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熊本県行政文書管理規程（平成24年熊本県訓令第9号／平成24年熊本県公営企業管理規程第9号）新旧対照表 

旧 新 

(文書管理者) 

第5条 本庁各課(グループ)及び文書管理出先機関に所掌事務に関する文

書管理の実施責任者として、文書管理者を置く。  

2 文書管理者は、本庁各課長(知事公室付にあっては、知事公室に置く政

策審議監。以下同じ。)及び文書管理出先機関の長（広域本部本部組織

にあっては広域本部総務部長（県央広域本部総務部、振興部、税務部、

農林部及び土木部にあっては各部の長、県北広域本部総務部玉名総務課

及び同広域本部農林水産部水産課にあっては県北広域本部長が別に定め

る者）、振興局（上益城土木部を除く。）にあっては振興局の局次長）

をもって充てる。  

3 （略） 

 

 (公文書の記名) 

第16条 知事の事務部局の本庁における外部に対する公文書の記名は、原

則として 知事名(法令の規定に基づき県名を用いるものとされているも

のについては県名) を用いるものとし、通達文、往復文等で軽易なもの

については、副知事名、知事公室長名、部長名又は会計管理者名を用い

ることができる。ただし、往復文等で 特に軽易なものについては、政

策審議監名（知事公室に限る。）、部内局長名、危機管理監名、課長名

又は 政策調整監名を用いることができる。 

2～3 （略） 

 

(決裁区分の表示)  

第24条 本庁における回議案には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当

該各号に定める表示を文書管理システムに登録し、又は起案用紙の決裁

 (文書管理者) 

第5条 本庁各課(グループ)及び文書管理出先機関に所掌事務に関する文

書管理の実施責任者として、文書管理者を置く。  

2 文書管理者は、本庁各課長(知事公室付にあっては、知事公室に置く政

策調整監。以下同じ。)及び文書管理出先機関の長（広域本部本部組織

にあっては広域本部総務部長（県央広域本部総務部、振興部、税務部、

農林部及び土木部にあっては各部の長、県北広域本部総務部玉名総務課

及び同広域本部農林水産部水産課にあっては県北広域本部長が別に定め

る者）、振興局（上益城土木部を除く。）にあっては振興局の局次長）

をもって充てる。  

3 （略） 

 

 (公文書の記名) 

第16条 知事の事務部局の本庁における外部に対する公文書の記名は、原

則として 知事名(法令の規定に基づき県名を用いるものとされているも

のについては県名) を用いるものとし、通達文、往復文等で軽易なもの

については、副知事名、知事公室長名、部長名又は会計管理者名を用い

ることができる。ただし、往復文等で 特に軽易なものについては政策

審議監名（知事公室に限る。）、部内局長名、危機管理監名、課長名又

は 政策調整監名を用いることができる。 

2～3 （略） 

 

 (決裁区分の表示)  

第24条 本庁における回議案には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当

該各号に定める表示を文書管理システムに登録し、又は起案用紙の決裁
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区分欄に記入しなければならない。 

(1)～(9) （略） 

(10) 課長又は政策審議監限りで決裁するもの 「課長」又は「政策審

議監」 

(11) （略） 

2～3 （略） 

区分欄に記入しなければならない。 

(1)～(9) （略） 

(10) 課長又は政策調整監限りで決裁するもの 「課長」又は「政策調

整監」 

(11) （略） 

2～3 （略） 

別表第1(第15条関係) 別表第1(第15条関係) 

1 知事の事務部局の本庁 

  知事公室付 知付 

  秘書グループ 秘 

  
広報グループ 広 

くまモングループ くま 

 
危機管理防災課 危防 

  人事課 人 

  財政課 財 

  県政情報文書課 県情文 

  総務厚生課 総厚 

  財産経営課 財経 

  私学振興課 私振 

  市町村課 市町村 

  消防保安課 消保 

  税務課 税 

  企画課 企 

  地域振興課 地振 

1 知事の事務部局の本庁 

  知事公室付 知付 

  秘書グループ 秘 

  
広報グループ 広 

くまモングループ くま 

  危機管理防災課 危防 

  人事課 人 

  財政課 財 

  県政情報文書課 県情文 

  総務厚生課 総厚 

  財産経営課 財経 

  私学振興課 私振 

  市町村課 市町村 

  消防保安課 消保 

  税務課 税 

  企画課 企 

  地域振興課 地振 
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  文化企画・世界遺産推進課 文世 

  川辺川ダム総合対策課 川辺総 

  交通政策課 交政 

  情報企画課 情企 

  統計調査課 統 

  健康福祉政策課 健福 

  健康危機管理課 健危管 

  高齢者支援課 高齢 

  認知症対策・地域ケア推進課 認地 

  社会福祉課 社福 

  子ども未来課 子未来 

  子ども家庭福祉課 子家福 

  障がい者支援課 障がい 

  医療政策課 医政 

  国保・高齢者医療課 国高 

  健康づくり推進課 健づ推 

  薬務衛生課 薬衛 

  環境政策課 環政 

  水俣病保健課 水俣保 

  水俣病審査課 水俣審 

  環境立県推進課 環立 

  環境保全課 環保 

  自然保護課 自保 

  循環社会推進課 循社 

  くらしの安全推進課 く安 

  文化企画・世界遺産推進課 文世 

  川辺川ダム総合対策課 川辺総 

  交通政策課 交政 

  情報政策課 情政 

  統計調査課 統 

  健康福祉政策課 健福 

  健康危機管理課 健危管 

  高齢者支援課 高齢 

  認知症対策・地域ケア推進課 認地 

  社会福祉課 社福 

  子ども未来課 子未来 

  子ども家庭福祉課 子家福 

  障がい者支援課 障がい 

  医療政策課 医政 

  国保・高齢者医療課 国高 

  健康づくり推進課 健づ推 

  薬務衛生課 薬衛 

  環境政策課 環政 

  水俣病保健課 水俣保 

  水俣病審査課 水俣審 

  環境立県推進課 環立 

  環境保全課 環保 

  自然保護課 自保 

  循環社会推進課 循社 

  くらしの安全推進課 く安 
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  消費生活課 消生 

  男女参画・協働推進課 男女協 

  人権同和政策課 人同政 

  商工政策課 商政 

  商工振興金融課 商金 

  労働雇用創生課 労雇創 

  産業支援課 産支 

  エネルギー政策課 エネ 

  企業立地課 企立 

  観光物産課 観物 

  国際課 国 

  農林水産政策課 農林水 

  団体支援課 団支 

  流通アグリビジネス課 流ア 

  農業技術課 農技 

 農産園芸課 農園 

  畜産課 畜 

 農地・担い手支援課 農担 

  農村計画課 農計 

 農地整備課 農整 

  むらづくり課 むら 

 技術管理課 技管 

  森林整備課 森整 

  
林業振興課 林振 

森林保全課 森保 

  消費生活課 消生 

  男女参画・協働推進課 男女協 

  人権同和政策課 人同政 

  商工政策課 商政 

  商工振興金融課 商金 

  労働雇用創生課 労雇創 

  産業支援課 産支 

  エネルギー政策課 エネ 

  企業立地課 企立 

  観光物産課 観物 

  国際課 国 

  農林水産政策課 農林水 

  団体支援課 団支 

  流通アグリビジネス課 流ア 

  農業技術課 農技 

 農産園芸課 農園 

  畜産課 畜 

 農地・担い手支援課 農担 

  農村計画課 農計 

 農地整備課 農整 

  むらづくり課 むら 

  技術管理課 技管 

  森林整備課 森整 

  林業振興課 林振 

  森林保全課 森保 
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  水産振興課 水振 

  漁港漁場整備課 漁整 

  監理課 監 

  用地対策課 用対 

  土木技術管理課 土技 

  道路整備課 道整 

  道路保全課 道保 

  都市計画課 都計 

  下水環境課 下環 

  河川課 河 

  港湾課 港 

  砂防課 砂 

  建築課 建 

  営繕課 営 

  住宅課 住 

  
国際スポーツ大会推進課 国ス推 

会計課 会 

  管理調達課 管調 
 

  水産振興課 水振 

  漁港漁場整備課 漁整 

  監理課 監 

  用地対策課 用対 

  土木技術管理課 土技 

  道路整備課 道整 

  道路保全課 道保 

  都市計画課 都計 

  下水環境課 下環 

  河川課 河 

  港湾課 港 

  砂防課 砂 

  建築課 建 

  営繕課 営 

  住宅課 住 

  
国際スポーツ大会推進課 国ス推 

会計課 会 

  管理調達課 管調 
 

2 知事の事務部局の地方出先機関 

  熊本県県央広域本部 

   総務部 

    総務調整課 央総調 

   振興部 

    振興課 央振 

2 知事の事務部局の地方出先機関 

  熊本県県央広域本部 

   総務部 

    総務調整課 央総調 

   振興部 

    振興課 央振 
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   税務部 

    総務課 央税総 

    収税第一課 央収一税 

    収税第二課 央収二税 

    課税第一課 央課一税 

    課税第二課 央課二税 

   農林部 

    総務課 央農総 

    農業普及・振興課 央農普振 

    農地整備課 央農整 

   土木部 

    総務課 央土総 

  
  技術管理課 央土技管 

  景観建築課 央土景建             

   用地課 央土用 

    工務管理課 央土工管 

  

  災害復興課 央土災 

災害復興第一課 央土災一 

  災害復興第二課 央土災二 

  益城復興事務所街路用地課 央益街用 

   益城復興事務所区画整理用地課 央益区用 

   益城復興事務所工務課 央益工 

 
  益城復興事務所街路工務課 央益街工 

  益城復興事務所区画整理工務課 央益区工 

   宇城地域振興局 

   税務部 

    総務課 央税総 

    収税第一課 央収一税 

    収税第二課 央収二税 

    課税第一課 央課一税 

    課税第二課 央課二税 

   農林部 

    総務課 央農総 

    農業普及・振興課 央農普振 

    農地整備課 央農整 

   土木部 

    総務課 央土総 

    技術管理課 央土技管 

    景観建築課 央土景建 

   用地課 央土用 

    工務管理課 央土工管 

  

  災害復興課 央土災 

災害復興第一課 央土災一 

  災害復興第二課 央土災二 

  益城復興事務所街路用地課 央益街用 

   益城復興事務所区画整理用地課 央益区用 

   益城復興事務所工務課 央益工 

 
  益城復興事務所街路工務課 央益街工 

  益城復興事務所区画整理工務課 央益区工 

   宇城地域振興局  
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    総務振興課 宇城総振 

    総務福祉課 宇城総福 

    衛生環境課 宇城衛環 

    保健予防課 宇城保予 

    農業普及・振興課 宇城農普振 

    農地整備課 宇城農整 

    林務課 宇城林 

    維持管理調整課 宇城維管調 

    用地課 宇城用 

    工務課 宇城工 

   上益城地域振興局 

    総務振興課 上益城総振 

    総務企画課 上益城総企 

    福祉課 上益城福 

    衛生環境課 上益城衛環 

    保健予防課 上益城保予 

    農業普及・振興課 上益城農普振 

    農地整備課 上益城農整 

    林務課 上益城林 

    総務出納課 上益城総出 

    維持管理調整課 上益城維管調 

   熊本農政事務所 

    総務課 熊農総 

    農業普及・振興課 熊農農普振 

    農地整備課 熊農農整  

    総務振興課 宇城総振 

    総務福祉課 宇城総福 

    衛生環境課 宇城衛環 

    保健予防課 宇城保予 

    農業普及・振興課 宇城農普振 

    農地整備課 宇城農整 

    林務課 宇城林 

    維持管理調整課 宇城維管調 

    用地課 宇城用 

    工務課 宇城工 

   上益城地域振興局 

    総務振興課 上益城総振 

    総務企画課 上益城総企 

    福祉課 上益城福 

    衛生環境課 上益城衛環 

    保健予防課 上益城保予 

    農業普及・振興課 上益城農普振 

    農地整備課 上益城農整 

    林務課 上益城林 

    総務出納課 上益城総出 

    維持管理調整課 上益城維管調 

   熊本農政事務所 

    総務課 熊農総 

    農業普及・振興課 熊農農普振 

    農地整備課 熊農農整  
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   熊本土木事務所 

    総務課 熊土総 

    技術管理課 熊土技管 

  熊本県県北広域本部 

   総務部 

    振興課 北振 

    総務課 北総 

    収税課 北収税 

    課税課 北課税 

    玉名総務課 北玉総 

   保健福祉環境部 

    総務企画課 北総企 

    福祉課 北福祉 

    衛生環境課 北衛環 

    保健予防課 北保予 

   農林水産部 

    農業普及・振興課 北農普振 

    農地整備課 北農整 

    菊池台地土地改良課 北菊土改 

    林務課 北林 

    水産課 北水 

   土木部 

    技術管理課 北土技管 

    景観建築課 北景建 

 用地課 北用 

   熊本土木事務所 

    総務課 熊土総 

    技術管理課 熊土技管 

  熊本県県北広域本部 

   総務部 

    振興課 北振 

    総務課 北総 

    収税課 北収税 

    課税課 北課税 

    玉名総務課 北玉総 

   保健福祉環境部 

    総務企画課 北総企 

    福祉課 北福祉 

    衛生環境課 北衛環 

    保健予防課 北保予 

   農林水産部 

    農業普及・振興課 北農普振 

    農地整備課 北農整 

    菊池台地土地改良課 北菊土改 

    林務課 北林 

    水産課 北水 

   土木部 

    技術管理課 北土技管 

    景観建築課 北景建 

    用地課 北用 
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    工務課 北工 

    維持管理課 北維管 

   玉名地域振興局 

    総務振興課 玉名総振 

    総務福祉課 玉名総福 

    衛生環境課 玉名衛環 

    保健予防課 玉名保予 

    農業普及・振興課 玉名農普振 

    農地整備課 玉名農整 

    林務課 玉名林 

    維持管理調整課 玉名維管調 

    用地課 玉名用 

    工務課 玉名工 

   鹿本地域振興局 

    総務振興課 鹿本総振 

    総務福祉課 鹿本総福 

    衛生環境課 鹿本衛環 

    保健予防課 鹿本保予 

    農業普及・振興課 鹿本農普振 

    農地整備課 鹿本農整 

    林務課 鹿本林 

    維持管理調整課 鹿本維管調 

   菊池地域振興局 

    振興課 菊池振 

    総務課 菊池総 

    工務課 北工 

    維持管理課 北維管 

   玉名地域振興局 

    総務振興課 玉名総振 

    総務福祉課 玉名総福 

    衛生環境課 玉名衛環 

    保健予防課 玉名保予 

    農業普及・振興課 玉名農普振 

    農地整備課 玉名農整 

    林務課 玉名林 

    維持管理調整課 玉名維管調 

    用地課 玉名用 

    工務課 玉名工 

   鹿本地域振興局 

    総務振興課 鹿本総振 

    総務福祉課 鹿本総福 

    衛生環境課 鹿本衛環 

    保健予防課 鹿本保予 

    農業普及・振興課 鹿本農普振 

    農地整備課 鹿本農整 

    林務課 鹿本林 

    維持管理調整課 鹿本維管調 

   菊池地域振興局 

    振興課 菊池振 

    総務課 菊池総 
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    総務企画課 菊池総企 

    福祉課 菊池福 

    衛生環境課 菊池衛環 

    保健予防課 菊池保予 

    農業普及・振興課 菊池農普振 

    農地整備課 菊池農整 

    林務課 菊池林 

    技術管理課 菊池技管 

    維持管理課 菊池維管 

   阿蘇地域振興局 

    総務振興課 阿蘇総振 

    総務福祉課 阿蘇総福 

    衛生環境課 阿蘇衛環 

    保健予防課 阿蘇保予 

    農業普及・振興課 阿蘇農普振 

    農地整備課 阿蘇農整 

    林務課 阿蘇林 

   山地災害対策課 阿蘇山災 

    維持管理調整課 阿蘇維管調 

    用地課 阿蘇用 

    工務第一課 阿蘇工一 

    工務第二課 阿蘇工二 

  熊本県県南広域本部 

   総務部 

    振興課 南振 

    総務企画課 菊池総企 

    福祉課 菊池福 

    衛生環境課 菊池衛環 

    保健予防課 菊池保予 

    農業普及・振興課 菊池農普振 

    農地整備課 菊池農整 

    林務課 菊池林 

    技術管理課 菊池技管 

    維持管理課 菊池維管 

   阿蘇地域振興局 

    総務振興課 阿蘇総振 

    総務福祉課 阿蘇総福 

    衛生環境課 阿蘇衛環 

    保健予防課 阿蘇保予 

    農業普及・振興課 阿蘇農普振 

    農地整備課 阿蘇農整 

    林務課 阿蘇林 

   山地災害対策課 阿蘇山災 

    維持管理調整課 阿蘇維管調 

    用地課 阿蘇用 

    工務第一課 阿蘇工一 

    工務第二課 阿蘇工二 

  熊本県県南広域本部 

   総務部 

    振興課 南振 
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    総務課 南総 

    収税課 南収税 

    課税課 南課税 

   保健福祉環境部 

    総務企画課 南総企 

    福祉課 南福祉 

    衛生環境課 南衛環 

    保健予防課 南保予 

    試験検査課 南試検 

   農林水産部 

    農業普及・振興課 南農普振 

    農地整備課 南農整 

    林務課 南林 

    水産課 南水 

   土木部 

  
  技術管理課 南土技管 

  景観建築課 南景建 

    用地課 南用 

    工務課 南工 

    維持管理課 南維管 

   八代地域振興局 

    振興課 八代振 

    総務課 八代総 

    総務企画課 八代総企 

    福祉課 八代福 

    総務課 南総 

    収税課 南収税 

    課税課 南課税 

   保健福祉環境部 

    総務企画課 南総企 

    福祉課 南福祉 

    衛生環境課 南衛環 

    保健予防課 南保予 

    試験検査課 南試検 

   農林水産部 

    農業普及・振興課 南農普振 

    農地整備課 南農整 

    林務課 南林 

    水産課 南水 

   土木部 

    技術管理課 南土技管 

    景観建築課 南景建 

    用地課 南用 

    工務課 南工 

    維持管理課 南維管 

   八代地域振興局 

    振興課 八代振 

    総務課 八代総 

    総務企画課 八代総企 

    福祉課 八代福 
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    衛生環境課 八代衛環 

    保健予防課 八代保予 

    農業普及・振興課 八代農普振 

    農地整備課 八代農整 

    林務課 八代林 

    技術管理課 八代技管 

    用地課 八代用 

    工務課 八代工 

    維持管理課 八代維管 

   芦北地域振興局 

    総務振興課 芦北総振 

    総務企画課 芦北総企 

    福祉課 芦北福 

    衛生環境課 芦北衛環 

    保健予防課 芦北保予 

    農業普及・振興課 芦北農普振 

    農地整備課 芦北農整 

    林務課 芦北林 

    維持管理調整課 芦北維管調 

    用地課 芦北用 

    工務課 芦北工 

   球磨地域振興局 

    総務振興課 球磨総振 

    総務福祉課 球磨総福 

    衛生環境課 球磨衛環 

    衛生環境課 八代衛環 

    保健予防課 八代保予 

    農業普及・振興課 八代農普振 

    農地整備課 八代農整 

    林務課 八代林 

    技術管理課 八代技管 

    用地課 八代用 

    工務課 八代工 

    維持管理課 八代維管 

   芦北地域振興局 

    総務振興課 芦北総振 

    総務企画課 芦北総企 

    福祉課 芦北福 

    衛生環境課 芦北衛環 

    保健予防課 芦北保予 

    農業普及・振興課 芦北農普振 

    農地整備課 芦北農整 

    林務課 芦北林 

    維持管理調整課 芦北維管調 

    用地課 芦北用 

    工務課 芦北工 

   球磨地域振興局 

    総務振興課 球磨総振 

    総務福祉課 球磨総福 

    衛生環境課 球磨衛環 
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    保健予防課 球磨保予 

    農業普及・振興課 球磨農普振 

    農地整備課 球磨農整 

    川辺川土地改良課 球磨川土 

    林務課 球磨林 

    森林保全課 球磨森保 

    維持管理調整課 球磨維管調 

    用地課 球磨用 

    工務課 球磨工 

  熊本県天草広域本部 

   総務部 

    総務振興課 天総振 

    税務課 天税 

   保健福祉環境部 

    総務企画課 天総企 

    福祉課 天福祉 

    衛生環境課 天衛環 

    保健予防課 天保予 

   農林水産部 

    農業普及・振興課 天農普振 

    農地整備課 天農整 

    林務課 天林 

    水産課 天水 

    漁港課 天漁 

   土木部 

    保健予防課 球磨保予 

    農業普及・振興課 球磨農普振 

    農地整備課 球磨農整 

    川辺川土地改良課 球磨川土 

    林務課 球磨林 

    森林保全課 球磨森保 

    維持管理調整課 球磨維管調 

    用地課 球磨用 

    工務課 球磨工 

  熊本県天草広域本部 

   総務部 

    総務振興課 天総振 

    税務課 天税 

   保健福祉環境部 

    総務企画課 天総企 

    福祉課 天福祉 

    衛生環境課 天衛環 

    保健予防課 天保予 

   農林水産部 

    農業普及・振興課 天農普振 

    農地整備課 天農整 

    林務課 天林 

    水産課 天水 

    漁港課 天漁 

   土木部 
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    技術管理課 天土技管 

    用地課 天用 

    工務第一課 天工一 

    工務第二課 天工二 

    維持管理課 天維管 

   天草地域振興局 

    総務振興課 天草総振 

    総務企画課 天草総企 

    福祉課 天草福 

    衛生環境課 天草衛環 

    保健予防課 天草保予 

    農業普及・振興課 天草農普振 

    農地整備課 天草農整 

    林務課 天草林 

    技術管理課 天草技管 

    用地課 天草用 

    工務第一課 天草工一 

    工務第二課 天草工二 

    維持管理課 天草維管 

  熊本県消防学校 熊消学 

  熊本県防災消防航空センター 防航セ 

  熊本県自動車税事務所 自税 

  
熊本県東京事務所 熊東 

熊本県博物館ネットワークセンター 博セ   

  熊本県宇城福祉事務所 宇福 

    技術管理課 天土技管 

    用地課 天用 

    工務第一課 天工一 

    工務第二課 天工二 

    維持管理課 天維管 

   天草地域振興局 

    総務振興課 天草総振 

    総務企画課 天草総企 

    福祉課 天草福 

    衛生環境課 天草衛環 

    保健予防課 天草保予 

    農業普及・振興課 天草農普振 

    農地整備課 天草農整 

    林務課 天草林 

    技術管理課 天草技管 

    用地課 天草用 

    工務第一課 天草工一 

    工務第二課 天草工二 

    維持管理課 天草維管 

  熊本県消防学校 熊消学 

  熊本県防災消防航空センター 防航セ 

  熊本県自動車税事務所 自税 

  熊本県東京事務所 熊東 

  熊本県博物館ネットワークセンター 博セ 

  熊本県宇城福祉事務所 宇福 
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  熊本県玉名福祉事務所 玉福 

  熊本県菊池福祉事務所 菊福 

  熊本県阿蘇福祉事務所 阿福 

  熊本県上益城福祉事務所 上福 

  熊本県八代福祉事務所 八福 

  熊本県芦北福祉事務所 芦福 

  熊本県球磨福祉事務所 球福 

  熊本県天草福祉事務所 天福 

  熊本県有明保健所 有保 

  熊本県八代保健所 八保 

  熊本県人吉保健所 人保 

  熊本県水俣保健所 水保 

  熊本県山鹿保健所 山保 

  熊本県菊池保健所 菊保 

  熊本県阿蘇保健所 阿保 

  熊本県御船保健所 御保 

  熊本県宇城保健所 宇保 

  熊本県天草保健所 天保 

  熊本県福祉総合相談所 福総相 

  熊本県保健環境科学研究所 保環研 

  熊本県食肉衛生検査所 食衛検 

  熊本県中央児童相談所 中児相 

  熊本県八代児童相談所 八児相 

  熊本県立清水が丘学園 清学 

  熊本県女性相談センター 女相セ 

  熊本県玉名福祉事務所 玉福 

  熊本県菊池福祉事務所 菊福 

  熊本県阿蘇福祉事務所 阿福 

  熊本県上益城福祉事務所 上福 

  熊本県八代福祉事務所 八福 

  熊本県芦北福祉事務所 芦福 

  熊本県球磨福祉事務所 球福 

  熊本県天草福祉事務所 天福 

  熊本県有明保健所 有保 

  熊本県八代保健所 八保 

  熊本県人吉保健所 人保 

  熊本県水俣保健所 水保 

  熊本県山鹿保健所 山保 

  熊本県菊池保健所 菊保 

  熊本県阿蘇保健所 阿保 

  熊本県御船保健所 御保 

  熊本県宇城保健所 宇保 

  熊本県天草保健所 天保 

  熊本県福祉総合相談所 福総相 

  熊本県保健環境科学研究所 保環研 

  熊本県食肉衛生検査所 食衛検 

  熊本県中央児童相談所 中児相 

  熊本県八代児童相談所 八児相 

  熊本県立清水が丘学園 清学 

  熊本県女性相談センター 女相セ 
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  熊本県精神保健福祉センター 精保 

  熊本県身体障害者リハビリテーションセンター 身障セ 

  熊本県知的障害者更正相談所 知障更 

  熊本県こども総合療育センター 療育セ 

  
熊本県環境センター 環セ 

熊本県消費生活センター 消生セ 

  熊本県大阪事務所 熊阪 

  熊本県福岡事務所 熊福 

  熊本県立高等技術専門校 技専 

  熊本県立技術短期大学校 技短 

  熊本県産業技術センター 産セ 

  熊本県農業研究センター 

   管理部 農研管 

   企画調整部 農研企 

   農産園芸研究所 農研園 

   茶業研究所 農研園茶 

  高原農業研究所 農研園高 

  球磨農業研究所 農研園球 

   生産環境研究所 農研生環 

  畜産研究所 農研畜 

  草地畜産研究所 農研畜草 

  

 アグリシステム総合研究所 農研ア 

 果樹研究所 農研果 

 天草農業研究所 農研果天 

熊本県林業研究指導所 林研指 

  熊本県精神保健福祉センター 精保 

  熊本県身体障害者リハビリテーションセンター 身障セ 

  熊本県知的障害者更正相談所 知障更 

  熊本県こども総合療育センター 療育セ 

  
熊本県環境センター 環セ 

熊本県消費生活センター 消生セ 

  熊本県大阪事務所 熊阪 

  熊本県福岡事務所 熊福 

  熊本県立高等技術専門校 技専 

  熊本県立技術短期大学校 技短 

  熊本県産業技術センター 産セ 

  熊本県農業研究センター 

   管理部 農研管 

   企画調整部 農研企 

   農産園芸研究所 農研園 

   茶業研究所 農研園茶 

  高原農業研究所 農研園高 

  球磨農業研究所 農研園球 

   生産環境研究所 農研生環 

  畜産研究所 農研畜 

  草地畜産研究所 農研畜草 

   アグリシステム総合研究所 農研ア 

   果樹研究所 農研果 

  天草農業研究所 農研果天 

  熊本県林業研究・研修センター 林研 
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  熊本県水産研究センター 水研 

  熊本県立農業大学校 農大 

  熊本県病害虫防除所 病防 

  熊本県中央家畜保健衛生所 中家衛 

  熊本県城北家畜保健衛生所 北家衛 

  熊本県阿蘇家畜保健衛生所 阿家衛 

  熊本県城南家畜保健衛生所 南家衛 

  熊本県天草家畜保健衛生所 天家衛 

 熊本県大切畑ダム復興事務所 大ダ復 

  熊本県漁業取締事務所 漁取締 

  熊本県熊本駅周辺整備事務所 駅整 

  熊本県市房ダム管理所 市房管 

  熊本県氷川ダム管理所 氷川管 

  熊本県三角港管理事務所 三港 

  熊本県八代港管理事務所 八港 

  熊本県水俣港管理事務所 水港 

  熊本県熊本港管理事務所 熊港 

  熊本県天草空港管理事務所 天管 
 

  熊本県水産研究センター 水研 

  熊本県立農業大学校 農大 

  熊本県病害虫防除所 病防 

  熊本県中央家畜保健衛生所 中家衛 

  熊本県城北家畜保健衛生所 北家衛 

  熊本県阿蘇家畜保健衛生所 阿家衛 

  熊本県城南家畜保健衛生所 南家衛 

  熊本県天草家畜保健衛生所 天家衛 

 熊本県大切畑ダム復興事務所 大ダ復 

  熊本県漁業取締事務所 漁取締 

  熊本県熊本駅周辺整備事務所 駅整 

  熊本県市房ダム管理所 市房管 

  熊本県氷川ダム管理所 氷川管 

  熊本県三角港管理事務所 三港 

  熊本県八代港管理事務所 八港 

  熊本県水俣港管理事務所 水港 

  熊本県熊本港管理事務所 熊港 

  熊本県天草空港管理事務所 天管 
 

3 熊本県企業局 

   （略） 

3 熊本県企業局 

   （略） 

 


