
市町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

福祉部 地域福祉課 地域福祉係
099-216-1244(直通)
099-224-1111(代表)

2744 892-8677 鹿児島市山下町11-1

谷山福祉部 福祉課 長寿福祉係
099-269-8472(直通)
099-269-2111(代表)

133 891-0194 鹿児島市谷山中央四丁目4927番地

福祉部 伊敷福祉課 福祉係 099-229-2113 192 890-0008 鹿児島市伊敷5丁目15番1号

福祉部 吉野福祉課 福祉係 099-244-7379 151 892-0871 鹿児島市吉野町3256番地3

市民文化部 東桜島支所 総務市民係 099-221-2111 23 891-1543 鹿児島市東桜島町863番地1

福祉部 吉田保健福祉課 － 099-294-1214 148 891-1392 鹿児島市本城町1696番地

福祉部 桜島保健福祉課 － 099-293-2360 141 891-1415 鹿児島市桜島藤野町1439番地

谷山福祉部 喜入保健福祉課 － 099-345-3755 148 891-0203 鹿児島市喜入町7000番地

福祉部 松元保健福祉課 － 099-278-5417 214 899-2792 鹿児島市上谷口町2883番地

福祉部 郡山保健福祉課 － 099-298-2114 142 891-1192 鹿児島市郡山町141番地

保健福祉部 福祉政策課 管理係 0994-43-2111 3132 893-8501 鹿屋市共栄町20番1号

輝北総合支所 市民生活課 福祉係 099-486-1111 2305 893-0292 鹿屋市輝北町上百引3914番地ロ

串良総合支所 市民生活課 福祉係 0994-63-3111 4350 893-1692 鹿屋市串良町岡崎2081番地

吾平総合支所 市民生活課 福祉係 0994-58-7231 5301 893-1192 鹿屋市吾平町麓3317番地

枕崎市 － 福祉課 社会係 0993-72-1111 136 898-8501 枕崎市千代田町27番地

阿久根市 － 生きがい対策課 福祉係 0996-73-1211 1416 899-1696 阿久根市鶴見町200番地

市民福祉部 福祉課 市民福祉政策係 0996-63-2111 175 899-0292 出水市緑町1番3号

高尾野支所 総合市民課 市民福祉グループ 0996-63-2111 416 899-0492 出水市高尾野町大久保7番地

野田支所 総合市民課 市民福祉グループ 0996-63-2111 711 899-0502 出水市野田町下名7035番地

健康福祉部 地域福祉課 援護係 0993-22-2111 277 891-0497 指宿市十町2424番地

山川支所 市民福祉課 健康福祉係 0993-34-1111 118 891-0504 指宿市山川新生町84番地

開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 0993-32-3111 133 891-0692 指宿市開聞十町2867番地

西之表市 － 福祉事務所 援護係 0997-22-1111 329 891-3193 西之表市西之表7612番地

垂水市 － 保健福祉課 地域福祉係 0994-32-1111 125 891-2192 垂水市上町114番地

指宿市

鹿児島県にお住まいの方専用
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鹿屋市
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市町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

市民福祉部 障害・社会福祉課 社会福祉グループ 0996-23-5111 2171 895-8650 薩摩川内市神田町3番22号

樋脇支所 地域振興課 健康福祉グループ 0996-37-3111 895-1292 薩摩川内市樋脇町塔之原1173番地

入来支所 地域振興課 健康福祉グループ 0996-44-3111 895-1492 薩摩川内市入来町浦之名33番地

東郷支所 地域振興課 健康福祉グループ 0996-42-1111 895-1106 薩摩川内市東郷町斧渕362番地

祁答院支所 地域振興課 健康福祉グループ 0996-55-1111 895-1595 薩摩川内市祁答院町下手67番地

里支所 地域振興課 健康福祉グループ 09969-3-2311 896-1192 薩摩川内市里町里1922番地

上甑支所 地域振興課 健康福祉グループ 09969-2-0001 896-1201 薩摩川内市上甑町中甑481番地1

下甑支所 地域振興課 健康福祉グループ 09969-7-0311 896-1696 薩摩川内市下甑町手打819番地

鹿島支所 地域振興課 市民福祉グループ 09969-4-2211 896-1392 薩摩川内市鹿島町藺牟田1457番地10

市民福祉部 福祉課 長寿福祉係 099-273-9416 1123 899-2592 日置市伊集院町郡一丁目100番地

東市来支所 市民課 福祉係 099-274-2113 2126 899-2292 日置市東市来町長里87番地1

日吉支所 市民課 福祉係 099-292-2113 3125 899-3192 日置市日吉町日置377番地１

吹上支所 市民課 福祉係 099-296-2113 4122 899-3301 日置市吹上町中原2847番地

財部支所
福祉課

（福祉事務所）
社会福祉係 0986-72-0936 3155 899-4192 曽於市財部町南俣11275番地

本庁（末吉） 保健課 福祉係 0986-76-8807 1152 899-8692 曽於市末吉町二之方1980番地

大隅支所 保健福祉課 福祉係 099-482-5925 2122 899-8101 曽於市大隅町岩川5629番地

国分庁舎 保健福祉政策課 政策グループ 0995-45-5111 2021 899-4394 霧島市国分中央3丁目45-1

隼人庁舎 隼人市民福祉課 福祉グループ 0995-45-5111 5062 899-5106 霧島市隼人町内山田1丁目11-11

横川総合支所 市民福祉課 市民福祉グループ 0995-45-5111 6323 899-6303 霧島市横川町中ノ263

溝辺総合支所 市民福祉課 市民福祉グループ 0995-45-5111 6002 899-6401 霧島市溝辺町有川341

霧島総合支所 市民福祉課 市民福祉グループ 0995-45-5111 5721 899-4201 霧島市霧島田口8-4

牧園総合支所 市民福祉課 市民福祉グループ 0995-45-5111 5451 899-6507 霧島市牧園町宿窪田2647

福山総合支所 市民福祉課 市民福祉グループ 0995-45-5111 6831 899-4501 霧島市福山町福山2466

串木野庁舎 福祉課 子育て支援係 0996-33-5618 3146 896-8601 いちき串木野市昭和通133番地1

市来庁舎 市民課 健康福祉係 0996-21-5117 899-2192 いちき串木野市湊町１丁目１番地1

市民福祉部 福祉課 社会係 0993-53-2111 2722 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地

笠沙支所
（特弔のみ）

市民課 市民生活係 0993-63-1111 3011 897-1301 南さつま市笠沙町片浦808番地

大浦支所
（特弔のみ）

市民課 市民生活係 0993-62-2111 4116 897-1201 南さつま市大浦町2071番地

坊津支所
（特弔のみ）

市民課 市民生活係 0993-67-1441 5100 898-0101 南さつま市坊津町坊9422番地2

金峰支所
（特弔のみ）

市民課 市民生活係 0993-77-1111 6226 899-3492 南さつま市金峰町尾下1650番地

いちき串木野市

日置市
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市町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

本所 福祉課 社会福祉係 099-474-1111 172 899-7492 志布志市有明町野井倉1756番地

志布志支所 福祉課 福祉係 099-472-1111 203 899-7192 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号

松山支所 総務市民課 福祉係 099-487-2111 271 899-7692 志布志市松山町新橋268番地

名瀬総合支所
保健福祉部

福祉政策課 社会福祉係 0997-52-1111 1624 894-8555 奄美市名瀬幸町25番8号

笠利総合支所 いきいき健康課 介護福祉係 0997-63-2299 3131 894-0512 奄美市笠利町大字中金久45番地

住用総合支所 市民福祉課 福祉係 0997-69-2111 2324 894-1292 奄美市住用町大字西仲間111番地

本所（川辺） 福祉事務所 社会福祉係 0993-56-1111 4118 897-0215 南九州市川辺町平山3234番地

知覧支所 － 福祉係 0993-83-2511 2181 897-0392 南九州市知覧町郡6204番地

頴娃支所 － 福祉係 0993-36-1111 3162 891-0792 南九州市頴娃町牧之内2830番地

伊佐市 － 福祉課 社会福祉係 0995-23-1311 1267 895-2511 伊佐市大口里1888番地

保健福祉部 社会福祉課 福祉政策係 0995-66-3111 121 899-5492 姶良市宮島町25番地

保健福祉部 社会福祉課 加治木福祉係 0995-62-2111 137 899-5294 姶良市加治木町本町253

保健福祉部 社会福祉課 蒲生福祉係 0995-52-1211 272 899-5392 姶良市蒲生町上久徳2399

三島村 － 民生課 民生係 099-222-3141 35 892-0821 鹿児島市名山町12-18

十島村 － 住民課 福祉係 099-222-2101 108 892-0822 鹿児島市泉町14番15号

－ 福祉課 福祉係 0996-53-1111 2134 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2

－ 薩摩支所 町民福祉係 0996-53-1111 6122 895-2201 薩摩郡さつま町求名12837番地

－ 鶴田支所 町民福祉係 0996-53-1111 4113 895-2102 薩摩郡さつま町神子663番地1

長島町 － 町民福祉課 老人福祉係
0996-86-1111

0996-86-1157(直通)
1116 899-1498 出水郡長島町鷹巣1875番地1

栗野庁舎 福祉課 社会福祉係 0995-74-3111 2114 899-6292 姶良郡湧水町木場222番地

吉松庁舎 住民福祉課 住民福祉係 0995-75-2111 3115 899-6192 姶良郡湧水町中津川603番地

大崎町 － 保健福祉課 社会福祉係 099-476-1111 144 899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

東串良町 － 福祉課 福祉係 0994-63-3103 120 893-1693 肝属郡東串良町川西1543

本所 保健福祉課 福祉係
0994-22-3042(直通)
0994-22-0511(代表)

113 893-2392 肝属郡錦江町城元963

田代支所 住民生活課 福祉係 0994-25-2511 554 893-2401 肝属郡錦江町田代麓827-1

志布志市

奄美市

南九州市

姶良市

さつま町

湧水町

錦江町
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市町村 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

－ 町民福祉課 福祉係 0994-24-3126 132 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226

－ 総務民生ｸﾞﾙｰﾌﾟ － 0994-26-0511 713 893-2601 肝属郡南大隅町佐多伊座敷3844

肝付町 － 福祉課 福祉推進係 0994-65-8413 1172 893-1207 肝属郡肝付町新富98

中種子町 － 福祉環境課 福祉係 0997-27-1111 261 891-3692 熊毛郡中種子町野間5186

南種子町 － 保健福祉課 福祉年金係 0997-26-1111 133 891-3792 熊毛郡南種子町中之上2793-1

尾之間支所 町民生活課 総合窓口係 315 891-4404 熊毛郡屋久島町尾之間157番地

宮之浦支所 町民生活課 総合窓口係 225 891-4２05 熊毛郡屋久島町宮之浦1593番地

大和村 － 住民税務課 援護担当係 0997-57-2111 140 894-3192 大島郡大和村大和浜100

宇検村 － 住民税務課 援護担当係 0997-67-2211 101 894-3392 大島郡宇検村湯湾下朝戸915

瀬戸内町 － 保健福祉課 保健福祉係 0997-72-1068
135
208

894-1592 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

龍郷町 － 町民税務課 援護係 0997-62-3111 132 894-0192 大島郡龍郷町浦110番地

喜界町 － 保健福祉課
戦没遺族等援
護事務担当

0997-65-3685 310 891-6292 大島郡喜界町湾1746番地

徳之島町 － 住民生活課 年金係 0997-82-1111 122 891-7101 大島郡徳之島町亀津7203番地

天城町 － 保健福祉課 社会福祉係
0997-85-3111(代表)
0997-85-5333(直通)

138 891-7692 大島郡天城町平土野2691-1

伊仙町 － 町民生活課 児童福祉係 0997-86-3111 55 891-8293 大島郡伊仙町大字伊仙1842

和泊町 - 町民支援課 恩給援護係 0997-92-1111 261 891-9192 大島郡和泊町和泊10番地

知名町 － 町民課 －
0997-93-3111(代表）
0997-84-3152（直通）

131 891-9295 大島郡知名町大字知名307番地

与論町 － 町民福祉課 介護保険係
0997-97-3111(代表)
0997-97-4930(直通)

213 891-9301 大島郡与論町茶花32番地1

屋久島町 0997-43-5900

南大隅町
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