
【本表についてのお問い合わせ先及び上記以外の国等の業務に係る相談】 
  総務省 鹿児島行政評価事務所 行政相談課  電話：099－224－3247 

 

鹿児島県内における「口蹄疫」に関する国等の主な相談窓口一覧 （平成 22年６月２日現在） 

総務省 鹿児島行政評価事務所 

○ 国等の主な相談窓口 

区

分 
関係機関 担当部署・課 主な相談内容 電話番号 受付時間 備  考 

国 

熊本国税局 

伊集院税務署 総務課 

申告期限の延長、納税の

猶予、義援金による寄附

金控除などに関する相談 

099-273-2541 
８:30～17：00 

（土、日、祝日除く） 

 

１ 所在地を管轄する税 

務署へお電話いただきま

すようお願いします。 

２ 税務署におかけいた

だいたお電話は、自動音

声案内によりご案内して

おります。 

日置市、いちき串木野市 

出水税務署 総務課 0996-62-0200 阿久根市、出水市、長島町 

指宿税務署 総務課 0993-22-2548 指宿市 

大島税務署 総務課 0997-52-4321 奄美市、大島郡 

大隅税務署 総務課 099-482-0007 曽於市、志布志市、大崎町 

鹿児島税務署 総務課 099-255-8111 鹿児島市、三島村、十島村 

加治木税務署 総務課 0995-62-2161 霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町 

鹿屋税務署 総務課 0994-42-3127 鹿屋市、垂水市、肝属郡 

川内税務署 総務課 0996-22-2830 薩摩川内市、さつま町 

種子島税務署 総務課 0997-22-0440 西之表市、熊毛郡 

知覧税務署 総務課 0993-83-2411 枕崎市、南さつま市、南九州市 

鹿児島労働局 

総務部 企画室 

解雇や失業などの労働問

題や雇用調整助成金制度

に関する相談 

099-223-8239 
８:30～17:15 

（土、日、祝日除く） 
― 

助成金コーナー 
雇用調整助成金制度に関

する相談 
099-219-5101 

  



【本表についてのお問い合わせ先及び上記以外の国等の業務に係る相談】 
  総務省 鹿児島行政評価事務所 行政相談課  電話：099－224－3247 

  

区

分 
関係機関 担当部署・課 主な相談内容 電話番号 受付時間 備  考 

国 

鹿児島労働局 
ハ ロ ー

ワーク 

鹿児島 

雇用調整助成金制度に関

する相談 

099-250-6091 

８:30～17:15 

（土、日、祝日除く） 

鹿児島市、三島村、十島村 

川内 0996-22-8609 薩摩川内市 

鹿屋 0994-42-4135 鹿屋市、垂水市、肝属郡 

国分 0995-45-5311 霧島市、姶良市 

加世田 0993-53-5111 
南さつま市、枕崎市、南九州市（知

覧町、川辺町） 

伊集院 099-273-3161 日置市、いちき串木野市 

大隅 099-482-1265 曽於市、志布志市、大崎町 

出水 0996-62-0685 出水市、阿久根市、長島町 

名瀬 0997-52-4611 奄美市、大島郡 

指宿 0993-22-4135 指宿市、南九州市（頴娃町） 

熊毛 0997-22-1318 西之表市、熊毛郡 

宮之城 0996-53-0153 さつま町 

大口 0995-22-8609 伊佐市、湧水町 

鹿児島農政事務所 

表示・規格課 
・口蹄疫について 

・口蹄疫発生に伴う関連

対策について 

・食肉等の安全性に係る

消費者相談について 

・小売店の不適切な表示

等について 

099-222-0121（代） ８:30～17:15 ― 消費生活課 

安全管理課 

九州経済産業局 中小企業課 
口蹄疫の影響による中小

企業者の経営等の相談 
092-482-5447 

９:00～18:00 

（土、日、祝日除く） 
― 



【本表についてのお問い合わせ先及び上記以外の国等の業務に係る相談】 
  総務省 鹿児島行政評価事務所 行政相談課  電話：099－224－3247 

区

分 
関係機関 担当部署・課 主な相談内容 電話番号 受付時間 備  考 

特

殊 

法

人 

日本 

政策 

金融 

公庫 

国民生

活事業 

鹿児島支店 

小規模企業の融資相談 

099-224-1241 

９:00～16:00 

（土、日、祝日除く） 

 

鹿屋支店 0994-42-5141 
 

川内支店 0996-20-2191  

中小企

業事業 
鹿児島支店 

中小企業向けの長期事業

資金の融資 
099-223-2221 

 

農林水

産事業 
鹿児島支店 

公庫資金のご融資やご返

済に関する相談 
0120-911725 

 

関

係

団

体 

(株)商工組合中央金庫 鹿児島支店 

中小企業支援対策相談 

099-223-4101 ９:00～17:00 17:00～19:00 電話受付 

鹿児島県信用保証協会 099-223-0273 ９:00～17:15  

 指宿商工会議所 0993-22-2473 ８:30～17:15 

鹿児島商工会議所 099-225-9500 ８:30～17:30 水のみ 18:00～20:00も受付 

川内商工会議所 0996-22-2267 ８:30～17:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）いずれも土、日、祝日除く 

鹿屋商工会議所 0994-42-3135 ８:30～17:30 

枕崎商工会議所 0993-72-3341 ８:30～17:15 

阿久根商工会議所 0996-72-1185 ８:30～17:00 

奄美大島商工会議所 0997-52-6111 ８:30～17:00 

南さつま商工会議所 0993-53-2244 ８:30～17:15 

出水商工会議所 0996-62-1337 ８:30～17:00 

いちき串木野商工会議所 0996-32-2049 ８:30～17:20 

霧島商工会議所 0995-45-2552 ８:30～17:00 

鹿児島県商工会連合会 099-226-3773 ８:30～17:15 

鹿児島県中小企業団中央会 099-222-9258 ８:30～17:00 



【本表についてのお問い合わせ先及び上記以外の国等の業務に係る相談】 
  総務省 鹿児島行政評価事務所 行政相談課  電話：099－224－3247 

 

○ 県の主な相談窓口 

区

分 
関係機関・担当部署・課 主な相談内容 電話番号 受付時間 備  考 

県 

農政部 食の安全推進課 牛肉・牛乳等の食品の安全

に関する相談 

099-286-2885 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８:30～17:15 

（土、日、祝日除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農政部 畜産課 099-286-3216  

鹿児島中央家畜保健衛生所 

家畜の疾病に関する相談 

099-274-7555 
鹿児島市、日置市、いちき串木野

市、三島村、十島村 

鹿児島中央家畜保健衛生所 熊毛支所  0997-27-0036 西之表市、熊毛郡 

鹿児島中央家畜保健衛生所 大島支所  0997-63-0045 
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内

町、龍郷町、喜界町 

鹿児島中央家畜保健衛生所 徳之島支所 0997-83-0074 
徳之島町、 天城町、伊仙町、和泊

町、知名町、与論町 

南薩家畜保健衛生所 0993-83-2156 
枕崎市、指宿市、南さつま市、南

九州市 

北薩家畜保健衛生所 0996-22-2184 
薩摩川内市、阿久根市、 出水市、

さつま町、長島町 

姶良家畜保健衛生所 0995-62-3070 伊佐市、霧島市、姶良市、湧水町 

曽於家畜保健衛生所 0994-87-2351 曽於市、志布志市、大崎町 

肝属家畜保健衛生所 0994-43-2515 鹿屋市、垂水市、肝属郡 

農政部 畜産課 衛生環境係 099-286-3224 鹿児島県 



【本表についてのお問い合わせ先及び上記以外の国等の業務に係る相談】 
  総務省 鹿児島行政評価事務所 行政相談課  電話：099－224－3247 

区

分 
関係機関・担当部署・課 主な相談内容 電話番号 受付時間 備  考 

県 

鹿児島地域振興局 

    県税管理課・課税課 

県税の納税の猶予や分割

納付に関する相談 

099-223-0161 

８:30～17:15 

（土、日、祝日除く） 

鹿児島市、日置市、いちき串木野

市、三島村、十島村 

南薩地域振興局 県税課 0993-53-3111 
枕崎市、指宿市、南さつま市、南

九州市 

北薩地域振興局 県税課 0996-23-5151 
阿久根市、出水市、薩摩川内市、

さつま町、長島町 

姶良・伊佐地域振興局 県税課 0995-63-3111 霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町 

大隅地域振興局 県税課 0994-43-3121 
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志

市、大崎町、肝属郡 

熊毛支庁 県税課 0997-22-1131 西之表市、熊毛郡 

大島支庁 県税課 0997-53-1111 奄美市、大島郡 

総務部 税務課 099-286-2196 鹿児島県 

鹿児島地域振興局 農政普及課 

口蹄疫発生に伴い被害を

受けた畜産農家への融資

に関する相談 

099-223-0161 
鹿児島市、日置市、いちき串木野

市、三島村、十島村 

南薩地域振興局 農政普及課 0993-53-3111 
枕崎市、指宿市、南さつま市、南

九州市 

北薩地域振興局 農政普及課 0996-23-5151 
阿久根市、出水市、薩摩川内市、

さつま町、長島町 

姶良・伊佐地域振興局 農政普及課 0995-63-3111 霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町 

大隅地域振興局 農政普及課 0994-43-3121 
鹿屋市、垂水市、志布志市、大崎

町、肝属郡 



【本表についてのお問い合わせ先及び上記以外の国等の業務に係る相談】 
  総務省 鹿児島行政評価事務所 行政相談課  電話：099－224－3247 

区

分 
関係機関・担当部署・課 主な相談内容 電話番号 受付時間 備  考 

県 

曽於畑地かんがい農業推進センター 

    畑かん営農推進課 口蹄疫発生に伴い被害を

受けた畜産農家への融資

に関する相談 

099-482-2547 

８:30～17:15 

（土、日、祝日除く） 

曽於市 

熊毛支庁 農政普及課 0997-22-1131 西之表市、熊毛郡 

大島支庁 農政普及課 0997-53-1111 奄美市、大島郡 

農政部 農業経済課 家畜共済に関する相談 099-286-3134  

保健福祉部 社会福祉課 口蹄疫による被害を受けた

県内畜産農家に対する義援

金に関する相談 

099-286-2824 
 

農政部 畜産課 099-286-3216 

農政部 畜産課 
ふるさと納税による口蹄

疫支援に関する相談 
099-286-3216  

商工労働水産部 経営金融課 

口蹄疫により経営に影響を

受けている中小企業者への

金融支援に関する相談 

099-286-2946  

 


