
NPO法人 熊本まちなみトラスト

氏名 理事会 委任 ◆議決事項（本日の検討事項）
200727 出席 出席
出欠 人数 人数

1 青木勝士 ○
2 麻生田栄壽 ×事務局長
3 伊藤重剛 ○
4 磯田桂史 ○
5 磯田節子
6 岡裕二 ×議長
7 工藤栄一郎
8 幸田亮一 ×事務局長
9 古賀輝 ×議長
10 西郷正浩 ×理事長
11 柴田祐 ×理事長
12 竹田宏司 ○
13 田中尚人
14 鄭　一止（いるじ） ○
15 辻　泰明 ○
16 豊永信博 ○ ◆前回（6/22）例会以降の経過
17 長野聖二
18 西島真理子 ○
19 冨士川一裕 ○ 　KMT事務局会議【冨士川・松波・菊池】
20 松波大仁 ○ 　　6/25,7/1,7/8,7/15,7/22　計5回
21 三國隆昌 ○
22 宮野桂輔 　財政部会【○豊永・伊藤・田中・青木・□松波】
23 矢野和之 ×理事長 ○：部会長／□：事務局
24 山田穰 ○ 　　2/17、3/2、6/1部会の後7/9商工会議所訪問
1 荒木幸介
2 齊藤修 × 　歴まち部会【○伊藤・鄭・竹田宏司・西島眞理子・古賀輝・豊永信博】

会員（コア会員） ○：部会長／□：事務局→？
6 上農淑子 　　1月：歴まち計画パブコメ、4月：条例パブコメ
加瀬島正剛 　　6/8、7/6部会の後、本日理事会
古賀元也
坂口秀ニ 　遺産ネット部会【○磯田節子・宮野・三国・辻・□青木・山田】
熊本商工会議所(坂井） ○：部会長／□：事務局→？
田中達俊 × 　　2019年6～10月＝被連協アンケート調査
早川祐三 　　6/11、7/7部会の後、本日理事会
原野利一
平山武久
平山偵久 ◆事務局からの報告
両角光男
池田由美 　①会費の振込み：39件（7/22現在）
小出史 　　×5,000円＝195,000円　圧倒的に不足 →督促
田上裕 ↓
反後人美 　②お金をまわそう基金、ふるさと振興基金　・・申し込み
松崎範子
西嶋公一 　③WMF最終報告書　作成中
森　純子
吉田松花堂 　 　④WMF、イコモス国内委員会：
古川保 7月熊本豪雨による身指定文化財被害の救済策
清永泰弘
黒瀬商店
後藤環
東久美子
宮本茂史
藤本秀子
中田浩毅
石原靖也
復興project(吉野徹朗)
西島衛治
酒井伸二（熊本市）
村上亜紀（熊本市）
石川琢也（熊本市）
本田貴也（熊本市）
中島淑子（PS）
坂井亮太（カリーノ）
石橋雅子（熊本県）
熊本ビル部
矢島由美子 ×

理事 12 （＋委任状出席＝＞理事総数24×1/2
会員 0

合計出席者 事務局員１名

第43回理事会（200727）出欠表（実績）

KMT活動の現状と課題 ▽本日審議
部会活動 今後の方針

財政部会 部会・理事会で方針決定の後、
7/9商工会議所訪問協力要請

歴まち部会 熊本市へ協働歩調の意思表示
カリーノ魚屋町ビルでの「歴まち
シンポジウム」の開催企画

遺産ネット部会 被連協新組織の構想立案
同組織の名称

タスクフォース人吉 ①磯田理事、伊藤理事長現地入
り　②7/19KMT12人で作業隊編
成し現地入り　③各種報道



部会等集約 

（１）財政部会 

（豊永部会長） 

①7月 9日（木）熊本商工会議所を訪問し協力依頼 

②その後の経緯 

③今後の活動方針（行動計画） 

 

（２）歴まち部会 

（伊藤部会長） 

①7/6部会＠熊本市役所 11Ｆ会議室 

②秋ごろにカリーノビルで歴まちスタートシンポジウム・フォーラムを開催したい旨表明。 

③その後のカリーノの意向等 

④トラストの役割り、業務を受託できるのかとか、はっきりさせて欲しいという市の意見 

少額であれば（指名願い無くとも）随契できるのでは？ 

⑤熊日で歴まち特集・・の話、三國さんは「まちなみトラストが投稿しては」との意見 

積極的にトラストが関わることを宣言する、ということでは意義深い 

⑥今後の活動方針（行動計画） 

 

（３）遺産ネット部会について 

7/7部会＠パレアルーム の意見 

①「協議会」は硬い。ファンクラブのようなノリで所有者もファンもともに参加するような会でありたい。／

「協議会」はお役所っぽい。はずすの賛成。ただ、名は中身を表さないといけない。／京町家研究会

では「倶楽部」という言葉もあるようだ。 

②遺産ネット倶楽部／遺産ネット研究会・・・・ 

③今後の活動方針（行動計画） 

  

（４）タスクフォース人吉の報告と今後の方針 

＝タスクフォース人吉＝ 

2020年 7月 19日（日）早朝～夜 ＠3班編成で嘉島町役場駐車場から発着 

参加者：【○伊藤、長野聖二、辻泰明、（古田）野田孝】【○竹田、三國隆昌、鄭一止、上農淑子】【○磯田

節子・桂史、西嶋眞理子、冨士川一裕】  ○：班長・ドライバー 

ⅰ）堤邸泥かき＆床板はがし作業 

ⅱ）街なか巡回・・・鍛冶屋町／紺屋町／新温泉／青井阿蘇神社近く／人吉温泉 

 

 ①ヘリテージ（建築士会）の動きを知り、ＫＭＴの役割※を見出す 

 ②行政との連携     

 ※遊撃手的な動き（網羅的・悉皆的ではない）／市民（県市民）啓発を行いながら 
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理事会

運営会議

事務局

監事

歴まち

部会

財政
交流
部会

遺産
ネット
部会

月に一度第 4月曜日を例会／理事会の日としています
NPO としての当会のミッションを確認しながら活動や事業、
組織のあり方について議論し決議します

令和 2年総会後の理事会で、 理事全員が下記の
3 部会に入り活動を支えることになりました

会員、 特に法人会員の参加を呼
びかけ、 結果として財政基盤の
確立を目指します
部会長 ：豊永理事
幹事 ：松波理事

令和 2年 6 月に国の認定を受け
た熊本市歴史まちづくり計画に伴
走した活動を展開します
部会長 ：伊藤理事長
幹事 ：竹田 ・鄭両理事

当会が事務局を担ってきた被災
文化遺産所有者等連絡協議会の
発展的改組
部会長 ：磯田節子理事
幹事 ：青木理事

事務局 ：熊本市京町のＮＰＯ事務所に事務局長が常駐
　月 ・水は事務職員が勤務し、 毎週水曜日午前の事務局
　会議には松波広報部長も参加

図．ＮＰＯ法人熊本まちなみトラスト　令和 2（2020）年度 取組み体制

運営会議：正副理事長、各部会長、広報部長、事務局長で
　原則第 3月曜日に開催

広報部



被災文化遺産所有者等連絡協議会の活動経緯

熊本地震★ 4/14・16

協議会（県・市オブザーバー参加）

被連協 10/14○　11/19◎　　　 ◎2/9 　　10/5◎ ◎4/14
（協議会） 　設立準備会 設立総会 アレックス・カー講演会 協議会「モノづくりの作法」シンポジウム

市長面談

県市への相談・要望・陳情 要望準部→ ◇1/16 ◇1/20 ◇2/8 ◇6/5 ●解散に関するアンケート調査●

市議会 市議会議長　副市長 6月 ・・・・・・・ 10月
◇2/20 市議会へ請願

◆10/24
市長への要望書（歴史まちづくり計画の策定等）※

◇6/28
◇1/19

小野副知事相談→知事・議長へ要望書

6/15県議会議長面談 ※歴史まちづくり計画

県市の対応 ◆2/15  ◆4/18幹事会で説明 ・・・・・・・・・・・・・・ 適用本格化 ◆2/6　→ 6/24国の認定

文化財復旧復興基金を活用した補助制度 パブコメ締切 　保存活用条例
創設を公表 パブコメ締切 ◆4/28→ 制定

協議会幹事会

清永部会 11/11第1回

8/23第1回 3/31第121回

関連した動き 　黒瀬商店復旧工事完了●1月 3月●清永本店復旧工事完了

8月●N.H.ピュアリィ復旧工事完了 野田市兵衛復旧工事完了●1月 9月●ＰＳオランジュリ復旧工事完了

2月●塩胡椒復旧工事完了 3月●西村邸復旧工事完了

　　12月●しぼりや復旧工事完了 12月●金岡仏具店復旧工事完了

　　　8月●兵庫屋復旧工事完了 10月●珈琲回廊復旧工事完了

6月■森本表具店解体 11月■後藤商店消失

7月■鈴木邸解体 ■安田ふとん店解体

　　　　6/26○熊本まちなみトラスト現地事務所開設

7/4○グループ補助金城下町立寄り処第１回打合せ

5/12○日本イコモス緊急アピール文 　　　9/24○日本イコモス「歴史を活かしたまちづくり」シンポジウム※

　7/22○建築学会等4団体提言

2020/07/03被連協事務局（NPO法人熊本まちなみトラスト）作成
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