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県市町村国際関連事業担当窓口一覧 （Ｒ１年3月1日 現在）

市町村名 担当窓口 電話番号 ＦＡＸ番号

熊本県
商工観光労働部 観光経済交流局
国際課

096-333-2315,2158,2159,
2171

096-381-3343

熊本市 政策局　国際課 096-328-2070 096-355-4443
八代市 国際課 0965-33-6846 0965-52-8123

人吉市 社会教育課 0966-22-2111 0966-22-7019

荒尾市 政策企画課 0968-63-1274 0968-64-0940

水俣市 企画課 0966-61-1606 0966-62-0611

玉名市 企画経営課 0968-75-1213 0968-75-1166

山鹿市 地域生活課 0968-43-1114 0968-44-0373

菊池市 市長公室 0968-25-7252 0968-25-2322

宇土市 企画課 0964-22-1111 0964-22-2928

上天草市 企画政策課 0964-26-5539 0964-56-4972

宇城市 企画課企画政策係 0964-32-1111 0964-32-2222

阿蘇市 まちづくり課 0967-22-3318 0967-22-4566

天草市 政策企画課 0969-27-5052 0969-27-5033

合志市 企画課 096-248-1813 096-248-1196

美里町 企画情報課 0964-47-1111 0964-47-0110

玉東町 総務課 0968-85-3111 0968-85-3116

南関町 総務課 0968-57-8500 0968-53-2351

長洲町 まちづくり課 企画調整係 0968-78-3239 0968-78-1092

和水町 総務課 0968-86-5720 0968-86-4215

大津町 総務課 096-293-3111 096-293-4836

菊陽町 総合政策課 096-232-2112 096-232-4923

南小国町 まちづくり課 0967-42-1112 0967-42-1122

小国町 政策課まちづくり係 0967-46-2118 0967-46-2368

産山村 教育委員会 0967-25-2214 0967-23-9670

高森町 教育委員会 社会教育係 0967-62-0227 0967-62-2685

西原村 企画商工課 096-279-3111 096-279-3506

南阿蘇村 教育委員会　学校教育係　 0967-67-1602 0967-67-2095

御船町 企画財政課 096-282-1263 096-282-2803

嘉島町 企画情報課 096-237-2641 096-237-2359

益城町 総務課行政係 096-286-3111 096-234-6875

甲佐町 社会教育課 096-234-2447 096-234-2957

山都町 企画振興課 0967-72-1214 0967-72-1080

氷川町 総務振興課 0965-62-2317 0965-62-4116

芦北町 企画財政課 0966-82-2511 0966-82-2893

津奈木町 総務課 0966-78-3111 0966-78-3116

錦町 企画観光課 0966-38-4419 0966-38-1575

多良木町 企画観光課 0966-42-1257 0966-42-2293

湯前町 総務課 0966-43-4111 0966-43-3013

水上村 総務課 0966-44-0311 0966-44-0662

相良村 総務課 0966-35-0211 0966-35-0011

五木村 ふるさと振興課　商工観光係 0966-37-2212 0966-37-2215

山江村 企画調整課 0966-23-3112 0966-24-5669

球磨村 総務企画課 0966-32-1114 0966-32-1230

あさぎり町 企画財政課 0966-45-7211 0966-45-3667

苓北町 企画政策課 0969-35-1111 0969-35-2454
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関係機関等一覧

（１）関係機関等                                                                        

　名　称　　　　　　　　　 郵便番号　   電話番号                                       

【国の公的機関等】

外務省 100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1 03-3580-3311
総務省 100-8926 03-5253-5111

文部科学省 100-8959　  東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 03-5253-4111
法務省 100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1 03-3580-4111
福岡入国管理局 810-0073 092-717-5420

　・博多港出張所　　 812-0031福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎内　        092-262-2373
　・福岡空港出張所　 812-0851 092-477-0121

　・熊本出張所　　　 862-0971熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎内　　　         096-362-1721

門司税関                         801-8511 050-3530-8306

　・博多税関支署　 812-0031福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎内　        092-263-8331
　・福岡空港税関支署 812-0851

092-477-0100

長崎税関 850-0862長崎県長崎市出島町1-36   095-828-8611
　・八代税関支署 866-0033八代市港町139 八代港湾合同庁舎内 0965-37-1603
　・熊本出張所　　 860-0047熊本市西区春日2-1-1 熊本地方合同庁舎B棟1F 096-322-3034
　・熊本空港出張所　 861-2204 096-232-3781

　・三角出張所　　　 869-3207 0964-52-3100

　・水俣出張所　　 867-0035 0966-62-2347

門司植物防疫所 801-0841 093-321-1404

　・福岡支所　　　 812-0031福岡市博多区沖浜町8-1  福岡港湾合同庁舎内 092-291-2504
　・鹿児島支所八代出張所 866-0033八代市港町139 八代港湾合同庁舎内 0965-37-1544

動物検疫所
　・博多出張所　　 812-0031福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎内 092-262-5285
　・福岡空港出張所 812-0851福岡市博多区大字青木739　　福岡空港ﾋﾞﾙ内 092-477-0080

福岡検疫所 812-0031福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎内         092-291-4092
　・福岡空港検疫所支所 812-0851 092-477-0215

（一財）自治体国際化協会       102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル 1・6・7階 03-5213-1730
独立行政法人国際協力機構    　  102-8012東京都千代田区二番町5-25二番町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1～6F 03-5226-6660～3　
　・JICA研究所 162-8433   東京都新宿区市谷本村町10-5 03-3269-2911

805-0062北九州市八幡東区平野2-2-1 093-671-6311

　・JICA地球ひろば 162-8433東京都新宿区市谷本村町10-5 JICA市ヶ谷ビル 03-3269-2911

独立行政法人国際交流基金 160-0004東京都新宿区四谷4-4-1 03-5369-6075
国際交流基金日米センター       160-0004東京都新宿区四谷4-16-3 03-5369-6072
日本政府観光局 （JNTO） 160-0004東京都新宿区四谷4-4-1 03-6691-4850
ＯＥＣＤ東京センター 100-0011東京都千代田区内幸町2-2-1 日本ﾌﾟﾚｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3F 03-5532-0021

150-0001   東京都渋谷区神宮前5-53-70 UNﾊｳｽ8F  03-5467-4751
国連開発計画 （UNDP)
駐日代表事務所

水俣市大字月浦字前田54-165
　　　　　　　　　　　　水俣港湾合同庁舎内

福岡市博多区大字青木739
　　　　福岡空港国際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内

東京都千代田区霞が関2-1-2
　　　　　　　　　　　中央合同庁舎第2号館

福岡市博多区大字青木739
　　　　　　　　　福岡空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内

北九州市門司区西海岸1-3-10
　　　　　　　　　門司港湾合同庁舎内

上益城郡益城町大字小谷1802-2
　　　　　　熊本空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内

福岡市博多区大字青木739
                福岡空港国際線旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ内

北九州市門司区西海岸1-3-10
　　　　　　　　　　　門司港湾合同庁舎内

福岡市中央区舞鶴3-5-25
                       福岡第１法務総合庁舎

所　在　地

　・JICA九州
　　（九州国際センター）

宇城市三角町三角浦1160-20
　　　　　　　　　　　　三角港湾合同庁舎内
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150-8925東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学本部ビル8F 03-5467-4431

（公社）日本ユネスコ協会連盟　 　    150-0013 03-5424-1121

国際連合大学 （UNU）    150-8925東京都渋谷区神宮前5-53-70 03-5467-1212
810-0001  福岡市中央区天神1-1-1 ｱｸﾛｽ福岡8F 092-724-7121/23

国際協力銀行 （JBIS） 100-8144東京都千代田区大手町1-4-1 03-5218-3100

169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18 ｱﾊﾞｺﾋﾞﾙ5F 03-5292-2911

101-0054東京都千代田区神田錦町3-15 名鉄不動産竹橋ビル7F 03-5577-2900

海外子女教育振興財団 105-0002東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ﾋﾞﾙ6F　 03-4330-1341

（公財）海外日系人協会 231-0001神奈川県横浜市中区新港2-3-1 JICA横浜2F 045-211-1780

（一社）協力隊を育てる会 101-0052東京都千代田区神田小川町3-28-7 昇龍館ビル2F 03-5244-5093
108-0023東京都港区芝浦2-11-5 五十嵐ビルディング11F 03-4306-1100

520-0106 滋賀県大津市唐崎2-13-1     077-578-5931

153-8503 東京都目黒区駒場4-5-29 03-5454-5211

（公財）日本国際連合協会 104-0031東京都中央区京橋3-12-4 MAOビル4F 03-6228-6831
101-0032  東京都千代田区岩本町2-2-16　玉川ビル6F   03-5835-5735
103-0013  03-3249-0767

 日本貿易振興機構 （JETRO）       107-6006　東京都港区赤坂1-12-32　ｱｰｸ森ﾋﾞﾙ6F 03-3582-5511

（２）県内の公的機関等                                                                          

 　名　称 郵便番号 電話番号                                                   

【県内の公的機関等】

熊本県国際協会　　　　　             862-8570  熊本市中央区水前寺6-18-1（県庁本館7F） 096-385-4488
商工観光労働部 国際課内

ジェトロ熊本 860-0022熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所3F 096-354-4211
JICAデスク熊本                     860-0806熊本市中央区花畑町4-18 熊本市国際交流会館内     096-359-2130
（一社）熊本県貿易協会 860-0022熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所3F　　 096-355-2281
熊本県ユニセフ協会 862-0949熊本市中央区国府1-11-2 サンアイ水前寺ビル 096-362-5757
熊本ユネスコ協会               862-8609       熊本市中央区水前寺6-18-1（県庁新館6F） 096-333-2704

熊本県教育庁 文化課内
熊本商工会議所 860-8547熊本市中央区横紺屋町10 096-354-6688
熊本経済同友会 860-0846熊本市中央区城東町4-2 熊本ｷｬｯｽﾙﾎﾃﾙ2F 096-353-0051
熊本県商工会連合会 860-0812熊本市中央区南熊本5-1-1 テルウェル熊本ビル3F 096-372-2500
熊本県中小企業団体中央会 862-0967熊本市南区流通団地1丁目21番地 096-325-3255

862-8570熊本市中央区水前寺6-18-1（熊本県庁本館7F） 096-333-2161

（公社）熊本県観光連盟 862-0950熊本市中央区水前寺6-5-19 096-382-2660
熊本県住宅供給公社ビル3F  

（一社）熊本県物産振興協会                    860-0805        熊本県熊本市中央区桜町3-1 096-353-1168
862-8570  熊本市中央区水前寺6-18-1（県庁本館6F） 096-333-2165

　　　国際線振興協議会   　  企画振興部 交通政策課内

　　　　　　振興事業団

　　所　在　地

東京都渋谷区恵比寿1-3-1
　　　　　　　　　朝日生命恵比寿ビル12F

（一財）熊本市国際交流

（公財）日本国際教育支援協会
(JEES)

（一財）青少年国際交流推進ｾﾝﾀｰ

モンタナ州政府駐日代表事務
所

(一財) 国際協力推進協会
    　　                （APIC）

（公財）全国市町村研修財団
全国市町村国際文化研修所
                        （JIAM）

阿蘇くまもと空港

（公財）日本ｼﾙﾊﾞｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾞ
(JSV) 東京都中央区日本橋人形町2-35-14

                               東京海苔会館6Ｆ

国連児童基金 （UNICEF)
東京事務所

（公財）国際研修協力機構
                   　   （JITCO）

国際連合人間居住計画
（国連ハビタット）福岡本部

（特活）国際協力ＮＧＯセンター
                        （JANIC）

096-359-2121860-0806   熊本市中央区花畑町4-18 熊本市国際交流会館内
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（３）県内の教育機関・医療機関                                                                

 　名　称 郵便番号 電話番号                                                   

【教育機関】

熊本大学                                   860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1（国際化推進センター）     096-344-2111  
熊本県立大学                              862-0920熊本市東区月出3-1-100（学生支援課） 096-383-7896
熊本学園大学                         862-8680 熊本市中央区大江2-5-1（国際教育課）   096-366-3230
東海大学 九州キャンパス                       862-0970熊本市東区渡鹿9-1-1 （九州教学課） 096-382-1141
崇城大学                                860-0082    熊本市西区池田4-22-1（国際交流課）   096-326-3178
尚絅大学・尚絅大学短期大学部                                        862-0976熊本市中央区九品寺2-6-78（学生支援課）  096-362-2011
九州ルーテル学院大学　        860-0862熊本市中央区黒髪3-12-16 （学生支援センター）    096-341-1168
熊本保健科学大学                               861-5598 熊本市北区和泉町325（総務課）  096-275-2111
平成音楽大学              861-3205上益城郡御船町滝川1658（学生課）   096-282-0506
九州看護福祉大学　        865-0062                           玉名市富尾888（総務課） 0968-75-1800
中九州短期大学　         866-0074 0965-34-7651

861-1102   合志市須屋2659-2 096-242-2121

866-8501  八代市平山新町2627 0965-53-1211

熊本工業専門学校                                        861-8038熊本市東区長嶺東5-1-1 096-380-8645
（公財）熊本YMCA                                             860-0004熊本市中央区新町1-3-8  096-353-6393

860-0021　熊本市中央区上鍛冶町8-2 096-351-1001

860-0804 熊本市中央区辛島町8-14                    096-326-0291

インターナショナル スクール
ワシントン外語学院            860-0845    熊本市中央区上通町2-30 ニューキクチビル3F       096-359-6083

861-8029熊本市東区西原1丁目22 096-385-2082

869-1102 096-234-7299

【医療機関】

860-0008  　熊本市中央区二の丸1-5 096-353-6501
861-8039熊本市東区長嶺南2-1-1 096-384-2100

860-8518　  熊本市北区山室6-8-1 096-345-8111

860-0805熊本市中央区桜町2-37 096-322-2288

熊本高等専門学校
　　　　　　 (熊本キャンパス）

熊本高等専門学校
　　　　　　（八代キャンパス）

学校法人辛島学園
      熊本外語専門学校

八代市平山新町4438
               （エクステンションセンター国際交流係）

学校法人湖東学園
　　　湖東カレッジ唐人町校

862-0965熊本市南区田迎町田井島236-4   096-334-1144

　　所　在　地

ロンドン ブリッジ

ピカソインターナショナルスクール

インターナショナル スクール
メイプルツリー

861-8039熊本市東区長嶺南3丁目2-111 096-200-1352

アップルビー
861-5525熊本市北区徳王2丁目1-48 096-311-7117

インターナショナル スクール
熊本インターナショナルスクール

861-8029熊本市東区西原2丁目16-14 096-285-3938
小学部
ヒルトップ

861-8005熊本市北区龍田陳内2-31-18 096-274-2050
インターナショナル スクール

096-200-2124
インターナショナル スクール
ジェリービーン

862-0976熊本市中央区九品寺1丁目5-5 096-362-2505
インターナショナル スクール

くまもと心理
　　　　　カウンセリングセンター

ピースインターナショナルスクール 菊池郡菊陽町原水1344

スリーライオンズ
861-2104熊本市東区秋津3-14-48

医療法人社団寿量会
               熊本機能病院

国立病院機構 熊本医療センター

熊本赤十字病院・日赤県支部
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（４）熊本県国際協会 会員団体 （９８団体）                                                                    （平成31年3月1日現在）

熊本県日中協会 熊本県
熊本県日中友好協会 熊本市
熊本スペイン協会（グルーポ　エスパーニャ） 和水町
熊本日独協会/熊本・ハイデルベルク友の会 芦北町国際交流協会
熊本日仏協会 ありあけ国際交流協会
熊本日伊協会 大津町国際交流協会
熊本日英協会 菊池国際交流協会
熊本日伯協会 人吉市国際交流協会
熊本日加（カナダ）協会 水俣国際交流協会
熊本日米協会 玉名国際交流協会

 熊本アイルランド協会 甲佐町国際交流協会
熊本県ハンガリー友好協会 熊本県町村会
（一社）九州ミャンマー友好協会 熊本県市長会
熊本ラオス友好協会 （一財）熊本市国際交流振興事業団
特定非営利活動法人　熊本日越協会 熊本県海外技術研修事業後援会
特定非営利活動法人　熊本インドネシア友好協会 熊本県青年海外協力協会
タイとの交流の会（谷口ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ） 熊本県協力隊を育てる会
熊本・モンタナ姉妹交流協会 くまもと国際協力連合会
熊本県日韓親善協会 （一社）熊本県銀行協会
山鹿日韓親善協会 熊本経済同友会
熊本日韓文化交流研究会 （一社）熊本県貿易協会
熊本むくげの会 熊本県商工会連合会
特定非営利活動法人　れんげ国際ボランティア会 熊本商工会議所
熊本YWCA 熊本県国際教育研究会（熊海国研）
世界平和女性連合熊本県連合会 熊本ユネスコ協会
熊本外国人妻の会（熊本外国人妻と日本人妻の会） 熊本県ユニセフ協会
（一社）熊本青年会議所 熊本県ライオンズクラブ奨学会
(公社）日本青年会議所九州地区熊本ブロック協議会 熊本ロ－タリ－クラブ
内閣府認定　特定非営利活動法人　青少年異文化交流推進協会 国立病院機構熊本医療センター

（株）熊本県民テレビ （一社）熊本県歯科医師会
（株）熊本日日新聞社 熊本－広西歯科医療交流協会
（株）熊本放送 熊本県農業協同組合中央会 （JA熊本中央会）

（株）テレビ熊本 熊本県国際農友会
NHK熊本放送局 （公財）熊本県体育協会
国立大学法人　熊本大学 熊本県少林寺拳法連盟
熊本県立大学 空手道空心会
崇城大学 熊本県テコンド－協会
熊本学園大学 王栄国際交流委員会
九州ルーテル学院大学 ＭＡＴＥインタ－ナショナル俱楽部
東海大学  九州キャンパス 熊本市北部国際青年交流会
尚絅大学（国際交流委員会） ラボくまもと
平成音楽大学 ザ・フレンドシップフォ－ス・オブ・熊本
熊本県私立大学協会 ハワイアンフラ　ピカケスタジオ
熊本県私立中学高等学校協会 日本現代和装研究会
熊本中央高等学校 五ツ太鼓　彩流
（公財）熊本ＹＭＣＡ フェアトレードくまもと推進委員会
ワシントン外語学院 熊本電気鉄道株式会社
熊本エスペラント会 九州産交ツーリズム株式会社
熊本同時通訳者協会 一般社団法人日韓文化交流センター熊本

 名　称 名　称
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（５）国際相談窓口 等 

 

【国際相談コーナー】 
 

 ● 熊本県国際協会（国際相談コーナー）    

【TEL】096-385-4488   【FAX】096-277-7005 

【ホームページ】 http://www.kuma-koku.jp/  
  【相談受付内容】 

（１）在熊外国人の生活や医療、教育、労働等に関するご相談 

（２）国際交流・協力に関するご相談・お問合せ 

（３）出入国に伴う手続き等に関するご相談・お問合せ 

 

 

【県内の姉妹友好団体事務所】 
 

● 米国モンタナ州政府駐日代表事務所  

【TEL】096-333-2161  

【駐日代表事務所ホームページ（日本語）】 http://www.bigskyjapan.com/ 
 【モンタナ州政府ホームページ（英語）  】 http://www.mt.gov/ 
 

 

【海外の熊本県関係事務所】 
 
  

● 熊本上海事務所（中国上海）         

【TEL】+86-21-6218-6901  【FAX】+86-21-6218-6911 
  

● 熊本県アジア事務所（シンガポール）            

【TEL】+65-62-24-7927    【FAX】+65-62-24-8376   
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熊本県 観光戦略部 観光交流政策課 
 

 【電話・ファックス】 
 

  ■ 県庁代表 096-383-1111 
 

 （県庁本館７階） 

     ● 総務・旅券班    TEL：096-333-2158  FAX：096-381-3343 

     ● 国際交流班     TEL：096-333-2159       〃         

    ● 政策・コンテンツ班  TEL：096-333-2754           〃        

   ● 震災ミュージアム班 TEL：096-333-2011 

     
 

 （県庁新館１階） 

● 旅券窓口       TEL：096-333-2160    FAX：096-382-4399 

    

 【ホームページ】 
 

県 庁：https://www.pref.kumamoto.jp/index2.html 
 

観光交流政策課：https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/70/ 
 

パスポート：http://www.pref.kumamoto.jp/site/ryoken/ 

 

≪発行：令和３年１２月 ≫ 
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