
番号 自治体名 区分 相談窓口 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

1 鹿児島市 直営 鹿児島市生活自立支援センター
鹿児島市山下町11-1
生活・就労支援センターかごしま内

099-803-9521 099-216-1234

2 鹿屋市 直営 福祉政策課保護係 鹿屋市共栄町20番１号 0994-31-1113 0994-44-2494

3 枕崎市 直営 福祉課援護係 枕崎市千代田町27番地 0993-72-1111 0993-72-1656

4 阿久根市 委託 社会福祉法人阿久根市社会福祉協議会 阿久根市鶴見町167番地 0996-72-3800 0996-72-3803

5 出水市 直営 安心サポートセンター（自立相談支援） 出水市緑町１番３号 0996-63-4197 0996-62-7767

6 指宿市 直営 地域福祉課援護係 指宿市十町2424番地 0993-22-2111 0993-24-4342

7 西之表市 委託
社会福祉法人西之表市社会福祉協議会
（西之表市くらしサポートセンター）

西之表市桜が丘7779番地94 0997-22-0506 0997-22-0757

8 垂水市 直営 福祉課 垂水市上町114番地 0994-32-1115 0994-32-6625

直営 障害・社会福祉課相談支援グループ

委託 社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会

10 日置市 直営 福祉課 日置市伊集院町郡一丁目100番地 099-248-9419 099-273-3063

11 曽於市 直営 生活相談支援センター 曽於市財部町南俣11275番地 0986-72-0011 0986-72-0744

12 霧島市 直営 こども・くらし相談センター 霧島市国分中央三丁目45番1号 0995-64-0881 0995-64-0946

13
いちき

串木野市
直営 福祉課社会福祉係 いちき串木野市昭和通133番地1 0996-33-5619 0996-32-3124

14 南さつま市 直営 福祉課生活支援係 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-53-2111 0993-52-0113

15 志布志市 委託
社会福祉法人志布志市社会福祉協議会
（しぶし生活自立支援センター）

志布志市志布志町志布志3丁目27-23 099-472-1830 099-472-1835

16 奄美市 直営 保護課生活支援係 奄美市名瀬幸町25-8
0997-52-1111
（内線：5120）

0997-52-6955

17 南九州市 委託 社会福祉法人南九州市社会福祉協議会 南九州市知覧町郡17848番地 0993-83-3961 0993-83-3962

18 伊佐市 直営 福祉課保護係 伊佐市大口里1888番地
0995-23-1311
（内線：1269）

0995-22-5035

19 姶良市 委託 社会福祉法人姶良市社会福祉協議会 姶良市宮島町26番地19 0995-65-7757 0995-64-5440

20 三島村 直営 民生課 鹿児島市名山町12番18号 099-222-3141 099-219-5221

21 十島村 直営 住民課 鹿児島市泉町14番15号 099-222-2101 099-223-6720

22 長島町 委託 社会福祉法人長島町社会福祉協議会 出水郡長島町鷹巣1659番地1 0996-86-0190 0996-86-0951

23 南種子町 委託 社会福祉法人南種子町社会福祉協議会 熊毛郡南種子町中之上2283 0997-26-1703 0997-26-1730

24 屋久島町 直営 屋久島町福祉事務所 熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 0997-43-5900 0997-43-5905
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9 薩摩川内市 薩摩川内市神田町3番22号 0996-23-5111 0996-23-0808



番号 自治体名 区分 相談窓口 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 備考

25 委託
さつまくらし・しごとサポートセ
ンター

薩摩郡さつま町宮之城屋地2117-1
（さつま町社会福祉協議会）

0996-52-2443 0996-52-1148

26 委託
湧水くらし・しごとサポートセン
ター

姶良郡湧水町川西3079-2ｼﾙﾊﾞｰｹｱ
ｾﾝﾀｰ内（湧水町社会福祉協議会）

0995-75-2200 0995-75-2756

27 委託
大隅くらし・しごとサポートセン
ター

鹿屋市打馬二丁目16-6大隅地域振
興局内

0994-52-2072 0994-52-2073

28 委託
種子島中央くらし・しごとサ
ポートセンター

熊毛郡南種子町中之上2283（南種
子町社会福祉協議会）

0997-26-1703 0997-26-1730

29 委託
種子島中央くらし・しごとサポート
センター中種子町サテライト

熊毛郡中種子町野間6584-2（中種
子町社会福祉協議会）

0997-27-1845 0997-27-1660

30 委託
北大島くらし・しごとサポートセ
ンター

奄美市名瀬長浜町5-6社会福祉セ
ンター1階（奄美市社会福祉協議会）

0997-54-1204 0997-53-5172

31 委託
北大島くらし・しごとサポートセ
ンター大和村サテライト

大島郡大和村戸円1882番地3　（大
和村社会福祉協議会）

0997-58-3434 0997-58-3575

32 委託
北大島くらし・しごとサポートセ
ンター宇検村サテライト

大島郡宇検村湯湾2937-87（宇検村
社会福祉協議会）

0997-67-2295 0997-67-2296

33 委託
北大島くらし・しごとサポートセ
ンター瀬戸内町サテライト

大島郡瀬戸内町古仁屋船津16-1
（瀬戸内町社会福祉協議会）

0997-72-4144 0997-72-4145

34 委託
北大島くらし・しごとサポートセ
ンター龍郷町サテライト

大島郡龍郷町瀬留967（龍郷町社会
福祉協議会）

0997-62-5020 0997-62-5120

35 委託
喜界くらし・しごとサポートセン
ター

大島郡喜界町赤連22番地（喜界町
社会福祉協議会）

0997-58-5588 0997-65-0405

36 委託
徳之島くらし・しごとサポートセ
ンター

大島郡徳之島町亀津7216大島支庁
徳之島事務所内

0997-82-1122 0997-82-1123

37 委託
沖永良部くらし・しごとサポート
センター

大島郡和泊町和泊39-3（和泊町社
会福祉協議会）

0997-92-2299 0997-81-4114

38 委託
沖永良部くらし・しごとサポート
センター知名町サテライト

大島郡知名町瀬利覚287（知名町社
会福祉協議会）

0997-93-5261 0997-93-5723

39 委託
与論くらし・しごとサポートセン
ター

大島郡与論町茶花2643-3（与論町
社会福祉協議会）

0997-97-5042 0997-97-2840

日置市伊集院町下谷口1960-1 099-272-6301 099-272-6270

南さつま市加世田村原二丁目1-1 0993-53-8001 0993-53-2680

薩摩川内市隈之城町228-1 0996-23-3166 0996-20-2127

霧島市隼人町松永3320-16 0995-44-7965 0995-44-7968

鹿屋市打馬二丁目16-6 0994-52-2124 0994-52-2120

西之表市西之表7590 0997-22-0039 0997-22-0050

熊毛郡屋久島町安房650 0997-46-2024 0997-46-3522

奄美市名瀬永田町17-3 0997-57-7249 0997-57-7251

大島郡瀬戸内町古仁屋船津36 0997-72-0186 0997-72-0191

大島郡喜界町赤連2901-14 0997-65-0114 0997-65-0896

大島郡徳之島町亀津7216 0997-82-0233 0997-83-2784

大島郡和泊町手々知名134-1 0997-92-0121 0997-92-3403

大島支庁地域保健福祉課

瀬戸内事務所福祉課

喜界事務所福祉係

徳之島事務所福祉課

 沖永良部事務所総務福祉課
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鹿児島県

【参考】
地域振興局及び
支庁等の問合せ
先

 鹿児島地域振興局地域保健福祉課

 南薩地域振興局地域保健福祉課

 北薩地域振興局地域保健福祉課

 姶良・伊佐地域振興局地域保健福祉課

 大隅地域振興局地域保健福祉課

 熊毛支庁地域保健福祉課

 屋久島事務所保健福祉環境課


