
〔社団法人・財団法人等：市町村が主に出資している法人〕 （令和４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、令和３年３月３１日現在

法　　人　　名 出資金総額（百万円） 住　　　所

（設立年月日）
〔内当該団体出資
額：割合〕 （電話番号）

（一財）熊本市勤労者福祉センター 32 H24.4.1

（昭和58年 1月 6日） 〔 32 ： 100%〕 移行済

（公財）熊本市上下水道サービス公社 100 H28.4.1

（平成28年 4月 1日） 〔100 ： 100%〕 移行済

（一財）熊本市文化スポーツ財団 92 H26.4.1

（昭和60年12月24日） 〔 70 ：  76%〕 移行済

（公財）くまもと地下水財団 50 H24.4.1

(平成24年 4月 1日） 〔50 ： 100%〕 移行済

（一財）熊本市国際交流振興事業団 200 H24.4.1

（平成 5年 3月 3日） 〔200 ： 100%〕 移行済

（公財）熊本市美術文化振興財団 131 H25.4.1

（平成 6年10月31日） 〔131 ： 100%〕 移行済

（公財）熊本市学校給食会 100 H24.4.1

（平成 8年 4月 2日） 〔100 ： 100%〕 移行済

（一財）熊本国際観光コンベンション協会 1,016 H24.4.1

（平成 3年11月 1日） 〔500 ：  49%〕 移行済

（一財）サンライフ八代 3

（昭和61年10月 1日） 〔  2 ：  67%〕

（公財）八代市学校給食会 5 H25.4.1

（昭和58年 4月 1日） 〔  5 ： 100%〕 移行済

（公財）水俣市振興公社 30

（平成元年 3月 8日） 〔 30 ： 100%〕

（一財）玉名市自治振興公社 30

（昭和62年 3月27日） 〔 30 ： 100%〕

（一財）天草下島北部地域観光振興公社 90 H25.4.1

 (平成 7年 3月13日) 〔 90 ： 100%〕 移行済

（一財）山鹿市地域振興公社 30

（昭和63年 2月 8日） 〔 30 ： 100%〕

（一財） 阿蘇テレワークセンター 30

（平成元年 7月27日） 〔 30 ： 100%〕

（公財）阿蘇グリーンストック 150

（平成 7年 4月　3日） 〔 50 ：  33%〕

（一財）学びやの里 300

（平成 8年 2月29日） 〔300 ： 100%〕

（一財）清和文楽の里協会　 30

（平成 9年 4月 1日） 〔 30 ： 100%〕

（一財）津奈木町地域振興公社 30

（平成 5年 2月 9日） 〔 30 ： 100%〕

（一財）たらぎまちづくり推進機構 3

（令和2年10月） 〔  3 ： 100%〕

（一社）湯前町農業公社 90

（平成23年11月23日） 〔 90 ： 100%〕

（一財）五木村振興公社 90

（平成 4年 4月 1日） 〔 90 ： 100%〕

（一社）水都 22

（平成21年9月） 〔  5 ：  23%〕

860-0845
　熊本市中央区上通町2-3
　（096-278-7500）

860-0004
　熊本市中央区新町2-4-27
　（096-354-6400）

観光客の誘致及び受入、コンベンション
の誘致及び支援

860-0041
　熊本市中央区細工町4丁目30番1号 扇寿ビル5階
　（096-359-1788）

865-0016
　玉名市岩崎152-2
　（0968-73-5107）

867-0005
　水俣市牧ノ内3-1
　（0966-62-3504）

ミネラルウォーターの製造・販売

861-3811
　山都町大平152
　（0967-82-3001）

869-5692
　津奈木町小津奈木2123
　（0966-78-3111）

868-0201
　五木村乙665-35
　（0966-37-2633）

868-0623
　湯前町1706-1
　（0966-43-2525）

868-0091
　山江村大字万江甲405-1
　（06-4792-1122）

八代市

熊本市

八代市

在住外国人等・市民への情報・サービス
提供、国際交流推進事業、会館管理・運
営

861-0501
　山鹿市山鹿1-1
　（0968-43-0111）

天草市
他１団体

860-0806
　熊本市中央区花畑町4-18
　（096-359-2121）

学校給食物資調達、調理、配送

熊本市現代美術館の管理運営、郷土ゆか
りの美術家等に関する調査研究、企画事
業等の実施、刊行物の発行

学校給食物資の共同購入、学校給食の普
及・奨励

中高年齢労働者の職業相談及び雇用促進
並びに心身の健康・体力増進事業等

市民会館、弓道場・勤労者体育センター
の管理運営、文化振興事業等

863-8631
　天草市東浜町8番1号
　（0969-23-1111）

公共のスポーツ施設、八千代座等の管理
及び文化振興事業

天草海洋リゾート構想の推進のための事業
の推進及びそれに付帯する事業

玉名市

860-0862
　熊本市中央区黒髪3-3-12
　（096-345-3511）

862-0950
　熊本市中央区水前寺6-2-45
　（096-288-7462）

給水装置診断業務、上下水道に関する知識の
普及啓発業務、熊本市水の科学館指定管理業
務、下水道技術者の養成等

862-0941
　熊本市中央区出水2-7-1
　（096-385-1042 ）

860-0801
  熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル4階
　（096-227-6678）

社会体育施設及び社会教育施設の管理運
営

地下水環境の調査研究、地下水質保全対
策、地下水涵養推進、地下水採取・使用
適正化推進等

山都町

津奈木町

村道・農道・公園等の維持管理・ごみ収
集

湯前町
農地保全・集積・利活用及び担い手育成
農作業受託

山江村

多良木町
地域産の商品高度化、人材育成

レジャー施設の管理・運営、文楽館・天
文台・物産館の管理・運営

五木村

地　方　公　社　一　覧

市文化会館、武道館、市総合体育館等の
管理、ごみ収集

公益法人等へ
の移行状況

866-0896
　八代市日置町692-1
　（0965-32-7171）

866-0827
　八代市島田町1291-1
　（0965-32-5375）

熊本市

水俣市

熊本市

熊本市

熊本市

熊本市

主要業務

勤労者福祉センターの管理運営、中小企
業勤労者福祉サービスセンターの運営、
高年齢者の職業相談等

出資団体

熊本市

熊本市

山鹿市

つなぎ物産ギャラリー、つなぎ温泉「四
季彩」の管理・運営

868-0501
　球磨郡多良木町多良木730-3
　 (050-1751-7740)

小国町

869-2307
　阿蘇市小里656-1
　（0967-23-6009）

869-2307
　阿蘇市小里656-1
　（0967-32-3500）

阿蘇市

阿蘇市

869-2505
　小国町大字北里371-1
　（0967-46-5560）

グリーンストック運動、農林畜産支援事業、自然
環境・景観保全利活用事業、ふれあい交流体験事
業等

ﾃﾚﾜｰｸｾﾝﾀｰ(ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ業ー務ほか)管理・運
営、公の施設の管理

地域振興事業、物産振興、町営施設の管
理・運営



（令和４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、令和３年３月３１日現在

法　　人　　名 出資金総額（百万円） 住　　　所

（設立年月日） 〔内当該団体出資額：割合〕 （電話番号）

（一財）熊本県建築住宅センタ― 67.1 H25.4.1

（平成 3年12月20日） 〔 25 ： 37% 〕 移行済

（公財）阿蘇地域振興デザインセンター 3,000 H25.4.1

（平成 2年 5月30日） 〔 1,500 ： 50% 〕 移行済

（公社）熊本県畜産協会 389 H24.4.1

（昭和43年 3月21日） 〔 183 ： 47% 〕 移行済

（公社）熊本県林業公社 17 H25.4.1

（昭和36年 1月23日） 〔 13 ： 75% 〕 移行済

（公財）熊本県農業公社 538 H24.4.1

（昭和46年 6月16日） 〔 400 ： 74% 〕 移行済

（公財）熊本県林業従事者育成基金 2,514 H24.4.1

（平成元年11月30日） 〔2,331 ： 93% 〕 移行済

（公財）くまもと里海づくり協会 384 H23.4.1

（昭和59年 7月 1日） 〔 304 ： 79% 〕 移行済

（公財）くまもと産業支援財団 684 H25.4.1

（平成13年 4月 1日） 〔 324 ： 47% 〕 移行済

（一財）荒尾産炭地域振興センター 431 H25.4.1

（平成 6年12月27日） 〔 50 ： 11% 〕 移行済

（一財）熊本さわやか長寿財団 522 H25.4.1

（平成 3年11月 1日） 〔 513 ： 98% 〕 移行済

（公財）熊本県移植医療推進財団 288 H25.4.1

（昭和54年 3月29日） 〔 205 ： 71% 〕 移行済

（公財）熊本県武道振興会 3.5 熊本武道館の管理・運営 H25.4.1

（昭和47年 3月30日） 〔 2 ： 57% 〕 移行済

（公財）熊本県雇用環境整備協会 2,907 H24.4.1

（平成 3年11月20日） 〔 2,350 ： 81% 〕 移行済

（一財）熊本テルサ 100 H26.4.1

（平成 8年 2月 8日） 〔 100 ： 100% 〕 移行済

（一財）白川水源地域対策基金 3 H26.4.1

（平成 5年 3月 8日) 〔 3 ： 100% 〕 移行済

（公財）熊本県暴力追放運動推進センター 563 H23.2.1

（平成 3年 7月25日） 〔 537 ： 95% 〕 移行済

（一社）熊本県い業経営安定基金協会 992 H25.4.1

（昭和58年 1月26日） 〔 199 ： 20% 〕 移行済

（一財）熊本県芸術文化振興会 119 H25.4.1

（昭和48年 4月20日） 〔 26 ： 22% 〕 移行済

（公財）熊本県環境整備事業団 6 H26.4.1

（平成19年12月 7日） 〔 3 ： 50% 〕 移行済

862-0941
　熊本市中央区出水2-5-1
　（096-383-0600）

864-8686
　荒尾市宮内出目390
　（0968-63-1273）

860-0842
　熊本市中央区南千反畑町3-7
　（096-354-3083）

862-8520
　熊本市東区長嶺南2-1-1
　（096-384-2111）

862-0950
　熊本市中央区水前寺5-23-2
　（096-383-4912）

862-0950
　熊本市中央区水前寺1-4-1　2Ｆ
　（096-382-5445）

861-0821
　南関町大字下坂下字棒目木
4771番地3
　（事務局 0968-53-8500）

869-4703
　八代市千丁町新牟田322-2
　（0965-37-8810）

862-0956
　熊本市中央区水前寺公園28-51
　（096-387-7777）

862-8570
　熊本市中央区水前寺6-18-1
　（096-333-2506）

862-0950
　熊本市中央区水前寺6-35-4
　（096-382-0333）

861-2101
　熊本市東区桜木6-3-54
　（096-365-8200）

862-8570
　熊本市中央区水前寺6-18-1
　（096-383-6463）

862-8570
　熊本市中央区水前寺6-18-1
　（096-213-1234)

862-0950
　熊本市中央区水前寺6-5-19
　（096-340-1151）

869-3603
　上天草市大矢野町中2435-2
　（0964-56-4636）

861-2202
　益城町田原2081-10
　（096-286-3311）

・熊本県
・３団体

白川水系におけるダム建設に伴う水
没関係地域の住民の生活再建、地域
振興に必要な措置に対する資金の交
付

・熊本県
・全市町村

暴力団員等による不当な行為の
防止及びこれによる被害の救済

・熊本県
・全市町村

産業廃棄物の処理に関する事業
（産業廃棄物管理型最終処分場
の設置・運営を実施）

・熊本県
・６団体

い草・い製品の価格安定、及び
い製品の需要拡大

・熊本県
・熊本市

・熊本県
・全市町村

高齢者の積極的な社会活動の促
進を図るための生きがいと健康
づくりに関する事業の実施

文化芸術事業の制作、研修等に
対する助成、図書出版

・熊本県
・全市町村

アイバンク事業及び移植医療に
関する普及啓発、提供希望者の
募集・登録等

・熊本県
・熊本市

・熊本県
・全市町村

人材の確保及び育成並びに魅力
ある雇用機会づくりのための各
種事業の実施

・熊本県
・熊本市

勤労者に対する教養、文化、研
修、健康増進等の活動の場の提
供

・熊本県
・１３団体

水産動植物の種苗生産、中間育
成、放流等

・熊本県
・全市町村

中小企業者等の経営相談・指
導、設備機器の貸与、下請取引
の斡旋、情報の収集提供

・熊本県
・荒尾市

旧産炭地域における新産業等創
造事業の実施及び同事業への助
成

・熊本県
・２９団体

土地所有者との分収契約方式に
よる森林育成

・熊本県
・全市町村

農用地貸借等の農地中間管理事
業、畜産基盤の整備、就農相談
活動、就農支援資金貸付

・熊本県
・全市町村

林業事業体への退職金共済及び
社会保険の掛金等に関する助成

地　方　公　社　一　覧

・熊本県
・熊本市

建築物・昇降機等の定期報告、
住宅相談・セミナー等の開催の
業務

出資団体 主要業務

862-0950
　熊本市中央区水前寺6-32-1
　（096-385-0771）

公益（社団・財団）法人
及び一般（社団・財団）
法人への移行状況

〔社団法人・財団法人等：県と市町村が主に出資している法人〕

・熊本県
・８団体

地域振興、観光振興、環境・景観
保全、情報発信を広域で取り組む
ための各種事業

・熊本県
・４３団体

畜産経営の安定的発展と畜産の振興
のために必要な経営指導、経営安定
対策、家畜改良、登録業務等

869-2612
　阿蘇市一の宮町宮地4607-1
　（0967-22-4801）


