国の行政機関等における相談窓口一覧
【行政機関】
機関名

（平成30年2月1日現在）
所在地

相談内容

開設日、時間

相談方法、電話番号等

鹿児島行政監視行政相談 〒892-0816
センター
鹿児島市山下町13-21
〔主任行政相談官室〕 鹿児島合同庁舎

国の行政機関の業務、独立行政法人、 平日
特殊法人及び認可法人（国の出資比率が 8時30分～17時15分
1/2以上、かつ、国の補助に係る業務を
行うものに限る。）の業務、地方公共団 ※ 上記時間外は、留守番電話
体の業務のうち法定受託事務に該当する で受付
もの及び国の委任又は補助を受けて行っ
ている業務に関する相談

・来所、手紙
・電話 0570-090110、099-223-1100
(行政苦情110番、留守番電話共通)
・FAX 099-224-3248
・HP
http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/
kagoshima/kagoshima08.html

鹿児島行政監視行政相談
センター
情報公開・個人情報保護
総合案内所
〔主任行政相談官室〕

情報公開・個人情報保護制度の仕組み 平日
や開示請求手続等に関する相談・問合せ 8時30分～17時15分
に対しての案内や情報提供

・来所
・電話/FAX 099-805-0540
・HP
http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/
kagoshima/kagoshima13.html

鹿児島行政監視行政相談
センター
政策評価情報の所在案内
窓口
〔主任行政相談官室〕

国が本県で行っている事業や補助金を
出している事業などについての政策評価
に関する情報の案内や問合せ

・来所
・電話 099-224-3247
・FAX 099-224-3248
・HP
http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/
kagoshima/kagoshima04.html

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

・来所、手紙
・電話
096-326-7843[財務課]
096-326-7862[電気通信事業課］
096-326-7827[情報通信振興課]
096-326-7846[航空海上課］
096-326-7863[陸上課(パーソナル無線)]
096-326-7865[陸上課(アマチュア無線)]
096-326-7873[受信障害対策官]
096-312-8276[調査課]
096-326-7847[信書便監理官]
096-326-7819[総合通信相談所]
・Eﾒｰﾙ soudan-kyushu@soumu.go.jp
・HP
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kyush
u/opinions.html

九州総合通信局

〒860‐8795
熊本市西区春日2丁目
10-1 熊本地方合同庁舎

電波利用料 [財務課]
平日
電気通信サービス [電気通信事業課] 8時30分～17時15分
地域情報化 [情報通信振興課]
無線従事者 [航空海上課]
パーソナル無線 [陸上課]
アマチュア無線 [陸上課]
テレビ・ラジオの受信障害[受信障害
対策官]
⑧ 不法無線局 [調査課]
⑨ 信書便事業 [信書便監理官]
⑩ その他情報通信関係[総合通信相談
所]
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機関名
鹿児島地方法務局

相談内容

開設日、時間

法務局に対する苦情等一般相談に関す 平日
〒890-8518
8時30分～17時15分
鹿児島市鴨池新町1番2号 るもの

不動産登記に関するもの
【不動産登記管轄区域】
鹿児島市、日置市、指宿市
鹿児島郡（三島村、十島村）
商業・法人登記に関するもの

平日
9時～12時、13時～16時30
分
※

平日
9時～12時、13時～17時

戸籍・国籍事務及び成年後見登記に関 平日
するもの
8時30分～17時15分

〒899-4332
霧島市国分中央3丁目
42番1号

供託事務に関するもの

平日
8時30分～17時15分

人権問題に関するもの

平日
8時30分～17時15分

戸籍、供託、人権問題に関するもの

平日
8時30分～17時15分

不動産登記に関するもの

平日
9時10分～12時、13時～17
時

【不動産登記管轄区域】
※ 事前予約が必要です。
霧島市、伊佐市、姶良市
姶良郡（湧水町）
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分
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・来所、手紙
・電話 099-259-0680(代表)
099-259-0667(総務課)
・FAX 099-284-1526
・来所、手紙
・電話 099-259-0682(不動産登記部門)
・FAX 099-286-0979

事前予約が必要です。

※ 事前予約が必要です。
【商業・法人登記管轄区域】
鹿児島県全域
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分

鹿児島地方法務局
霧島支局

相談方法、電話番号等

・来所、手紙
・電話 099-259-0636(法人登記部門)
・FAX 099-286-0979
・来所、手紙
・電話 099-259-0765(乙号事務受託者)
・FAX 099-259-0765
・来所、手紙
・電話 099-259-0668(戸籍課)
・FAX 099-259-3798
・来所、手紙
・電話 099-259-0683(供託課)
・FAX 099-258-8942
・来所、手紙
・電話
099-259-0684(人権擁護課)
0570-070-810(女性の人権ホットライン)
0120-007-110(子どもの人権110番)
・FAX 099-259-0689
・来所、手紙
・電話 0995-45-0064(代表(総務課))
・FAX 0995-45-4305
・来所、手紙
・電話 0995-45-0330(登記部門)
・FAX 0995-45-0178

・来所、手紙
・電話 0995-45-0333(乙号事務受託者)
・FAX 0995-45-0333

機関名
鹿児島地方法務局
知覧支局

所在地

相談内容

開設日、時間

〒897-0302
南九州市知覧町郡5405番
地

戸籍、供託、人権問題に関するもの

平日
8時30分～17時15分

不動産登記に関するもの

火・木
9時～11時30分、13時～16
時

【不動産登記管轄区域】
※ 事前予約が必要です。
南九州市
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分
鹿児島地方法務局
川内支局

〒895-0063
薩摩川内市若葉町4番24号
川内地方合同庁舎

戸籍、供託、人権問題に関するもの

平日
8時30分～17時15分

不動産登記に関するもの

月・水・金
9時～11時30分、14時～16
時30分

【不動産登記管轄区域】
※ 事前予約が必要です。
薩摩川内市、いちき串木野市
薩摩郡（さつま町）
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分
鹿児島地方法務局
鹿屋支局

〒893-0064
鹿屋市西原4丁目5番1号
鹿屋合同庁舎

戸籍、供託、人権問題に関するもの

平日
8時30分～17時15分

不動産登記に関するもの

月・水・金
9時～12時、13時～17時

※ 事前予約が必要です。
【不動産登記管轄区域】
鹿屋市、垂水市
肝属郡（東串良町、錦江町、南大隅
町、肝付町）
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分

鹿児島地方法務局
奄美支局

〒894-0034
戸籍、国籍、供託、人権問題に関する 平日
奄美市名瀬入舟町23番1号 もの
8時30分～17時15分
不動産登記に関するもの

原則 火・木
9時～12時、13時～16時30
分

【不動産登記管轄区域】
※ 事前予約が必要です。
奄美市
大島郡（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）
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分
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相談方法、電話番号等
・来所、手紙
・電話 0993-83-2208(代表(総務係)）
・FAX 0993-83-4153
・来所、手紙
・電話 0993-83-2208(代表(総務係)）
・FAX 0993-83-4153
・来所、手紙
・電話 0993-83-2300(乙号事務受託者)
・FAX 0993-83-2300
・来所、手紙
・電話 0996-22-2300(代表(総務係)）
・FAX 0996-22-2879
・来所、手紙
・電話 0996-23-6381(登記係)
・FAX 0996-22-2341
・来所、手紙
・電話 0996-22-2304(乙号事務受託者)
・FAX 0996-22-2304
・来所、手紙
・電話 0994-43-6790(代表(総務課)）
・FAX 0994-43-6791
・来所、手紙
・電話 0994-43-6871(登記部門)
・FAX 0994-43-6809

・来所、手紙
・電話 0994-43-6888(乙号事務受託者)
・FAX 0994-43-6888
・来所、手紙
・電話 0997-52-0376(代表(総務係)）
・FAX 0997-52-0348
・来所、手紙
・電話 0997-52-0383(登記係)
・FAX 0997-52-0348

・来所、手紙
・電話 0997-52-0380(乙号事務受託者)
・FAX 0997-52-0380

機関名
鹿児島地方法務局
種子島出張所

鹿児島地方法務局
屋久島出張所

鹿児島地方法務局
南さつま出張所

鹿児島地方法務局
出水出張所

所在地

相談内容

開設日、時間

〒891-3101
不動産登記に関するもの
西之表市西之表16314番地
【不動産登記管轄区域】
6
西之表市
熊毛郡の内（中種子町、南種子町）
登記事項証明書、図面等の写し等の請
求に関するもの

月・水・金
9時～11時30分、13時～16
時30分

〒891-4205
熊毛郡屋久島町宮之浦
1593番地2

月・水・金
8時30分～12時、13時～17
時

〒897-0006
南さつま市加世田本町
50番地19

〒899-0201
出水市緑町36番1号

不動産登記に関するもの
【不動産登記管轄区域】
熊毛郡の内（屋久島町）
不動産登記に関するもの

※

【不動産登記管轄区域】
※ 事前予約が必要です。
南さつま市、枕崎市
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分

月・水・金
9時～12時、13時～17時

※ 事前予約が必要です。
【不動産登記管轄区域】
出水市、阿久根市、出水郡（長島町）
登記事項証明書、図面等の写し等の請 平日
求に関するもの
8時30分～17時15分

鹿児島地方法務局
曽於出張所

福岡入国管理局
鹿児島出張所

〒899-8102
不動産登記に関するもの
曽於市大隅町岩川6491番
【不動産登記管轄区域】
地2 大隅合同庁舎
曽於市、志布志市、曽於郡（大崎町）
登記事項証明書、図面等の写し等の請
求に関するもの
〒892-0822
鹿児島市泉町18-2-40
鹿児島港湾合同庁舎4階

月・水・金
9時～11時30分、13時～16
時30分
※

・来所、手紙
・電話 0993-52-2561(代表)
・FAX 0993-52-2564
・来所、手紙
・電話 0993-52-2707(乙号事務受託者)
・FAX 0993-52-2707
・来所、手紙
・電話 0996-62-0219(代表)
・FAX 0996-62-0269
・来所、手紙
・電話 0996-62-0522(乙号事務受託者)
・FAX 0996-62-0522
・来所、手紙
・電話 099-482-0047(代表)
・FAX 099-482-5211

事前予約が必要です。

平日
8時30分～17時15分

出入国管理行政における各種手続の案 【来所受付】
内及び意見・要望等の受付
平日9時～16時
【電話受付】
平日8時30分～17時15分
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・来所、手紙
・電話 0997-22-0670(乙号事務受託者)
・FAX 0997-22-0670
・来所、手紙
・電話 0997-42-0061(代表）
・FAX 0997-42-0061

事前予約が必要です。

月・水・金
9時～11時30分、14時～16
時30分

不動産登記に関するもの

・来所、手紙
・電話 0997-22-0668(代表)
・FAX 0997-22-0668

事前予約が必要です。

平日
8時30分～17時15分

※

相談方法、電話番号等

・来所、手紙
・電話 099-482-0300(乙号事務受託者)
・FAX 099-482-0300
・来所、手紙
・電話 099-222-5658
・FAX 099-226-3218

機関名
鹿児島保護観察所

鹿児島刑務所
〔庶務課〕

所在地

相談内容

開設日、時間

〒892-0816
・犯罪者、非行少年の改善更生、
鹿児島市山下町13-10
援助等に関する相談
鹿児島地方法務合同庁舎 ・犯罪被害者からの各種相談
5階
〒899-6102
鹿児島刑務所の業務に関する相談
姶良郡湧水町中津川1733

相談方法、電話番号等

平日
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 099-226-1556
※ 12時～13時は受付のみ可､
099-227-4080（犯罪被害者専用）
対応は13時以降
・FAX 099-239-0211
平日
・来所、手紙
8時30分～17時
・電話 0995-75-2025(代表)
※ 12時15分～13時は受付のみ ・FAX
0995-54-2010
可､対応は13時以降

鹿児島少年鑑別所
〒890-0081
〔法務少年支援センター 鹿児島市唐湊3-3-5
かごしま〕
鹿児島地方検察庁
〔被害者支援室〕

非行や家財盗、家庭内暴力などの問題 平日
行動に関する相談
9時～17時

・電話 099-254-7830(相談専用)

※

12時15分～13時は受付のみ
可､対応は13時以降

〒892-0816
・犯罪被害者からの各種相談
鹿児島市山下町13番10号 ・被害者等に対する各種情報提供

平日
8時30分～17時15分

・来庁
・電話 099-226-0691

※

12時～13時は留守番電話で
受付、対応は13時以降

九州財務局
鹿児島財務事務所
〔総務課〕

〒892-0816
財務事務所の業務（財務省の業務及び 平日
鹿児島市山下町13番21号 金融庁の委任を受けた業務を含む。）に 8時30分～17時15分
鹿児島合同庁舎
関する相談

九州財務局
鹿児島財務事務所
〔多重債務相談窓口〕
九州財務局
鹿児島財務事務所
名瀬出張所
〔管財課〕
長崎税関
〔業務部税関相談官〕

多重債務（消費者金融、クレジットな 平日
ど）に関する相談
9時～12時、13時～17時

・来所、手紙
・電話 099-226-6155
・FAX 099-225-5926
・来所
・電話 099-227-5279(直通）

※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降

〒894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1

財務事務所の業務（財務省の業務を含 平日
む。）に関する相談
8時30分～17時15分

〒850-0862
・税関手続に関する相談等
平日
長崎県長崎市出島町1-36 ・引揚者の方の証券返還に関するお問い 8時30分～17時15分
合わせ

長崎税関
〔業務部関税鑑査官〕

関税率、税表番号の事前教示に関する 平日
お問い合わせ
8時30分～17時15分

長崎税関
〔業務部統括審査官（通
関）部門〕

開庁時間外の通関依頼に関するお問い 開庁時間外
合わせ
・平日
17時15分～翌8時30分
・土､日､祝日
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・来所、手紙
・電話 0997-52-0728
・FAX 0997-53-0385
・電話 095-828-8619
・FAX 095-827-0580
・Eﾒｰﾙ nagasaki-sodan@customs.go.jp
（証券返還問い合わせ専用）
・フリーダイヤル0120-828-680
・電話 095-828-8669
・FAX 095-827-0580
・Eﾒｰﾙ
nagasaki-kansakan@customs.go.jp
・電話 095-828-8919

機関名
長崎税関
〔調査部調査統計課〕

所在地
〒850-0862
長崎県長崎市出島町1-36

長崎税関
〔密輸110番〕

長崎税関
鹿児島税関支署
鹿児島税務署
川 内
〃
鹿 屋
〃
大 島
〃
出 水
〃
指 宿
〃
種子島 〃
知 覧
〃
伊集院 〃
加治木 〃
大 隅
〃

相談内容
貿易統計に関するお問い合わせ

開設日、時間
平日
8時30分～17時15分

麻薬、けん銃などの密輸情報の受付

24時間

相談方法、電話番号等
・電話 095-828-8659
・FAX 095-823-3501
・Eﾒｰﾙ
nagasaki-toukei@customs.go.jp
・電話 0120-461-961
(ｼﾛｲ ｸﾛｲ)

〒891-0122
鹿児島市南栄5-10-5
別添資料参照

関税に関する法律の解釈､適用､
申告､申請の手続に係る相談及び苦情
国税に関する相談

平日
8時30分～17時15分

・来署
・電話 099-260-3125（代）
・FAX 099-269-8929

平日
8時30分～17時

・来署
・電話（各税務署の電話番号は、別添資
料参照）
※ 自動音声によりご案内していますの
で、相談内容に応じた番号を選択して
ください。

福岡検疫所
鹿児島検疫所支所
〔検疫衛生・食品監視
課〕

〒892-0822
鹿児島市泉町18-2-31
鹿児島港湾合同庁舎

・海外渡航に当たっての予防接種及び海 平日
外での健康上の相談その他検疫行政に関 8時30分～17時15分
すること
・食品等の輸入届出に関すること

国立療養所
星塚敬愛園
〔庶務課〕

〒893-8502
鹿屋市星塚町4204番地

ハンセン病施設における業務等

平日
8時30分～12時、13時～17
時15分

・来所、手紙
・電話 0994-49-2500
・FAX 0994-49-2542

国立療養所
奄美和光園
〔庶務課〕

〒894-0007
奄美市名瀬和光町1700番
地

ハンセン病施設における業務等

平日
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 0997-52-6311
・FAX 0997-53-6230

※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降
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・来所、手紙
・電話 099-222-1473(代表)
099-222-8670
(検疫衛生・食品監視課)
・FAX 099-223-5297
・Eﾒｰﾙ
fukuokakenekisho
-kagoshima@mhlw.go.jp

機関名
鹿児島労働局
雇用環境 ・ 均等室
総合労働相談コーナー

所在地
〔本局〕
〒892-8535
鹿児島市山下町13-21
鹿児島合同庁舎

労働基準監督署
[総合労働相談コーナー]

別添資料参照

公共職業安定所
（ハローワーク）

別添資料参照

相談内容
・労働関係全般の相談
・個別労働関係紛争に関する相談
・解雇・賃金不払い等の労働条件に関す
る相談
・労災保険に関する相談
・労災年金受給者の年金・介護に関する
相談
・賃金・退職金などについての相談
・職場の安全衛生・健康管理に関する相
談
・労働時間に関する相談
・職場における男女の均等な取扱いに関
する相談
・職場におけるセクシュアル・ハラスメ
ントに関する相談
・母性健康管理に関する相談
・育児・介護休業等に関する相談
・パートタイム労働に関する総合的な相
談
・労働関係全般の相談
・個別労働関係紛争に関する相談
・解雇・賃金不払い等の労働条件に関す
る相談
・労災保険に関する相談
・労災年金受給者の年金・介護に関する
相談
・賃金・退職金などについての相談
・職場の安全衛生・健康管理に関する相
談
・労働時間に関する相談
・求人・求職の相談
・求職者のための失業等給付
・育児休業給付・介護休業給付について
・雇用促進のための各種助成金等につい
て
・高年齢雇用継続給付について
・高齢者・障害者・外国人等の雇用管理
に関する相談
・派遣労働者の労働条件に関する相談
・職業訓練について
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開設日、時間
平日
8時30分～17時15分

相談方法、電話番号等
・来庁、手紙
・電話 099-223-8239

平日
8時30分～17時15分

・来署、手紙
・電話（各労働基準監督署の電話番号
は、別添資料参照）

下記以外
平日 8時30分～17時15分
記
･ワークプラザ天文館
平日 9時30分～18時
土
10時～17時

・来所、手紙
・電話（各公共職業安定所の電話番号
は、別添資料参照）

･ヤングハローワークかごしま
（新卒応援ハローワーク）

平日 9時30分～18時
･ワークサポートみなみ
平日 10時～18時
･霧島わかものﾊﾛｰﾜｰｸ
平日・土 10時～18時30分
･姶良市ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ
平日 8時30分～17時
･志布志市ふるさとﾊﾛｰﾜｰｸ
平日 8時30分～17時

機関名
九州農政局
鹿児島県拠点
〔地方参事官室〕

所在地
〒892-0816
鹿児島市山下町13-21
鹿児島合同庁舎4階

九州農政局
別添資料参照
南部九州土地改良調査管
理事務所 鹿児島支所
肝属中部農業水利事業所
沖永良部農業水利事業所
〔庶務課〕
門司植物防疫所
〒892-0822
鹿児島支所
鹿児島市泉町18-2-33
鹿児島港湾合同庁舎3階

相談内容
開設日、時間
食料・農業・農村・農政全般に関する 平日
相談及び情報の提供、農業情勢資料等の 8時30分～17時15分
紹介
※ 地方参事官ホットライン（農政に関する
ご相談、問合わせ窓口）
http://www.maff.go.jp/kyusyu/kagoshima/i
ndex.html(九州農政局ホームページより)
工事契約等閲覧窓口
平日
8時30分～12時、13時～17
※ 南部九州土地改良調査管理事務所
時15分
鹿児島支所：国営施設機能保全事業
「笠野原地区」
輸出入植物の検疫及び南西諸島（トカ 平日
ラ列島以南）から本土への植物の持込み 8時30分～17時15分
※ 12時～13時は受付のみ可､
等に関する相談
対応は13時以降

門司植物防疫所
名瀬支所

〒894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1
名瀬合同庁舎4階

輸出入植物の検疫及び南西諸島（トカ 平日
ラ列島以南）から本土への植物の持込み 8時30分～17時15分
※ 12時～13時は受付のみ可､
等に関する相談
対応は13時以降

動物検疫所門司支所
鹿児島空港出張所

九州森林管理局
北薩森林管理署
鹿児島森林管理署
大隅森林管理署
屋久島森林管理署
〔総務グループ〕

〒899-5113
霧島市隼人町嘉例川
4498-2

輸出入動物及び畜産物に対する意見、 平日
要望、苦情に関する相談
8時30分～17時
※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降

【北薩森林管理署】
国有林野事業及び森林・林業等に関す 平日
〒895-1813
る相談
8時30分～17時15分
※ 12時～13時は受付のみ可、
薩摩郡さつま町轟町35-3
対応は13時以降
【鹿児島森林管理署】
〒892-0812
鹿児島市浜町12-1
【大隅森林管理署】
〒893-0047
鹿屋市下堀町2926-3
【屋久島森林管理署】
〒891-4311
熊毛郡屋久島町安房166-5
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相談方法、電話番号等
・来所、手紙、電話、FAX等
・電話 099-222-5840
・FAX 099-224-1501

・来所
・電話（各事業所の電話番号は、別添資
料参照）

・来所、手紙、電話、FAX、Eﾒｰﾙ
電話 099-222-1046
FAX 099-225-3465
Eﾒｰﾙ kagoshima@pps.maff.go.jp
・来所、手紙、電話、FAX、Eﾒｰﾙ
・電話 0997-52-0459
・FAX 0997-52-0494
・Eﾒｰﾙ naze@pps.maff.go.jp
・来所
・電話 0995-43-9061
・FAX 0995-43-9066
・Eﾒｰﾙ aqs.kop@maff.go.jp
・来署、手紙、電話、FAX
【北薩森林管理署】
・電話 0996-48-4900
・FAX 0996-48-4901
・Eﾒｰﾙ ky_hokusatsu@maff.go.jp
【鹿児島森林管理署】
・電話 099-247-7111
・FAX 099-247-6571
・Eﾒｰﾙ ky_kagoshima@maff.go.jp
【大隅森林管理署】
・電話 0994-42-5217
・FAX 0994-42-5218
・Eﾒｰﾙ ky_oosumi@maff.go.jp
【屋久島森林管理署】
・電話 0997-46-2111
・FAX 0997-46-2113
・Eﾒｰﾙ ky_yakushima@maff.go.jp

機関名
九州地方整備局
大隅河川国道事務所
〔総務課〕

所在地
相談内容
開設日、時間
〒893-1207
大隅河川国道事務所の業務（河川、道 平日
肝属郡肝付町新富1013-1 路、砂防）に関する相談
8時30分～17時15分

相談方法、電話番号等
・来所、手紙
・電話 0994-65-2541
・FAX 0994-65-7033
・Eﾒｰﾙ osumi@qsr.mlit.go.jp

九州地方整備局
川内川河川事務所
〔総務課〕

〒895-0075
薩摩川内市東大小路町
20-2

川内川河川事務所の所掌業務に関する 平日
相談
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 0996-22-3271
・FAX 0996-22-6907
・Eﾒｰﾙ sendai@qsr.mlit.go.jp

九州地方整備局
鹿児島国道事務所
〔総務課〕

〒892-0812
鹿児島市浜町2番5号

鹿児島国道事務所の業務全般に関する 平日
お問い合わせ
8時30分～17時15分

九州地方整備局
鶴田ダム管理所
〔総務係、管理係〕

〒895-2102
薩摩郡さつま町神子39882

九州地方整備局
鹿児島営繕事務所
〔総務課、技術課〕

〒892-0816
鹿児島市山下町13-21
鹿児島合同庁舎

九州地方整備局
鹿児島港湾・空港整備事
務所
〔企画調整課（海とみな
との相談窓口）〕
志布志港湾事務所
〔総務課（海とみなとの
相談窓口）〕

【鹿児島港湾・空港整備
事務所】
〒892-0835
鹿児島市城南町23-1

※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降

※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降

鶴田ダム管理所の業務に関する相談

平日
8時30分～17時
※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降

鹿児島営繕事務所所掌(鹿児島、宮崎
両県内)の官公庁の建物に関する相談

平日
8時30分～17時15分

・海やみなとの利用に関する相談
平日
・「総合的な学習の時間」に関する相談 8時30分～17時15分
・みなとの構想や計画に関する相談
・みなとまちの活性化やウォーターフロ
ントに関する相談
・海やみなとでの自然再生や緑地の維持
【志布志港湾事務所】
管理に関する相談
〒899-7102
志布志市志布志町帖6617- ・海での自然体験、環境学習に関する相
談
182
・海洋土木技術に関する相談
・みなとの防災に関する相談
・港湾工事における港の送電線情報に関
する相談
・その他海と港に関する相談
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・来所、手紙
・電話 099-216-3111
・FAX 099-216-3861
・Eﾒｰﾙ kakoku@qsr.mlit.go.jp
・来所、手紙
・電話 0996-59-2030
・FAX 0996-59-2994
・Eﾒｰﾙ tsuruta@qsr.mlit.go.jp
・来所、手紙
・電話 099-222-5188
・FAX 099-222-5189
・来所、手紙、電話、FAX、Eﾒｰﾙ
【鹿児島港湾・空港整備事務所】
・ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-497-370
・電話 099-223-3296
・FAX 099-239-0409
・Eﾒｰﾙ
mailbox-k89d3@mlit.go.jp
【志布志港湾事務所】
・ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-497-370
・電話 099-472-3831
・FAX 099-471-1060
・Eﾒｰﾙ
mailbox-k89d3@mlit.go.jp

機関名
九州運輸局
鹿児島運輸支局
〔本庁舎〕

所在地
〒892-0822
鹿児島市泉町18番2号
鹿児島港湾合同庁舎

相談内容

開設日、時間

相談方法、電話番号等

海運行政、鉄道行政、観光行政に対す 平日
る意見・要望等各種相談
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 099-222-5660
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
099-224-9805
対応は13時以降

九州運輸局
鹿児島運輸支局
〔谷山港庁舎〕

〒891-0131
鹿児島市谷山港2-4-1

自動車行政に対する意見・要望等各種 平日
相談
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 099-261-9192
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
099-261-9169
対応は13時以降

九州運輸局
〒894-0007
鹿児島運輸支局
奄美市名瀬和光町12-1
奄美自動車検査登録事務
所
大阪航空局
鹿児島空港事務所
〔総務課〕

〒899-6492
霧島市溝辺町麓838

福岡管区気象台
鹿児島地方気象台
〔業務・危機管理官〕

〒890-0068
鹿児島市東郡元町4-1
鹿児島第2地方合同庁舎

・来所、手紙
・電話 0997-52-0757
※ 12時～13時は受付のみ可、
050-5540-2090(登録手続案内)
対応は13時以降
・FAX 0997-54-0012

航空行政、航空保安業務に関する相談 平日
8時30分～17時15分
※

12時～13時は受付のみ可､
対応は13時以降

福岡管区気象台
鹿児島地方気象台
〔防災管理官〕
第十管区海上保安本部
〔総務部総務課〕

自動車の検査・登録等に対する意見・ 平日
要望等各種相談
8時30分～17時15分

天気に関する相談

平日
8時30分～17時15分

気象証明、気象鑑定に関するお問い合
わせ
〒890-8510
鹿児島市東郡元町4-1

・来所、手紙
・電話 0995-58-4440
・FAX 0995-58-4466
・来所、手紙
・電話 099-250-9911
・FAX 099-252-4954
・来所
・電話 099-250-9919
・FAX 099-255-4234

第十管区海上保安本部の業務に関する 平日
質問や情報の提供、その他各種相談
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 099-250-9800
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
099-250-9850
対応は13時以降

第十管区海上保安本部
〔海洋情報部（海の相談
室）〕

海に関する質問、海洋デ－タ・情報の 平日
提供やその他各種相談
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 099-250-9800(内線2511)
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
099-250-9812
対応は13時以降
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【司法機関】
機関名
鹿児島地方裁判所
〔裁判部〕
鹿児島家庭裁判所
〔裁判部〕

所在地
〒892-8501
鹿児島市山下町13-47

相談内容

開設日、時間

各種裁判手続案内

平日
9時～11時30分、13時～16
時

相談方法、電話番号等
・来所
・電話(各裁判所の電話番号は、別添資
料参照)
※

裁判手続案内については、最高裁の
ホームページに記載あり。

鹿児島検察審査会
鹿屋検察審査会
名瀬検察審査会

【鹿児島検察審査会】
〒892-8501
鹿児島市山下町13-47
【鹿屋検察審査会】
〒893-0011
鹿屋市打馬1-2-14
【名瀬検察審査会】
〒894-0033
奄美市名瀬矢之脇町1-1

検察官が行った不起訴処分に対する不 平日
服申立て等に関する相談
8時30分～17時

・来所
・電話
099-808-3719(鹿児島検察審査会)
0994-43-2330(鹿屋検察審査会)
0997-52-5741(名瀬検察審査会)
※

電話相談は、遠隔地居住等の理由に
より来所困難な場合に限る。
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【国立大学法人・独立行政法人】
機関名
所在地
相談内容
国立大学法人
〒890-8580
〔学生部学生生活課就職支援室〕
鹿児島大学
鹿児島市郡元1丁目21番24 ・既卒者や中退者を含む学生の就職(進
号
路)に関する相談・助言
・企業・官公庁からの求人に関する相談
〔学生部学生生活課学生何でも相談室〕
・学生の修学やその他日常生活に関する
諸問題についての相談・支援
〔附属図書館情報サービス課情報調査支
援係〕
・図書館の資料調査及び情報の提供に関
すること
・学術情報の検索及び提供に関すること
・図書館資料の所在調査に関すること
〔心理臨床相談室〕
・様々な心の悩みや発達の相談

開設日、時間
平日
8時30分～17時15分

平日
8時30分～17時
平日
8時30分～17時15分

平日
10時～19時
電話受付時間
平日
13時～17時

【鹿児島大学病院】
平日
〔医療相談・医療福祉・地域医療連携セ 8時30分～17時
ンター担当各係員〕
（医療相談）
・病院内の施設設備に関する意見・要
望・苦情
・医師、看護師、医務課職員等の対応に
関する意見・要望・苦情
（医療福祉）
・各種医療制度(公費関係)の適用及び申
請の手続等に関する相談
（地域医療連携センター）
・入院や退院・転院に関すること
・がんやその他疾病に関する相談
・心理的･社会的･経済的問題などの相談
（患者相談窓口）
・医師の説明がよくわからない。医師に
うまく聞けない。
・病気について不安でたまらない。話を
聞いてほしい。
・治療に関する一般的情報が欲しい。
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/
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相談方法、電話番号等
・来室
・電話 099-285-7341
・Eﾒｰﾙ
gakusen3@kuas.kagoshima-u.ac.jp
・来室
・電話 099-285-7311
・Eﾒｰﾙ soudan@kuas.kagoshima-u.ac.jp
・来館
・電話 099-285-7440
・Eﾒｰﾙ joho@lib.kagoshima-u.ac.jp

・電話 099-285-7208
※
※

電話受付のみの完全予約制(有料)
電話による受付後、受理面接→(家族
面接、遊戯面接、心理教育面接、集団心
理面接、親子訓練、心理検査、学校教育
相談面接、ストレスマネジメントなど)

・来院
・書面
（医療相談）
・電話 099-275-5157
・FAX 099-275-6843
（医療福祉）
・電話 099-275-5162
・FAX 099-275-6879
（地域医療連携センター）
・電話 099-275-6862
・FAX 099-275-5983
（患者相談窓口）
・電話 099-275-5970

〔産学官連携推進センター(産学官連携 平日
部門)〕
8時30分～17時
※ 12時～13時は受付のみ可、
※H30.4.1～
対応は13時以降
〔産学・地域共創センター(連携推進部
門)〕
大学の研究成果の活用（共同研究・技術
移転等）を志向した民間企業等からの科
学・技術相談の仲介を行います。
http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/
rdc/contact.html
※H30.4.1～
http://www.rdc.kagoshima-u.ac.jp/
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・来所
・電話 099-285-8491
・FAX 099-285-8495
・Eﾒｰﾙ liaison01@gm.kagoshimau.ac.jp

機関名
国立大学法人
鹿屋体育大学
〔総務課〕

所在地
〒891-2393
鹿屋市白水町1番

相談内容

開設日、時間

・大学全般に関すること
・施設見学に関すること
・研究費不正防止に関する相談窓口
・研究費不正に関する通報窓口
・情報公開に関すること
・公開講座に関すること
・広報・渉外〔報道〕に関すること

平日
8時30分～17時

12時～13時は受付のみ可、
対応は13時以降
・来所

・入試に関すること

・教務全般に関すること
・資格・免許・各種証明書に関するこ
就職求人に関すること
国立大学法人
鹿屋体育大学
〔学生課〕

学生生活全般に関すること
学生のスポーツ活動に関すること

国立大学法人
鹿屋体育大学
〔学術図書情報課〕

研究情報に関すること
国際交流に関すること
図書利用に関すること

産学連携・知的財産に関すること
独立行政法人
〒899-5193
国立高等専門学校機構鹿 霧島市隼人町真孝1460-1
児島工業高等専門学校
〔総務課総務係〕

学校全般について(学生指導・教育等) 平日
8時30分～17時15分
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・来所
・電話 0994-46-4815
・Eﾒｰﾙ soumu@nifs-k.ac.jp

※

教員公募・職員採用に関すること

国立大学法人
鹿屋体育大学
〔教務課〕

相談方法、電話番号等

・電話 0994-46-4818
・Eﾒｰﾙ kouhou@nifs-k.ac.jp
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来所
・電話
・Eﾒｰﾙ
・来校
・電話
・Eﾒｰﾙ

0994-46-4824
jinji@nifs-k.ac.jp
0994-46-4869
nyushi@nifs-k.ac.jp
0994-46-4865
kyoumu1@nifs-k.ac.jp
0994-46-4883
gaku-in@nifs-k.ac.jp
0994-46-4882
gakusei@nifs-k.ac.jp
0994-46-4890
sports@nifs-k.ac.jp
0994-46-4878
kokusai@nifs-k.ac.jp
0994-46-4922
kyoumu2@nifs-k.ac.jp
0994-46-4874
library@nifs-k.ac.jp
0994-46-4820
kokusai@nifs-k.ac.jp
0995-42-9000
s_soumu@kagoshima-ct.ac.jp

機関名
所在地
相談内容
開設日、時間
独立行政法人
〒892-0068
①高齢者や障害者の雇用に関する支援
平日
高齢・障害・求職者雇用支 鹿児島市東郡元町14番3号 （→高齢・障害者業務課）
8時45分～17時
援機構鹿児島支部/
②求職者支援訓練の認定申請に係る相談
鹿児島支部鹿児島職業能
（→求職者支援課）
力開発促進センター
③・求職者や在職者に対する各訓練の実
〔高齢・障害者業務課、
施
求職者支援課、訓練課〕
・事業主団体や事業主等に対する従業
員の職業能力開発に係る相談
（→訓練課）

相談方法、電話番号等
・来所、手紙
・電話
〔高齢・障害者業務課〕099-813-0132
〔求職者支援課〕099-254-3773
〔訓練課〕
099-254-3788
・FAX
〔高齢・障害者業務課〕099-250-5152
〔求職者支援課、訓練課〕099-254-3758

独立行政法人
〒895-0211
高齢・障害・求職者雇用支 薩摩川内市高城町2526
援機構 鹿児島支部
九州職業能力開発大学校
附属川内職業能力開発短
期大学校
〔学務援助課〕

・高等学校を卒業した方(卒業見込みの 平日
方を含む)を対象に、即戦力として企業
8時45分～17時
で活躍するテクニシャンエンジニア(実
践技術者)の育成(2年課程)
・在職者を対象に、専門的な能力開発セ
ミナーの実施
・事業主団体や事業主等を対象に、従業
員の職業能力開発に係る相談等
・健康管理、健康教育等産業保健活動に 平日
関する相談
8時30分～17時15分

・来所、手紙
・電話 0996-22-2121
・FAX 0996-22-6612

・鹿児島医療センターの業務に関する一 平日
般的な相談(→管理課)
8時30分～17時15分
・患者からの苦情相談(→企画課・医事)

・来院、手紙
・電話 099-223-1151
・FAX 099-226-9246

独立行政法人
〒890-0052
労働者健康安全機構
鹿児島市上之園町25-1
鹿児島産業保健総合支援 中央ビル4階
センター
独立行政法人
国立病院機構
鹿児島医療センター
〔管理課、企画課・医
事〕
独立行政法人
国立病院機構
指宿医療センター
〔企画課〕
独立行政法人
国立病院機構
南九州病院
〔管理課、企画課〕
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構
種苗管理センター鹿児島
農場
〔総務係〕

〒892-0853
鹿児島市城山町8番1号

〒891-0498
指宿市十二町4145

・指宿医療センターの業務に関する一般 平日
的な相談(→企画課庶務班)
8時30分～17時15分
・患者からの苦情相談(→企画課（医
事）)
〒899-5293
・南九州病院の業務に関する相談(→管 平日
姶良市加治木町木田1882 理課)
8時30分～17時15分
※ 12時～13時は受付のみ可､
・患者からの苦情相談(→企画課医事)
対応は13時以降

〒891-3605
熊毛郡中種子町油久
5252-1

・さとうきびの原種等の生産(栽培)及び 平日
配布
8時30分～12時、13時～17
・新品種の開発基盤である植物遺伝資源 時15分
の保存及び増殖
・先端技術を種苗関係業務に実用化する
ための調査研究
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・来所
・電話 099-252-8002
・FAX 099-252-8003
・Eﾒｰﾙ info@kagoshimas.johas.go.jp

・来院、手紙
・電話 0993-22-2231
・FAX 0993-22-3149
・Eﾒｰﾙ syomu2@ibusuki2.hosp.go.jp
・来院、手紙
・電話 0995-62-2121
・FAX 0995-63-1807
・Eﾒｰﾙ kanri@skyusyu2.hosp.go.jp
・来所、手紙
・電話 0997-27-0321
・FAX 0997-27-0595

機関名

所在地

相談内容

開設日、時間

茶の品種、特性、栽培及び利用に関す 平日
る相談
8時30分～12時、13時～17
時15分

相談方法、電話番号等

国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構
果樹茶業研究部門枕崎茶
業研究拠点
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構
動物衛生研究部門九州研
究拠点
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構
九州沖縄農業研究セン
ター種子島研究拠点

〒898-0087
枕崎市瀬戸町87

・来所、手紙
・電話 0993-76-2126
・FAX 0993-76-2264
・Eﾒｰﾙ makura@ml.affrc.go.jp

国立研究開発法人
森林総合研究所
森林整備センター
鹿児島水源林整備事務所
〔総務係〕
国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研
究所
薬用植物資源研究セン
ター 種子島研究部
独立行政法人
日本貿易振興機構
鹿児島貿易情報センター

〒892-0816
鹿児島市山下町9-15

水源林造成事業に対する意見・要望

平日
8時30分～17時15分

・電話 099-223-2261
・FAX 099-223-2262

〒891-3604
熊毛郡中種子町野間
17007-2

薬用植物の栽培方法等に関する相談

平日
8時30分～12時、12時45分
～17時

・来所、手紙
・電話 0997-27-0142
・FAX 0997-27-0142
・Eﾒｰﾙ anjiki@nibiohn.go.jp
shayashi@nibiohn.go.jp
・電話 099-226-9156
・FAX 099-222-8389
・Eﾒｰﾙ kag@jetro.go.jp

独立行政法人
中小企業基盤整備機構
九州本部南九州事務所

〒892-0842
①中小企業経営に関する窓口相談
平日
鹿児島市東千石町1番38号 ②農商工連携・地域資源活用・新連携に 9時～12時、13時～17時
鹿児島商工会議所ﾋﾞﾙ6階 関する相談

〒891-0105
鹿児島市中山町2702

家畜の病気に関する相談

平日
8時30分～12時、13時～17
時15分

・来所、手紙
・電話 099-268-2078
・FAX 099-268-3088

〒891-3102
西之表市安納1742-1

さとうきびの品種等に関する相談

・来所、手紙
・電話 0997-25-0100
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
0997-25-0888
平日
8時30分～17時

対応は13時以降
上記時間外及び土・日・
祝祭日はFAXで受付

※

〒892-0821
鹿児島市名山町9-1
鹿児島県産業会館6階

・貿易・投資に関する支援策等の相談
・海外経済情報の提供

平日
9時～12時、13時～17時

・来所（事前に電話予約が必要）
電話 099-219-7882
FAX 099-219-7884

独立行政法人
〒891-0131
・自動車が保安基準へ適合するかどうか 平日
自動車技術総合機構九州 鹿児島市谷山港2丁目4-1 の審査に関すること
8時30分～12時、13時～17
検査部鹿児島事務所
・前号に掲げる業務に付帯すること(自 時15分
動車の改造に関すること、並行輸入自動
独立行政法人
〒894-0007
平日
車の審査に関すること)
自動車技術総合機構九州 奄美市名瀬和光町12-1
8時30分～12時、13時～17
検査部奄美事務所
時15分

・来所、手紙
・電話 099-261-9133
・FAX 099-261-9251

独立行政法人
奄美群島振興開発基金
〔業務課〕

・来所
・電話 0997-52-4511
・FAX 0997-52-4514
・Eﾒｰﾙ kikin@amami.go.jp

〒894-0026
奄美市名瀬港町1番5号

・奄美群島内の中小事業者(農林漁業、
大島紬製造業、観光関連事業等)が要す
る事業資金に係る相談等
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平日
9時～16時

・来所、手紙
・電話 0997-52-0858
・FAX 0997-52-0862

【特殊法人】
機関名

所在地

西日本電信電話株式会社 〒892-0833
鹿児島支店
鹿児島市松原町4番26号

日本放送協会
鹿児島放送局

〒892-8603
鹿児島市本港新町4-6

相談内容

開設日、時間

NTT西日本に関するご意見､ご要望、お 平日
問い合わせ
9時～17時

番組などへの意見、要望に関する相談 平日
9時30分～19時

相談方法、電話番号等
・電話 0120-019000
（お客様相談センター）

・電話 099-805-7070

※

上記時間外及び土・日・
祝・年末年始は、テープで
ＮＨＫふれあいセンター
(0570-066-066)を案内

日本郵便株式会社
お客様サービス相談セン
ター

郵便全般に関する問い合わせ

平日
8時～22時
土･日･休日
9時～22時

・電話 0120-23-28-86(通話料無料)
→「＊１」を押下

・郵便・貯金・保険以外の郵便局窓口
平日
サービスに関するお問い合わせ
9時～21時
・郵便局窓口サービスに関するご案内、 土･日･休日
ご相談
9時～17時

・電話 0120-23-28-86(通話料無料)
→「＊４」を押下

※ 12月31日～1月3日は、
9時～17時

日本たばこ産業株式会社 〒890-8507
日本たばこ産業株式会社の商品等に関 平日
南九州支社
鹿児島市与次郎2丁目4番 する問い合わせ等
9時～17時40分
〔営業総務部〕
35号 KSC鴨池ビル2階
株式会社日本政策金融公
庫
鹿児島支店
株式会社日本政策金融公
庫
鹿屋支店
株式会社日本政策金融公
庫
川内支店

※

携帯電話からのお客様は、
0570-046-666（通話料はお客様負担）
で受け付けています。

※

携帯電話からのお客様は、
0570-046-666（通話料はお客様負担）
で受け付けています。
・来店
・電話 099-253-2111

〒892-0821
鹿児島市名山町1-26

融資に関する相談

平日
9時～17時

・来店、郵送

〒893-0009
鹿屋市大手町2-19

融資に関する相談

平日
9時～17時

・来店、郵送

〒895-0027
薩摩川内市西向田町5-29

融資に関する相談

平日
9時～17時

・来店、郵送
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機関名

所在地

株式会社日本政策投資銀 〒892-0842
行
鹿児島市東千石町1-38
南九州支店

相談内容

開設日、時間

出融資、プロジェクト支援、経済社
会・産業動向に関する相談

相談方法、電話番号等

・来店、郵送
・電話 099-226-2666
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
099-224-9028

平日
8時55分～17時10分
対応は13時以降

放送大学
鹿児島学習センター

〒892-8790
鹿児島市山下町14-50

入学、学習方法及び証明等に関する問 火～金
い合わせ等
10時～18時30分
土・日
9時30分～18時
※

日本年金機構
年金事務所

別添資料参照

月曜日、祝日、年末年始
を除く。

・健康保険、厚生年金保険の適用及び保 平日
険料納付に関すること
8時30分～17時15分
・船員保険の適用及び保険料納付に関す
ること
週初の開所日
・国民年金に関すること
8時30分～19時
・年金記録に関すること
・年金給付に関すること
毎月第2土曜日
9時30分～16時

株式会社商工組合中央金 〒892-0847
・融資相談
平日
庫
鹿児島市西千石町17番24 ・貯蓄相談
9時～15時
鹿児島支店
号
・その他商工組合中央金庫の業務に関す
る相談
日本貨物鉄道株式会社
九州南部支店
鹿児島営業所

〒892-0812
鹿児島市浜町2番6号

ＪＲコンテナ輸送に関すること

・来所、手紙
・電話 099-239-3811
・FAX 099-239-3841
・Eﾒｰﾙ kagoshima46@ouj.ac.jp

・来所、手紙
・電話（各年金事務所の電話番号は、別
添資料参照）

・来店、文書、電話
・電話 099-223-4101
・FAX 099-223-0858

平日
9時～17時50分

・来店、手紙
・電話 099-222-6966
※ 12時～13時は受付のみ可、 ・FAX
099-222-4525
対応は13時以降

西日本高速道路株式会社 〒899-5231
鹿児島高速道路事務所の所掌業務に関 平日
・来所、手紙
九州支社
姶良市加治木町反土1466 する相談
8時50分～17時20分
・電話 0995-63-4551
※ 12時10分～13時は受付のみ ・FAX
鹿児島高速道路事務所
0995-63-4549
可、対応は13時以降

※ 株式会社ゆうちょ銀行では、ゆうちょコールセンター：0120-108420[通話料無料。平日8時30分～21時、土日休日9時～17時（12/31～1/3は、9時～17時)]で、
ゆうちょ銀行の商品、サービスに関する問い合わせ・相談を受け付けています。携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用できますが、IP電話等一部ご利用で
きない場合があります。
※ 株式会社かんぽ生命保険では、かんぽコールセンター：0120-552950[通話料無料。平日9時～21時、土日休日9時～17時（1/1～1/3を除く。)]で、かんぽ生命
の商品、サービスに関する問い合わせ・相談を受け付けています。携帯電話・PHS等からも通話料無料でご利用できますが、IP電話等一部ご利用できない場合が
あります。
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別添資料

○ 税務署
税務署名

電話番号

鹿児島税務署

099-255-8111

川内税務署

0996-22-2830

鹿屋税務署

0994-42-3127

大島税務署

0997-52-4321

出水税務署

0996-62-0200

指宿税務署

0993-22-2548

種子島税務署

0997-22-0440

知覧税務署

0993-83-2411

伊集院税務署

099-273-2541

加治木税務署

0995-62-2161

大隅税務署

099-482-0007

所 在 地
〒890-8691
鹿児島市荒田 1-24-4
〒895-8601
薩摩川内市若葉町 1-25
〒893-8691
鹿屋市西原 4-5-1
鹿屋合同庁舎
〒894-8677
奄美市名瀬長浜町 1-1
名瀬地方合同庁舎
〒899-0298
出水市昭和町 22-13
〒891-0491
指宿市大牟礼 5-9-1
〒891-3194
西之表市西之表 16314-6
種子島合同庁舎
〒897-0393
南九州市知覧町郡 6212
〒899-2591
日置市伊集院町下谷口 1532
〒899-5291
姶良市加治木町諏訪町 13
〒899-8102
曽於市大隅町岩川 6491-2
大隅合同庁舎

管轄地域
鹿児島市、鹿児島郡
薩摩川内市、薩摩郡
鹿屋市、垂水市、
肝属郡
奄美市、大島郡
阿久根市、出水市、
出水郡
指宿市
西之表市、熊毛郡
枕崎市、南さつま市、
南九州市
日置市、
いちき串木野市
霧島市、伊佐市、
姶良市、姶良郡
曽於市、志布志市、
曽於郡

（注）電話は自動音声によるご案内です。案内に従って番号を選択されると窓口につながります。

○ 労働基準監督署
労働基準監督署名

電話番号

所 在 地

鹿児島労働基準監督署

099-214-9175

〒890-8545
鹿児島市薬師1-6-3

川内労働基準監督署

0996-22-3225

〒895-0063
薩摩川内市若葉町4-24 川内合同庁舎4階

鹿屋労働基準監督署

0994-43-3385

〒893-0064
鹿屋市西原4-5-1 鹿屋合同庁舎5階

加治木労働基準監督署

0995-63-2035

〒899-5211
姶良市加治木町新富町98-6

名瀬労働基準監督署

0997-52-0574

〒894-0036
奄美市名瀬長浜町1-1 名瀬合同庁舎3階
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○ ハローワーク
ハローワーク名
鹿児島公共職業安定所

電話番号
099-250-6060

熊毛出張所

0997-22-1318

ワークプラザ天文館

099-223-8010

ヤングハローワークかごしま
（新卒応援ハローワーク）

099-224-3433

ワークサポートみなみ

099-257-5670

川内公共職業安定所
宮之城出張所

0996-22-8609
0996-53-0153

鹿屋公共職業安定所

0994-42-4135

国分公共職業安定所

0995-45-5311

大口出張所

0995-22-8609

霧島わかものハローワーク

0995-64-2251

姶良市ふるさとハローワーク

0995-67-8510

加世田公共職業安定所

0993-53-5111

伊集院公共職業安定所

099-273-3161

大隅公共職業安定所

099-482-1265

志布志市ふるさとハローワーク

099-471-1710

出水公共職業安定所

0996-62-0685

名瀬公共職業安定所

0997-52-4611

徳之島分室
指宿公共職業安定所

0997-82-1438
0993-22-4135
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所 在 地
〒890-8555
鹿児島市下荒田 1-43-28
〒891-3101
西之表市西之表16314-6
〒892-0842
鹿児島市東千石町1-38
鹿児島商工会議所ビル6 階
〒892-0842
鹿児島市東千石町1-38
鹿児島商工会議所ビル3 階
〒890-0073
鹿児島市宇宿2-3-5
オプシアミスミ3 階
〒895-0063
薩摩川内市若葉町4-24
川内地方合同庁舎1 階
〒895-1803
薩摩郡さつま町宮之城屋地 2035-3
〒893-0007
鹿屋市北田町 3-3-11
鹿屋市産業支援センター1 階
〒899-4332
霧島市国分中央1-4-35
〒895-2511
伊佐市大口里 768-1
〒899-5117
霧島市隼人町見次1229
イオン隼人国分店2 階
〒899-5432
姶良市宮島町 32-4
〒897-0031
南さつま市加世田東本町 35-11
〒899-2521
日置市伊集院町大田825-3
〒899-8102
曽於市大隅町岩川5575-1
〒899-7192
志布志市志布志町志布志2-1-1
〒899-0201
出水市緑町 37-5
〒894-0036
奄美市名瀬長浜町 1-1
名瀬合同庁舎 1 階
〒891-7101
大島郡徳之島町亀津 553-1
〒891-0404
指宿市東方 9489-11

○ 農業水利事業所
水利事業所名

電話番号

所 在 地

南部九州土地改良調査管理事務
所 鹿児島支所

TEL (0994)-44-6191
FAX (0994)-40-1526

〒893-0064
鹿屋市西原4-5-1

肝属中部農業水利事業所

TEL (0994)40-9033
FAX (0994)40-0098

〒893-0015
鹿屋市新川町597

沖永良部農業水利事業所

TEL (0997)93-1850
FAX (0997)93-0408

〒891-9214
大島郡知名町知名85

○ 裁判所所在地一覧
名

称

電話番号

所 在 地

鹿児島地方裁判所
鹿児島家庭裁判所

099-222-7121

〒892-8501
鹿児島市山下町13-47

0993-83-2229

〒897-0302
南九州市知覧町郡6196-1

0996-22-2154

〒895-0064
薩摩川内市花木町2-20

0995-62-2666

〒899-5214
姶良市加治木町仮屋町95

0994-43-2330

〒893-0011
鹿屋市打馬 1-2-14

0997-52-5141

〒894-0033
奄美市名瀬矢之脇町 1-1

0997-22-0159

〒891-3101

鹿児島簡易裁判所
鹿児島地方・家庭裁判所支部、
簡易裁判所

鹿児島地方裁判所知覧支部
鹿児島家庭裁判所知覧支部
知覧簡易裁判所
鹿児島地方裁判所川内支部
鹿児島家庭裁判所川内支部
川内簡易裁判所
鹿児島地方裁判所加治木支部
鹿児島家庭裁判所加治木支部
加治木簡易裁判所
鹿児島地方裁判所鹿屋支部
鹿児島家庭裁判所鹿屋支部
鹿屋簡易裁判所
鹿児島地方裁判所名瀬支部
鹿児島家庭裁判所名瀬支部
名瀬簡易裁判所
鹿児島家庭裁判所出張所、
簡易裁判所
鹿児島家庭裁判所種子島出張所
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西之表市西之表16275-12

種子島簡易裁判所
鹿児島家庭裁判所屋久島出張所
0997-42-0014

〒891-4205
熊毛郡屋久島町宮之浦2445-18

0993-22-2902

〒891-0402
指宿市十町244

0995-22-0247

〒895-2511
伊佐市大口里2235

0997-83-0019

〒891-7101
大島郡徳之島町亀津554-2

屋久島簡易裁判所
鹿児島家庭裁判所指宿出張所
指宿簡易裁判所
鹿児島家庭裁判所大口出張所
大口簡易裁判所
鹿児島家庭裁判所徳之島出張所
徳之島簡易裁判所
簡易裁判所
伊集院簡易裁判所

099-272-2538

加世田簡易裁判所

0993-52-2347

甑島簡易裁判所

09969-2-0054

出水簡易裁判所

0996-62-0178

大隅簡易裁判所

099-482-0006

〒899-2501
日置市伊集院町下谷口 1543
〒897-0000
南さつま市加世田地頭所町1-3
〒896-1201
薩摩川内市上甑町中甑480-1
〒899-0201
出水市緑町 25-6
〒899-8102
曽於市大隅町岩川6659-9

○ 年金事務所
年金事務所名

電話番号

鹿児島北年金事務所

099-225-5311

鹿児島南年金事務所

099-251-3111

川内年金事務所

0996-22-5276

加治木年金事務所

0995-62-3511

鹿屋年金事務所

0994-42-5121

奄美大島年金事務所

0997-52-4341
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所 在 地
〒892-8577
鹿児島市住吉町6-8
〒890-8533
鹿児島市鴨池新町5-25
〒895-0012
薩摩川内市平佐町2223
〒899-5292
姶良市加治木町諏訪町113
〒893-0014
鹿屋市寿3-8-19
〒894-0035
奄美市名瀬塩浜町3-1

