地 方 公 社 一 覧
〔会社法法人：市町村が主に出資している法人〕

（平成２８年３月３１日現在）
※出資団体及び出資金総額〔内当該団体出資額・割合〕については、平成２７年３月３１日現在

法

人

名

（設立年月日）
（株）熊本シティエフエム

熊本市

（平成 8年 2月 1日)
（株）ジェイコム熊本
（昭和62年 7月25日）
（株）熊本流通情報センター

熊本市

八代市

八代市

八代市

八代市

八代市

（平成元年 4月26日）
（株）くま川下り
（昭和37年12月26日）
球磨焼酎リサイクリーン（株）
（平成15年 4月 7日）
（株）荒尾商業開発

八代市

八代市

人吉市
外9団体
人吉市
外1団体
人吉市
外6団体

荒尾市

荒尾市

水俣市

（平成 4年 7月 1日）
（株）うしぶか

水俣市

50

86

479

58

55

136

温泉施設、物産館、天文台を含む自然公園の管理 869‑5221 八代市坂本町川獄1091
運営
（0965‑45‑8814）
コミュニティー施設・イベント広場・駐車場等の設置 869‑4203 八代市鏡町鏡63‑1
（0965‑31‑2111）
農林水産物の生産、加工及び販売

30

レストランの経営、特産物の加工・販売、農林産物 869‑4403 八代市泉町下岳3296ｰ1
加工施設の管理・運営
（0965‑67‑3500）
鉄道旅客運送業

1,350

12

15

玉名市

16
〔10 ： 61%〕

天草市
外1団体

天草市

350
〔3 ： １%〕
70

天草市

〔52 ： 93%〕

（株）プラスファイブ

31

天草市

〔30 ： 97%〕

868‑0033 人吉市下新町333‑1
（0966‑22‑5555）

球磨焼酎粕の肥料化・飼料化へのリサイクル

868‑0051 人吉市麓町5番地1
（0966‑28‑3407）

店舗、事務所等の賃貸借及び管理（地元中小店
舗）

864‑0033 荒尾市緑ヶ丘1‑1‑1
（0968‑66‑4200）

店舗、事務所等の賃貸借及び管理（大型核店舗）

864‑0033 荒尾市緑ヶ丘1‑1‑1
（0968‑66‑4100）

農産物、水産物、地域の特産品の販売

867‑0035 水俣市月浦54‑162
（0966‑62‑2003）

地場産業の育成及び技術向上の支援事業

867‑0068 水俣市浜松町5‑98
(0966‑62‑0639)

横島町特産物の普及宣伝・加工・販売及び特産物 866‑0072 玉名市横島町横島1716
の研究開発
（0968‑84‑3700）
有線テレビジョン放送による有線テレビ放送事業、電
863‑0021 天草市港町9‑1
気通信事業法による電気通信事業（インターネット接
続）
（0969‑22‑1311）

物産館、温泉センター、宿泊施設の管理・運営

〔50 ： 71%〕
56

868‑0008 人吉市中青井町265
（0966‑23‑5011）

河川旅客船事業、国民宿舎の運営

〔15： 51%〕
481

869‑4301 八代市東陽町南1075
（0965‑65‑2165）

〔13 ： 52%〕

（平成 5年 4月 1日）

（平成11年 9月 1日）

（0965‑30‑7171）

〔70 ： 52%〕
24

866‑0883 八代市夕葉町3‑7

野菜直売所、物産館、温泉、レストラン、菓子工房 869‐4301 八代市東陽町南1051‐1
を備えた複合施設運営
（0965‑65‑2112）

〔10 ： 66%〕

（平成 8年 4月 1日)
（株）くらたけ

ケーブルテレビ事業

〔9 ： 75%〕

（平成 5年 3月22日）
（株）天草ケーブルネットワーク

230

866‑0883 八代市松江町355‑5
（0965‑43‑7651）

〔320 ： 24%〕

（平成11年 3月29日）
（有）横島町特産物振興協会

86

861‑0133 熊本市北区植木町滴水441‑7
（096‑272‑0236）

コミュニティ放送局

〔180 ： 37%〕

（平成 7年12月18日)
（株）みなまた環境テクノセンター

〔5 ： 32%〕

〔50 ： 91%〕

（平成 5年12月 3日)
（株）みなまた

中心市街地活性化に資する事業の実施

〔54 ： 93%〕

（平成 5年12月 3日)
（株）荒尾シティプラン

16

〔215 ： 45%〕

（平成10年 4月 1日）
くま川鉄道（株）

（096‑323‑6611）

12

〔60 ： 69%〕

（平成 2年 8月 2日）
（株）いずみ

860‑0804 熊本市中央区辛島町8‑23

98

〔50 ： 100%〕

（平成 5年 2月 3日）
（株）トーヨー

〔18 ： 20%〕

〔2 ： 1%〕

（平成 8年 4月 1日）
（株）かがみ街づくり

放送関連事業

〔8 ： 9%〕

（平成16年11月 1日）
（株）さかもと温泉センター

所

（電話番号）

都市基盤整備事業、都市再開発、観光開発及び 860‑0022 熊本市中央区横紺屋町10番地
産業振興事業に関する各種調査、研究、企画立
(096‑354‑6688)
〔3 ： 21%〕 案等

（平成20年11月28日)
（株）東陽地区ふるさと公社

務

熊本市

（平成 9年 7月23日)
テレビやつしろ（株）

業

流通・行政業務・医療情報に関するシステム運 862‑0967 熊本市南区流通団地1‑24
営、自治体コールセンター等
（096‑377‑2055）
〔28 ： 28%〕

（平成12年10月27日）
（株）エフエムやつしろ

90

要

熊本市

（平成18年12月26日）
（株）植木まちづくり

主

〔内当該団体出資額 ：
割合〕

有線テレビジョン放送による有線テレビ放送事 862‑0976 熊本市中央区九品寺5‑8‑2
2,050
業、電気通信事業法による電気通信事業（イン
熊本市
（096‑362‑3538）
〔10 ：0.5%〕 ターネット接続）

（昭和62年 8月10日）
（株）まちづくり熊本

住

出資金総額〔百万円〕

出資団体

863‑1901 天草市牛深町2286‑116
（0969‑73‑3818）

特産品の生産・加工・販売・宣伝

861‑6402 天草市倉岳町棚底2099
（0969‑64‑3500）

交流施設の管理・運営

863‑2421 天草市五和町二江547
(0969‑26‑4011)

地 方 公 社 一 覧
〔会社法法人：市町村が主に出資している法人〕

（平成２８年３月３１日現在）
※出資団体及び出資金総額〔内当該団体出資額・割合〕については、平成２７年３月３１日現在

法

人

名

（設立年月日）
（有）愛夢里

天草市

（平成11年 2月10日）
（株）小栗郷

〔内当該団体出資額 ：
割合〕

33

主

要

業

務

山鹿市

19

温泉館、宿泊施設、海上コテージの管理・運営

山鹿市

（平成 3年11月 1日）

〔10 ： 60%〕

（株）鹿本町振興公社

75

山鹿市

（平成10年 6月 9日）

〔45 ： 60%〕

山鹿温泉まちづくり（株）

1

863‑1202 天草市河浦町河浦4747‑1
(0969‑76‑1526)

道の駅鹿北施設の管理・運営、木工体験施設管
理・運営、公園管理

〔10 ： 52%〕
17

所

（電話番号）

〔30 ： 92%〕

（平成12年 4月 3日）
（株）菊鹿フラワーバンク

住

出資金総額〔百万円〕

出資団体

861‑0603 山鹿市鹿北町岩野4186‑130
（0968‑32‑4111）

押し花製品・製造・加工販売

861‑0406 山鹿市菊鹿町下内田733
（0968‑48‑3960）

水辺プラザかもとの管理・運営、河川公園の管理・ 861‑0312 山鹿市鹿本町梶屋1257
運営、温泉源の利用・運営
（0968‑46‑1126）
中心市街地の活性化

861‑0592 山鹿市山鹿1613

山鹿市
（平成20年 6月5日）
（有）きくち観光物産館

〔0.03 ： 3%〕
菊池市

（平成 4年 3月31日）
（有）七城町特産品センター

10
〔5 ： 54%〕

菊池市

75

（平成 7年 3月10日）

〔65 ： 87%〕

（有）七城町振興公社

80

菊池市

（平成 8年 4月 9日)
（有）七城町銘柄米センター

〔68 ： 85%〕
菊池市

（平成12年 4月 3日）
（有）旭志村ふれあいセンター

〔80 ： 95%〕
菊池市

（平成 5年12月22日)
（有）有朋の里泗水

24
〔15 ： 63%〕

菊池市

（平成 4年 8月21日）
（有）ファームきくち

84

16
〔8 ： 51%〕

菊池市

51

（平成16年 4月15日）

〔50 ： 98%〕

（株）パライゾ上天草

51

（0968‑43‑4111）
物産館の管理運営、農産物・畜産物及び特産品の 861‑1331 菊池市隈府1273‑1
展示即売
（0968‑25‑5477）
物産館の管理・運営、農林水産品及びその加工
品、民芸品等の販売

861‑1368 菊池市七城町岡田306
（0968‑25‑5757）

温泉浴場施設の経営、スポーツ施設、宿泊施設及 861‑1343 菊池市七城町林原917‑1
び飲食店の経営
（0968‑26‑4800）
米の生産に関する指導、販売及び宣伝・イベントの 861‑1353 菊池市七城町甲佐町24‑1
企画並びに稲作農家への経営指導
(0968‑25‑2148)
物産館の管理運営、農林畜産物及び加工品・特産 869‑1205 菊池市旭志川辺1886
品の販売、レストランの経営
（0968‑37‑3719）
物産館の管理運営、公園施設の管理・運営、観光 861‑1212 菊池市泗水町豊水3393
土産の販売
（0968‑38‑6100）
農産物の生産及び販売、就農支援セミナーの実施 861‑1316 菊池市長田615番地
（0968‑26‑5960）
上天草市物産館の経営

869‑3603 上天草市大矢野町中11582‑24

上天草市

（平成12年 7月13日）

〔36 ： 71%〕

（株）竜ヶ岳観光開発

30

（昭和55年 8月25日）
（株）三角町振興

上天草市
外1団体

宇城市

（平成 2年 4月 2日）
（有）不知火温泉

宇城市

（平成 7年10月 4日）
（有）アグリパーク豊野

宇城市

阿蘇市

（平成13年10月 1日）
（株）ＡＳＯワークネット

阿蘇市

美里町

和水町

（平成15年 4月 1日）

33

14

110

13

10

17

65

大津町

70

農産物・畜産物・その他加工品の受託販売

菊陽町

〔9 ： 90%〕

861‑4305 宇城市豊野町山崎599
（0964‑45‑2339）

仙酔峡ロープウェイの運営

869‑2612 阿蘇市一の宮町宮地6029‑1
（0967‑22‑4187）

中小小売業高度化事業に基づく中心市街地活性
化

869‑2612 阿蘇市一の宮町宮地1934‑1
（0967‑22‑8181）

ソフトウェア開発販売、プロバイダー事業、施設管
理、労働者派遣事業等

869‑2301 阿蘇市内牧267‑7
（0967‑32‑5445）

公衆浴場の経営、旅館、レストラン、喫茶店の経営 861‑4412 美里町佐俣705
（0964‑46‑4111）
農産物生産販売、温泉経営、レストラン経営

865‑0136 和水町江田455
（0968‑86‑3100）

工芸品及び物産品の販売とレストラン経営

〔17 ： 24%〕
10

869‑3471 宇城市不知火町永尾1910‑1
（0964‑42‑3300）

〔50 ： 77%〕

（平成 4年12月24日）
（有）さんふれあ

（0964‑53‑1255）

温泉浴場施設の管理・運営及び物産館

〔15 ： 87%〕

（平成 9年 4月16日）
（株）熊本文化の森

869‑3207 宇城市三角町三角浦1160

観光施設・物産館の管理・運営

〔10 ： 100%〕

（平成10年 6月 1日）
（株）菊水ロマン館

16
〔10 ： 64%〕

〔3 ： 19%〕

（平成19年11月27日）
（有）石段の郷「中央」

（0969‑63‑0177）

〔50 ： 46%〕
阿蘇市

866‑0021 上天草市龍ヶ岳町大道3903‑17

特産品・清涼飲料水等の販売

〔11 ： 80%〕

（昭和61年 8月16日）
（株）まちづくり阿蘇一の宮

〔6 ： 20%〕

〔32 ： 96%〕

（平成 4年 8月 3日）
（株）東阿蘇観光開発

（0964‑58‑5600）
不知火海横断フェリーの運航、フェリーターミナル
ビルの管理・運営、観光資源の開発

869‑1234 大津町引水759
（096‑294‑1600）

地域農産物等の販売、温泉施設の運営、飲食店
運営

869‑1102 菊陽町大字原水5359
（096‑232‑8690）

地 方 公 社 一 覧
〔会社法法人：市町村が主に出資している法人〕

（平成２８年３月３１日現在）
※出資団体及び出資金総額〔内当該団体出資額・割合〕については、平成２７年３月３１日現在

法

人

名

（設立年月日）
（株）きよらカァサ

85

（平成 4年 3月23日）

〔85 ： 99%〕
小国町

（平成 9年10月21日）
（株）ゆうステーションカンパニー
（平成11年 6月22日）
（株）うぶやま

20
〔10 ： 50%〕

小国町

10
〔3 ： 30%〕

産山村

（平成15年 4月 1日）

72
〔69 ： 96%〕

（株）はくすい

主

〔内当該団体出資額 ：
割合〕

南小国町

（株）エフエム小国

住

出資金総額〔百万円〕

出資団体

60

要

業

務

所

（電話番号）
農林産物の精算・加工、食料品・日用雑貨の販売・ 869‑2401 南小国町大字赤馬場1789‑1
観光土産店等経営
（0967‑42‑1213）
放送法による放送事業、番組の制作、広告代理店 869‑2501 小国町大字宮原1567‑1
業務
（0967‑23‑2052）
小国町中心市街地活性化のための企画調整及び 869‑2501 小国町大字宮原1754‑17
事業展開
(0967‑46‑4111)
観光牧場、キャンプ場、レストラン、温泉、水工場の 869‑2703 産山村大字山鹿2100‑3
管理・運営
（0967‑25‑2900）
ホテル旅館の運営

869‑1504 南阿蘇村大字一関1260‑1

南阿蘇村

（平成13年 3月23日）

〔60 ： 100%〕

（有）くぎのむら

30
南阿蘇村

（平成13年 3月28日）

(0967‑62‑9344)
農作業の代行・請負、人材派遣事業、農業情報の提供、
土地・機械等の賃借、村営観光施設の管理運営

〔29 ： 99%〕

（有）ちょうようむら

5

869‑1411 南阿蘇村大字久石2827
（0967‑67‑0879）

温泉施設・運動施設の管理運営

869‑1404 南阿蘇村大字河陽4530

南阿蘇村

（平成15年 3月18日）
南阿蘇鉄道（株）
（昭和60年 4月 1日）
（有）そよ風遊学協会

〔5 ： 100%〕
南阿蘇村
外4団体

山都町

（平成 9年 3月17日）
（有）虹の通潤館

山都町

山都町

山都町

山都町

氷川町

氷川町

3

8

22

10
〔5 ： 50%〕

芦北町

（平成 7年 7月17日）
（有）あしきたマリンサービス

芦北町

10

22

9
あさぎり町

（平成10年 4月 1日）

〔9 ： 100%〕
湯前町

（平成 9年10月16日）

（平成 6年10月14日）
（株）みずかみ

湯前町
外2団体

水上村

（平成 6年12月21日）
（株）子守唄の里五木
（平成15年 5月 1日）

地積調査業務の受託、測量設計・管理業務の受託 861‑3811 山都町大平301‑1
（0967‑73‑8100）
産地直送食料品販売

90

相良村

70

（0965‑53‑5388）

御立岬公園の管理・運営

あさぎり町
外9団体

芦北海浜総合公園の管理・運営

五木村

〔41 ： 83%〕

869‑5454 芦北町鶴木山1400
(0966‑82‑5755)

ふれあい物産館の管理、物産販売、キャンプ場の 868‑0422 あさぎり町上北1972‑1
管理・運営、堆肥の製造、販売
（0966‑47‑0590）
宿泊・温泉・農産物加工体験施設の管理・運営

868‑0623 湯前町1588‑7
（0966‑43‑4126）

木材製品の加工・販売

868‑0614 湯前町5337
（0966‑43‑2331）

キャンプ場・物産館等観光施設の管理運営

868‑0703 水上村大字湯山126‑1
（0966‑49‑6011）

温泉、宿泊施設等の管理・運営

868‑0094 相良村大字深水2136
（0966‑25‑8111）

林業機械のリース

〔 77 ： 78%〕
50

869‑5305 芦北町田浦町145
（0966‑87‑0737）

〔39 ： 55%〕
99

869‑4804 氷川町大野875‑3

まちづくり酒屋の管理、エコショップ事業、喫茶店業 869‑4608 氷川町宮原31‑15
務運営等
(0965‑53‑5550)

〔50 ： 55%〕
79

861‑3811 山都町大平385
（097‑82‑2111）

物産館・道の駅の管理運営、農林水産物加工販
売、民芸品、工芸品等の販売、観光情報提供

〔75 ： 95%〕

（平成 9年 7月23日）
（株）人吉・球磨林業機械センター

100

861‑3513 山都町下市33
（0967‑72‑0186）

〔91 ： 91%〕

（平成15年 6月 1日）
（株）さがら

(0967‑72‑4844)

中心市街地活性化に関わる諸事業

〔20 ： 89%〕

（有）あさぎり町ふるさと振興社

（株）球磨プレカット

861‑3513 山都町下市184‑1

物産館･国民宿舎の管理運営

〔10 ： 100%〕

（平成10年 4月 8日）

ゆのまえ湯楽里（株）

（0967‑83‑0880）

〔15 ： 70%〕

（平成15年 2月17日）
（有）御立岬

20

861‑3913 山都町今297

農産物・農産加工品の販売

〔3 ： 42%〕

（平成14年 2月22日）
（株）宮原まちづくり

4

869‑1602 高森町大字高森1537‑2
（0967‑62‑1219）

そよ風パーク・物産館・服掛松キャンプ場の管理・
運営

〔3 ： 100%〕

（平成16年 4月 5日）
（有）氷川町まちづくり振興会

100

〔10 ： 50%〕

（平成13年 6月27日）
（有）清和高原野菜市場

〔99 ： 99%〕

〔2 ： 57%〕

（平成13年11月27日）
（有）清和資源

(0967‑67‑2777)
旅客運送

〔100 ： 100%〕

（平成 8年 4月 1日）
（株）まちづくりやべ

100

868‑0501 多良木町多良木1050‑6
（0966‑42‑5313）

道の駅施設の管理運営

868‑0201 五木村甲2672‑54
（0966‑37‑2301）

地 方 公 社 一 覧
〔会社法法人：市町村が主に出資している法人〕

（平成２８年３月３１日現在）
※出資団体及び出資金総額〔内当該団体出資額・割合〕については、平成２７年３月３１日現在

法

人

名

（設立年月日）
（株）やまえ

山江村

（平成 4年 4月 1日）
（株）球磨村ふるさと振興公社

球磨村

（昭和28年 7月11日）

13

主

要

業

務

20

球磨村

10

公衆浴場、宿泊施設経営、農産物の販売等

八代市
外9団体

〔12 ： 6% 〕

868‑0091 山江村大字万江甲423
（0966‑22‑7171）

温泉、宿泊、レストラン、物産館の管理及び経営

869‑6403 球磨村大字一勝地乙39‑2
（0966‑32‑0200）

観光鍾乳洞施設の管理及び運営

〔0.5 ： 5%〕
200

所

（電話番号）

〔20 ： 100%〕

（昭和51年 8月13日）
（株）熊本放送

〔内当該団体出資額 ：
割合〕

〔11 ： 83%〕

（平成 8年 1月19日）
（株）球泉洞

住

出資金総額〔百万円〕

出資団体

869‑6205 球磨村大字大瀬1122‑1
（0966‑32‑0080）

ラジオ及びテレビジョンの一般公共放送並びに広
告放送

860‑8611 熊本市中央区山崎町30
（096‑328‑5511）

地

方

公

社

一

覧

〔会社法法人：県と市町村が主に出資している法人〕

（平成２８年３月３１日現在）

※出資団体及び出資額総額〔内当該団体出資額・割合〕については、平成２７年３月３１日現在

法

人

名

出資団体

（設立年月日）

出資金総額〔百万円〕

主

要

業

住

務

〔内当該団体出資額：割合〕

くまもとファズ(株）

熊本港コンテナヤード管理、港湾
荷役等

30
熊本市

（平成 7年 8月14日）

〔2 ： 7%〕

豊肥本線高速鉄道保有(株）

鉄道施設の改良工事及びその施設
の貸付並びに鉄道車両の貸付

2,136
〔374 ： 18%〕

希望の里ホンダ（株）

50

輸送用機械製造

〒869‑0524
宇城市松橋町豊福2832

肉畜のと畜・解体、食肉の製造及
び部分用の加工・販売、保管、副
産物の処理・販売、保管

〒861‑1343
菊池市七城町林原9

阿蘇くまもと空港ターミナルビル
の管理・運営

〒861‑2204
上益城郡益城町
大字小谷1802‑2
（096‑232‑2311）
〒863‑2114
天草市五和町
城河原一丁目2080‑5
（0969‑57‑6000）
〒861‑6102
上天草市松島町合津7500

〔2.5 ： 5%〕

（株）熊本畜産流通センター

1,651
菊池市

（昭和60年10月21日）

〔0.5 ： 0%〕

熊本空港ビルディング（株）

200
5団体

（昭和44年 9月16日）

（0964‑33‑2681）

〔40 ： 20%〕

（株）天草エアライン

定期航空運送事業

499
3団体

（平成10年10月12日）

〔134 ： 27%〕

（株）フィッシャリーナ天草

マリーナ施設の管理・運営

335
上天草市

（平成 5年 1月27日）

〔70 ： 21%〕

肥薩おれんじ鉄道（株）
4団体

（平成14年10月31日）

〔110 ： 7%

（0968‑26‑4121）

（0969‑56‑3043）
八代〜川内間を運行する鉄道事業

1560

〒860‑0047
熊本市西区春日3‑15‑1
（096‑326‑6977）

宇城市

（昭和60年 8月 1日）

（電話番号）
〒861‑5274
熊本市西区新港2丁目2番地
（096‑212‑2577）

3団体

（平成 9年11月21日）

所

〕

〒866‑0831
八代市萩原町1‑1‑1
（0965‑32‑5678）

市 町 村 土 地 開 発 公 社 一 覧
（平成２８年４月１日現在：８公社）

公社名

設立団体名

設立年月日

八代市土地開発公社

八代市

昭和49年3月30日

荒尾市土地開発公社

荒尾市

昭和49年8月29日

水俣市土地開発公社

水俣市

昭和49年4月1日

菊池市土地開発公社

菊池市

昭和49年4月1日

宇土市土地開発公社

宇土市

昭和48年7月31日

宇城市土地開発公社

宇城市

平成9年10月17日

阿蘇市土地開発公社

阿蘇市

昭和48年11月30日

益城町土地開発公社

益城町

昭和48年4月24日

備考

