
劣化診断調査・保全計画対象施設一覧

1 千丁支所地域振興課 千丁支所 八代市千丁町新牟田1502-1 1993 4,298 ○ 無

2 鏡支所地域振興課 鏡支所 八代市鏡町内田453ｰ1 1988 4,353 ○ 無

3 東陽支所地域振興課 東陽支所 八代市東陽町南1105ｰ1 1979 1,740 ○ 無

4 泉支所地域振興課 振興センターいずみ 八代市泉町柿迫3188-2 1997 1,861 有 ○

5 市民活動政策課 代陽コミュニティセンター 八代市西松江城町2番18号 1984 1,352 有

6 市民活動政策課 八代コミュニティセンター 八代市新地町6番3号 1990 795 有

7 市民活動政策課 麦島コミュニティセンター 八代市古城町2259 1981 1,691 有

8 市民活動政策課 植柳コミュニティセンター 八代市植柳下町4251ｰ2 1988 730 有

9 市民活動政策課 松高コミュニティセンター 八代市永碇町754ｰ2 1987 830 有

10 市民活動政策課 八千把コミュニティセンター 八代市上野町1193ｰ1 1985 883 有

11 市民活動政策課 金剛コミュニティセンター 八代市揚町800ｰ2 1979 767 ○ 有

12 市民活動政策課 郡築コミュニティセンター 八代市郡築六番町61ｰ2 1981 772 有

13 市民活動政策課 昭和コミュニティセンター 八代市昭和明徴町730-1 1980 387 有

14 市民活動政策課 宮地コミュニティセンター 八代市宮地町383 1983 673 有

15 市民活動政策課 日奈久コミュニティセンター 八代市日奈久塩南町甲13 1978 658 有

16 市民活動政策課 二見コミュニティセンター 八代市二見下大野町2432-1 1989 728 有

17 市民活動政策課 龍峯コミュニティセンター 八代市興善寺町1952 1982 432 有

18 市民活動政策課 千丁コミュニティセンター 八代市千丁町新牟田1434 1976 1,709 ○ 有

19 市民活動政策課 鏡コミュニティセンター 八代市鏡町内田1339-1 1981 2,048 有

20 市民活動政策課 東陽コミュニティセンター 八代市東陽町南1285 1995 615 有

21 市民活動政策課 泉コミュニティセンター 八代市泉町栗木5866 1977 2,040 有

22 健康福祉政策課 坂本地域福祉センター 八代市坂本町荒瀬1307 1996 1,298 有

23 健康福祉政策課 泉地域福祉センター 八代市泉町下岳2974 1994 1,490 有 ○

24 健康福祉政策課 東陽地域福祉保健センター 八代市東陽町南1075 1995 1,846 有

25 健康推進課 保健センター 八代市高下西町1726-5 1991 1,533 有

26 健康推進課 鏡保健センター 八代市鏡町内田453-1 1995 1,066 有
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27 商工・港湾振興課 サンライフ八代 八代市日置町692-1 1986 1,391 有 ○

28 商工・港湾振興課 やつしろハーモニーホール 八代市新町5番20号 2000 6,141 有 ○

29 観光・クルーズ振興課 さかもと温泉センター 八代市坂本町川嶽1091 1995 1,354 有 ○

30 観光・クルーズ振興課 ふれあいセンターいずみ 八代市泉町下岳3296-1 1997 1,553 有 ○

31 文化振興課 鏡文化センター 八代市鏡町内田468-1 1999 3,624 有

32 スポーツ振興課 総合体育館 八代市緑町11-1 1983 8,032 ○ 有 ○

33 スポーツ振興課 市立武道館 八代市松江城町6ｰ13 1979 1,906 有 ○

34 スポーツ振興課 千丁体育館 八代市千丁町新牟田1869ｰ1 1979 1,080 有

35 スポーツ振興課 鏡体育館 八代市鏡町両出1430 1991 1,560 有

36 スポーツ振興課 鏡武道館 八代市鏡町両出1430 1995 1,204 有

37 スポーツ振興課 東陽スポーツセンター 八代市東陽町南1285 1995 2,945 有

38 生涯学習課 八代市公民館 八代市千丁町新牟田1433 1996 4,451 有 千丁地域福祉保健センター含む

39 生涯学習課 市立図書館本館 八代市北の丸町2番35号 1985 2,636 有 ○

40 博物館 八代市立博物館未来の森ミュージアム 八代市西松江城町12番35号 1991 3,418 有

41 教育施設課 代陽小学校　校舎 八代市北の丸町1-7 1978 5,945 有

42 教育施設課 代陽小学校　体育館 八代市北の丸町1-7 1974 1,065 有

43 教育施設課 太田郷小学校　校舎 八代市日置町445 1974 7,736 ○ 有

44 教育施設課 太田郷小学校　体育館 八代市日置町445 1988 1,048 有

45 教育施設課 植柳小学校　校舎 八代市植柳上町449 1975 4,253 有

46 教育施設課 松高小学校　校舎 八代市永碇町828-1 1975 4,253 有 S43（673㎡）、S49（1910㎡）、S52（1377㎡）、S53（2066㎡）、S54（1654㎡）

47 教育施設課 高田小学校　校舎 八代市豊原中町317 1981 5,190 有

48 教育施設課 八千把小学校　校舎 八代市上野町1131 1977 6,351 有

49 教育施設課 郡築小学校　校舎 八代市郡築六番町49-1 1980 3,371 有

50 教育施設課 宮地小学校　校舎 八代市宮地町1826 1977 3,191 有 S52（1584㎡）、S55（668㎡）、H15（939㎡）

51 教育施設課 日奈久小学校　校舎 八代市日奈久竹之内町4277-1 1978 3,310 有

52 教育施設課 二見小学校　校舎 八代市二見下大野町2258-1 1979 2,329 有
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53 教育施設課 龍峯小学校　校舎 八代市岡町谷川1043 1979 1,668 有

54 教育施設課 麦島小学校　校舎 八代市迎町1丁目16-1-1 1982 5,062 有

55 教育施設課 千丁小学校　校舎 八代市千丁町新牟田1345 1958 4,432 ○ 有

56 教育施設課 鏡小学校　校舎 八代市鏡町鏡村609-1 1963 4,489 有 S38（1709㎡）、S61（2780㎡）

57 教育施設課 鏡小学校　体育館 八代市鏡町鏡村609-1 1988 1,332 有

58 教育施設課 有佐小学校　校舎 八代市鏡町中島1360-1 1980 2,104 有

59 教育施設課 文政小学校　校舎 八代市鏡町両出1371-1 1975 4,016 有

60 教育施設課 文政小学校　体育館 八代市鏡町両出1371-1 1992 1,311 有

61 教育施設課 東陽小学校　校舎 八代市東陽町南3405-2 1983 1,877 有

62 教育施設課 泉第八小学校　校舎 八代市泉町樅木137-4 1984 1,174 有

63 教育施設課 第一中学校　校舎 八代市北の丸町1-29 1969 6,610 ○ 有 S44（2464㎡）、S45（2194㎡）、S48（1742㎡）、H9（159㎡）

64 教育施設課 第一中学校　体育館 八代市北の丸町1-29 1981 1,776 有

65 教育施設課 第三中学校　校舎 八代市中北町3378-5 1981 5,911 有

66 教育施設課 第三中学校　体育館 八代市中北町3378-5 1981 1,756 有

67 教育施設課 第四中学校　校舎 八代市古閑上町182-2 1976 4,190 有

68 教育施設課 第五中学校　校舎 八代市豊原下町3807 1977 3,432 有

69 教育施設課 第六中学校　校舎 八代市水島町2065-4 1978 3,254 有

70 教育施設課 第七中学校　校舎 八代市郡築七番町41-2 1977 3,035 有

71 教育施設課 日奈久中学校　校舎 八代市日奈久竹之内町4332-1 1979 2,702 有

72 教育施設課 二見中学校　校舎 八代市二見本町852 1972 1,994 有

73 教育施設課 坂本中学校　体育館 八代市坂本町荒瀬6000 1975 1,640 有

74 教育施設課 千丁中学校　校舎 八代市千丁町古閑出2493-1 1972 3,805 有

75 教育施設課 鏡中学校　校舎 八代市鏡町内田1038-1 1971 6,750 有 S46（338㎡）、H9（6412㎡）

76 教育施設課 鏡中学校　体育館 八代市鏡町内田1038-1 1973 1,989 有

77 教育施設課 東陽中学校　校舎 八代市東陽町南1869 1969 1,968 有

78 教育施設課 東陽中学校　体育館 八代市東陽町南1869 1971 1,208 有
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79 教育施設課 泉中学校　校舎 八代市泉町柿迫1111 1965 3,799 ○ 有

80 教育施設課 太田郷幼稚園　園舎 八代市上日置町2161 1968 1,051 有 園舎S53（879㎡）、遊戯室棟S43（172㎡）
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