
令和２年11⽉時点

市町村 施設名 所在地 規模･種類等

⿅児島市 ⿅児島ふれあいスポーツランド ⿅児島市中⼭町591-1
25mプール,子供プール,幼児プール,ウォータースライダー,歩
⾏浴,温泉保養コーナー

⿅児島市 七ツ島サンライフプール ⿅児島市七ツ島1-1-64 造波プｰﾙ,流⽔プｰﾙｽﾗｲダｰプｰﾙ,幼児⽤

⿅児島市 鴨池公園⽔泳プール ⿅児島市鴨池2-31-3 メインプール,サブプール,飛込みプール,幼児⽤プール

⿅児島市 かごしま健康の森公園 ⿅児島市⽝迫町825
25m屋内プール,
幼児⽤ウォータースライダー(7/1〜9/2)

⿅児島市 マリンピア喜入室内温⽔プール ⿅児島市喜入町6094-1 ｳｫ-ﾀｽﾗｲダ-,幼児･児童⽤プ-ﾙ,25ｍプ-ﾙ

⿅児島市 松元せせらぎ広場(プール) ⿅児島市上⾕⼝町3030 25ｍ8コース,児童プール,幼児プール

⿅屋市 ⿅屋市中央公園プール ⿅屋市向江町 50ｍ×19ｍ(9ｺｰｽ)

⿅屋市
県⺠健康プラザ健康増進セン
ター

⿅屋市札元 屋内温⽔ﾌﾟｰﾙ（25m）

⿅屋市 レジャープ－ルｱｸｱｿﾞｰﾝくしら ⿅屋市串良町有⾥平和公園 流⽔プ-ﾙ,ｳｫ-ﾀ-ｽﾗｲダ-

⿅屋市 串良町B&G海洋ｾﾝﾀ- ⿅屋市串良町有⾥ 25ｍ6ｺ-ｽ,幼児プ-ﾙ10ｍ×6ｍ

枕崎市 枕崎市⽕之神公園流⽔プール 枕崎市⽕之神岬町 流⽔プ-ﾙ,幼児プ-ﾙ,ｱｽﾚﾁｯｸプ-ﾙ

枕崎市 枕崎市営プール 枕崎市岩崎町 50mプｰﾙ,25mプｰﾙ,幼児プｰﾙ

枕崎市 枕崎市台場公園海⽔プール 枕崎市恵比寿町台場公園地内 海⽔プ-ﾙ(50×20ｍ)幼児プ-ﾙ3

枕崎市
なぎさ温泉プール
※隣接の温泉にも入浴可

枕崎市岩⼾町 温泉プ-ﾙ(25ｍ5ｺ-ｽ)

阿久根市 阿久根市B&G海洋ｾﾝﾀ-
阿久根市赤瀬川
(阿久根総合運動公園内)

温⽔プ-ﾙ(25ｍ6ｺ-ｽ)

出⽔市 出⽔市海洋公園プール 出⽔市境町912 プｰﾙ,幼児⽤プ-ﾙ,25ｍ7ｺ-ｽ

出⽔市 出⽔市市⺠プール 出⽔市文化町13 25mプｰﾙ(屋内温⽔)幼児⽤プｰﾙ,ｽﾗｲダｰ

指宿市 ヘルシーランド 指宿市⼭川福元3292 25m4ｺｰｽ歩⾏ｺｰｽ

指宿市
レジャーセンター
かいもん（屋内）

指宿市開聞川尻5401-6 温泉プール(⼤⼈⽤)※温泉も利⽤可

指宿市
かいもん⼭麓
ふれあい公園 親⽔池

指宿市開聞十町2626 100ｍ流⽔プール，幼児⽤プール

⻄之表市 ⻄之表市営プール ⻄之表市⻄之表15158 50ｍ(8ｺ-ｽ),25ｍ5ｺ-ｽ,幼児プ-ﾙ

薩摩川内市 川内プール 薩摩川内市原田町10-18 (⼤)50ｍ×15ｍ,(幼)10ｍ×5ｍ

○ プール施設



市町村 施設名 所在地 規模･種類等

薩摩川内市 樋脇B&G海洋ｾﾝﾀ-
薩摩川内市樋脇町市比野２２
９１

25m6ｺｰｽ,幼児プ-ﾙ

薩摩川内市 樋脇サンヘルスパーク
薩摩川内市樋脇町市比野２２
９１

ｳｫ-ﾀ-ｽﾗｲダ-,流⽔プ-ﾙ

薩摩川内市 ⾥プ－ル 薩摩川内市⾥町⾥ 25ｍ6ｺ-ｽ,幼児⽤･ﾘﾊビﾘ⽤プ-ﾙ

薩摩川内市 上甑B&G海洋ｾﾝﾀｰ 薩摩川内市上甑町中甑 25ｍ6ｺ-ｽ,幼児プ-ﾙ11ｍ×7ｍ

薩摩川内市 ⿅島ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟｰﾙ 薩摩川内市⿅島町 25mプｰﾙ,幼児⽤プｰﾙ

日置市 日置市B&G海洋ｾﾝﾀ- 日置市東市来町湯田3465 ⼤25m6ｺｰｽ,⼩11m×7m,温泉歩⾏欲有

日置市
日置市伊集院
総合運動公園ﾌﾟｰﾙ

日置市伊集院町野田
流⽔プ-ﾙ(ｽﾗｲダ-付)幼児プ-ﾙ,競泳プール（⼤２５ｍ８コー
ス）

日置市 健康交流館ゆ－ぷる吹上 日置市吹上町中原763 25ｍ3ｺ-ｽ子供⽤プ-ﾙ,ジｬグジｰ

曽於市 曽於市⺠プール 曽於市末吉町二之方2340 屋内温⽔プｰﾙ50ｍ公認プ-ﾙ(屋外)

霧島市 霧島市⺠国分総合プール 霧島市国分中央1-14-78
屋内プ-ﾙ(全天候開閉型、25m温⽔）
屋外プ-ﾙ(50m)、渓流下り(110m)

霧島市 霧島市⺠横川温⽔プール 霧島市横川町上ノ3392-3
25ｍプール（温⽔）、幼児プール、子どもプール、サウナ
冬は室内暖房

霧島市 牧園B&G海洋ｾﾝﾀ- 霧島市牧園町高千穂3311-10 25m、6コース

霧島市
霧島市⺠隼⼈
健康温⽔プール

霧島市隼⼈町松永1678-1 ⽔中歩⾏専⽤

霧島市
霧島市⺠隼⼈
温⽔プール

霧島市隼⼈町松永2-80 25m、7コース(温⽔)

いちき串⽊野市 ⻑崎⿐海⽔プ－ル いちき串⽊野市⻑崎町 50mプ-ﾙ,幼児プ-ﾙ流⽔スライダ－など

いちき串⽊野市 市来町市⺠プール いちき串⽊野市湊町 25ｍ6ｺ-ｽ⼩ﾌﾟｰﾙ

南さつま市 加世田運動公園プール 南さつま市加世田武田18100 25ｍ7ｺ-ｽ,子供･幼児プ-ﾙ,ｽﾗｲダ-プ-ﾙ

南さつま市 吹上浜海浜公園プール 南さつま市加世田高橋 50m,35mプ-ﾙ

志布志市 松⼭城⼭総合公園 志布志市松⼭町新橋1570-17 競技⽤プ-ﾙ,幼児⽤プ-ﾙ,すべり台

志布志市
志布志運動公園
屋内温⽔プール

志布志市志布志安楽201-1 温⽔,25ｍ6ｺ-ｽ

志布志市
ダグリ岬遊園地
流⽔プール

志布志市志布志夏井211-2 流⽔プ-ﾙ,海⽔使⽤,ｳｫ-ﾀ-ｽﾗｲダ-

志布志市 有明B&G海洋ｾﾝﾀ- 志布志市有明町野井倉1760-2 ⼤プ-ﾙ25ｍ6ｺ-ｽ,幼児⽤プ-ﾙ

奄美市
奄美市名瀬
運動公園⽔泳プール

奄美市名瀬⼤字⼩宿 25m温⽔,50ｍプｰﾙ幼児⽤プｰﾙ,ｽﾗｲダ-



市町村 施設名 所在地 規模･種類等

奄美市 笠利町B&G海洋ｾﾝﾀ- 奄美市笠利町万屋 屋内25mプｰﾙ(温⽔)

奄美市 タラソ奄美の⻯宮 奄美市名瀬⼤字⼩宿字⼤浜 タラソテラピー施設

奄美市 奄美市⽴名瀬中学校 ⿅児島県奄美市名瀬真名津町 屋内25mプｰﾙ(温⽔)

南九州市 えい中央温泉 頴娃町牧之内2890(役場近く) 25m,3ｺ-ｽ歩⾏浴ｺ-ｽ幼児プ-ﾙ

南九州市 知覧町B&G海洋ｾﾝﾀ- 知覧町郡 ⼤プ-ﾙ,⼩プ-ﾙ（夏休み期間中のみ）

南九州市
岩屋公園
⾃然流⽔プール

川辺町清⽔3882 万之瀬川を利⽤した⾃然のプ-ﾙ(⻑さ80ｍ,横40ｍ)

伊佐市 伊佐市営プール 伊佐市⼤⼝鳥巣 50ｍ8ｺ-ｽ,幼児⽤プｰﾙ,25ｍ6ｺ-ｽｳｫｰﾀｰｽﾗｲダｰ

三島村 硫⻩島温泉プ－ル 三島村硫⻩島

さつま町
さつま町宮之城
温泉プール

さつま町時吉 25ｍ9ｺｰｽ幼児･子供⽤プｰﾙ

さつま町
さつま町健康ふれあいｾﾝﾀ-
｢あびーる館｣温泉プ-ﾙ

さつま町神子228-7 25ｍ5ｺｰｽ幼児プｰﾙ

さつま町
さつま町Ｂ＆Ｇ
海洋センター

さつま町求名 ⼤プ-ﾙ25ｍ×15ｍ⼩プ-ﾙ10ｍ×6ｍ

さつま町
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
ｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ京ｾﾗ

さつま町求名 屋内/25mプｰﾙ,円形屋外/円形プｰﾙ

⻑島町 ⻑島町町⺠プール ⻑島町鷹巣 25ｍ7ｺ-ｽ

⻑島町 ⻑島町B&G海洋ｾﾝﾀ- ⻑島町指江 25ｍプ-ﾙ,幼児プ-ﾙ,ﾃﾝﾄ屋根付き

湧⽔町 竹中池公園プール 湧⽔町川添 25mプ-ﾙ,幼児プ-ﾙ,ﾊｲｽﾗｲﾀﾞｰ

⼤崎町 ⼤崎町益丸プール ⼤崎町益丸226-6 50ｍ⼤プ-ﾙ,幼児⽤⼩プ-ﾙ,ｽﾗｲダ-プｰﾙ

東串良町 東串良町営プール 東串良町洲崎 25ｍ7ｺ-ｽ

錦江町 花瀬ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ村 錦江町川原花瀬 流⽔プ-ﾙ,ｽﾗｲダ-プ-ﾙ,幼児プ-ﾙ

南⼤隅町 佐多B&G海洋ｾﾝﾀｰ 南⼤隅町佐多川田代 25ｍ6ｺ-ｽ,幼児⽤プ-ﾙ,屋根付屋内プ-ﾙ

肝付町 肝付町町営プール 肝付町前田 25ｍプ-ﾙ幼児プｰﾙ

中種子町
太陽の⾥運動公園
流⽔プール

中種子町野間 流⽔プｰﾙ,ｽﾗｲダｰ幼児⽤プｰﾙ

宇検村 宇検村村営プール 宇検村湯湾 25m8ｺｰｽ

徳之島町
徳之島町
レジャープール

徳之島町徳和瀬 ｽﾗｲダｰ,流⽔プｰﾙ25mプｰﾙ,幼児プｰﾙ
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天城町 天城町B&G海洋ｾﾝﾀ- 天城町浅間 25mプｰﾙ,幼児プｰﾙ

天城町
与名間ビーチ
レジャープール

天城町与名間597-4 レジャープール

伊仙町
ほーらい館
（徳之島交流ひろば）

⼤島郡伊仙町伊仙2575-2 25m7ｺｰｽ温⽔ﾌﾟｰﾙ、歩⾏者⽤プール

和泊町 タラソおきのえらぶ 和泊町和泊135 15m温⽔プール，タラソテラピー施設

与論町 与論町B&G海洋ｾﾝﾀ- 与論町茶花 25mプｰﾙ,幼児プｰﾙ


