
■無料給水施設一覧　（令和4年11月1日現在）
【利用日時等】　　

　※利用日時等については、各施設の開館時間等に準じます。

■マイボトル対応施設

地域 施設名 所在地 設置場所 給水機器のタイプ 備考

サンエールかごしま 荒田1丁目4-1 ５階 飲み口型・ボトル対応型併用 24㎝までのボトルに対応

鹿児島市観光案内所（天文館） 千日町1-1 １階 飲み口型・ボトル対応型併用 24㎝までのボトルに対応

鹿児島中央駅東口駅前広場観光案内所 中央町37-1 １階 飲み口型・ボトル対応型併用 24㎝までのボトルに対応

心身障害者総合福祉センター 真砂本町58-30 １階 ボトル対応型
施設利用者に限ります。

22㎝までのボトルに対応

谷山 鹿児島ふれあいスポーツランド 中山町591-1 休憩室 ボトル対応型 13㎝までのボトルに対応

伊敷 かごしま健康の森公園パークゴルフ場 犬迫町825 管理棟１階休憩スペース 飲み口型・ボトル対応型併用 20㎝までのボトルに対応

桜島 桜島マグマ温泉 桜島横山町1722-16 休憩室 ボトル対応型
施設利用者に限ります。

19㎝までのボトルに対応

郡山 郡山体育館 東俣町1464 １階授乳室向かい側 飲み口型・ボトル対応型併用 20㎝までのボトルに対応

　※飲み口型・ボトル対応型併用：一つの機器で飲み口型とボトル対応型の両方を備えているタイプ

　※ボトル対応型：マイボトル等を置けるスペース（高さ）があり、ボタンやレバー操作により給水ができるタイプ

■冷水機設置施設

地域 施設名 所在地 設置場所 給水機器のタイプ 備考

サンエールかごしま 荒田1丁目4-1 １階～４階（各階） 飲み口型

紙コップ専用型

飲み口型

鴨池公園多目的屋内運動場 鴨池2丁目29-3 １階ロビー 飲み口型

勤労女性センター 鴨池2丁目31-15 １階軽運動室出入口付近 飲み口型

図書館 鴨池2丁目31-18
１階児童書コーナー、

１階コピー機横
飲み口型

鴨池公民館 鴨池2丁目32-6 １階休憩スペース 飲み口型

水道局本庁舎 鴨池新町1-10 １階 飲み口型

かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館 城山町5-1 １階 飲み口型

城西公民館 草牟田1丁目21-8
１階ロビー、
１階健康づくり学習室

飲み口型

東部親子つどいの広場 中町4-13 １階 飲み口型 ・施設利用者に限ります。（未就学児とその家族など）

西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） 永吉1丁目30-1 １階サブアリーナ入口付近 飲み口型

西部保健センター 永吉2丁目21-6 ２階ホール 飲み口型

かごしま文化工芸村 西別府町2758
１階管理棟玄関付近、

１階自由工房棟出入口付近
飲み口型

武・田上公民館 西別府町3116-127
１階ロビー、体育館入口、
健康づくり学習室

飲み口型

山下分庁舎(かごしま市民福祉プラザ） 山下町15－1 ５階 飲み口型

中央公民館 山下町5-9 １階ロビー 飲み口型

東別館１階 飲み口型

西別館１階

（東部保健センター内）
飲み口型

２階、３階 紙コップ専用型
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する65歳以上
の方）

４階、５階 飲み口型
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する65歳以上

の方）

すこやか子育て交流館 与次郎1丁目10-17 本館１階、２階 飲み口型
・施設利用者に限ります。（小学3年生までの子どもとその家族
など）

市民体育館 坂之上1丁目21-1 １階ロビー 飲み口型

ふるさと考古歴史館 下福元町3763-1 １階 飲み口型

南部清掃工場 谷山港3丁目3-3 管理棟１階 飲み口型

谷山サザンホール 谷山中央1丁目4360 １階 飲み口型

谷山市民会館 谷山中央3丁目383-16 １階ロビー 飲み口型

谷山支所 谷山中央4丁目4927 １階 飲み口型

鹿児島ふれあいスポーツランド 中山町591-1 屋内プール棟ロビー 飲み口型

谷山北公民館 中山町1246-1 １階ロビー、２階 飲み口型

南部保健センター 西谷山1丁目3-2 １階情報コーナー 飲み口型

南部親子つどいの広場 西谷山1丁目3-2 １階 飲み口型 ・施設利用者に限ります。（未就学児とその家族など）

高齢者福祉センター谷山 西谷山１丁目１－７ １階、２階 紙コップ専用型
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する65歳以上

の方）

平川浄水場 平川町5702-1 玄関ロビー 飲み口型 ・施設見学等での来場者に限ります。

１階 飲み口型

２階 紙コップ専用型

　※飲み口型：ボタンやペダル操作により、水栓に口を近づけて水を直接飲むタイプ

　※紙コップ専用型：ボタンやレバー操作により、紙コップに給水するタイプ
　※飲み口型と紙コップ専用型については、衛生面等を考慮し、マイボトルへの給水や長時間の使用をご遠慮いただいております。

２階 ・施設利用者に限ります。

市役所本庁舎 山下町11-1

高齢者福祉センター与次郎 与次郎1丁目10-6

中央

中央

精神保健福祉交流センター 鴨池2丁目22-18

谷山

知的障害者福祉センター 星ヶ峯2丁目1-1 ・施設利用者に限ります。



■冷水機設置施設

地域 施設名 所在地 設置場所 給水機器のタイプ 備考

伊敷公民館 伊敷5丁目7-40
体育館入口、
健康づくり学習室

飲み口型

河頭浄水場 犬迫町1272-1 管理本館　東側 飲み口型 ・施設見学等での来場者に限ります。

北部清掃工場 犬迫町11900
リサイクルプラザ本館３階、
ごみ焼却棟プラットホーム、
粗大ごみ処理棟プラットホーム

飲み口型 ・施設見学者やごみ搬入者などに限ります。

都市農業センター 犬迫町4705 本館１階 飲み口型

かごしま健康の森公園 犬迫町825 アクアジム内ロビー 飲み口型

高齢者福祉センター伊敷 下伊敷1丁目10-3 １階、２階、３階 飲み口型
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する65歳以上

の方）

西部親子つどいの広場 下伊敷1丁目10-3 １階 飲み口型 ・施設利用者に限ります。（未就学児とその家族など）

滝之神浄水場 吉野町1125-1 １階入口扉横 飲み口型 ・施設見学等での来場者に限ります。

吉野公民館 吉野町3074
１階ロビー、
２階健康づくり学習室

飲み口型

北部親子つどいの広場 吉野町3256-1 １階 飲み口型 ・施設利用者に限ります。（未就学児とその家族など）

北部保健センター 吉野町3275-3 １階 飲み口型

紙コップ専用型

飲み口型

少年自然の家 吉野町11078-4
本館１階野外活動出入口付近、
学習棟１階ロビー付近

飲み口型 ・施設利用者(利用申請をされた方)に限ります。

桜島 高齢者福祉センター東桜島 東桜島町720 ２階ロビー 紙コップ専用型
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する60歳以上

の方）

吉田 吉田文化体育センター 本城町46 １階ロビー 飲み口型

マリンピア喜入 喜入町6094-1 １階温泉受付向かい側 紙コップ専用型

喜入総合体育館 喜入町6166-3 １階ロビー 飲み口型

喜入支所 喜入町7000 １階 飲み口型

喜入公民館 喜入町7000 ３階健康づくり学習室 飲み口型

喜入老人憩の家 喜入中名町1000-22 １階 紙コップ専用型
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する65歳以上
の方）

松元
あいハウジングアリーナ松元
（松元平野岡体育館）

上谷口町3400
１階ロビー、
温泉施設休憩室入口

飲み口型

郡山 郡山公民館 郡山町168 １階ロビー 飲み口型

　※飲み口型：ボタンやペダル操作により、水栓に口を近づけて水を直接飲むタイプ
　※紙コップ専用型：ボタンやレバー操作により、紙コップに給水するタイプ
　※飲み口型と紙コップ専用型については、衛生面等を考慮し、マイボトルへの給水や長時間の使用をご遠慮いただいております。

２階
・施設利用者に限ります。（鹿児島市内に居住する65歳以上
の方）

喜入

伊敷

吉野

高齢者福祉センター吉野 吉野町3275-3


