
（令和４年４月１日現在）

郵　 便　 番　 号

事 務 所 所 在 地

電 　話 　番 　号

Ｆ Ａ Ｘ　番　号

1 熊本県市町村総合事務組合 退職手当　自治会館の管理運営 八代市　玉名市　天草市　山鹿市 〒862-0911　

交通災害共済金の給付 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 5 熊本市東区健軍2-4-10
438022 非常勤職員の公務災害補償 阿蘇市　合志市  （熊本県市町村自治会館内）

H16.10.1 県下全町村 　(096)368-0011
24一部事務組合　5広域連合 　(096)368-0004

2 上天草・宇城水道企業団 水道用水供給事業 天草市　宇土市　上天草市 〒869-0445　
宇城市 3 宇土市浦田町97

439941 　(0964)22-6733
H10.1.23 　(0964)22-6734

3 玉名市　玉東町 〒865-0005

0 玉名市玉名550
438120 地方独立行政法人評価委員会に関すること 　 　(0968)73-5111
H29.10.1 　(0968)73-5112

4 有明広域行政事務組合 消防　救急　ごみ処理施設（荒尾市除く） 荒尾市　玉名市 〒869-0292
し尿処理施設（荒尾市及び玉名市の一部を除く） 玉東町　和水町　南関町　長洲町 249 玉名市岱明町野口2129

439916 斎場（玉名市及び玉東町のみ） 　(0968)57-5111
H 6.4.1 リサイクルプラザ（荒尾市除く） 　(0968)57-5222

火薬類取締法等に基づく事務の一部

介護認定審査会の設置及び運営に関する事務

広域にわたる総合的な計画の策定等

多目的公園（荒尾市及び玉東町除く）

結婚活動支援　広域観光

5 山鹿植木広域行政事務組合 最終処分場  し尿処理施設 熊本市　山鹿市 〒861-0535

5 山鹿市南島1270-1
439541 　(0968)43-1195
S47.4.19 　(0968)42-1172

6 菊池養生園保健組合 診療所  結核健康診断車  健康管理センター 菊池市　合志市 〒861-1201

19 菊池市泗水町吉富2193-1
438162 　(0968)38-2820
S26.11.1 　(0968)38-5899

7 菊池環境保全組合 ごみ処理施設 菊池市　合志市　大津町　菊陽町 〒869-1233
ごみ処理基本計画 11 大津町大字大津115

438545 　(096)293-2555
S41.8.6 　(096)293-3350

8 大津菊陽水道企業団 水道事業 大津町　菊陽町 〒869-1221

24 大津町大字陣内1938-1
438715 　(096)293-7711
S54.4.1 　(096)293-0202

9 小国郷公立病院組合 病院事業　老人保健施設 南小国町　小国町 〒869-2501
訪問看護ステーションの管理・運営 112 小国町大字宮原1743

438197 　 　(0967)46-3111
S36.10.3 　(0967)46-4936

10 大津町西原村原野組合 公有の原野の管理に関する事務 大津町　西原村 〒861-2492

0 西原村大字小森3259

 （西原村役場内）
439142 　(096)279-3111
S36.10.19 　(096)279-3506

11 阿蘇広域行政事務組合 消防  救急（西原村除く） し尿処理施設 阿蘇市　南小国町　小国町 〒869-2236
ごみ処理施設（西原村除く） 火葬場（西原村除く） 産山村　高森町　南阿蘇村 189 阿蘇市跡ヶ瀬177

439851 一般廃棄物処理業務許可（西原村はし尿のみ） 西原村 　(0967)24-5111
S63.4.1 養護老人ホーム（高森町、南阿蘇村及び西原村のみ） 　(0967)24-5119

特別養護老人ホーム　火薬類取締法等に基づく事務の一部

介護福祉施設サービス・短期入所生活介護及び
介護予防短期入所生活支援

介護認定審査会　障がい者の介護給付費等の支
給に関する審査会

非常勤消防団員に係る公務災害補償及び退職報
償金の支給等

障がい者の介護給付費等の支給に関する審査会
の設置及び運営に関する事務

玉名市玉東町病院設立組合 地方独立行政法人くまもと県北病院の設立及び
解散に関すること

法人の業務実績評価に関することなど

一　部　事　務　組　合

No
組合の名称
団体コード
設立年月日

共同処理する事務 構　成　団　体　名
職
員
数



（令和４年４月１日現在）

郵　 便　 番　 号

事 務 所 所 在 地

電 　話 　番 　号

Ｆ Ａ Ｘ　番　号

一　部　事　務　組　合

No
組合の名称
団体コード
設立年月日

共同処理する事務 構　成　団　体　名
職
員
数

12 御船地区衛生施設組合 し尿処理施設 御船町　嘉島町　益城町　甲佐町 〒861-3202

9 御船町小坂2353
438570 　(096)282-2970
S39.6.1 　(096)282-3068

13 ごみ処理施設  火葬場 御船町　甲佐町 〒861-3206

8 御船町大字辺田見1408
439371 　(096)282-0688
S45.8.27 　(096)282-3396

14 ごみ処理施設　火葬場 西原村　嘉島町　益城町 〒861-2244
　　 12 益城町大字寺迫290

439495 　(096)286-4190
S46.11.26 　(096)286-0045

15 上益城消防組合 消防  救急 御船町　嘉島町　甲佐町　山都町 〒861-3206
火薬類取締法等に基づく事務の一部 88 御船町大字辺田見169

439657 　(096)282-1955
S49.4.1 　(096)282-3282

16 氷川町及び八代市中学校組合 組合立中学校の設置、管理 八代市　氷川町 〒869-4814

3 氷川町島地642

 （氷川町役場内）
439291 　(0965)52-7111
S29.10.1 　(0965)52-3939

17 八代広域行政事務組合 消防 救急 八代市　氷川町 〒866-0895
火薬類取締法等に基づく事務の一部 240 八代市大村町970

439738 　(0965)32-6181
S51.7.1 　(0965)32-9251

18 八代生活環境事務組合 ごみ処理施設  し尿処理施設  上水道  火葬場 八代市　氷川町 〒869-4602

35 氷川町宮原679-4
439746･439754 　(0965)62-2049
S51.7.1 　(0965)62-4829

19 水俣芦北広域行政事務組合 消防 救急 し尿処理施設 ごみ処理施設 火葬場 水俣市　芦北町　津奈木町 〒867-0003
広域にわたる総合的な計画策定 介護認定審査会等 86 水俣市ひばりヶ丘3番12号

439932 広域行政事務の実施及び連絡調整 　(0966)63-1128
H 7.10.1 障がい者の介護給付費等の支給審査会 　(0966)63-2067

火薬類取締法等に基づく事務の一部

20 球磨郡公立多良木病院企業団 病院事業  介護老人保健施設 総合健診センター　 あさぎり町　多良木町　湯前町 〒868-0598
地域包括支援センター(あさぎり町除く) 水上村 275 多良木町大字多良木4210
訪問看護ステーション 　

438243 検診車 病児、病後児保育事業 　(0966)42-2560
S11.7.9 指定居宅サービス事業並びに指定居宅介護支援

事業
　(0966)42-6788

障害者支援短期入所事業

21 人吉下球磨消防組合 消防  救急 人吉市　錦町　相良村　五木村 〒868-0083
火薬類取締法等に基づく事務の一部 山江村　球磨村 110 人吉市下林町1

439649 　(0966)22-5241
S49.4.1 　(0966)22-5240

22 上球磨消防組合 消防  救急 あさぎり町　多良木町　湯前町 〒868-0501
火薬類取締法等に基づく事務の一部 水上村 62 多良木町大字多良木3146-1

439665 　(0966)42-3181
S49.4.1 　(0966)42-2547

23 人吉球磨広域行政組合 し尿処理  ごみ処理　広域にわたる総合的な計画の策定　 人吉市　錦町　あさぎり町 〒868-0085　
火葬場　広域行政事務の実施及び連絡調整 多良木町　湯前町　水上村 30 人吉市中神町字城本1348-1

439860 相良村　五木村　山江村　球磨村 　(0966)23-3080
H 1.10.1 　(0966)22-7255

24 上天草衛生施設組合 し尿処理施設 天草市　上天草市 〒861-7204

9 天草市有明町楠甫6030
439355 　(0969)54-0374
S45.6.5 　(0969)54-0961

※　本表は、配列の順序を行政の管轄区域別・団体コード順とし、連番号を付し整理している。

　　　　管轄区域は次のとおり。　熊本市及び各地域振興局 （宇城・玉名・鹿本・菊池・阿蘇・上益城・八代・芦北・球磨・天草）

※　職員数は、令和３年地方公共団体定員管理調査による。

※　設立年月日は、令和３年度地方公共団体間の事務の共同処理の状況調による。

御船町甲佐町衛生施設組合

益城、嘉島、西原環境衛生施
設組合



（令和４年４月１日現在）

郵　 便　 番　 号
事 務 所 所 在 地
電 　話 　番 　号
Ｆ　Ａ　Ｘ　番 号

1 宇城広域連合 消防　救急　 宇土市 186 〒869-0532　

し尿処理施設　ごみ処理施設　火葬場　 宇城市 宇城市

439959事務権限移譲事務 美里町 　松橋町久具396-2

H10.2.1ふるさと市町村圏計画策定・実施及び連絡調整 　(0964)32-4144

介護認定審査会の設置及び運営 　(0964)32-4152

障がい者の介護給付費等の支給に関する審査会の設置運営

最終処分場の水質検査等（宇城市のみ）

ごみ処理場跡地の維持管理・河川水検査（宇土市除く）

2 菊池広域連合 消防　救急 菊池市 201 〒861-1295

事務権限移譲事務 合志市 菊池市泗水町福本383

439967関係市町の一体的整備に係る調査研究及び連絡調整 大津町 　

H10.7.1広域行政体制の整備 菊陽町 　(0968)38-0171

市町職員等集合研修 　(0968)38-0175

火葬場の設置、管理及び運営

し尿処理施設の設置、管理及び運営

介護認定審査会の設置及び運営

障がい者の介護給付費等の支給に関する審査会の設置運営

無縁仏納骨堂の設置、管理及び運営

3 上益城広域連合 介護認定審査会の設置運営・要介護認定・要支援認定及び更新　 御船町 0 〒861-3106

 広域的課題の調査研究 嘉島町 嘉島町大字上島551

439975上益城情報公開及び個人情報保護審査会の設置運営 益城町

H11.4.1上益城行政不服審査会の設置運営 甲佐町 　(096)237-2891

障がい者の介護給付費等の支給に関する審査会の設置運営 山都町 　(096)237-2895

一般廃棄物処理施設の設置に関する事務

4 天草広域連合 消防　救急 天草市 231 〒863-0001

ごみ処理施設 上天草市 天草市

439983介護認定審査会の設置運営 苓北町 　本渡町広瀬1687-2

H11.7.1広域サインの設置及び管理運営 　(0969)24-3188

広域的課題の調査研究　事務権限移譲事務 　(0969)24-2726

広域的連携に基づく計画等の策定

 　

5 被保険者の資格の管理に関する事務 県内全市町村 0 〒862-0911　

医療給付に関する事務 熊本市

保険料の賦課に関する事務 　東区健軍2-4-10

439991保健事業に関する事務  (熊本県市町村自治会館内)

H19.2.1その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 　(096)368-6511

　(096)368-6577

※　職員数は、令和３年地方公共団体定員管理調査による。

熊本県後期高齢
者医療広域連合

広　　域　　連　　合

No
組合の名称
団体コード
設立年月日

処理する事務 構成団体名
職
員
数



（令和４年４月１日現在）

1 天草市 H31.3.25

【天草市　合併一市特例】

（H23.2.28） （H31.4～R5.3）

※二次ビジョン

2 人吉市 R2.3.26

（H26.3.24） （R2.4～R7.3）

※二次ビジョン

3 八代市 R3.3.4

（H26.9.25） （R3.4～R8.3）

4 菊池市 R4.3.18(方針のみ）

【菊池市　合併一市特例】 （本体策定はR4.6）

（H26.12.12） （R4.4～R8.3）

※二次ビジョン

5 熊本市 R4.3.28

（H27.6.18） （R3.4～R8.3）

6 玉名市 R4.3.30

（H27.7.3） （R4.4～R9.3）

※二次ビジョン

7 山鹿市 H31.3.15

（H21.9.1） （H31.4～R6.3）

※H30.6 一部修正

 

（※１） 「協定等締結日」には、当該圏域で最初に協定等を締結した日を記載している。

・ 連携中枢都市圏とは、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町
村と連携して形成される圏域をいう。コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん
引」、「高次都市機能の集積・強化」、「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人
口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点
を形成することを目的としている。

・ 定住自立圏とは、地方圏において、医療や買い物など住民生活に必要な機能について一定の集積
があり、周辺の市町村の住民もその機能を活用しているような「中心市」とその近隣市町村が、
自らの意思で１対１の協定を締結することを積み重ねる結果として、形成される圏域である。圏
域ごとに「集約とネットワーク」の考え方に基づき、中心市において圏域全体の暮らしに必要な
都市機能を集約的に整備するとともに、近隣市町村において必要な生活機能を確保し、農林水産
業の振興や豊かな自然環境の保全等を図るなど、互いに連携・協力することにより、圏域全体の
活性化を図ることを目的としている。

和水町 2

山鹿市・和水町

定住自立圏

（H30.6.21）

玉東町・南関町・和水町 4

玉名圏域

定住自立圏

（H28.8.8）

山鹿市・菊池市・宇土市・宇城市
阿蘇市・合志市・美里町・玉東町
大津町・菊陽町・高森町・西原村
南阿蘇村・御船町・嘉島町・益城町

甲佐町・山都町

19

熊本連携中枢都市圏

（H28.3.30）

1

菊池市

定住自立圏

（H27.9.18）

氷川町・芦北町 3

八代市・氷川町・芦北町

定住自立圏

（H27.3.23）

錦町・多良木町・湯前町・水上村
相良村・五木村・山江村・球磨村

あさぎり町
10

人吉球磨

定住自立圏

（H27.1.14）

1

天草市

定住自立圏

（H23.12.20）

連携中枢都市圏及び定住自立圏

No
圏 域 名

（協定等締結日（※１））

構　成　市　町　村

現行ビジョン策定日

（期間）中心市
（宣言日）

近隣市町村 市町村数



１　連携協約（地方自治法第２５２条の２に基づくもの）

名            称

熊本連携中枢都市圏

　合志市及び湯前町における
　広域連携に係る協約

２  協議会（地方自治法第２５２条の２の２に基づくもの） 

３  機関等の共同設置（地方自治法第２５２条の７に基づくもの）

名            称

 球磨郡介護認定審査会

 球磨郡障害認定審査会

熊本広域行政不服審査会

４  事務の委託（地方自治法第２５２条の１４に基づくもの） 

委 託 事 務 受託団体名

　公平委員会  熊本県

　児童自立支援施設  熊本県

　原野管理  大津町

　特別支援学校  八代市

　汚水処理
　（下水道）

 長洲町

　火葬場（せきすい斎苑）  南関町

　火葬場  宇城広域連合

　国営造成施設管理  菊池市

　施設内下水道  菊陽町

　阿蘇火山爆発避難  阿蘇市

　イントラネットの運用  八代市

　学校給食 　長洲町  荒尾市

　光ネットワーク整備  阿蘇市

　消防、救急、火薬類取締法
及び液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関する
法律に基づく事務の一部

 熊本市

　富岡ビジターセンターに関
する事務  苓北町

　熊本県博物館ネットワーク
センターに関する事務  宇城市　熊本県

　熊本市　阿蘇市　合志市　美里町　玉東町　大津町　菊陽町　南小国町
　小国町　産山村　高森町　西原村　南阿蘇村

（令和４年４月１日現在）

　産山村

　益城町　西原村

　熊本県

　熊本市

　菊池市　合志市　菊陽町　南阿蘇村

　氷川町

　氷川町

　南阿蘇村

合志市　湯前町

委 託 団 体 名

　玉名市

　和水町

　御船町甲佐町衛生施設組合

荒尾市・長洲町学校給食センター協議会

（令和４年４月１日現在）

構  成  団  体  名

　錦町 あさぎり町　多良木町 湯前町　水上村 相良村 五木村
　山江村　球磨村

協議会・機関等の共同設置・事務の委託

（令和４年４月１日現在）

構  成  団  体  名

熊本市　山鹿市　菊池市　宇土市　宇城市　阿蘇市　合志市　美里町
玉東町　大津町　菊陽町　高森町　西原村　南阿蘇村　御船町　嘉島町
益城町　甲佐町　山都町

　水俣市 天草市 上天草市 宇城市 阿蘇市 合志市
　全町村31　公平委員会の設置を要する地方公共団
　体の組合25（一部事務組合20、広域連合5）
　合計62団体

　合志市

（令和４年４月１日現在）

　熊本市　山鹿市　合志市　大津町


