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「世界が認めた熊本地域の持続的な地下水保全」

今 坂智憲子
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1. はじめに

阿蘇外輪山のTNiN~から連なる面積約104lkm2の熊本地域の大地には，熊本市

を含む口市町村があり，約100万人の人々が暮らしている。この地域は，特に

天然の地下水に恵まれており，水道水源をほぼ100%地下水で、賜っている，

国でも例のない地域である。

しかし生活水準の向ヒや経済の発展に伴い，地下水かん養量の減少による

地下水位の低下や硝駿性愛素等による水質の悪化が問題となってきた。

そこで＼この清例で豊かな地下水を未来に残すため，住民・事業者・行政等

が一体となり，広域的，持続的に水量と水質を守る取り組みを展開してきた

が，さらに熊本地域全体の地下水保全を担っていく組織として，平成24年4月

に「公益財団法人くまもと地下水財問jが発足した。

また，平成25年3月には，地域で連携し自然のシステムを活用した広域的

な地下水保全の取り組みが，｛憂れた水管理の事例で、あるとして，国連 f生命の

（公益慰問法人くまもと地下水財団事務局長）
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図 1 熊本地域の地下水の流れ

熊本勉域とl<I:・・
熊本市、宇土布、費電池市、

合志市、大津町、軍事織町‘
西原村、御船町、湯島町、

量産減町、甲佐町

から怒る11市町村

令地下水の流れ

水 （Waterfor Life）」最優秀賞を受賞し，世界的に高い評価をいただいた。

※熊本地域とは，熊本市，宇土市，菊池市，合志市，大津町，菊陽町，西

原村，御船町， 嘉島町，益城町，甲佐町からなる 11市町村 （図 1) 

2. 熊本地域の地下水システム

熊本地域の水循環については，研究者や熊本県・熊本市が共同で進めた調査

等により，様々なことが明らかになっている。

例えば，

．熊本地域の地下水は，熊本市を含む11市町村で共有し，阿蘇の噴火でできた

地層が主な帯水層となっていること。

．熊本地域の年間約20億 4千万 m 3の降水のうち，約1/3が大気中に蒸発し，

約1/3が白川，緑川等を経て有明海に注ぎ，残り 1/3の約 6億 4千万 m 3が森

林や草地，水田，畑地等で地下水としてかん養されるが，農地が主な供給源

となっていること。
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．地下水は阿蘇外輪西側の山麓から約20年かけて熊本市内まで到達すること。

このほか，地下水の流れや地下水の収支など，概ね熊本地域の水循環を科学

的に解明するに至っており，更なる研究も各大学や企業によって続けられてい

る。

熊本の地下水システムを語るとき欠かせないのが「阿蘇」と「加藤清正公」

である。約27万年前から約 9万年前にかけて，阿蘇火山が4度の大火砕流噴火

を起こしそれがlOOm以上も厚く降り積も って地下水を育みやすい性質の大

地ができた。さらに約400年前，肥後藩主の加藤清正公が，水が浸透しやすい

性質の土地に多くの水田を開き，そこから大量に水が浸透して，ますます地下

水が豊富になった。熊本の地下水システムは，阿蘇による「自然のシステムj

と，清正公はじめ先人の努力による「人の営みのシステムjが絶妙に組み合わ

さってできているのである。

また，熊本地域の水は，単に量に恵まれているから日本ーであるというわけ

ではなく，量，質の両面から誇れるものである。

熊本の大地に入った水は，カタツム リが歩く速さでゆっくり と地中を流れ，

この過程で不純物が取り除かれる一方，地中のミネラル成分等がほど良く溶け

込み，天然のミネラルウォーターが生み出される。

このようにして，地下水は阿蘇の外輪西側の山麓から約20年かけて熊本市に

図2 熊本地域の地下水システム図
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表 1 おいしい水の要件

水質項目 おいしい水 熊本市の水道水

硬度 10～lOOmg/ Q 80mg/ e 
遊離炭酸 3～30mg/ e 6. 7mg/ e 
過マンガン酸カリウム消費量 3mg/ e以下 0. 2mg/ e未満

臭気強度 3以下 異常なし

残留塩素 0. 4mg/ e以下 0. 2mg/ e 
水温 最品20度以下 最高19.0度

蒸発残留物 30～200mg/ e 180mg/ e 
（健軍水源地平成20年度平均値）

蛇口からミネラ

ルウォーター！

．総本市水道の（直rn
1トン 138円

図3 ミネラル成分バランス

到達し，水道水として供給される。（図2)

熊本市動植物園の近くにある健軍水源地の 5号井は，j奈さは約40mで日量 l

万6千 m 3の良質な水を自噴しており，熊本市の水道配水量の約 4割をこの水

源、地で賄っている。

表 lは健軍水源地の平成20年度の平均の水質で、あるが，おいしい水の要件と

されている水質項目のすべてを満たしている。

図3は，熊本市の水道水と国内産の市販のミネラルウォーター（llO品目）

の平均値を比較した ミネラル成分バランス図である。熊本市の水道水は，ミネ

ラル成分を豊富に含んでおり，市販のミネラルウォーターにヲ｜けをとらないこ

とがわかる。
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価格面から考えても市販のミネラルウォーターが500mQ 120丹に対して水道

水は 1トン138円で，熊本市民は水に関しては，いかに賛沢な暮らしをしてい

るかがわかる。

3. 課題

近年，熊本地域の地下水量は減少傾向にあることが，観測結果で、わかってい

る。

その主な原因はニつあり，一つは都市化の進展により，地簡がアスフアルト

やコンクリートに覆われ，雨水などがしみ込まなくなり地下水ができにくくな

っているという陪題，二つめは米の生産調整，いわゆる減反の問題であるが，

水器として利用される農地が半減していまい，水田が主要な地下水の供給源と

なっている熊本地域では，地下水に大きな影響を与えているという開題であ

か背景には「米を食べる量が少なくなったj日本人の食生活の変化がある。

水嚢については，観測井戸で，諦査，監視を行っており，全体としては，良

好な状況にあるが，近年一部の地域で硝酸性窒素の濃度が上昇傾向にあり，新

たな課題となっている。

4. 財団設立の背景と経緯

前述のような，地下水の量や質に関する課題に対応し，今後も熊本地域の地

下水を，未来の子供達に残していくためには，単独の取り組みも必要ではある

が，地下水盆を共有する各自治体の広域的な連携が不可欠であり，地域全体で

取り組んでいかなければならない。

財屈の設立前にも，熊本地域には広域で地下水保全に取り組む組織が3つあ

り，個々に対策や事業を実施してきた。

．熊本県及び熊本市を含む11市町村で構成される「熊本地域地下水保全対策会

議」

・民間の地下水利用者や農業関係団体などが， となって組織されている

「熊本地域地下水保全活用協議会j

．熊本市の外郭間体である，財団法人 f熊本地下水基金J
の3組織で、ある。

水干IJ科学 No.337 2014 
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図4 3組織の統合

しかし地下水を取り巻く環境は厳しさを増していることから，平成20年

度，「熊本地域地下水保全対策会議」において，「熊本地域地下水総合保全管理

計画」が策定され，この計画に基づく「第一期行動計画」の中に持続的な水循

環を確立するための仕組みづくりの検討が明記された。

平成21年度には，資金確保のための新たな負担方式の検討と前述の 3つの組

織の一元化が提議され，新たな組織を設置することについての合意がなされ

た。その後3年をかけて，熊本地下水基金を母体として統合し，地下水量の減

少や水質の課題に広域的に対応するために，調査研究等の成果を踏まえた効

率－効果的な対策に取り組む組織として，「公益財団法人くまもと地下水財団」

が設立されたのである。（図4)

5. 財団の組織

財団は，法律に基づき，理事会，評議員会，監事で組織されているが，その

他に大きな特徴が二点ある。一点目は，県知事を議長に， 11市町村長，民間事

業者，学識経験者等をメンバーとする「くまもと地下水会議」という独自の諮

水利科学 No.337 2014 
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図5 組織構成

偽9己主主~.~:1'.－~

・行政機関等

・民間事業者

．住民

問機関を設け，広域的な地下水保全の方向性を検討していること，二点目は，

「くまもと育水会」という賛助会組織が活動を支援していることである。

この二つの組織の支援を受けることで，常に財団の事業の活性化が図られて

いる。（図 5)

※くまもと地下水会議メンバー ．熊本県知事，熊本地域11市町村長，大学教

授等学識経験者，取水企業，NPO・住民代表，農業団体等

また，財団の必要性を重視していることから，事務局には熊本県・熊本市か

ら職員が派遣され，熊本地域の11市町村の連携を図るとともに，くまもと地下

水会議幹事会を運営する中で，喫緊の課題に対応している。

6. 財団の役割と取り組み

財団は，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

和を図る目的を果たしていく役割を担っている。

現在，財団では目的に沿って4つの公益事業を行っている。以下に主な事業

概要を示す。

水利科学 No.337 2014 
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I ) 地下水環境調査研究事業

＠地下水環境の現状把握のための調査研究

これまでに，熊本地域の地下水流動等地下水環境の研究が，様々な専門機

関で行われ，地下水保全の施策実施に役立ってきた。財団では，これらの調

査研究成巣や地下水に関するデータ，地質に関するデータ等を収集しデータ

ベースイとを図っている。これらの’清報分析を踏まえて新規事業の基礎誠査や

研究事業の構築を行っていく。

王子成25年境

．新たな水田湛水事業実施に係る基礎調査

．学術顧問会議の関鑑

－大学と連携した熊本地域水循環モデル活用事業等

＠地下水管理手法の検討

調査研究の成果を踏まえ，「くまもと地下水会議jを活用して，今後の熊

本地域の体系的，かつ合理的な地下水保全対策の検討や企画立案を行う。

平成25年度

・くまもと地下水会議の開催

．財毘の中長期計酒策定等

2) 地下水質保全対策事業

地下水費を保全するために，行政では，毎年，観測井戸や一般家庭の井戸等

で、地下水の水質の調査を行っており 調査の結果地下水の汚染が見つかった

場合は，行政や汚染原因者によって地下水を浄化する対策を実施している。地

下水は流れが緩やかであることから，浄化には長い期間を要し，また費用も葉

大となるため，汚染を起こさないことが非常に重要となる。汚染物質を取り扱

う卒業者に対して，地下水汚染を起こさないような指導も行っている。

近年重要な課題となっているのが，硲駿性窒素による地下水汚染である。肥

料や家畜排せっ物の不適切処理が主な原因である地下水の儲酸性窒素濃度は近

年上昇傾向にあり，国の基準である IOmg/Qを超える井戸もある。

水道水源のほほ会てを地下水で賄う熊本地域にとって硝酸性窒素削減対策は

重要であり，現在，農業者，農業関係者，学識者等と協力し対策を進めている

が，地下水の磁駿性議素濃度は依然として上昇傾向にあることから，原国ごと

に更に効果的な対策を実施する必要がある。

水科科学 No.337 2014 
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そこで，平成22年度から 3ヵ年かけてくまもと地下水財団，熊本県及び熊本

市が協働で，硝酸性窒素濃度の将来予測を行うためのシミュレーションモデル

の構築を行った。

このモデルを活用することにより，各種対策と将来の硝酸性窒素濃度の関係

が明確になり，熊本地域の様々な特性に合った，より効果的な対策を実施して

いくことが可能になった。今後は各自治体ごとに対策が必要な地域の実施計画

を立て，具体的な削減対策を実施していくことになる。（図6はモデルを使っ

て試験的に将来予測を行った例である）

財団の事業としては，モデルを活用した各自治体の削減計画策定及び実施の

支援，硝酸性窒素等汚染物質に係る削減対策の推進を行うこととしており，現

在，土壌検査の実施とその後の指導により施肥の削減につなげる事業の準備を

水利科学 No.337 2014 



今液： fI！げよが認めた熊本地域のj李総illな地下水保全j 29 

始めたところである。

3) 地下水かん養推進事業

熊本地域の地下水かん養には農地が大きな投部を来たしており，農林業等と

連携した対策を行うことが重要である。

加藤清正公が開いたといわれる白川中流域の藍史ある水田地帯は，特に熊本

市にとって地下水の重要なかん養源であることが科学的に判明している。この

江戸時代から続く水田からの地下水かん養機能を間援させるため，熊本市は，

平成16年 1月，近隣の町と地下水保全協定を結び，転作した水田で水張りを行

う農家に対して助成金を交付する制度を創設した。現在400戸を超える農家の

協力を得て，年間1,500万 m3を上田る地下水をかん養している。

しかしながら， E標とする年間かん養量を達成するためには，吏なる対策が

必要である。そこで，財団では白Jll中流域以外での湛水事業や循環型農業支援

事業等，農業と連携した卒業を開始した。また，水源かん養機能を高める森づ

くりに対しての支援事業を行う等 かん養量の増加を図っている。

平成25年度

．冬期潜水モデル事業

地下水量を増やすために，冬J拐の水i五に水を張る

．ウォーターオフセット

EIJll 中流域では米 5kgを生産すると， lOOm'iの地下水が育まれることか

ら，消費者がかん養域の農産物を購入し農業を守ることで，地下水のかん

を推進する

．水田オーナー制度モデル事業

熊本地域に住む住民，企業 店休が地下水かん養域の農家の皆さんと交

流しながら，米作りを体験し地下水を育む市iJ夜。

その他，雨水浸透ます等，雨水の地下浸透を促進し地下水量ーの保全に寄与

する設備の設置費助成等の卒業も行っている。

4) 地下水採取・使用適正化推進事業

情報発信や，啓発事業を行うことで＼地下水保全活動の推進を留るとともに

量水器や止水パルブの設置費助成等地下水の適正利用の支援を実施している。

平成25年度

水利科学 ：、Jo.337 2014 
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－広告，会報誌，ホームページ等による情報発信

．地下水保全活動に参画できるメニュー提供

・顕彰制度の構築，選定など

財団の事業についての詳細は 是非ホームページをご覧いただきたい。

HP http:/ I kumamotogwf.or Jp 

7. 今後に向けて

財盟の設立後，熊本地域の地下水保全については，更に一体感が強くなり，

対策も前進している。最後に今後財団が果たしていく投割についてこ点述べて

みたい。

まず一点目は，王子成25年3月にいただいた回連「生命の水（Waterfor 

Life) J最優秀賞の評価をさらに高めていくことである。ポイントは次の 4つ

であった。

①市町村の行政域を超えて，地下水流域を一つの単位として地下水保全対策を

実施していること

②行政だけでなく，住民や企業，農業関係者等多くの人が地下水保全に関わっ

ていること

③それぞれが連動して地下水保全のための資金制度を確立したこと

④t詮界に先んじて地下水保全の仕組みとそれを運営する組織を立ち上げ実践し

ていること（くまもと地下水財団）

県知事を議長とするさ当財団の諮問機関「くまもと地下水会議jでは，評価を

受けたこれまでの取り組みを踏まえて，更に熊本地域の地下水を守り抜くため

の具体的な対策が審議され，王子成26if.3丹22日に議長から理事長へ提言舎の受

i度式が行われた。

提言舎は 4つの柱と 8つの提言で構成され，①地下水量を守り抜く ②地下

水質を守り抜く ③地下水を活かす④地下水を協働で、守る ための具体策が

接り込まれている。その中に地下水保全に向けた総合的な取り組みとして fく

まもと地下水財団を中心とした協働の地下水保全対策の推進jが掲げられた。

今後評価を更に高めていくために 財屈は事業内容を充災させていくととも

に’措報を発信し地下水保全対策の中心的役割を果たしていかなければならな

し、。
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ーい日は，具体的な将来の日襟を定め，実行していくことである。

現在では，高援な技術によって水の浄化も可能になっているが，それには，

莫大なコストやエネルギーがかかる。一方，今ある自然を守り，適正に維持管

理することができれば，将来的に費用をかけずに質の良い地下水を豊富に利用

できる。ただしこれには更なる自然、システムの調査と地域全体の理解が不可

欠であり，それを推進していくためには，行政の施策に沿って，十年後，コ

年後，後世まで地域住民が地下水の思恵、を享受できるような，財毘独自の中長

期計商を策定し兵体的に行動していくことが必要である。

平成25年度は，「熊本地域地下水総合保会管理計画jの第 2期行動計闘を策

定する時期であったため，財田もそれに併せて「第 l次中長期基本計画jを策

定することにした。地下水会議からの 8つの提言を内容に盛り込み，第 2期行

動計画に合わせた目標や長期の日擦を設定している。平成26年5月の理事会で

承認を得たのち，この計画に沿って将来を見据えた事業展開を困っていかなけ

ればならない。

財団が発足して 2年，平成26年3月278には水循環基本法，指水科用促進法

が国会で成立し地下水保全対策の追い風となっている。事業も順調に進み始

めたところであり，今後も皆様にご協力をいただきながら，このすばらしい自

然の財産を未来に残していきたいと思っている。

（原稿受付2013年10月29日）
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。2010熊本県 くまモン水の固くまもと

熊本地域の広域的な地下水保全の取組みは，優れた水

管理の事例として国連の表彰を受けました
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