
団体名 担当課 住所

鹿児島公共職業安定所 鹿児島市下荒田1丁目43-28

鹿児島公共職業安定所　熊毛出張所 西之表市西之表16314-6

ワークプラザ天文館 鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ビル6階

ワークプラザ天文館内マザーズコーナー 鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ビル6階

鹿児島新卒応援ハローワーク 鹿児島市東千石町1-38　鹿児島商工会議所ビル3階

ワークサポートみなみ 鹿児島市宇宿2-3-5　オプシアミスミ3階

川内公共職業安定所 薩摩川内市若葉町4-24　川内地方合同庁舎1階

川内公共職業安定所　宮之城出張所 薩摩郡さつま町宮之城屋地2035-3

鹿屋公共職業安定所 鹿屋市北田町3-3-11　鹿屋市産業支援センタｰ1F

国分公共職業安定所 霧島市国分中央1丁目4-35

国分公共職業安定所　大口出張所 伊佐市大口里768-1

鹿児島キャリアアップハローワーク 霧島市隼人町見次1229　イオン隼人国分店2階

姶良市ふるさとハローワーク 姶良市宮島町32-4

加世田公共職業安定所 南さつま市加世田東本町35-11

伊集院公共職業安定所 日置市伊集院町大田825-3

大隅公共職業安定所 曽於市大隅町岩川5575-1

志布志市ふるさとハローワーク 志布志市志布志町志布志2-1-1

出水公共職業安定所 出水市緑町37-5

指宿公共職業安定所 指宿市東方9489-11

名瀬公共職業安定所 奄美市名瀬長浜町1-1

名瀬公共職業安定所　徳之島分室 大島郡徳之島町亀津553-1

大隅地域振興局 総務企画部総務企画課 鹿屋市打馬2丁目16-6

姶良・伊佐地域振興局 総務企画部総務企画課 姶良市加治木町諏訪町12

北薩地域振興局 総務企画部総務企画課 薩摩川内市神田町1-22

南薩地域振興局 総務企画部総務企画課 南さつま市加世田東本町8-13

鹿児島地域振興局 総務企画部総務企画課 鹿児島市小川町3-56

大島支庁 総務企画部総務企画課 奄美市名瀬永田町17-3

熊毛支庁 総務企画部総務企画課 西之表市西之表7590

鹿児島市役所 雇用推進課 鹿児島市山下町11-1
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鹿児島市役所 建築指導課 鹿児島市山下町11-1

鹿児島市水道局 水道管路課 鹿児島市鴨池新町1-10

鹿児島市役所　谷山支所 総務課 鹿児島市谷山中央4丁目4927番地

鹿児島市役所　伊敷支所 総務市民課 鹿児島市伊敷5丁目15番1号

鹿児島市役所　吉野支所 総務市民課 鹿児島市吉野町3256番地

鹿児島市役所　東桜島支所 総務市民課 鹿児島市東桜島町863番地1

鹿児島市役所　吉田支所 総務市民課 鹿児島市本城町1696番地

鹿児島市役所　桜島支所 総務市民課 鹿児島市桜島藤野町1439

鹿児島市役所　喜入支所 総務市民課 鹿児島市喜入町7010-5

鹿児島市役所　松元支所 総務市民課 鹿児島市上谷口町2883

鹿児島市役所　郡山支所 総務市民課 鹿児島市郡山町141番地

鹿屋市役所 道路建設課 鹿屋市共栄町20-1

鹿屋市役所 観光振興課 鹿屋市共栄町20-1

鹿屋市役所 秘書広報課 鹿屋市共栄町20-1

鹿屋市役所　分庁舎 上下水道部工務課 鹿屋市寿2-11-18

鹿屋市役所　輝北総合支所 地域政策課 鹿屋市輝北町上百引3914-ロ

鹿屋市役所　輝北総合支所 産業建設課（輝北水道分室） 鹿屋市輝北町上百引3914-ロ

鹿屋市役所　串良総合支所 産業建設課 鹿屋市串良町岡崎2081

鹿屋市役所　吾平総合支所 産業建設課 鹿屋市吾平町麓3317

枕崎市役所 水産商工課 枕崎市千代田町27

枕崎市役所 建設課 枕崎市千代田町27

枕崎市役所 水道課 枕崎市千代田町27

枕崎市役所 総務課 枕崎市千代田町27

阿久根市役所 商工観光課 阿久根市鶴見町200

阿久根市役所 都市建設課 阿久根市鶴見町200

阿久根市役所 水道課 阿久根市鶴見町200

阿久根市役所 総務課 阿久根市鶴見町200

出水市役所 商工労政課 出水市緑町1-3

出水市役所 都市計画課 出水市緑町1-3

出水市役所 水道課 出水市緑町1-3

出水市役所 政策調整室 出水市緑町1-3

指宿市役所 商工水産課 指宿市十町2424



指宿市役所 建築課 指宿市十町2424

指宿市役所 水道課 指宿市十町2424

指宿市役所 市長公室 指宿市十町2424

指宿市役所　山川庁舎 地域振興課 指宿市山川新生町84

指宿市役所　開聞庁舎 地域振興課 指宿市開聞十町2867

西之表市役所 経済観光課 西之表市西之表7612

西之表市役所 建設課 西之表市西之表7612

西之表市役所 水道課 西之表市西之表7612

垂水市役所 水産商工観光課 垂水市上町114

垂水市役所 土木課 垂水市上町114

垂水市役所 水道課 垂水市上町114

垂水市役所 総務課 垂水市上町114

薩摩川内市役所 商工振興課 薩摩川内市神田町3-22

薩摩川内市水道局 上水道課 薩摩川内市神田町3番22号

薩摩川内市役所　樋脇支所 地域振興課 薩摩川内市樋脇町塔之原1173

薩摩川内市役所　入来支所 地域振興課 薩摩川内市入来町浦之名33

薩摩川内市役所　東郷支所 地域振興課 薩摩川内市東郷町斧渕362

薩摩川内市役所　祁答院支所 地域振興課 薩摩川内市祁答院町下手67

薩摩川内市役所　里支所 地域振興課 薩摩川内市里町里1922

薩摩川内市役所　上甑支所 地域振興課 薩摩川内市上甑町中甑481-1

薩摩川内市役所　下甑支所 地域振興課 薩摩川内市下甑町手打819

薩摩川内市役所　鹿島支所 地域振興課 薩摩川内市鹿島町藺牟田1457-10

日置市役所　本庁 建設課 日置市伊集院町下谷口1960-1

日置市役所　本庁 上下水道課 日置市伊集院町郡1丁目100番地

日置市役所　本庁 企画課 日置市伊集院町郡1丁目100番地

日置市役所　東市来支所 産業建設課 日置市東市来町長里87-1

日置市役所　日吉支所 産業建設課 日置市日吉町日置377

日置市役所　吹上支所 産業建設課 日置市吹上町中原2847

曽於市役所　（本庁・末吉支所） 建設課 曽於市末吉町二之方1980

曽於市役所　（本庁・末吉支所） 水道課 曽於市末吉町二之方1980

曽於市役所　（本庁・末吉支所） 企画課 曽於市末吉町二之方1980

曽於市役所　大隅支所 地域振興課 曽於市大隅町岩川5629



曽於市役所　大隅支所 建設水道課 曽於市大隅町岩川5629

曽於市役所　財部支所 地域振興課 曽於市財部町南俣11275

曽於市役所　財部支所 建設水道課 曽於市財部町南俣11275

霧島市役所 商工振興課 霧島市国分中央3丁目45-1

霧島市役所 建築指導課 霧島市国分中央3丁目45-1

霧島市役所 秘書広報課 霧島市国分中央3丁目45-1

霧島市役所　隼人庁舎 地域振興課 霧島市隼人町内山田1-11-11

霧島市役所　溝辺総合支所 地域振興課 霧島市溝辺町有川341

霧島市役所　横川総合支所 地域振興課 霧島市横川町中ノ263

霧島市役所　牧園総合支所 地域振興課 霧島市牧園町宿窪田2647

霧島市役所　霧島総合支所 地域振興課 霧島市霧島田口8-4

霧島市役所　福山総合支所 地域振興課 霧島市福山町福山5290-61

霧島市役所（水道部庁舎） 水道部水道課 霧島市隼人町内341

いちき串木野市役所　串木野庁舎 水産商工課 いちき串木野市昭和通133-1

いちき串木野市役所　市来庁舎 都市計画課 いちき串木野市湊町1-1

いちき串木野市役所　市来庁舎 土木課 いちき串木野市湊町1-1

いちき串木野市役所　市来庁舎 上下水道課 いちき串木野市湊町1-1

南さつま市役所 商工政策課 南さつま市加世田川畑2648番地

南さつま市役所 建築住宅課 南さつま市加世田川畑2648番地

南さつま市役所 水道課 南さつま市加世田川畑2648番地

南さつま市役所 企画政策課 南さつま市加世田川畑2648番地

南さつま市役所 笠沙支所 市民課 南さつま市笠沙町片浦808番地

南さつま市役所 大浦支所 市民課 南さつま市大浦町2071番地

南さつま市役所 坊津支所 市民課 南さつま市坊津町坊9422番地2

南さつま市役所 金峰支所 市民課 南さつま市金峰町尾下1650番地

志布志市役所 本庁 港湾商工課 志布志市有明町野井倉1756

志布志市役所 本庁 建設課 志布志市有明町野井倉1756

志布志市役所 本庁 総務課 志布志市有明町野井倉1756

志布志市役所　志布志支所 地域振興課 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号

志布志市役所　志布志支所 産業建設課 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号

志布志市役所　志布志支所 水道課 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号

志布志市役所　松山支所 地域振興課 志布志市松山町新橋268



志布志市役所　松山支所 産業建設課 志布志市松山町新橋268

奄美市役所 商水情報課 奄美市名瀬幸町25-8

奄美市役所 建築住宅課 奄美市名瀬幸町25-8

奄美市役所 水道課 奄美市名瀬幸町25-8

奄美市役所 企画調整課 奄美市名瀬幸町25-8

奄美市役所　住用総合支所 地域振興課 奄美市住用村西仲間111

奄美市役所　住用総合支所 産業建設課 奄美市住用村西仲間111

奄美市役所　住用総合支所 水道課 奄美市住用村西仲間111

奄美市役所　笠利総合支所 産業建設課 奄美市笠利町中金久141

奄美市役所　笠利総合支所 水道課 奄美市笠利町中金久141

南九州市役所 商工観光課 南九州市知覧町郡6204

南九州市役所 建築住宅課 南九州市知覧町郡6204

南九州市役所 水道課 南九州市知覧町郡6204

南九州市役所 企画課 南九州市知覧町郡6204

南九州市役所　頴娃支所 地域振興課 南九州市頴娃町牧之内2830番地

南九州市役所　頴娃支所 建設水道課 南九州市頴娃町牧之内2830番地

南九州市役所　川辺支所 地域振興課 南九州市川辺町平山3234

南九州市役所　川辺支所 建設水道課 南九州市川辺町平山3234

伊佐市役所　大口庁舎 水道課 伊佐市大口里1888

伊佐市役所　大口庁舎 総務課 伊佐市大口里1888

伊佐市役所　菱刈庁舎 地域総務課 伊佐市菱刈町前目2106

伊佐市役所　菱刈庁舎 建設課 伊佐市菱刈町前目2106

姶良市役所 商工観光課 始良市宮島町25

姶良市役所 建築住宅課 始良市宮島町25

姶良市役所 秘書広報課 始良市宮島町25

姶良市　水道事業部 管理課 始良市船津138

姶良市役所　加治木総合支所 地域振興課 始良市加治木町本町253

姶良市役所　加治木総合支所 建設課 始良市加治木町本町253

姶良市役所　加治木総合支所 加治木水道係 始良市加治木町本町253

姶良市役所　蒲生総合支所 地域振興課 姶良市蒲生町上久徳2399

姶良市役所　蒲生総合支所 建設課 姶良市蒲生町上久徳2399

姶良市役所　蒲生総合支所 蒲生水道係 姶良市蒲生町上久徳2399



三島村役場 経済課 鹿児島市名山町12-18

三島村役場 総務課 鹿児島市名山町12-18

十島村役場 土木交通課 鹿児島市泉町14-15

十島村役場 総務課 鹿児島市泉町14-15

さつま町役場 商工観光課 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2

さつま町役場 建設課 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2

さつま町役場 水道課 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2

さつま町役場 総務課 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565-2

さつま町役場　鶴田支所 薩摩郡さつま町神子663-1

さつま町役場　薩摩支所 薩摩郡さつま町求名12837番地

長島町役場 水産商工課 出水郡長島町鷹巣1875-1

長島町役場 企画財政課 出水郡長島町鷹巣1875-1

長島町役場　指江庁舎 総合管理課 出水郡長島町指江787

長島町役場　指江庁舎 建設課 出水郡長島町指江787

長島町役場　指江庁舎 水道課 出水郡長島町指江787

湧水町役場　栗野庁舎 商工観光課 姶良郡湧水町木場222番地

湧水町役場　栗野庁舎 建設課 姶良郡湧水町木場222番地

湧水町役場　栗野庁舎 水道課 姶良郡湧水町木場222番地

湧水町役場　栗野庁舎 総務課 姶良郡湧水町木場222番地

大崎町役場 建設課 曽於郡大崎町假宿1029

大崎町役場 水道課 曽於郡大崎町假宿1029

大崎町役場 企画調整課 曽於郡大崎町假宿1029

東串良町役場 建設課 肝属郡東串良町川西1543

東串良町役場 企画課 肝属郡東串良町川西1543

錦江町役場　本庁舎 産業振興課 肝属郡錦江町城元963番地

錦江町役場　本庁舎 建設課 肝属郡錦江町城元963番地

錦江町役場　本庁舎 企画課 肝属郡錦江町城元963番地

錦江町役場　田代支所 地域振興課 肝属郡錦江町田代麓827番地1

錦江町役場　田代支所 産業建設課 肝属郡錦江町田代麓827番地1

南大隅町役場 企画振興課 肝属郡南大隅町根占川北226

南大隅町役場 建設課 肝属郡南大隅町根占川北226

南大隅町役場 総務課 肝属郡南大隅町根占川北226



南大隅町役場　佐多支所 総務課 肝属郡南大隅町佐多伊佐敷3844

南大隅町役場　佐多支所 建設課 肝属郡南大隅町佐多伊佐敷3844

肝付町役場 建設課 肝属郡肝付町新富98

肝付町役場 水道課 肝属郡肝付町新富98

肝付町役場 企画調整課 肝属郡肝付町新富98

肝付町役場　内之浦総合支所 建設課 肝属郡肝付町南方2643

中種子町役場 企画課 熊毛郡中種子町野間5186

中種子町役場 建設課 熊毛郡中種子町野間5186

中種子町役場 水道課 熊毛郡中種子町野間5186

中種子町役場 総務課 熊毛郡中種子町野間5186

南種子町役場 観光課 熊毛郡南種子町中之上2793-1

南種子町役場 建設課 熊毛郡南種子町中之上2793-1

南種子町役場 企画課 熊毛郡南種子町中之上2793-1

屋久島町役場 企画調整課 熊毛郡屋久島町小瀬田469-45

屋久島町役場　宮之浦支所 建設課 熊毛郡屋久島町宮之浦1593

屋久島町役場　宮之浦支所 水道課 熊毛郡屋久島町宮之浦1593

大和村役場 建設課 大島郡大和村大和浜100

大和村役場 住民税務課 大島郡大和村大和浜100

大和村役場 総務企画課 大島郡大和村大和浜100

宇検村役場 建設経済課 大島郡宇検村湯湾字下朝戸915

宇検村役場 総務企画課 大島郡宇検村湯湾字下朝戸915

瀬戸内町役場 建設課 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

瀬戸内町役場 水道課 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

瀬戸内町役場 企画課 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23

龍郷町役場 地域整備課 大島郡龍郷町浦字大作110

龍郷町役場 生活環境課 大島郡龍郷町浦字大作110

龍郷町役場 総務企画課 大島郡龍郷町浦字大作110

喜界町役場 建設課 大島郡喜界町大字湾1746

喜界町役場 水環境課 大島郡喜界町大字湾1746

喜界町役場 企画課 大島郡喜界町大字湾1746

徳之島町役場 建設課 大島郡徳之島町亀津7203

徳之島町役場 水道課 大島郡徳之島町亀津7203



徳之島町役場 企画課 大島郡徳之島町亀津7203

天城町役場 建設課 大島郡天城町大字平土野2691-1

天城町役場 水道課 大島郡天城町大字平土野2691-1

天城町役場 企画課 大島郡天城町大字平土野2691-1

伊仙町役場 建設課 大島郡伊仙町伊仙1842

伊仙町役場 水道課 大島郡伊仙町伊仙1842

伊仙町役場 企画課 大島郡伊仙町伊仙1842

和泊町役場 土木課 大島郡和泊町和泊10

和泊町役場 生活環境課 大島郡和泊町和泊10

和泊町役場 企画課情報政策室 大島郡和泊町和泊10

知名町役場 建設課 大島郡知名町知名307

知名町役場 水道環境課 大島郡知名町知名307

知名町役場 企画振興課 大島郡知名町知名307

与論町役場 建設課 大島郡与論町茶花32-1

与論町役場 水道課 大島郡与論町茶花32-1

与論町役場 総務企画課 大島郡与論町茶花32-1


