鹿児島県内（かごしまけんない）の社会福祉協議会（しゃかいふくしきょうぎかい）一覧（いちらん）
地区
名
称
電話番号
鹿児島市（かごしまし）社会福祉協議会 本部
099-221-6070
新型コロナウィルス関連特例貸付（とくれいかしつけ）専用窓口
099-210-7105
鹿児島市社会福祉協議会 吉田（よしだ）支部
099-294-2754
鹿児島市社会福祉協議会 桜島（さくらじま）支部
099-293-2969
鹿児島
鹿児島市社会福祉協議会 喜入（きいれ）支部
0993-45-0221
（かごしま）
鹿児島市社会福祉協議会 松元（まつもと）支部
099-246-7211
鹿児島市社会福祉協議会 郡山（こおりやま）支部
099-298-2278
三島村（みしまむら）社会福祉協議会
099-222-3141
十島村（としまむら）社会福祉協議会
099-222-2101
指宿市（いぶすきし）社会福祉協議会 本所
0993-22-5543
指 宿
指宿市社会福祉協議会 山川（やまがわ）支所
0993-35-2260
（いぶすき）
指宿市社会福祉協議会 開聞（かいもん）支所
0993-32-4877
枕崎市（まくらざきし）社会福祉協議会
0993-72-7450
南さつま市（みなみさつまし）社会福祉協議会 本所
0993-53-5590
南さつま市社会福祉協議会 笠沙（かささ）支所
0993-63-1702
南さつま市社会福祉協議会 大浦（おおうら）支所
0993-62-4167
川 辺
南さつま市社会福祉協議会 坊津（ぼうのつ）支所
0993-67-0176
（かわなべ）
南さつま市社会福祉協議会 金峰（きんぽう）支所
0993-77-1122
南九州市（みなみきゅうしゅうし）社会福祉協議会 本所
0993-83-3961
南九州市社会福祉協議会 川辺（かわなべ）支所
0993-56-5450
南九州市社会福祉協議会 頴娃（えい）支所
0993-36-1257
日置市社会福祉協議会 本所
099-246-8561
日置市社会福祉協議会 伊集院（いじゅういん）支所
099-272-2306
日置市社会福祉協議会 東市来（ひがしいちき）支所
099-274-6565
日 置
（ひおき）
日置市社会福祉協議会 吹上（ふきあげ）支所
099-296-5257
いちき串木野市（いちきくしきのし）社会福祉協議会 本所
0996-32-3183
いちき串木野市社会福祉協議会 市来（いちき）支所
0996-36-4558
薩摩川内市（さつませんだいし）社会福祉協議会 本所
0996-22-2355
薩摩川内市社会福祉協議会 樋脇（ひわき）支所
0996-38-1166
薩摩川内市社会福祉協議会 入来（いりき）支所
0996-44-3731
薩摩川内市社会福祉協議会
東郷（とうごう）支所
0996-42-1872
川 薩
（せんさつ） 薩摩川内市社会福祉協議会 祁答院（けどういん）支所
0996-55-1610
薩摩川内市社会福祉協議会 上甑（かみこしき）支所
09969-3-2880
薩摩川内市社会福祉協議会 下甑（しもこしき）支所
09969-5-1510
さつま町社会福祉協議会
0996-52-1123
阿久根市（あくねし）社会福祉協議会
0996-72-3800
出水市（いずみし）社会福祉協議会 本所
0996-63-2140
出水市社会福祉協議会
野田（のだ）支所
0996-84-2066
出 水
（いずみ） 出水市社会福祉協議会 高尾野（たかおの）支所
0996-82-4850
長島町（ながしまちょう）社会福祉協議会 本所
0996-86-0190
長島町社会福祉協議会 指江（さすえ）支所
0996-88-5867
伊佐市（いさし）社会福祉協議会
0995-26-4120
伊佐市社会福祉協議会 大口（おおくち）支所
0995-23-0011
伊 佐
霧島市社会福祉協議会
本所
0995-45-1557
姶 良
（あいら
霧島市社会福祉協議会 隼人（はやと）支所
0995-42-2256
いさ）
霧島市社会福祉協議会 溝辺（みぞべ）支所
0995-59-2101
霧島市社会福祉協議会 横川（よこがわ）支所
0995-72-9717

地区

伊 佐
姶 良
（あいら
いさ）

曽 於
（そお）

肝 属
（きもつき）

熊 毛
（くまげ）

大 島
（おおしま）

名
称
霧島市社会福祉協議会 牧園（まきぞの）支所
霧島市社会福祉協議会 霧島（きりしま）支所
霧島市社会福祉協議会 福山（ふくやま）支所
姶良市（あいらし）社会福祉協議会 本所
姶良市社会福祉協議会 加治木（かじき）支所
姶良市社会福祉協議会 蒲生（かもう）支所
湧水町（ゆうすいちょう）社会福祉協議会 本所
湧水町社会福祉協議会 栗野（くりの）事業所
曽於市社会福祉協議会 本所
曽於市社会福祉協議会 大隅（おおすみ）支所
曽於市社会福祉協議会 末吉（すえよし）支所
志布志市（しぶしし）社会福祉協議会 本所
志布志市社会福祉協議会 松山（まつやま）支所
志布志市社会福祉協議会 有明（ありあけ）支所
大崎町（おおさきちょう）社会福祉協議会
垂水市（たるみずし）社会福祉協議会
鹿屋市（かのやし）社会福祉協議会 本所
鹿屋市社会福祉協議会 本所分室
鹿屋市社会福祉協議会 輝北（きほく）支所
鹿屋市社会福祉協議会 串良（くしら）支所
鹿屋市社会福祉協議会 吾平（あいら）支所
東串良町（ひがしくしらちょう）社会福祉協議会
錦江町（きんこうちょう）社会福祉協議会 本所
錦江町社会福祉協議会 田代（たしろ）支所
南大隅町（みなみおおすみちょう）社会福祉協議会 本所
南大隅町社会福祉協議会 佐多（さた）支所
肝付町（きもつきちょう）社会福祉協議会 本所
肝付町社会福祉協議会 内之浦（うちのうら）事業所
肝付町社会福祉協議会 高山（こうやま）事業所
西之表市（にしのおもてし）社会福祉協議会
中種子町（なかたねちょう）社会福祉協議会
南種子町（みなみたねちょう）社会福祉協議会
屋久島町（やくしまちょう）社会福祉協議会 本所
屋久島町社会福祉協議会 尾之間（おのま）支所
奄美市（あまみし）社会福祉協議会 本所
奄美市社会福祉協議会 住用（すみよう）支所
奄美市社会福祉協議会 笠利（かさり）支所
大和村（やまとそん）社会福祉協議会
宇検村（うけんそん）社会福祉協議会
瀬戸内町（せとうちちょう）社会福祉協議会
龍郷町（たつごうちょう）社会福祉協議会
喜界町（きかいちょう）社会福祉協議会
徳之島町（とくのしまちょう）社会福祉協議会
天城町（あまぎちょう）社会福祉協議会
伊仙町（いせんちょう）社会福祉協議会
和泊町（わどまりちょう）社会福祉協議会
知名町（ちなちょう）社会福祉協議会
与論町（よろんちょう）社会福祉協議会

電話番号
0995-76-2160
0995-64-8086
0995-56-2150
0995-65-7757
0995-62-2041
0995-52-1400
0995-75-2200
0995-54-1699
0986-72-0460
099-482-3013
0986-76-2224
099-472-1800
099-487-2001
099-474-0310
099-476-3663
0994-32-6277
0994-44-2951
0994-42-7188
099-486-0777
0994-31-4400
0994-58-8860
0994-63-4760
0994-22-2000
0994-28-2733
0994-24-4218
0994-28-4030
0994-68-8188
0994-31-6333
0994-65-3350
0997-22-0506
0997-27-1845
0997-26-1703
0997-42-2711
0997-47-3232
0997-52-7601
0997-69-2190
0997-63-2529
0997-58-3434
0997-67-2295
0997-72-4144
0997-62-5020
0997-65-0887
0997-83-1205
0997-85-5093
0997-86-4194
0997-92-2299
0997-93-5261
0997-97-5042

