
熊本県内の国の行政機関一覧 

（平成 24 年７月１日現在） 

府省等名 機関等名 所在地 電話番号 

内閣府 

（警察庁） 

九州管区警察局 

熊本県情報通信部 

〒862-8610 

熊本市中央区水前寺６-18-１ 

096-381-0110 

総務省 熊本行政評価事務所 〒860-0008 

熊本市中央区二の丸１-２ 

熊本合同庁舎１号館 

096-324-1662 

 九州総合通信局 〒860-8795 

熊本市西区春日２-10-１ 

熊本地方合同庁舎 

096-326-7806 

法務省 熊本地方法務局 〒862-0971 

熊本市中央区大江３-１-53 

熊本第二合同庁舎 

096-364-2145 

 熊本地方法務局 

阿蘇大津支局 

〒869-1234 

菊池郡大津町引水 710-５ 

096-293-2272 

 熊本地方法務局 

宇土支局 

〒869-0451 

宇土市北段原町 15 

0964-22-0320 

 熊本地方法務局 

玉名支局 

〒865-0016 

玉名市岩崎 273 

0968-72-2347 

 熊本地方法務局 

山鹿支局 

〒861-0501 

山鹿市山鹿 970 

0968-44-2411 

 熊本地方法務局 

八代支局 

〒866-0863 

八代市西松江城町 11-11 

0965-32-2654 

 熊本地方法務局 

人吉支局 

〒868-0057 

人吉市土手町 36-１ 

0966-22-3393 

 熊本地方法務局 

天草支局 

〒863-0037 

天草市諏訪町 14-35 

0969-22-2467 

 熊本保護観察所 〒862-0971 

熊本市中央区大江３-１-53 

熊本第二合同庁舎 

096-366-8080 

 熊本保護観察所 

八代駐在官事務所 

〒866-0863 

八代市西松江城町 11-11 

八代法務合同庁舎 

0965-32-0387 

 福岡入国管理局 

熊本出張所 

〒862-0971 

熊本市中央区大江３-１-53 

熊本第二合同庁舎 

096-362-1721 

http://www.cao.go.jp/
http://www.npa.go.jp/
http://www.kyushu.npa.go.jp/
http://www.soumu.go.jp/
http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kumamoto.html
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/
http://www.moj.go.jp/
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/frame.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/oodu.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/utosikyoku.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/tamana.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/yamaga.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/yatusiro.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/hitoyosi.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/table/shikyokutou/all/amakusa.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kumamoto_kumamoto.html
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_k_kumamoto_kumamoto.html#02
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html


 熊本刑務所 〒862-0970 

熊本市中央区渡鹿７-12-１ 

096-364-3165 

 熊本刑務所 

京町拘置支所 

〒860-0078 

熊本市中央区京町１-13-２ 

096-352-9135 

 熊本刑務所 

八代拘置支所 

〒866-0863 

八代市西松江城町 11-５ 

0965-32-2545 

 熊本刑務所 

天草拘置支所 

〒863-0037 

天草市諏訪町 16-33 

0969-22-2082 

 人吉農芸学院 〒868-0301 

球磨郡錦町木上北 223-１ 

0966-38-3102 

 熊本少年鑑別所 〒860-0082 

熊本市西区池田１-９-27 

096-325-4131 

（検察庁） 熊本地方検察庁 〒860-0078 

熊本市中央区京町 1-12-11 

096-323-9030 

 熊本地方検察庁 

玉名支部 

〒865-0051 

玉名市繁根木 45-２ 

0968-72-2373 

 熊本地方検察庁 

山鹿支部 

〒861-0501 

山鹿市山鹿 242 

0968-44-2392 

 熊本地方検察庁 

阿蘇支部 

〒869-2612 

阿蘇市一の宮町宮地 2471 

0967-22-0136 

 熊本地方検察庁 

八代支部 

〒866-0863 

八代市西松江城町 11-11 

0965-32-2710 

 熊本地方検察庁 

人吉支部 

〒868-0056 

人吉市寺町２-２ 

0966-22-2054 

 熊本地方検察庁 

天草支部 

〒863-0037 

天草市諏訪町 16-20 

0969-22-2096 

（公安調査庁） 熊本公安調査事務所 〒862-0971 

熊本市中央区大江３-１-53 

熊本第二合同庁舎 

096-363-1100 

財務省 九州財務局 〒860-8585 

熊本市西区春日２-10-１ 

熊本地方合同庁舎 

096-353-6351 

 長崎税関 

八代税関支署 

〒866-0033 

八代市港町 139 

八代港湾合同庁舎 

0965-37-1603 

 長崎税関 

八代税関支署 

熊本出張所 

〒862-0971 

熊本市中央区大江３-１-53 

熊本第二合同庁舎 

096-362-0822 

http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-03.html
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-04.html
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse16-05.html
http://www.kensatsu.go.jp/
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kumamoto/kumamoto.shtml
http://www.moj.go.jp/psia/index.html
http://www.mof.go.jp/
http://kyusyu.mof.go.jp/
http://www.customs.go.jp/nagasaki/index.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/nagasaki/yatsushiro.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/nagasaki/kumamoto.htm


 長崎税関 

八代税関支署 

水俣出張所 

〒867-0035 

水俣市大字月浦字前田 54-165

水俣港湾合同庁舎 

0966-62-2347 

 長崎税関 

八代税関支署 

三角出張所 

〒869-3207 

宇城市三角町三角浦 1160-20 

三角港湾合同庁舎 

0964-52-3100 

 長崎税関 

八代税関支署 

熊本空港出張所 

〒861-2204 

上 益 城 郡 益 城 町 大 字 小 谷

1802-2(熊本空港国際線ター

ミナルビル内) 

096-232-3781 

 財務総合政策研究所 

南九州研修支所 

〒860-8585 

熊本市西区春日２-10-１ 

熊本地方合同庁舎 

096-353-6351 

（国税庁） 熊本国税局 〒860-8603 

熊本市中央区二の丸１-２ 

熊本合同庁舎１号館 

096-354-6171 

 阿蘇税務署 〒869-2693 

阿蘇市一の宮町宮地 1944 

0967-22-0551 

 天草税務署 〒863-8686 

天草市古川町 4-2 

0969-22-2510 

 宇土税務署 〒869-0493 

宇土市北段原町 15 

宇土合同庁舎 

0964-22-0410 

 菊池税務署 〒861-1393 

菊池市隈府 874-1 

0968-25-2121 

 熊本西税務署 〒860-8624 

熊本市中央区二の丸 1-4 

096-355-1181 

 熊本東税務署 〒862-8702 

熊本市東区東町 3-2-53 

096-369-5566 

 玉名税務署 〒865-8691 

玉名市岩崎 273 番地 

玉名合同庁舎 

0968-72-2125 

 人吉税務署 〒868-8691 

人吉市寺町 20-1 

0966-23-2311 

 八代税務署 〒866-8605 

八代市花園町 16-2 

0965-32-3141 

 山鹿税務署 〒861-0591 

山鹿市山鹿 1352 

0968-44-2181 

http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/nagasaki/minamata.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/nagasaki/misumi.htm
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/nagasaki/kumamoto_ap.htm
http://www.mof.go.jp/pri/index.htm
http://www.nta.go.jp/
http://www.nta.go.jp/kumamoto/
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/aso/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/amakusa/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/uto/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/kikuchi/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/kumamotonishi/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/kumamotohigashi/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/tamana/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/hitoyoshi/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/yatsushiro/index.htm
http://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/yamaga/index.htm


 税務大学校熊本研修所 〒862-0902 

熊本市東区東本町 16-1 

096-368-4171 

 熊本国税不服審判所 〒860-0008 

熊本市中央区二の丸 1-３ 

熊本合同庁舎 4 号館 

096-326-0911 

厚生労働省 九州厚生局熊本事務所 〒860-0806 

熊本市中央区花畑町 4-7 

朝日新聞第一生命ビル 4F 

096-284-8001 

 国立療養所菊池恵楓園 〒861-1113 

合志市栄 3796 

096-248-1131 

 熊本労働局 〒860-8514 

熊本市西区春日２-10-１ 

熊本地方合同庁舎 

096-211-1701 

 熊本労働局 

熊本労働基準監督署 

〒862-8688 

熊本市中央区大江 3-1-53 

熊本第二合同庁舎 

096-362-7100 

 熊本労働局 

八代労働基準監督署 

〒866-0852 

八代市大手町 2-3-11 

0965-32-3151 

 熊本労働局 

玉名労働基準監督署 

〒865-0016 

玉名市岩崎 273 

玉名合同庁舎 

0968-73-4411 

 熊本労働局 

人吉労働基準監督署 

〒868-0014 

人吉市下薩摩瀬町 1602-1 

0966-22-5151 

 熊本労働局 

天草労働基準監督署 

〒863-0050 

天草市丸尾町 16-48 

0969-23-2266 

 熊本労働局 

菊池労働基準監督署 

〒861-1306 

菊池市大琳寺 236-4 

0968-25-3136 

 熊本労働局 

ハローワーク熊本 

〒862-0971 

熊本市中央区大江 6-1-38 

096-371-8609 

 熊本労働局 

キャリアアップ ハロ

ーワーク熊本 

〒860-0844 

熊本市中央区水道町 8-6        

朝日生命熊本ビル 1F 

096-311-7410 

 熊本労働局 

ハローワーク上益城 

〒861-3206 

上益城郡御船町辺田見 395 

096-282-0077 

 熊本労働局 

ハローワーク八代 

〒866-0853 

八代市清水町 1-34 

0965-31-8609 

 熊本労働局 

ハローワーク菊池 

〒861-1331 

菊池市隈府字南田 771-1 

0968-24-8609 

http://www.nta.go.jp/ntc/shozaichi/shisetsu/kumamoto.htm
http://www.kfs.go.jp/introduction/map/kumamoto/index.html
http://www.mhlw.go.jp/
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/index.html
http://www.hosp.go.jp/~keifuen/
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html


 熊本労働局 

ハローワーク玉名 

〒865-0064 

玉名市中 1334-2 

0968-72-8609 

 熊本労働局 

ハローワーク天草 

〒863-0050 

天草市丸尾町 16-48 

0969-22-8609 

 熊本労働局 

ハローワーク球磨 

〒868-0014 

人吉市下薩摩瀬町 1602-1 

0966-24-8609 

 熊本労働局 

ハローワーク宇城 

〒869-0502 

宇城市松橋町松橋 266 

0964-32-8609 

 熊本労働局 

ハローワーク阿蘇 

〒869-2612 

阿蘇市一の宮町宮地 2318-3 

0967-22-8609 

 熊本労働局 

ハローワーク水俣 

〒867-0061 

水俣市八幡町 3-2-1 

0966-62-8609 

 福岡検疫所熊本空港出

張所 

〒861-2204 

上益城郡益城町小谷 1802-2 

092-291-4101 

（福岡検疫所） 

 福岡検疫所三角出張所 〒869-3207 

宇城市三角町三角浦 1160-20 

092-291-4101 

（福岡検疫所） 

 福岡検疫所水俣･八代出

張所 

〒867-0035 

水俣市月浦前田地先 

水俣港湾合同庁舎 

099-222-1473 

(鹿児島検疫所支所) 

農林水産省 九州農政局 〒860-8527 

熊本市西区春日２-10-１ 

熊本地方合同庁舎 

096-211-9111 

 九州農政局 

八代地域センター 

〒866-0896 

八代市日置町 171-1 

0965-62-8202 

 九州農政局 

八代地域センター 

天草支所 

〒863-0002 

天草市本渡町本戸馬場 3667 

 

0969-22-4195 

 九州農政局 

北部九州土地改良調査

管理事務所熊本支所 

〒862-0901 

熊本市東区東町 4-5-7 

096-369-2880 

 九州農政局 

土地改良技術事務所 

〒862-0901 

熊本市東区東町 4-5-7 

096-367-0411 

 

 九州農政局 

玉名横島海岸保全事業

所 

〒865-0072 

玉名市横島町横島 2081 

0968-84-4151 

 九州農政局 

大野川上流農業水利事

業所 

〒869-2703 

阿蘇郡産山村大字山鹿 2084-5 

0967-25-3007 

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html
http://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka/
http://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka
http://www.forth.go.jp/keneki/fukuoka
http://www.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/03/index2.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/19/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/19/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/index.html


 門司 植物防疫所 

鹿児島支所八代出張所 

 

〒866-0033 

八代市港町 139 

八代港湾合同庁舎 

0965-37-1544 

（林野庁） 九州森林管理局 〒860-0081 

熊本市西区京町本丁 2-7 

096-328-3500 

 九州森林管理局 

熊本森林管理署 

〒861-1331 

菊池市大字隈府 907 

0968-25-2101 

 九州森林管理局 

熊本南部森林管理署 

〒868-0071 

人吉市西間上町 2607-1 

0966-23-3311 

国土交通省 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

〒861-8029 

熊本市東区西原 1-12-1 

096-382-1111 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

山鹿維持出張所 

〒861-0535 

山鹿市南島 949-1 

0968-44-3014 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

熊本維持出張所 

〒861-4101 

熊本市南区近見 7-2-11 

096-352-6951 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

八代維持出張所 

〒866-0074 

八代市平山新町 4918 

0965-32-4271 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

阿蘇国道維持出張所 

〒869-2612 

阿蘇市一の宮町宮地 2628 

0967-22-0631 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

白川出張所 

〒860-0854 

熊本市中央区東子飼町 8-55 

096-343-4072 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

緑川上流出張所 

〒861-3207 

上益城郡御船町御船 929 

096-282-7337 

 九州地方整備局 

熊本河川国道事務所 

緑川下流出張所 

〒861-4114 

熊本市南区野田 1-3-1 

096-357-1797 

 九州地方整備局 

八代河川国道事務所 

〒866-0831 

八代市萩原町 1 丁目 708-2 

0965-32-4135 

 九州地方整備局 

八代河川国道事務所 

八代出張所 

〒866-0051 

八代市麦島東町 1-2 

0965-32-4892 

 

 九州地方整備局 〒868-0007 0966-22-3244 
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八代河川国道事務所 

人吉出張所 

人吉市下青井町 1 

 九州地方整備局 

川辺川ダム砂防事務所 

〒868-0095 

球磨郡相良村大字柳瀬 3317 

0966-23-3174 

 

 九州地方整備局 

川辺川ダム砂防事務所 

砂防工事課 

〒868-0201 

球磨郡五木村甲字西谷 7026-6 

0966-37-2115 

 

 九州地方整備局 

川辺川ダム砂防事務所 

ダム第一出張所 

〒868-0201 

球磨郡五木村甲字小八重

894-10 

0966-37-2116 

 

 九州地方整備局 

川辺川ダム砂防事務所 

ダム第二出張所 

〒868-0201 

球磨郡五木村甲字浜野 116-1 

0966-37-2516 

 

 九州地方整備局 

菊池川河川事務所 

〒861-0501  

山鹿市山鹿 178 

0968-44-2171 

 

 九州地方整備局 

菊池川河川事務所 

玉名出張所 

〒865-0021 

玉名市津留字川端 607-3 

0968-74-3175 

 

 九州地方整備局 

菊池川河川事務所 

山鹿出張所 

〒861-0542 

山鹿市志々岐 10-2 

0968-44-2177 

 九州地方整備局 

菊池川河川事務所 

竜門ダム管理支所 

〒861-1672 

菊池市龍門 870 

0968-27-1120 

 九州地方整備局 

立野ダム工事事務所 

〒861-8019 

熊本市東区下南部 1-4-73 

096-385-0707 

 九州地方整備局 

筑後川ダム統合管理事

務所下筌ダム管理支所 

〒869-2502 

阿蘇郡小国町大字黒渕 5827-3 

0973-54-3120 

 九州地方整備局 

緑川ダム管理所 

〒861-4703 

下益城郡美里町畝野 3456 

0964-48-0216 

 九州地方整備局 

熊本営繕事務所 

〒860-0047 

熊本市西区春日 2-10-1 

熊本地方合同庁舎 

096-355-6122 

 九州地方整備局 

熊本港湾・空港整備事務

所 

〒861-4115 

熊本市南区川尻２-８-61 

096-357-0222 

 九州地方整備局 〒866-0033 0965-37-0211 
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熊本港湾・空港整備事務

所八代港分室 

八代市港町 139 

 九州地方整備局 

熊本港湾・空港整備事務

所有明･八代海海洋環境

センター（熊本新港分

室） 

〒861-5274 

熊本市西区新港１-４-14  

096-329-6411 

 九州運輸局 

熊本運輸支局 

〒862-0901 

熊本市東区東町 4-14-35 

096-369-3188 

 大阪航空局熊本空港事

務所 

〒861-2204 

上益城郡益城町大字小谷 

096-232-2853 

（気象庁） 熊本地方気象台 〒860-0047 

熊本市西区春日２-10-１ 

熊本地方合同庁舎 

096-352-7740 

 福岡管区気象台福岡航

空測候所熊本空港出張

所 

〒861-2204 

上益城郡益城町大字小谷字上大

道 1802-2 外 

096-232-2851 

（海上保安庁） 第十管区海上保安本部 

熊本海上保安部 

〒869-3207 

宇城市三角町三角浦 1160-20 

三角港湾合同庁舎 

0964-52-3103 

 第十管区海上保安本部 

熊本海上保安部 

天草海上保安署 

〒893-1901 

天草市牛深町 286 

牛深運輸総合庁舎 

0969-73-3194 

 第十管区海上保安本部 

熊本海上保安部 

八代分室 

〒866-0033 

八代市港町 139 

0965-37-1477 

環境省 九州地方環境事務所 〒862-0913 

熊本市東区尾ノ上 1-6-22 

096-214-0311 

 九州地方環境事務所 

阿蘇自然環境事務所 

〒869-2225 

阿蘇市黒川 1180 

0967-34-0254 

 九州地方環境事務所 

天草自然保護官事務所 

〒863-0021 

天草市港町 10-2 

0969-23-8366 

 国立水俣病総合研究セ

ンター 

〒867-0008 

水俣市浜 4058-18 

0966-63-3111 

 水俣病情報センター 〒867-0055 

水俣市明神町 55-10 

0966-69-2400 

防衛省 陸上自衛隊西部方面隊

（西部方面総監部） 

〒862-0901 

熊本市東区東町１-１-１ 

096-368-5111 
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 自衛隊熊本地方協力本

部 

〒862-0971 

熊本市中央区大江 4-2-21 

096-366-1271 

 九州防衛局熊本防衛支

局 

〒862-0901 

熊本市東区東町１-１-11 

096-368-2171 

 自衛隊熊本病院 〒862-0902 

熊本市東区東本町 15-１ 

096-368-5113 
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