










[地方機関]
振興局

地域創生部 0978-72-0857
農山漁村振興部 0978-72-0409

東部振興局 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1（国東総合庁舎内）
総務部 0978-72-1211

総務部 097-506-5724
地域創生部 097-506-5727

日出水利耕地事務所 0977-72-2018 〒879-1506 速見郡日出町字仁王山3531-24
中部振興局 〒870-0021 大分市府内町3-10-1（大分県庁舎別館）

生産流通部 0978-72-1141
農林基盤部 0978-72-1215

総務部 0972-22-0390
地域創生部 0972-22-9073

農林基盤部 097-506-5743
南部振興局 〒876-0813

農山漁村振興部 097-506-5732
生産流通部 097-506-5796

総務部 0974-63-1171
地域創生部 0974-63-1291

農林基盤部 0972-22-1102
豊肥振興局 〒878-0013 竹田市大字竹田字山手1501-2（竹田総合庁舎内）

農山漁村振興部 0972-24-8645
生産流通部 0972-22-1195

大野川上流開発事業事務所 0974-68-2723 〒879-6115 竹田市荻町馬場426-1
〒877-0004 日田市城町1-1-10（日田総合庁舎内）

農林基盤部 0974-63-1175
豊後大野水利耕地事務所 0974-22-0202 〒879-7131 豊後大野市三重町市場1123（豊後大野総合庁舎内）

農山村振興部 0974-63-1172
生産流通部 0974-63-3177

農林基盤部 0973-23-2208
北部振興局 〒879-0454 宇佐市大字法鏡寺235-1（宇佐総合庁舎内）

農山村振興部 0973-22-2585
生産流通部 0973-23-2217

総務部 0973-23-2200
地域創生部 0973-23-5739

農林基盤部 0978-32-0149
総務部

農山漁村振興部 0978-32-1621
生産流通部 0978-32-1555

総務部 0978-32-1170
地域創生部 0978-32-1373

佐伯納税事務所 0972-22-3021 〒876-0813
豊後大野納税事務所 0974-22-7501 〒879-7131 豊後大野市三重町市場1123（豊後大野総合庁舎内）

大分県税事務所 097-506-5771 〒870-0021 大分市府内町3-10-1（大分県庁舎別館）
自動車税管理室 097-552-1121 〒870-0907 大分市大津町3-4-13

公文書館 097-546-8840 〒870-0008
別府県税事務所 0977-67-8211 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1

大分県大阪事務所 06-6345-0071 〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-2100（大阪駅前第３ビル21階）
大分県福岡事務所 092-721-0041 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-8（福岡天神センタービル10階）

企画振興部
大分県東京事務所 03-6771-7011 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3（都道府県会館4階）

日田県税事務所 0973-22-4175 〒877-0004 日田市城町1-1-10（日田総合庁舎内）
中津県税事務所 0979-22-2920 〒871-0024 中津市中央町1-5-16（中津総合庁舎内）

中部保健所 0972-62-9171 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字州崎72-34
由布保健部 097-582-0660 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2

地域福祉室（日出福祉事務所） 0977-72-2327 〒879-1506 速見郡日出町字仁王山3531-24（日出総合庁舎内）
国東保健部 0978-72-1127 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1（国東総合庁舎内）

福祉保健部
東部保健所 0977-67-2511 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1

0973-23-3133 〒877-0025 日田市田島2-2-5
地域福祉室（玖珠福祉事務所） 0973-72-9522 〒879-4413 玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1（玖珠総合庁舎内）

南部保健所 0972-22-0562 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1
豊肥保健所 0974-22-0162 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934-2



北部保健所 0979-22-2210 〒871-0024 中津市中央町1-10-42
豊後高田保健部 0978-22-3165 〒879-0621 豊後高田市是永町39

中津児童相談所 0979-22-2025 〒871-0024 中津市中央町1-10-22
婦人相談所・婦人寮 097-544-3900 〒870-0891 大分市荏隈2丁目3番1号

中央児童相談所 097-544-2016 〒870-0891 大分市荏隈2丁目3番1号
城崎分室 097-579-6650 〒870-0045 大分市城崎2丁目3番4号（大分市庁舎城崎分館4階）

二豊学園 097-596-1144 〒879-7502 大分市大字端登5
こども・女性相談支援センター 097-543-5681 〒870-0891 大分市荏隈2丁目3番1号

生活環境部
衛生環境研究センター 097-554-8980 〒870-1117

知的障害者更生相談所 097-542-3117 〒870-1155 大分市大字玉沢908
精神保健福祉センター 097-541-5276 〒870-1155 大分市大字玉沢908

こころとからだの相談支援センター 097-541-5276 〒870-1155 大分市大字玉沢908
身体障害者更生相談所 097-542-1209 〒870-1155 大分市大字玉沢908

商工観光労働部
大分県産業科学技術センター 097-596-7100 〒870-1117

食肉衛生検査所 097-578-1011 〒879-7305 豊後大野市犬飼町田原1580-40
消防学校 097-583-1199 〒879-5502 由布市挾間町向原769

消費生活・男女共同参画プラザ 097-534-4034 〒870-0037 大分市東春日町1-1
動物愛護センター 097-588-1122 〒870-1201 大分市大字廻栖野3231-47

大分県立大分高等技術専門校 097-542-3411 〒870-1141 大分市大字下宗方1035-1
大分県立佐伯高等技術専門校 0972-22-0767 〒876-0822

大分県労政・相談情報センター 097-532-3040 〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県立工科短期大学校 0979-23-5500 〒871-0006 中津市大字東浜407-27

技術相談専用 097-596-7101
計量検定担当 097-596-7102

農業研究部 0974-22-0670 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2328-8
水田農業グループ 0978-37-1141 〒872-0103 宇佐市大字北宇佐65

農林水産部
農林水産研究指導センター 0974-28-2073 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2328-8

大分県立日田高等技術専門校 0973-22-0789 〒877-0084 日田市朝日ヶ丘576-10
大分県立竹工芸訓練センタ― 0977-23-3609 〒874-0836 別府市東荘園3-3

畜産研究部 0974-76-1216 〒878-0201 竹田市久住町大字久住3989-1
豚・鶏チーム 0974-22-0673 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2328-8

落葉果樹チーム 0978-37-0149 〒872-0103 宇佐市大字北宇佐65
花きグループ 0977-66-4706 〒874-0844 別府市大字鶴見710-1

果樹グループ 0978-72-0407 〒873-0511 国東市国東町小原4402
カボス・中晩柑チーム 0972-82-2837 〒879-2413 津久見市大字津久見浦3456

大分県立農業大学校 0974-22-7581 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2328-1
大分家畜保健衛生所 097-541-5241 〒870-1153 大分市大字小野鶴442

水産研究部 0972-32-2155 〒879-2602 佐伯市上浦大字津井浦194番地6
北部水産グループ 0978-22-2405 〒879-0608 豊後高田市呉崎3386番地

林業研究部 0973-23-2146 〒877-1363 日田市大字有田字佐寺原35
きのこグループ 0974-22-4236 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2369

土木建築部
豊後高田土木事務所 0978-22-2285 〒879-0621 豊後高田市是永町39（豊後高田総合庁舎内）

宇佐家畜保健衛生所 0978-37-0473 〒879-1135 宇佐市大字和気1290
大分県央飛行場管理事務所 0974-34-4411 〒879-6444 豊後大野市大野町田代2592-2

豊後大野家畜保健衛生所 0974-22-0179 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺2328-8
玖珠家畜保健衛生所 0973-72-0313 〒879-4414 玖珠郡玖珠町大字大隈1038-1

企画調査課 097-558-2142
管理課 097-558-2143

大分土木事務所 097-558-2141 〒870-0905
総務課 097-558-2141

国東土木事務所 0978-72-1321 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1（国東総合庁舎内）
別府土木事務所 0977-67-0211 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1

建築住宅課 097-558-2147
大分港振興室 097-558-5111 〒870-0905

道路建設課 097-558-2148
河川砂防課 097-558-2146

用地課 097-558-2144
道路保全課 097-558-2145

臼杵土木事務所 0972-63-4136 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字州崎72-254
佐伯土木事務所 0972-22-3171 〒876-0813



玖珠土木事務所 0973-72-1152 〒879-4413 玖珠郡玖珠町大字塚脇137-1（玖珠総合庁舎内）
日田土木事務所 0973-23-2141 〒877-0004 日田市城町1-1-10（日田総合庁舎内）

豊後大野土木事務所 0974-22-1056 〒879-7131 豊後大野市三重町市場1123（豊後大野総合庁舎内）
竹田土木事務所 0974-63-2108 〒878-0013 竹田市大字竹田字山手1501-2（竹田総合庁舎内）

玉来ダム建設事務所 0974-62-4123 〒878-0011 竹田市大字会々字七里1650-7
芹川・北川ダム管理事務所 097-597-6890 〒870-1112 大分市大字下判田字二本木76

中津土木事務所 0979-22-2110 〒871-0024 中津市中央町1-5-16（中津総合庁舎内）
宇佐土木事務所 0978-32-1300 〒879-0454 宇佐市大字法鏡寺235-1（宇佐総合庁舎内）



●各種委員会事務局等

大分海区漁業調整委員会事務局 097-506-3918 〒870-8501 大分市大手町3-1-1

労働委員会事務局 097-506-5241 〒870-8501 大分市大手町3-1-1（大分県庁舎本館）
監査委員事務局 097-506-5283 〒870-8501 大分市大手町3-1-1（大分県庁舎新館）

議会事務局 097-506-5013 〒870-0022 大分市大手町3-1-1（大分県庁舎新館）
人事委員会事務局 097-506-5211 〒870-0022 大分市大手町2-3-12（大分県市町村会館6階）

総合制御部 097-597-2231 〒870-1112 大分市大字下判田字穴井迫1600
発電管理部 097-597-6880 〒870-1112 大分市大字下判田字二本木76

工務課 097-534-6771
総合管理センター 097-597-6880 〒870-1112 大分市大字下判田字二本木76

●企業局 097-534-1000 〒870-8501 大分市大手町3-1-1（大分県庁舎新館）
総務課 097-534-1003

●病院局
大分県立病院 097-546-7111 〒870-8511 大分市豊饒二丁目8番1号

施設管理室 097-597-6936 〒870-1112 大分市大字下判田字二本木76

ダム管理部 097-597-6890 〒870-1112 大分市大字下判田字二本木76
工業用水道管理部 097-597-1220 〒870-1112 大分市大字下判田字穴井迫1600

教育改革・企画課 高校教育課
総務班 097-506-5414 管理予算班 097-506-5618

教育委員会 097-536-1111 〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号（大分県庁舎別館）

[本庁]

●教育庁

教育デジタル改革室 社会教育課
教育デジタル改革班 097-506-5463 管理予算班 097-506-5524

法務班 097-506-5418 高校改革推進班 097-506-5617
経理班 097-506-5433 グローバル人材育成推進班 097-506-5612

改革企画班 097-506-5430 高校教育指導班 097-506-5611
広報・調整班 097-506-5421 産業教育指導班 097-506-5608

県立学校人事班 097-506-5625 人権教育推進班 097-506-5554
採用試験・免許班 097-506-5517 文化課

教育庁人事班 097-506-5413 人権教育・部落差別解消推進課
小中学校人事班 097-506-5514 管理予算班 097-506-5552

教育人事課 生涯学習推進班 097-506-5526
企画・研修班 097-506-5469 社会教育班 097-506-5527

学校運営支援班 097-506-5454 学校保健・食育班 097-506-5636
施設管理班 097-506-5457 学校体育班 097-506-5639

教育財務課 体育保健課
企画・予算班 097-506-5453 管理予算班 097-506-5634

給与制度班 097-506-5438 教育文化班 097-506-5493
給与管理班 097-506-5609 文化財班 097-506-5498

安全・安心企画班 097-506-5543
いじめ・不登校対策班 097-506-5547
学校防災・安全班 097-506-5544

健康支援班 097-506-5480 全国高校総体準備班 097-506-5653
学校安全・安心支援課

福利課 生涯スポーツ班 097-506-5645
管理予算班 097-506-5472 競技力向上対策班 097-506-5641

特別支援教育課
企画・整備班 097-506-5537
指導班 097-506-5563

幼児教育推進班 097-506-5576
学力向上支援班 097-506-5532

幼児教育センター 097-506-5576

義務教育課 
管理予算班 097-506-5513
義務教育指導班 097-506-5529



佐伯教育事務所 0972-22-3011 〒876-0813
竹田教育事務所 0974-63-2103 〒878-0013 竹田市大字竹田字山手1501-2（竹田総合庁舎内）

別府教育事務所 0977-67-7511 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1
大分教育事務所 097-506-5924 〒870-0022 大分市大手町2-3-12（市町村会館）

[地方機関]
中津教育事務所 0979-22-3031 〒871-0024 中津市中央町1-5-16（中津総合庁舎内）

0978-54-2096 〒872-1202 豊後高田市香々地5151
0973-79-3114 〒879-4911 玖珠郡九重町大字田野204-47

くじゅうアグリ創生塾 0974-77-2260 〒878-0202 竹田市久住町大字有氏568番地1
大分県立図書館 097-546-9972 〒870-0008

日田教育事務所 0973-23-5125 〒877-0004 日田市城町1-1-10（日田総合庁舎内）
教育センター 097-569-0118 〒870-1124 大分市大字旦野原847-2

高田高等学校 0978-22-3145 〒879-0606 豊後高田市大字玉津1834-1
国東高等学校 0978-72-1325 〒873-0503 国東市国東町鶴川1974

埋蔵文化財センター 097-552-0077 〒870-0152 大分市牧緑町1-61

[県立学校]

歴史博物館 0978-37-2100 〒872-0101 宇佐市大字高森字京塚
先哲史料館 097-546-9380 〒870-0008

大分上野丘高等学校 097-543-6249 〒870-0835 大分市上野丘2丁目10-1
大分舞鶴高等学校 097-558-2268 〒870-0938 大分市今津留1丁目19-1

別府鶴見丘高等学校 0977-21-0118 〒874-0836 別府市大字鶴見字横打4433-2
0977-22-3141 〒874-0903 別府市野口原3088-91

杵築高等学校 0978-62-2037 〒873-0014 杵築市大字本庄2379
日出総合高等学校 0977-72-2855 〒879-1504 速見郡日出町大神1396-43

大分工業高等学校定時制 097-568-7325 〒870-0948 大分市芳河原台12-1
大分商業高等学校 097-558-2611 〒870-0931

大分豊府高等学校 097-546-2222 〒870-0846 大分市花園3丁目3-1
大分工業高等学校 097-568-7322 〒870-0948 大分市芳河原台12-1

大分雄城台高等学校 097-541-0123 〒870-1155 大分市大字玉沢1250
大分南高等学校 097-597-6001 〒870-1109 大分市判田台南1丁目1-1

爽風館高等学校通信制 097-547-7735 〒870-8525 大分市上野丘1丁目11番14号
大分鶴崎高等学校 097-527-2166 〒870-0104 大分市南鶴崎3丁目5-1

爽風館高等学校 097-547-7700 〒870-8525 大分市上野丘1丁目11番14号
爽風館高等学校定時制 097-547-7733 〒870-8525 大分市上野丘1丁目11番14号

芸術緑丘高等学校 097-543-2981 〒870-0833 大分市上野丘東1-11
097-543-1551 〒870-8560 大分市新春日町2-1-1

臼杵高等学校 0972-62-5145 〒875-0042 臼杵市大字海添2521-1
海洋科学高等学校 0972-63-3678 〒875-0011 臼杵市大字諏訪254-1-2

大分東高等学校 097-592-1064 〒870-0313 大分市大字屋山2009
由布高等学校 097-582-0244 〒879-5413 由布市庄内町大龍2674-1

鶴崎工業高等学校 097-527-5261 〒870-0133 大分市大字葛木509
情報科学高等学校 097-553-1212 〒870-0126 大分市大字横尾1605

竹田高等学校 0974-63-3401 〒878-0013 竹田市大字竹田2642
久住高原農業高等学校 0974-77-2200 〒878-0204 竹田市久住町大字柏木5801-32

佐伯豊南高等学校 0972-22-2361 〒876-0012 佐伯市大字鶴望2851-1
三重総合高等学校 0974-22-5500 〒879-7141 豊後大野市三重町大字秋葉1010

津久美高等学校 0972-82-4126 〒879-2421 津久見市大字津久見3485-1
佐伯鶴城高等学校 0972-22-3101 〒876-0848 佐伯市城下東町7-1

日田林工高等学校 0973-22-5171 〒877-0083 日田市吹上町30
中津南高等学校 0979-22-0224 〒871-0043 中津市高畑2093

日田高等学校定時制 0973-22-7612 〒877-0025 日田市田島2丁目9-30
日田三隈高等学校 0973-23-3130 〒877-0000 日田市大字友田1546-1

玖珠美山高等学校 0973-72-1148 〒879-4403 玖珠郡玖珠町大字帆足160
日田高等学校 0973-23-0166 〒877-0025 日田市田島2丁目9-30

宇佐高等学校 0978-37-0117 〒872-0102 宇佐市大字南宇佐1543
宇佐産業科学高等学校 0978-32-0044 〒879-0471 宇佐市大字四日市292

中津東高等学校 0979-32-3800 〒871-0004 中津市上如水145-3
中津東高等学校定時制 0979-32-2346 〒871-0004 中津市上如水145-3

中津南高等学校耶馬渓校 0979-54-2011 〒871-0404
中津北高等学校 0979-22-0244 〒871-0024 中津市中央町1丁目6-83

聾学校 097-538-6661 〒870-0026 大分市金池町3丁目1番60号
さくらの杜高等支援学校 097-543-1700 〒870-0823 大分市東大道町2丁目5-23

安心院高等学校 0978-44-0008 〒872-0522 宇佐市安心院町大字折敷田64
盲学校 097-532-2638 〒870-0026 大分市金池町3丁目1番75号



日出支援学校 0977-72-2305 〒879-1504 速見郡日出町大神1618番地の1
宇佐支援学校 0978-32-1780 〒879-0314 宇佐市猿渡1137-19番地

別府支援学校石垣原校 0977-24-6060 〒874-0838 別府市鶴見4050の293
南石垣支援学校 0977-23-3454 〒874-0910

別府支援学校 0977-24-0108 〒874-0840 別府市鶴見4224番地
別府支援学校鶴見校 0977-21-1349 〒874-0838 別府市鶴見4075番地の12

中津支援学校 0979-22-0550 〒871-0008 中津市大塚町1
由布支援学校 097-582-0326 〒879-5406

竹田支援学校 0974-63-0722 〒878-0023 竹田市大字君ヶ園1170
日田支援学校 0973-24-2000 〒877-1352

臼杵支援学校 0972-62-3930 〒875-0083 臼杵市大字井村911番地
佐伯支援学校 0972-28-3144 〒876-2121 佐伯市木立839-5

新生支援学校 097-541-0336 〒870-1155 大分市玉沢980-1
大分支援学校 097-527-2711 〒870-0261 大分市大字志村763番地の1

●警察本部
警察本部 097-536-2131 〒870-8502 大分市大手町3-1-1

大分豊府中学校 097-546-2404 〒870-0846 大分市花園3丁目3-1


