
鹿 児 島 県 警 察 本 部 (〒 890-8566)鹿 児島市鳴池新町10番 1号 )

名 称 位  置 管 轄 区 域

鹿万爵弔英≒察暑
(〒 892-0838)

鹿児島市新屋敷町17番地26

鹿児島市の内 鹿児島西警察署、鹿児島南警察署及び南九州
警察署の管轄区域を除く区域
鹿児島郡 十島村、三島村

吉資爵諸警察暑
(〒 890-0041)

鹿児島市城西―丁 目8番 10号

鹿児島市の内 武 1～ 3丁 目、中央町、西田 1～ 3丁 日、

常盤町、常盤 1・ 2丁 目、原良町、原良 1～ 7丁 目、薬師
1・ 2」 日、城西 1～ 3」 ¬ 、鷹師 1・ 2〕

~日
、永吉 1～

3丁 目、新照院町 (分 割 )、 草牟田町、草牟田 1・ 2丁
日、城 山 1・ 2「 日、西伊敷 1～ 7丁 日、千年 1・ 2丁
日、緑 ヶ丘町、王里町、王里団地 1～ 3「 日、伊敷町、伊
敷 1～ 8丁 日、下伊敷町、伊敷台 1～ 7丁 日、下伊敷 1～
3丁 目、小野町、小野 1～ 4丁 目、小山田町、大迫町、花

野光ヶ■ 1・ 2丁 日、皆与志町、同之原町、川上町 (分

割)、 田上 l～ 8丁 日、田上台 1～ 4丁 目、広木 1～ 3丁
日、唐湊 1・ 2丁 日、円上町、武岡 1～ 6丁 日、明和 1～
5」 綱 、西陵 1～ 8」 綱 、西別府町、十ヶ別府町 (分割 )、

下田日」(分割 )、 若葉田」、 |■荒田町 (分割 )、 郡元 1「 日(分

割 )、
′
F宿 町 (分 割 )、 東佐多町、西佐多町、本城町、本名

町、宮之浦町 (分割)、 上谷日町、福山町、直木町、入佐

町、春山町、石谷町、松陽台町、四元町、平田町、郡 ||1岳

町、有屋田町、西俣町、郡山町、油須木町、花尾町、東俣

町、川円町

飾 爵諸詮察署
(〒 891-0115)

鹿児島市東開町 1番地

鹿児島市の内 新栄町、東郡元町、南郡元町、南新町、郡

元町、唐湊 3・ 4丁 日、紫原 1～ 7丁 日、西紫原町、 日之

出町、宇宿 1～ 9丁 日、向陽 1・ 2丁 目、 ||1央 港新町、
桜ヶ丘 1～ 8丁 日、東開町、南栄 ]～ 6丁 目、谷 111港 1～
3」 日、卸本町、谷山塩屋町、「 福元町、谷山中央 1～ 8

丁 日、西谷山 1～ 4「 日、小原田」、自由ヶ丘 1・ 2J~日 、

希望ヶ丘町、東谷山 1～ 7」
~日

、小松原 1・ 2丁 目、下福

元町、坂之上 1～ 8丁 日、光山 1・ 2丁 日、錦江台 1～ 3
~「

日、和国町、和田 ]～ 3丁 日、慈眼寺町、皇徳寺台 1～
5」 日、山田匪J、 中山町、中山 1・ 21日 、清和 1～ 4「
日、五ヶ別府町 (分割 )、 星ヶ峯 1～ 6~」 日、魚見町、七ツ

島 1・ 2丁 日、平川町 (分割 )、 宇宿町 (分割 )、 喜入瀬々串

町 (分割)、 喜入中名町、喜入町、喜入一倉町、喜人前之

浜町 (分割)、 喜入生見町 (分割 )

南九州市の内 頴娃町上別府 (分割)、 知覧町東別府 (分

割)、 知覧町水里 (分割)、 知覧町郡 (分割 )、 川辺町野

崎 (分割)、 川辺町清水 (分割 )

繕稽警察署
(〒 891-0311)
指宿市西 ん1602番地 1

指宿市

爾え猪警察署
(〒 897-0302)

南九州市知覧町郡4980番 地 3

南九州市の内 鹿児島南警察署の管轄区域を除く区域

鹿児島市の内 平川町 (分割)、 喜入瀬々串町 (分割)

喜入前之浜町 (分割)、 喜入生見町 (分割)

秘議聾察暑
(〒 898-0051)
枕崎市中央町189番 地

枕崎市

講しつま警察署
(〒 897-0008)

南さつま市加世田地頭所町 1番地 2
南さつま市
日置市の内 吹上町和田 (分割)

日置警察署
(〒 899-2502)
日置市伊集院町徳重―丁日11番 地 1

日置市の内 南さつま警察署の管轄区域を除く区域

いちき魚∵i弊警察署
(〒 896-0031)
いちき串木野市東島平町6227番地

いちき串木野市

轟1爆姉衡警察署
(〒 895-0074)

薩摩川内市原田日11番 ]号 薩摩川内市

さつま警察暑
(〒 895-1813)

薩摩郡さつま町轟町22番 地 2 薔摩郡 さつま町

喬久漁警察署
(〒 899-1611)

阿久根市赤瀬川3852番地 1

阿久根市
出水郡 長島町

出水警察暑
(T899-0207)
出水市中「1出」925番地

出水市

浄佐露尿警察署
(〒 895-2511)

伊佐市大日里2786番 地 1
伊佐市、始良郡 湧水町

始聾警察暑
(〒 899-5421)

姶良市東餅田3885番地 1
姶良市

霧島警察署
(1=899-4332)

霧 島市国分 中央―]日 14番 22号
霧島市



善終警察暑
(〒 899-8103)

曽於市大隅町中之内8951番地

志布志警察署
(〒 899-7103)
志布志市志布志町志布志3245番 地

志布志市
曽於郡 大崎町

肝付警察署
(〒 893-1207)

肝属郡肝イヽ1町新富4934番 地 1
肝属郡の内 東串良町、肝付町

鹿屋警察署
(〒 893-0014)

鹿屋市寿二丁 目8番 30号

秘護警察署
(〒 893-2303)

肝属郡錦江田」馬場438番地
肝属郡の内 錦江町、南人隅町

種
｀
事冨警察署

(〒 891-3101)
西之表市西之表 16381番 地 9

西之表市
熊毛郡の内 中種子町、南種子町

産従爵警察署
(〒 891-4311)

熊毛郡屋久島田]安房304番地42 熊毛郡の内 屋久島町

亀1葉警察暑
(〒 894-0036)

奄美市名瀬長浜町 5番 2号
奄美市
大島郡の内 大和村、龍郷町、喜界町

瀬戸内警察署
(〒 894-1507)
大島郡瀬戸内町古仁屋1283番地155

大島郡の内 瀬戸内町、宇検村

ぼ芝爵警察署
(〒 891-7101)
大島郡徳之島町亀津4916番 地 1

大島郡の内 徳之島町、天城町、伊仙町

丼謀百孫警察署
(〒 891-9112)

大島都和泊町人事和泊 120番 地
大島郡の内 和泊町、知名町、与論町
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