情報
生活に《密着》
施設名

定員

連絡先

榕 城 幼 稚 園

80 人

西之表幼稚園

西之表市内の
教育機関を紹介〜★
ホーム
ページの
QR コード

令和元年 12 月現在

小学校名

在籍数

連絡先

099723-6120

榕城小学校

523 人

099722-0010

70 人

099722-0247

下西小学校

97 人

099722-0379

きりすと子ども園

75 人

099722-0185

上西小学校

17 人

099722-0574

めいろう子ども園

85 人

099722-1636

国上小学校

34 人

099728-0001

平和の園保育園

60 人

099722-0490

伊関小学校

18 人

099728-0226

若 宮 保 育 園 100 人

099722-0600

安納小学校

15 人

099725-0663

安納双葉保育園

50 人

099725-1070

現和小学校

42 人

099725-0003

国上みさき保育園

30 人

099728-0036

安城小学校

11 人

099723-7372

現和みどり保育園

30 人

099725-0058

古田小学校

18 人

099723-8910

住吉さくら保育園

30 人

099723-8015

住吉小学校

32 人

099723-8302

休校

099722-0710
( 学校教育
課直通 )

中学校
高等学校名

在籍数

連絡先

種子島中学校

387 人

099723-5200

種子島高等学校
・普通科
・生物生産科
・電気科

369 人

099722-1270

ホーム
ページの
QR コード

立山小学校

ホーム
ページの
QR コード

☆養護学校は中種子町にあります。
「鹿児島県立中種子養護学校」
連絡先 0997-27-2818
ホームページ→

島のそい じゃからよ～(島弁：そうだと思う)
自治会や町内会のことを西之表市は小学校を基準に○○校区と呼びます。
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情報
生活に《密着》

不動産情報（賃貸・売買）
形岡不動産

西之表市西町 7115
TEL0997-23-2776

睦建設㈱

西之表市東町 151
TEL0997-22-0632

オリエンタル第一不動産

萩原建築

西之表市西之表 14124-141
TEL0997-23-0387

㈱ Solare Tanegashima

西之表市西之表 7456-3
TEL0997-23-2394

西之表市安城 140-2（east coast 内）
TEL0997-25-0763

交流体験住宅

牛嶋産業㈱

西之表市西之表 6719-2
TEL0997-22-0296

川商ハウス種子島支店

中種子町野間 5240-1
TEL0997-22-9991

定住促進住宅

移住交流体験(短期滞在型)住宅

⇒ 利用期間3ヶ月以内

お問い合わせ
& 申し込み

長期お試し住宅 ⇒ 入居期間5年以内

対象：西之表市に居住期間が3年以内もしくは
今から転入するUIターン者

地域活性化住宅 ⇒ 入居期間5年以上の
意志がある方

所在地 西之表市西之表 7612 番地
西之表市役所地域支援課
TEL0997-22-1111 ㈹

対象：原則満45歳以下の方

こうのみね館（中割地区地域活性化交流拠点施設）
お問い合わせ
& 申し込み

お問い合わせ
& 申し込み

所在地 西之表市西之表 7612 番地
西之表市役所地域支援課
TEL0997-22-1111 ㈹

所在地 西之表市安城 3517
TEL0997-23-8800

交通情報

バス会社

㈲大和バス事業部

タクシー会社

TEL0997-26-1886

有限会社市丸タクシー
TEL0997-22-1010
はやしタクシー西之表店 TEL0997-22-1411

高速船トッピー&ロケット

種子屋久高速船株式会社
予約センター
TEL099-226-0128
鹿児島営業所
TEL099-223-4251
西之表営業所
TEL0997-22-1224

カーフェリープリンセスわかさ

車両・貨物予約センター
鹿児島営業所
西之表営業所

コスモライン株式会社
TEL099-222-8271
TEL099-226-6628
TEL0997-22-1011

貨物フェリー新さつま・新種子島丸
本社
鹿児島営業所

高速船は、一日約 5 往復
しているため鹿児島への
日帰りなら高速船がオ
ススメ !

共同フェリー運輸㈱
TEL0997-22-1234
TEL099-224-4567

貨物フェリーはいびすかす

鹿商海運株式会社
鹿児島営業所
TEL099-261-7000
西之表営業所
TEL0997-22-1355

7

市内を走り周るタクシー
はほとんどいません !
必要な時は予約をしま
しょう !

日本エアコミューター株式会社
（JAC）

離島カードを使うと
さらにお得 !

（30% 〜 50% 割 引 さ れ
ます。）

予約センター（種子屋久ツーリスト西之表営業所）TEL0997-23-2232
予約センター（種子屋久ツーリスト本社）TEL0997-27-3737

島のそい じゃからよ〜(島弁:そうだと思う)
会話に相づちを打つ時「ですです〜」がよく出てきます。(鹿児島県全域で使う方言らしい)

医療情報
種子島医療センター

西之表市西之表 7463
TEL0997-22-0960

【診療科目】
内科、循環器内科、消化器内科、整形外科、消化器外科、脳神経外科、
眼科、麻酔科、小児科、リハビリテーション科、神経内科、心療内
科、血液内科、糖尿病内科、腎臓内科、肝臓内科、呼吸器内科、ペ
インクリニック、外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、乳腺・甲状腺外科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、リウマチ科、放射線科

情報
生活に《密着》

産婦人科があることで、
里帰り出産の方も多くい
ます。

せいざん病院

西之表市住吉 3362-2
TEL0997-28-3331

中目医院

西之表市西之表 7188

種子島産婦人科医院

西之表市西之表 16314
TEL0997-22-0260

井元医院

西之表市東町 20
TEL0997-22-0075

百合砂診療所

西之表市鴨女町 98

【診療科目】
内科、精神科

TEL0997-23-0350
【診療科目】
内科、外科、泌尿器科、歯科
【診療科目】
内科、神経内科

歯科情報
なかむら歯科医院

【診療科目】
産婦人科

TEL0997-28-3901
【診療科目】
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

【診療科目】
歯科、小児歯科

ならはら歯科クリニック 【診療科目】
歯科
えのもと歯科医院

【診療科目】
歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

西之表市鴨女町 217-6
TEL0997-22-2418
西之表市西之表 10171-1
TEL0997-23-3118
西之表市西町 7066
TEL0997-22-2525

中目医院（歯科）

【診療科目】
歯科

西之表市西之表 7188
TEL0997-23-3439

ヨシヲ歯科医院

【診療科目】
歯科

西之表市西之表 9962
TEL0997-23-1895

金融機関情報
ゆうちょ銀行・JA バンク・鹿児島銀行・南日本銀行・ 鹿児島相互信用金庫・九州
労働金庫があります。その他、ATM を置いていない郵便局もあります。
※金融機関以外で ATM が使用できる場所は、以下の通りです。
西之表市役所 ( 鹿児島銀行・九州労働金庫 )/ 鹿児島県熊毛支庁 ( 鹿児島銀行 )/ プラッセだいわ
種子島店 ( 鹿児島銀行・南日本銀行 )/ ファミリーマート西之表鴨女店 ( 鹿児島銀行 )

引越し費用について ( 家具家電の購入費も含みます )

関西からの引越し費用の相場は 60~100 万円程度
関東からの引越し費用の相場は 80~110 万円程度
鹿児島からの引越し費用の相場は 30~50 万円程度かかりま
す。これは一世帯の引越し費用の目安ですが、自家用車での
運送やコンテナを利用すると価格はある程度、
抑えられます。
また、島内には家電量販店などありますので島内でそろえる
のも一つの手段です。

都市銀行の利用

島内に都市銀行はありません。
そのため、各銀行の ATM 等で
の対応になります。ただし手数
料がかかる場合があります。
また、対応が出来ない銀行もあ
りますので、各金融機関へ事前
にお問合せ下さい。
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島のそい じゃからよ〜(島弁:そうだと思う)
相づちで、うなずく時の種子島弁は「じゃ〜やなぁ〜」
「じゃろ〜じゃろ〜」と話します。

