
個別施設計画シート　施設一覧

行政棟本館 自然保護課 46 天草ビジターセンター ビジターセンター

議会棟 47 熊本勤労者総合福祉センター テルサ本館

議会棟別館 体育館

行政棟新館 寄宿舎

2 熊本県知事公舎 知事公邸 教室棟

3 熊本県庁西側事務棟 事務所棟 管理棟

4 熊本県庁会議棟１号館 会議棟 本部棟

本庁舎 学生ホール

会議室棟 実習棟Ａ

6 宇城保健所 庁舎 実習棟Ｂ

7 上益城総合庁舎 庁舎 実習棟Ｃ

8 上益城総合庁舎別館 庁舎 講堂・体育館

本庁舎 在職者セミナー棟

事務所棟 映像システム技術科実習棟

会議棟 電子機械分館

本庁舎 精密機械分館

別館 実験棟１

11 菊池保健所 庁舎 実験棟２

12 玉名総合庁舎 庁舎 本館

13 有明保健所 庁舎 51 産業技術センター（農産加工部） 研究棟

14 鹿本総合庁舎 庁舎 観光企画課 52 野外劇場アスペクタ 野外コンサート場

15 山鹿保健所 庁舎 53 熊本産業展示場 展示場

本庁舎 54 県伝統工芸館 本館

別館 農業館

17 内牧庁舎 庁舎 管理事務所

18 県南広域本部 庁舎 多目的ホール

19 芦北総合庁舎 庁舎 物産館

20 水俣保健所 庁舎 和風レストラン

本庁舎 会議棟

会議棟 56 農業研究センター 本館

22 旧人吉保健所 庁舎 57 茶業研究所 管理実験棟

本庁舎 本館実験棟

会議棟 研修館

24 天草保健所 庁舎 アグリビジネスセンター

25 旧天草地域ダム建設事務所 庁舎 長期貯蔵技術研究棟

本館 本館

武道場 作業室棟

訓練場・救急教室 研修館

寄宿舎 体育館

27 防災消防航空センター 事務所・格納庫 放牧技術研究棟

税務課 28 自動車税事務所 事務所棟 肉用牛等繁殖技術研修施設

29 博物館ネットワークセンター 本館 61 高原農業研究所 事務所棟

30 県立劇場 劇場 事務所棟

交政課 31 旧防災消防航空センター 旧防災消防航空センター事務所 農舎棟

32 保健環境科学研究所 本館 　　　　　　　（作物部） 農舎棟

33 総合福祉センター 本館 本館

34 福祉総合相談所 本館 農民研修館

35 動物愛護センター 管理棟 作物水田棟

事務所棟 作物原種棟

検査棟 畑作生物資源棟

本館 野菜栽培棟

児童棟 花き野菜品種棟

本館 現業職員休憩室

旧器楽練習棟 試験蚕室棟

第１本館 65 畜産研究所 繁殖センター試験研究棟

体育館 66 生産環境研究所 環境棟

訓練棟 本館

生活・医療棟 防疫資材等保管倉庫

母子棟 68 城北家畜保健衛生所 管理棟及び防疫衛生棟

厨房棟 69 阿蘇家畜保健衛生所 管理棟及び防疫衛生棟

外来棟 70 城南家畜保健衛生所 本舘

通園棟 71 天草家畜保健衛生所 本館

環境立県推進課 41 環境センター 事務所棟 72 畜産研究所精液処理施設 精液処理施設

42 小岱山国民休養地 ビジターセンター 管理棟

43 坊中野営場 管理棟 調理、機械棟

44 鳥獣保護センター 本館 研究・講義棟

45 富岡集団施設 ビジターセンター 就農支援研修施設

農業大学校自然保護課 農地・担い手支援課 73

40 こども総合療育センター
畜産課

67 中央家畜保健衛生所

子ども家庭福祉課 37 県立清水が丘学園

障がい者支援課

38 精神保健福祉センター

球磨農業研究所

健康危機管理課

64 農産園芸研究所

36 食肉衛生検査所

文企世課

62
天草農業研究所（果樹部）

健康福祉政策課
63

果樹研究所

60 草地畜産研究所

58 アグリシステム総合研究所

消防保安課
26 消防学校

59

農業技術課

23 天草広域本部

39 身体障害児者総合福祉センター

55 農業公園

販路拡大ビジネス課

16 阿蘇総合庁舎

農林水産政策課

21 球磨総合庁舎

産業支援課
50 産業技術センター

10 県北広域本部

9 上益城地域振興局土木部

48 高等技術専門校

49 技術短期大学校

財産経営課

1 熊本県庁

労働雇用創生課
5 宇城総合庁舎
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体育館

畜産講義棟

学生寮

研修交流館

本館

木材研究棟

研修棟

林業技術研修センター２号館

76 水産研究センター 本館

77 牛深種苗生産施設 本館

78 大矢野種苗生産施設 本館

79 漁業取締事務所 本館

試験棟

研修棟

81 亀川ダム管理所 管理所

管理棟

資料館

83 坪井川水系遊水地管理棟 管理棟

84 氷川ダム管理所 管理棟

85 上津浦ダム管理棟 管理棟

86 市房ダム管理所 制御室

湾港課 87 天草空港管理事務所 空港ターミナルビル

本館棟

技術家庭棟

情報処理教育棟

理科研修棟

体育研修棟

本館

講堂

体育館

宿舍Ａ

宿舍Ｂ

食堂

宿泊棟（和室）

管理棟

宿泊棟Ａ

宿泊棟Ｂ

雨天遊戯室

研修室

管理棟

宿泊棟

体育館

本館

洋室宿泊棟

和室宿泊棟

食堂浴室棟

体育館

93 県立図書館 図書館

管理棟

展示体験学習棟

出土遺物整理室

作業棟

整理棟

95 装飾古墳館 本館

96 温故創生館 本館

97 県立美術館分館 美術館分館

展示館及び事務室

永青文庫常設展示室

99 県立総合体育館 体育館

100 藤崎台県営野球場 事務所

101 熊本武道館 武道館

102 熊本県民総合運動公園 体育館

103 県総合射撃場 管理棟

体育保健課

98 県立美術館

文化課

94 県文化財資料室

91 豊野少年自然の家

92 あしきた青少年の家

90 菊池少年自然の家

社会教育課

89 天草青年の家

教育政策課 88 県立教育センター

河川課

82 石打ダム管理所

水産振興課

土木技術管理課 80 建設技術センター

森林整備課

74 林業研究・研修センター

75 林業技術研修センター

農地・担い手支援課 73 農業大学校
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