
【資料第68】風水害対策編第３章第３３節資料

　 （令和4年4月現在）

No. 施設名 住所 施設種別

1 寿楽苑 下田町365 軽費老人ホーム

2 清谿園しゅうゆう 山田町3802番地1 軽費老人ホーム

3 ケアハウス旭ヶ丘園 平川町1382番地 軽費老人ホーム

4 桜の苑 下福元町9057番地 軽費老人ホーム

5 ケアハウスサンファミリーきいれ 喜入前之浜町7788番地 軽費老人ホーム

6 ケアハウス優和の里 吉野町10710番地268 軽費老人ホーム

7 ケアタウン・ナカノ 伊敷3丁目14番8号 サービス付き高齢者向け住宅

8 ライフコート中央 武2丁目11-8 サービス付き高齢者向け住宅

9
医療法人徳洲会サービス付き高齢者向け住宅ケ
アビレッジぬくみの里

喜入生見町623番地 サービス付き高齢者向け住宅

10 やさしい手シニアリビングやさしえ平之町はな 平之町17-7 サービス付き高齢者向け住宅

11 桜島病院介護医療院 野尻町59番地 介護医療院

12 特別養護老人ホームとそ清風園 田上台1丁目43番1号 介護老人福祉施設

13 特別養護老人ホームふれあいの街ねむの里 山田町2405番地1 介護老人福祉施設

14 清谿園 山田町3828番地 介護老人福祉施設

15 特別養護老人ホーム西谷山わかくさの郷 上福元町字五本杉7048番地1 介護老人福祉施設

16 旭ヶ丘園 平川町1382番地 介護老人福祉施設

17 旭ヶ丘園（ユニット型） 平川町1382番地 介護老人福祉施設

18 錦江園 平川町2530番地1 介護老人福祉施設

19 特別養護老人ホーム慈眼寺園 錦江台1丁目20番20号 介護老人福祉施設

20 喜入の里（ユニット型） 喜入前之浜町7788番地 介護老人福祉施設

21 喜入の里 喜入前之浜町7788番地 介護老人福祉施設

22 愛泉園 川田町1090 介護老人福祉施設

23 特別養護老人ホームひまわり園 犬迫町5407番地2 介護老人福祉施設

24 くすの木グリーンハイツ 犬迫町7771番地 介護老人福祉施設

25 城山苑 長田町32番1号 介護老人福祉施設

26 特別養護老人ホーム城山苑別館 長田町37-23 介護老人福祉施設

27 三船園 吉野町10005番地4 介護老人福祉施設

28 特別養護老人ホーム下田苑 下田町353番地 介護老人福祉施設

29 特別養護老人ホーム健生苑 石谷町3523番地 介護老人福祉施設

30 特別養護老人ホームとそ清風園（カトレア） 田上台1丁目43番1号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

31 小規模特別養護老人ホーム寿康園 本名町2196-1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

32 地域密着型特別養護老人ホーム城山苑 長田町32番1号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

33 地域密着型特別養護老人ホーム下田苑 下田町353番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

34 フレンドホーム 山田町450番地 介護老人保健施設

35 介護老人保健施設愛と結の街 小原町8番3号 介護老人保健施設

36 老人保健施設サンシャインきいれ 喜入前之浜町7808番地1 介護老人保健施設

37 ナカノ看護小規模多機能型居宅介護事業所 伊敷3丁目14番8号 看護小規模多機能型居宅介護

38 小規模多機能ホーム鹿児島吉田の郷 宮之浦町3915 小規模多機能型居宅介護

39 特別養護老人ホームとそ清風園 田上台1丁目43番1号 短期入所生活介護

40 特別養護老人ホームふれあいの街ねむの里 山田町2405番地1 短期入所生活介護

41 清谿園 山田町3828番地 短期入所生活介護

42 特別養護老人ホーム西谷山わかくさの郷 上福元町字五本杉7048番地1 短期入所生活介護

43 旭ヶ丘園 平川町1382番地 短期入所生活介護

44 錦江園 平川町2530番地1 短期入所生活介護

45 特別養護老人ホーム慈眼寺園 錦江台一丁目20番20号 短期入所生活介護

46 喜入の里（ユニット型） 喜入前之浜町7788番地 短期入所生活介護

47 喜入の里 喜入前之浜町7788番地 短期入所生活介護

48 医療法人徳洲会生見ショートステイ 喜入生見町623 短期入所生活介護

49 愛泉園 川田町1090 短期入所生活介護

50 特別養護老人ホームひまわり園 犬迫町5407番地2 短期入所生活介護

51 くすの木グリーンハイツ 犬迫町7771番地 短期入所生活介護

52 城山苑 長田町32番1号 短期入所生活介護

53 三船園 吉野町10005番地4 短期入所生活介護

54 特別養護老人ホーム下田苑 下田町353番地 短期入所生活介護

55 地域密着型特別養護老人ホーム下田苑 下田町353番地 短期入所生活介護

56 特別養護老人ホーム健生苑 石谷町3523番地 短期入所生活介護

57 フレンドホーム 山田町450番地 短期入所療養介護

58 介護老人保健施設愛と結の街 小原町8番3号 短期入所療養介護

59 老人保健施設サンシャインきいれ 喜入前之浜町7808番地1 短期入所療養介護

60 桜島病院介護医療院 野尻町59番地 短期入所療養介護

61 ナカノデイサービス 伊敷3丁目14番8号 地域密着型通所介護

62 デイサービスセンターこころ 向陽2丁目21番22号 地域密着型通所介護

63 デイサービスさわやか 武2丁目11番8号 地域密着型通所介護

64 デイサービスセンターじゅらく常盤 常盤1丁目24番39号 地域密着型通所介護

65 一本桜温泉デイサービス 紫原6丁目1-15 地域密着型通所介護

66 デイサービス縁と笑 皇徳寺台3-33-12 地域密着型通所介護

67 デイサービスセンターつばめ 山田町442番地1 地域密着型通所介護

68 デイサービスセンターさくら草 山田町2405番地1 地域密着型通所介護

69 機能訓練重視型デイサービスささひら 小原町23-1 地域密着型通所介護

70 デイサービスセンターすずらん喜入 喜入中名町2977-1 地域密着型通所介護
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No. 施設名 住所 施設種別

71 ほたるの里デイサービスセンター 油須木町21番地1 地域密着型通所介護

72 ほたるの家デイサービスセンター 油須木町5番地 地域密着型通所介護

73 合同会社デイサービス家族 小山田町1446番地 地域密着型通所介護

74 三船園デイサービスセンター 吉野町10005番地4 地域密着型通所介護

75 ＬＬさねかた 吉野町451番地1 地域密着型通所介護

76 美樹園デイサービスセンター 下福元町1926-6 通所介護

77 リハプラザふれんどみなみ 田上8丁目15番3号 通所介護

78 とそ清風園デイサービスセンター 田上台1丁目43番1号 通所介護

79 真珠の里向陽デイサービス 向陽2-23-2 通所介護

80 清谿園デイサービスセンター花時計 山田町3828 通所介護

81 デイサービスセンター心の家 中山2丁目29番24号 通所介護

82 デイサービスセンター輝北の森 中山2-29-25 通所介護

83 デイサービスはなぶさ 小原町8番3号 通所介護

84 デイサービスセンター旭ヶ丘園 平川町1382番地 通所介護

85 慈眼寺園デイサービスセンター通所介護事業所 錦江台1丁目20番20号 通所介護

86 デイサービスセンターひまわり園 犬迫町5407番地2 通所介護

87 くすの木デイサービスセンター 犬迫町7771番地 通所介護

88 グループホーム明和の家 明和5-1-15 認知症対応型共同生活介護

89 デイサービスセンター夢楽 宮之浦町1614番地2 通所介護

90 ヒューマンヒルズたなか 宮之浦町938番地1 通所介護

91 城山苑デイサービスセンター 長田町32番1号 通所介護

92 デイサービスセンターたんぽぽ 下田町353番地 通所介護

93 デイサービスセンター森 下田町1763番地 通所介護

94 特定施設入居者生活介護ライフコート中央 武2-11-8 特定施設入居者生活介護

95 有料老人ホームふれあいの里山田 山田町2071番地1 特定施設入居者生活介護

96 清谿園ケアハウスしゅうゆう 山田町3802番地1 特定施設入居者生活介護

97 ケアハウス優和の里 吉野町10710番地268 特定施設入居者生活介護

98 ハートフル林 武2丁目32番19号 認知症対応型共同生活介護

99 グループホーム唐湊の家 唐湊3丁目2番4号 認知症対応型共同生活介護

100 グループホームあけぼの 山田町2019番地 認知症対応型共同生活介護

101 グループホーム旭ヶ丘園 平川町1341番地10 認知症対応型共同生活介護

102 グループホーム花々館郡山 郡山町2157番地1 認知症対応型共同生活介護

103 グループホーム吉田さくらの里 東佐多町字長隆寺口2060 認知症対応型共同生活介護

104 寿康園グループホーム飯山 本名町2196-1 認知症対応型共同生活介護

105 グループホームさくらじま 野尻町49番1号 認知症対応型共同生活介護

106 グループホームはるかぜ滝の神 吉野町1044番地9 認知症対応型共同生活介護

107 グループホームきむら 石谷町2105番地3 認知症対応型共同生活介護

108 デイサービスセンター吉田さくらの里 東佐多町2060番地 認知症対応型通所介護

109 真珠の里向陽ケアハイツ 向陽2丁目23番2号 有料老人ホーム

110 住宅型有料老人ホームトラスト 唐湊4丁目33番1号 有料老人ホーム

111 ふれあいの里山田 山田町2071番地1 有料老人ホーム

112 有料老人ホームちどり 山田町442番地1 有料老人ホーム

113 有料老人ホーム心の家 中山2丁目29番24号 有料老人ホーム

114 有料老人ホーム輝北の森 中山2丁目29番25号 有料老人ホーム

115 有料老人ホームべーす 桜ヶ丘8丁目40番7号 有料老人ホーム

116 住宅型有料老人ホームすずらん喜入 喜入中名町2977番地1 有料老人ホーム

117 メディホームⅢ 喜入町6074番地1(2階) 有料老人ホーム

118 メディホームⅠ 喜入町6074番地1(4階) 有料老人ホーム

119 有料老人ホームきずなの家 喜入一倉町5298番地3 有料老人ホーム

120 住宅型有料老人ホームほたるの里 油須木町5番地 有料老人ホーム

121 ふくろうの杜 西俣町864番地2 有料老人ホーム

122 有料老人ホームオリーブ 宮之浦町938番地1 有料老人ホーム

123 デイサービスハウスBell 田上七丁目24番10号 地域密着型通所介護

124 すまいるホーム東谷山 東谷山7丁目9-5 障害者施設（共同生活援助）

125 福祉工場　チャレンジハウス 上谷口町783-2 就労継続支援（Ａ型）

126 キッチン紫乃尾 南新町1-29 就労継続支援（Ａ型）

127 フレンズ 下伊敷2丁目21-1118 就労継続支援（Ｂ型）

128 第二コスモス 犬迫町11234 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護）

129 誠光園 犬迫町4014-1 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護）

130 ディライト 犬迫町5975 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護）

131 育成センターコスモス 犬迫町11234 障害者施設（生活介護）

132 きらら 犬迫町4008 障害者施設（生活介護）

133 こひつじ園 西佐多町4627-1 障害者施設（生活介護）

134 奏の丘 石谷町1653-1 障害者施設（生活介護）

135 ア・ライズ 南新町1-29 就労継続支援（Ａ型）

136 就労支援施設　田のかんさー 犬迫町1290-2 就労継続支援（Ｂ型）

137 セカンドハウスきずな野 下福元町8190-4 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護）

138 障害者支援施設　あさひが丘 皆与志町2503 障害者支援施設（施設入所支援、生活介護）

139 茜寮 下伊敷2丁目4-11 障害者施設（共同生活援助）

140 在宅支援センター　ハートフル 犬迫町5975 障害者施設（短期入所）

141 とんぼ 岡之原町3935 地域活動支援センター

142 発達支援センターひこばえ 犬迫町5975 障害児通所支援事業所（児童発達支援事業所）
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143 発達支援センター　めばえ 石谷町1644 障害児通所支援事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

144 ミニョンヌアリス 川田町191-1 障害児通所支援事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

145 あさひが丘学園 皆与志町2503 障害児入所施設

146 明星学園 犬迫町5975 障害児入所施設・障害者支援施設（生活介護・施設入所支援）

147 おひさまSuｎ 小野4丁目15-16 障害児通所支援事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

148 ニーケー　スポーツ　アカデミック 小野4丁目4-21 障害児通所支援事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

149 放課後等デイサービスマーガレット 明和2丁目32-11 障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）

150 キッズハウス　フレンド 吉野町2558-1 障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）

151 放課後児童クラブすずらん 川上町3474-2 障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）

152 放課後デイサービスさいんぽすと 原良町2328-1 障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）

153 しおん 西佐多町4627-1 障害者施設（共同生活援助）

154 ショートステイ第２サンシャイン 郡山町1967-2 障害者施設（短期入所）

155 デイサービスセンター　ひまわり園 犬迫町5407-2 障害者施設（生活介護）

156 特別養護老人ホーム　ひまわり園 犬迫町5407-2 障害者施設（短期入所）

157 児童発達支援事業所　きっずな 西坂元町32-1 障害児通所支援事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス）

158 放課後等デイサービス　Ｑ 西陵7丁目27-3 障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）

159 サンシャイン郡山 郡山町1967-2 障害者施設（共同生活援助）

160 就労継続支援センター　らぽぉる 郡山町2752-1 就労継続支援（Ｂ型）

161 短期入所　あさひが丘学園 皆与志町2503 障害者施設（短期入所）

162 ランプ１号館 西坂元町30-21 障害者施設（共同生活援助）

163 放課後等デイサービスマーガレット２ 明和2丁目32-12 障害児通所支援事業所（放課後等デイサービス）

164 きらら館ひろき 広木2丁目55-14 障害児通所支援事業所（児童発達支援事業所）

165 愛泉園共生型短期入所 川田町1090 障害者施設（短期入所）

166 シェアスマイルⅡ 清水町16-5 障害者施設（共同生活援助）

167 鹿児島市高齢者福祉センター郡山 郡山町176 高齢者福祉センター

168 鹿児島市高齢者福祉センター東桜島 東桜島町720 高齢者福祉センター

169 さくら託児所（森口病院） 下田町1763 認可外保育施設

170 （株）新日本科学託児所キラキラキッズ 宮之浦町2438 認可外保育施設

171 白浜託児所 常盤1-17-1 認可外保育施設

172 コスモス認定こども園 桜ヶ丘2-6-1 認定こども園

173 認定こども園　桜ケ丘中央幼稚園 桜ヶ丘4-8-2 認定こども園

174 認定こども園　あけぼの幼稚園 小野4-4-31 認定こども園

175 幼保連携型認定こども園　つばき幼稚園 中山1-6-1 認定こども園

176 桜峰幼稚園 桜島松浦町355 幼稚園

177 皆与志幼稚園 皆与志町4307 幼稚園

178 宮川幼稚園 五ヶ別府町159 幼稚園

179 桜ヶ丘こども園 桜ヶ丘6-47-1 認定こども園

180 幼保連携型認定こども園　おひさまこども園 小原町12-1 認定こども園

181 こまどり保育園 西伊敷2-1-2 保育所

182 吉田保育園 西佐多町789-2 保育所

183 武保育園 武2-28-7 保育所

184 松元中央保育園 福山町111-1 保育所

185 幼稚園型認定こども園　恵光幼稚園 小山田町3510-3 認定こども園

186 幼稚園型認定こども園　東俣幼稚園 東俣町3761-1 認定こども園

187 鹿児島幼稚園 錦江台1-20-1 幼稚園

188 鹿児島女子短期大学附属かもめ幼稚園 紫原1-19-20 幼稚園

189 川上幼稚園 川上町847 幼稚園

190 ひばり幼稚園 田上5-13-21 幼稚園

191 あすなろ幼児学園 中山1丁目1番6号 認可外保育施設

192 最GO-kids保育園 城山町２０－３ 認可外保育施設

193 白浜託児所（医療法人恵和会　白浜病院） 常盤1丁目17－1 認可外保育施設

194 いずみ託児所（城山観光㈱） 新照院町４２－７ 認可外保育施設

195 ニコニコキッズクラブ（家庭的保育） 喜入前之浜町7808番地1 認可外保育施設

196 どんぐり幼稚園 吉野町9468 認可外保育施設

197 オレンジキッズ保育園 上谷口町1655－4 認可外保育施設

198 つなぐ手保育園 武２丁目２６番５号 認可外保育施設

199 きらめく保育園 武２丁目２６番５号（ＭＯＳビル２Ｆ） 認可外保育施設

200 くすの子保育園 小野4丁目15－18 保育所

201 ひろき保育園 広木2-55-15 保育所

202 いちょうのき保育園 上福元町6384-3 保育所

203 日之出保育園 日之出町26-5 保育所

204 福平保育園 平川町1578-1 保育所

205 花尾保育所 花尾町125 保育所

206 城ケ丘保育園 川上町3472番地 保育所

207 愛の星保育園 星ケ峯2-12-2 保育所

208 坂元児童クラブ 玉里団地3丁目45-1 児童クラブ

209 坂元第二児童クラブ 玉里団地3丁目45-1 児童クラブ

210 坂元第三児童クラブ 玉里団地3丁目45-1 児童クラブ

211 草牟田児童クラブ 城山2丁目3-1 児童クラブ

212 草牟田第二児童クラブ 城山2丁目3-1 児童クラブ

213 草牟田第三児童クラブ 城山2丁目3-1 児童クラブ

214 田上第二児童クラブ 田上5丁目12-1 児童クラブ



No. 施設名 住所 施設種別

215 西陵第三児童クラブ 西陵1丁目11-1 児童クラブ

216 向陽児童クラブ 向陽1丁目14-1 児童クラブ

217 西谷山児童クラブ 西谷山4丁目22-1 児童クラブ

218 西谷山第二児童クラブ 西谷山4丁目22-1 児童クラブ

219 西谷山第三児童クラブ 西谷山4丁目22-1 児童クラブ

220 福平第二児童クラブ 平川町819-3 児童クラブ

221 花野第二児童クラブ 花野光ヶ丘1丁目1-1 児童クラブ

222 西伊敷児童クラブ 西伊敷4丁目12-1 児童クラブ

223 小山田児童クラブ 小山田町9398 児童クラブ

224 犬迫児童クラブ 犬迫町5745 児童クラブ

225 大明丘児童クラブ 大明丘1丁目18-1 児童クラブ

226 東桜島児童クラブ 東桜島町17 児童クラブ

227 桜洲児童クラブ 桜島小池町55 児童クラブ

228 桜峰児童クラブ 桜島松浦町355 児童クラブ

229 瀬々串児童クラブ 喜入瀬々串町3103-2 児童クラブ

230 喜入児童クラブ 喜入町6993 児童クラブ

231 喜入第二児童クラブ 喜入町6993 児童クラブ

232 生見児童クラブ 喜入生見町1365 児童クラブ

233 南方児童クラブ 川田町1415 児童クラブ

234 広木児童クラブ 広木1丁目1-80 児童クラブ

235 田上児童クラブ 田上五丁目11-14 児童クラブ

236 大明丘第三児童クラブ 大明丘一丁目18-1 児童クラブ

237 草牟田第四児童クラブ 城山二丁目3-1 児童クラブ

238 西伊敷第三児童クラブ 西伊敷四丁目12-1 児童クラブ

239 郡山児童センター 郡山町39-4 児童厚生施設

240 鹿児島乳児院 山田町2017-1 乳児院

241 鹿児島自然学園 郡山岳町2208 児童心理治療施設

242 桜島学園 野尻町18-1 児童養護施設

243 伊敷病院 下伊敷2丁目4-15 医療提供施設

244 森口病院 下田町1763 医療提供施設

245 三船病院 吉野町10004-1 医療提供施設

246 三州病院 犬迫町7783-1 医療提供施設

247 Tsukasa Health Care Hospital 山田町441 医療提供施設

248 谷山病院 小原町8-1 医療提供施設

249 海江田外科 伊敷5丁目18-2 医療提供施設

250 中尾内科胃腸内科 皇徳寺台3丁目24-8 医療提供施設

251 耳鼻咽喉科村野クリニック 伊敷3丁目5-16 医療提供施設

252 まつなが耳鼻咽喉科 伊敷6丁目17-20 医療提供施設

253 すずきこどもクリニック 伊敷6丁目18-18 医療提供施設

254 しぶや整形外科 宇宿4丁目21-20 医療提供施設

255 三州脇田丘病院 宇宿町7-26-1 医療提供施設

256 鬼丸内科循環器科 郡山町6513 医療提供施設

257 内科・循環器内科きはらハートクリニック 紫原1長絵47-7 医療提供施設

258 川畑内科クリニック 上谷口町1003-1 医療提供施設

259 白浜病院 常盤1丁目17-1 医療提供施設

260 南風病院 長田町14-3 医療提供施設

261 耳鼻咽喉科田上クリニック 田上1丁目23-10 医療提供施設

262 もりやま耳鼻咽喉科 田上2丁目15-11 医療提供施設

263 大坪こどもクリニック 田上2丁目15-11 医療提供施設

264 ひさどめ皮ふ科クリニック 田上3丁目18-10 医療提供施設

265 林内科胃腸科病院 武2丁目33-8 医療提供施設

266 鹿児島赤十字病院 平川町2545 医療提供施設

267 桜島病院 野尻町59 医療提供施設

268 きいれセントラルクリニック 喜入町6074-1 医療提供施設

269 鹿児島玉龍高等学校 池之上町20-57 高等学校

270 鹿児島女子高等学校 玉里町27−1 高等学校

271 鹿児島商業高等学校 西坂元町58-1 高等学校

272 鹿児島玉龍中学校 池之上町20-57 中学校

273 伊敷小学校 伊敷5丁目19-1 小学校

274 犬迫小学校 犬迫町5745 小学校

275 西谷山小学校 上福元町6464-1 小学校

276 南方小学校 川田町1415 小学校

277 瀬々串小学校 喜入瀬々串町3103-2 小学校

278 喜入小学校 喜入町6993 小学校

279 中名小学校 喜入中名町1079 小学校

280 生見小学校 喜入生見町1365 小学校

281 前之浜小学校 喜入前之浜町7036 小学校

282 黒神小学校 黒神町2561 小学校

283 向陽小学校 向陽1丁目14-1 小学校

284 小山田小学校 小山田町9398 小学校

285 桜丘西小学校 桜ヶ丘2丁目35 小学校

286 桜州小学校 桜島小池町55 小学校



No. 施設名 住所 施設種別

287 桜峰小学校 桜島松浦町355 小学校

288 錫山小学校 下福元町9856 小学校

289 草牟田小学校 城山2丁目3-1 小学校

290 西陵小学校 西陵1丁目11-1 小学校

291 大明丘小学校 大明丘1丁目18-1 小学校

292 田上小学校 田上5丁目12-1 小学校

293 坂元小学校 玉里団地3丁目45-1 小学校

294 西伊敷小学校 西伊敷4丁目12-1 小学校

295 花尾小学校 花尾町170 小学校

296 花野小学校 花野光ヶ丘1丁目1-1 小学校

297 東桜島小学校 東桜島町17 小学校

298 福平小学校 平川町819-3 小学校

299 広木小学校 広木1丁目4-1 小学校

300 本名小学校 本名町3579 小学校

301 皆与志小学校 皆与志町4307 小学校

302 本城小学校 本城町1705 小学校

303 吉野小学校 吉野町2472 小学校

304 坂元台小学校 西坂元町58-2 小学校

305 河頭中学校 犬迫町1168 中学校

306 松元中学校 上谷口町2994-2 中学校

307 東谷山中学校 魚見町120-2 中学校

308 喜入中学校 喜入町7143 中学校

309 郡山中学校 郡山町1500 中学校

310 桜丘中学校 桜ヶ丘2丁目34 中学校

311 錫山中学校 下福元町9856 中学校

312 武中学校 武3丁目42-1 中学校

313 武岡中学校 武岡5丁目50-1 中学校

314 坂元中学校 玉里団地3丁目45-2 中学校

315 東桜島中学校 東桜島町810 中学校

316 星峯中学校 星ヶ峯4丁目10-1 中学校

317 和田中学校 和田2丁目44-3 中学校

318 鹿児島実業高等学校 五ヶ別府町3591-3 高等学校

319 鹿児島純心女子高等学校 唐湊4丁目22-2 高等学校

320 志學館高等部 南郡元31-1 高等学校

321 池田学園池田小学校 西別府町1660 小学校

322 鹿児島三育小学校 平之町14-21 小学校

323 鹿児島純心女子中学校 唐湊4丁目22-2 中学校

324 志學館中等部 南郡元31-1 中学校

325 武岡台養護学校 小野町2760 特別支援学校

326 明桜館高等学校 郡山町100番地 高等学校

327 武岡台高等学校 小野町3175番地 高等学校

328 鹿児島東高等学校 東坂元3丁目28-1 高等学校

329 錦江湾高等学校 平川町4047番地 高等学校

330 鹿児島高等特別支援学校 東坂元3丁目28-1 高等特別支援学校

331 皇徳寺中学校 皇徳寺台3丁目35-1 中学校

332 池田学園池田中学校 西別府町1660 中学校

333 鹿児島南高等学校第2運動場 下福元町2456番地 高等学校

334 樟南高等学校 武岡1丁目120-1 高等学校

335 鹿児島高等学校（犬迫グランド） 犬迫町1984 高等学校

336 池田学園池田高等学校 西別府町1660 高等学校

337 皆与志養護学校 皆与志町1782-1 養護学校

338 ― ― 母子生活支援施設の名称は未掲載


