
通帳表示名称 所属名 電話番号

アシキタキヨウイクジムシ 芦北教育事務所 0966-82-4030

アシキタケイサツシヨ 芦北警察署 0966-82-3110

アシキタコウコウ 熊本県立芦北高等学校 0966-82-2034

アシキタシエンガツコウ 熊本県立芦北支援学校 0966-82-4627

アソキヨウイクジムシヨ 阿蘇教育事務所 0967-22-5544

アソケイサツシヨ 阿蘇警察署 0967-22-5110

アソチユウオウコウコウ 熊本県立阿蘇中央高等学校 0967-22-0070

アマクサカチクホ 天草家畜保健衛生所 0969-22-3668

アマクサキヨウイクジムシヨ 天草教育事務所 0969-22-4754

アマクサクウコウカンリ 天草空港管理事務所 0969-57-6111

アマクサケイサツシヨ 天草警察署 0969-24-0110

アマクサコウイキホンブ 天草広域本部 0969-22-4219

アマクサコウギヨウコウ 熊本県立天草工業高等学校 0969-23-2330

アマクサコウコウ 熊本県立天草高等学校 0969-23-5533

アマクサシエンガツコウ 熊本県立天草支援学校 0969-23-0141 

アマクサシンコウキヨク 天草広域本部（天草地域振興局） 0969-22-4219

アマクサタクシンコウコウ 熊本県立天草拓心高等学校 0969-23-2141

アラオケイサツシヨ 荒尾警察署 0968-68-5110

アラオシエンガツコウ 熊本県立荒尾支援学校 0968-62-1131

ウキキヨウイクジムシヨ 宇城教育事務所 0964-32-3042

ウキケイサツシヨ 宇城警察署 0964-33-0110

ウシブカケイサツシヨ 牛深警察署 0969-73-2110

ウシブカコウコウ 熊本県立牛深高等学校 0969-73-3105

ウトチユウガツコウ 熊本県立宇土中学校 0964-22-0043

オオキリハタダムフツコウ 大切畑ダム復興事務所 096-279-1555

オオヅケイサツシヨ 大津警察署 096-294-0110

オオヅシエンガツコウ 熊本県立大津支援学校 096-293-0486

オガワコウギヨウコウ 熊本県立小川工業高等学校 0964-43-1151

オグニケイサツシヨ 小国警察署 0967-46-2110

オグニシエンガツコウ 熊本県立小国支援学校 0967-46-4370

カガミワカアユシエン 熊本県立鏡わかあゆ高等支援学校 0965-31-2579

カガヤキノモリシエン 熊本県立熊本かがやきの森支援学校 096-319-2000

カミアマクサケイサツシヨ 上天草警察署 0964-56-0110

カミアマクサコウコウ 熊本県立上天草高等学校 0964-56-0007

カミマシキキヨウイクジム 上益城教育事務所 096-282-2229

カモトイナダシエン 熊本県立かもと稲田支援学校 0968-42-1700

カモトシヨウコウ　コウコウ 熊本県立鹿本商工高等学校 0968-46-3191



カモトノウギヨウコウコウ 熊本県立鹿本農業高等学校 0968-46-3101

キクチキヨウイクジムシヨ 菊池教育事務所 0968-25-4248

キクチケイサツシヨ 菊池警察署 0968-24-0110

キクチシエンガツコウ 熊本県立菊池支援学校 096-242-0069

キクチノウギヨウコウコウ 熊本県立菊池農業高等学校 0968-38-2621

ギヨギヨウトリシマリ 漁業取締事務所 0964-52-2183

クマキヨウイクジムシヨ 球磨教育事務所 0966-24-7775

クマケイ　ガイジカ 外事課 096-381-0110

クマケイ　コウツウキカクカ 交通企画課 096-381-0110

クマケイ　コウツウキセイカ 交通規制課 096-381-0110

クマケイ　コウホウケンミン 広報県民課 096-381-0110

クマケイ　ジヨウホウカ 情報管理課 096-381-0110

クマケイ　ソシキハンザイ 組織犯罪対策課 096-381-0110

クマケイ　ツウシンシレイカ 通信指令課 096-381-0110

クマケイ　リユウチカンリカ 留置管理課 096-381-0110

クマケイケイジキカクカ 刑事企画課 096-381-0110

クマケイサイバータイサク サイバー犯罪対策課 096-381-0110

クマケイセイカツカンキヨウ 生活環境課 096-381-0110

クマコウギヨウコウコウ 熊本県立球磨工業高等学校 0966-22-4189

クマシエンガツコウ 熊本県立球磨支援学校 0966-42-3792

クマチュウオウコウトウガッコウ 熊本県立球磨中央高等学校 0966-38-2052

クマモト　ウンテンシケンカ 運転免許試験課 096-233-0110

クマモト　コウソクケイサツ 高速道路交通警察隊 0965-39-0321

クマモト　シガクシンコウ 私学振興課 096-333-2062

クマモト　シゼンホゴカ 自然保護課 096-333-2274

クマモト　ニンチチイキケア 認知症対策・地域ケア推進課 096-333-2218

クマモト　ノウケンセンター 農業研究センター 096-248-6411

クマモト　ミナマタホケンカ 水俣病保健課 096-333-2284

クマモトオオヅコウコウ 熊本県立大津高等学校 096-293-2751

クマモトオグニコウコウ 熊本県立小国高等学校 0967-46-2425

クマモトガツコウアンゼン 学校安全・安心推進課 096-333-2720

クマモトガツコウジンシ 学校人事課 096-333-2692

クマモトカンキヨウセンター 環境センター 0966-62-2000

クマモトカンキヨウホゼン 環境保全課 096-333-2268

クマモトカンキヨウリツケン 環境立県推進課 096-333-2262

クマモトカンリチヨウタツカ 管理調達課 096-333-2581

クマモトキキボウサイカ 危機管理防災課 096-333-2112

クマモトギジユツカンリ 技術管理課 096-333-2404



クマモトギセンモンコウ 熊本県立高等技術専門校 096-378-0121

クマモトキタコウコウ 熊本県立熊本北高等学校 096-338-1110

クマモトキタコウシケイサツ 熊本北合志警察署 096-341-0110

クマモトギタンダイコウ 県立技術短期大学校 096-232-9700

クマモトギムキヨウイクカ 義務教育課 096-333-2687

クマモトキヨウイクセイサク 教育政策課 096-333-2672

クマモトギヨコウセイビ 漁港漁場整備課 096-333-2463

クマモトケイサツガツコウ 警察学校 096-364-2747

クマモトゲスイカンキヨウ 下水環境課 096-333-2529

クマモトケン　ウトコウコウ 熊本県立宇土高等学校 0964-22-0043

クマモトケン　エイゼンカ 営繕課 096-333-2533

クマモトケン　オオサカ 大阪事務所 06-6344-3883

クマモトケン　カイケイカ 会計課 096-333-2572

クマモトケン　カセンカ 河川課 096-333-2506

クマモトケン　カンキヨウ 環境政策課 096-333-2262

クマモトケン　カンサイイン 監査委員事務局 096-333-2743

クマモトケン　カンサツカ 監察課 096-381-0110

クマモトケン　カンシキカ 鑑識課 096-381-0110

クマモトケン　カンリカ 監理課 096-333-2482

クマモトケン　キカクカ 企画課 096-333-2132

クマモトケン　キギヨウカ 企業立地課 096-333-2329

クマモトケン　キドウタイ 機動隊 096-364-3312

クマモトケン　キヨウヨウカ 教養課 096-381-0110

クマモトケン　クマモングループ くまモングループ 096-333-2133

クマモトケン　ケイビ１カ 警備第一課 096-381-0110

クマモトケン　ケイビ２カ 警備第二課 096-381-0110

クマモトケン　ケンチクカ 建築課 096-333-2533

クマモトケン　コウキタイ 交通機動隊 096-245-0047

クマモトケン　コウセイカ 厚生課 096-381-0110

クマモトケン　コウホウグループ 広報グループ 096-333-2026

クマモトケン　コウワンカ 港湾課 096-333-2515

クマモトケン　ザイセイカ 財政課 096-333-2082

クマモトケン　サボウカ 砂防課 096-333-2552

クマモトケン　シセツカ 施設課 096-333-2714

クマモトケン　ジンジカ 人事課 096-333-2052

クマモトケン　スイサンカ 水産振興課 096-333-2454

クマモトケン　セイビカ 道路整備課 096-333-2494

クマモトケン　ゼイムカ 税務課 096-333-2098



クマモトケン　ソウサ１カ 捜査第一課 096-381-0110

クマモトケン　ソウサ２カ 捜査第二課 096-381-0110

クマモトケン　チイキカ 地域課 096-381-0110

クマモトケン　チクサンカ 畜産課 096-333-2397

クマモトケン　トウキヨウ 東京事務所 03-5212-9084

クマモトケン　トウケイカ 統計調査課 096-333-2174

クマモトケン　トシヨカン 図書館 096-384-5000

クマモトケン　ニクエイケン 食肉衛生検査所 0968-26-4231

クマモトケン　ヒシヨグループ 秘書グループ 096-333-2022

クマモトケン　フツコウキヨク 球磨川流域復興局付 096-333-2608

クマモトケン　ブンカカ 文化課 096-333-2704

クマモトケン　ホゼンカ 道路保全課 096-333-2495

クマモトケン　ヨウタイカ 用地対策課 096-333-2488

クマモトケン　リンケンセ 林業研究・研修センター 096-339-2221

クマモトケン　ロウドウイ 労働委員会事務局 096-333-2752

クマモトケンイリヨウセイカ 医療政策課 096-333-2205

クマモトケンエネルギーカ エネルギー政策課 096-333-2320

クマモトケンカガクソウサ 科学捜査研究所 096-381-0110

クマモトケンカモトコウコウ 熊本県立鹿本高等学校 0968-44-5101

クマモトケンカンコウキカク 観光企画課 096-333-2332

クマモトケンカンコウシンコウ 観光振興課 096-333-2335

クマモトケンカンコウセイサク 観光交流政策課 096-333-2158

クマモトケンギカイキヨク 議会事務局 096-333-2614

クマモトケンキクチコウコウ 熊本県立菊池高等学校 0968-25-3175

クマモトケンキドウソウサ 機動捜査隊 096-364-6380

クマモトケンキヨウイクセ 教育センター 0968-44-6611

クマモトケンクラシノアンカ くらしの安全推進課 096-333-2293

クマモトケンケイ　ケイムカ 警務課 096-381-0110

クマモトケンケイ　シヨムカ 庶務課 096-381-0110

クマモトケンケイカイケイカ 警察会計課 096-381-0110

クマモトケンケイカイケイカ 警察会計課（財務） 096-381-0110

クマモトケンケイシドウカ 交通指導課 096-381-0110

クマモトケンケイソウムカ 警察総務課 096-381-0110

クマモトケンケイメンキヨカ 運転免許課 096-233-0110

クマモトケンケンコウキキカ 健康危機管理課 096-333-2239

クマモトケンコウサコウコウ 熊本県立甲佐高等学校 096-234-0041

クマモトケンコウスイシンカ 健康づくり推進課 096-333-2208

クマモトケンコウツウセイサ 交通政策課 096-333-2164



クマモトケンコウレイシエン 高齢者支援課 096-333-2215

クマモトケンコクサイヤクブツ 国際・薬物銃器対策課 096-381-0110

クマモトケンコクホコウレイ 国保・高齢者医療課 096-333-2205

クマモトケンコドモカテイ 子ども家庭福祉課 096-333-2228

クマモトケンコドモミライ 子ども未来課 096-333-2227

クマモトケンサンギヨウカ 産業支援課 096-333-2321

クマモトケンジゼイジ 自動車税事務所 096-368-4020

クマモトケンシチヨウソンカ 市町村課 096-333-2103

クマモトケンシヤカイフクシカ 社会福祉課 096-333-2198

クマモトケンジユウタクカ 住宅課 096-333-2546

クマモトケンジユンカンカ 循環社会推進課 096-333-2277

クマモトケンシヨウガイカ 障がい者支援課 096-333-2250

クマモトケンシヨウヒセイカ 消費生活課 096-333-2262

クマモトケンジヨウホウカ 情報政策課 096-333-2143

クマモトケンジンジイン 人事委員会事務局 096-333-2733

クマモトケンジンシンアンゼン 人身安全対策課 096-381-0110

クマモトケンスイサンケンキ 水産研究センター 0964-56-5111

クマモトケンセイシンホケン 精神保健福祉センター 096-386-1255

クマモトケンセイセイコウ 熊本県立済々黌高等学校 096-343-6195

クマモトケンセイブンシヨ 県政情報文書課 096-333-2061

クマモトケンソウムコウセイカ 総務厚生課 096-333-2123

クマモトケンタイイクホケン 体育保健課 096-333-2709

クマモトケンタマナコウコウ 熊本県立玉名高等学校 0968-73-2101

クマモトケンダンジヨカ 男女参画・協働推進課 096-333-2286

クマモトケンダンタイカ 団体支援課 096-333-2371

クマモトケンチイキシンコウ 地域振興課 096-333-2132

クマモトケンチジコウシツ 知事公室付 096-333-2022

クマモトケンドギカンリ 土木技術管理課 096-333-2482

クマモトケントシケイカクカ 都市計画課 096-333-2519

クマモトケンノウギカ 農業技術課 096-333-2380

クマモトケンノウスイカ 農林水産政策課 096-333-2362

クマモトケンノウチセイビ 農地整備課 096-333-2410

クマモトケンノウチニナイテ 農地・担い手支援課 096-333-2376

クマモトケンハンロカクダイ 販路拡大ビジネス課 096-333-2395

クマモトケンフクシセイサク 健康福祉政策課 096-333-2192

クマモトケンフクシソウゴ 福祉総合相談所 096-381-4411

クマモトケンブンカキカク 文化企画・世界遺産推進課 096-333-2154

クマモトケンホケンカンキヨ 保健環境科学研究所 0964-23-5771



クマモトケンミフネコウコウ 熊本県立御船高等学校 096-282-0056

クマモトケンムラヅクリカ むらづくり課 096-333-2374

クマモトケンモウガツコウ 熊本県立盲学校 096-368-3147

クマモトケンヤクムエイセイ 薬務衛生課 096-333-2245

クマモトケンヤベコウコウ 熊本県立矢部高等学校 0967-72-0024

クマモトケンリツノウダイ 熊本県立農業大学校 096-248-1188

クマモトケンリンギヨウカ 林業振興課 096-333-2444

クマモトケンロウドウコヨウ 労働雇用創生課 096-333-2338

クマモトコウギヨウコウ 熊本県立熊本工業高等学校 096-383-2105

クマモトコウコウ 熊本県立熊本高等学校 096-371-3611

クマモトコウコウキヨウイク 高校教育課 096-333-2719

クマモトザイサンケイエイ 財産経営課 096-333-2090

クマモトサンギヨウセンタ 熊本県産業技術センター 096-368-2101

クマモトシエンガツコウ 熊本県立熊本支援学校 096-371-2323

クマモトシヤカイキヨウイク 社会教育課 096-333-2697

クマモトシヨウギヨウコウ 熊本県立熊本商業高等学校 096-384-1551

クマモトシヨウコウシンコウ 商工振興金融課 096-333-2314

クマモトシヨウコウセイサク 商工政策課 096-333-2313

クマモトジヨウナンカチクホ 城南家畜保健衛生所 0966-22-3814

クマモトシヨウボウコウ 消防学校 096-286-9222

クマモトシヨウボウホアン 消防保安課 096-333-2112

クマモトジンケンドウワ 人権同和政策課 096-333-2297

クマモトシンリンセイビカ 森林整備課 096-333-2437

クマモトシンリンホゼンカ 森林保全課 096-333-2451

クマモトソウシヨクコフンカ 装飾古墳館 0968-36-2151

クマモトダイ１コウコウ 熊本県立第一高等学校 096-354-4933

クマモトダイ２コウコウ 熊本県立第二高等学校 096-368-4125

クマモトタカモリコウコウ 熊本県立高森高等学校 0967-62-0185

クマモトチユウオウカチクホ 中央家畜保健衛生所 0964-28-6021

クマモトチユウオウケイサツ 熊本中央警察署 096-323-0110

クマモトドウワキヨウイク 人権同和教育課 096-333-2701

クマモトトクベツシエンカ 特別支援教育課 096-333-2683

クマモトニシコウコウ 熊本県立熊本西高等学校 096-329-3711

クマモトノウギヨウコウ 熊本県立熊本農業高等学校 096-357-8800

クマモトノウサンエンゲイ 農産園芸課 096-333-2386

クマモトノウソンケイカクカ 農村計画課 096-333-2404

クマモトヒガシシヨ 熊本東警察署 096-368-0110

クマモトビジユツカン 美術館 096-352-2111



クマモトマツバセコウコウ 熊本県立松橋高等学校 0964-32-0511

クマモトミナトカンリシヨ 熊本港管理事務所 096-329-4411

クマモトミナマタシンサカ 水俣病審査課 096-333-2283

クマモトミナミケイサツシヨ 熊本南警察署 096-326-0110

クマモトリユウツウアグリ 流通アグリビジネス課 096-333-2377

クマモトロウガツコウ 熊本県立熊本聾学校 096-368-2135

クロイシバルシエン 熊本県立黒石原支援学校 096-242-0156

ケンオウウキキヨク 県央広域本部（宇城地域振興局） 0964-32-2114

ケンオウカミマシキキヨク 県央広域本部（上益城地域振興局） 096-282-3075

ケンオウクマモトドボクシヨ 県央広域本部（熊本土木事務所） 096-273-9631

ケンオウクマモトノウセイ 県央広域本部（熊本農政事務所） 096-273-9632

ケンオウコウイキゼイム 県央広域本部（税務部） 096-333-3202

ケンオウコウイキドボク 県央広域本部（土木部） 096-273-9631

ケンオウコウイキノウリン 県央広域本部（農林部） 096-273-9632

ケンオウゼイムサイケイガイ 県央広域本部（歳計外） 096-352-2815

ケンナンアシキタキヨク 県南広域本部（芦北地域振興局） 0966-82-2522

ケンナンクマキヨク 県南広域本部（球磨地域振興局） 0966-24-4112

ケンナンコウイキホンブ 県南広域本部 0965-33-3158

ケンナンヤツシロキヨク 県南広域本部（八代地域振興局） 0965-33-3158

ケンホクアソキヨク 県北広域本部（阿蘇地域振興局） 0967-22-1114

ケンホクカモトキヨク 県北広域本部（鹿本地域振興局） 0968-44-2143

ケンホクキクチキヨク 県北広域本部（菊池地域振興局） 0968-25-4271

ケンホクコウイキホンブ 県北広域本部 0968-25-4271

ケンホクタマナキヨク 県北広域本部（玉名地域振興局） 0968-74-2114

コドモリヨウイクセンター こども総合療育センター 0964-32-1143

シミズガオカガクエン 清水が丘学園 096-344-7600

シヨウヨウコウコウ 熊本県立翔陽高等学校 096-293-2055

セイカツアンゼンキカクカ 生活安全企画課 096-381-0110

タイシコウコウ 熊本県立岱志高等学校 0968-63-0384

タカモリケイサツシヨ 高森警察署 0967-62-0110

タマナキヨウイクジムシヨ 玉名教育事務所 0968-74-2301

タマナケイサツシヨ 玉名警察署 0968-74-0110

タマナコウギヨウコウコウ 熊本県立玉名工業高等学校 0968-73-2215

タマナフゾクチユウ 熊本県立玉名高等学校附属中学校 0968-73-2101

タラギケイサツシヨ 多良木警察署 0966-42-4110

トウリヨウコウコウ 熊本県立東稜高等学校 096-369-1008

ナンリョウコウトウガッコウ 熊本県立南稜高等学校 0966-45-1131

ハバタキシエンガツコウ 熊本県立熊本はばたき高等支援学校 096-368-2135



ヒトヨシケイサツシヨ 人吉警察署 0966-24-4110

ヒトヨシコウコウ 熊本県立人吉高等学校 0966-22-2261

ヒノクニシエンガツコウ 熊本県立ひのくに高等支援学校 096-249-1001

ホクリヨウコウコウ 熊本県立北稜高等学校 0968-73-2123

マツバセシエン 熊本県立松橋支援学校 0964-32-0729

マツバセニシシエン 熊本県立松橋西支援学校 0964-33-2797

マツバセヒガシシエン 熊本県立松橋東支援学校 0964-32-1726 

ミスミコウカンリジムシヨ 三角港管理事務所 0964-52-2079

ミナマタケイサツシヨ 水俣警察署 0966-62-0110

ミナマタコウコウ 熊本県立水俣高等学校 0966-63-1285

ミナマタミナトカンリシヨ 水俣港管理事務所 0966-63-2449

ミフネケイサツシヨ 御船警察署 096-282-1110

ヤツシロキヨウイクジムシ 八代教育事務所 0965-33-7186

ヤツシロケイサツシヨ 八代警察署 0965-33-0110

ヤツシロコウギヨウコウ 熊本県立八代工業高等学校 0965-33-2663

ヤツシロコウコウ 熊本県立八代高等学校 0965-33-4138

ヤツシロセイリユウコウコウ 熊本県立八代清流高等学校 0965-35-5455

ヤツシロチユウガツコウ 熊本県立八代中学校 0965-33-4138

ヤツシロノウギヨウコウ 熊本県立八代農業高等学校 0965-52-0076

ヤツシロヒガシコウコウ 熊本県立八代東高等学校 0965-33-1600

ヤツシロミナトカンリシヨ 八代港管理事務所 0965-37-0338

ヤマガケイサツシヨ 山鹿警察署 0968-44-0110

ヤマトケイサツシヨ 山都警察署 0967-72-0110

ユウシンカンコウコウ 熊本県立湧心館高等学校 096-372-5311

レイホクシエンガツコウ 熊本県立苓北支援学校 0969-35-1780


