
公益法人〔くらし保健福祉部〕
（令和４年７月１日現在）

主たる事務所の所在場所
番 区 法人の名称 代表者の氏名 公益目的事業 収益事業及びその他事業
号 分 公益法人となった日

所管部課名
1 公 鹿児島県看護協会 鹿児島市鴨池新町21番５号

社 八田　冷子
H24.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部
医師・看護人材課

2 公 鹿児島県助産師会
社

宇都　弘美
H23.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部
医師・看護人材課

3 公
社

今村　英仁
R4.3.31【公益認定日】
くらし保健福祉部
医師・看護人材課

4 公 鹿児島市中央町８番地１
社 池田　哉

H25.4.1（移行登記日）

5 公 鹿児島市医師会 鹿児島市加治屋町３番10号
社 上ノ町　仁

H24.4.1（移行登記日）

6 公 川内市医師会
社

久留　敏弘
H25.4.1（移行登記日）

鹿児島県医師会

薩摩川内市大小路町70番26
号

くらし保健福祉部保健医療
福祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○看護職の研修や学術研
究の振興等看護の質の向
上に関する事業，看護業
務の改善や看護職の労働
環境等の改善に関する事
業並びに専門性の高い地
域ケアサービス等の取り
組みを通して，県民の健
康生活を実現し公衆衛生
の向上に寄与する事業

○助産師の職業倫理の高
揚並びに学術及び技術の
向上に関する事業を行
い，母子とその家族及び
女性の健康並びに公衆衛
生の向上に寄与する事業

鹿児島市伊敷６丁目17番18
号

鹿児島市鴨池１丁目６４番
６号

○医療福祉職を目指す者
又は現役の医療福祉職の
キャリア開発支援、及び
地域医療と保健活動に関
する事業を行い、地域医
療・福祉の向上に寄与す
ることを目的とする。

○地域医療の整備・充実を
図る事業

○患者に配慮した設備・
サービス等の提供事業
○入院中患者が要求する
質の高い環境の提供事業
○専門職の負担軽減，効
率化の推進事業
○院内保育所の設置運営
事業

教育・ヘルスケア振興
節英会

○地域医療の質の向上を
図り，住民が安心して暮
らせる地域社会の実現に
寄与する事業

○鹿児島市医師会病院に
おける売店・食堂家賃収
入，自動販売機収入，有
料駐車場収入等
○療養環境整備事業及び
会員相互扶助事業等

○生命保険団体契約事業
○会館賃貸関係事業
○相互扶助事業

○地域医療・地域保健の
質の向上と医療・介護等の
提供体制の確保を図り，県
民の健康保持，社会福祉，
公衆衛生の向上に寄与す
る事業
○かごしま救急医療遠隔
画像診断センター事業



公益法人〔くらし保健福祉部〕
（令和４年７月１日現在）

主たる事務所の所在場所
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所管部課名
7 公 鹿屋市西原三丁目７番39号

社 小倉　修
H25.4.1（移行登記日）

8 公 出水郡医師会 出水市昭和町18番18号
社 來仙　隆洋

H24.4.1（移行登記日）

9 公 曽於医師会 曽於市大隅町月野894番地
社 手塚　善久

H25.4.1（移行登記日）

10 公 肝属郡錦江町神川135番地３
社 池田　誠

H25.4.1（移行登記日）

11 公
社

佐藤　昭人
H25.4.1（移行登記日）

12 公 摩郡医師会 薩摩郡さつま町轟町510番地
社 堀之内　都基

H25.4.1（移行登記日）

13 公 枕崎市医師会 枕崎市寿町102番地１
社 尾辻　和彦

H25.4.1（移行登記日）

14 公 いちき串木野市桜町38番地
社 花牟禮　康生

H25.4.1（移行登記日）

いちき串木野市医師会

肝属郡医師会

鹿屋市医師会

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

姶良地区医師会

○不動産の賃貸事業
○会員の相互扶助に関す
る事業

○地域医療の質の向上を
図り，住民が安心して暮ら
せる地域社会の実現に寄
与する事業

○地域の医療・福祉の質
の向上を図り，住民の健康
増進に寄与する事業

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○地域医療の質の向上を
図り，もって住民の健康を
守り，安心して暮らせる地
域社会の実現に寄与する
事業

○地域医療の質の向上を
図り、もって住民が安心
して暮らせる地域社会の
実現に寄与する事業

○医師会立第二病院及び
第二病院介護医療院の運
営に関する事業
○売店家賃収入
○広域医療センターの療
養環境の整備に関する事
業並びに会員相互扶助に
関する事業

○療養環境整備事業及び
会員相互扶助事業等

霧島市隼人町内山田一丁目６
番62号

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○地域の医療・福祉の質
の向上を図り，住民の健康
増進に寄与する事業

○脳神経外科センターの療
養環境の整備に関する事
業及び会員相互扶助に関
する事業

○医師会立病院・有明病
院・ありあけ苑における家
賃収入，手数料等の収入
○患者・利用者が選択する
療養等に関する事業及び
会員相互扶助事業等

○医師会運営施設の療養
環境の整備に関する事業
及び会員相互扶助に関す
る事業等

○地域医療の質の向上を
図り，住民が安心して暮ら
せる地域社会の実現に寄
与する事業

○地域医療の質の向上と，
要介護者等の早期の社会
復帰を図ることにより，地域
住民が安心して暮らせる地
域社会の実現に寄与する
事業

○売店等家賃収入事業
○薩摩郡医師会病院の療
養環境の整備に関する事
業及び会員相互扶助に関
する事業

○相互扶助等事業

○地域の医療・保健・介護
福祉の向上を図り，住民の
健康増進に寄与する事業
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15 公 奄美市名瀬塩浜町３番10号

社 稲　源一郎
H25.4.1（移行登記日）

16 公 鹿児島市照国町13番15号
社 伊地知　博史

H25.4.1（移行登記日）

17 公 鹿児島市照国町13番15号
社 下田平　幸一

H25.4.1（移行登記日）

18 公
社

竹ノ内　哲
H25.4.1（移行登記日）

19 公 鹿児島市春日町３番16号
社 橋口　均

H25.4.1（移行登記日）

20 公 鹿児島市草牟田町8-4
社 大勝　孝雄

H22.4.1（移行登記日）

21 公
社

太田原　美郎
H25.4.1（移行登記日）

鹿児島市歯科医師会

鹿児島県歯科医師会

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

鹿児島県鍼灸マッ
サージ師会

大島郡医師会

鹿児島県柔道整復師
会

○霧島市民，姶良市民，湧
水町民の歯及び口腔の健
康増進を通して地域社会
の医療・保健・福祉を増進
する事業

○家賃収入，事務受託事
業収入
○会員の福祉増進及び相
互扶助に関する事業

鹿児島県診療放射線
技師会

姶良地区歯科医師会 霧島市溝辺町麓字松ヶ迫872
番地２

○歯科医道と歯科医師の
職業倫理の高揚を図るとと
もに，歯科医術及び学術の
向上を推進し，もって地域
住民の健康と福祉の増進
に寄与する事業

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療
福祉課

鹿児島市東坂元四丁目28番
11号

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○臨床検査センターの運営
事業
○療養環境整備事業

○県民の歯及び口腔の健
康増進をとおして社会の医
療・保健・福祉に寄与する
事業

○会館賃貸事業
○会員事業
○福祉共済事業

○鍼灸マッサージの普及
啓発に関する事業，奉仕
活動や講演会の実施事
業，鍼灸マッサージ師の
資質向上事業

○鹿児島県知事との受領
委任制度の推進に関する
事業を行うとともに，柔道整
復師の資質の向上，柔道
整復学の普及発展に関す
る事業及び県民の健康の
維持増進に関する事業

○会員の相互扶助・福祉に
関する事業

○会員の福利厚生等に関
する事業

○地域医療・介護の質の
向上を図り，住民が安心し
て暮らせる地域社会の実
現に寄与する事業

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○県民への診療放射線の
内容，その安全管理及び
放射線一般（放射能を含
む。）に関する知識の普及
啓発及び広報活動，非会
員も含めた診療放射線技
師の資質向上，自治体等
の要請によるへき地を含め
た医療施設等への技術的
支援や診療のための支援
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22 公 鹿児島県理学療法士 鹿児島市鴨池一丁目48-25

社 協会 平名　章二
H22.4.1（移行登記日）

23 公 東風会 鹿児島市吉野町10004番地１
財 日髙　道生

H24.8.1（移行登記日）

24 公 慈愛会 鹿児島市泉町１番15号
財 今村　英仁

H23.4.1（移行登記日）

25 公 昭和会 鹿児島市高麗町43番25号
社 今給黎　和幸

H30.4.2

26 公 鹿児島共済会 鹿児島市長田町14番３号
社 貞方　洋子

H22.10.1（移行登記日）
くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○地域医療支援のための
高度医療の充実に資する
事業

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○地域が必要とする高
度・専門的な医療の提供
及び医療・介護・福祉が
一体となった総合的な介
護・福祉サービスの提供
並びに地域の医療を担う
人材育成に関する事業

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○家賃収入・自動販売機
収入・駐車場利用収入・
喫茶店収入
○入院個室等の基本入院
料に上乗せした差額ベッ
ド設置を通じた患者の要
求に応じた療養環境の充
実のための事業

○会員の福利厚生に関す
る事業

○売店等運営，駐車場運
営，職員住宅運営，食事
の提供，土地建物の賃貸
○入院個室等の基本入院
料に上乗せした差額ベッ
ド設置を通じた患者の要
求に応じた療養環境の充
実のための事業

○理学療法士の職業倫理
の高揚を図るとともに，
理学療法の学術及び技能
の向上を推進し，もって
県民の医療・保健・福祉
の増進に寄与する事業

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○不動産収入（職員寮含
む）・自動販売機収入・
有料駐車場収入，企業主
導型保育事業及び入院個
室等の基本入院料に上乗
せした差額ベッド代の徴
収を通じた，患者の要求
に応じた患者療養の充実
のための事業

○三次救急医療体制への
後方支援活動並びに結核
等感染症患者への医療を
提供する活動，小児に対す
るリハビリテーションや医療
と連携した介護及び他の介
護事業所で受入れ困難な
患者への介護サービスを
提供し地域医療に寄与す
る事業

○第三次救急医療体制へ
の後方支援活動，民間医
療機関においては困難を
伴う医療の提供に関する
事業，鹿児島県内の他医
療関連機関等との地域連
携医療の増進を目的とし
た診療支援事業及び在宅
患者の支援に関する事業
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27 公 いちょうの樹

社
佐藤　大輔
H26.4.1（移行登記日）

28 公 鹿児島県臨床工学
社 技士会

岡村　龍也
H23.4.1【公益認定日】

29 公 鹿児島市照国町13番15号
社 鹿児島県歯科医師会館内

下川　真弓
H22.10.1【公益認定日】

30 公 鹿児島市鴨池新町１番７号
社

東　和沖
H24.4.1（移行登記日）

31 公
財

池田　琢哉
H24.4.1（移行登記日）

32 公 鹿児島市新屋敷町16番408-
財 B-2号

池田　琢哉
H26.4.1（移行登記日）

鹿児島市永吉一丁目11番１
号

○自動販売機使用手数
料，洗濯機等使用手数
料，食堂・売店運営事業
○患者の要求に応じた療
養環境の充実のための事
業（差額ベッド設置によ
る療養環境の充実）

○精神科領域における救
急・急性期医療、療養環
境を含めた慢性期医療の
提供及び障害者（児）が
個人としての尊厳にふさ
わしい日常生活又は社会
生活を営むことができる
ことを目的とした障害福
祉サービス事業等の各種
事業

くらし保健福祉部健康増進
課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

くらし保健福祉部保健医療福
祉課

○鹿児島県内における医
療機器の管理及び使用上
の安全性の確保に関する
普及啓発，医療機器に関
する情報提供並びに臨床
工学技士の資質の向上に
関する事業

鹿児島市長田町14番３号
公益社団法人鹿児島共済会
南風病院透析室内

鹿児島県民総合保健
センター

鹿児島県社会福祉士
会

鹿児島県歯科衛生士
会

○県民の健康の管理と保
持増進を図るため生活習
慣病等の予防，普及啓
発，情報発信，検診等の
事業

鹿児島県移植医療ア
イバンク推進協会

鹿児島市下伊敷三丁目１番
７号

くらし保健福祉部社会福祉
課

鹿児島県社会福祉センター
内

○県民の生活と権利擁護
に関する相談・情報提供
や社会福祉に関する知識
及び技術の普及・啓発，
社会福祉に関する調査研
究や福祉専門職の養成，
技術の向上，県内福祉事
業所等の福祉サービスの
質の向上及び評価等，社
会福祉関係団体との連携
を実施する事業

くらし保健福祉部健康増進
課

○臓器の移植に関する法
律の趣旨にのっとった移
植医療の普及・推進に関
する事業

○国家資格等取得のため
の受験対策講座の開催
○社会福祉士会の会報の
発行や会員による研修会
等

○歯科衛生士の資質の向
上と倫理の高揚を図るこ
とにより，歯科衛生の普
及啓発に寄与し，もって
県民の健康と福祉の増進
に寄与する事業



公益法人〔くらし保健福祉部〕
（令和４年７月１日現在）

主たる事務所の所在場所
番 区 法人の名称 代表者の氏名 公益目的事業 収益事業及びその他事業
号 分 公益法人となった日

所管部課名
33 公

社
草野　健
H24.4.1【公益認定日】

34 公 鹿児島県栄養士会 鹿児島市下荒田１丁目36番
社 １号

油田　幸子
H23.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部健康増進課

35 公 鹿児島市鴨池新町10番１号
社 肥後　辰彦

H25.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

36 公
財

村上　稔
H25.4.1（移行登記日）

37 公 鹿児島市新屋敷町16-213
財 肥後　辰彦

H24.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

38 公 奄美市名瀬大字朝仁962番地
財 前田　廣和

H26.4.9（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

39 公
財

日高　誠子
H26.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

○墓地使用権及び納骨堂
の販売及び墓地の管理に
関する事業

○消化器集団検診の円
滑・効率的かつ効果的な
運営を図ることにより，
消化器がんの早期発見及
び死亡率の低下に寄与
し，もって県民の健康と
福祉の増進に寄与する事
業

○食品衛生思想普及啓発
事業

○県民の健康の増進を図
るため，保健，医療，福祉
及び教育の分野において，
食生活改善に関する知識
の普及，啓発等の事業を
行うとともに，会員の職業
倫理の向上及び栄養に関
する専門的教育，学術・調
査研究等による資質の向
上に努め，もって県民の健
康と福祉の増進に寄与す
ることを目的とする事業

○社会一般大衆に低廉で
良好な墓地及び納骨堂を
提供し，これらを管理運
営する事業

○墓石紹介事業○社会一般大衆に低廉で
良好な墓地を提供し，そ
の管理運営を行うことに
より，県民の墓地需要に
応え，もって公衆衛生の
向上と地域の福祉の向上
に寄与することを目的と
する事業

鹿児島市田上六丁目433番
地１

○会員の福利厚生に関す
る事業

朝仁霊園

奄美霊園

鹿児島市下伊敷三丁目１番
７号

くらし保健福祉部健康増進
課

奄美市名瀬伊津部字手篭
1573番地の１

武岡霊園

鹿児島県消化器がん
検診推進機構

鹿児島県食品衛生協
会

くらし保健福祉部生活衛生課

○生活衛生関係営業指導
事業

鹿児島県生活衛生営
業指導センター



公益法人〔くらし保健福祉部〕
（令和４年７月１日現在）

主たる事務所の所在場所
番 区 法人の名称 代表者の氏名 公益目的事業 収益事業及びその他事業
号 分 公益法人となった日

所管部課名
40 公

財
松田　雅典
H26.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

41 公 中山霊園 鹿児島市中山町1712番地８
財 松田　邦嗣

H24.8.30【公益認定日】
くらし保健福祉部生活衛生課

42 公 鹿児島市田上町3910
財 宮下　善穗

H22.10.1（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

43 公 新生田上霊園
財

種子島　登
H25.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部生活衛生課

44 公 鹿児島県薬剤師会
社

小田原　一弘
H24.10.1（移行登記日）
くらし保健福祉部薬務課

45 公 鹿児島市薬剤師会
社

谷口　欣平
H25.4.1（移行登記日）
くらし保健福祉部薬務課

46 公 鹿児島県老人クラブ 鹿児島市鴨池２丁目30番８号
財 連合会 川野　信男

H23.4.1（移行登記日）

○老人クラブ等活性化推進
事業（老人クラブ活動等の
より一層の活性化を図り，
高齢者の生きがいや健康
づくりを推進する事業）

○社会一般大衆に低廉で
良好な近代的墓地及び納
骨壇を提供し，これらを管
理運営する事業

○物品販売等事業

○老人福祉会館設置運営
事業

○日本薬剤師会及び鹿児
島県内の地域薬剤師会と
の連携のもと，薬剤師の倫
理の高揚，学術の振興，薬
学・薬業の進歩発展を図
り，もって県民の健康な生
活の確保・向上に寄与する
ことを目的とする事業

○薬局等運営事業
○会員の福利厚生等に関
する事業

くらし保健福祉部高齢者生き
生き推進課

鹿児島市獣医公衆衛
生協会

鹿児島市田上五丁目4300番
１

○公園墓地及び納骨堂の
販売及び管理に関する事
業

中央霊苑 ○合同供養祭及びその他
の事業

鹿児島市与次郎二丁目８番15
号

鹿児島市与次郎二丁目８番15
号

鹿児島市田上台一丁目21番１
号

○食鳥処理の事業の規制
及び食鳥検査に関する法
律に基づく食鳥検査事業
○狂犬病予防法，動物の
愛護及び管理に関する法
律等に基づく犬の捕獲及
び抑留，飼えなくなった
犬及びねこの引取等の事
業

○日本薬剤師会及び鹿児
島県薬剤師会との連携の
もと，薬剤師の倫理の高
揚，学術の振興，薬学及び
薬業の進歩発展を図り，鹿
児島市における医療，公衆
衛生及び社会福祉の増進
に寄与することを目的とす
る事業

○墓地使用権の販売を通
じて法令に準じた適切な納
骨等を促進し，また墓地を
安全かつ清潔に管理する
ことを通じて地域社会の健
全性を確保する，墓地経営
の事業



公益法人〔くらし保健福祉部〕
（令和４年７月１日現在）

主たる事務所の所在場所
番 区 法人の名称 代表者の氏名 公益目的事業 収益事業及びその他事業
号 分 公益法人となった日

所管部課名
47 公 鹿児島市中央町8番地1

社 今村　英仁
H23.11.1（移行登記日）

鹿児島県老人保健施
設協会

○高齢者等が自立して生
活できるよう，地域社会
の健全な発展を図るた
め，介護老人保健施設等
の従事者を対象とした研
修会等を開催する事業

○介護保険法その他関係
法令の制定や改正に関す
る制度研究及び情報の迅
速な伝達により，会員施
設である介護老人保健施
設の経営の安定を図り，
必要に応じて署名活動，
行政への申入れ，陳情な
どを行う事業
◯コロナウイルス感染者
が発生した老健施設から
職員の応援派遣要請が
あった場合，鹿児島県等
と連携しつつ協会が派遣
調整（コーディネート業
務）

くらし保健福祉部介護保険
室


