
水の日記念シンポジウム Event News

平成26年8月6日、熊本ホテルキャッスルにて「水の日記念シンポジウム」を開催しました。

　「水の日記念シンポジウム」は水循環基本法により8月1日が
「水の日」に制定されたことを記念し開催しました。
　シンポジウムに先立ち、イオン九州株式会社様より「社会貢
献の一環として、特に熊本地域の人々の暮らしをはじめ、農業
や工業など産業活動の礎となっている地下水を守るために役
立ててほしい」とご寄付いただいたことに対し、石櫃常務理事
より感謝状を贈呈いたしました。
　シンポジウムでは、熊本県環境生活部環境局長の村山栄一
氏に水循環基本法や熊本県地下水保全条例、地下水採取企業
の地下水保全などについてお話しいただき、その後、地下水保
全顕彰制度認定書交付式を行いました。
　認定書交付式終了後、地下水保全顕彰委員の篠原亮太委員
長をコーディネーターとして、ゴールド企業・団体の代表者様に

　育水の森の植生の現況と、これからの
植生遷移を把握するための調査を実施し
ています。作業路の整備や間伐などによっ
て育水の森がどのように変化しているか、
地下水（水源）涵養の観点も踏まえ、理想
とする植生状況のあり方を検討します。

　植生や地形を考慮した田邊式作業道の
作設を実施しました。これによって林内の
移動や、間伐材の搬出・運搬が可能となり
ましたので、この作業路を活用し、平成
２７年度から本格的な間伐を実施する予定
です。

　地下水（水源）涵養林づくりを目標とし
て、中長期的な視野のもと、育水の森の整
備や利活用方法の方針を計画として策定
中です。自然条件や育水の森への社会的
ニーズをもとに、効果的な森林管理と運営
を目指していきます。

よるパネルディスカッションを行いました。
　３企業・団体共にゴールド認定企業・団体として積極的に地
下水保全に取り組まれているということが伝わる内容でした。
　篠原委員長は、「取水企業はもちろんだが、取水していない
企業も一生懸命に地下水保全に取り組んでいることは、熊本の
特徴である。企業がなぜ地下水保全に取り組むのかを訴えて
いくことで、市民の理解も深まり、熊本の地下水を守る活動の
大きな力になる」と話されていました。
　シンポジウム終了後に地下水保全交流会を開催し、多くの方
にご参加いただきました。交流会では地下水を育む食材を使っ
た料理を堪能しながら、地下水を育む農畜産物の紹介等を行
い、地下水保全に関する情報共有・交換を行いました。

顕彰制度認定書交付式

森林インストラクターによる植生調査 自然環境に配慮した田邊式作業路 専門家による育水の森のゾーニング
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新規会員のご紹介

平成26年7月1日から12月30日までにご加入
いただきました会員の皆様をご紹介します。

新たに就任しました。

地下水循環モデル（模型）を製作しました。

研修・啓発活動報告

平成26年度 第1回学術顧問会議を開催しました。

学術顧問会議報告
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平成25年度　地下水保全顕彰制度認定企業・団体

新理事長就任 Introduction
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http://kumamotogwf.or.jp/
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当財団が所有する水源かん養林「育水の森」（西原村）。
今年度も様々な事業を実施しました。

1.育水の森植生調査 2.田邊式作業路の作設 3.育水の森計画（仮称）の策定中

平成２６年度 地下水保全顕彰制度の募集を実施しました。顕彰委員会での審査後、認定企業が決定しましたら、財団ホームページ等でお知らせします。

　平成26年12月12日に幸
山政史前理事長が退任し、
大西一史新理事長が就任
いたしました。
　今後とも、熊本地域の地
下水保全活動にご支援・ご
協力をお願いいたします。

　平成25年度に熊本県
遊技業協同組合様から
いただいたご寄付により、
地下水循環モデル（模型）
を製作しました。
　研修活動や啓発活動に
活用していきます。

詳しくは「くまもと地下水財団」で検索
〒860-0801熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル4F

TEL.096-227-6678 FAX.096-247-6661

[ 個人 ]
梅原　 尚佳
坂井　さゆり
西村　 哲治
寺田　 勝博
田畑　 公人
田川　 浩
髙橋　 秀則

米村　 和哉
宮本　 圭吾
上野　 令策
坂本 三智雄
松倉　 裕二
近藤　 修二
上村　 博之

岩本　英紀
坂田　憲盟
梅田　実
星子　哲弥
中島　博文
曲梶　信之
成松　浩介

中島　 毅典
齊田　 誠治
中村　 英文
中村　 愛
吉田　 大祐
豊世　 晃
（敬称略）

有限会社マル進おしぼりリース
株式会社セイブクリーン
西部管工土木株式会社
株式会社熊本放送

[ 企業 ]

熊本朝日放送株式会社
イケダ食品株式会社
双日新都市開発株式会社

大西 一史 新理事長

「育水の森」近 況 報 告

　会議では当財団の育水の
森の整備状況を説明し、今後
の活用計画に対してご意見を
いただきました。また、今年度
の事業実施状況を説明し、来
年度以降の事業計画につい
ての意見交換を行いました。

第１回学術顧問会議
平成２６年１１月１３日開催
第１回学術顧問会議
平成２６年１１月１３日開催

・ルネサスセミコンダクタ
マニュファクチュアリング㈱
川尻工場

・三菱電機㈱熊本事業所

◆シルバー企業

・熊本乳業㈱

・熊本パールライス㈱

・西日本高速道路㈱九州支社
熊本高速道路事務所

・㈱テレビ熊本

◆ブロンズ企業

・公益財団法人
肥後の水とみどりの愛護基金

・ソニーセミコンダクタ㈱
熊本テクノロジーセンター

・サントリー酒類㈱
九州熊本工場

◆ゴールド企業・団体



　今年は天候不順で稲の生育が心配されましたが、平成26年10月4日、11日に無事に稲刈りを行うことができました。
　たくさんの子ども達の参加があり、1時間ほどで終了。手刈りせず残しておいたところをコンバインで刈り、大人も子どもも
楽しそうに体験していました。
　また、手刈りで刈った稲の脱穀作業も実施。これが思った以上に大変でしたが、無事に作業を終えることができました。

　お米を作ることは、地下水を育むことにつながり
ます。水田のオーナーになって、地下水を守りませ
んか？企業の参加はもちろん、個人・ご家族などで
参加できるメニューとなっております。ご興味があ
る方は、財団事務局までお問合せください。

冬期湛水開始

　稲刈後の冬期の水田に湛水（水張り）を
行うことにより、環境保全型農業の促進と
地下水かん養を図る冬期湛水事業が今年
もスタートしました。大津町真木地区では
昨年度の倍以上の面積で実施しています。

※10月12日に予定していた水の科学館、熊本鉄工団地協同組合の皆様の稲刈りは、台風のために中止。

稲刈りを行いました！

ウォーターオフセット事業へのご参加、ありがとうございました。

「地下水を育むお米を食べて、地下水を育みましょう！」
みなさまのご参加をお待ちしております。

平成26年度も
エーコープyou+you様のご協力により
サテライト販売を行っております。

募 集 中

※写真（左）／大津町真木地区、
　写真（右）／益城町金山川下流域
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　平成26年度ウォーターオフセット事業にご参加いただいた皆さまをご紹介いたします。
　今年度のウォーターオフセット事業には59の団体・企業の皆さまにご賛同いただき、「水の恵み」米
3,075kgのご注文をいただきました。これは熊本地域の地下水を61,500㎥かん養したことに相当し
ます。購入いただいた企業・団体様には、当財団より「かん養量証明書」を発行いたしました。
　また、ウォーターオフセット事業では水の恵みを継続的に販売することを企画しております。社内
売店などで、販売にご協力いただける場合は当財団までご連絡ください。
　なお、来年度以降もウォーターオフセット事業を行っていく予定です。

　平成26年1１月20日、地下水保全に積極的に取り組まれてい
る企業と、水源かん養林を視察する「地下水を育むバスツアー」
を開催しました。昨年度に引き続き、賛助会員をはじめとして、多
くの方にご参加いただきました。
　訪問先であるサントリービール株式会社九州熊本工場では、
古川工場長による地下水かん養の取組みや、排水処理の仕組み
などの説明を行っていただきました。
　昼食後は、熊本市が整備している南阿蘇村の水源かん養林に
移動し、森林の整備状況の視察を行いました。移動途中には、当
財団が益城町金山川下流域で実施している冬期湛水の様子を
車中から見ていただいたり、俵山バイパスから熊本市内を眺め
て、地下水の流れをイメージしていただきました。
　企業の取組みを知ることができ、また森の視察では普段はな
かなか知ることのなかった経験ができたと、ご参加いただいた皆
様にも大変好評でした。

水田オーナー制度

[ サテライト販売所 ]（年中販売）

熊水乃蔵（　　　）エーコープ熊本
you+you店内

熊本市北区高平2-25-57

ご不明な点がございましたら、
財団事務局までご連絡ください。
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オーナー
水　田
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水　田
オーナー

西川設備工業(株)　様
(株)八丁設備　様
(有)村岡商会　様
熊本乳業 (株)　様
三菱電機(株)熊本事業所　様
(有)北村プレス工業所　様
リハビリテーションセンター熊本回生会病院　様
(株)上田商会　様
TRATTORIA　ROSSO　様
(有)青空産業　様
富士フイルム九州(株)　様
千代田工業(株)　様
(有)インターフェイス　様
熊本総合鉄工団地 青年部会　様

熊本市管工事協同組合　様
(株)九州開発エンジニヤリング　様
九州電力(株)　熊本支社　様
九州電力(株) 苓北発電所　様
(株)弘乳舎　様
(株)興徳企業　様
ルネサスセミコンダクタ マニュファクチュアリング(株)川尻工場　様
(株)ミロク情報サービス　熊本支社　様
(有)いまい設備工業　様
(株)山内本店　様
(株)熊本日日新聞社　様
(株)セイブクリーン　様
(株)千興ファーム　様
(株)熊本環境エンジニアリング　様

西部管工土木(株)　様
(株)テレビ熊本　様
ワタキューセイモア（株）熊本営業所　様
熊本県農業協同組合中央会　様
水前寺共済会館　様
（公財）肥後の水とみどりの愛護基金　様
熊本市役所　様
熊本市上下水道局　様
熊本県庁　様
菊池地域振興局農業普及振興課　様
尚絅大学　様
尚絅大学短期大学部　様

ウォーターオフセット事業報告 Report

地下水を育むバスツアー

大津町真木地区の水田
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たん すい

今年は晴れますように！！


