
第１０章　働く人のための相談窓口　　

○就業に関するご相談

就業問題全般に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県しごと相談・支援センター
キャリアカウンセリングコーナー

熊本市中央区水道町８－６
朝日生命熊本ビル１階 096-352-0895

就職についてのご相談（職業の相談、紹介、あっせん、雇用保険の失業給付事務、各種助成金）

名称 所在地 電話番号 管轄区域

熊本公共職業安定所 熊本市中央区大江6-1-38 096-371-8609
熊本市（北区植木町、南区城
南町、南区富合町を除く）

上益城出張所 上益城郡御船町辺田見395 096-282-0077
上益城郡、阿蘇郡のうち西原
村

八代公共職業安定所 八代市清水町1-34 0965-31-8609八代市、八代郡

菊池公共職業安定所 菊池市隈府771-1 0968-24-8609
菊池市、山鹿市、合志市、菊
池郡、熊本市のうち北区植木
町

玉名公共職業安定所 玉名市中1334-2 0968-72-8609玉名市、荒尾市、玉名郡

天草公共職業安定所 天草市丸尾町16-48 0969-22-8609天草市、上天草市、天草郡

球磨公共職業安定所 人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966-24-8609人吉市、球磨郡

宇城公共職業安定所 宇城市松橋町松橋266 0964-32-8609
宇土市、宇城市、下益城郡、
熊本市のうち南区城南町・南
区富合町

阿蘇公共職業安定所 阿蘇市一の宮町宮地2318-3 0967-22-8609
阿蘇市、阿蘇郡（西原村を除
く）

水俣公共職業安定所 水俣市八幡町3-2-1 0966-62-8609水俣市、葦北郡

若年者の就業に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

ジョブカフェくまもと 096-382-5451
対象者：概ね３５歳までの若
年者

若者チャレンジホットライン 096-387-1331
若者しごとカウンセラーによ
る相談専用電話

ジョブカフェやつしろ
八代市西片町１６６０
八代地域振興局　１階 0965-33-3756

ジョブカフェ・玉名ブランチ
玉名市岩崎1004-1
玉名地域振興局　2階 0968-74-1125

ジョブカフェ・鹿本ブランチ
山鹿市山鹿1026-3
鹿本地域振興局2階 0968-44-7520

ジョブカフェ・菊池ブランチ
菊池市隈府1272-10
菊池地域振興局　2階 0968-25-4645

ジョブカフェ・阿蘇ブランチ
阿蘇市一の宮町宮地2402
阿蘇地域振興局　1階 0967-22-8178

ジョブカフェ・上益城ブランチ
上益城郡御船町辺田見396-1
上益城地域振興局　1階 096-282-1013

ジョブカフェ・宇城ブランチ
宇城市松橋町久具400-1
宇城地域振興局　1階 0964-32-1529

ジョブカフェ・芦北ブランチ
葦北郡芦北町芦北2670
芦北地域振興局　1階 0966-82-3123

ジョブカフェ・球磨ブランチ
人吉市西間下町86-1
球磨地域振興局　3階 0966-22-0555

ジョブカフェ・天草ブランチ
天草市今釜新町3530
天草地域振興局　1階 0969-22-4226

くまもと若者サポートステーション
熊本市東区若葉1丁目35-18
まちの駅2階 096-365-0117

たまな若者サポートステーション 玉名市中48-4 0968-74-0007

ひとよしくま若者サポートステーション 人吉市中青井町299　田上ﾋﾞﾙ1F 0966-22-2770

熊本ヤングハローワーク
（くまもと新卒応援ハローワーク）

熊本市中央区水前寺1-4-1
水前寺駅ビル2階

096-385-8240
対象者：高校、大学等の学生
生徒を含む、概ね35歳未満の
若年者等

対象者：概ね３５歳までの若
年者

●働く人のための相談窓口

熊本市中央区水前寺１丁目４番
１号
水前寺駅ビル２階

対象者：概ね15～39歳の若者
や御家族の方
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第１０章　働く人のための相談窓口　　

高年齢者の就業に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

（公社）熊本県シルバー人材センター
連合会

熊本市中央区南千反畑町3番7号
熊本県総合福祉センター3階 096-312-3310

※各地域の「シルバー人材セ
ンター」はＰ2-1参照

熊本県高齢者無料職業紹介所
熊本市中央区南千反畑町３番７
号　県総合福祉センター１階 096-353-2322

※県下各高齢者無料職業紹介
所はＰ2-3参照

障がい者の就業に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本障害者就業・生活支援センター
くまもと障がい者ワーク・ライフサポート
センター「縁」

熊本市中央区白山2丁目1-1
白山堂ビル1F 096-288-0500

熊本県南部障害者就業・生活支援センター
「結」

八代市古閑中町3036 0965-35-3313

熊本県北部障害者修業・生活支援センター
「がまだす」

菊池市隈府469-10
総合福祉センターコムサール2F 0968-25-1899

熊本県有明障害者・生活支援センター「き
ずな」

玉名市中46-4 0968-71-0071

熊本県天草障害者・生活支援センター 天草市今釜新町3667 0969-66-9866

熊本県芦北・球磨障害者・生活支援セン
ター「みなよし」

水俣市大黒町2-3-18
エムズシティ4F 0966-84-9024

熊本障害者職業センター
熊本市中央区大江6丁目1-38
熊本公共職業安定所4階 096-371-8333

女性の就業に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

ハローワーク熊本マザーズコーナー
熊本市中央区水道町8-6
朝日生命熊本ビル1階 096-322-8010

ハローワーク菊池マザーズコーナー 菊池市隈府字南田771‐1 0968-24-8609

ひとり親家庭の就労に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県母子家庭等就業・自立支援
センター
{（福）熊本県母子寡婦福祉連合会内}

熊本市中央区南千反畑町３－７
熊本県総合福祉センター２階

096-351-8777
ひとり親家庭の就労支援のた
め、就労相談、講習会等を実
施

生活・就業支援制度についてのご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県しごと相談・支援センター
生活相談コーナー

熊本市中央区水道町８－６
朝日生命熊本ビル１階 096-351-0500

しごとサポート水道町
熊本市中央区水道町８－６
朝日生命熊本ビル１階 096-211-1233

Ｕターン就職に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県Ｕターン事務所

熊本市中央区水前寺１丁目４番
１号水前寺駅ビル2階
熊本県雇用環境整備協会内

096-385-8247
0120-827-867

対象：子育てをしながら就職
を希望している方

就職を希望される方または就
業中の障がいをお持ちの方の
ご相談に応じます。
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第１０章　働く人のための相談窓口　　

○労働に関するご相談

労働問題全般に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県しごと相談・支援センター
労働相談コーナー

熊本市中央区水道町８－６
朝日生命熊本ビル１階 096-352-3613

熊本労働局総合労働相談コーナー
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-211-1706

熊本総合労働相談コーナー
熊本市中央区大江3-1-53
(熊本労働基準監督署内） 096-362-7100

八代総合労働相談コーナー
八代市大手町2-3-11
（八代労働基準監督署内） 0965-32-3151

玉名総合労働相談コーナー
玉名市岩崎273
（玉名労働基準監督署内） 0968-73-4411

人吉総合労働相談コーナー
人吉市下薩摩瀬町1602-1
（人吉労働基準監督署内） 0966-22-5151

天草総合労働相談コーナー
天草市丸尾町16-48
（天草労働基準監督署内） 0969-23-2266

菊池総合労働相談コーナー
菊池市大琳寺236-4
（菊池労働基準監督署内） 0968-25-3136

労働条件、労働衛生、労災保険に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本労働局労働基準部監督課
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-355-3181

熊本労働局労働基準部健康安全課
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-355-3186

熊本労働局労働基準部労災補償課
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-355-3183

熊本労働局労働基準部賃金室
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-355-3202

名称 所在地 電話番号 管轄区域

熊本労働基準監督署
熊本市中央区大江3-1-53
（熊本第２合同庁舎）

096-362-7100
熊本市（北区植木町を除
く）、宇土市、宇城市、上益
城郡、下益城郡

八代労働基準監督署 八代市大手町2-3-11 0965-32-3151
八代市、水俣市、八代郡、葦
北郡

玉名労働基準監督署
玉名市岩崎273
（玉名合同庁舎） 0968-73-4411玉名市、荒尾市、玉名郡

人吉労働基準監督署 人吉市下薩摩瀬町1602-1 0966-22-5151人吉市、球磨郡

天草労働基準監督署 天草市丸尾町16-48 0969-23-2266天草市、上天草市、天草郡

菊池労働基準監督署 菊池市大琳寺236-4 0968-25-3136
菊池市、山鹿市、合志市、阿
蘇市、菊池郡、阿蘇郡、熊本
市のうち北区植木町

職場での性差別、セクハラ、育児・介護休業などに関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本労働局雇用均等室
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-352-3865

パートタイム労働に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本労働局雇用均等室
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F 096-352-3865

※パートタイム労働法につい
てのご相談

各公共職業安定所（ハローワーク）
※パートタイム労働者として
働きたい人、雇いたい事業主
からのご相談

※所在地、電話番号、管轄区域については、
Ｐ10-1参照
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第１０章　働く人のための相談窓口　　

高年齢者、障がい者の雇用問題に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　熊本高齢・障害者雇用支援センター

熊本市中央区水道町８－６
朝日生命熊本ビル３階

096-311-5660

労使紛争の解決、不当労働行為の救済についてのご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県労働委員会
熊本市中央区水前寺６丁目１８
－１　（県庁行政棟本館３階） 096-333-2753

個別労働紛争に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県労働委員会
熊本市中央区水前寺６丁目１８
－１　（県庁行政棟本館３階） 096-333-2753

熊本労働局総合労働相談コーナー
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F

096-211-1706

各総合労働相談コーナー

熊本労働局雇用均等室
熊本市西区春日2-10-1
合同庁舎9F 096-352-3865

性差別、セクハラ、育児・介
護休暇等に関するもの

労災給付・医療に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

（一財）労災サポートセンター
　　　　九州労災年金支援センター

福岡市博多区博多駅東1-10-35
七福ビル　3階 092-472-7161

（公財）労災保険情報センター 東京都文京区後楽1丁目4-25
日教販ビル

03-5684－
5511

産業保健に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

（独）労働者健康福祉機構
　　　熊本産業保健総合支援センター

熊本市中央区花畑町９番２４号
住友生命熊本ビル３階 096-353-5480

退職金制度に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考
（独）勤労者退職金共済機構
　　　中小企業退職金共済事業本部
　　　大阪コーナー

大阪市西区阿波座1-7-13
商工中金阿波座ビル７階

06-6536-1851

法律の専門家へのご相談

名称 所在地 電話番号 備考

法テラス熊本
（日本司法支援センター熊本地方事務所）

熊本市中央区水道町１－２３
加地ビル３階

0503383-5522

社労士会　労働紛争解決センター熊本
熊本市中央区安政町8-16
村瀬海運ビル７階

096-324-1124

税金についてのご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県県央広域本部　課税課 熊本市中央区南千畑町４－３３ 096-352-4111
熊本市　宇土市　宇城市
下益城郡　上益城郡

熊本県県北広域本部　課税課 菊池市隅府1272-10 0968-25-4124
荒尾市　玉名市　山鹿市　菊池市
阿蘇市　合志市　玉名郡　菊池郡
阿蘇郡

熊本県県南広域本部　課税課 八代市西片町1660 0965-33-3180
八代市　人吉市　水俣市
八代郡　葦北郡　球磨郡

熊本県天草広域本部　税務課 天草市今釜新町3530 0969-22-4213天草市　上天草市　天草郡

※所在地、電話番号については、Ｐ10-3参照
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第１０章　働く人のための相談窓口　　

名称 所在地 電話番号 管轄区域

阿蘇税務署 阿蘇市一の宮町宮地1944番地 0967-22-0551阿蘇市　阿蘇郡

天草税務署 天草市古川町4番2号 0969-22-2510上天草市　天草市　天草郡

宇土税務署
宇土市北段原町15番地
宇土合同庁舎

0964-22-0410
宇土市　宇城市　下益城郡
（美里町）

菊池税務署 菊池市隅府874番地１ 0968-25-2121菊池市　合志市　菊池郡

熊本西税務署 熊本市中央区二の丸1番4号 096-355-1181
熊本市（中央区、西区、南
区、北区）

熊本東税務署 熊本市東区東町3丁目2番53号 096-369-5566
熊本市（東区）　上益城郡
（御船町、嘉島町、益城町、
甲佐町、山都町）

玉名税務署
玉名市岩崎273番地
玉名合同庁舎

0968-72-2125荒尾市　玉名市　玉名郡

人吉税務署 人吉市寺町20番地 0966-23-2311人吉市　球磨郡

八代税務署 八代市花園町16番地2 0965-32-3141
八代市　水俣市　八代郡
葦北郡

山鹿税務署 山鹿市山鹿970番地 0968-44-2181山鹿市

○職業能力開発に関するご相談

名称 所在地 電話番号 備考

熊本県立技術短期大学校 菊池郡菊陽町原水４４５５－１ 096-232-9700

熊本県立高等技術専門校 熊本市南区幸田1丁目４－１ 096-378-0121

熊本県産業技術センター 熊本市東区東町3-11-38 096-368-2101

(独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
　熊本職業訓練支援センター
　熊本職業能力開発促進センター
　　（ポリテクセンター熊本）

合志市大字須屋2505-3 096-242-0391

荒尾職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター荒尾）

荒尾市荒尾4409 0968-62-0179

産業人材強化支援センター
上益城郡益城町大字田原2081番
地10
(公財)くまもと産業支援財団内

096-289-2438

～10-5～ 「労働行政施策利用の手引き」26年度版


