子どもの発達が気になる場合の相談窓口
地域振
興局
・支庁

保健所

町村名

鹿児島市 鹿児島市

談

窓

口

代表電話

直通電話

ＦＡＸ番号

郵便番号

住

所

鹿児島市役所 母子保健課 （乳幼児相談窓口）

099-224-1111

099-216-1485

099-216-1284

８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１－１

日置市役所 健康保険課 健康増進係

099-273-2111（内線1137）

099-248-9421

099-273-3063

８９９－２５９２ 日置市伊集院町郡一丁目１００番地

いちき串木野市 いちき串木野市 福祉課 子育て支援係

0996-32-3111

0996-33-5618

0996-32-3124

８９６－８６０１ いちき串木野市昭和通１３３番地１

三島村

三島村役場 民生課

099-222-3141

－

099-219-5221

８９２－０８２１ 鹿児島市名山町１２－１８

十島村

十島村役場 住民課健康福祉室 健康係

099-222-2101（内線108）

－

099-223-6720

８９２－０８２２ 鹿児島市泉町１４番１５号

0993-22-2111（内線274・275）

－

0993-24-4342

８９１－０４９７ 指宿市十町２４２４番地

0993-72-1111（内線415・416）

0993-72-7176

0993-72-7161

８９８－００３４ 枕崎市日之出町２３１番地

0993-53-2111（内線2740）

－

0993-52-2010

８９７－８５０１ 南さつま市加世田川畑２６４１番地２

日置市
鹿児島

相

（平成26年４月１日現在）

伊集院

指宿

指宿市
枕崎市

南薩
加世田 南さつま市
南九州市

南九州市役所 健康増進課 健康推進係

0993-56-1111

0993-58-3223

0993-56-4477

８９７－０２１５ 南九州市川辺町平山６９７８番地

薩摩川内市

川内保健センター
（薩摩川内市役所 市民健康課 健康増進グループ）

0996-22-8811

－

0996-22-8038

８９５－００５５ 薩摩川内市西開聞町６番１０号

さつま町

さつま町役場 福祉課 子育て支援係

0996-53-1111（内線2133）

－

0996-52-3514

８９５－１８０３ 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５－２

阿久根市

阿久根市役所 健康増進課 保健予防係

0996-73-1211

0996-73-1228

0996-73-0297

８９９－１６９６ 阿久根市鶴見町２００番地

出水市

保健センター
（出水市役所 健康増進課 健康増進課係）

0996-63-2111

0996-63-2143

0996-62-2819

８９９－０２９２ 出水市緑町１番３号

長島町

長島町役場 保健衛生課 保健係

0996-86-1111

0996-86-1146

0996-86-0950

８９９－１４９８ 出水郡長島町鷹巣１８７５番地１

伊佐市

伊佐市役所 こども課 こども健康係

0995-23-1311

0995-23-1328

0995-22-5035

８９５－２５１１ 伊佐市大口里１８８８

霧島市

霧島市こども発達サポートセンター
（霧島市 健康増進課 発達支援グループ）

0995-45-5111

0995-64-0925

0995-64-0951

８９９－４５４２ 霧島市国分中央三丁目２番２７号

姶良市

姶良市役所 健康増進課 健康増進係

0995-66-3111

－

0995-67-0095

８９９－５４９２ 姶良市宮島町２５番地

湧水町

湧水町役場 福祉課 障害者児童福祉係

0995-74-3111（内線2114）

－

0995-74-4249

８９９－６２９２ 姶良郡湧水町木場２２２番地

曽於市

曽於市役所 保健課 健康増進係

0986-76-1111

0986-76-8806

0986-28-8140

８９９－８６９２ 曽於市末吉町二之方１９８０番地

志布志市役所 保健課 保健対策係

099-474-1111

－

099-474-2281

８９９－７４９２ 志布志市有明町野井倉１７５６番地

大崎町

大崎町役場 保健福祉課 健康増進係

099-476-1111（内線131）

－

099-476-3979

８９９－７３０５ 曽於郡大崎町仮宿１０２９番地

鹿屋市

鹿屋市役所 福祉政策課 障害者福祉係

0994-43-2111（内線３１３３）

－

0994-44-2494

８９３－８５０１ 鹿屋市共栄町２０番１号

垂水市

垂水市役所 保健福祉課 健康増進係

0994-32-1111

0994-32-1116

0994-32-6625

８９１－２１９２ 垂水市上町１１４

東串良町

東串良町役場 福祉課 国保保健衛生係

0994-63-3131

0994-63-3103

0994-63-3138

８９３－１６９３ 肝属郡東串良町川西１５４３番地

錦江町

錦江町役場 保健福祉課 （福祉チーム・保険衛生チーム） 0994-22-0511

・福祉チーム
0994-22-3042
0994-28-3367
・保険衛生チーム
0994-22-3044

８９３－２３９２ 肝属郡錦江町城元９６３番地

南大隅町

南大隅町役場 介護福祉課 福祉係

0994-24-3111

0994-24-3125

0994-24-3119

８９３－２５０１ 肝属郡南大隅町根占川北２２６

肝付町

肝付町役場 福祉課 障害福祉係

0994-65-2511

0994-65-8413

0994-65-2517

８９３－１２０７ 肝属郡肝付町新富９８番地

川薩
北薩
出水

大口

姶良・伊佐

姶良

指宿市役所 地域福祉課 障害福祉係
（指宿市子どもの発達相談窓口）
枕崎市健康センター
（枕崎市役所 健康課 健康促進係）
総合保健福祉センターふれあいかせだ
（南さつま市役所 保健課 健康増進係）

志布志 志布志市

大隅
鹿屋

地域振
興局
・支庁

保健所

町村名
西之表市

相

談

窓

口

代表電話

直通電話

ＦＡＸ番号

郵便番号

住

所

西之表市役所 福祉事務所 子育て支援係

0997-22-1111

0997-22-1266

0997-22-1021

８９１－３１９３ 西之表市西之表７６１２番地

中種子町保健センター
（中種子町役場 町民保健課 保健予防係）

0997-27-1133

－

0997-24-2020

９０１－３６０４ 熊毛郡中種子町野間６６６２番地

南種子町役場 保健福祉課 健康増進係（相談窓口）

0997-26-1111

－

0997-26-0708

８９１－３７９２ 熊毛郡南種子町中之上２７９３－１

屋久島町役場 健康増進課 健康予防対策係

0997-43-5900

－

0997-42-2732

８９１－４２０７ 熊毛郡屋久島町小瀬田４６９番地４５

奄美市

奄美市役所 福祉政策課 障害福祉係

0997-52-1111（内線1605）

－

0997-52-2784

８９４－８５５５ 奄美市名瀬幸町２５－８

大和村

大和村役場 保健福祉課 保健係 （発育・発達相談窓口） 0997-57-2111

0997-57-2218

0997-57-2161

８９４－３１９２ 大島郡大和村大和浜１００番地

龍郷町

龍郷町役場 保健福祉課 母子保健係

0997-62-3111

0997-69-4514

0997-62-2535

８９４－０１９５ 大島郡龍郷町浦１１０番地

宇検村

宇検村役場 保健福祉課 保健予防係

0997-67-2211

0997-67-2070

0997-67-2262

８９４－３３０１ 大島郡宇検村湯湾９１５番地

瀬戸内町

瀬戸内町役場 保健福祉課 予防係

0997-72-1111

0997-72-1068

0997-72-1120

８９４－１５９２ 大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３

喜界町

喜界町役場 保健福祉課 保健センター

0997-65-3522

0997-65-3522

0997-65-3523

８９１－６２０１ 大島郡喜界町湾１７４６番地

徳之島町役場 介護福祉課

0997-82-1111 （内線131）

－

0997-82-1101

８９１－７１９２ 大島郡徳之島町亀津７２０３番地

徳之島町保健センター

0997-83-3121

－

－

８９１－７１０１ 大島郡徳之島町亀津７６８１番地

天城町保健福祉センター
（天城町役場 保健福祉課 保健予防係）

0997-85-4100

0997-85-4155

0997-85-4100

８９１－７６１２ 大島郡天城町平土野７－１

伊仙町役場 保健福祉課 障害福祉係

0997-86-3111 （内線63）

－

0997-86-2064

８９１－８２９３ 大島郡伊仙町伊仙１８４２番地

0997-92-1111

0997-84-3526

0997-81-4040

８９１－９１１２ 大島郡和泊町和泊３９－３

0997-93-2075

－

0997-81-5030

８９１－９２１３ 大島郡知名町瀬利覚２１２６

0997-97-5105

－

0997-97-5110

８９１－９３０１ 大島郡与論町茶花１４９１番地

西之表 中種子町
熊毛
南種子町
屋久島 屋久島町

名瀬

大島
徳之島町

天城町
徳之島 伊仙町
和泊町
知名町
与論町

和泊町保健センター
（和泊町役場 保健福祉課 母子保健係）
保健センター
（知名町役場 保健福祉課）
与論町保健センター
（与論町役場 町民福祉課）

