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I.
財団法人

熊本市国際交流振興事業団の概要
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　近年の急速な技術革新は、交通・通信網の発展をもたらし、高度情報化、国際化が進展するなかで、

経済、文化、教育等のあらゆる分野において世界的規模での相互依存関係が深まってきております。

　とりわけ、資源を海外に依存しながらも、戦後急速な経済発展を遂げ、世界のＧＮＰの１割を占め

るに至ったわが国にとって、世界の平和と安定は必要不可欠であり、国際社会においてわが国が果た

すべき役割と貢献が強く求められています。

　このような国際環境の中にあって、海外からの原料産品が市民生活の隅々まで浸透していることに

表されるように、地域社会も国際社会の枠組みに深く組み込まれてきております。　

　国際交流が国レベルにとどまらず、都市と都市、市民と市民等多様なレベルにおいて展開されてい

る現状を踏まえるとき、市民一人一人が、人と人、心と心の交流を通して世界的視野と国際感覚を身

につけ友好親善を進めるとともに、様々な諸外国の現状を正しく認識することにより相互理解を深め

ることが、ひいては世界の平和につながるものでもあります。

　熊本市は、平成３年に他都市に前例のない歴史的大合併を行い、来るべき 21 世紀において市民が

誇りにできる都市づくりをめざして市政を展開しておりますが、国際化の面でも、中国・桂林市、ア

メリカ・サンアントニオ市、ドイツ ･ ハイデルベルク市との都市間交流を推進するなど国際都市の実

現を目指しております。

　そのような状況の中、本市を訪れる留学生をはじめとする外国人は、増加の一途をたどり、市民の

海外に対する関心とともに国際交流活動への参加意欲は、ますます高まり、市民の国際交流へのニー

ズは複雑多様化してきております。

　このようなことから、本市としても、市民の創意工夫と民間活力を導入し、将来における国際交流

事業を効率的かつ積極的に展開することにより、市民レベルでの相互理解と友好親善を更に促進する

とともに地域の活性化を図るため、財団を設立し、我が国の国際化、ひいては、世界の平和と安定に

貢献しようとするものであります。

平成５年１月 11 日

Ⅰ．財団法人熊本市国際交流振興事業団の概要

　（財）熊本市国際交流振興事業団は、以下の設立趣意のもとに平成５年３月１日熊本県知事の許可

を受け熊本市が設立した公益法人です。

　熊本市は、平成 11 年３月、世界平和と繁栄のため、また、地球規模の課題を解決するためには、

地域における自治体や市民も積極的な国際交流・協力活動に一体となり係わっていくことの必要性に

鑑みて、「熊本国際化指針」を策定しました。本指針に基づき、事業団は、将来の国際社会に対応で

きるまちづくりや人づくりを推進し、国際社会への貢献に取り組んでいます。また平成 21 年４月１

日より、第２期目の熊本市国際交流会館の指定管理者として、住民サービスの向上と経費削減に努め

ています。

１．設立趣意
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事務局所掌事務

（１）理事会及び評議員会に関すること。

（２）寄附行為その他規程の制定改廃に関すること。

（３）情報サービス事業に関すること。

（４）国際交流振興事業に関すること。

（５）国際理解促進事業に関すること。

（６）団体活動振興事業に関すること。

（７）熊本市国際交流会館（以下「会館」という。）の会議室、ホール等の受付及び使用料の収納に関

すること。

（８）会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

（９）その他会館の管理運営に必要な業務に関すること。

（10）予算、決算及び経理に関すること。

（11）職員の人事、給与及び服務に関すること。

（12）資産の管理及び物品に関すること。

（13）文書及び公印に関すること。

（14）事務局の庶務に関すること。

（15）その他事業実施に関すること。

顧　問

監　事 理事会

事 務 局

評議員会

２．組　織  （平成 22 年４月現在）
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財団法人熊本市国際交流振興事業団役員
（平成 22 年６月２日現在）

役　職 氏　　名 備　　　　　考

顧 問 幸山　政史 熊本市長

〃 坂田　誠二 熊本市議会議長

理 事 長 小堀　富夫 （財）熊本国際観光コンベンション協会理事長

副理事長 中尾　保德 熊本商工会議所会頭

理 事 植村　米子 熊本市地域婦人会連絡協議会会長

〃 小川　芳宏 熊本日日新聞社調査役

〃 古賀　実 熊本県立大学長

〃 坂本　正 熊本学園大学長

〃 田尻　靖幹 熊本市老人クラブ連合会会長

〃 谷口　功 熊本大学長

〃 中江　章三 西日本電信電話株式会社熊本支店長

〃 松本　烝治 株式会社県民百貨店代表取締役社長

〃 吉丸　良治 熊本県文化協会副会長

常務理事 松本　富士男 （財）熊本市国際交流振興事業団常務理事

監 事 福田　稠 熊本県医師会会長

〃 秋岡　了誠 熊本市会計管理者

（順不同・理事については 50 音順）
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氏　　名 備　　　　　考

井上　康夫 熊本県観光交流国際課観光審議員

上田　祐規 熊本県私立高等学校協会会長

司馬　公周 熊本学園大学国際交流委員長

田代　クリスティーナ 熊本外国人妻と日本人妻の会代表

成瀬　公博 熊本市顧問弁護士

橋本　雅文 熊本経済同友会幹事

橋本　龍生 熊本青年会議所顧問

古川　憲治 熊本大学副学長（国際化推進センター長）

齊藤　寛 熊本国際観光コンベンション協会専務理事

三原　悟 熊本市教育委員会教育次長

（順不同）

財団法人熊本市国際交流振興事業団評議員
（平成 22 年６月２日現在）
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財団法人設立発起人会開催

〇設立趣意書の決定

〇寄附行為の決定

〇資産の承認

〇事業計画及び収支予算の決定

〇顧問、理事、監事の選任

熊本県からの設立許可

法人登記完了

平成５年度第１回理事会開催

〇平成４年度事業報告及び決算の承認

〇評議員の選任

〇諸規定について決定

平成５年度第１回評議員会開催

平成５年度第２回評議員会開催

平成５年度第２回理事会開催

熊本市国際交流館落成

（熊本市から委託を受け、会館の管理運営業務を始める）

平成６年度第１回評議員会開催（任期満了による役員改選）

平成６年度第１回理事会開催（任期満了による評議員改選）

平成７年度第１回理事会開催

平成７年度第１回評議員会開催

平成７年度第２回評議員会開催

平成７年度第２回理事会開催

平成８年度第１回評議員会開催

平成８年度第１回理事会開催

平成８年度第２回評議員会開催

平成８年度第２回理事会開催

平成９年度第１回評議員会開催

平成９年度第１回理事会開催

平成９年度第２回評議員会開催（任期満了による役員改選）

平成９年度第２回理事会開催（任期満了による評議員改選）

平成 10 年度第１回評議員会開催

平成 10 年度第１回理事会開催

平成 10 年度第２回評議員会開催

平成 10 年度第２回理事会開催

平成 11 年度第１回評議員会開催

平成 11 年度第１回理事会開催

■平成５年１月 11 日

　　　　　３月  １日

　　　　　３月 15 日

　　　　　５月 17 日

　　　　　　　　　　　　

　　　　　７月５日

■平成６年２月 20 日

　　　　　３月 30 日

　　　　　９月  １日

　　　　　　　　　　　　

■平成７年３月 17 日

　　　　　３月 23 日

　　　　　６月 23 日

　　　　　６月 28 日

■平成８年３月 19 日

　　　　　３月 29 日

　　　　　６月 21 日

　　　　　６月 25 日

■平成９年３月 25 日

　　　　　３月 28 日

　　　　　６月 20 日

　　　　　６月 27 日

■平成 10 年３月 13 日

　　　　　３月 26 日

　　　　　６月 16 日

　　　　　６月 24 日

■平成 11 年３月 10 日

　　　　　３月 16 日

　　　　　６月 22 日

　　　　　６月 24 日

３．設立の経緯と歩み
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平成 11 年度第２回評議員会開催

平成 11 年度第２回理事会開催

平成 12 年度第１回評議員会開催

平成 12 年度第１回理事会開催

平成 12 年度第２回評議員会開催（任期満了による役員改選）

平成 12 年度第２回理事会開催（任期満了による評議員改選）

平成 13 年度第１回評議員会開催

平成 13 年度第１回理事会開催

平成 13 年度第２回評議員会開催

平成 13 年度第２回理事会開催

平成 14 年度第１回評議員会開催

平成 14 年度第１回理事会開催

平成 14 年度第２回理事会開催

平成 14 年度第２回評議員会開催

平成 14 年度第３回理事会開催

平成 15 年度第１回評議員会開催

平成 15 年度第１回理事会開催

平成 15 年度第２回評議員会開催（任期満了による役員改選）

平成 15 年度第２回理事会開催（任期満了による評議員改選）

平成 16 年度第１回評議員会開催

平成 16 年度第１回理事会開催

平成 16 年度第２回評議員会開催

平成 16 年度第２回理事会開催

平成 17 年度第１回評議員会開催

平成 17 年度第１回理事会開催

平成 17 年度第２回評議員会開催

平成 17 年度第２回理事会開催

平成 18 年度第１回評議員会開催

平成 18 年度第１回理事会開催

平成 18 年度第２回評議員会開催（任期満了による役員改選）

平成 18 年度第２回理事会開催（任期満了による評議員改選）

平成 19 年度第１回評議員会開催

平成 19 年度第１回理事会開催

平成 19 年度第２回評議員会開催

平成 19 年度第２回理事会開催

平成 20 年度第１回評議員会開催

平成 20 年度第１回理事会開催

■平成 12 年３月 23 日

　　　　　３月 29 日

　　　　　６月  ７日

　　　　　６月 12 日

■平成 13 年３月 23 日

　　　　　３月 28 日

　　　　　６月  ６日

　　　　　６月 21 日

■平成 14 年３月 25 日

　　　　　３月 28 日

　　　　　６月 21 日

　　　　　６月 28 日

　　　　　11 月 12 日

■平成 15 年３月 19 日

　　　　　３月 25 日

　　　　　６月 12 日

　　　　　６月 18 日

■平成 16 年３月 16 日

　　　　　３月 29 日

　　　　　６月 16 日

　　　　　６月 28 日

■平成 17 年３月 18 日

　　　　　３月 30 日

　　　　　６月 21 日

　　　　　６月 28 日

■平成 18 年３月 16 日

　　　　　３月 30 日

6 月 22 日

6 月 29 日

■平成 19 年３月 16 日

３月 27 日

6 月 20 日

6 月 28 日

■平成 20 年３月 19 日

３月 27 日

6 月 20 日

6 月 27 日
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平成 20 年度第２回評議員会開催

平成 20 年度第２回理事会開催

平成 20 年度第３回評議員会開催

平成 20 年度第３回理事会開催

平成 21 年度第１回評議員会開催

平成 21 年度第１回理事会開催

平成 21 年度第 2 回評議員会開催

平成 21 年度第 2 回理事会開催

平成 22 年度第 1 回評議員会開催

平成 22 年度第 1 回理事会開催

■平成 20 年８月 26 日

　　　　　９月  ２日

■平成 21 年３月  ３日

３月  ６日

６月 11 日

６月 16 日

■平成 22 年 2 月 25 日

　　　　　3 月  2 日

　　　　　5 月 28日

　　　　　6 月  2 日


