
※重要

電話番号

1 熊本県公共安全協力会 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 熊本県警察本部内 096-381-0110

2 熊本県公共安全協力会 熊本市中央区草葉町５－１３ 熊本中央警察署内（旧熊本北警察署内） 096-323-0110

3 熊本県公共安全協力会 熊本市南区十禅寺３－３－２８ 熊本南警察署内 096-326-0110

4 熊本県公共安全協力会 熊本市東区東町３－１０－１ 熊本東警察署内 096-368-0110

5 熊本県公共安全協力会 熊本市北区飛田４－１０－１９ 熊本北合志警察署内 096-341-0110

6 熊本県公共安全協力会 熊本市東区東町４－１４－８ 熊本県自家用自動車協会内 096-369-5345

7 一般社団法人 熊本県計量協会 熊本市東区東町３－１１－３８ 熊本県産業技術センター計量検定部内 096-369-2151

8 熊本市食品衛生協会 熊本市中央区大江５丁目１－１ 熊本市保健所内 096-364-3188

9 熊本県建設業協同組合 熊本市中央区九品寺４－６－４ 096-364-6726

10 一般社団法人 熊本県猟友会 熊本市東区錦ヶ丘５－２７ （事前に必ずお電話ください） 096-371-6641

11
一般社団法人 熊本県宅地建物取引業協会 熊本市中央区水前寺６－１－３１

熊本県不動産会館内
（事前に必ずお電話ください）

096-213-1355

12 熊本県職員互助会 熊本市中央区水前寺６－１８－１ 県庁売店内（郵送による取り扱い可） 096-381-1060

13 熊本県行政書士会 熊本市中央区水前寺公園１３－３６ 096-385-7300

14 熊本県漁業協同組合連合会 熊本市西区中原町６５６ （事前に必ずお電話ください） 096-329-8800

15 熊本県産業技術振興協会 熊本市東区東町３－１１－３８ 熊本県産業技術センター内 096-368-2101

16 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会熊本県支部 熊本市東区東町４－１４－３７ 熊本県自動車税事務所内 096-365-0638

17
熊本県中央地区家畜自衛防疫促進協議会 熊本市南区城南町沈目１６６６

熊本県中央家畜保健衛生所内
（事前に必ずお電話ください）

0964-28-6021

18
熊本市 熊本市中央区手取本町１番１号

中央区役所区民課パスポートセンター
（パスポート用のみ販売）

096-328-2238

19 熊本市 熊本市東区東本町１３番１号 東区役所区民課（パスポート用のみ販売） 096-367-9124

20 熊本市 熊本市西区小島２丁目７番１号 西区役所区民課（パスポート用のみ販売） 096-329-8503

21 熊本市 熊本市南区富合町清藤４０５番地３ 南区役所区民課（パスポート用のみ販売） 096-357-4126

22 熊本市 熊本市北区植木町岩野２３８番地１ 北区役所区民課（パスポート用のみ販売） 096-272-6900

23 熊本県公共安全協力会 宇城市松橋町久具３５９－２ 宇城警察署内 0964-33-0110

24 宇城食品衛生協会 宇城市松橋町久具４００－１ 宇城保健所内 0964-32-1192

25 一般社団法人 熊本県医薬品配置協会 宇城市不知火町御領１５６－１ 0964-33-1830

26 宇土市 宇土市浦田町５１ 宇土市役所内（パスポート用のみ販売） 0964-22-1111

27 宇城市松橋町大野８５番地 宇城市役所内（パスポート用のみ販売） 0964-32-1111

28 下益城郡美里町馬場１１００番地 美里町役場内（パスポート用のみ販売） 0964-47-1111

29 熊本県公共安全協力会 玉名市岩崎５１ 玉名警察署内 0968-74-0110

30 熊本県公共安全協力会 荒尾市蔵満１８６３－２ 荒尾警察署内 0968-68-5110

31 有明食品衛生協会 玉名市岩崎１００４－１ 有明保健所内 0968-72-2184

32 荒尾市職員互助会 荒尾市宮内出目３９０ 荒尾市役所内 0968-63-1111

33 長洲町 玉名郡長洲町長洲２７６６ 長洲町役場内（パスポート用のみ販売） 0968-78-3116

34 南関町 玉名郡南関町関町１３１６ 南関町役場内（パスポート用のみ販売） 0968-53-1111

35
荒尾市 荒尾市緑ヶ丘１丁目１－１

荒尾市市民サービスセンター
（パスポート用のみ販売）

0968-65-8120

36 玉名市職員組合 玉名市岩崎１６３ 玉名市役所内（パスポート用のみ販売） 0968-75-1132

37 玉東町 玉名郡玉東町木葉７５９番地 玉東町役場内（パスポート用のみ販売） 0968-85-3111

38 和水町 玉名郡和水町江田３８８６番地 和水町役場内（パスポート用のみ販売） 0968-86-5723

39 社会福祉法人 玉医会 玉名市岩崎１００４－１ 玉名総合庁舎内 0968-74-3358

40 熊本県公共安全協力会 山鹿市泉町１０２ 山鹿警察署内 0968-44-0110

41 熊本県城北地区家畜自衛防疫促進協議会 山鹿市鹿本町御宇田１９８－５ 熊本県城北家畜保健衛生所内 0968-46-2075

42 鹿本食品衛生協会 山鹿市山鹿４６５－２ 山鹿保健所内 0968-44-4121

43 山鹿市役所職員労働組合 山鹿市山鹿９８７番地３ 山鹿市役所内（パスポート用のみ販売） 0968-43-1210

44 熊本県公共安全協力会 菊池市隈府７９０ 菊池警察署内 0968-24-0110

45 熊本県公共安全協力会 菊池郡大津町室６７６ 大津警察署内 096-294-0110

46 熊本県公共安全協力会 菊池郡菊陽町辛川２６５５ 運転免許センター内 096-233-0110

47 株式会社 熊本畜産流通センター 菊池市七城町林原９ （食肉衛生検査所横） 0968-26-4121

48 菊池食品衛生協会 菊池市隈府１２７２－１０ 菊池保健所内 0968-25-4155

49 自治労熊本県職員労働組合 菊池市隈府１２７２－１０ 菊池総合庁舎内 0968-24-5100

50 菊池市役所職員労働組合 菊池市隈府８８８ 菊池市役所内（パスポート用のみ販売） 0968-25-1111

51 菊陽町 菊池郡菊陽町大字久保田２８００番地 菊陽町役場内（パスポート用のみ販売） 096-232-2111

52 大津町 菊池郡大津町大字大津１２３３番地 大津町役場内（パスポート用のみ販売） 096-293-3111

53
合志市 合志市竹迫２１４０番地

合志市役所合志庁舎内
（パスポート用のみ販売）

096-248-1111

熊本県収入証紙売りさばき人一覧表　<地域別>

令和元年１２月２４日現在

地　 域 収入証紙売りさばき人
収入証紙売りさばき所

は原則パスポート用の証紙のみを販売しているため、パスポート申請以外の場合は、事前に購入が可能かを必ず電話等で確認してください。
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※営業時間は各売りさばき所により異なりますので、事前に電話等で確認してください。
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54 熊本県公共安全協力会 阿蘇郡小国町宮原１８０６ 小国警察署内 0967-46-2110

55 熊本県公共安全協力会 阿蘇市一の宮町宮地４５２３－２ 阿蘇警察署内 0967-22-5110

56 熊本県公共安全協力会 阿蘇郡高森町高森１４３２ 高森警察署内 0967-62-0110

57 阿蘇食品衛生協会 阿蘇市一の宮町宮地２４０２ 阿蘇総合庁舎内 0967-22-1110

58 熊本県阿蘇地区家畜自衛防疫促進協議会 阿蘇市一の宮町宮地２６３９－１ 熊本県阿蘇家畜保健衛生所内 0967-22-0041

59
南阿蘇村 阿蘇郡南阿蘇村河陰１４５－３

（パスポート用のみ販売）
白水庁舎　南阿蘇村吉田１４９５

0967-62-9112

60 小国町職員組合 阿蘇郡小国町宮原１５６７－１ 小国町役場内（パスポート用のみ販売） 0967-46-2111

61 高森町 阿蘇郡高森町高森２１６８ 高森町役場内（パスポート用のみ販売） 0967-62-1111

62 西原村 阿蘇郡西原村小森３２５９ 西原村役場内（パスポート用のみ販売） 096-279-3438

63
社会福祉法人 阿蘇市社会福祉協議会 阿蘇市内牧９７６－２

（パスポート用のみ販売）
一宮支所　阿蘇市一の宮町宮地５０５－６

0967-22-4776

64 産山村 阿蘇郡産山村大字山鹿４８８番地３ 産山村役場内（パスポート用のみ販売） 0967-25-2211

65 熊本県公共安全協力会 上益城郡御船町辺田見４０６－４ 御船警察署内 096-282-1110

66 熊本県公共安全協力会 上益城郡山都町下馬尾４１４－５ 山都警察署内 0967-72-0110

67 上益城食品衛生協会 上益城郡御船町辺田見３９６－１ 上益城総合庁舎内 096-282-0510

68 嘉島町 上益城郡嘉島町大字上島５３０番地 嘉島町役場内（パスポート用のみ販売） 096-237-1111

69 甲佐町 上益城郡甲佐町大字豊内７１９番地４ 甲佐町役場内（パスポート用のみ販売） 096-234-1111

70 益城町商工会 上益城郡益城町宮園７１５－１ （パスポート用のみ販売） 096-286-2551

71 熊本県公共安全協力会 八代市西松江城町１１－４０ 八代警察署内 0965-33-0110

72 熊本県公共安全協力会 八代郡氷川町早尾１５０－２ 氷川機動センター内 0965-62-4110

73 八代食品衛生協会 八代市西片町１６６０ 八代保健所内 0965-32-6121

74 八代郡氷川町母子寡婦福祉連合会 八代市西片町１６６０ 八代総合庁舎内 0965-33-3111

75 一般社団法人 八代弘済会 八代市松江城町１－２５ 八代市役所内（パスポート用のみ販売） 0965-35-1670

76 社会福祉法人 氷川町社会福祉協議会 八代郡氷川町島地６５１番地 （パスポート用のみ販売） 0965-52-5075

77 熊本県公共安全協力会 葦北郡芦北町大字芦北２７８４－４ 芦北警察署内 0966-82-3110

78 熊本県公共安全協力会 水俣市ひばりケ丘３－１ 水俣警察署内 0966-62-0110

79 水俣市連合ひとり親の会 水俣市陣内一丁目１番５３号 水俣市役所売店内 0966-61-1603

80 水俣芦北地区食品衛生協会 水俣市八幡町２－２－１３ 水俣保健所内 0966-63-4104

81 津奈木町 葦北郡津奈木町大字小津奈木２１２３番地 津奈木町役場内（パスポート用のみ販売） 0966-78-3111

82 芦北町 葦北郡芦北町大字芦北２０１５番地 芦北町役場内（パスポート用のみ販売） 0968-82-2511

83 熊本県公共安全協力会 人吉市西間下町１０１４ 人吉警察署内 0966-24-4110

84 熊本県公共安全協力会 球磨郡多良木町多良木３０９４－１ 多良木警察署内 0966-42-4110

85 熊本県城南地区家畜自衛防疫促進協議会 人吉市寺町１２－１ 熊本県城南家畜保健衛生所内 0966-28-3234

86 人吉球磨食品衛生協会 人吉市西間下町８６－１ 球磨総合庁舎内 0966-22-3107

87 熊本県職員労働組合球磨支部 人吉市西間下町８６－１ 球磨総合庁舎内 0966-24-4111

88 人吉市職員厚生組合 人吉市麓町１６ 人吉市役所内 0966-22-2111

89 錦町 球磨郡錦町一武１５８７ 錦町役場内（パスポート用のみ販売） 0966-38-1112

90 湯前町 球磨郡湯前町１９８９番地１ 湯前町役場内（パスポート用のみ販売） 0966-43-4111

91 多良木町職員互助会 球磨郡多良木町大字多良木１６４８番地 多良木町役場内（パスポート用のみ販売） 0966-42-6111

92 山江村役場職員互助会 球磨郡山江村山田甲１３５６－１ 山江村役場内（パスポート用のみ販売） 0966-23-3111

93 五木村職員親和会 球磨郡五木村甲２６７２－７ 五木村役場内（パスポート用のみ販売） 0966-37-2221

94 相良村役場職員互助会 球磨郡相良村深水２５００－１ 相良村役場内（パスポート用のみ販売） 0966-35-0211

95 あさぎり町職員互助会 球磨郡あさぎり町免田東１１９９ あさぎり町役場内（パスポート用のみ販売） 0966-45-1111

96 球磨村職員互助会 球磨郡球磨村渡丙１７３０ 球磨村役場内（パスポート用のみ販売） 0966-32-1111

97 水上村役場職員互助会 球磨郡水上村大字岩野９０ 水上村役場内（パスポート用のみ販売） 0966-44-0311

98 熊本県公共安全協力会 天草市今釜新町３５３０ 天草警察署内 0969-24-0110

99 熊本県公共安全協力会 上天草市大矢野町中１１５８２－３ 上天草警察署内 0964-56-0110

100 熊本県公共安全協力会 天草市久玉町５７０５－４ 牛深警察署内 0969-73-2110

101 熊本県職員天草地区生活協同組合 天草市今釜新町３５３０ 天草総合庁舎内 0969-22-4111

102 天草食品衛生協会 天草市今釜新町３５３０ 天草保健所内 0969-23-0172

103 一般財団法人 天草自動車協会 天草市浜崎町６－２１ 0969-23-5188

104 熊本県天草地区家畜自衛防疫促進協議会 天草市本渡町本戸馬場１７０６－３ 熊本県天草家畜保健衛生所内 0969-22-3668

105 天草市職員労働組合 天草市東浜町８－１ 天草市役所内（パスポート用のみ販売） 0969-23-1111

106 社会福祉法人 上天草市社会福祉協議会 上天草市松島町合津３４３３－５２ 0969-56-2455

107 苓北町 天草郡苓北町志岐６６０ 苓北町役場内（パスポート用のみ販売） 0969-35-1111

108
天草漁業協同組合 天草市港町１０－１９

天草漁業協同組合本所内
（事前に必ずお電話ください）

0969-27-7371

109
天草漁業協同組合 天草市御所浦町３８８１－１１

天草漁業協同組合御所浦支所内
（事前に必ずお電話ください）

0969-67-3511
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