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別紙 2 発注機関所属コード表 

発注機関所属コード  発注機関所属名 

05300000 総務局危機管理防災総室 

15100300 財政局管財課 

20100300 健康福祉子ども局 健康福祉政策課 

20100310 健康福祉子ども局 健康福祉政策課 斎場 

20100330 健康福祉子ども局 健康福祉政策課 保護管理室 

20100500 健康福祉子ども局 健康づくり推進課 

20100700 健康福祉子ども局 国保年金課 

20100900 健康福祉子ども局 高齢介護福祉課 

20101100 健康福祉子ども局 障がい保健福祉課 

20101110 健康福祉子ども局 障がい保健福祉課 精神保健福祉室 

20101300 健康福祉子ども局 子ども発達支援センター 

20101500 健康福祉子ども局 障がい者福祉相談所 

20101700 健康福祉子ども局 こころの健康センター 

20300100 健康福祉子ども局 医療政策課 

20300300 健康福祉子ども局 生活衛生課 

20300400 健康福祉子ども局 動物愛護センター 

20300500 健康福祉子ども局 食品保健課 

20300700 健康福祉子ども局 感染症対策課 

20300900 健康福祉子ども局 食肉衛生検査所 

20301100 健康福祉子ども局 子ども支援課 

20301300 健康福祉子ども局 青少年育成課 

20301310 健康福祉子ども局 青少年育成課 西原公園児童館 

20301330 健康福祉子ども局 青少年育成課 勤労青少年ホーム 

20301350 健康福祉子ども局 青少年育成課 金峰山少年自然の家 

20301370 子ども・若者総合相談センター 

20301500 健康福祉子ども局 児童相談所 

20301510 健康福祉子ども局 児童相談所 一時保護所 

20301700 健康福祉子ども局 保育幼稚園課 

25100100 環境局 環境政策課 

25100110 環境局 環境政策課 温暖化対策室 

25100300 環境局 環境共生課 

25100500 環境局 水保全課 

25100700 環境局 環境総合センター 

25100900 環境局 廃棄物計画課 

25100910 環境局 廃棄物計画課 扇田環境センター 

25101100 環境局 ごみ減量推進課 

25101110 環境局 ごみ減量推進課 事業ごみ対策室 

25101300 環境局 環境施設整備室 

25101500 環境局 浄化対策課 

25101510 環境局 浄化対策課 秋津浄化センター 

25101700 環境局 北部クリーンセンター 

25101900 環境局 西部クリーンセンター 

25102100 環境局 東部クリーンセンター 

25102300 環境局 東部環境工場 

25102500 環境局 西部環境工場 

30100100 農水商工局 産業政策課 

30100110 農水商工局 産業政策課 農商工連携推進室 



30100130 農水商工局 産業政策課 企業立地推進室 

30100150 農水商工局 産業政策課 企業立地推進東京出張所 

30100300 農水商工局 商工振興課 

30100310 農水商工局 商工振興課 消費者センター 

30100330 農水商工局 商工振興課 計量検査所 

30100500 農水商工局 農業政策課 

30100510 農水商工局 農業政策課 担い手推進室 

30100530 農水商工局 農業政策課 流通消費対策室 

30100700 農水商工局 水産振興センター 

30100900 農水商工局 食肉センター 

30101100 農水商工局 競輪事務所 

33100100 観光文化交流局 シティプロモーション課 

33100110 観光文化交流局 シティプロモーション課 国際室 

33100130 観光文化交流局 シティプロモーション課 MICE推進室 

33100300 観光文化交流局 観光振興課 

33100310 観光文化交流局 観光振興課 にぎわい推進室 

33100500 観光文化交流局 熊本城総合事務所 

33100700 観光文化交流局 動植物園 

33100900 観光文化交流局 文化振興課 

33100910 観光文化交流局 文化振興課 埋蔵文化財調査室 

33101000 観光文化交流局 熊本城調査研究センター 

33101100 観光文化交流局 スポーツ振興課 

33101300 観光文化交流局 市民会館 

33101310 観光文化交流局 市民会館 舞台事業室 

35100100 都市建設局 技術管理課 

35100300 都市建設局 都市政策課 

35100500 都市建設局 都心活性推進課 

35100700 都市建設局 開発景観課 

35100900 都市建設局 建築指導課 

35200000 都市建設局 交通政策総室 

35300000 都市建設局 熊本駅周辺整備事務所 

35300010 都市建設局 熊本駅周辺整備事務所 熊本駅西土地区画整理事業所 

35300020 都市建設局 熊本駅周辺整備事務所 鉄道高架関連整備室 

35400100 都市建設局 建築計画課 

35400110 都市建設局 建築計画課 建築物安全推進室 

35400300 都市建設局 営繕課 

35400310 都市建設局 営繕課 建築保全室 

35400500 都市建設局 設備課 

35400700 都市建設局 住宅課 

35400900 都市建設局 土木総務課 

35401100 都市建設局 道路整備課 

35401300 都市建設局 土木管理課 

35401310 都市建設局 土木管理課 自転車対策室 

35401500 都市建設局 用地調整課 

35401700 都市建設局 河川課 

35401800 都市建設局 公園課 

35401910 都市建設局 東部土木センター 総務課 

35401920 都市建設局 東部土木センター 工務課 

35401930 都市建設局 東部土木センター 維持課 



35401940 都市建設局 東部土木センター 用地課 

35401950 都市建設局 東部土木センター 河川公園整備課 

35402110 都市建設局 西部土木センター 総務課 

35402120 都市建設局 西部土木センター 工務課 

35402130 都市建設局 西部土木センター 維持課 

35402140 都市建設局 西部土木センター 用地課 

35402150 都市建設局 西部土木センター 河川公園整備課 

35402160 都市建設局 西部土木センター 河内分室 

35402170 都市建設局 西部土木センター 富合地域整備室 

35402180 都市建設局 西部土木センター 城南地域整備室 

35402310 都市建設局 北部土木センター 総務課 

35402320 都市建設局 北部土木センター 工務課 

35402330 都市建設局 北部土木センター 維持課 

35402340 都市建設局 北部土木センター 用地課 

35402350 都市建設局 北部土木センター 河川公園整備課 

35402360 都市建設局 北部土木センター 植木地域整備室 

35402500 都市建設局 植木中央土地区画整理事業所 

37200100 中央区役所 総務企画課 

37200300 中央区役所 まちづくり推進課 

37200310 中央区役所 まちづくり推進課 中央まちづくり交流室 

37200330 中央区役所 まちづくり推進課 五福まちづくり交流室 

37200500 中央区役所 区民課 

37200700 中央区役所 福祉課 

37200900 中央区役所 保護課 

37201100 中央区役所 保健子ども課 

37300100 中央区役所 大江出張所 

37300110 中央区役所 大江出張所 大江まちづくり交流室 

39200100 東区役所 総務企画課 

39200300 東区役所 まちづくり推進課 

39200500 東区役所 区民課 

39200700 東区役所 福祉課 

39200900 東区役所 保護課 

39201100 東区役所 保健子ども課 

39201300 東区役所 農業振興課 

39300100 東区役所 託麻総合出張所 

39300110 東区役所 託麻総合出張所 託麻まちづくり交流室 

39300300 東区役所 秋津出張所 

39300310 東区役所 秋津出張所 秋津まちづくり交流室 

39300500 東区役所 東部出張所 

39300510 東区役所 東部出張所 東部まちづくり交流室 

41200100 西区役所 総務企画課 

41200300 西区役所 まちづくり推進課 

41200310 西区役所 まちづくり推進課 西部まちづくり交流室 

41200500 西区役所 区民課 

41200700 西区役所 福祉課 

41200900 西区役所 保護課 

41201100 西区役所 保健子ども課 

41201300 西区役所 農業振興課 

41201310 西区役所 農業振興課 河内分室 



41300100 西区役所 河内総合出張所 

41300110 西区役所 河内総合出張所 河内まちづくり交流室 

41300130 西区役所 河内総合出張所 芳野分室 

41300300 西区役所 花園総合出張所 

41300310 西区役所 花園総合出張所 花園まちづくり交流室 

43200100 南区役所 総務企画課 

43200300 南区役所 まちづくり推進課 

43200310 南区役所 まちづくり推進課 富合まちづくり交流室 

43200500 南区役所 区民課 

43200700 南区役所 福祉課 

43200900 南区役所 保護課 

43201100 南区役所 保健子ども課 

43201300 南区役所 農業振興課 

43201310 南区役所 農業振興課 飽田天明分室 

43300100 南区役所 飽田総合出張所 

43300110 南区役所 飽田総合出張所 飽田まちづくり交流室 

43300300 南区役所 天明総合出張所 

43300310 南区役所 天明総合出張所 天明まちづくり交流室 

43300500 南区役所 幸田総合出張所 

43300510 南区役所 幸田総合出張所 幸田まちづくり交流室 

43300700 南区役所 南部出張所 

43300710 南区役所 南部出張所 南部まちづくり交流室 

43400110 南区役所 城南総合出張所 総務課 

43400130 南区役所 城南総合出張所 城南まちづくり交流室 

43400150 南区役所 城南総合出張所 住民課 

43400170 南区役所 城南総合出張所 保健福祉課 

43400190 南区役所 城南総合出張所 産業振興課 

45200100 北区役所 総務企画課 

45200300 北区役所 まちづくり推進課 

45200310 北区役所 まちづくり推進課 植木まちづくり交流室 

45200500 北区役所 区民課 

45200700 北区役所 福祉課 

45200900 北区役所 保護課 

45201100 北区役所 保健子ども課 

45201300 北区役所 農業振興課 

45201310 北区役所 農業振興課 北部分室 

45300100 北区役所 北部総合出張所 

45300110 北区役所 北部総合出張所 北部まちづくり交流室 

45300300 北区役所 清水総合出張所 

45300310 北区役所 清水総合出張所 清水まちづくり交流室 

45300500 北区役所 龍田出張所 

45300510 北区役所 龍田出張所 龍田まちづくり交流室 

50100000 会計総室 

56000100 議会事務局 総務課 

56000300 議会事務局 議事課 

60100000 選挙管理委員会事務局 

67100000 監査事務局 

70100000 熊本市農業委員会事務局 

70100010 熊本市農業委員会事務局 西区分室 



70100030 熊本市農業委員会事務局 南区分室 

70100050 熊本市農業委員会事務局 北区分室 

76000000 人事委員会事務局 

80100100 教育委員会事務局 教育政策課 

80100115 教育委員会事務局 教育政策課 中央公民館 

80100120 教育委員会事務局 教育政策課 五福公民館 

80100125 教育委員会事務局 教育政策課 西部公民館 

80100130 教育委員会事務局 教育政策課 南部公民館 

80100135 教育委員会事務局 教育政策課 東部公民館 

80100140 教育委員会事務局 教育政策課 龍田公民館 

80100145 教育委員会事務局 教育政策課 託麻公民館 

80100150 教育委員会事務局 教育政策課 幸田公民館 

80100155 教育委員会事務局 教育政策課 清水公民館 

80100160 教育委員会事務局 教育政策課 秋津公民館 

80100165 教育委員会事務局 教育政策課 大江公民館 

80100170 教育委員会事務局 教育政策課 花園公民館 

80100175 教育委員会事務局 教育政策課 北部公民館 

80100180 教育委員会事務局 教育政策課 飽田公民館 

80100185 教育委員会事務局 教育政策課 河内公民館 

80100190 教育委員会事務局 教育政策課 天明公民館 

80100195 教育委員会事務局 教育政策課 富合公民館 

80100200 教育委員会事務局 教育政策課 城南公民館 

80100205 教育委員会事務局 教育政策課 植木公民館 

80100300 教育委員会事務局 学務課 

80100500 教育委員会事務局 施設課 

80100700 教育委員会事務局 教職員課 

80100900 教育委員会事務局 総合支援課 

80100910 教育委員会事務局 総合支援課 教育相談室 

80101100 教育委員会事務局 指導課 

80101300 教育委員会事務局 健康教育課 

80101500 教育委員会事務局 人権教育指導室 

80200100 教育委員会事務局 熊本市教育センター 

80210100 教育委員会事務局 熊本市立必由館高等学校 

80210200 教育委員会事務局 熊本市立千原台高等学校 

80220100 教育委員会事務局 熊本市立総合ビジネス専門学校 

80230100 教育委員会事務局 熊本市立出水中学校 

80230200 教育委員会事務局 熊本市立白川中学校 

80230300 教育委員会事務局 熊本市立藤園中学校 

80230400 教育委員会事務局 熊本市立花陵中学校 

80230500 教育委員会事務局 熊本市立城南中学校 

80230600 教育委員会事務局 熊本市立京陵中学校 

80230700 教育委員会事務局 熊本市立西山中学校 

80230800 教育委員会事務局 熊本市立江南中学校 

80230900 教育委員会事務局 熊本市立江原中学校 

80231000 教育委員会事務局 熊本市立竜南中学校 

80231100 教育委員会事務局 熊本市立桜山中学校 

80231200 教育委員会事務局 熊本市立湖東中学校 

80231300 教育委員会事務局 熊本市立託麻中学校 

80231400 教育委員会事務局 熊本市立三和中学校 



80231500 教育委員会事務局 熊本市立城西中学校 

80231600 教育委員会事務局 熊本市立帯山中学校 

80231700 教育委員会事務局 熊本市立東野中学校 

80231800 教育委員会事務局 熊本市立錦ケ丘中学校 

80231900 教育委員会事務局 熊本市立二岡中学校 

80232000 教育委員会事務局 熊本市立東部中学校 

80232100 教育委員会事務局 熊本市立楠中学校 

80232200 教育委員会事務局 熊本市立西原中学校 

80232300 教育委員会事務局 熊本市立武蔵中学校 

80232400 教育委員会事務局 熊本市立東町中学校 

80232500 教育委員会事務局 熊本市立出水南中学校 

80232600 教育委員会事務局 熊本市立清水中学校 

80232700 教育委員会事務局 熊本市立井芹中学校 

80232800 教育委員会事務局 熊本市立北部中学校 

80232900 教育委員会事務局 熊本市立芳野中学校 

80233000 教育委員会事務局 熊本市立河内中学校 

80233100 教育委員会事務局 熊本市立飽田中学校 

80233200 教育委員会事務局 熊本市立天明中学校 

80233300 教育委員会事務局 熊本市立長嶺中学校 

80233400 教育委員会事務局 熊本市立力合中学校 

80233500 教育委員会事務局 熊本市立龍田中学校 

80233600 教育委員会事務局 熊本市立日吉中学校 

80233700 教育委員会事務局 熊本市立桜木中学校 

80233800 教育委員会事務局 熊本市立富合中学校 

80233900 教育委員会事務局 熊本市立下益城城南中学校 

80234000 教育委員会事務局 熊本市立鹿南中学校 

80234100 教育委員会事務局 熊本市立五霊中学校 

80234200 教育委員会事務局 熊本市立植木北中学校 

80240100 教育委員会事務局 熊本市立壺川小学校 

80240200 教育委員会事務局 熊本市立碩台小学校 

80240300 教育委員会事務局 熊本市立白川小学校 

80240400 教育委員会事務局 熊本市立城東小学校 

80240500 教育委員会事務局 熊本市立慶徳小学校 

80240600 教育委員会事務局 熊本市立一新小学校 

80240700 教育委員会事務局 熊本市立五福小学校 

80240800 教育委員会事務局 熊本市立向山小学校 

80240900 教育委員会事務局 熊本市立黒髪小学校 

80241000 教育委員会事務局 熊本市立大江小学校 

80241100 教育委員会事務局 熊本市立本荘小学校 

80241200 教育委員会事務局 熊本市立春竹小学校 

80241300 教育委員会事務局 熊本市立古町小学校 

80241400 教育委員会事務局 熊本市立春日小学校 

80241500 教育委員会事務局 熊本市立城西小学校 

80241600 教育委員会事務局 熊本市立花園小学校 

80241700 教育委員会事務局 熊本市立池田小学校 

80241800 教育委員会事務局 熊本市立出水小学校 

80241900 教育委員会事務局 熊本市立白坪小学校 

80242000 教育委員会事務局 熊本市立画図小学校 

80242100 教育委員会事務局 熊本市立砂取小学校 



80242200 教育委員会事務局 熊本市立健軍小学校 

80242300 教育委員会事務局 熊本市立清水小学校 

80242400 教育委員会事務局 熊本市立日吉小学校 

80242500 教育委員会事務局 熊本市立川尻小学校 

80242600 教育委員会事務局 熊本市立力合小学校 

80242700 教育委員会事務局 熊本市立御幸小学校 

80242800 教育委員会事務局 熊本市立田迎小学校 

80242900 教育委員会事務局 熊本市立高橋小学校 

80243000 教育委員会事務局 熊本市立池上小学校 

80243100 教育委員会事務局 熊本市立城山小学校 

80243200 教育委員会事務局 熊本市立託麻原小学校 

80243300 教育委員会事務局 熊本市立秋津小学校 

80243400 教育委員会事務局 熊本市立松尾東小学校 

80243500 教育委員会事務局 熊本市立松尾西小学校 

80243600 教育委員会事務局 熊本市立松尾北小学校 

80243700 教育委員会事務局 熊本市立泉ケ丘小学校 

80243800 教育委員会事務局 熊本市立小島小学校 

80243900 教育委員会事務局 熊本市立龍田小学校 

80244000 教育委員会事務局 熊本市立帯山小学校 

80244100 教育委員会事務局 熊本市立中島小学校 

80244200 教育委員会事務局 熊本市立白山小学校 

80244300 教育委員会事務局 熊本市立若葉小学校 

80244400 教育委員会事務局 熊本市立城北小学校 

80244500 教育委員会事務局 熊本市立尾ノ上小学校 

80244600 教育委員会事務局 熊本市立西原小学校 

80244700 教育委員会事務局 熊本市立高平台小学校 

80244800 教育委員会事務局 熊本市立楠小学校 

80244900 教育委員会事務局 熊本市立託麻東小学校 

80245000 教育委員会事務局 熊本市立託麻西小学校 

80245100 教育委員会事務局 熊本市立託麻北小学校 

80245200 教育委員会事務局 熊本市立桜木小学校 

80245300 教育委員会事務局 熊本市立東町小学校 

80245400 教育委員会事務局 熊本市立麻生田小学校 

80245500 教育委員会事務局 熊本市立武蔵小学校 

80245600 教育委員会事務局 熊本市立帯山西小学校 

80245700 教育委員会事務局 熊本市立月出小学校 

80245800 教育委員会事務局 熊本市立出水南小学校 

80245900 教育委員会事務局 熊本市立健軍東小学校 

80246000 教育委員会事務局 熊本市立城南小学校 

80246100 教育委員会事務局 熊本市立田迎南小学校 

80246200 教育委員会事務局 熊本市立弓削小学校 

80246300 教育委員会事務局 熊本市立託麻南小学校 

80246400 教育委員会事務局 熊本市立山ノ内小学校 

80246500 教育委員会事務局 熊本市立楡木小学校 

80246600 教育委員会事務局 熊本市立川上小学校 

80246700 教育委員会事務局 熊本市立西里小学校 

80246800 教育委員会事務局 熊本市立北部東小学校 

80246900 教育委員会事務局 熊本市立芳野小学校 

80247000 教育委員会事務局 熊本市立河内小学校 



80247100 教育委員会事務局 熊本市立飽田東小学校 

80247200 教育委員会事務局 熊本市立飽田南小学校 

80247300 教育委員会事務局 熊本市立飽田西小学校 

80247400 教育委員会事務局 熊本市立中緑小学校 

80247500 教育委員会事務局 熊本市立銭塘小学校 

80247600 教育委員会事務局 熊本市立奥古閑小学校 

80247700 教育委員会事務局 熊本市立川口小学校 

80247800 教育委員会事務局 熊本市立長嶺小学校 

80247900 教育委員会事務局 熊本市立日吉東小学校 

80248000 教育委員会事務局 熊本市立桜木東小学校 

80248100 教育委員会事務局 熊本市立富合小学校 

80248200 教育委員会事務局 熊本市立杉上小学校 

80248300 教育委員会事務局 熊本市立隈庄小学校 

80248400 教育委員会事務局 熊本市立豊田小学校 

80248500 教育委員会事務局 熊本市立植木小学校 

80248600 教育委員会事務局 熊本市立山本小学校 

80248700 教育委員会事務局 熊本市立田原小学校 

80248800 教育委員会事務局 熊本市立菱形小学校 

80248900 教育委員会事務局 熊本市立桜井小学校 

80249000 教育委員会事務局 熊本市立山東小学校 

80249100 教育委員会事務局 熊本市立吉松小学校 

80249200 教育委員会事務局 熊本市立田底小学校 

80249300 教育委員会事務局 熊本市立田迎西小学校 

80249400 教育委員会事務局 熊本市立力合西小学校 

80270100 教育委員会事務局 熊本市立碩台幼稚園 

80270200 教育委員会事務局 熊本市立一新幼稚園 

80270300 教育委員会事務局 熊本市立向山幼稚園 

80270400 教育委員会事務局 熊本市立古町幼稚園 

80270500 教育委員会事務局 熊本市立川尻幼稚園 

80270600 教育委員会事務局 熊本市立楠幼稚園 

80270700 教育委員会事務局 熊本市立熊本五福幼稚園 

80270800 教育委員会事務局 熊本市立隈庄幼稚園 

80280100 教育委員会事務局 学校給食東共同調理場 

80280200 教育委員会事務局 学校給食藤園共同調理場 

80280300 教育委員会事務局 学校給食城西共同調理場 

80280400 教育委員会事務局 学校給食西原共同調理場 

80280500 教育委員会事務局 学校給食京陵共同調理場 

80280600 教育委員会事務局 学校給食日吉共同調理場 

80280700 教育委員会事務局 学校給食託麻共同調理場 

80280800 教育委員会事務局 学校給食武蔵共同調理場 

80280900 教育委員会事務局 学校給食出水南共同調理場 

80281000 教育委員会事務局 学校給食井芹共同調理場 

80281100 教育委員会事務局 学校給食北部共同調理場 

80281300 教育委員会事務局 学校給食天明共同調理場 

80281400 教育委員会事務局 学校給食長嶺共同調理場 

80281500 教育委員会事務局 学校給食龍田共同調理場 

80281600 教育委員会事務局 学校給食城南共同調理場 

80281700 教育委員会事務局 学校給食富合共同調理場 

80281800 教育委員会事務局 学校給食植木共同調理場 



80300100 教育委員会事務局 熊本市立図書館 

80300110 教育委員会事務局 熊本市立図書館 植木図書館 

80300300 教育委員会事務局 熊本博物館 

85000100 消防局 総務課 

85000300 消防局 管理課 

85000500 消防局 予防課 

85000510 消防局 予防課 火災調査室 

85000700 消防局 消防課 

85000710 消防局 消防課 消防団室 

85001100 消防局 情報司令課 

85001300 消防局 救急課 

85002100 消防局 中央消防署 

85002200 消防局 東消防署 

85002300 消防局 西消防署 

85002400 消防局 南消防署 

85002500 消防局 益城西原消防署 

90100100 上下水道局 総務課 

90100120 上下水道局 総務課 富合営業所 

90100130 上下水道局 総務課 城南営業所 

90100140 上下水道局 総務課 植木営業所 

90100300 上下水道局 経営企画課 

90100330 上下水道局 経営企画課 出納室 

90100500 上下水道局 料金課 

90100700 上下水道局 給排水設備課 

90100900 上下水道局 計画調整課 

90100910 上下水道局 計画調整課 技術監理室 

90101100 上下水道局 水道整備課 

90101300 上下水道局 下水道整備課 

90101500 上下水道局 水相談課 

90101510 上下水道局 水相談課 西部上下水道センター 

90101530 上下水道局 水相談課 北部上下水道センター 

90101700 上下水道局 管路維持課 

90101710 上下水道局 管路維持課 維持補修センター 

90101900 上下水道局 水運用課 

90101910 上下水道局 水運用課 水質管理室 

90102100 上下水道局 水再生課 

90102110 上下水道局 水再生課 中部浄化センター 

90102130 上下水道局 水再生課 東部浄化センター 

90102150 上下水道局 水再生課 南部浄化センター 

90102170 上下水道局 水再生課 西部浄化センター 

96000100 交通局 総務課 

96000110 交通局 総務課 営業推進室 

96000500 交通局 電車課 

 


