ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名
鹿児島県庁行政庁舎
鹿児島県庁行政庁舎
鹿児島県庁行政庁舎
実行委員会事務局

鹿児島県

設置場所
１階玄関 カウントダウンボード横【大型募金箱】
１階 総合案内所
10階

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

鹿児島地域振興局 総務企画課
南薩地域振興局 本庁舎１階 県民サービスコーナー
北薩地域振興局 第二庁舎
北薩地域振興局 本庁舎
北薩地域振興局 保健福祉環境部 出水支所（出水保健所）
北薩地域振興局 さつま庁舎
姶良・伊佐地域振興局 総務企画課 受付
大隅地域振興局 １階 保健所
大隅地域振興局 ２階 総務企画課
熊毛支庁 総務企画課
熊毛支庁 屋久島事務所
大島支庁 県民室
大島支庁 喜界事務所 １階 執務室
大島支庁 徳之島事務所 １階 県民コーナー
大島支庁 徳之島保健所 １階 受付窓口
大島支庁 沖永良部事務所
鹿児島県総合体育センター 武道館
鹿児島県立図書館
鹿児島県立奄美図書館

R1.5.31

所在地
鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島市小川町３-56
南さつま市加世田東本町８番地13
薩摩川内市隈之城町228-１
薩摩川内市神田町１-22
出水市昭和町18-18
薩摩郡さつま町虎居704-２
姶良市加治木町諏訪町12
鹿屋市打馬二丁目16番６号
西之表市西之表7590
熊毛郡屋久島町安房650
奄美市名瀬永田町17-３
大島郡喜界町赤連2091-14
大島郡徳之島町亀津7216番地
大島郡和泊町手々知名134番地１
鹿児島市与次郎１丁目４番20号
鹿児島市城山町７番１号
奄美市名瀬古田町1番１号

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名

鹿児島県

設置場所
鹿児島県立青少年研修センター
霧島自然ふれあいセンター
南薩少年自然の家 事務所受付窓口
奄美少年自然の家 管理棟事務室受付
鹿児島県立博物館 １階 受付付近
鹿児島県立埋蔵文化財センター
鹿児島県上野原縄文の森
県民健康プラザ健康増進センター
かごしま県民交流センター
鹿児島県歴史資料センター 黎明館
鹿児島県文化センター 事務室内
鹿児島県霧島アートの森
霧島国際音楽ホール
ハートピアかごしま １階受付
県立石橋記念公園・石橋記念館
鹿児島県奄美パーク
フラワーパークかごしま
県立大島病院 １階受付前
県立北薩病院
県民健康プラザ鹿屋医療センター １階受付ロビー
鹿児島県行政庁舎 ９階 スポーツ振興課内
ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅・曽於郡大崎町菱田1441

R1.5.31

所在地
鹿児島市宮之浦町4226-１
霧島市牧園町高千穂3617-1
南さつま市金峰町高橋3252
奄美市名瀬朝仁字赤崎1096-２
鹿児島市城山町１番１号
霧島市国分上野原縄文の森２-１
霧島市国分上野原縄文の森１番１号
鹿屋市札元一丁目８番７号
鹿児島市山下町14-50
鹿児島市城山町７番２号
鹿児島市山下町５番３号
湧水町木場6340番地220
霧島市牧園町高千穂3311-29
鹿児島市小野１－１－１
鹿児島市浜町１－３
奄美市笠利町節田1834
指宿市山川岡児ヶ水1611
奄美市名瀬真名津町18番１号
伊佐市大口宮人502-4
鹿屋市札元一丁目８番８号
鹿児島市鴨池新町10番１号
曽於郡大崎町菱田1441

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名
鹿児島県

設置場所
鹿児島県東京事務所（都道府県会館12階）
鹿児島県大阪事務所
鹿児島県福岡事務所

R1.5.31

現在

所在地
東京都千代田区平河町2-6-3
大阪市北区梅田1丁目3-1-900
福岡市博多区博多駅中央街8-20

大阪駅前第１ビル９階
第二博多相互ビル501

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名

設置場所
鹿児島市役所みなと大通り別館 ５階
大会 鹿児島市実行委員会事務局

鹿児島市

鹿屋市
枕崎市
阿久根市

出水市

R1.5.31

所在地

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま

鹿児島市役所本庁舎 東別館 １階
鹿児島市 東桜島支所
鹿児島市 谷山支所
鹿児島市 伊敷支所
鹿児島市 吉野支所
鹿児島市 吉田支所
鹿児島市 桜島支所
鹿児島市 喜入支所
鹿児島市 松元支所
鹿児島市 郡山支所
鹿屋市役所 ６階市民スポーツ課 国体準備室内
枕崎市役所
枕崎市立総合体育館
阿久根市総合体育館
阿久根市役所 燃ゆる感動かごしま国体阿久根市実行委員会内
出水市役所 本庁 １階 エントランスホール
出水市役所 本庁 ２階 国体推進室前カウンター
出水市役所 高尾野支所 １階
出水市役所 野田支所 １階
出水市総合体育館

鹿児島市山下町11-１
鹿児島市東桜島町863-１
鹿児島市谷山中央四丁目4927
鹿児島市伊敷五丁目15-１
鹿児島市吉野町3256-３
鹿児島市本城町1696
鹿児島市桜島藤野町1439
鹿児島市喜入町7000
鹿児島市上谷口町2883
鹿児島市郡山町141
鹿屋市共栄町20番１号
枕崎市千代田町27番地
枕崎市中央町26番地
阿久根市赤瀬川2486番地１
阿久根市鶴見町200番地
出水市緑町１番３号
出水市高尾野町大久保７番地
出水市野田町下名7035番地
出水市文化町22番地

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名

設置場所

指宿総合体育館
山川勤労者体育センター
指宿市
開聞総合体育館
道の駅いぶすき彩花菜館
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 指宿市実行委員会事務局
西之表市 西之表市民体育館
垂水市役所 市民課 窓口
垂水市 市民館 受付窓口
垂水市
垂水市 牛根支所 窓口
垂水市 新城支所 窓口
薩摩川内市 薩摩川内市役所
日置市役所 本庁舎
日置市役所 東市来支所庁舎
日置市
日置市役所 日吉支所庁舎
日置市役所 吹上支所庁舎
日置市伊集院総合体育館
曽於市役所 本庁
曽於市
曽於市役所 大隅支所
曽於市役所 財部支所
霧島市役所（国分シビックセンター）庁舎 総合案内所 １階
霧島市
霧島市役所（国分シビックセンター）庁舎 国民体育大会推進課執務室内
隼人市民サービスセンター 隼人地域振興課

R1.5.31

所在地
指宿市東方12000
指宿市山川成川2618-１
指宿市開聞十町2613
指宿市小牧52番地４
指宿市東方9300-１
西之表市鴨女町242番地
垂水市上町114
垂水市旭町61-２
垂水市二川553
垂水市新城3452
薩摩川内市神田町３番22号
日置市伊集院町郡一丁目100番地
日置市東市来町長里87番地１
日置市日吉町日置377番地１
日置市吹上町中原2847番地
日置市伊集院町郡一丁目60番地
曽於市末吉町二之方1980番地
曽於市大隅町岩川5629番地
曽於市財部町南俣11275番地
霧島市国分中央三丁目45番地１号
２階 霧島市国分中央三丁目45番地１号
霧島市隼人町内山田一丁目11番11号

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名

設置場所

溝辺総合支所 溝辺地域振興課
横川総合支所 横川地域振興課
霧島市
牧園総合支所 牧園地域振興課
霧島総合支所 霧島地域振興課
福山総合支所 福山地域振興課
いちき串木野市役所 市来庁舎 １階ロビー
いちき串木野市役所 市来庁舎 市民スポーツ課
いちき串木野市
いちき串木野市 総合体育館
いちき串木野市 串木野庁舎 福祉課
南さつま市 南さつま市役所
志布志市役所 本庁
志布志市 志布志市役所 松山支所
志布志市役所 志布志支所
奄美市役所 港町仮庁舎 奄美市教育委員会
奄美市
住用教育支所
笠利教育支所
南九州市役所 川辺庁舎（国体推進係内）
南九州市役所 川辺庁舎
南九州市
南九州市役所 知覧庁舎
南九州市役所 頴娃庁舎
伊佐市役所 菱刈庁舎
伊佐市
伊佐市役所 大口庁舎
菱刈カヌー競技場艇庫

R1.5.31

所在地
霧島市溝辺町有川341番地
霧島市横川町中ノ263番地
霧島市牧園町宿窪田2647番地
霧島市霧島田口８番地４
霧島市福山町福山5290番地61
いちき串木野市湊町一丁目１番地
いちき串木野市生福5298番地３
いちき串木野市昭和通133番地１
南さつま市加世田川畑2648番地
志布志市有明町野井倉1756番地
志布志市松山町新橋268番地
志布志市志布志町志布志２-１-１
奄美市名瀬港町13番地１号
奄美市住用町西仲間111
奄美市笠利町中金久141
南九州市川辺町平山3234番地
南九州市知覧町郡6204
南九州市頴娃町牧之内2830
伊佐市前目2106
伊佐市大口里1888
伊佐市菱刈川北2328-１

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名

姶良市

三島村
十島村
さつま町
長島町

設置場所
加治木総合支所 加治木市民生活係 受付カウンター付近
加治木総合支所 保健体育課 執務室内
姶良本庁舎 ２号館１階 市民課窓口
イオンタウン姶良 あいポート 行政サービス窓口
姶良本庁舎 議会事務局事務所内
蒲生総合支所 蒲生市民生活係受付
姶良市総合運動公園 体育館事務所受付
蒲生体育館 体育館事務所受付
姶良市水道事業部 窓口
姶良公民館 事務所前
蒲生公民館 警備員室前
椋鳩十文学記念館 事務所前
スターランド姶良 事務所前
加治木総合支所 保健体育課 国体推進室内
姶良市中央図書館
三島村役場 ２階
十島村役場
宮之城総合体育館
さつま町役場本庁
長島町役場 指江庁舎
長島町役場
長島町文化ホール

R1.5.31

所在地
姶良市加治木町本町253
姶良市宮島町25
姶良市東餠田336
姶良市宮島町25
姶良市蒲生町上久徳2399
姶良市平松2392
姶良市蒲生町北24-１
姶良市船津138-１
姶良市西餅田589
姶良市蒲生町白男341
姶良市加治木町反土2624-１
姶良市北山997-16
姶良市加治木町本町253
姶良市西餅田489-３
鹿児島市名山町12番18号
鹿児島市泉町13番13号
薩摩郡さつま町船木302-１
薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-２
出水郡長島町指江787番地
出水郡長島町鷹巣1875番地１
出水郡長島町指江1545

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名
湧水町

大崎町

錦江町
南大隅町
肝付町
中種子町
南種子町
屋久島町
大和村
宇検村
瀬戸内町

設置場所
湧水町役場 栗野庁舎２階 総務課
湧水町役場 栗野庁舎１階 会計窓口
大崎町役場本庁舎 住民環境課 窓口
大崎町中央公民館 社会教育課 窓口
大崎町総合体育館
大崎町役場 野方支所
錦江町役場 田代支所
錦江町教育委員会
錦江町役場
南大隅町役場 佐多支所
南大隅町役場 国体準備室
肝付町文化センター
種子島中央体育館
中種子町役場
南種子町役場 総務課 窓口
屋久島町役場 安房支所
屋久島町役場 宮之浦支所
屋久島町役場 尾之間支所
大和村役場 行政庁舎 １階ロビー
宇検村生涯学習センター
宇検村役場
瀬戸内町役場 庁舎 １階ロビー

R1.5.31

所在地
姶良郡湧水町木場222
曽於郡大崎町仮屋1029番地
曽於郡大崎町仮屋1029番地
曽於郡大崎町神領2488-１
曽於郡大崎町野方6122-１
肝属郡錦江町田代麓827番地１
肝属郡錦江町城元918番地
肝属郡錦江町城元963番地
肝属郡南大隅町佐多伊座敷3844
肝属郡南大隅町根占川北226
肝属郡肝付町前田1020
熊毛郡中種子町野間5936
熊毛郡中種子町野間5186
熊毛郡南種子町中之上2793番地１
熊毛郡屋久島町安房187番地１
熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地
熊毛郡屋久島町尾之間157番地
大島郡大和村大和浜100番地
大島郡宇検村湯湾2937-83
大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名
設置場所
天城町
天城町役場 商工水産観光課 窓口カウンター
和泊町教育委員会
和泊町
和泊町役場 町民支援課
知名町役場 町民課
知名町
おきえらぶ文化ホール あしびの郷・ちな
知名町民体育館 トレーニング室
与論町
砂美地来館 ２階

R1.5.31

所在地
大島郡天城町平土野2691-１
大島郡和泊町和泊591番地
大島郡和泊町和泊10番地
大島郡知名町知名307番地
大島郡知名町瀬利覚2362番地
大島郡知名町瀬利覚2046番地
大島郡与論町茶花2045番地

現在

ぐりぶーファミリー募金箱設置一覧
設置団体名

設置場所

鹿児島県看護研修会館
鹿児島サンロイヤルホテル フロント
鹿児島県職員生協 本庁生協売店
鹿児島県職員生協 県民交流センター売店
鹿児島県職員生協 鹿児島地域振興局生協売店
鹿児島県職員生協 南薩地域振興局生協売店
鹿児島県職員生協 北薩地域振興局生協売店
鹿児島県職員生協 姶良・伊佐地域振興局生協売店
団体・企業
鹿児島県職員生協 大隅地域振興局生協売店
鹿児島県職員生協 熊毛支庁生協売店
鹿児島県職員生協 大島支庁生協売店
鹿児島県職員生協 薩南病院生協売店
鹿児島県職員生協 北薩病院生協売店
鹿児島県職員生協 姶良病院生協売店
鹿児島県職員生協 鹿屋医療センター生協売店
鹿児島県職員生協 大島病院生協売店

R1.5.31

所在地
鹿児島市鴨池新町21－５
鹿児島市与次郎一丁目３番10号
鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島市山下町14-50
鹿児島市小川町3-56
南さつま市加世田東本町8-13
薩摩川内市神田町1-22
姶良市加治木町諏訪町12
鹿屋市打馬２丁目16-6
西之表市西之表7590
奄美市名瀬永田町17-3
南さつま市加世田高橋1968-4
伊佐市大口宮人502-4
姶良市平松6067
鹿屋市札元1丁目8-8
奄美市名瀬真名津町18番１号

現在

