
市町村 起 点 名 施 設 名 等

坂元台小　清水小　大龍小　名山小　清水中　長田中　玉龍（中，高）　鹿児島東高　鹿児島商業高

放送大学学習センター　かごしまメルヘン館　かごしま近代文学館　かごしま県民交流センター

かごしま県民大学中央センター　県立図書館　県立博物館　桜島フェリーターミナル

三島村役場　かごしま水族館　市青年会館（青少年補導センター）　中央公民館　市立美術館

鹿児島教育事務所　鹿児島地域振興局　宝山ホール（県文化センター）　県歴史資料センター黎明館

市役所　市教委　市福祉コミュニティーセンター　鹿児島地方検察庁　鹿児島地方裁判所

鹿児島東郵便局　日本年金機構鹿北年金事務所　十島村役場　市民福祉プラザ　教職員互助組合

西郷南洲顕彰館　県消費生活センター　県産業会館　県教育会館維持財団　県民教育文化研究所

教職員共助会　ＮＨＫ鹿児島　ＫＣプラザ　吹上荘　中原別荘　県歯科医師会館

尚古集成館　異人館　磯海水浴場　磯工芸館　磯庭園　仙巌園　花倉病院　三船園

鹿児島商工会議所　鹿児島情報ビジネス専門学校　三島航路待合所　十字屋クロス店

マジオドライビングスクール鹿児島校　南州パン　マルヤガーデンズ　山形屋　照国神社　城山公園

多賀山公園　種子・屋久高速船旅客ターミナル　北埠頭旅客ターミナル　南埠頭旅客ターミナル

中央公園　石橋記念公園　県柔道会館　ドルフィンポート　市交通局バス事業部

竜 ヶ 水
リ ユ ウ ガ ミ ズ

原良小　荒田小　山下小　西田小　中洲小　武小　甲東中　甲南中　城西中　武中  甲南高

鹿児島中央高　鶴丸高　鹿児島高　鹿児島女子短大　サンエールかごしま(生涯学習プラザ）

維新ふるさと館西消防署　鹿児島税務署　中央郵便局　西警察署　市立病院　鹿児島環境未来館

鹿児島市交通局　鹿児島市勤労者交流センター　鹿児島労働基準監督署　県医師会館

ホテルタイセイアネックス　鹿児島東急REIホテル　城山ホテル鹿児島　長島美術館　南日本放送

共研公園　ライオンズ広場　イオン鹿児島中央店　さみどり幼稚園　三育小学校

紫原小　西紫原小　南小　西紫原中　南中　志学館中　志学館高 　志学館大

南消防署郡元分遣隊　郡元消防総合訓練研修センター　鹿児島地方気象台　わかば園

吉野小　吉野東小　大明丘小　吉野中　吉野東中　鹿児島養護学校　吉野公民館　市役所吉野支所

市立少年自然の家　滝之神浄水場　ワークプラザ麦の芽　ＪＡかごしま中央営農センター

磯山公園　吉野公園　寺山公園　寺山ふれあい公園

下 田
シ モ タ

川上小　緑丘中　吉野自動車学校　鹿銀グランド　下田公園

伊敷小　伊敷台小　玉江小　坂元小　西伊敷小　草牟田小　明和小　伊敷台中　伊敷中　坂元中

明和中　修学館（中，高）　三光学園　鹿児島工業高　鹿児島聾学校

鹿児島女子高　鹿大附属養護学校　県立短大　いにしき幼稚園　伊敷幼稚園　玉里善き牧者幼稚園

なでしこ幼稚園　草牟田幼稚園　伊敷公民館　市役所伊敷支所　小野市民館　城西公民館

西部保健センター　県民総合保健センター　ハートピアかごしま　県精神保健福祉センター

県人権同和教育研究協議会事務局　鹿児島アリーナ（西原商会アリーナ）　県青年会館

玉里自動車学校　いしき園　小野公園　メルヘンスポーツ鹿児島　セルプいしき

松原小　城南小　天保山中　ハローワーク　中央消防署　中央警察署　中央卸市場魚類市場

シルバー人材センター　NTT鹿児島支店　鹿児島新港（奄美航路）　マリックスライン　天保山公園

城南町船溜まり　市漁業協同組合　錦江汚水処理場

鹿　児　島　教　育　事　務　所　管　内

鹿 児 島
カ ゴ シ マ

新 港
シ ン コ ウ

鹿 児 島 中 央
カ ゴ シ マ チ ユ ウ オ ウ

伊 敷
イ シ キ

鹿

児

島

市

吉 野
ヨ シ ノ

南鹿児島
ミ ナ ミ カ ゴ シ マ
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市町村 起 点 名 施 設 名 等

鹿　児　島　教　育　事　務　所　管　内

西陵小　田上小　武岡小　武岡台小　西陵中　武岡中　武岡台養護学校　武岡台高　樟南高

池田学園（小，中，高）　武・田上公民館　かごしま文化工芸村　田上自動車学校　久留米運送

皇徳寺小　　中山小　皇徳寺中　谷山北中

学校給食センター谷山分場　ふれあいスポーツランド　パソ中山児童館

鹿児島乳児院　市在宅看護支援センターフレンドホーム　にじの郷たにやま　清谿園　

広木小  星峯東小　星峯西小　星峯中　星ヶ峯幼稚園

市動物管理事務所　市知的障害者福祉センターふれあい館　星ヶ峯中央公園

中郡小　鹿大附属小　紫原中　鹿大付属中　純心女子（中，高）　純心女子短大

鹿大（法・教・理・工・農）　鹿児島少年鑑別所　セイカ食品　鹿児島テレビ　中川クリニック

鴨 池 港
カ モ イ ケ コ ウ

鴨池小　八幡小　鴨池中　鹿大水産学部　鴨池テニスコート　鴨池ドーム　鴨池市民球場

市民プール　鴨池補助グランド　県体育館　県武道館　県体育協会　鴨池緑地公園

県立鴨池運動公園（野球場（平和リース球場）・陸上競技場（白波スタジアム）・補助競技場・テニスコート）

鴨池公民館　市民文化ホール（川商ホール）　鹿児島県庁　県教委　県警本部　市保健所

市中央保健センター　地方法務局　鹿児島南年金事務所　市立図書館　市立科学館

福祉人材研修センター　勤労女性センター（さんはーと鹿児島）　市勤労青少年ホーム

給食センター　県社会福祉センター　心身障害者総合福祉センターゆうあい館

ＪＡ鹿児島県連農協会館　県水産会館　県連合校長会館　県労働者福祉協議会　市町村自治会館

県青少年会館　県農業共済連合会　県薬剤師会館　県看護協会研修会館

ウェルビューかごしま　マリンパレスかごしま　サンロイヤルホテル　鴨池ＡＣアネックス

アートホテル鹿児島　鹿児島読売テレビ　鹿児島放送　南日本新聞社　イオン鹿児島鴨池店

宇 宿
ウ ス キ

宇宿小　マリンポート　ハンズマン宇宿店　オプシアミスミ

向陽小　桜丘西小　桜丘東小　東谷山小　桜丘中　東谷山中　桜丘養護学校　鹿大（歯・医）

鹿大学病院　児童総合相談センター　県発達障害者支援センター　桜ケ丘中央公園

小 山 田
コ ヤ マ ダ

小山田小　恵光幼稚園　竹産業振興センター　アグリタウン小山田

犬 迫
イ ヌ ザ コ

犬迫小　市都市農業センター　県ライフル射撃場　鹿児島高犬迫グランド

皆 与 志
ミ ナ ヨ シ

皆与志小　皆与志幼稚園　泰山荘

花野小　河頭中　皆与志養護学校　河頭浄水場　かごしま健康の森公園

やまびこ医療福祉センター　たらちね学園

東桜島小　改新小（休校）　東桜島中　市役所東桜島支所　東桜島公民館

桜島国際火山砂防センター　林芙美子文学碑　桜島病院　有村展望所

黒 神
ク ロ カ ミ

黒神小　黒神中　黒神埋没鳥居

清和小　谷山小　谷山中　ラサール学園（中，高）　鹿児島南高

鹿児島情報高　谷山市民会館　市役所谷山支所　南警察署　南部下水処理場　南郵便局

谷山サザンホール　青果市場　東開庭球場　原田学園ハイテク専門学校　奄美の里

本坊酒造　谷山緑地公園　２号用地　谷山北公民館　イオンモール鹿児島

有村屋つけあげ工場　きたやま東開店

谷 山
タ ニ ヤ マ

田 上
タ ガ ミ

中 山
チ ユ ウ ザ ン

広 木
ヒ ロ キ

鹿
　
　
　
児
　
　
　
島
　
　
　
市

河 頭
コ ガ シ ラ

郡 元
コ オ リ モ ト

県 庁 前
ケ ン チ ヨ ウ マ エ

持 木
モ チ キ

桜 ヶ 丘
サ ク ラ ガ オ カ
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市町村 起 点 名 施 設 名 等

鹿　児　島　教　育　事　務　所　管　内

西 谷 山
ニ シ タ ニ ヤ マ

御所保育園　美樹園　谷山中央自動車学校

錦江台小　鹿児島国際大　鹿児島国際大学短期大学　鹿児島幼稚園　南部清掃工場

市民体育館　はっぴー園　南日本自動車学校

西谷山小　和田小　和田中　すみれ保育園　和田保育園　開陽高　鹿児島盲学校　

ふるさと歴史考古館　南消防署　交通安全教育センター　鹿児島総合卸商業団地協同組合

サンキュー和田店　にわ都市公園　慈眼寺公園　慈眼寺東公園　谷山善き牧者幼稚園

南部保健センター

福平小　福平中　平川浄水場　平川動物公園　サンライフプール

錦江湾公園　３号用地（七ツ島）　光山公園　旅の駅魔猿城

錫 山
ス ズ ヤ マ

錫山小　錫山中

平 川
ヒ ラ カ ワ

平川小　錦江湾高　鹿児島赤十字病院　平川ヨットハウス　鹿児島医療技術専門学校　最福寺

芝
シバ

なごみ園　錫山インター

柳 ヶ 谷
ヤ ナ ギ ガ タ ニ

高 免
コ ウ メ ン

高免小（休校）　白浜温泉センター

宮川小　すみれ幼稚園　宮川幼稚園

宮川野外活動センター　鬼塚望岳園

西 道
サ イ ド ウ

桜峰小　桜島中　市役所桜島支所

桜洲小　桜島総合体育館（南栄リース桜島アリーナ）　桜島ビジターセンター　桜島駐在所

国民宿舎レインボー桜島　桜島ユースホステル　桜島港フェリー　烏島展望所　湯之平展望所

恐竜公園　桜島溶岩グラウンド（南栄リース桜島グラウンド）

桜島多目的広場（南栄リース桜島広場）　桜島保育園

吉 田 麓
ヨ シ ダ フ モ ト

吉田小　吉田北中　こひつじ園

後 浦
ウ シ ロ ウ ラ

本名小

吉 田
ヨ シ ダ

本城小　市役所吉田支所　給食センター　吉田公民館　吉田文化体育センター　吉田運動場

宮小　牟礼岡小　吉田南中　県総合教育センター　青少年研修センター　県自治研修センター

瀬 々 串
セ セ ク シ

瀬々串小

中 名
ナ カ ミ ヨ ウ

中名小　日石喜入基地　喜入シーメンズクラブ

喜入小　喜入中　市役所喜入支所　喜入公民館　給食センター　喜入総合運動場

マリンピア喜入（八幡温泉保養館）　喜入いきいきふれあい広場

前 之 浜
マ エ ノ ハ マ

前之浜小　喜入の里

生 見
ヌ ク ミ

生見小　（株）九飛勢螺　帖地遺跡　千貫平

弓 指
ユ ミ サ シ

一倉小　グリーンファーム（鹿児島市観光農業公園）　（株）錦江陶芸

鹿
　
　
　
児
　
　
　
島
　
　
　
市

慈 眼 寺
ジ ゲ ン ジ

袴 腰
ハ カ マ ゴ シ

教育センター
キ ョ ウ イ ク セ ン タ ー

喜 入
キ イ レ

宮 川
ミ ヤ カ ワ

坂 之 上
サ カ ノ ウ エ

五 位 野
ゴ イ ノ
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市町村 起 点 名 施 設 名 等

鹿　児　島　教　育　事　務　所　管　内

松元小　松元中　松元幼稚園　市役所松元支所　松元学校給食センター　松元公民館

松元平野岡体育館（あいハウジングアリーナ松元）　松元平野岡運動場（あいハウジンググラウンド松元）

茶山ドームまつもと（あいハウジングドーム松元）　松元せせらぎ広場　松元武道館　松元弓道場

平野岡健康づくり公園　高齢者福祉センター松元　茶山房

直 木
ナ オ キ

東昌小　松元ダム

上伊集院
カミイジユウイン

春山小　松陽高  鹿児島実業高　松元分遣隊　お茶の里

石谷小　中村晋也美術館　すこやかランド石坂の里　北部清掃工場　横井埋立処分場

リサイクルプラザ　育成センターコスモス

郡 山
コ オ リ ヤ マ

郡山小　郡山中　明桜館高　市役所郡山支所　給食センター　八重山公園

東 俣
ヒ ガ シ マ タ

南方小　三重岳　郡山総合運動場

岳
タケ

鹿児島自然学園　

岩 戸
イ ワ ト

花尾小

鹿
　
児
　
島
　
市

石 谷
イ シ タ ニ

薩摩松元
サ ツ マ マ ツ モ ト
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鹿児島教育事務所管内起点表(住所録)

起 点 名 施 設 名 郵便番号 住 所 等 電 話 番 号
鹿児島 坂元台小学校 892-0863 鹿児島市西坂元町58-2 099-247-5515
鹿児島 清水小学校 892-0802 鹿児島市清水町8-15 099-247-1010
鹿児島 大龍小学校 892-0805 鹿児島市大竜町11-44 099-247-2016
鹿児島 名山小学校 892-0816 鹿児島市山下町6-43 099-224-7126
鹿児島 清水中学校 892-0801 鹿児島市稲荷町36-29 099-247-7211
鹿児島 長田中学校 892-0817 鹿児島市小川町3-10 099-226-3868
鹿児島 市立玉龍（中，高） 892-0806 鹿児島市池之上20-57 099-247-7161
鹿児島 県立鹿児島東高等学校 892-0861 鹿児島市東坂元3-28-1 099-247-2000
鹿児島 市立鹿児島商業高等学校 892-0863 鹿児島市西坂元町58-1 099-247-7171
鹿児島 放送大学鹿児島学習センター 892-0816 鹿児島市山下町14-50-4F 099-239-3811
鹿児島 かごしまメルヘン館 892-0853 鹿児島市城山町5-1 099-226-7771
鹿児島 かごしま近代文学館 892-0853 鹿児島市城山町5-1  099-226-7771
鹿児島 かごしま県民交流センター (代) 892-0816 鹿児島市山下町14-50 099-221-6600
鹿児島 かごしま県民大学中央センター 892-0816 鹿児島市山下町14-50 099-221-6604
鹿児島 県立図書館 892-0853 鹿児島市城山町7-1 099-224-9511
鹿児島 県立博物館 892-0853 鹿児島市城山町1-1 099-223-6050
鹿児島 桜島フェリー鹿児島港乗船券発売所 892-0814 鹿児島市本港新町4-1 099-223-7271
鹿児島 三島村役場 (代) 892-0821 鹿児島市名山町12-18 099-222-3141
鹿児島 市かごしま水族館 (代) 892-0814 鹿児島市本港新町3-1 099-226-2233
鹿児島 市青年会館（青少年補導センター） 892-0816 鹿児島市山下町6-1 099-227-1971
鹿児島 市中央公民館 892-0816 鹿児島市山下町5-9 099-224-4528
鹿児島 市立美術館 892-0853 鹿児島市城山町4-36 099-224-3400
鹿児島 鹿児島教育事務所 892-0817 鹿児島市小川町3-56 099-805-7392
鹿児島 鹿児島地域振興局 892-0817 鹿児島市小川町3-56 099-805-7202
鹿児島 宝山ホール（県文化センター) 892-0816 鹿児島市山下町5-3 099-223-4221
鹿児島 県歴史資料センター黎明館 (代) 892-0853 鹿児島市城山町7-2 099-222-5100
鹿児島 鹿児島市役所 892-0816 鹿児島市山下町11-1 099-224-1111
鹿児島 鹿児島市教育委員会 (代) 892-0816 鹿児島市山下町6-1 099-227-1921
鹿児島 鹿児島市福祉コミュニティセンター 892-0803 鹿児島市祇園之洲町1-2 099-248-1200
鹿児島 鹿児島地方検察庁 892-0816 鹿児島市山下町13-10 099-226-0611
鹿児島 鹿児島地方裁判所 892-0816 鹿児島市山下町13-47 099-222-7121
鹿児島 鹿児島東郵便局 892-0816 鹿児島市山下町3-3 099-222-6187
鹿児島 日本年金機構鹿北年金事務所 892-0823 鹿児島市住吉町6-8 099-225-5311
鹿児島 十島村役場 (代) 892-0822 鹿児島市泉町14-15 099-222-2101
鹿児島 市民福祉プラザ（社）鹿児島市社会福祉協議会 892-0816 鹿児島市山下町15-1 099-221-6070
鹿児島 教職員互助組合 892-0841 鹿児島市照国町11-35 099-225-4555
鹿児島 西郷南洲顕彰館 892-0851 鹿児島市上竜尾町2-1 099-247-1100
鹿児島 県消費生活センター (代) 892-0821 鹿児島市名山町4-3 099-224-0999
鹿児島 県産業会館管理組合 892-0821 鹿児島市名山町9-1-1F  099-223-9171
鹿児島 県教育会館維持財団 892-0816 鹿児島市山下町4-18 099-225-2667
鹿児島 県民教育文化研究所 892-0804 鹿児島市春日町4-60 099-247-4516
鹿児島 県教職員共助会 892-0816 鹿児島市山下町4-18 099-226-5953
鹿児島 ＮＨＫ鹿児島 892-0814 鹿児島市本港新町4-6 099-805-7000
鹿児島 ＫＣプラザ 892-0842 鹿児島市東千石町3‐33 099-226-1304
鹿児島 中原別荘 892-0841 鹿児島市照国町15-19 099-225-2800
鹿児島 県歯科医師会館 892-0841 鹿児島市照国町13-15 099-226-5291
鹿児島 尚古集成館 892-0871 鹿児島市吉野町9698-1 099-247-1511
鹿児島 異人館 892-0871 鹿児島市吉野町9685-15 099-247-3401
鹿児島 磯海水浴場（磯ビーチハウス） 892-0871 鹿児島市吉野町9679 099-248-3006
鹿児島 磯工芸館 892-0871 鹿児島市吉野町9688-24 099-247-8493
鹿児島 磯庭園 892-0871 鹿児島市吉野町9700-1 099-247-1551
鹿児島 仙巌園 892-0871 鹿児島市吉野町9700-1 099-247-1551
鹿児島 花倉病院 892-0871 鹿児島市吉野町5147 099-243-5111
鹿児島 特別養護老人ホーム　三船園 892-0822 鹿児島市吉野町10005-4 099-226-6470
鹿児島 鹿児島商工会議所 892-0842 鹿児島市東千石町1-38 099-225-9500
鹿児島 鹿児島情報ビジネス専門学校 892-0842 鹿児島市東千石町19-32 099-223-8400
鹿児島 三島航路待合所 892-0814 鹿児島市本港新町6 099-227-1664
鹿児島 十字屋クロス店 892-0827 鹿児島市中町2-14 099-239-8585
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鹿児島 マジオドライビングスクール鹿児島校 892-0855 鹿児島市冷水町32-1 099-226-1234
鹿児島 鹿児島南州パン 892-0818 鹿児島市上本町4-21 099-222-0651
鹿児島 マルヤガーデンズ 892-0826 鹿児島市呉服町6-5 099-813-8108
鹿児島 山形屋 892-0828 鹿児島市金生町3-1 099-227-6111
鹿児島 照国神社 892-0841 鹿児島市照国町19-35 099-222-1820
鹿児島 城山公園（鹿児島市役所 公園管理係） 892-0816 鹿児島市山下町11-1 099-216-1366
鹿児島 多賀山公園（鹿児島市役所 公園管理係） 892-0816 鹿児島市山下町11-1 099-216-1366
鹿児島 中央公園（鹿児島市役所 公園管理係） 892-0816 鹿児島市山下町11-1 099-216-1366
鹿児島 鹿児島県立石橋記念館 892-0812 鹿児島市浜町1-3 099-248-6661
鹿児島 財団法人　鹿児島県柔道会 892-0853 鹿児島市城山町2-21 099-222-7770
鹿児島 ドルフィンポート 892-0814 鹿児島市本港新町5-4 099-221-5777
鹿児島 市交通局バス事業部(浜町営業所） 892-0812 鹿児島市浜町3－18 099-248-6310
鹿児島 タカプラ（閉店） 892-0843 鹿児島市千日町1-12
鹿児島中央 原良小学校 890-0025 鹿児島市原良町2-１－１ 099-253-9171
鹿児島中央 荒田小学校 890-0054 鹿児島市荒田1-30-27 099-253-9090
鹿児島中央 山下小学校 892-0847 鹿児島市西千石町15-5 099-226-6285
鹿児島中央 西田小学校 890-0042 鹿児島市薬師2-31-1 099-253-9151
鹿児島中央 中洲小学校 890-0052 鹿児島市上之園町28-1 099-253-9181
鹿児島中央 武小学校 890-0045 鹿児島市武1-35-31 099-255-6136
鹿児島中央 甲東中学校 892-0845 鹿児島市樋之口町4-38 099-224-7401
鹿児島中央 甲南中学校 890-0051 鹿児島市高麗町36-32 099-254-9155
鹿児島中央 城西中学校 890-0041 鹿児島市城西2-3-12 099-254-9148
鹿児島中央 武中学校 890-0045 鹿児島市武3-42-1 099-255-5171
鹿児島中央 県立甲南高等学校 890-0052 鹿児島市上之園町23-1 099-254-0175
鹿児島中央 県立鹿児島中央高等学校 892-0846 鹿児島市加治屋町10-1 099-226-1574
鹿児島中央 県立鶴丸高等学校 890-0042 鹿児島市薬師2-1-1 099-251-7387
鹿児島中央 鹿児島高等学校 890-0042 鹿児島市薬師1-21-9 099-255-3211
鹿児島中央 鹿児島女子短期大学 890-0051 鹿児島市高麗町6-9 099-254-9191
鹿児島中央 サンエールかごしま (代)（生涯学習プラザ） 890-0054 鹿児島市荒田1-4-1 099-813-0851
鹿児島中央 維新ふるさと館 892-0846 鹿児島市加治屋町23-1 099-239-7700
鹿児島中央 鹿児島市消防局／西消防署 890-0041 鹿児島市城西2-1-1 099-254-0119
鹿児島中央 鹿児島税務署 890-0054 鹿児島市荒田1-24-4 099-255-8111
鹿児島中央 鹿児島中央郵便局／総務課 890-0053 鹿児島市中央町1-2 099-252-4188
鹿児島中央 西警察署 890-0041 鹿児島市城西3-8-10 099-285-0110
鹿児島中央 市立病院 890-8760 鹿児島市上荒田町37-1 099-230-7000
鹿児島中央 鹿児島環境未来館 890-0041 鹿児島市城西2-1-5 099-806-6666
鹿児島中央 鹿児島市交通局 890-0055 鹿児島市上荒田町37-20 099-257-2111
鹿児島中央 鹿児島市勤労者交流センター 890-0053 鹿児島市中央町１０キャンセビル 099-285-0003
鹿児島中央 鹿児島労働基準監督署 890-8545 鹿児島市薬師1-6-3 099-214-9175
鹿児島中央 県医師会館 892-0846 鹿児島市中央町8-1 099-254-8121
鹿児島中央 ホテルタイセイアネックス 890-0053 鹿児島市中央町4-32 099-257-1111
鹿児島中央 鹿児島東急REIホテル 890-0053 鹿児島市中央町5-1 099-256-0109
鹿児島中央 城山ホテル鹿児島 890-0016 鹿児島市新照院町41-1 099-224-2211
鹿児島中央 長島美術会館 890-0045 鹿児島市武3-42-18 099-250-5400
鹿児島中央 南日本放送(MBC) 890-0051 鹿児島市高麗町5-25 099-254-7111
鹿児島中央 共研公園(鹿児島市役所　公園緑化課） 890-0052 鹿児島市上之園町14 099-216-1366
鹿児島中央 ライオンズ広場 鹿児島市西千石町
鹿児島中央 イオン鹿児島中央店 890-0053 鹿児島市中央町10 099-206-4711
鹿児島中央 さみどり幼稚園 890-0042 鹿児島市薬師1-4-12 099-254-2295
鹿児島中央 三育小学校 892-0848 鹿児島市平之町14-21 099-223-8319
南鹿児島 紫原小学校 890-0082 鹿児島市紫原2-36-50 099-251-1323
南鹿児島 西紫原小学校 890-0082 鹿児島市紫原4-16-4 099-251-8001
南鹿児島 南小学校 890-0068 鹿児島市東郡元町13-22 099-253-5304
南鹿児島 西紫原中学校 890-0083 鹿児島市西紫原町26-1 099-252-1554
南鹿児島 南中学校 890-0068 鹿児島市東郡元町13-34 099-251-6090
南鹿児島 志學館／中等部／高等部 890-0069 鹿児島市南郡元町32-1 099-252-1038
南鹿児島 志學館大学 890-8504 鹿児島市紫原1-59-1 099-812-8501
南鹿児島 南消防署郡元分遣隊 890-0072 鹿児島市新栄町22-30 099-258-0119
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南鹿児島 郡元消防総合訓練研修センター 890-0068 鹿児島市新栄町22-30 099-258-0119
南鹿児島 鹿児島地方気象台 890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 099-250-9911
南鹿児島 わかば園(鹿児島市役所 障害者福祉課) 890-0082 鹿児島市紫原4-37-5 099-257-1083
吉野 吉野小学校 892-0871 鹿児島市吉野町2472 099-243-2581
吉野 吉野東小学校 892-0871 鹿児島市吉野町5968-1 099-244-3881
吉野 大明丘小学校 892-0872 鹿児島市大明丘1-18-1 099-243-2680
吉野 吉野中学校 892-0871 鹿児島市吉野町3074 099-243-2584
吉野 吉野東中学校 892-0871 鹿児島市吉野町5003 099-243-7600
吉野 県立鹿児島養護学校 892-0871 鹿児島市吉野1ｰ42ｰ1 099-243-0114
吉野 吉野公民館 892-0871 鹿児島市吉野町3074 099-244-2566
吉野 鹿児島市役所 吉野支所 892-0871 鹿児島市吉野町3256-3 099-244-7111
吉野 市立少年自然の家 892-0871 鹿児島市吉野町11078-4 099-244-0333
吉野 滝之神浄水場 892-0871 鹿児島市吉野町1125-1 099-247-1997
吉野 社会福祉法人ワークプラザ麦の芽 892-0871 鹿児島市吉野町4484-2 099-244-8946
吉野 ＪＡかごしま中央営農センター 892-0871 鹿児島市吉野町3800 099-244-2844
吉野 磯山公園 892-0871 鹿児島市吉野町七社8350-2 099-243-2691
吉野 県立吉野公園（管理事務所） 892-0871 鹿児島市吉野町7955 099-243-0155
吉野 寺山公園 892-0871 鹿児島市吉野町10859 099-216-1366
吉野 寺山ふれあい公園 892-0871
下田 川上小学校 892-0875 鹿児島市川上町322 099-243-0576
下田 緑丘中学校 891-1274 鹿児島市緑ケ丘町46-1 099-243-7320
下田 吉野自動車学校 892-0873 鹿児島市下田町628 099-243-0073
下田 鹿銀グランド 892-0862 鹿児島市坂元町1058 099-247-6825
下田 下田公園 892-0873 鹿児島市下田町725-1 099-243-9943
伊敷 伊敷小学校 890-0008 鹿児島市伊敷5-19-1 099-229-2521
伊敷 伊敷台小学校 890-0007 鹿児島市伊敷台4-20-1 099-229-0181
伊敷 玉江小学校 890-0005 鹿児島市下伊敷1-35-1 099-229-5357
伊敷 坂元小学校 892-0811 鹿児島市玉里団地3-45-1 099-229-0290
伊敷 西伊敷小学校 890-0002 鹿児島市西伊敷4-12-1 099-220-8057
伊敷 草牟田小学校 892-0813 鹿児島市城山2-3-1 099-225-3625
伊敷 明和小学校 890-0024 鹿児島市明和2-1-1 099-281-2724
伊敷 伊敷台中学校 890-0007 鹿児島市伊敷台1-3-1 099-228-8114
伊敷 伊敷中学校 890-0005 鹿児島市下伊敷1-11-1 099-226-0522
伊敷 坂元中学校 892-0811 鹿児島市玉里団地3-45-2 099-220-5661
伊敷 明和中学校 890-0024 鹿児島市明和2-2-1 099-282-0163
伊敷 鹿児島修学館中学校/高等学校 890-0023 鹿児島市永吉2-9-1 099-258-2211
伊敷 県立三光学園 890-0014 鹿児島市草牟田2-52-16 099-223-3217
伊敷 県立鹿児島工業高等学校 890-0014 鹿児島市草牟田2-57-1 099-222-9205
伊敷 県立鹿児島聾学校 890-0005 鹿児島市下伊敷1-52-27 099-228-2200
伊敷 鹿児島女子高等学校 890-0012 鹿児島市玉里町27-1 099-223-8341
伊敷 鹿大附属養護学校 890-0005 鹿児島市下伊敷1-10-1 099-224-6257
伊敷 県立短期大学 890-0005 鹿児島市下伊敷1-52-1 099-220-1111
伊敷 いにしき幼稚園 890-0005 鹿児島市下伊敷2-12-3 099-220-2705
伊敷 伊敷幼稚園 890-0008 鹿児島市伊敷5-19-20 099-229-2010
伊敷 玉里善き牧者幼稚園 890-0014 鹿児島市草牟田2-29-7 099-222-5348
伊敷 鹿児島女子短期大学 附属なでしこ幼稚園 890-0024 鹿児島市明和2-41-1 099-281-4114
伊敷 鹿児島竜谷学園 草牟田幼稚園 890-0014 鹿児島市草牟田2-20-15 099-222-6443
伊敷 伊敷公民館(鹿児島市教育委員会 生涯学習課) 890-0008 鹿児島市伊敷5-7-40 099-220-1866
伊敷 鹿児島市役所 伊敷支所 890-0008 鹿児島市伊敷5-15-1 099-229-2111
伊敷 小野市民館(鹿児島市役所 地域福祉課) 890-0021 鹿児島市小野3-13-7 099-229-5114
伊敷 城西公民館(鹿児島市教育委員会 生涯学習課) 890-0014 鹿児島市草牟田1-21-8 099-224-6993
伊敷 西部保健センター(鹿児島市役所 保健所) 890-0023 鹿児島市永吉2-21-6 099-252-8522
伊敷 財団法人鹿児島県民総合保健センター 890-0005 鹿児島市下伊敷3-1-7 099-220-2332
伊敷 ハートピアかごしま総合受付 890-0021 鹿児島市小野1-1-1 099-246-1616
伊敷 鹿児島県精神保健福祉センター 890-0021 鹿児島市小野1-1-1 099-218-4755
伊敷 県人権同和教育研究協議会事務局 890-0005 鹿児島市下伊敷1-2-13 099-218-9310
伊敷 鹿児島アリーナ（西原商会アリーナ） 890-0023 鹿児島市永吉1-30-1 099-285-2244
伊敷 県青年会館 890-0005 鹿児島市下伊敷1-52-3 099-218-1225
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伊敷 玉里自動車学校 890-0005 鹿児島市下伊敷1-10-2 099-226-5050
伊敷 いしき園 890-0002 鹿児島市西伊敷4-12-2 099-220-8194
伊敷 小野公園管理事務所(鹿児島市役所 公園緑化課) 890-0021 鹿児島市小野3-34 099-229-6989
伊敷 メルヘンスポーツ鹿児島 890-0008 鹿児島市伊敷5-25-53 099-220-7432
伊敷 セルプいしき 890-0007 鹿児島市伊敷4-1-7 099-229-9810
新港 松原小学校 892-0834 鹿児島市南林寺町2-18 099-226-2918
新港 城南小学校 892-0835 鹿児島市城南町1-1 099-225-3636
新港 天保山中学校 890-0056 鹿児島市下荒田2-31-15 099-253-9070
新港 ハローワーク 890-0056 鹿児島市下荒田1-43-28 099-250-6060
新港 鹿児島市消防局／中央消防署 890-0061 鹿児島市天保山町1-38 099-285-0119
新港 中央警察署 892-0838 鹿児島市新屋敷町17-26 099-222-0110
新港 鹿児島市中央卸売市場魚類市場 892-0835 鹿児島市城南町37-2 099-223-0310
新港 シルバー人材センター 890-0061 鹿児島市天保山町1-1 099-252-4661
新港 ＮＴＴ鹿児島支店 890-0061 鹿児島市天保山町1-35 0800-2000116
新港 マリックスライン株式会社／営業部 892-0835 鹿児島市城南町45－1 099-225-1551
新港 市漁業協同組合 892-0835 鹿児島市城南24-28 099-222-9435
新港 錦江汚水処理場 892-0836 鹿児島市錦江町5-3 099-223-7336
新港 天保山公園
新港 城南町船溜まり 鹿児島市城南町
田上 西陵小学校 890-0032 鹿児島市西陵1-11-1 099-281-4600
田上 田上小学校 890-0034 鹿児島市田上5-12-1 099-255-6105
田上 武岡小学校 890-0031 鹿児島市武岡2-30-1 099-282-0061
田上 武岡台小学校 890-0031 鹿児島市武岡6-1-1 099-281-1545
田上 西陵中学校 890-0032 鹿児島市西陵5-13-1 099-281-3122
田上 武岡中学校 890-0031 鹿児島市武岡5-50-1 099-281-0966
田上 県立武岡台養護学校 890-0022 鹿児島市小野町2760 099-282-0440
田上 県立武岡台高等学校 890-0022 鹿児島市小野町3175 099-281-5233
田上 樟南高等学校 890-0031 鹿児島市武岡1-120-1 099-281-2900
田上 池田小学校 890-0033 鹿児島市西別府町1660 099-282-9000
田上 池田中学校／高等学校 890-0033 鹿児島市西別府町1680 099-282-7888
田上 鹿児島市武・田上公民館 890-0033 鹿児島市西別府町3116-127 099-281-0698
田上 かごしま文化工芸村 890-0033 鹿児島市西別府町2758 099-281-7175
田上 株式会社田上自動車学校 890-0034 鹿児島市田上4-25-1 099-264-0211
田上 久留米運送株式会社鹿児島支店 890-0033 鹿児島市西別府町3200-5 099-281-7101
中山 皇徳寺小学校 891-0103 鹿児島市皇徳寺台2-50-1 099-265-8055
中山 中山小学校 891-0108 鹿児島市中山2-30-3 099-268-2052
中山 皇徳寺中学校 891-0103 鹿児島市皇徳寺台3-35-1 099-265-6692
中山 谷山北中学校 891-0104 鹿児島市山田町1690 099-264-2613
中山 学校給食センター 谷山分場(鹿児島市教育委員会) 891-0104 鹿児島市山田町2034-5 099-264-2400
中山 鹿児島ふれあいスポーツランド管理事務所 891-0105 鹿児島市中山町591-1 099-275-7107
中山 鹿児島乳児院 891-0104 鹿児島市山田町2017-1 099-264-6600
中山 鹿児島市在宅介護支援センターフレンドホーム 891-0104 鹿児島市山田町450 099-284-4800
中山 特別養護老人ホームにじの郷たにやま 891-0105 鹿児島市中山町5028-80 099-267-3977
中山 特別養護老人ホーム清谿園 (代) 891-0104 鹿児島市山田町3828 099-264-0012
中山 パソ中山児童館 891-0108 鹿児島市中山2-13-13 099-263-3211
広木 広木小学校 890-0037 鹿児島市広木1-4-1 099-264-7244
広木 星峯東小学校 891-0102 鹿児島市星ケ峯1-17-1 099-265-7450
広木 星峯西小学校 891-0102 鹿児島市星ケ峯4-9-1 099-265-3956
広木 星峯中学校 891-0102 鹿児島市星ケ峯4-10-1 099-264-3817
広木 星ヶ峯幼稚園 891-0102 鹿児島市星ケ峯3-33-1 099-265-3685
広木 市動物管理事務所 890-0035 鹿児島市田上町3910 099-264-1237
広木 市知的障害者福祉センターふれあい館 891-0102 鹿児島市星ケ峯2-1-1 099-264-8711
広木 星ヶ峯中央公園 891-0102 鹿児島市星ケ峯2-2 099-264-4815
郡元 中郡小学校 890-0065 鹿児島市郡元2-4-6 099-253-9080
郡元 鹿大附属小学校 890-0065 鹿児島市郡元1-20-15 099-285-7962
郡元 紫原中学校 890-0082 鹿児島市紫原6-31-19 099-257-4554
郡元 鹿大付属中学校 890-0065 鹿児島市郡元1-20-35 099-285-7932
郡元 鹿児島純心女子中学校／高等学校 890-8522 鹿児島市唐湊4-22-2 099-254-4121
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郡元 鹿児島純心女子短期大学 890-8525 鹿児島市唐湊4-22-1 099-253-2677
郡元 鹿大（法，教，理，工，農） 890-0065 鹿児島市郡元1-21-24 099-285-7111
郡元 鹿児島少年鑑別所 890-0081 鹿児島市唐湊3-3-5 099-254-3347
郡元 セイカ食品（製菓部） 890-0081 鹿児島市唐湊4-4-5 099-254-0685
郡元 鹿児島テレビ（KTS) 890-0082 鹿児島市紫原6-15-8 099-258-1111
郡元 中川クリニック 890-0063 鹿児島市鴨池1-14-23 099-252-2928
県庁前 鴨池小学校 890-0067 鹿児島市真砂本町59-28 099-251-7090
県庁前 八幡小学校 890-0056 鹿児島市下荒田3-25-1 099-255-5136
県庁前 鴨池中学校 890-0067 鹿児島市真砂本町58-58 099-253-9600
県庁前 鹿大水産学部 890-0056 鹿児島市下荒田4-50-20 099-286-4111
県庁前 鴨池テニスコート(鴨池市民球場内) 890-0063 鹿児島市鴨池2-27-2 099-253-6610
県庁前 鴨池ドーム 890-0063 鹿児島市鴨池2-29-3 099-250-0705
県庁前 鴨池市民球場 890-0063 鹿児島市鴨池2-27-1 099-253-6610
県庁前 市鴨池公園水泳プール（市民プール） 890-0063 鹿児島市鴨池2-31-3 099-251-1288
県庁前 鴨池補助グランド 890-0063 鹿児島市鴨池2-27
県庁前 県総合体育センター体育館 890-0056 鹿児島市下荒田4-47-1 099-254-5155
県庁前 県総合体育センター武道館 890-0062 鹿児島市与次郎1-4-20 099-255-0146
県庁前 財団法人　鹿児島県体育協会 890-0062 鹿児島市与次郎1-4-20 099-255-0146
県庁前 県立鴨池緑地公園 890-0064 鹿児島市鴨池新町41-1 099-257-3932
県庁前 県立鴨池運動公園（野球場）（平和リース球場） 890-0062 鹿児島市与次郎2-2-2 099-251-6020
県庁前 県立鴨池運動公園（陸上競技場）（白波スタジアム） 890-0063 鹿児島市与次郎2-2-2 099-254-2161
県庁前 県立鴨池運動公園（補助競技場､テニスコート） 890-0064 鹿児島市与次郎2-2-2
県庁前 鹿児島市鴨池公民館 890-0063 鹿児島市鴨池2-32-6 099-252-5756
県庁前 鹿児島市民文化ホール（川商ホール） 890-0062 鹿児島市与次郎2-3-1 099-257-8111
県庁前 鹿児島県庁 (代) 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2111
県庁前 県教育委員会 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2111
県庁前 県警察本部 890-8566 鹿児島市鴨池新町10-1 099-206-0110
県庁前 鹿児島市保健所 890-8543 鹿児島市鴨池2-25-1-11 099-258-2321
県庁前 中央保健センター (代)(鹿児島市役所 保健所) 890-8543 鹿児島市鴨池2-25-1-11 099-258-2364
県庁前 鹿児島地方法務局 890-8518 鹿児島市鴨池新町1-2 099-259-0680
県庁前 鹿児島南年金事務所 890-8533 鹿児島市鴨池新町5-25 099-251-3111
県庁前 図書館(鹿児島市教育委員会) 890-0063 鹿児島市鴨池2-31-18 099-250-8500
県庁前 科学館(鹿児島市教育委員会） 890-0063 鹿児島市鴨池2-31-18 099-250-8511
県庁前 県福祉人材・研修センター 890-0064 鹿児島市鴨池新町1-7 099-258-7888
県庁前 勤労女性センター（さんはーと鹿児島） 890-0063 鹿児島市鴨池2-31-15 099-255-7039
県庁前 市勤労青少年ホーム 890-0063 鹿児島市鴨池2-32-30 099-255-5771
県庁前 学校給食センター(鹿児島市教育委員会) 890-0067 鹿児島市真砂本町58-36 099-255-1619
県庁前 鹿児島県社会福祉センター 890-0064 鹿児島市鴨池新町1-7 099-251-3232
県庁前 心身障害者総合福祉センターゆうあい館 890-0067 鹿児島市真砂本町58-30 099-252-7900
県庁前 ＪＡ鹿児島県連／農協会館受付 890-0064 鹿児島市鴨池新町15 099-258-5199
県庁前 県水産会館(鹿児島県漁連） 890-0064 鹿児島市鴨池新町11-1 099-253-7811
県庁前 県連合校長会館 890-0056 鹿児島市下荒田4-32-13 099-257-9676
県庁前 県労働者福祉協議会 890-0064 鹿児島市鴨池新町5-7 099-254-3832
県庁前 鹿児島県市町村自治会館管理組合 890-0064 鹿児島市鴨池新町7-4 099-206-1011
県庁前 鹿児島県青少年団体連絡協議会（青少年会館） 890-0064 鹿児島市鴨池新町1-8 099-253-9857
県庁前 鹿児島県農業共済組合連合会 890-0064 鹿児島市鴨池新町12-4 099-255-6161
県庁前 鹿児島県薬剤師会館 890-8589 鹿児島市与次郎2-8-15 099-257-8288
県庁前 社団法人鹿児島県看護協会（研修会館） 890-0064 鹿児島市鴨池新町21-5 099-256-8081
県庁前 ホテルウェルビューかごしま 890-0062 鹿児島市与次郎2-4-25 099-206-3838
県庁前 マリンパレスかごしま 890-8527 鹿児島市与次郎2-8-8 099-253-8822
県庁前 鹿児島サンロイヤルホテル 890-8581 鹿児島市与次郎1-8-10 099-253-2020
県庁前 鴨池ＡＣアネックス 890-0064 鹿児島市鴨池新町5-1 099-258-5671
県庁前 アートホテル鹿児島 890-0064 鹿児島市鴨池新町22-1 099-257-2411
県庁前 鹿児島読売テレビ（KYT) 890-8574 鹿児島市与次郎1-9-34 099-285-5555
県庁前 鹿児島放送（KKB) 890-8571 鹿児島市与次郎2-5-12 099-251-5111
県庁前 南日本新聞社 890-8603 鹿児島市与次郎1-9-33 099-813-5001
県庁前 イオン鹿児島鴨池店 890-0063 鹿児島市鴨池2-26-30 099-256-2111
宇宿 宇宿小学校 890-0073 鹿児島市宇宿4-21-7 099-264-2100
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宇宿 マリンポート 鹿児島市中央港新町
宇宿 ハンズマン宇宿店 890-0073 鹿児島市宇宿2-14-5 099-812-8715
宇宿 オプシアミスミ 890-0073 鹿児島市宇宿2-3-5 099-813-7011
桜ヶ丘 向陽小学校 890-0038 鹿児島市向陽1-14-1 099-265-3223
桜ヶ丘 桜丘西小学校 891-0175 鹿児島市桜ケ丘2-35 099-264-6644
桜ヶ丘 桜丘東小学校 891-0175 鹿児島市桜ケ丘6-13 099-264-3666
桜ヶ丘 東谷山小学校 891-0112 鹿児島市魚見町124-1 099-268-5141
桜ヶ丘 桜丘中学校 891-0175 鹿児島市桜ケ丘2-34 099-265-1451
桜ヶ丘 東谷山中学校 891-0112 鹿児島市魚見町120-2 099-268-1271
桜ヶ丘 県立桜丘養護学校 891-0175 鹿児島市桜ケ丘6-12 099-265-6642
桜ヶ丘 鹿大（歯・医）,鹿児島大学病院 890-8520 鹿児島市桜ケ丘8-35-1 099-275-5111
桜ヶ丘 鹿児島県児童総合相談センター (代) 891-0175 鹿児島市桜ケ丘6-12 099-264-3003
桜ヶ丘 鹿児島県発達障害者支援センター 891-0175 鹿児島市桜ケ丘6-12 099-264-3720
桜ヶ丘 桜ケ丘中央公園管理事務所 891-0175 鹿児島市桜ケ丘4-1-1 099-264-4864
小山田 小山田小学校 891-1231 鹿児島市小山田町9398 099-238-2558
小山田 鹿児島竜谷学園 恵光幼稚園 891-1231 鹿児島市小山田町3510-3 099-238-3410
小山田 竹産業振興センター(鹿児島市役所 企業振興課） 891-1231 鹿児島市小山田町9353 099-238-2338
小山田 アグリタウン小山田 891-1231 鹿児島市小山田町7705-1 099-238-2700
犬迫 犬迫小学校 891-1205 鹿児島市犬迫町5745 099-238-0550
犬迫 鹿児島市都市農業センター 891-1205 鹿児島市犬迫町4705 099-238-2666
犬迫 鹿児島県ライフル射撃場 891-1205 鹿児島市犬迫町6313 099-229-6466
犬迫 鹿児島高等学校／犬迫グランド 891-1205 鹿児島市犬迫町1984 099-238-4791
皆与志 皆与志小学校 891-1206 鹿児島市皆与志町4307 099-238-2554
皆与志 皆与志幼稚園 891-1206 鹿児島市皆与志町4307 099-238-3977
皆与志 泰山荘 特別養護老人ホーム (代) 891-1206 鹿児島市皆与志町2261-1 099-238-5560
河頭 花野小学校 891-1204 鹿児島市花野光ケ丘1-1-1 099-228-0221
河頭 河頭中学校 891-1205 鹿児島市犬迫町1168 099-238-2663
河頭 県立皆与志養護学校 891-1206 鹿児島市皆与志町1782-1 099-238-5078
河頭 河頭浄水場 891-1205 鹿児島市犬迫町1272-1 099-238-2555
河頭 かごしま健康の森公園管理事務所 891-1205 鹿児島市犬迫町825 099-238-5588
河頭 たらちね学園 891-1206 鹿児島市皆与志町1776-3 099-238-5391
河頭 やまびこ医療福祉センター 891-1206 鹿児島市皆与志町1779 099-238-2755
持木 東桜島小学校 891-1543 鹿児島市東桜島町17 099-221-2051
持木 改新小学校 891-1544 鹿児島市古里町262 (休校)
持木 東桜島中学校 891-1543 鹿児島市東桜島町810 099-221-2331
持木 鹿児島市役所 東桜島支所 (代) 891-1543 鹿児島市東桜島町863-1 099-221-2111
持木 鹿児島市東桜島公民館 891-1543 鹿児島市東桜島町863-1 099-221-2328
持木 桜島国際火山砂防センター（国土交通省） 891-1541 鹿児島市野尻町203-1 099-221-2030
持木 林芙美子文学碑 891-1544 鹿児島市古里町
持木 桜島病院 891-1541 鹿児島市野尻町59 099-221-2031
持木 有村展望所
黒神 黒神小学校 891-1401 鹿児島市黒神町2561 099-293-2101
黒神 黒神中学校 891-1401 鹿児島市黒神町647 099-293-2660
黒神 黒神埋没鳥居 891-1401 鹿児島市黒神町647
谷山 清和小学校 891-0116 鹿児島市清和3-7-1 099-267-7272
谷山 谷山小学校 891-0141 鹿児島市谷山中央1-4962 099-268-4175
谷山 谷山中学校 891-0141 鹿児島市谷山中央8-20-5 099-268-3165
谷山 ラ・サール学園 891-0114 鹿児島市小松原2-10-1 099-268-3121
谷山 県立鹿児島南高等学校 891-0141 鹿児島市谷山中央8-4-1 099-268-2255
谷山 鹿児島情報高等学校 891-0141 鹿児島市谷山中央2-4118 099-268-3101
谷山 鹿児島市谷山市民会館 891-0141 鹿児島市谷山中央3-383-16 099-267-5988
谷山 鹿児島市役所 谷山支所 (代) 891-0141 鹿児島市谷山中央4-4927 099-269-2111
谷山 鹿児島南警察署 891-0115 鹿児島市東開町1 099-269-0110
谷山 南部下水処理場 891-0122 鹿児島市南栄2-13 099-268-3393
谷山 南郵便局 891-0141 鹿児島市谷山中央2-4519-1 099-268-4523
谷山 谷山サザンホール (代)(鹿児島市役所) 891-0141 鹿児島市谷山中央1-4360 099-260-2033
谷山 青果市場(鹿児島市役所 中央卸売市場) 891-0115 鹿児島市東開町11-1 099-267-1311
谷山 谷山北公民館 891-0105 鹿児島市中山町1246-1 099-269-6391
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谷山 東開庭球場 891-0115 鹿児島市東開町2-1 099-268-5572
谷山 原田学園ハイテク専門学校 891-0141 鹿児島市谷山中央2-4173 099-267-2411
谷山 奄美の里 891-0122 鹿児島市南栄1-8 099-268-0331
谷山 本坊酒造株式会社／鹿児島工場 891-0122 鹿児島市南栄3-27 099-268-1431
谷山 谷山緑地公園（県地域振興公社） 891-0122 鹿児島市南栄1 099-223-0221
谷山 ２号用地
谷山 イオンモール鹿児島 891-0115 鹿児島市東開町7 099-263-1800
谷山 有村屋つけあげ工場 891-0122 鹿児島市南栄3-24-5 099-269-5711
谷山 きたやま東開店 891-0115 鹿児島市東開町5-8 099-268-2200
西谷山 御所保育園 891-0116 鹿児島市上福元町5682 099-268-5122
西谷山 特別養護老人ホーム「美樹園」 891-0144 鹿児島市下福元町1926-6 099-267-2252
西谷山 谷山中央自動車学校 891-0116 鹿児島市上福元町6870 099-267-1511
坂之上 錦江台小学校 891-0145 鹿児島市錦江台1-70-1 099-261-3151
坂之上 鹿児島国際大学 891-0197 鹿児島市坂之上8-34-1 099-261-3211
坂之上 鹿児島国際大学短期大学部 891-0197 鹿児島市坂之上8-34-1 099-261-3211
坂之上 鹿児島幼稚園 891-0145 鹿児島市錦江台1-20-1 099-261-7766
坂之上 南部清掃工場 (代)(鹿児島市役所 清掃部) 891-0131 鹿児島市谷山港3-3-3 099-261-5588
坂之上 市民体育館 891-0150 鹿児島市坂之上1-21-1 099-261-5115
坂之上 はっぴー園 891-0144 鹿児島市下福元町9563 099-262-3700
坂之上 南日本自動車学校 891-0151 鹿児島市光山1-5-2 099-261-8200
慈眼寺 西谷山小学校 891-0117 鹿児島市西谷山4-22-1 099-267-0451
慈眼寺 和田小学校 891-0143 鹿児島市和田2-2-10 099-268-7731
慈眼寺 和田中学校 891-0143 鹿児島市和田2-44-3 099-268-8421
慈眼寺 すみれ保育園 891-0143 鹿児島市和田1-9-3 099-268-2113
慈眼寺 和田保育園 891-0143 鹿児島市和田2-41-12 099-267-2370
慈眼寺 県立開陽高等学校（全日制） 891-0117 鹿児島市西谷山1-2-1 099-263-3733
慈眼寺 鹿児島盲学校 891-0117 鹿児島市西谷山1-3-3 099-263-6660
慈眼寺 谷山善き牧者幼稚園 891-0117 鹿児島市西谷山1-1-1 099-267-4055
慈眼寺 ふるさと考古歴史館 (代)(鹿児島市教育委員会) 891-0144 鹿児島市下福元町3763-1-1F 099-266-0696
慈眼寺 鹿児島市消防局／南消防署 891-0122 鹿児島市南栄5-1-3 099-269-0119
慈眼寺 交通安全教育センター 891-0122 鹿児島市南栄5-1-2 099-266-0111
慈眼寺 鹿児島市南部保健センター 891-0117 鹿児島市西谷山1-3-2 099-268-2315
慈眼寺 鹿児島総合卸商業団地協同組合 891-0123 鹿児島市卸本町6-12 099-260-2111
慈眼寺 サンキュー和田店 891-0143 鹿児島市和田1-3-7 099-269-3925
慈眼寺 ダイエー谷山店（閉店） 891-0122 鹿児島市南栄5-10-51
慈眼寺 にわ都市公園（鹿児島市役所 公園管理係） 891-0122 鹿児島市南栄5-10 099-216-1366
慈眼寺 慈眼寺公園（鹿児島市役所 公園管理係） 891-0144 鹿児島市下福元町3810 099-267-4206
慈眼寺 慈眼寺東公園（鹿児島市役所　公園管理係） 891-0146 鹿児島市慈眼寺町16 099-267-4206
五位野 福平小学校 891-0133 鹿児島市平川町819-3 099-261-6624
五位野 福平中学校 891-0133 鹿児島市平川町6004 099-261-3624
五位野 平川浄水場 891-0133 鹿児島市平川町5702-1 099-261-7219
五位野 平川動物公園 (代)(鹿児島市 建設管理部) 891-0133 鹿児島市平川町5669-1 099-261-2326
五位野 サンライフプール 891-0132 鹿児島市七ツ島1-64 099-262-0911
五位野 錦江湾公園キャンプ場(鹿児島市 公園緑化課) 891-0133 鹿児島市平川町2170 099-261-9833
五位野 ３号用地（七ツ島） 鹿児島市七ツ島
五位野 光山公園 891-0132 鹿児島市七ツ島1
五位野 旅の駅魔猿城 891-0132 鹿児島市七ツ島1-5-1 099-297-6711
錫山 錫山小学校 891-0144 鹿児島市下福元町9856 099-263-2001
錫山 錫山中学校 891-0144 鹿児島市下福元町9856 099-263-2001
平川 平川小学校 891-0133 鹿児島市平川町3795 099-261-2001
平川 県立錦江湾高等学校 891-0133 鹿児島市平川町4047 099-261-2121
平川 鹿児島赤十字病院 891-0133 鹿児島市平川町2545 099-261-2111
平川 県平川ヨットハウス 891-0133 鹿児島市平川町6247 099-261-2710
平川 鹿児島医療技術専門学校／平川校 891-0133 鹿児島市平川町5417－1 099-261-6161
平川 最福寺 891-0133 鹿児島市平川町4850－1 099-261-6200
芝 なごみ園 891-0144 鹿児島市下福元町3481 099-260-2811
芝 錫山インター 鹿児島市下福元町
高免 高免小学校 891-1402 鹿児島市高免町32 (休校)
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高免 さくらじま白浜温泉センター 891-1411 鹿児島市桜島白浜町1269 099-293-4126
宮川 宮川小学校 891-0103 鹿児島市皇徳寺台4-26-1 099-264-3316
宮川 すみれ幼稚園 891-0103 鹿児島市皇徳寺台4-44-1 099-265-6075
宮川 宮川幼稚園 891-0101 鹿児島市五ケ別府町159 099-264-3309
宮川 宮川野外活動センター(鹿児島市教育委員会) 891-0101 鹿児島市五ケ別府町159 099-265-5094
宮川 鬼塚望岳園 891-0101 鹿児島市五ケ別府町1134 099-264-9254
西道 桜峰小学校 891-1413 鹿児島市桜島松浦町355 099-293-2005
西道 桜島中学校 891-1415 鹿児島市桜島藤野町1342 099-293-2014
西道 鹿児島市役所 桜島支所 891-1415 鹿児島市桜島藤野町1439 099-293-2345
袴腰 桜洲小学校 891-1418 鹿児島市桜島小池町55 099-293-2003
袴腰 桜島総合体育館（南栄リース桜島アリーナ） 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-17 099-293-2967
袴腰 桜島ビジターセンター 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-29 099-293-2443
袴腰 桜島駐在所 891-1417 鹿児島市桜島赤生原3-1 099-293-2702
袴腰 国民宿舎レインボー桜島・桜島マグマ温泉 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-16 099-293-2323
袴腰 桜島ユース・ホステル 891-1419 鹿児島市桜島横山町188-1 099-293-2150
袴腰 桜島フェリー 891-1419 鹿児島市桜島横山町61-4 099-293-2525
袴腰 烏島展望所(観光交流センター) 891-1420 鹿児島市桜島赤水町3629-12 099-298-5111
袴腰 湯之平展望所(観光交流センター） 891-1418 鹿児島市桜島小池町横峯1025 099-298-5111
袴腰 恐竜公園（鹿児島市役所 公園管理係） 891-1419 鹿児島市桜島横山町79 099-216-1366
袴腰 桜島溶岩グラウンド(南栄リース桜島グラウンド) 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-17 099-293-2967
袴腰 桜島多目的広場(南栄リース桜島広場) 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-17 099-293-2967
袴腰 桜島保育園 891-1416 鹿児島市桜島武町648 099-293-3115
吉田麓 吉田小学校 891-1301 鹿児島市西佐多町185-4 099-295-2405
吉田麓 吉田北中学校 891-1301 鹿児島市西佐多町269 099-295-2152
吉田麓 こひつじ園 891-1301 鹿児島市西佐多町4627－1 099-295-1900
後浦 本名小学校 891-1304 鹿児島市本名町3579 099-294-2144
吉田 本城小学校 891-1303 鹿児島市本城町1705 099-294-2152
吉田 鹿児島市役所 吉田支所 891-1303 鹿児島市本城町1696 099-294-2211
吉田 吉田学校給食センター 891-1303 鹿児島市本城町1588-1 099-294-2223
吉田 鹿児島市吉田公民館 891-1303 鹿児島市本城町1696 099-294-1219
吉田 吉田文化体育センター 891-1303 鹿児島市本城町46 099-294-4477
吉田 吉田運動場 891-1303 鹿児島市本城町46 099-294-4477
教育センター 宮小学校 891-1305 鹿児島市宮之浦町1953 099-294-2050
教育センター 牟礼岡小学校 891-1306 鹿児島市牟礼岡1-1-1 099-294-8739
教育センター 吉田南中学校 891-1304 鹿児島市本名町565 099-294-2051
教育センター 県総合教育センター 891-1305 鹿児島市宮之浦町862 099-294-2311
教育センター 県青少年研修センター 891-1305 鹿児島市宮之浦町4226-1 099-294-2111
教育センター 県自治研修センター 891-1305 鹿児島市宮之浦町870－1 099-294-2011
瀬々串 瀬々串小学校 891-0201 鹿児島市喜入瀬々串町3103-2 099-347-0009
中名 中名小学校 891-0202 鹿児島市喜入中名町1079 099-345-0252
中名 新日本石油基地株式会社／本社総務部 891-0202 鹿児島市喜入中名町2856－5 099-345-1131
中名 喜入シーメンズクラブ 891-0202 鹿児島市喜入中名町1029 099-345-0156
喜入 喜入小学校 891-0203 鹿児島市喜入町6993 099-345-0033
喜入 喜入中学校 891-0203 鹿児島市喜入町7143 099-345-0006
喜入 鹿児島市役所 喜入支所 891-0203 鹿児島市喜入町7000 099-345-1111
喜入 喜入公民館 891-0203 鹿児島市喜入町7000 099-345-3751
喜入 喜入学校給食センター 891-0203 鹿児島市喜入町7495-1 099-345-0254
喜入 喜入総合運動場 891-0203 鹿児島市喜入町6166-3 099-345-2383
喜入 マリンピア喜入 891-0203 鹿児島市喜入町6094-1 099-345-1117
喜入 喜入いきいきふれあい広場 891-0203 鹿児島市喜入町40-7 099-224-1111
前之浜 前之浜小学校 891-0205 鹿児島市喜入前之浜町7036 099-343-0004
前之浜 特別養護老人ホーム喜入の里 891-0205 鹿児島市喜入前之浜町7788 099-343-1168
生見 生見小学校 891-0206 鹿児島市喜入生見町1365 099-343-0009
生見 （株）九飛勢螺 891-0206 鹿児島市喜入生見町5103 099-343-1347
生見 帖地遺跡 　
生見 千貫平 　 　
弓指 一倉小学校 891-0204 鹿児島市喜入一倉町5335 099-345-0451
弓指 グリーンファーム（市観光農業公園） 891-0204 鹿児島市喜入一倉町5809-97 099-345-3337
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鹿児島教育事務所管内起点表(住所録)

起 点 名 施 設 名 郵便番号 住 所 等 電 話 番 号
弓指 （株）錦江陶芸 891-0204 鹿児島市喜入一倉町5322-3 099-345-2211
薩摩松元 松元小学校 899-2703 鹿児島市上谷口町956-1 099-278-1005
薩摩松元 松元中学校 899-2703 鹿児島市上谷口町2994-2 099-278-1101
薩摩松元 松元幼稚園 899-2703 鹿児島市上谷口町3366 099-278-1117
薩摩松元 鹿児島市役所 松元支所 899-2792 鹿児島市上谷口町2883 099-278-2111
薩摩松元 松元学校給食センター 899-2703 鹿児島市上谷口町866-4 099-278-1143
薩摩松元 鹿児島市松元公民館 899-2703 鹿児島市上谷口町3366-1 099-278-1312
薩摩松元 松元平野岡体育館（あいハウジングアリーナ松元） 899-2703 鹿児島市上谷口町3400 099-278-5100
薩摩松元 松元平野岡運動場（あいハウジンググラウンド松元） 899-2703 鹿児島市上谷口町3400 099-278-5100
薩摩松元 茶山ドームまつもと（あいハウジングドーム松元） 899-2703 鹿児島市上谷口町3400 099-278-5100
薩摩松元 松元せせらぎ広場(松元平野岡体育館内） 899-2703 鹿児島市上谷口町3030 099-278-5100
薩摩松元 松元武道館（松元平野岡体育館内） 899-2703 鹿児島市上谷口町2994-12 099-278-5100
薩摩松元 松元弓道場 899-2703 鹿児島市上谷口町3011-1 099-278-5100
薩摩松元 平野岡健康づくり公園 899-2703 鹿児島市上谷口町 099-278-5100
薩摩松元 茶山房 899-2703 鹿児島市上谷口町3400 099-278-5100
直木 東昌小学校 899-2705 鹿児島市直木町4307-1 099-278-1004
直木 松元ダム 899-2705 鹿児島市直木町 099-278-0148
上伊集院 春山小学校 899-2704 鹿児島市春山町1824-2 099-278-1003
上伊集院 県立松陽高等学校 899-2702 鹿児島市福山町573 099-278-3986
上伊集院 鹿児島実業高等学校 891-0101 鹿児島市五ケ別府町3591-3 099-286-1313
上伊集院 松元分遣隊 899-2703 鹿児島市上谷口町1481-1 099-278-7119
上伊集院 お茶の里 899-2704 鹿児島市春山町1065-1 099-295-0310
石谷 石谷小学校 899-2701 鹿児島市石谷町1360 099-278-1008
石谷 財団法人中村晋也美術館 899-2701 鹿児島市石谷町2366 099-246-7070
石谷 すこやかランド石坂の里 899-2701 鹿児島市石谷町1317 099-278-0373
石谷 北部清掃工場・横井埋立処分場・リサイクルプラザ 891-1205 鹿児島市犬迫町11900 099-238-0211
石谷 育成センターコスモス 891-1205 鹿児島市犬迫町11234 099-238-0089
郡山 郡山小学校 891-1105 鹿児島市郡山町2080 099-298-2007
郡山 郡山中学校 891-1105 鹿児島市郡山町1500 099-298-2004
郡山 県立明桜館高等学校 891-1105 鹿児島市郡山町100 099-298-4124
郡山 鹿児島市役所 郡山支所 891-1192 鹿児島市郡山町141 099-298-2111
郡山 郡山学校給食センター 891-1105 鹿児島市郡山町2091-1 099-298-4179
郡山 八重山公園（八重山公園管理事務所） 891-1105 鹿児島市郡山町5517-1 099-298-4880
東俣 南方小学校 891-1103 鹿児島市川田町1415 099-298-7012
東俣 郡山総合運動場 891-1102 鹿児島市東俣町1401 099-298-8448
東俣 三重岳（遊歩道）（本庁環境保全課） 891-1206 鹿児島市皆与志町 099-216-1298
岳 社会福祉法人くろしお会鹿児島自然学園 891-1108 鹿児島市郡山岳町2208 099-245-6630
岩戸 花尾小学校 891-1101 鹿児島市花尾町170 099-298-7013
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