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市役所・支所
名称 住所 電話番号 MAP番号

垂水市役所 垂水市上町114番地 0994-32-1111 ⑧E-4
垂水市役所牛根支所 垂水市二川553番地1 0994-36-2001 ②B-4
垂水市役所新城支所 垂水市新城3452番地 0994-35-2001 ⑭D-4 
垂水市教育委員会 垂水市旭町61番地2 0994-32-7211 ⑧E-5

消防
名称 住所 電話番号 MAP番号

垂水市消防本部 垂水市上町112番地2 0994-32-1019 ⑧E-4
垂水市消防署牛根分遣所 垂水市二川552番地7 0994-36-3119 ②B-4

警察署
名称 住所 電話番号 MAP番号

鹿屋警察署垂水幹部派出所 垂水市田神45番地 0994-32-0110 ⑧F-4
鹿屋警察署牛根駐在所 垂水市二川171番地 0994-36-2025 ②B-5
鹿屋警察署垂水南駐在所 垂水市新城611番地1 0994-35-2021 ⑭C-2

地区公民館
名称 住所 電話番号 MAP番号

境地区公民館 垂水市牛根境1257番地1 0994-36-3414 ①C-5
牛根地区公民館 垂水市二川553番地1 0994-36-3494 ②B-4
松ヶ崎地区公民館 垂水市牛根麓1139番地9 0994-36-2882 ③D-3
協和地区公民館 垂水市海潟18番地 0994-32-1920 ⑤E-4
大野地区公民館 垂水市田神3688番地 0994-32-4792 ⑩A-1
水之上地区公民館 垂水市本城1355番地1 0994-32-1597 ⑫B-1
垂水地区公民館 垂水市旭町61番地2 0994-32-4599 ⑧E-5
柊原地区公民館 垂水市柊原3454番地 0994-35-2622 ⑫A-5
新城地区公民館 垂水市新城3452番地 0994-35-3619 ⑭D-4

小学校・中学校・高校
名称 住所 電話番号 MAP番号

新城小学校 垂水市新城3548番地 0994-35-2004 ⑭D-4
垂水小学校 垂水市田神144番地 0994-32-0053 ⑧F-5
水之上小学校 垂水市本城649番地1 0994-32-0043 ⑫A-1
柊原小学校 垂水市柊原390番地 0994-35-3052 ⑪F-5
協和小学校 垂水市海潟865番地 0994-32-0506 ⑤F-4
牛根小学校 垂水市二川519番地1 0994-36-2009 ②B-5
松ケ崎小学校 垂水市牛根麓1172番地 0994-36-3155 ③D-4
境小学校 垂水市牛根境1211番地8 0994-36-2054 ①C-5
垂水中央中学校 垂水市南松原町60番地 0994-32-0078 ⑧E-5
垂水高等学校 垂水市中央町14番地 0994-32-0062 ⑧F-5

幼稚園・保育所
名称 住所 電話番号 MAP番号

江ノ島幼稚園 垂水市中俣375番地 0994-32-4052 ⑤E-5
カトリック垂水幼稚園 垂水市田神2267番地 0994-32-0138 ⑧F-5
さざなみ保育園 垂水市柊原3377番地 0994-35-2661 ⑭A-1
西宝寺保育園 垂水市二川581番地 0994-36-3241 ②B-5
新城こども園 垂水市新城280番地4 0994-35-3651 ⑭D-3
慈恩保育園 垂水市本町68番地 0994-32-0007 ⑧E-5
水之上保育園 垂水市本城1358番地2 0994-32-5976 ⑫B-1
和光保育園 垂水市海潟651番地2 0994-32-0554 ⑤E-4
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子育て
名称 住所 電話番号 MAP番号

うしねサロン・ピンキーズ 垂水市二川553番地1（牛根支所内） 0994-32-6277 ②B-4

たんぽぽくらぶ 垂水市錦江町1番地103（老人憩の家内） 0994-32-6277 ⑧E-5
垂水市子育て支援センター 垂水市南松原町38番地 0994-31-3052 ⑧F-5
垂水児童クラブ 垂水市田神146番地（垂水小学校内） 0994-32-5650 ⑧F-4
水之上児童クラブ 垂水市本城639番地8 0994-32-9781 ⑫A-1
子育てサロン・コスモス 垂水市本城308番地3（定住水之上住宅集会所内） 0994-32-6277 ⑨A-5

教育・文化・スポーツ施設
名称 住所 電話番号 MAP番号

大野ESD自然学校（旧大野小中学校） 垂水市田神3752番地 0994-32-0156 ⑩A-1
旧牛根中学校屋外運動場 垂水市二川135番地1 0994-32-3091 ②B-5
旧協和中学校体育館 垂水市中俣302番地 0994-32-3091 ⑤E-5
旧協和中学校屋外運動場 垂水市中俣302番地 0994-32-3091 ⑤E-5
青少年育成センター 垂水市旭町61番地2（垂水市市民館内） 0994-32-7880 ⑧E-5
垂水市市民館 垂水市旭町61番地2 0994-32-0224 ⑧E-5
垂水中央運動公園
⎛陸上競技場・野球場・体育館・庭球場・遊技広場	⎞
⎝多目的広場・多目的屋内ホール ⎠

垂水市田神3000番地 0994-32-3091 ⑪F-1

垂水市水之上体育館 垂水市本城1359番地4 0994-32-3091 ⑫B-1
垂水市立図書館 垂水市南松原町38番地 0994-32-7111 ⑧F-5
垂水市文化会館 垂水市田神2750番地1 0994-32-7551 ⑪F-1
和田英作画伯使用の画室 垂水市旭町61番地2 0994-32-7551 ⑧E-5

医療機関
名称 住所 電話番号 MAP番号

医療法人浩愛会池田温泉クリニック 垂水市田神3536番地1 0994-32-6161 ⑧E-4
桑波田医院 垂水市上町105番地 0994-32-1825 ⑧F-4
桑波田診療所 垂水市旭町53番地 0994-32-0002 ⑧E-5
相良整形外科 垂水市中央町27番地 0994-31-3081 ⑧F-5
垂水市立医療センター垂水中央病院 垂水市錦江町1番地140 0994-32-5211 ⑧E-5
東内科小児科クリニック 垂水市田神3485番地1 0994-32-5522 ⑧E-4
ふくまる皮フ科クリニック 垂水市田神3480番地 0994-32-7771 ⑧E-4
よしとみクリニック 垂水市南松原町10番地 0994-45-4215 ⑧E-5
りんどう心のクリニック 垂水市南松原町58番地 0994-32-2277 ⑧E-5
いのうえ歯科医院 垂水市田神25番地1 0994-32-6977 ⑧F-4
川畑歯科医院 垂水市田神3510番地1 0994-32-7788 ⑧E-4
きょうわ歯科 垂水市中俣471番地4 0994-32-9630 ⑧E-1
しげやま歯科医院 垂水市本町77番地 0994-32-0006 ⑧E-5
竹下歯科医院 垂水市上町71番地 0994-32-6616 ⑧F-4
なぎさ歯科医院 垂水市浜平1838番地1 0994-31-3118 ⑪E-2
ろくた歯科医院 垂水市南松原町78番地 0994-32-6464 ⑧E-5

交通機関
名称 住所 電話番号 MAP番号

垂水フェリー垂水営業所 垂水市潮彩町1丁目 0994-32-0001 ⑪E-1
協和タクシー 垂水市市木398番地1 0994-32-1900 ⑧E-4
南海タクシー 垂水市栄町5番地 0994-32-0051 ⑧E-4
ハロータクシー 垂水市南松原町34番地1 0994-32-8686 ⑧E-5
協和交通 垂水市海潟1番地 0994-32-1808 ⑤E-4
三州自動車鹿屋営業所 肝属郡肝付町富山904番地2 0994-65-2258 ―
花バス（サニーワールド） 垂水市栄町13番地 0994-32-7550 ⑧E-5

◆垂水市役所 平成29年1月末現在の情報です。　◆MAP番号は、MAP1〜MAP15の掲載位置を表示しています。
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