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所属等 配置場所 連絡先

経済文化交流部 経済文化交流部 厚生会館 33-8513 取次ぎ

商工政策課 厚生会館 33-8513

観光振興課 厚生会館 33-4115

　　九州国際スリーデーマーチ実行委員会 33-4132

国際港湾振興課 総合体育館 33-8777

文化振興課 厚生会館 33-4533

スポーツ振興課 総合体育館 33-4164

農林水産部 農林水産部 農事研修センター２階 33-4117 取次ぎ

農林水産政策課 農事研修センター（別館　大集会室） 33-4117

　　坂本農林水産地域事務所 坂本支所 45-2363

　　千丁農林水産地域事務所 農事研修センター（別館　大集会室） 46-1102

　　鏡　農林水産地域事務所 農事研修センター（別館　大集会室） 52-7842

　　東陽農林水産地域事務所 東陽支所 65-2114

　　泉　農林水産地域事務所 泉支所 67-2112

農業振興課 農事研修センター（別館　大集会室） 33-8751

フードバレー推進課 農事研修センター２階 33-8780

農地整備課 農事研修センター（別館　大集会室） 33-4118

水産林務課 農事研修センター２階 33-4119

地籍調査課 鏡支所１階 52-1112

建設部 建設部 鏡保健センター２階 （内）5551　5552

建設政策課 鏡保健センター２階 33-4116

　　坂本建設地域事務所 坂本支所 45-2290

　　千丁建設地域事務所 鏡保健センター２階 46-1104

　　鏡　建設地域事務所 鏡保健センター２階 52-7820　52-5276

　　東陽建設地域事務所 東陽支所 65-2115

　　泉　建設地域事務所 泉支所 67-2115

土木課 鏡保健センター２階 33-4471　33-4121

建築住宅課 八代市水処理センター 33-4122

建築指導課 八代市水処理センター 33-4750

都市整備課 区画整理係八千把事務所 33-4123　33-4124

　　区画整理係 30-0822

下水道総務課 八代市水処理センター 33-4147

下水道建設課 八代市水処理センター 33-4458

用地課 農事研修センター 33-6517

市  立  病  院 33-3620

会    計    課 千丁支所１階 33-8100

教育部 教育部 千丁支所２階 （内）4212　4213

教育政策課 千丁支所２階 30-1671

学校教育課 千丁支所２階 30-1673

教育施設課 千丁支所２階 30-1674

生涯学習課 千丁支所３階 30-1110

教育サポートセンター 千丁支所２階 30-1667

博物館 34-5555

図書館 32-3385

議会事務局 鏡支所３階 32-5984

選挙管理委員会事務局 千丁支所２階 30-1663

監査委員事務局 パトリア千丁２階 33-4169

農業委員会事務局 農事研修センター 33-6342

水    道    局 坂本支所 32-7194

マイナンバー受取り場 パトリア千丁 1 階 33-4752　33-4757

臨時福祉給付金支給事業事業推進室 パトリア千丁 1 階 31-1024

今後の変更については、その都度お知らせします。 災害相談窓口 ☎45-5283
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市長 鏡支所２階

副市長 鏡支所２階

教育長 千丁支所２階

監査委員 パトリア千丁２階

政策審議監 鏡支所２階

総務部 総務部 鏡支所２階 （内）5217　5218

秘書広報課 鏡支所２階 34-1160　33-4101

危機管理課 鏡支所２階 33-4112

人事課 鏡保健センター２階 33-4102

文書統計課 鏡文化センター１階 33-4100

企画振興部 企画振興部 鏡支所２階 （内）5250　5251

企画政策課 鏡支所２階 33-4104

情報政策課 鏡支所３階 33-4103

坂本支所地域振興課 坂本支所 45-2211

千丁支所地域振興課 千丁支所１階 46-1101

鏡支所　地域振興課 鏡支所１階 52-2131

鏡支所　市民環境課 鏡支所１階 52-1115　52-1116

東陽支所地域振興課 東陽支所 65-2111

泉支所　地域振興課 泉支所 67-2111

財務部 財務部 鏡支所２階 （内）5270　5271

財政課 鏡支所２階 33-4106

新庁舎建設課 鏡支所２階 45-5523

契約検査課 鏡支所１階 33-4120

市民税課 千丁支所１階 33-4107

資産税課 千丁支所１階 33-4108

納税課 千丁支所１階 33-4109

市民環境部 市民環境部 鏡保健センター２階 （内）5521

市民活動政策課 総合福祉センター２階（西松江城町） 33-4482

　　消費生活センター 33-4162

　　市民相談室 33-4452

市民課 千丁支所１階 33-4110

人権政策課 千丁支所３階 30-1701

環境課 浄化槽汚泥処理施設 33-4114

廃棄物対策課 清掃センター 34-1997

環境センター建設課 坂本支所 33-8773

健康福祉部 健康福祉部 千丁支所２階 （内）4280　4281

健康福祉政策課 千丁支所２階 33-4003

在宅医療介護連携室 千丁支所２階 33-4682

　　坂本健康福祉地域事務所 坂本支所 45-2213

　　千丁健康福祉地域事務所 千丁支所２階 33-4003

　　鏡　健康福祉地域事務所 鏡支所１階 52-7836

　　東陽健康福祉地域事務所 東陽支所 65-2113

　　泉　健康福祉地域事務所 泉支所 67-2176

障がい者支援課 千丁支所１階 35-0294

長寿支援課 千丁公民館 32-1175　33-4145
33-4436　33-4438

こども未来課 千丁支所３階 33-8721

生活援護課 千丁支所３階 33-8722

国保ねんきん課 千丁支所１階 33-4113　33-4105　33-4490

健康推進課 八代市保健センター 32-7200

鏡保健センター 52-5277

庁舎移転後 八代市役所組織別一覧（5月16日現在）


