
引用Hｐ：鹿児島県　平成２２年７月現在

専用電話：０９９－２２８－９５５８

電話番号等 相談内容 受付時間 備考
伊集院保健所 ０９９－２７３－２３３２
加世田保健所 ０９９３－５３－８００１
指宿保健所 ０９９３－２３－３８５４
川薩保健所 ０９９６－２３－３１６６
出水保健所 ０９９６－６２－１６３６
姶良保健所 ０９９５－４４－７９６４
大口保健所 ０９９５－２３－５１０３
鹿屋保健所 ０９９４－５２－２１０５，２１２４
志布志保健所 ０９９－４７２－１０２１
西之表保健所 ０９９７－２２－１１３８
屋久島保健所 ０９９７－４６－２０２４
名瀬保健所 ０９９７－５７－７２４３
徳之島保健所 ０９９７－８２－０１４９
鹿児島市保健所 ０９９－２５８－２３２１

０９９－２１８－４７５５
こころに関する相談
その他精神保健福祉に関する相談

０９９－２２８－９５５８
自殺に関するお悩みや自死遺族の方の
相談

月・木　９：００～１２：００
　　　　１３：００～１６：００

０９９－２１８－４７５５ 自死遺族の方の分かち合いの会 偶数月の第２日曜 初回は要予約

こころの健康・いのちに関する相談

来所相談は事前電話

鹿児島県精神保健福祉センター

鹿児島県自殺予防情報センター

＊相談日は基本的に祝祭日・
年末年始を除きます。

こころ・つむぎの会（自死遺族会）

相談窓口名称

こころに関する相談
その他精神保健福祉に関する相談

最寄りの保健
所

月～金　８：３０～１７：００

鹿児島県自殺予防情報センター
相談日時：　月・木　　９時～１２時
＊センターでは
１、自殺に関する情報収集・分析・情報提供
２、自殺予防に関わる人材や団体の育成
３、関係機関との連携・調整
４、自殺を考えている方や自死遺族の方々の相談などを行っています。



０９９－２１４－３３５２
精神保健福祉に関する相談
精神障害者の社会参加や交流

休館日（火曜日・年末年始）以
外の日

電話相談：９：００～１
６：３０
来所相談　９：００～１
９：００

０９９－２２８－９５６６
０９９－２２８－９５６７

精神的不安や心の悩みごとに関する相
談

月～金　９：００～１２：００
　　　　　１３：００～１６：３０

０９９－２５０－７０００
悩みや不安のため、生きる力を失いかけ
ている方々の相談

３６５日　２４時間

０９９－２５６－８０８１ 病気の治療相談、入院に関する相談等 月～金　９：００～１６：００

精神障害を持つ方・家族などの相談全般

教育や子育て・青尐年に関する相談

電話番号等 相談内容 受付時間 備考
０９９－２６５－３００３
０９９４－４３－７０１１
０９９７－５３－６０７０

診療部（予約電話） ０９９－２６５－２４００ 発達障害児の診療・療育（有料） 完全予約制：詳細は確認ください。

支援部地域支援課 同上
発達障害児全般の相談支援、心身の発
達相談など

月～金　８：３０～１７：００

０９９－２６４－３７２０ 発達障害の相談・支援・情報提供等 月～金　８：３０～１７：００ 来所相談は要予約
０９９－２７５－４１５２ 子育て・非行・いじめ・不登校等の相談 月～金　９：００～２２：００ 電話相談のみ

教育相談課 ０９９－２９４－２２００ いじめ・不登校など子どもの相談

特別支援教育研修
課

０９９－２９４－２８２０
障害児や学習・行動面につまずきのある
子どもの相談

０１２０－７８３５７４ いじめ・不登校など子どもの相談 ３６５日　２４時間
鹿児島県精神保健福祉センター ０９９－２１８－４７５５ 思春期相談（精神科医） 水　　　９：００～１１：００ 要予約

０９９－２５７－８２３０
不登校・ひきこもり・ニート・フリーター等
の相談(電話・メール・面接）

火～日　１０：００～１７：００
（soudan-
center@hello.odn.ne.jp)

面接は要予約）

０１２０－００７－１１０ いじめ・虐待など子どもをめぐる人権問題 月～金　８：３０～１７：１５
０９９－２５９－００５０ 子育ての悩み・家族関係の相談 月・金　　９：００～１６：００ 電話相談のみ

お住まいの市町村相談窓口で相談できます。
保健所や県精神保健福祉センターにお問い合わせくだ
さい。

相談窓口名称

最寄りの地域活動支援センター
最寄りの市町村相談窓口
看護１１０番

鹿児島いのちの電話

最寄りの精神科・心療内科等の医療 病気の診断・治療に関する相談

鹿児島市精神保健福祉交流センター
（はーとぱーく）

こころの電話

電話相談のみ

満１８歳になるまで来
所相談は要予約

鹿児島県こども総合療育センター

概ね１５歳まで

鹿児島県発達障害者支援センター

養護・育成・非行・心身障害・里親等、子
どもに関する相談

鹿児島県中央児童相談所
鹿児島県大隈児童相談所
鹿児島県大島児童相談所

月～金　８：３０～１７：１５（虐待
等の緊急通報は２４時間対応）

かごしま教育ホットライン２４

子ども・家庭１１０番
鹿児島県総合教育センター

来所相談は要予約月～金　８：３０～１７：００

かごしま子ども・若者総合相談セン
ター
（ひきこもり地域支援センター
子ども人権１１０番
赤ちゃんとお母さんのダイヤル相談



０９９－２５２－７８６７
尐年の非行防止・または尐年の健全育
成に関するもんだいなどの相談

月～金　８：３０～１７：１５
夜間相談（原則５・１５・２５日は
２１時まで）

土日祝日と夜間の相
談は要予約

指宿相談室 ０９９３－２７－６４６６
鹿児島市相談室 ０９９－２９７－４９４９
おおすみ相談室 ０９９４－４５－５５３５

０９９７－５７－０７７０ 就業・就労・ひきこもり等の相談 月～金　９：００～１７：００ 概ね１５歳～３５歳
０９９－２１６－９００１ 月～金　９：３０～１８：００
０９９４－３６－００６１ 月～金　８:３０～１７：３０
０３－３２２１－０８８８ 遺児の奨学金の手続きの相談 月～金　９：００～１７：００
０４２－５９４－２４１８ 遺児の心のサポートプログラム（つどい） 月～金　１０：００～１８：００

男女の問題に関する相談

電話番号等 相談内容 受付時間 備考

０９９－２２１－６６３０
家庭や職場、地域などでの性別に起因
する悩みや問題の相談

水～日　９：００～１７：００
火（休館日翌日）９：００～２０：０

休館日：月曜日
面接要予約

法律相談（弁護士） 第１・３火　１３:３０～１６:３０
メンタルヘルス相談（精神科医） 第３木　　　１３:３０～１６:３０
男性のための心理相談（臨床心理士） 第２土　　　９：３０～１２:３０

電話相談　月・火・水・金　８:３０
～１７：００
電話相談　木　８：３０～２０：００
電話相談　日　９：００～１５：００
来所相談　月～金８:３０～１７：
心理カウンセリング：金
９：００～１５：００

０５７０－０７０－８１０ 女性をめぐる人権問題（DV・セクハラ等） 月～金　８:３０～１７：１５
法テラス（日本司法支援センター）

法テラス鹿児島 ０５０３３８３－５５２５ 月～金　９：００～１６：００
法テラス鹿屋 ０５０３３８３－５５２７ 月～金　９：００～１７：３０
法テラス指宿 ０５０３３８３－００２７ 月～金　９：００～１７：３０
法テラス奄美 ０５０３３８３－００２８ 月～金　１０：００～１７：００

配偶者等からの暴力等の相談 月～金　８:３０～１７：００
来所相談は事前予約
が望ましい

最寄りの地域振興局・支庁（地域保健福祉課：配偶者暴力相
談支援センター）

女性の人権ホットライン（全国共通）

法的トラブルに関する相談窓口の情報提
供　　・離婚・DVなど民事全般
・法制度紹介

要予約

婦人相談員対応

要予約

０９９－２２２－１４６７

暴力などを受けている女子等相談
日常生活上で問題を抱えた女子の相談
（男女関係のトラブル、家庭内の不和、生
活困窮　等）

あしなが育英会（本郷）
あしながレインボーハウス

鹿児島県女性相談センター

相談窓口名称

若者サポートステーション静活館

要予約
鹿児島県男女共同参画センター

奄美若者サポートセンター
鹿児島県若者就労サポートセンター
若者就職サポートセンター　鹿屋サテ

要予約

ヤングテレホン（尐年サポートセンター）

０９９－２２１－６６３１

若者の就職に関する情報提供や相談、
就職支援等

学業・就労が中断している青尐年・家族
の相談

予約制
概ね１５～４０歳

月～土　９：００～１８：００
（予約電話）０１２０－５４－１６３
５



鹿児島地域振興局
（日向市）

０９９－２７２－６３０１

南薩地域振興局（南
さつま市）

０９９３－５３－８００１

北薩地域振興局（薩
摩川内市）

０９９６－２３－３１６６

姶良・伊佐地域振興
局（霧島市）

０９９５－４４－７９６５

大隈地域振興局（鹿
屋市）

０９９４－５２－２１２３

熊毛支庁（西表島） ０９９７－２２－１１３８
大島支庁（奄美市） ０９９７－５７－７２４３

鹿児島市女性相談 ０９９－２１６－１２６３ 月～金　８：３０～１７：１５
鹿児島市谷山福祉
事務所（女性相談）

０９９－２６９－８４７３ 月～金　９：１５～１６：００

薩摩川内福祉事務
所（女性相談）

０９９６－２０－６３４３ 月～金　８：３０～１７：１５

鹿屋市福祉事務所
（婦人相談室）

０９９４－４３－２１１１
（内線３１８６）

月～金
９：００～１２：００
１３：００～１７：００

指宿市福祉事務所
（婦人相談）

０９９３－２２－２１１１
（内線２７３）

月・水・金　９：００～１６：００

奄美市福祉事務所
（婦人相談室）

０９９７－５２－１１１１
（内線１６２４）

月～金
１０：００～１２：００
１３：００～１７：００

女性による総合相談
火・木～日・祝１０：００～１７：０
０
水　　　　　　　１０：００～２０：００

女性対象：法律相談（弁護士）
心理相談（臨床心理士）

法律相談：第２・４木１３時～１６
時
心理相談：第１木　１４時～１７
時

男性対象の相談（心理士）
偶数月第３日　１３時～１６時
奇数月第３土　９：３０～１２：３０

配偶者等からの暴力等の相談 月～金　８:３０～１７：００
来所相談は事前予約
が望ましい

最寄りの福祉事務所等（婦人相談員
がいる事務所）

女性に関わる相談
・家庭問題
・配偶者からの暴力
・生活上の悩みなど

来所相談は事前予約
が望ましい

鹿児島市男女共同参画センター
（サンエールかごしま）

０９９－８１３－０８５３
休館日：月曜日
＊法律相談は要予約



就業・養育費（専門相談員） 月～金　９：３０～１６：００
法律相談（弁護士） 第３木　１４：００～１６：００ 要予約

０９９－２０６－０１１０
（代）

配偶者等からの暴力等の相談

高齢者に関する相談

電話番号等 相談内容 受付時間 備考
生活や福祉の相談（福祉相談員） 月～金　９：００～１７：００
健康や介護の相談（保健師） 月・火・金　１３：００～１６：００
（他に専門家による、医療、年金・法律・
税金・住宅に関する相談日があります。）

鹿児島県介護実習・普及センター ０９９－２２１－６６１６ 福祉用具・高齢者住宅・介護の相談
休館日（月曜・年末年始）以外
の日
９：００～１７：００

月曜日祝日の場合変
更有

０９９－２１３－５１２２ 介護サービスの苦情相談 月～金　　９：００～１７：００

三州脇田丘病院 ０９９－２６４－０６６７ 月～金　９：００～１６：００
指宿竹元病院 ０９９３－２３－２３１１ 月～土　９：００～１７：３０
児玉病院 ０９９３－５６－４１１１ 月～土　８：３０～１７：３０
宮之城病院　　　◎ ０９９６－５３－０１８０ 月～金　８：００～１７：００　◎
大口病院 ０９９５－２２－０３３６ 月～土　８：３０～１７：００
栗野病院　　　　　◎ ０９９５－７４－１１４０ 月～土　９：００～１７：００　◎
松下病院　　　　　◎ ０９９５－４２－８５５８ 月～金　９：００～１７：００　◎
谷山病院　　　　　◎ ０９９－２６９－４１１９ 月～金　９：００～１７：００　◎

０９９－２５７－３８８７ 認知症の理解や介護に関する相談 火・水・金　１０：：００～１６：００

０９９－２５７－３８７５
福祉サービス利用支援事業（判断力に不
安がある高齢者の諸手続きの相談）

月～金　　８:３０～１７：１５ 訪問相談可能

権利擁護センターぱあとなあ鹿児島 ０９９－２１３－４０５５ 月～金　８：３０～１７：００ 社会福祉士・要予約

０９９－２５１－５８２２
面接：第２土　１３時～１６時
電話：月・水　１３時～１６時

予約優先
司法司書対応

火・水・木・金　９：３０～１１：３０
月・火・水・金　１３：００～１６：０

最寄りの社会福祉協議会
高齢者に関する相談 お住まいの市町村に問い合わせください。

認知症の人と家族の会（やすら木会）
鹿児島県社会福祉協議会　長寿社会
推進部

成年後見制度利用等に関する相談
成年後見センター・リーガルサポート

予約受付：
月～金　　９時～１２

法律全般についての相談
（高齢者障害センターの相談を含む）

０９９－２２６－３７６５
鹿児島県弁護士会常設有料法律相
談
最寄りの地域包括支援センター

国保連合会　介護保険相談室
老人性認知症センターの指定医療機関（◎印はH２１年度、「認知症疾患医療センター」の指定）

認知症の診断に関する相談
認知症の専門医療相談
関係機関との調整
生活上の様々な相談　等
＊詳細は県介護福祉課に問い合わせて
ください。（０９９－２８６－２６９４）

概ね、診察・面接相談
は要予約

相談窓口名称

０９９－２５０－０１１０
０１２０－１６５２７０

鹿児島シルバー１１０番

母子家庭等就業・自立支援センター
（社福法人鹿児島県母子寡婦福祉連

０９９－２０６－３２８０

月～金　９:３０～１８：１５（緊急時は左記以外も可）

身の危険を感じたら最寄りの警察署へ　（１１０へ）　　　年中無休

県警察本部生活安全企画課



電話番号等 相談内容 受付時間 備考
消費生活・クーリングオフ等の相談
多重債務等の相談
弁護士・建築士との専門相談

０９９７－５２－０９９９ 消費生活、クーリングオフ等の相談 月～金　　　８：３０～１６：３０
０９９－２５８－７９４０ ヤミ金・悪質商法等、消費トラブル相談 月～金　　　９：３０～１８：００ 電話相談のみ

０９９－２２７－５２７９ 多重債務等の相談
月～金　　　９：００～１２：００、
１３：００～１７：００

専門員相談

法テラス鹿児島 ０５０３３８３－５５２５ 月～金　９：００～１６：００
法テラス鹿屋 ０５０３３８３－５５２７ 月～金　９：００～１７：３０
法テラス指宿 ０５０３３８３－００２７ 月～金　９：００～１７：３０
法テラス奄美 ０５０３３８３－００２８ 月～金　１０：００～１７：００

０９９－２２６－３７６５ 多重債務者（個人）
月～金　受付９：００～１２：００
１３：００～１７：００

相談時間は担当弁護
士と調整、当日受付

０９９－２５６－０３３５

電話相談　月・木　１３時～１６
時
面接相談　第２・３土　１３時～１
６時

原則電話相談

志布志市役所
０９９－４７４－１１１１
内線２２５

第１火　１３：００～１５：００

志布志支所
０９９－４７２－１１１１
内線３５２

第３火　１３：００～１５：００

０１２０－１５４－０５２ 多重債務等の相談 金　１０：００～１６：００
０９９－２５２－１９１９ 契約トラブル・多重債務等、消費生活相 月～金　９：００～１７：１５

生活福祉資金などに関する相談

消費生活に関する相談

０９９－２２６－１７２５
多重債務（クレジット・サラ金・ヤミ金）の
相談

月・水・金（土）
１３時～１７時（～１６時）

０９９－２２３－５４５４ 住まいの確保に関わる相談などNPO法人やどかりサポート鹿児島
月～金　１０：００～１６：００

月～金８:３０～１７：００

最寄りの市町村消費生活相談窓口

鹿児島くすのきの会

最寄の市町村社会福祉協議会
最寄りの福祉事務所
最寄りの地域振興局等（地域保健福祉課）

生活苦や生活保護申請の相談等

多重債務の相談　離婚や相続の相談等

原則電話相談

鹿児島県司法書士会

安心ネットかごしま
鹿児島市消費者生活センター

大島消費生活相談所
生活経済相談電話
鹿児島財務事務所多重債務相談窓
口

鹿児島県弁護士会（多重債務者用無
料相談）

鹿児島県司法書士会

法的トラブルに関する相談窓口の情報提
供　・多重債務など民事全般
・法制度紹介

相談は電話にて要予
約

法テラス（日本司法支援センター）

経済・消費生活に関する相談

０９９－２２４－０９９９鹿児島県消費生活センター
月～金　　　　　９時～１２時、１３時～１７時
土　　　　　　　１０時～１２時、１３時～１６時
消費生活センターに問い合わせてください。要予約

相談窓口名称



０９９－２２３－５４５４
ホームレス状態や生活困窮状態の方の
総合相談

来所相談は要予約

電話番号等 相談内容 受付時間 備考

鹿児島労働局企画 ０９９－２２３－８２３９
鹿児島労働基準監
督署

０９９－２１４－９１７５

鹿屋労働基準監督 ０９９４－４３－３３８５
川内労働基準監督 ０９９６－２２－３２２５
加治木労働基準監
督署

０９９５－６３－２０３５

名瀬労働基準監督 ０９９７－５２－０５７４
０９９－２２２－８４４６ 雇用均等・パートタイム等の相談 月～金　８:３０～１７：１５

ハローワーク鹿児島
○◎

０９９－２５０－６０６０ 月～金　８:３０～１７：１５

ワークプラザ天文館
○

０９９－２２３－８０１０
月～金　９:３０～１８：００
土　　　　１０：００～１７：００

マザーズサロンかご
しま

０９９－２２３－２８２１
月～金　９:３０～１８：００
土　　　　１０：００～１７：００

ヤングハローワーク
かごしま

０９９－２２４－３４３３ 月～金　９:３０～１８：００　　　　　　

ワークサポートみな ０９９－２５７－５６７０ 月～金　１０：００～１８：００
ハローワーク鹿児島
熊毛出張所

０９９７－２２－１３１８

ハローワーク川内○ ０９９６－２２－８６０９
ハローワーク川内宮
之城出張所

０９９６－５３－０１５３

ハローワーク鹿屋○
◎

０９９４－４２－４１３５

ハローワーク国分○ ０９９５－４５－５３１１
ハローワーク国分
大口出張所◎

０９９５－２２－８６０９

ハローワーク加世田 ０９９３－５３－５１１１
ハローワーク伊集院
◎

０９９－２７３－３１６１

鹿児島労働局雇用均等室

就業に関する相談
・職業相談
・職業紹介
・求人受付
・障害者に対する職業相談　等
○印：心の悩み 相談（要予約）
（相談日・時間は問い合わせください。）
（臨床心理士が担当）
（H２３年度以降は未定）
◎印：心の健康相談
（相談日・時間は問い合わせください。）
（保健師が担当）
（Ｈ２３年度以降は未定）
（予約必要な所もありますので確認くださ
い。）

月～金　８:３０～１７：１５

公共職業安定所（ハローワーク）

総合労働相談コーナー（下記の労働基準監督署等に設置）

個々の労働者と事業主との間の民事的
なトラブルの相談
・解雇・雇止め・配置転換
・いじめ・嫌がらせ等
・労災保険等に関する相談　等

月～金　８:３０～１７：１５

NPO法人ホームレス生活者支えあう
会

月～金　１０：００～１６：００

労働に関する相談
相談窓口名称



ハローワーク大隈◎ ０９９－４８２－１２６５
志布志ハローワーク ０９９－４７１－１７１０ 月～金　８:３０～１７：００
ハローワーク出水◎ ０９９６－６２－０６８５
ハローワーク名瀬 ０９９７－５２－４６１１
ハローワーク名瀬徳
之島分室

０９９７－８２－１４３５

ハローワーク指宿◎ ０９９３－２２－４１３５
０９９－８０２－１６９５
（Ｆａｘ：
０９９－８０２－１６９５）

事業所のこころの健康づくり計画の相談
等　　働く人の心の健康についての相談

月～金　９：００～１７：００
ｍｅｎｔａｌ－ｋａｇｏｓｈｉｍａ４６＠ｉｚ
ｍ．Ｂｂｉｇ．Ｊｐ

面接相談要予約
Ｆａｘ・Ｅメール相談２４
時間

０９９－２２６－３８０１ 月～金　９：００～１７：００　　　　　　　　　
０９９６－２３－４６１２ 各地区で月１回程度開催

０９９４－４０－５４４１
保健師：水　１２:３０～１４：３０
産業医：第３水　１３：００～１４：
００

０９９５－４２－９９１３ 相談者と日程など調整
０９９３－５３－６０６２ 相談者と日程など調整　
０９９－４８２－０２３４ 相談者と日程など調整　月１回
０９９７－５３－１９９３ 相談者と日程など調整
０９９－２８６－３９４３ 個別の労働関係紛争の斡旋の相談 月～金８：３０～１７：１５
０１２０－１５４－０５２ 労働相談 月～金１０：００～１６：００

０９９－２５７－４８２３ 労働問題・年金問題等の相談
火：１４時～２０時
第３土１３時～１８時

労働全般の相談 月～金　８：３０～１７：１５

電話番号等 相談内容 受付時間 備考

０９９９－２２９－２３２４
補装具・厚生医療・身体障害者手帳等の
相談

月～金８：３０～１７：１５

０９９－２６４－３００３
（鹿屋０９９４－４３－７
０１１）

知的障害者の福祉の相談
月～金　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

０９９７－５３－６０７０ 知的障害者の福祉の相談
月～金　８：３０～１２：００
１３：００～１７：１５

０９９－２２８－６０００
生命身体・財産の侵害、消費・契約相談
など

大島知的障害者更生相談所

鹿屋・肝属地域産業保健センター

南薩地域産業保健センター
曽於地域産業保健センター
大島郡地域産業保健センター

事業所や働く人の健康づくり・相談事業
・健康相談
・個別訪問による産業保健指導
・産業保健労働者への医師の面接指導
等　　＊センターにより相談内容等に違
いあり、詳細は各センターに問い合わせ
ください。

要予約

月～金９時～１７時
第１・３日　１０時～１６時（翌日休み）

障害者１１０番

鹿児島県知的障害者更生相談所

障害・難病等に関する相談
相談窓口名称

鹿児島県身体障害者厚生相談所

就業に関する相談
・職業相談
・職業紹介
・求人受付
・障害者に対する職業相談　等
○印：心の悩み 相談（要予約）
（相談日・時間は問い合わせください。）
（臨床心理士が担当）
（H２３年度以降は未定）
◎印：心の健康相談
（相談日・時間は問い合わせください。）
（保健師が担当）
（Ｈ２３年度以降は未定）
（予約必要な所もありますので確認くださ
い。）

月～金　８:３０～１７：１５

月～金　８：３０～１７：１５

鹿児島県労働委員会
安心ネットかごしま

鹿児島県社会福祉労務士会

最寄りの中小企業労働相談所
（県庁雇用労政課、地域振興局・支所の総務企画部内）

メンタルへルス対策支援センター
（鹿児島産業保健推進センター内）

鹿児島地域産業保健センター

申込必要
電話受付　・月～金
概ね９時～１７時

北薩地域産業保健センター

姶良・伊佐地域産業保健センター



０９９－２８６－２０００ 患者や家族等からの医療に関する相談

０９９－２２８－９５６８ 高次脳機能障害に関する相談
火・木　・ｌ金　９：００～１２：００、
１３：００～１６：００

来所は事前電話

０９９－２８６－２７１４ 難病に関する相談
０９９－２８６－２７３０ エイズに関する相談

０９９－２２０－１８８８ がん患者の方々および家族の相談 火・木　１０時～１６時 面談は事前電話

電話番号等 相談内容 受付時間 備考
０９９－２８６－２５２３ 内容に応じた個別相談の案内 月～金　８：３０～１７：１５

犯罪被害者等からの電話・面接相談 火～土　１０：００～１６：００

法律相談（弁護士） 原則第２・４木　１０：００～１６：０
０

心理カウンセリング（臨床心理士） 原則第１・３土　１０：００～１６：０
０

０９９－２２６－０６９１ 犯罪被害者の相談 月～金　８：３０～１７：００ 夜間留守番電話
０９９－２０６－７８６７ わいせつ・ちかん等の性犯罪被害者等 月～金　９：３０～１８：００
０９９－２５４－９１１０ 警察全般の相談 ２４時間

法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
０５７０－０７９７１４
０３－６７４５－５６０１

犯罪被害者支援に関する情報提供
月～金　９時～２１時
土　　　　９時～１７時

０９９－２５９－０６８４ 人権問題に関する相談 月～金　８：３０～１７：１５

０９９－２８６－２５２６ 月～金　９：００～１５：３０
０９９４－５２－２０８９ 月～木　９：００～１５：３０
０９９７－５３－１１１１
（内線３７０）

月～金　８：３０～１６：００

０９９－２２６－３７６５ 交通事故の民事上の法律相談 第１・３水　相談者と調整 完全予約制

０９９－２２４－８６０１ 暴力団関係者の不当行為などの相談 月～金８:３０～１７：００

その他の相談
相談窓口名称

要予約・初回無料
０９９－２２６－８３４１かごしま犯罪被害者支援センター

交通事故に関する相談
・交通事故の損害賠償額の算出
・示談の進め方
・保険の請求に関する相談　等

鹿児島県交通事故相談所（本所）
鹿児島県交通事故相談所（鹿屋支
鹿児島県交通事故相談所（大島支
所）

鹿児島県犯罪被害者等支援総合窓

財団法人日弁連交通事故相談セン
ター
鹿児島県暴力追放運動推進センター

性犯罪被害１１０番
警察総合相談電話

被害者ホットライン

鹿児島地方法務局人権擁護課
最寄りの法務局（霧島支局・知覧支
局・川内支局・鹿屋支局・奄美支局）

最寄りの保健所
ＮＰＯ法人がんサポートかごしま

難病の相談・エイズや肝炎の相談・各検査に応じています。詳しくは各保健所にお問い合わせください。

月～金　９：００～１２：００、１３：００～１７：００

月～金　８：３０～１７：１５

鹿児島県医療安全支援センター
鹿児島県高次脳機能障害者支援セ
ンター
鹿児島県難病相談・支援センター
エイズ相談電話


