
受検案内及び受検申請書配布先一覧

区分 団体名 担当課 郵便番号 住所 ＴＥＬ

市町村 姶良市　水道事業部 管理課 899-5655 始良市船津138 0995-65-3450

市町村 姶良市役所 商工観光課 899-5492 始良市宮島町２５ 0995-66-3111

市町村 姶良市役所 建築住宅課 899-5492 始良市宮島町２５ 0995-66-3111

市町村 姶良市役所 秘書広報課 899-5492 始良市宮島町２５ 0995-66-3111

市町村 姶良市役所　加治木総合支所 地域振興課 899-5294 始良市加治木町本町２５３ 0995-62-2111

市町村 姶良市役所　加治木総合支所 建設課 899-5294 始良市加治木町本町２５３ 0995-62-2111

市町村 姶良市役所　加治木総合支所 加治木水道係 899-5294 始良市加治木町本町２５３ 0995-62-2111

市町村 姶良市役所　蒲生総合支所 地域振興課 899-5392 姶良市蒲生町上久徳２３９９ 0995-52-1211

市町村 姶良市役所　蒲生総合支所 建設課 899-5392 姶良市蒲生町上久徳２３９９ 0995-52-1211

市町村 姶良市役所　蒲生総合支所 蒲生水道係 899-5392 姶良市蒲生町上久徳２３９９ 0995-52-1211

市町村 阿久根市役所 商工観光課 899-1696 阿久根市鶴見町２００ 0996-73-1211

市町村 阿久根市役所 都市建設課 899-1696 阿久根市鶴見町２００ 0996-73-1211

市町村 阿久根市役所 水道課 899-1696 阿久根市鶴見町２００ 0996-73-1211

市町村 阿久根市役所 総務課 899-1696 阿久根市鶴見町２００ 0996-73-1211

市町村 天城町役場 建設課 891-7692 大島郡天城町大字平土野2691-1 0997-85-3111

市町村 天城町役場 水道課 891-7692 大島郡天城町大字平土野2691-1 0997-85-3111

市町村 天城町役場 企画課 891-7692 大島郡天城町大字平土野2691-1 0997-85-3111

市町村 奄美市役所 商水情報課 894-8555 奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111

市町村 奄美市役所 建築住宅課 894-8555 奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111

市町村 奄美市役所 水道課 894-8555 奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111

市町村 奄美市役所 企画調整課 894-8555 奄美市名瀬幸町25-8 0997-52-1111

市町村 奄美市役所　笠利総合支所 地域振興課 894-0595 奄美市笠利町中金久１４１ 0997-63-1111

市町村 奄美市役所　笠利総合支所 産業建設課 894-0595 奄美市笠利町中金久１４１ 0997-63-1111

市町村 奄美市役所　笠利総合支所 水道課 894-0595 奄美市笠利町中金久１４１ 0997-63-1111

市町村 奄美市役所　住用総合支所 地域振興課 894-1292 奄美市住用村西仲間１１１ 0997-69-2111

市町村 奄美市役所　住用総合支所 産業建設課 894-1292 奄美市住用村西仲間１１１ 0997-69-2111

市町村 奄美市役所　住用総合支所 水道課 894-1292 奄美市住用村西仲間１１１ 0997-69-2111

市町村 伊佐市役所　大口庁舎 水道課 895-2511 伊佐市大口里１８８８ 0995-23-1311

市町村 伊佐市役所　大口庁舎 総務課 895-2511 伊佐市大口里１８８８ 0995-23-1311

市町村 伊佐市役所　菱刈庁舎 地域総務課 895-2701 伊佐市菱刈町前目２１０６ 0995-23-1311

市町村 伊佐市役所　菱刈庁舎 建設課 895-2701 伊佐市菱刈町前目２１０６ 0995-23-1311

市町村 出水市役所 商工労政課 899-0292 出水市緑町1－3 0996-63-2111

市町村 出水市役所 都市計画課 899-0292 出水市緑町1－3 0996-63-2111

市町村 出水市役所 水道課 899-0292 出水市緑町1－3 0996-63-2111

市町村 出水市役所 政策調整室 899-0292 出水市緑町1－3 0996-63-2111

市町村 伊仙町役場 建設課 891-8293 大島郡伊仙町伊仙1842 0997-86-3111

市町村 伊仙町役場 水道課 891-8293 大島郡伊仙町伊仙1842 0997-86-3111

市町村 伊仙町役場 企画課 891-8293 大島郡伊仙町伊仙1842 0997-86-3111

市町村 いちき串木野市役所　串木野庁舎 水産商工課 896-8601 いちき串木野市昭和通１３３－１ 0996-32-3111
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市町村 いちき串木野市役所　市来庁舎 都市計画課 899-2192 いちき串木野市湊町1-1 0996-36-3111

市町村 いちき串木野市役所　市来庁舎 土木課 899-2192 いちき串木野市湊町1-1 0996-36-3111

市町村 いちき串木野市役所　市来庁舎 上下水道課 899-2192 いちき串木野市湊町1-1 0996-36-3111

市町村 指宿市役所 商工水産課 891-0497 指宿市十町２４２４ 0993-22-2111

市町村 指宿市役所 建築課 891-0497 指宿市十町２４２４ 0993-22-2111

市町村 指宿市役所 水道課 891-0497 指宿市十町２４２４ 0993-22-2111

市町村 指宿市役所 市長公室 891-0497 指宿市十町２４２４ 0993-22-2111

市町村 指宿市役所　開聞庁舎 地域振興課 891-0692 指宿市開聞十町２８６７ 0993-32-3111

市町村 指宿市役所　山川庁舎 地域振興課 891-0504 指宿市山川新生町８４ 0993-34-1111

市町村 宇検村役場 建設経済課 894-3392 大島郡宇検村湯湾字下朝戸９１５ 0997-67-2211

市町村 宇検村役場 総務企画課 894-3392 大島郡宇検村湯湾字下朝戸９１５ 0997-67-2211

市町村 大崎町役場 建設課 899-7305 曽於郡大崎町假宿１０２９ 099-476-1111

市町村 大崎町役場 水道課 899-7305 曽於郡大崎町假宿１０２９ 099-476-1111

市町村 大崎町役場 企画調整課 899-7305 曽於郡大崎町假宿１０２９ 099-476-1111

市町村 鹿児島市水道局 水道管路課 890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10 099-257-7111

市町村 鹿児島市役所 雇用推進課 892-8677 鹿児島市山下町11-1 099-224-1111

市町村 鹿児島市役所 建築指導課 892-8677 鹿児島市山下町11-1 099-224-1111

市町村 鹿児島市役所　伊敷支所 総務市民課 890－0008 鹿児島市伊敷5丁目15番1号 099-229-2111

市町村 鹿児島市役所　喜入支所 総務市民課 891-0203 鹿児島市喜入町7010-5 099-345-1111

市町村 鹿児島市役所　郡山支所 総務市民課 891-1192 鹿児島市郡山町１４１番地 099-298-2111

市町村 鹿児島市役所　桜島支所 総務市民課 891-1415 鹿児島市桜島藤野町1439 099-293-2345

市町村 鹿児島市役所　谷山支所 総務課 891-0194 鹿児島市谷山中央四丁目4927番地 099-269-2611

市町村 鹿児島市役所　東桜島支所 総務市民課 891－1543 鹿児島市東桜島町863番地1 099-221-2111

市町村 鹿児島市役所　松元支所 総務市民課 899-2792 鹿児島市上谷口町2883 099-278-2111

市町村 鹿児島市役所　吉田支所 総務市民課 891-1392 鹿児島市本城町１６９６番地 099-294-2211

市町村 鹿児島市役所　吉野支所 総務市民課 892－0871 鹿児島市吉野町3256番地 099-244-7111

市町村 鹿屋市役所 道路建設課 893-8501 鹿屋市共栄町２０－１ 0994-43-2111

市町村 鹿屋市役所 観光振興課 893-8501 鹿屋市共栄町２０－１ 0994-43-2111

市町村 鹿屋市役所 秘書広報課 893-8501 鹿屋市共栄町２０－１ 0994-43-2111

市町村 鹿屋市役所　吾平総合支所 産業建設課 893-1192 鹿屋市吾平町麓３３１７ 0994-58-7111

市町村 鹿屋市役所　輝北総合支所 地域政策課 893-0292 鹿屋市輝北町上百引３９１４－ロ 099-486-1111

市町村 鹿屋市役所　輝北総合支所
産業建設課（輝北
水道分室）

893-0292 鹿屋市輝北町上百引３９１４－ロ 099-486-1111

市町村 鹿屋市役所　串良総合支所 産業建設課 893-1692 鹿屋市串良町岡崎２０８１ 0994-63-3111

市町村 鹿屋市役所　分庁舎 上下水道部工務課 893-0014 鹿屋市寿2-11-18 0994-43-2800

市町村 喜界町役場 建設課 891-6292 大島郡喜界町大字湾1746 0997-65-1111

市町村 喜界町役場 水環境課 891-6292 大島郡喜界町大字湾1746 0997-65-1111

市町村 喜界町役場 企画課 891-6292 大島郡喜界町大字湾1746 0997-65-1111

市町村 肝付町役場 建設課 893-1207 肝属郡肝付町新富９８ 0994-65-2511

市町村 肝付町役場 水道課 893-1207 肝属郡肝付町新富９８ 0994-65-2511

市町村 肝付町役場 企画調整課 893-1207 肝属郡肝付町新富９８ 0994-65-2511



受検案内及び受検申請書配布先一覧
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市町村 肝付町役場　内之浦総合支所 建設課 893-1492 肝属郡肝付町南方２６４３ 0994-67-2111

市町村 霧島市役所 商工振興課 899-4394 霧島市国分中央三丁目４５－１ 0995-45-5111

市町村 霧島市役所 建築指導課 899-4394 霧島市国分中央三丁目４５－１ 0995-45-5111

市町村 霧島市役所 秘書広報課 899-4394 霧島市国分中央三丁目４５－１ 0995-45-5111

市町村 霧島市役所（水道部庁舎） 水道部水道課 899-5116 霧島市隼人町内341 0995-42-3500

市町村 霧島市役所　霧島総合支所 地域振興課 899-4292 霧島市霧島田口８－４ 0995-57-1111

市町村 霧島市役所　隼人庁舎 地域振興課 899-5192 霧島市隼人町内山田1-11-11 0995-42-1111

市町村 霧島市役所　福山総合支所 地域振興課 899-4501 霧島市福山町福山５２９０－６１ 0995-56-2111

市町村 霧島市役所　牧園総合支所 地域振興課 899-6592 霧島市牧園町宿窪田２６４７ 0995-76-1111

市町村 霧島市役所　溝辺総合支所 地域振興課 899-6493 霧島市溝辺町有川３４１ 0995-59-3111

市町村 霧島市役所　横川総合支所 地域振興課 899-6303 霧島市横川町中ノ２６３ 0995-72-0511

市町村 錦江町役場　田代支所 地域振興課 893-2492 肝属郡錦江町田代麓８２７番地１ 0994-25-2511

市町村 錦江町役場　田代支所 産業建設課 893-2492 肝属郡錦江町田代麓８２７番地１ 0994-25-2511

市町村 錦江町役場　本庁舎 産業振興課 893-2392 肝属郡錦江町城元９６３番地 0994-22-0511

市町村 錦江町役場　本庁舎 建設課 893-2392 肝属郡錦江町城元９６３番地 0994-22-0511

市町村 錦江町役場　本庁舎 企画課 893-2392 肝属郡錦江町城元９６３番地 0994-22-0511

市町村 薩摩川内市水道局 上水道課 895-8650 薩摩川内市神田町3番22号 0996-23-5111

市町村 薩摩川内市役所 商工振興課 895-8650 薩摩川内市神田町3-22 0996-23-5111

市町村 薩摩川内市役所　入来支所 地域振興課 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名33 0996-44-3111

市町村 薩摩川内市役所　鹿島支所 地域振興課 896-1301 薩摩川内市鹿島町藺牟田1457-10 09969-4-2211

市町村 薩摩川内市役所　上甑支所 地域振興課 896-1201 薩摩川内市上甑町中甑481-1 09969-2-0001

市町村 薩摩川内市役所　祁答院支所 地域振興課 895-1501 薩摩川内市祁答院町下手67 0996-55-1111

市町村 薩摩川内市役所　里支所 地域振興課 896-1101 薩摩川内市里町里1922 09969-3-2311

市町村 薩摩川内市役所　下甑支所 地域振興課 896-1601 薩摩川内市下甑町手打819 09969-7-0311

市町村 薩摩川内市役所　東郷支所 地域振興課 895-1106 薩摩川内市東郷町斧渕362 0996-42-1111

市町村 薩摩川内市役所　樋脇支所 地域振興課 895-1202 薩摩川内市樋脇町塔之原1173 0996-37-3111

市町村 さつま町役場 建設課 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５－２ 0996-53-1111

市町村 さつま町役場 水道課 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５－２ 0996-53-1111

市町村 さつま町役場 総務課 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５－２ 0996-53-1111

市町村 さつま町役場 商工観光課 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地１５６５－２ 0996-53-1111

市町村 さつま町役場　薩摩支所 895-2292 薩摩郡さつま町求名12837番地 0996-53-1111

市町村 さつま町役場　鶴田支所 895-2102 薩摩郡さつま町神子663-1 0996-59-3111

市町村 志布志市役所　志布志支所 地域振興課 899-7192 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号 099-472-1111

市町村 志布志市役所　志布志支所 産業建設課 899-7192 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号 099-472-1111

市町村 志布志市役所　志布志支所 水道課 899-7192 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号 099-472-1111

市町村 志布志市役所 本庁 港湾商工課 899-7492 志布志市有明町野井倉1756 099-474-1111

市町村 志布志市役所 本庁 建設課 899-7492 志布志市有明町野井倉1756 099-474-1111

市町村 志布志市役所 本庁 総務課 899-7492 志布志市有明町野井倉1756 099-474-1111

市町村 志布志市役所　松山支所 地域振興課 899-7692 志布志市松山町新橋268 099-487-2111

市町村 志布志市役所　松山支所 産業建設課 899-7692 志布志市松山町新橋268 099-487-2111
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市町村 瀬戸内町役場 建設課 894-1592 大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３ 0997-72-1111

市町村 瀬戸内町役場 水道課 894-1592 大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３ 0997-72-1111

市町村 瀬戸内町役場 企画課 894-1592 大島郡瀬戸内町古仁屋船津２３ 0997-72-1111

市町村 曽於市役所　大隅支所 地域振興課 899-8102 曽於市大隅町岩川５６２９ 099-482-1211

市町村 曽於市役所　大隅支所 建設水道課 899-8102 曽於市大隅町岩川５６２９ 099-482-1211

市町村 曽於市役所　財部支所 地域振興課 899-4101 曽於市財部町南俣１１２７５ 0986-72-1111

市町村 曽於市役所　財部支所 建設水道課 899-4101 曽於市財部町南俣１１２７５ 0986-72-1111

市町村 曽於市役所　（本庁・末吉支所） 建設課 899-8692 曽於市末吉町二之方１９８０ 0986-76-1111

市町村 曽於市役所　（本庁・末吉支所） 水道課 899-8692 曽於市末吉町二之方１９８０ 0986-76-1111

市町村 曽於市役所　（本庁・末吉支所） 企画課 899-8692 曽於市末吉町二之方１９８０ 0986-76-1111

市町村 龍郷町役場 地域整備課 894-0192 大島郡龍郷町浦字大作１１０ 0997-62-3111

市町村 龍郷町役場 生活環境課 894-0192 大島郡龍郷町浦字大作１１０ 0997-62-3111

市町村 龍郷町役場 総務企画課 894-0192 大島郡龍郷町浦字大作１１０ 0997-62-3111

市町村 垂水市役所 水産商工観光課 891-2192 垂水市上町１１４ 0994-32-1111

市町村 垂水市役所 土木課 891-2192 垂水市上町１１４ 0994-32-1111

市町村 垂水市役所 水道課 891-2192 垂水市上町１１４ 0994-32-1111

市町村 垂水市役所 総務課 891-2192 垂水市上町１１４ 0994-32-1111

市町村 知名町役場 建設課 891-9295 大島郡知名町知名307 0997-93-3111

市町村 知名町役場 水道環境課 891-9295 大島郡知名町知名307 0997-93-3111

市町村 知名町役場 企画振興課 891-9295 大島郡知名町知名307 0997-93-3111

市町村 徳之島町役場 建設課 891-7192 大島郡徳之島町亀津7203 0997-82-1111

市町村 徳之島町役場 水道課 891-7192 大島郡徳之島町亀津7203 0997-82-1111

市町村 徳之島町役場 企画課 891-7192 大島郡徳之島町亀津7203 0997-82-1111

市町村 十島村役場 土木交通課 892-0822 鹿児島市泉町１４－１５ 099-222-2101

市町村 十島村役場 総務課 892-0822 鹿児島市泉町１４－１５ 099-222-2101

市町村 長島町役場 水産商工課 899-1498 出水郡長島町鷹巣１８７５－１ 0996-86-1111

市町村 長島町役場 企画財政課 899-1498 出水郡長島町鷹巣１８７５－１ 0996-86-1111

市町村 長島町役場　指江庁舎 総合管理課 899-1395 出水郡長島町指江７８７ 0996-88-5511

市町村 長島町役場　指江庁舎 建設課 899-1395 出水郡長島町指江７８７ 0996-88-5511

市町村 長島町役場　指江庁舎 水道課 899-1395 出水郡長島町指江７８７ 0996-88-5511

市町村 中種子町役場 企画課 891-3692 熊毛郡中種子町野間５１８６ 0997-27-1111

市町村 中種子町役場 建設課 891-3692 熊毛郡中種子町野間５１８６ 0997-27-1111

市町村 中種子町役場 水道課 891-3692 熊毛郡中種子町野間５１８６ 0997-27-1111

市町村 中種子町役場 総務課 891-3692 熊毛郡中種子町野間５１８６ 0997-27-1111

市町村 西之表市役所 経済観光課 891-3193 西之表市西之表７６１２ 0997-22-1111

市町村 西之表市役所 建設課 891-3193 西之表市西之表７６１２ 0997-22-1111

市町村 西之表市役所 水道課 891-3193 西之表市西之表７６１２ 0997-22-1111

市町村 西之表市役所 市民生活課 891-3193 西之表市西之表７６１２ 0997-22-1111

市町村 日置市役所　東市来支所 産業建設課 899-2292 日置市東市来町長里８７－１ 099-274-2111

市町村 日置市役所　日吉支所 産業建設課 899-3192 日置市日吉町日置３７７ 099-292-2111



受検案内及び受検申請書配布先一覧

区分 団体名 担当課 郵便番号 住所 ＴＥＬ

市町村 日置市役所　吹上支所 産業建設課 899-3301 日置市吹上町中原２８４７ 099-296-2111

市町村 日置市役所　本庁 商工観光課 899-2592 日置市伊集院町郡1丁目100番地 099-273-2111

市町村 日置市役所　本庁 建設課 899-2501 日置市伊集院町下谷口1960-1 099-273-2111

市町村 日置市役所　本庁 上下水道課 899-2592 日置市伊集院町郡1丁目100番地 099-273-2111

市町村 日置市役所　本庁 企画課 899-2592 日置市伊集院町郡1丁目100番地 099-273-2111

市町村 東串良町役場 建設課 893-1693 肝属郡東串良町川西１５４３ 0994-63-3131

市町村 東串良町役場 企画課 893-1693 肝属郡東串良町川西１５４３ 0994-63-3131

市町村 枕崎市役所 水産商工課 898-8501 枕崎市千代田町２７ 0993-72-1111

市町村 枕崎市役所 建設課 898-8501 枕崎市千代田町２７ 0993-72-1111

市町村 枕崎市役所 水道課 898-8501 枕崎市千代田町２７ 0993-72-1111

市町村 枕崎市役所 総務課 898-8501 枕崎市千代田町２７ 0993-72-1111

市町村 三島村役場 経済課 892-0821 鹿児島市名山町１２－１８ 099-222-3141

市町村 三島村役場 総務課 892-0821 鹿児島市名山町１２－１８ 099-222-3141

市町村 南大隅町役場 企画振興課 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226 0994-24-3111

市町村 南大隅町役場 建設課 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226 0994-24-3111

市町村 南大隅町役場 総務課 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226 0994-24-3111

市町村 南大隅町役場　佐多支所 総務課 893-2601 肝属郡南大隅町佐多伊佐敷３８４４ 0994-26-0511

市町村 南大隅町役場　佐多支所 建設課 893-2601 肝属郡南大隅町佐多伊佐敷３８４４ 0994-26-0511

市町村 南九州市役所 商工観光課 897-0392 南九州市知覧町郡６２０４ 0993-83-2511

市町村 南九州市役所 建築住宅課 897-0392 南九州市知覧町郡６２０４ 0993-83-2511

市町村 南九州市役所 水道課 897-0392 南九州市知覧町郡６２０４ 0993-83-2511

市町村 南九州市役所 企画課 897-0392 南九州市知覧町郡６２０４ 0993-83-2511

市町村 南九州市役所　頴娃支所 地域振興課 891-0792 南九州市頴娃町牧之内2830番地 0993-36-1111

市町村 南九州市役所　頴娃支所 建設水道課 891-0792 南九州市頴娃町牧之内2830番地 0993-36-1111

市町村 南九州市役所　川辺支所 地域振興課 897-0215 南九州市川辺町平山３２３４ 0993-56-1111

市町村 南九州市役所　川辺支所 建設水道課 897-0215 南九州市川辺町平山３２３４ 0993-56-1111

市町村 南さつま市役所 商工政策課 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-53-2111

市町村 南さつま市役所 建築住宅課 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-53-2111

市町村 南さつま市役所 水道課 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-53-2111

市町村 南さつま市役所 企画政策課 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 0993-53-2111

市町村 南さつま市役所 大浦支所 市民課 897-1201 南さつま市大浦町2071番地 0993-62-2111

市町村 南さつま市役所 笠沙支所 市民課 897-1301 南さつま市笠沙町片浦808番地 0993-63-1111

市町村 南さつま市役所 金峰支所 市民課 899-3492 南さつま市金峰町尾下1650番地 0993-77-1111

市町村 南さつま市役所 坊津支所 市民課 898-0101 南さつま市坊津町坊9422番地2 0993-67-1441

市町村 南種子町役場 観光課 891-3792 熊毛郡南種子町中之上２７９３－１ 0997-26-1111

市町村 南種子町役場 建設課 891-3792 熊毛郡南種子町中之上２７９３－１ 0997-26-1111

市町村 南種子町役場 企画課 891-3792 熊毛郡南種子町中之上２７９３－１ 0997-26-1111

市町村 屋久島町役場 企画調整課 891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田469-45 0997-43-5900

市町村 屋久島町役場　宮之浦支所 建設課 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦１５９３ 0997-42-0100

市町村 屋久島町役場　宮之浦支所 水道課 891-4205 熊毛郡屋久島町宮之浦１５９３ 0997-42-0100



受検案内及び受検申請書配布先一覧

区分 団体名 担当課 郵便番号 住所 ＴＥＬ

市町村 大和村役場 建設課 894-3192 大島郡大和村大和浜１００ 0997-57-2111

市町村 大和村役場 住民税務課 894-3192 大島郡大和村大和浜１００ 0997-57-2111

市町村 大和村役場 総務企画課 894-3192 大島郡大和村大和浜１００ 0997-57-2111

市町村 湧水町役場　栗野庁舎 商工観光課 899-6292 姶良郡湧水町木場２２２番地 0995-74-3111

市町村 湧水町役場　栗野庁舎 建設課 899-6292 姶良郡湧水町木場２２２番地 0995-74-3111

市町村 湧水町役場　栗野庁舎 水道課 899-6292 姶良郡湧水町木場２２２番地 0995-74-3111

市町村 湧水町役場　栗野庁舎 総務課 899-6292 姶良郡湧水町木場２２２番地 0995-74-3111

市町村 湧水町役場　吉松庁舎 地域総務課 899-6192 姶良郡湧水町中津川６０３番地 0995-75-2111

市町村 湧水町役場　吉松庁舎 農林土木課 899-6192 姶良郡湧水町中津川６０３番地 0995-75-2111

市町村 湧水町役場　吉松庁舎 吉松水道係 899-6192 姶良郡湧水町中津川６０３番地 0995-75-2111

市町村 与論町役場 建設課 891-9301 大島郡与論町茶花32-1 0997-97-3111

市町村 与論町役場 水道課 891-9301 大島郡与論町茶花32-1 0997-97-3111

市町村 与論町役場 総務企画課 891-9301 大島郡与論町茶花32-1 0997-97-3111

市町村 和泊町役場 土木課 891-9192 大島郡和泊町和泊10 0997-92-1111

市町村 和泊町役場 生活環境課 891-9192 大島郡和泊町和泊10 0997-92-1111

市町村 和泊町役場 企画課情報政策室 891-9192 大島郡和泊町和泊10 0997-92-1111



受検案内及び受検申請書配布先一覧

区分 団体名 担当課 郵便番号 住所 ＴＥＬ

職業安定所 鹿児島公共職業安定所 890-8555 鹿児島市下荒田1丁目43-28 099-250-6060

職業安定所 鹿児島公共職業安定所　熊毛出張所 891-3101 西之表市西之表16314-6 0997-22-1318

職業安定所 ワークプラザ天文館 892-0842
鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ビル
6階

099-223-8010

職業安定所
ワークプラザ天文館内マザーズコー
ナー

892-0842
鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ビル
6階

099-223-2821

職業安定所 ヤングハローワークかごしま 892-0842
鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ビル
3階

099-224-3433

職業安定所 ワークサポートみなみ 890-0073 鹿児島市宇宿2-3-5　オプシアミスミ3階 099-257-5670

職業安定所 川内公共職業安定所 895-0063 薩摩川内市若葉町4-24　川内地方合同庁舎1階 0996-22-8609

職業安定所 川内公共職業安定所　宮之城出張所 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3 0996-53-0153

職業安定所 鹿屋公共職業安定所 893-0007 鹿屋市北田町3-3-11鹿屋市産業支援センタｰ1F 0994-42-4135

職業安定所 国分公共職業安定所 899-4332 霧島市国分中央1丁目4-35 0995-45-5311

職業安定所 国分公共職業安定所　大口出張所 895-2511 伊佐市大口里768-1 0995-22-8609

職業安定所 鹿児島キャリアアップハローワーク 899-5117 霧島市隼人町見次1229　イオン隼人国分店2階 0995-64-2251

職業安定所 姶良市ふるさとハローワーク 899-5432 姶良市宮島町32-4 0995-67-8510

職業安定所 加世田公共職業安定所 897-0031 南さつま市加世田東本町35-11 0993-53-5111

職業安定所 伊集院公共職業安定所 899-2521 日置市伊集院町大田825-3 099-273-3161

職業安定所 大隅公共職業安定所 899-8102 曽於市大隅町岩川5575-1 0994-82-1265

職業安定所 志布志市ふるさとハローワーク 899-7192 志布志市志布志町志布志2-1-1 099-471-1710

職業安定所 出水公共職業安定所 899-0201 出水市緑町37-5 0996-62-0685

職業安定所 指宿公共職業安定所 891-0404 指宿市東方9489-11 0993-22-4135

職業安定所 名瀬公共職業安定所 894-0036 奄美市名瀬長浜町1-1 0997-52-4611

職業安定所 名瀬公共職業安定所　徳之島分室 891-7101 大島郡徳之島町亀津553-1 0997-82-1438

県関係 吹上高等技術専門校 899-3302 日置市吹上町中之里1717 099-296-2050

県関係 宮之城高等技術専門校 895-1804 薩摩郡さつま町船木881 0996-53-0207

県関係 姶良高等技術専門校 899-5431 姶良市西餅田1120 0995-65-2247

県関係 鹿屋高等技術専門校 893-0032 鹿屋市川西町3482 0994-44-8674

県関係 鹿児島障害者職業能力開発校 895-1402 薩摩川内市入来町浦之名1432 0996-44-2206

県関係 鹿児島地域振興局 総務企画部総務企画課 892-0817 鹿児島市小川町3-56 099-805-7203

県関係 南薩地域振興局 総務企画部総務企画課 897-0031 南さつま市加世田東本町8-13 0993-52-1305

県関係 北薩地域振興局 総務企画部総務企画課 895-0052 薩摩川内市神田町1-22 0996-25-5106

県関係 姶良・伊佐地域振興局 総務企画部総務企画課 899-5212 姶良市加治木町諏訪町12 0995-63-8106

県関係 大隅地域振興局 総務企画部総務企画課 893-0011 鹿屋市打馬2丁目16-6 0994-52-2083

県関係 熊毛支庁 総務企画部総務企画課 891-3101 西之表市西之表7590 0997-22-0001

県関係 大島支庁 総務企画部総務企画課 894-0023 奄美市名瀬永田町17-3 0997-53-1111


