
令和３年６月現在

鹿児島市

鹿屋市

枕崎市

阿久根市

出水市

指宿市

西之表市

垂水市

薩摩川内市

日置市

曽於市

霧島市

いちき串木野
市

南さつま市

志布志市

奄美市

南九州市

伊佐市

姶良市

三島村

十島村

さつま町

長島町

湧水町

大崎町

東串良町

錦江町

南大隅町

肝付町

中種子町

南種子町

屋久島町

大和村

宇検村

瀬戸内町

龍郷町

喜界町

徳之島町

天城町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町
町民福祉課　障害福祉係

0997-97-4930
〒891-9301

大島郡与論町茶花1418番地1
町民福祉課　保健センター

0997-97-5105
〒891-9301

大島郡与論町茶花1491

育成医療申請及び相談窓口

保健福祉課　障害福祉係
0997-84-3517

〒891-9112
大島郡和泊町和泊10番地

保健福祉課　母子保健係
0997-84-3526

〒891-9112
大島郡和泊町和泊10番地

保健福祉課
0997-84-3153

〒891-9295
大島郡知名町知名307

保健福祉課　保健センター
0997-93-2075

〒891-9213
大島郡知名町瀬利覚2126

長寿子育て課　社会福祉係
0997-85-5333

〒891-7612
大島郡天城町平土野2691-1

けんこう増進課　保健センター
0997-85-4100

〒891-7611
大島郡天城町天城431

地域福祉課障害福祉係
0997-86-3111（内40）

〒891-8293
大島郡伊仙町伊仙1842

子育て支援課母子保健係
0997-86-3111（内72）

〒891-8293
大島郡伊仙町伊仙1842

保健福祉課・福祉係
0997－65－3685

〒891-6292
大島郡喜界町湾1746

保健福祉課・健康増進係
0997－65－3522

〒891-6292
大島郡喜界町湾1746

徳之島町役場
（介護福祉課・福祉係・0997-82-1111）

〒891-7101
大島郡徳之島町亀津7203

徳之島町保健センター
（健康増進課・保健予防係・0997-83-3121）

〒891-7101
大島郡徳之島町亀津7681

保健福祉課保健福祉係
0997-72-1068

〒894-1592
大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

保健福祉課保健予防係
0997-72-1068

〒894-1592
大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

子ども子育て応援課　児童福祉係
0997-69－4555

〒894-0104
大島郡龍郷町浦110

子ども子育て応援課・母子保健係
0997-69－4555

〒894-0104
大島郡龍郷町浦110

保健福祉課　福祉係
0997-57-2218

〒894-3192
大島郡大和村大和浜100番地

保健福祉課　福祉係
0997-57-2218

〒894-3192
大島郡大和村大和浜100番地

保健福祉課・障がい福祉係
0997-67-2211

〒894-3392
大島郡宇検村湯湾915

保健福祉課・母子保健係
0997-67-2211

〒894-3392
大島郡宇検村湯湾915

保健福祉課　福祉年金係
0997-26-1111

〒891-3792
熊毛郡南種子町中之上2793-1

保健福祉課　健康保険係
0997-26-1111

〒891-3792
熊毛郡南種子町中之上2793-1

福祉支援課　福祉係
0997－43－5900

〒891-4207
熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20

福祉支援課　子育て支援係
0997－43－5900

〒891-4207
熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20

福祉課　障害福祉係
0994-65-8413

〒893-1207
肝属郡肝付町新富98番地

健康増進課　健康増進係
0994-65-2564

〒893-1207
肝属郡肝付町新富98番地

福祉環境課　福祉係
0997-27-1111

〒891-3692
熊毛郡中種子町野間5186番地

町民保健課　保健予防係
（中種子町保健センター）

0997-27-1133

〒891-3604
熊毛郡中種子町野間6662番地

介護福祉課　福祉チーム
0994-22-3042

〒893-2392
肝属郡錦江町城元963番地

健康保険課　健康増進チーム
0994-22-3044

〒893-2392
肝属郡錦江町城元963番地

介護福祉課　福祉係
0994-24-3126

〒893-2501
肝属郡南大隅町根占川北226

町民保健課　保健衛生係
0994-24-3388

〒893-2501
肝属郡南大隅町根占川北226

保健福祉課　障害福祉係
099-476-1111

〒899-7305
曽於郡大崎町仮宿1029

保健福祉課　健康増進係
099-476-1111

〒899-7305
曽於郡大崎町仮宿1029

福祉課・福祉係
0994-63-3103

〒893-1693
肝属郡東串良町川西1543番地

福祉課・国保保健衛生係
0994-63-3103

〒893-1693
肝属郡東串良町川西1543番地

福祉事務所　障害福祉係
0996-86-1146

〒899-1401
出水郡長島町鷹巣1875-1

町民保健課　保健予防係
0996-86-1157

〒899-1401
出水郡長島町鷹巣1875-1

長寿福祉課障害者福祉係
0995-74-3111(内線：2115)

〒899-6201
姶良郡湧水町木場222

健康増進課　母子保健係
0995-74-3111

〒899-6201
姶良郡湧水町木場222

住民課・福祉係
099-222-2101

〒892-0822
鹿児島市泉町14-15

住民課・子ども係
099-222-2101

〒892-0822
鹿児島市泉町14-15

保健福祉課　福祉係
0996-53-1111

〒895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2

子ども支援課　子ども健康係
0996-53-1111

〒895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2

長寿障害福祉課　障害者福祉係
0995-66-3251

〒899-5492
姶良市宮島町25番地

健康増進課　母子保健係
0995-66-3293

〒899-5492
姶良市宮島町25番地

民生課
099-222-3141

〒892-0821
鹿児島市名山町12番18号

民生課
099-222-3141

〒892-0821
鹿児島市名山町12番18号

福祉課　障害福祉係
0993-56-1111

〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地

健康増進課　健康推進係
0993－58－7221

〒897-0302
南九州市知覧町郡17530

福祉課・障がい者支援係
0995-23-1311

〒895-2511
伊佐市大口里1888番地

こども課こども健康係
0995-23-1311

〒895-2511
伊佐市大口里1888番地

福祉課　障害福祉係
099-474-1111

〒899-7492
志布志市有明町野井倉1756番地

保健課　健康支援係
099-474-1111

〒899-7492
志布志市有明町野井倉1756番地

福祉政策課　障害福祉係
0997-69-3025

〒894-0025
奄美市名瀬幸町25-8

健康増進課　保健係
0997-52-1119

〒894-0025
奄美市名瀬幸町25-8

福祉課　障がい者支援係
0996-33-5652

〒896-0026
いちき串木野市昭和通133番地1

子どもみらい課子育て健康係
0996-24-8310

〒896-0035
いちき串木野市新生町183-3

福祉課障害福祉係
0993-76－1537

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地

子ども未来課　母子保健係
0993-76－1541

〒897-8501
南さつま市加世田川畑2648番地

福祉事務所　社会福祉係
TEL:0986-72-0936

〒899-4192
曽於市財部町南俣11275番地

保健課　子育て応援係
TEL:0986-76-8806

〒899-8692
曽於市末吉町二之方1980番地

長寿・障害福祉課　障害福祉グループ
0995-45-5111

〒899-4394
霧島市国分中央３丁目45-1

すこやか保健センター
0995-42-1159

〒899-5192
霧島市隼人町内山田1丁目10-33

障害・社会福祉課
障害福祉グループ

0996-23-5111

〒895-8650
薩摩川内市神田町3番22号

市民健康課
健康増進第1・2グループ

0996-22-8811

〒895-8790
薩摩川内市西開聞町6番10号

福祉課障害福祉係
099-248-9416

〒899-2504
日置市伊集院町郡1丁目100番地

健康保健課健やか母子係
099-248-9421

〒899-2504
日置市伊集院町郡1丁目100番地

福祉事務所　社会福祉係
0997-22-1266

〒891-3193
西之表市西之表7612

健康保険課　健康増進係
0997-24-3233

〒891-3193
西之表市西之表7612

福祉課・障害福祉係
0994-32-1115

〒891-2192
垂水市上町１１４番地

保健課・健康増進係
0994-32-1116

〒891-2192
垂水市上町１１４番地

保健福祉部
福祉課　障害福祉係

0996-63-4045

〒899-0201
出水市緑町１番３号

保健福祉部
健康増進課　母子保健係

0996-63-2143

〒899-0201
出水市緑町５０番１号

地域福祉課・障害福祉係
0993-22-2111

〒891-0497
指宿市十町2424番地

健康増進課・健康指導係
0993-22-2111

〒891-0497
指宿市十町2424番地

福祉課　障害福祉係
0993-72-1111（内線470）

〒898-0012
枕崎市千代田町27

健康課　健康促進係
0993-72-7176

〒898-0034
枕崎市日之出町231

福祉課福祉係
0996-73-1240

〒899-1696
阿久根市鶴見町200

健康増進課　保健予防係
0996-73-1228

〒899-1696
阿久根市鶴見町200

福祉政策課障害者福祉政策係
0994-31-1113

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番１号

健康増進課　母子保健係
0994-41-2110

〒893-0007
鹿屋市北田町11-6

市町村名

育成医療申請等受付事務 治療や生活，育児等の相談支援

窓口担当部署
（課名・係名・電話番号）

郵便番号・住所
窓口担当部署

（課名・係名・電話番号）
郵便番号・住所

母子保健課
099-216-1485

〒892-8677
鹿児島市山下町１１－１

各保健センター
保健福祉課

鹿児島市内10か所


