地下水質調査報告会（事務局長、財団職員） 

日本地下水学会熊本地震ＷＧ会議（事務局長、財団職員） 

熊本県森林整備事業担当者会議（事業課長） 

日本地球惑星科学連合 2018年大会（財団職員） 

九州ブロック流域水循環計画担当者会議（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） 

熊本地域地下水保全対策担当課長会議（事務局長、事業課長） 



 

 7.10 

 7.29  

 8. 4 

 8.29 

 9. 6 

 9.20 

 9.27 

10.17 

10.17 

10.25－26 

11. 1 

11.17 

11.20－21 

12. 7 

H31. 1.21 

1.25 

世界水フォーラム報告会（事務局長、財団職員） 

熊本県水の週間記念式典（事務局長、総務課長） 

サントリー「冬水田んぼ シンポジウム」（事務局長、財団職員） 

地下水と土を育む農業推進県民会議（事務局長、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） 

サントリー「天然水の森」フォーラム（事務局長、総務課長） 

菊池市地下水対策会議（事務局長） 

熊本地域地下水保全対策担当課長会議（事務局長、事業課長） 

肥後の水とみどりの愛護賞表彰式・シンポジウム（事務局長、財団職員） 

日本地下水学会秋季講演会（総務課長、財団職員） 

水の国高校生フォーラム実行委員会（事務局長、事業課長） 

水の国高校生フォーラム開催（事務局長、財団職員） 

神奈川県秦野市視察（事務局長、財団職員） 

熊本県硝酸性窒素削減対策会議（財団職員） 

熊本地域地下水保全対策担当課長会議（事務局長、総務課長） 

日本地下水学会セミナー（財団職員） 

 

H30. 7.11 

10. 1 

【執筆依頼等】 

株式会社地球システム科学「ＪＩＣＡ(国際協力機構)研修会」資料執筆 

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会誌「Consultant」（H30.10月号）掲載 

 

H30.4.1－6.10 

5.8－8.2 

 

6.9－6.10 

6.29 

7.1 

8.1－ 

 

8.3 

8.10 

8.31 

9.28 

10.14 

10.19 

【情報発信活動等】 

熊本バス ハーフラッピング広告バス運行 

「地下水質調査報告会」 

5/8 菊池市・合志市、5/10益城町・大菊水道企業団、8/2 熊本市上下水道局 

水田オーナー制度田植え後、参加者へ地下水の勉強会 

くまもと経済 7月号に記事掲載 

熊本市節水パレード参加 

合志市、大津町、菊陽町、益城町に雨水貯留タンク、雨水浸透ますのチラシを

全戸配布 

熊本の水について学ぶ「子ども向けバスツアー」実施 

熊日すぱいす 雨水浸透ます・雨水貯留タンクの設置助成と賛助会員募集 

熊日すぱいす 雨水浸透ます・雨水貯留タンクの設置助成 

くまもと経済 10月号に記事掲載 

COOL CHOICE CITYくまもと 2018における啓発活動 

雨水貯留タンク、雨水浸透ますのチラシを工務店に配布 



 

10.31 

11－H31.3 

11.17 

11.23 

11.28 

12. 6 

12.15 

 

熊本日日新聞 ウォーターオフセットプロジェクトの広報 

熊本県民テレビ「くまもと農力プロジェクト」とタイアップした広報 

「水の国高校生フォーラム」においてチラシ配布 

健軍水源地一般開放 ブース出店 

熊本日日新聞 量水器及び止水バルブの設置補助  

地下水を育むバスツアー実施 

熊本県民テレビ「サタデココ」番組内で「ウォーターオフセットの趣旨及び地

下水を育む農畜産物等」について放送 

 

H30.7.11 

7.25 

【講師派遣】 

ＪＩＣＡ(国際協力機構)研修会での講師 

大垣市 西濃地区地下水利用対策協議会通常総会での講師 

 

 

 

 


