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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 

   令和２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 

 役 職 名 氏  名 備     考 

1 評議員会会長 内野  明德 熊本大学名誉教授  

2 評議員 多野 春光 熊本市副市長 

3 評議員 田中 義人 熊本県環境生活部長 
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 役 職 名 氏  名 備     考 

4 評議員 西尾 浩明 熊本県環境生活部環境局長（R1.6.7就任） 

5 評議員 森  正美 熊本市環境局環境推進部長（R1.6.7就任） 

6 評議員 永戸 成佳 熊本市上下水道局総務部長 

7 評議員 田村 仁 熊本県商工会議所連合会総務部長兼事務局長 

8 評議員 伊東 宣和 熊本県中小企業団体中央会事務局長 

9 評議員 𠮷田 國靖 熊本県文化協会事務局長 

10 評議員 加島  裕士 熊本県経営者協会専務理事 

11 評議員 佐藤 誠 
㈱ＮＴＴビジネスアソシエ西日本九州支店熊本事

業所 総務担当課長 

12 評議員 市川  勉◆ 
東海大学熊本教養教育センター教授、大学院産業

工学研究科長 

 

（2）理事 

 役 職 名 氏  名 備     考 

1 
代表理事 

（理事長） 
大西 一史 熊本市長  

2 
代表理事 

（副理事長） 
田嶋 徹 熊本県副知事  

3 
代表理事 

(副理事長) 
荒木 憲政 

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  

ｼﾆｱﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（R1.6.7就任） 

4 
代表理事 

（副理事長） 
田中 令児 大津町副町長  

5 常務理事 勝谷 仁雄 熊本市環境局長 

6 理事 芳野 勇一郎 菊池市副市長 

7 理事 谷﨑 淳一 宇土市副市長（R1.6.7就任） 

8 理事 濵田 善也 合志市副市長 

9 理事 吉野 邦宏 菊陽町副町長 

10 理事 目床 順司 西原村副村長（R1.6.7就任） 

11 理事 藤野 浩之 御船町総務課長（R1.6.7就任） 

12 理事 春日 公和 嘉島町都市計画課長 

13 理事 向井 康彦 益城町副町長 

14 理事 師富  省三 甲佐町副町長 

15 理事 白石 三千治 熊本市上下水道事業管理者 

16 理事 荒木 幸一 大津菊陽水道企業団事務局長 

17 理事 原  悟 熊本県商工会連合会専務理事（R1.6.7就任） 
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 役 職 名 氏   名 備       考 

18 理事 田中 明◆ 熊本県生活衛生同業組合連合会専務理事 

19 理事 渡邉 英俊 
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱熊本工場工場

長（R2.1.31就任） 

20 理事 北村 航◆ (有)北村プレス工業所常務取締役 

21 理事 加来 裕 (公社)熊本県医師会理事 

22 理事 坂本 淳一 
三菱電機㈱パワーデバイス製作所熊本事業所施設

管理課専任 

23 理事 嶋田 純◆ 熊本大学名誉教授・大学院先導機構特任教授 

 

（3）監事 

 役 職 名 氏   名 備       考 

１ 監事 松田 公徳 熊本市会計管理者 

２ 監事 宮下 喬 宇土市会計管理者（R1.6.7就任） 

 

（4）役員等の辞任 

役 職 名 氏 名 備     考 

評議員 久保 隆生 前・熊本県環境生活部局長（R1.6.7辞任） 

評議員 富永 健之 前・熊本市環境局環境推進部長（R1.6.7辞任） 

代表理事 

（副理事長） 
佐竹 和也 

前・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 ｼﾆｱﾌﾟ

ﾘﾝｼﾊﾟﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ（R1.6.7辞任） 

理事 内田 安弘 前・西原村副村長（R1.6.7辞任） 

理事 髙宮 貴一 熊本県商工会連合会事務局長（R1.6.7辞任） 

理事 登倉 秀裕 
前・コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ＣＳⅤ推

進部部長（R1.6.7辞任） 

理事 澁谷 伸一 
前・コカ・コーラボトラーズジャパン㈱熊本工場

工場長（R2.1.31辞任） 

監事 舩田 元司 前・宇土市会計管理者（R1.6.7辞任） 
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７ 賛助会への加入状況 

   令和２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）。 

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 

功績会員 該当なし 

行政会員 14 14 14 14 14 14 14 14 

特別正会員 1 1 1 1 1 1 1 1 

正会員 
(上段：個人、下段：法人) 

27 

246 

36 

301 

66 

306 

64 

308 

71 

339 

71 

391 

71 

410 

70 

417 

小計 
（上段：対前年比） 

 

288 

(+64) 

352 

(+35) 

387 

(±0) 

387 

(+38) 

425 

(+52) 

477 

(+19) 

496 

(+6) 

502 

準会員 
(上段：キッズ、下段学生) 

該当なし 
79 

21 

86 

28 

94 

28 

118 

16 

146 

19 

小計 
（上段：対前年比） 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

(+100) 

100 

(+14) 

114 

(+8) 

122 

(+12) 

134 

(+31) 

165 

合計 
（上段：対前年比） 

 

288 

(+64) 

352 

(+35) 

387 

(+100) 

487 

(+52) 

539 

(+60) 

599 

(+31) 

630 

(+37) 

667 

 

８ 職員等に関する事項 

   令和２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 勤続年数 備     考 

1 事務局長 4年 熊本市から派遣（熊本市水保全課） 

2 
事務局次長 

兼総務課長 
1年 熊本県から派遣（熊本県環境立県推進課） 

3 
事務局次長 

兼事業課長 
1年 熊本市から派遣（熊本市水保全課） 

4 主査 8年 総務課 

5 主査 6年 5ヶ月 事業課 

6 主事 8年 事業課 

7 嘱託職員 2年 3ヶ月 事業課 

※熊本県及び熊本市からの派遣職員は、「公益的法人等への熊本県職員等の派遣等

に関する条例」及び「公益法人等への熊本市職員の派遣等に関する条例」に基づく

派遣。 

 

９ その他 

   特になし。 
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第２ 事業実施状況 

 

（公 1）地下水環境調査研究事業        11,031,713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 地下水解析モデルの活用 

  水収支及びかん養量の推計 

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 17日） 

（３）新規事業に対する基礎調査 

ア 湛水事業に係る基礎調査 

（ｱ）灌漑期における減水深調査 

大津町真木地区（7，9月）、御船町南田代第 3地区（9月） 

（ｲ）冬期湛水事業における減水深調査 

大津町真木地区（11月）、御船町南田代第 3地区（12月） 

イ 熊本地域における森林の水源かん養機能に係る基礎調査 

育水の森における水源かん養林づくり及びかん養効果の検討 

 

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 

（２）地下水かん養量・水収支等の推計手法の総括（R元～２年度） 

（３）財団計画の推進 

   第 1次中長期基本計画実施及び達成度の確認 

 

 

（公 2）地下水質保全対策事業          6,796,029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 
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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 

ア 硝酸性窒素削減計画策定対象地域に特化した基礎調査及び対策実施支援 

硝酸性窒素濃度シミュレーション結果や各種情報の提供（菊池市、合志市） 

イ 地質情報に基づく地下水保全対策手法の調査・検討 

地下水保全対策地図等の情報提供（菊池市、合志市） 

 

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 土壌診断助成 111件（合志市） 

イ 熊本市東部堆肥センター視察（9月） 

(２) 地下水保全に寄与する農産物の調査・検討 

(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 

    水質情報提供と保全対策の検討（自治体への情報提供 6月） 

 

３．熊本地域湧水現況調査 

（１）熊本の湧泉研究会が 1984年（S59年）から 1992年（Ｈ4年）に調査していた資料を

もとに約 30年後の湧水の現況調査を開始 

   ア 現況調査（49カ所） 

   イ 水質調査（6カ所） 

 

 

（公 3）地下水涵養推進事業          22,881,112円 

１．農林業等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 

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 2,537kg（38企業・団体を仲介） 

(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 

 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
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造・販売 

   (ｲ) 熊本市中央区水道町ヴィラージュビルのイベントに参加（10月 25日） 

イベント中、ビル内の飲食店４店舗の料理に、えこめ牛など地下水涵養地域

の農産物を使用した。またイベントでは抽選会も行われ、地下水を育む農産

物をその賞品として提供するなどしてウォーターオフセットをＰＲ 

（３）水源かん養林等の整備･活用 

   財団所有の水源かん養林「育水の森」の間伐（3.0ha）、作業道整備（869ｍ） 

（４）湛水事業の拡大 

  冬期湛水事業の拡大 

（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       12.5 ㏊（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㏊（11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 6.4㏊ (11月～3月) 

(ｵ) 御船町南田代第 3，4地区において冬期試験湛水事業実施 2.9㏊ (11月～3月) 

                          合計   29.4㏊ 

 

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 

      雨水浸透ます設置助成事業                   

市町村名 
事  業  量 

事 業 費（円） 補 助 額（円） 
件数 基数 

菊池市  3  12  120,000  120,000 

宇土市 1 1 10,000 10,000 

大津町  1  2  20,000  20,000 

菊陽町  3  4  64,000  40,000 

嘉島町  1  4  40,000  40,000 

益城町 1 1 10,000 10,000 

合 計 10 24 264,000  240,000 
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（２）雨水貯留タンクの設置助成と普及推進 

雨水貯留タンク設置助成事業            

市町村名 
設置基数(基) 

事 業 費（円） 補 助 額（円） 
200L以上 200L未満 

菊池市 1 0 3,000 3,000 

宇土市  7 0 243,000 243,000 

合志市  5 0 134,400 134,400 

大津町  2 1 77,000 77,000 

菊陽町  4 1 131,000 131,000 

御船町 2 0 60,000 60,000 

益城町 5 4 194,000 194,000 

合 計  26  6  842,400  842,400 

 

（公 4）地下水採取･使用適正化推進事業     11,790,157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  

(ｱ) 水の日記念シンポジウムの広報 （7月 17日朝刊） 

(ｲ) 地下水倶楽部（子ども会員組織）会員募集 （8月 27日朝刊） 

(ｳ) 地下水保全顕彰制度認定団体広報 （3月 28日夕刊、29日朝刊） 

(ｴ) 地下水保全啓発  （3月 23日朝刊） 

イ 熊日キャロット、リビング熊本、住スタイルブック 

 地下水倶楽部（子ども会員組織）会員募集 （熊日キャロット 8月） 

水田オーナーの広報（リビング熊本 3月 7日号） 

地下水保全啓発、賛助会会員募集（住スタイルブック 3月 31日発行） 

ウ 朝日新聞 

  水の日記念シンポジウムの広報 （7月 20日朝刊） 

  エ ヤフーディスプレイアドネットワークを活用した広報啓発 （7月 1日～31日） 

オ くまもと経済 （7月号、10月号、1月号） 

カ 育水会会報誌 第 15号（2月） 
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  キ 熊本中央郵便局（熊本市中央区）での動画放映 

窓口モニター画面での啓発動画放映 （12月 1日～3月 31日） 

  ク 銀染コアビル（熊本市中央区）に啓発用懸垂幕掲示（2月 19日～3月 31日） 

（２）地下水保全意識の向上 

ア 地下水保全顕彰制度の実施 

（ｱ）地下水保全顕彰制度顕彰式 (H30年度認定分：5企業・団体 8月 1日） 

（ｲ）第７回地下水保全顕彰委員会 （1月 21日） 

ゴールド 1団体、シルバー 2企業、ブロンズ 5企業の全 8団体・企業を選定 

イ 育水会の充実（キッズ・学生会員制度を含む） 

（ｱ）育水会キッズ・学生会員向け会報誌「地下水倶楽部」 （5月） 

（ｲ）熊本の水について学ぶ「子ども向けバスツアー」（親子 28名参加 9月 21日） 

（ｳ）地下水を育むバスツアー （26名参加 11月 15日） 

ウ シンポジウムの開催 

水の日記念シンポジウム開催 （約 120名参加 8月 1日） 

エ その他 

「生活と環境全国大会」へのブース出展 (10月 29.30日) 

（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 （281名参加 11月 9日） 

 

２．地下水の適正利用の推進  

（１）節水活動推進 

   県・市町村・水関連団体、企業と連携した活動 

    「水道フェスタ 2019くまもと」へのブース出展 （11月 23日） 

（２）量水器等設置助成と普及推進  

量水器・止水バルブ設置助成事業              

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 

西原村 食品製造業 量水器 75 1 150,000 

熊本市 医療機関 量水器 100 1 200,000 

大津町 食品製造業 量水器 50 1 125,000 

合計 3 475,000 
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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 

R元. 5.23開催 

第 1回 

通常理事会 

【議事】 

議案第 1号: 平成 30年度事業報告及び決算(案)について 

議案第 2号: 令和元年度予算の補正(案)について 

議案第 3号: 令和元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 

【報告】 

報告 1:令和元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:第 1次中長期基本計画に係る令和元年度以降の計画について 

原案承認 

R2. 2.6開催 

第 2回 

通常理事会 

【議事】 

議案第 1号：令和元年度予算の補正(案)について 

議案第 2号：令和２年度事業計画(案)について 

議案第 3号：令和２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規程等の一部改正(案)に 

ついて 

議案第 5号：公益財団法人くまもと地下水財団寄付金取扱規程(案)につ 

いて 

【報告】 

報告 1：令和元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：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 

R元. 6.7開催 

定時評議員会 

 

【議事】 

議案第 1号: 平成 30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 

【報告】 

報告 1: 平成 30年度事業報告について 

報告 2: 令和元年度事業計画について 

報告 3: 令和元年度予算について 

報告 4：第 1次中長期基本計画に係る令和元年度以降の計画について 

報告 5: 地下水保全顕彰委員会での審査結果について 

原案承認 
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（３） 財団主催事業 

会議名 講演内容等 

 

R元. 8. 1開催 

水の日記念 

シンポジウム 

【地下水保全顕彰制度顕彰式（Ｈ30年度認定分）】 

第 2回最優秀グランプリ：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 

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 

【リレー講演】 

「SDGｓと私の暮らし～環境と社会と経済のつながり～」 

ジェトロ・アジア経済研究所 上席主任調査研究員 佐藤 寛 氏 

「持続可能な社会づくりに向けた取り組みについて」 

肥後銀行 経営企画部サステナビリティ推進室長    大野  隆 氏  

【パネルディスカッション】 

コーディネーター 

ジェトロ・アジア経済研究所 上席主任調査研究員   佐藤  寛 氏 

パネリスト 

富士フイルム九州株式会社 総務部安全環境統括部長  髙木 秀樹 氏 

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 

ファシリティ部門 ファシリティ技術部 統括部長  小原 啓志 氏 

肥後銀行 経営企画部サステナビリティ推進室長     大野  隆 氏 

 

会議名 審議事項等 

 

R元.12.17開催 

学術顧問会議 

【議 事】 

令和元年度事業実施状況について 

令和２年度事業計画について 

 

会議名 議事内容等 

 

R2. 1.21開催 

地下水保全 

顕彰委員会 

【議 事】 

令和元年度地下水保全顕彰制度認定企業･団体選定  

 ゴールド認定：公益財団法人熊本市上下水道サービス公社 

シルバー認定：株式会社弘乳舎 
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        熊本防錆工業株式会社 

ブロンズ認定：熊本タクシー株式会社 

         熊本菱光コンクリート工業株式会社 

ＫＭバイオロジクス株式会社 

ザ・ニューホテル熊本 

有限会社岩津塗装         

 

（４）視察受入・報道 

 

R元. 8. 7  

11.28 

12.20 

12.26 

R2.  3. 2 

【視察受入】 

タイ王国政府地下水資源局視察団（育水の森の取組み）  

株式会社ＮＴＴドコモ 法人ビジネス本部 倉持 淳 氏 他 1名 

公益財団法人リバーフロント研究所 和田 彰 氏  他 1名 

九州大学 決断科学センター 井手淳一郎 氏 他 2名 

慶応大学  環境情報学部   一ノ瀬友博 氏 他 1名 

 

R元. 6.15 

 8. 1 

 

10.12 

【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～」 

熊本日日新聞、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顕彰式 

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～」 

 

（５）その他 

 

H31. 4.13 

R元. 5.14 

5.21 

 6.13 

 6.18 

 6.20 

 6.21 

 6.26 

 7.19 

 7.28 

 7.30 

【講演・各種会議等出席】 

サントリー地下水みらいプロジェクト公開シンポジウム（事務局長、財団職員） 

水の国高校生フォーラム実行委員会（事務局長） 

肥後の水とみどりの愛護基金「環境講座」（財団職員） 

肥後の水とみどりの愛護基金評議員会（評議員：事務局長） 

地下水質調査報告会 益城町（事業課長、財団職員） 

地下水質調査報告会 熊本市上下水道局（事務局長、事業課長、財団職員） 

地下水質調査報告会 合志市（事業課長、財団職員） 

地下水質調査報告会 菊池市（事業課長、財団職員） 

肥後の水とみどりの愛護基金「環境講座」（財団職員） 

熊本県水の週間記念式典（事務局長、総務・事業課長、財団職員） 

アジア太平洋水サミット作業部会（事業課長、財団職員） 
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 8.14 

8.23 

 8.28 

 9. 2 

 9. 3 

 9.20 

 9.20 

10. 4 

10. 7 

10.11・12 

10.16 

10.19 

10.25 

11. 5 

11. 9 

11.22 

12. 5 

12.12 

12.25 

R2.  1.13 

1.22 

  1.27 

    1.28 

1.29 

3. 9 

3.10 

3.16 

3.30 

3.31 

地下水質調査報告会 大津菊陽水道企業団（財団職員） 

肥後の水とみどりの愛護賞審査会（審査員：事務局長） 

アジア太平洋水サミット第 2回作業部会（事業課長、財団職員） 

サントリー天然水の森フォーラム 2019（総務課長、事業課長） 

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） 

熊本地域地下水保全対策担当者ワーキング会議（財団職員） 

肥後の水とみどりの愛護基金「環境講座」（財団職員） 

菊池市地下水対策協議会（事務局長、財団職員） 

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 2019年秋季講演会（事業課長、財団職員） 

熊本連携中枢都市圏会議（財団職員） 

アジア太平洋水サミット開催記念１年前イベント（事務局長、財団職員） 

地下水と土を育む農業推進県民会議幹事会（事務局長、総務課長） 

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（事務局長、事業課長、財団職員） 

第 1回熊本市硝酸性窒素対策検討委員会（事務局長、財団職員） 

主伐・植生一貫作業システムに関する現地検討会（事業課長、財団職員） 

水循環セミナー2019（財団職員） 

アジア太平洋水サミット 4者シンポジウム担当者会議（事業課長、財団職員） 

地下水と土を育む農畜産物収穫祭（事務局長） 

第 2回熊本市硝酸性窒素対策検討委員会（財団職員） 

保安林整備事業等説明会（事業課長、財団職員） 

地下水と土を育む農業推進県民会議（理事長、事務局長、事業課長） 

アジア太平洋水サミット 4者シンポジウム担当者会議（事業課長、財団職員） 

アジア太平洋水サミット 4者シンポジウム担当者会議（事業課長、財団職員） 

水の国高校生フォーラム実行委員会・監査（事務局長、事業課長） 

SDGｓ研修会（財団全職員） 

アジア太平洋水サミット 4者シンポジウム担当者会議（事業課長） 

地下水解析モデルについて県・熊本市・財団会議（事務局長、財団職員） 

 

R元. 7.26 

11.27 

R2.  2.17 

【執筆依頼等】 

雨水ネットワーク全国大会 2019in福岡に係る資料原稿 

雨水貯留浸透技術協会発行書籍の原稿 

水循環シンポジウムに係る資料原稿 
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H31.  4.13 

R元.  5.22 

 6. 8 

6.17 

6.30 

7.17・20 

7. 1～31 

7.23～ 

 

8. 1 

8. 1 

      8.27 

9.21 

9.30 

   10.18 

     10.22 

10.25 

 

10.29・30 

11. 1 

11. 4 

11. 9 

11.15 

11.23 

12. 1 

12.30 

R2. 2.19 

～3.31 

3.23 

3.28 

3.29 

3.31 

【情報発信活動等】 

サントリー地下水みらいプロジェクト公開シンポジウムでパンフレット配布 

キッズ・学生会員会報誌発行 

水田オーナー制度田植え後、参加者へ地下水レクチャー 

テレビ熊本「英太郎のかたらんね」で、水田オーナー制度 田植えの紹介 

くまもと経済 7月号に記事掲載 

熊本日日新聞・朝日新聞 水の日記念シンポジウムの広報 

ヤフーディスプレイアドネットワークを活用した広報啓発 

雨水貯留タンク、雨水浸透ますのチラシを９自治体（熊本市、御船町以外）全戸

配布 

水の日記念シンポジウム開催 

熊日キャロット 地下水倶楽部（子ども会員組織）会員募集 

熊本日日新聞 地下水倶楽部（子ども会員組織）会員募集 

熊本の水について学ぶ「子ども向けバスツアー」実施 

くまもと経済１０月号に記事掲載 

くまにちすぱいす「お出かけカレンダー」バスツアー参加者募集 

熊日朝刊「学ぶチャレンジ」バスツアー参加者募集 

商業施設のイベントでウォーターオフセット啓発（熊本市中央区ヴィラージュビ

ル） 

「生活と環境全国大会」ブース出展（熊本市中央区熊本城ホール） 

雨水貯留タンク、雨水浸透ますのチラシを御船町全戸配布 

テレビ熊本「英太郎のかたらんね」で水田オーナー制度について紹介 

「水の国高校生フォーラム」においてパンフレット配布 

地下水を育むバスツアー実施 

「水道フェスタ 2019くまもと」へのブース出展（熊本市北区八景水谷公園） 

熊本中央郵便局窓口モニターで啓発動画上映（R2.3.31まで） 

くまもと経済１月号に記事掲載 

地下水保全啓発懸垂幕掲示（熊本市中央区銀染ビル） 

 

熊本日日新聞 地下水保全啓発記事掲載 

熊本日日新聞 地下水保全顕彰制度認定団体広報記事掲載（夕刊） 

熊本日日新聞 地下水保全顕彰制度認定団体広報記事掲載（朝刊） 

住宅情報誌 住スタイルブック 地下水保全啓発、賛助会会員募集記事掲載 
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R元. 8.24 

     11. 9 

R2.   2.17 

【講師派遣】 

雨水ネットワーク全国大会 2019in福岡（福岡市）（事務局長） 

ＳＤＧｓシンポジウム in熊本（熊本市)（財団職員） 

水循環シンポジウム 2020（東京都中央区）（事務局長）  

 


