
（令和元年 8月28日現在）

№ 所在地 種別 参加者数 活動内容（申請書記載） 登録数内訳

1    南さつま市 中学校 191 清掃・ダンス・花育て等

2    姶良市 中学校 760 清掃・花育て・イメージソング演奏・ボランティア等

3    伊佐市 小学校 80 清掃・花育て等

4    阿久根市 中学校 300 花育て等

5    曽於郡大崎町 小学校 332 清掃・花育て・ダンス等

6    肝属郡南大隅町 高校 125 清掃・花育て・ボランティア等

7    霧島市 小学校 900 花育て等

8    霧島市 小学校 50 花育て等

9    南さつま市 小学校 22 花育て等

10  霧島市 小学校 140 花育て・あいさつ・ダンス等

11  出水市 地域団体 60 花育て

12  出水市 地域団体 7 花育て

13  出水市 地域団体 15 花育て

14  出水市 地域団体 40 花育て

15  出水市 地域団体 20 花育て

16  出水市 地域団体 7 花育て

17  出水市 地域団体 40 花育て

18  出水市 地域団体 50 花育て

19  出水市 地域団体 37 花育て

20  出水市 地域団体 115 花育て

21  出水市 地域団体 20 花育て

22  出水市 地域団体 10 花育て

23  出水市 地域団体 25 花育て

24  出水市 企業 8 花育て

25  出水市 地域団体 15 花育て

26  出水市 地域団体 25 花育て

27  出水市 企業 5 花育て

28  出水市 企業 3 花育て

29  出水市 企業 15 花育て

30  出水市 地域団体 10 花育て

31  鹿屋市 地域団体 10 ボランティア

32  指宿市 地域団体 6 ボランティア

33  鹿児島市 地域団体 20 ソング・ダンス

34  阿久根市 地域団体 120 花育て・ボランティア

35  出水市 特別支援学校 140 ダンス

36  姶良市 小学校 428 花育て・ダンス

37  南さつま市 地域団体 700 ダンス

38  鹿屋市 地域団体 50 花育て

39  いちき串木野市 特別支援学校 88 花育て

40  鹿屋市 高校 136 花育て

姶良市立柁城小学校

串木野養護学校高等部

県立鹿屋農業高等学校

特定非営利活動法人いぶすきスポーツクラブ

Ｓtyle ＫＢ　Ｅntertainmet

花を咲かせ隊

県立出水養護学校　小学部

南さつまコミュニティスポーツクラブ

花のサンロード川西

朝日生命

ルピナス倶楽部

愛宕下自治会

第一生命保険株式会社

出水駅周辺施設指定管理者（株）トシヒロ

涼松いきいきサロン会

掛腰自治会

井上自治会

日本里山倶楽部

上り立自治会

新蔵上育成会

松ケ野友愛クラブ

市老連野田総支部　曙会

浦窪自治会

上の原自治会

県立南大隅高等学校

霧島市立天降川小学校

「2020おもてなし隊」（県民運動参加団体）登録団体一覧

団体名

南さつま市立万世中学校

阿久根市立阿久根中学校

姶良市立重富中学校

伊佐市立湯之尾小学校

蕨島自治会

霧島市立横川小学校

NPO法人コミュニティタクシーＮＡＫＡＭＵＲＡ

霧島市立霧島小学校

大崎町立大崎小学校

南さつま市立長屋小学校

加治屋町自治会

ラガール出水団地自治会

千間山自治会

中央公民館等指定管理者（株）トシヒロ

（次頁に続く）



41  出水市 その他 17 花育て

42  鹿屋市 高校 31 ボランティア

43  鹿屋市 地域団体 11 花育て

44  垂水市 企業 23 清掃

45  鹿児島市 中学校 14 花育て・ダンス・清掃・あいさつ等

46  垂水市 地域団体 50 清掃

47  出水市 その他 11 花育て

48  出水市 地域団体 5 花育て

49  出水市 地域団体 17 花育て

50  薩摩川内市 地域団体 50 花育て

51  錦江町 小学校 24 ダンス・花育て・ボランティア

52  日置市 地域団体 100 ダンス・花育て・清掃

53 南大隅町 小学校 241 あいさつ・花育て

54 鹿児島市 その他 320 ダンス・花育て

55 鹿児島市 小学校 401 ダンス・花育て

56 錦江町 中学校 53 あいさつ・花育て

57 湧水町 小学校 60 ダンス・花育て・清掃

58 錦江町 小学校 198 ダンス・花育て

59 錦江町 小学校 87 あいさつ・花育て

60 錦江町 小学校 19 あいさつ・ダンス・花育て

61 錦江町 小学校 75 ダンス

62 錦江町 小学校 60 あいさつ・花育て

63 日置市 その他 91 花育て

64 霧島市 その他 213 花育て

65 鹿児島市 小学校 363 あいさつ・ダンス

66 霧島市 高校 20 花育て

67 天城町 地域団体 50 清掃

68 天城町 地域団体 1000 花育て

69 天城町 地域団体 14 清掃・花育て

70 天城町 企業 50 清掃

71 天城町 高校 20 花育て

72 天城町 中学校 9 花育て

73 天城町 中学校 78 花育て

74 天城町 中学校 86 花育て

75 天城町 小学校 14 花育て

76 天城町 小学校 50 花育て

77 天城町 小学校 108 花育て

78 天城町 小学校 152 花育て

79 天城町 その他 21 花育て

80 天城町 その他 55 花育て

81 天城町 その他 69 花育て

82 天城町 その他 91 花育て

83 天城町 地域団体 700 ダンス

84 錦江町 中学校 123 あいさつ・ボランティア・花育て

天城町立天城中学校

天城町立西阿木名中学校

私立樟南第二高等学校

天城町建設業光和会

天城町区長連絡協議会

天城町老人クラブ連合会

天城町シルバー人材センター

天城町立北部保育所

天城町立天城保育所

天城町立南部保育所

私立天城カトリック幼稚園

天城町立岡前小学校

天城町立天城小学校

天城町立兼久小学校

天城町立西阿木名小学校

天城町立北中学校

大潟福祉会　妙円寺こども園

認定こども園　はなぶさ幼稚園

和田地区公民館

ＮＰＯ法人生活支援の会おれんじの家

錦江町立錦江中学校

障害者支援センターいずみ園

県立鹿屋高等学校インターアクト部

寿５・６丁目町内会

株式会社　垂水巡回衛生社

鹿児島修学館中学校

公益社団法人垂水市シルバー人材センター

出水市ツル博物館クレインパークいずみ

南大隅町立神山小学校

樋脇地区コミュニティ協議会

錦江町立大原小学校

元町・新町自治会

霧島市立国分中央高等学校園芸工学科

錦江町立池田小学校

鹿児島市立坂元小学校

錦江町立田代中学校

天城町地域女性団体連絡協議会

あおば幼稚園

鹿児島市立大龍小学校

湧水町立轟小学校

錦江町立大根占小学校

錦江町立神川小学校

錦江町立宿利原小学校

錦江町立田代小学校


