
【市町村担当窓口，地域包括支援センター一覧表】
H30.4.1現在

部署名 電話番号 施設名 住　　所 電話番号

鹿児島市地域包括支援センター
中央

鹿児島市城南町32-11 099-219-4061

鹿児島市地域包括支援センター
上町

鹿児島市大竜町3-17 099-219-4815

鹿児島市地域包括支援センター
鴨池北

鹿児島市鴨池2-25-1-11 099-812-8825

鹿児島市地域包括支援センター
鴨池南

鹿児島市新栄町1-11 099-813-0880

鹿児島市地域包括支援センター
城西

鹿児島市薬師1-16-9 099-813-0130

鹿児島市地域包括支援センター
武・田上

鹿児島市田上3-13-2 099-284-0620

鹿児島市地域包括支援センター
谷山北

鹿児島市自由ヶ丘1-1-8 099-284-5320

鹿児島市地域包括支援センター
谷山中央

鹿児島市谷山中央3-383-18 099-263-6260

鹿児島市地域包括支援センター
谷山南

鹿児島市坂之上2-17-1 099-297-5301

鹿児島市地域包括支援センター
伊敷台

鹿児島市伊敷台2-17-15 099-218-8760

鹿児島市地域包括支援センター
西伊敷

鹿児島市西伊敷3-16-18 099-295-4007

鹿児島市地域包括支援センター
吉野

鹿児島市吉野町3046 099-295-7301

鹿児島市地域包括支援センター
桜島

鹿児島市桜島藤野町1456-1
（桜島地区保健センター内）

099-245-2525

鹿児島市地域包括支援センター
吉田

鹿児島市本城町1687-2
（吉田福祉センター2階）

099-293-7655

鹿児島市地域包括支援センター
郡山

鹿児島市郡山町141
（郡山地区保健センター１階）

099-245-6601

鹿児島市地域包括支援センター
松元

鹿児島市上谷口町2883
（松元支所3階）

099-278-7131

鹿児島市地域包括支援センター
喜入

鹿児島市喜入町7000
（喜入支所2階）

099-343-5131

基幹型地域包括支援センター 鹿屋市吾平町麓51-1 0994-45-6969

寿８丁目サブセンター 鹿屋市寿8丁目21-2 0994-40-3751

大浦サブセンター 鹿屋市大浦町14028-6 0994-40-9855

吾平サブセンター 鹿屋市吾平町麓3811-2 0994-58-5900

下祓川サブセンター 鹿屋市下祓川町1800 0994-40-8333

串良サブセンター 鹿屋市串良町下小原3103-2 0994-62-8871

大姶良サブセンター 鹿屋市大姶良町226 0994-48-2800

輝北サブセンター 鹿屋市輝北町市成1177 099-485-1185

花岡サブセンター 鹿屋市花岡町3979-1 0994-46-5151

寿２丁目サブセンター 鹿屋市寿２丁目2-1 0994-41-2431

3 枕崎市

福祉課  高齢者介護保険係

地域包括ケア推進課
　　地域包括支援センター

0993-72-1111
（内線131,463）

枕崎市地域包括支援センター 枕崎市千代田町27
0993-72-1111
（内線463）

4 阿久根市
介護長寿課
高齢者支援係

0996-73-1211
（内線1414）

阿久根市地域包括支援センター 阿久根市鶴見町200
0996-73-1211
(内線1451）

いきいき長寿課
高齢者支援係

0996-63-4046

いきいき長寿課
地域包括ケア推進係

0996-63-4053

6 指宿市
長寿介護課
高齢者支援係

0993-22-2111
（内線252･260）

指宿市地域包括支援センター 指宿市十町2424
0993-22-2111

（内線252･260）

7 西之表市
高齢者支援課
高齢者支援係

0997-22-1111
（内線330）

西之表市地域包括支援センター 西之表市西之表7612 0997-23-5225

8 垂水市 福祉課
0994-32-1111
（内線125）

垂水市地域包括支援センター 垂水市錦江町1番地140 0994-32-5111

5 出水市 出水市地域包括支援センター

鹿児島市
すこやか長寿部長寿あんしん課
地域包括ケア推進係 099-216-1186

出水市緑町1-3 0996-63-4053

番号 市町村名
高齢者虐待に係る市町村担当窓口 地域包括支援センター設置状況

2 鹿屋市
高齢福祉課
在宅福祉係

0994-31-1116
（課直通）
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9 薩摩川内市
障害・社会福祉課
相談支援グループ

0996-23-5111
（内線2134）

薩摩川内市地域包括支援センター 薩摩川内市永利町4107番地1 0996-24-3331

10 日置市
介護保険課
地域包括ケア推進係

099-248-9423
(係直通)

日置市地域包括支援センター 日置市伊集院町郡1-100 099-248-9423

財部支所福祉課
福祉事務所高齢者福祉係

0986-72-0936

本庁介護福祉課
地域包括支援センター

0986-76-8807
0986-76-8824

大隅支所保健福祉課
福祉係

099-482-5925

12 霧島市
長寿・障害福祉課
長寿福祉グループ

0995-45-5111
（内線2132）

霧島市地域包括支援センター 霧島市国分中央3-9-20 0995-48-7979

13
いちき
串木野市

福祉課
高齢障害係

0996-33-5619
いちき串木野市
地域包括支援センター

いちき串木野市湊町１丁目１番地 0996-21-5172

福祉課
社会係

0993-53-2111
（内線2721）

介護支援課介護給付係
0993-53-2111
（内線2168）

15 志布志市
福祉課
社会福祉係

099-474-1111
（内線172）

志布志市地域包括支援センター 志布志市志布志町志布志2-1-1
099-472-1111
(内線270･271)

高齢者福祉課
生きがい推進係

0997-52-1111（内線1695）
奄美市
名瀬地域包括支援センター

奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111（内1695）

いきいき健康課
介護福祉係

0997-63-2299
奄美市
笠利地域包括支援センター

奄美市笠利町大字中金久45 0997-63-2299

市民福祉課
福祉係

0997-69-2111
奄美市
住用地域包括支援センター

奄美市住用町大字西仲間111 0997-69-2111

長寿介護課
介護保険係

高齢者福祉係

介護予防支援係

0995-23-1311
(内線1222・1223）

伊佐市
大口地域包括支援センター

伊佐市大口里1888 0995-23-2377

0995-23-1311
(内線2173・2174）

伊佐市
菱刈地域包括支援センター

伊佐市菱刈前目2106 0995-23-1307

19 姶良市
長寿・障害福祉課
長寿福祉係
地域包括支援センター

0995-66-3111
（内線166）

姶良市地域包括支援センター 姶良市宮島町25番地 0995-64-5537

20 三島村
民生課
老人福祉係

099-222-3141 三島村地域包括支援センター 鹿児島郡三島村大字硫黄島90 099-222-3141

21 十島村
住民課
介護係

099-222-2101 十島村地域包括支援センター 鹿児島市泉町14-15 099-222-2101

22 さつま町
高齢者支援課
高齢者支援係

0996-53-1111
（内線2171）

さつま町地域包括支援センター
薩摩郡さつま町宮之城屋地
2030

0996-52-4690

23 長島町
福祉事務所
介護環境課

0996-86-1146
0996-86-1153

長島町地域包括支援センター 出水郡長島町鷹巣1875-1 0996-86-1153

24 湧水町
福祉課
社会福祉係

0995-74-3111 湧水町地域包括支援センター 姶良郡湧水町木場222 0995-74-3111

25 大崎町
保健福祉課
介護福祉係

099-476-1111
（内線143）

大崎町地域包括支援センター 曽於郡大崎町仮宿1029番地 099-471-7828

26 東串良町
福祉課
福祉係

0994-63-3103 東串良町地域包括支援センター 肝属郡東串良町池之原2157 0994-63-0930

南九州市川辺町平山3234 0993-56-1111

18 伊佐市
長寿介護課
地域包括支援係
高齢者支援係

17 南九州市 0993-56-1111 南九州市地域包括支援センター

16 奄美市

曽於市末吉町二之方2342-2 0986-76-8824

14 南さつま市 南さつま市地域包括支援センター

11 曽於市 曽於市地域包括支援センター

南さつま市加世田川畑2650-1 0993-58-2662
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27 錦江町
保健福祉課
地域包括支援センター

0994-22-3030 錦江町地域包括支援センター 肝属郡錦江町城元963 0994-22-3030

28 南大隅町
介護福祉課
福祉係

0994-24-3126
（内線133）

南大隅町地域包括支援センター 肝属郡南大隅町根占川北226
0994-24-3126（内線135）
 0994-28-1333（ 直通 ）

29 肝付町
福祉課
福祉推進係

0994-65-8413 肝付町地域包括支援センター 肝属郡肝付町新富98 0994-65-8419

福祉環境課
福祉係

0997-27-1111
（内線281）

中種子町地域包括支援セン
ター

0997-27-1111
（内線296）

保健福祉課
福祉年金係

0997-26-1111

保健福祉課内（南種子町地域
包括支援センター）

0997-26-2035

屋久島町
北部地域包括支援センター

熊毛郡屋久島町宮之浦1593

屋久島町
南部地域包括支援センター

熊毛郡屋久島町尾之間157

33 大和村 保健福祉課 0997-57-2218 大和村地域包括支援センター 大島郡大和村大和浜100 0997-57-2218

34 宇検村 保健福祉課 0997-67-2212 宇検村地域包括支援センター 大島郡宇検村湯湾915 0997-67-2212

保健福祉課
地域支援係
（地域包括支援センター）

0997-72-1153 瀬戸内町地域包括支援センター 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 0997-72-1153

介護福祉係 0997-73-1766 加計呂麻園地域包括支援センター 大島郡瀬戸内町伊子茂187-1 0997-73-2062

36 龍郷町
保健福祉課
高齢者福祉係

0997-62-3111 龍郷町地域包括支援センター 大島郡龍郷町浦110 0997-62-3111

37 喜界町
保健福祉課
地域包括支援センター

0997-65-3522 喜界町地域包括支援センター 大島郡喜界町湾1746番地 0997-65-3522

39 天城町
保健福祉課

0997-85-5267 天城町地域包括支援センター 大島郡天城町平土野2691-1 0997-85-5267

41 和泊町
保健福祉課
地域包括支援センター

0997-92-1651 和泊町地域包括支援センター 大島郡和泊町和泊12-2 0997-92-1651

42 知名町
保健福祉課
地域包括支援センター

0997-81-5511 知名町地域包括支援センター 大島郡知名町知名411 0997-81-5511

43 与論町
町民福祉課
地域包括支援センター

0997-97-5105 与論町地域包括支援センター 大島郡与論町茶花1497 0997-97-5105

大島郡伊仙町伊仙1842 0997-81-7878

0997-82-1111

40 伊仙町 保健福祉課 0997-86-3111 伊仙町地域包括支援センター

徳之島町地域包括支援センター 大島郡徳之島町亀津7203

0997-43-5900

35 瀬戸内町

38 徳之島町 介護福祉課 0997-82-1111

0997-26-2035

32 屋久島町
福祉事務所
福祉係

0997-46-2235

熊毛郡中種子町野間5186番地
0997-27-1223（直通）

0997-27-1111（内線296）

31 南種子町 南種子町地域包括支援センター 熊毛郡南種子町中之上2793-1

30 中種子町 中種子町地域包括支援センター


