
熊本県商工観光労働部 〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18-1 電話 096-333-2344

労働雇用総室産業人材育成室 FAX 096-387-5869

熊本県立熊本高等技術訓練校 〒861-4108 熊本市幸田1丁目4-1 電話 096-378-0121

FAX 096-378-0122

熊本県立技術短期大学校 〒869-1102 菊池郡菊陽町大字原水4455-1 電話 096-232-9700

FAX 096-378-0122

しごと相談・支援センター 〒860-8554 熊本市手取本町8-9 電話 096-355-4309

　くまもと県民交流館パレア内 FAX 096-355-4317

ジョブカフェくまもと 〒862-0950 熊本市水前寺1丁目4-1 電話 096-382-5451

　水前寺駅ビル2F FAX 096-382-5447

熊本県職業能力開発協会 〒862-0950 熊本市水前寺6丁目5-19 電話 096-384-1711

　熊本県住宅供給公社ビル2F FAX 096-384-2676

熊本職業能力開発サービスセンター 〒862-0950 熊本市水前寺6丁目5-19 電話 096-385-4878

　熊本県住宅供給公社ビル2F FAX 096-383-9785

（社）熊本県技能士会連合会 〒862-0950 熊本市水前寺6丁目5-19 電話 096-382-4585

　熊本県住宅供給公社ビル2F FAX 096-384-2676

独立行政法人雇用・能力開発機構 〒864-0041 荒尾市荒尾東大谷4409 電話 0968-62-0179

　荒尾職業能力開発促進センター FAX 0968-62-0185

独立行政法人雇用・能力開発機構 〒862-0956 熊本市水前寺公園28-51 電話 096-386-5100

　熊本センター　熊本テルサ事務所 　熊本テルサ1F FAX 096-386-5104

熊本市職業訓練センター 〒860-0072 熊本市花園7丁目19-10 電話 096-325-6947

FAX 096-325-9503

熊本ソフトウェア（株） 〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-28 電話 096-289-2100

　テクノ・リサーチパーク内 FAX 096-287-2019

（社）熊本県高齢・障害者雇用支援協会 〒860-0844 熊本市水道町8-6 電話 096-320-8001

　朝日生命熊本ビル3F FAX 096-328-8807

熊本障害者就業・生活 〒860-0844 熊本市水道町8-6 電話 096-320-8023

　支援センター 　朝日生命熊本ビル3F FAX 096-328-8807

高齢・障害者雇用支援機構 〒862-0971 熊本市大江6丁目1-38 電話 096-371-8333

  熊本障害者職業センター FAX 096-371-8806

熊本障害者雇用支援センター 〒861-1101 合志市合生4300 電話 096-242-1681

　肥後学園敷地内 FAX 096-242-1681

熊本県南部障害者就業・生活支援センター〒866-0876 八代市田中西町15-15 電話 0965-35-3313

「結」 FAX 0965-35-3313

熊本県北部障害者就業・生活支援センター〒861-1306 菊池市大琳寺288-1 電話 0968-25-1899

「がまだす」 FAX 0968-25-1899

熊本県有明障害者就業・生活支援センター〒865-0048 玉名市小野尻5 電話 0968-71-0071

「きずな」 FAX 0968-73-1023

（財）21世紀職業財団熊本事務所 〒860-0806 熊本市花畑町4-1 電話 096-324-2297

　太陽生命熊本第2ビル2F FAX 096-324-2104

電話・FAX

合志市須屋2505-3 電話

FAX

096-242-0391

096-242-0033

18　県・関係機関一覧

機　　関　　名

独立行政法人雇用・能力開発機構
　熊本センター
　（熊本職業能力開発促進センター）

〒861-1102
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所在地



熊本労働局職業安定課 〒860-0805 熊本市桜町1-20 電話 096-211-1703

　西嶋三井ビルディング7F FAX 096-323-3663

熊本労働局職業対策課 〒860-0805 熊本市桜町1-20 電話 096-211-1704

　西嶋三井ビルディング7F FAX 096-323-3663

熊本労働局雇用均等室 〒860-0008 熊本市二の丸1-2 電話 096-352-3865

　熊本合同庁舎 FAX 096-352-3876

熊本公共職業安定所 〒862-0971 熊本市大江6丁目1-38 電話 096-371-8609

FAX 096-371-0550

熊本公共職業安定所 上益城出張所 〒861-3206 上益城郡御船町辺田見395 電話 096-282-0077 

FAX 096-282-3927

ハローワーク熊本 しごとプラザ 〒860-0844 熊本市水道町8-6 電話 096-211-1233

　朝日生命熊本ビル1F FAX 096-211-1237

マザーズサロン熊本 〒860-0844 熊本市水道町8-6 電話 096-322-8010

　朝日生命熊本ビル1F FAX 096-211-1237

熊本キャリア交流プラザ 〒860-0844 熊本市水道町8-6 電話 096-278-7870

　朝日生命熊本ビル2F FAX 096-278-7871

熊本ヤングハローワーク 〒862-0950 熊本市水前寺1丁目4-1 電話 096-385-8240 

　水前寺駅ビル2F FAX 096-385-8241

八代公共職業安定所 〒866-0853 八代市清水町1-34 電話 0965-31-8609

FAX 0965-35-1571

菊池公共職業安定所 〒861-1331 菊池市隈府字南田771-1 電話 0968-24-8609

FAX 0968-24-5963

玉名公共職業安定所 〒865-0064 玉名市中1334-2 電話 0968-72-8609

FAX 0968-72-4150

天草公共職業安定所 〒863-0002 天草市本渡町本戸馬場3018-1 電話 0969-22-8609

FAX 0969-24-1051

球磨公共職業安定所 〒868-0014 人吉市下薩摩瀬町竹原1602-1 電話 0966-24-8609

FAX 0966-24-8552

宇城公共職業安定所 〒869-0502 宇城市松橋町松橋266 電話 0964-32-8609

FAX 0964-32-3313

阿蘇公共職業安定所 〒869-2612 阿蘇市一の宮町宮地2318-3 電話 0967-22-8609

FAX 0967-22-4775

水俣公共職業安定所 〒867-0061 水俣市八幡町3-2-1 電話 0966-62-8609

FAX 0966-63-2164
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機　　関　　名 所在地 電話・FAX


