
１１ 市町村申請窓口
（令和４年４月１日現在）

市町村名 郵便番号 所 在 地 電話番号
大分市役所 障害福祉課 医療・手当給付担当班 870-8504 大分市荷揚町2-31 097-537-5786（直通）
鶴崎市民行政センター 東部保健福祉センター 870-0103 大分市東鶴崎1-2-3 097-527-2143（直通）
稙田市民行政センター 西部保健福祉センター 870-1155 大分市玉沢743-2 097-541-1496（直通）

別 府 市 別府市役所 障害福祉課 874-8511 別府市上野口町1-15 0977-21-1111
杵築庁舎 市民課 福祉窓口 杵築福祉係 873-0001 杵築市大字杵築377-1 0978-62-3131
大田庁舎 大田振興課 市民生活係 879-0901 杵築市大田石丸445 0978-52-2222
山香庁舎 福祉推進課 障がい福祉係 879-1307 杵築市山香町大字野原1010-2 0977-75-2405

日 出 町 日出町役場 介護福祉課 障害福祉係 879-1592 速見郡日出町2974-1 0977-73-3126
国東市役所 福祉課 障がい者支援係 873-0503 国東市国東町鶴川149 0978-72-5164
国見総合支所 地域振興課 872-1401 国東市国見町伊美2300-1 0978-82-1112
武蔵総合支所 地域振興課 873-0412 国東市武蔵町古市1086-1 0978-68-1112
安岐総合支所 地域振興課 873-0293 国東市安岐町中園100 0978-67-1111

姫 島 村 姫島村役場 健康推進課 872-1501 東国東郡姫島村1560-1 0978-87-2177
臼杵市役所 福祉課 障がい福祉グループ 875-8501 臼杵市大字臼杵72-1 0972-63-1111
野津庁舎 市民生活推進課 健康福祉グループ 875-0292 臼杵市野津町大字野津市326-1 0974-32-2220

津 久 見 市 津久見市役所 社会福祉課 障がい支援班 879-2435 津久見市宮本町20-15 0972-82-9519
由布市役所 福祉課 879-5498 由布市庄内町柿原302 097-582-1111
湯布院庁舎 湯布院地域振興課 福祉係 879-5192 由布市湯布院町川上3738-1 0977-84-3111
挾間庁舎 挾間地域振興課 福祉保健係 879-5592 由布市挾間町向原128-1 097-583-1111
佐伯市役所 障がい福祉課 障がい福祉係 876-8585 大分県佐伯市中村南町1-1 0972-22-4524
上浦振興局 地域振興課 市民サービス係 879-2692 大分県佐伯市上浦大字津井浦1400-3 0972-32-3111
弥生振興局 地域振興課 市民サービス係 876-0112 大分県佐伯市弥生大字上小倉656-1 0972-46-1111
本匠振興局 地域振興課 市民サービス係 876-0205 大分県佐伯市本匠大字波寄2685 0972-56-5111
宇目振興局 地域振興課 市民サービス係 879-3205 大分県佐伯市宇目大字千束1060-1 0972-52-1111
直川振興局 地域振興課 市民サービス係 879-3101 大分県佐伯市直川大字赤木105 0972-58-2111
鶴見振興局 地域振興課 市民サービス係 876-1202 大分県佐伯市鶴見大字地松浦2008-6 0972-33-1111
米水津振興局 地域振興課 市民サービス係 876-1401 大分県佐伯市米水津大字浦代浦1239-2 0972-35-6111
蒲江振興局 地域振興課 市民サービス係 876-2492 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦373-1 0972-42-1111
竹田市役所 社会福祉課 障がい福祉係 878-0011 竹田市大字会々1650 0974-63-4811
荻支所 市民係 879-6192 竹田市荻町恵良原1772-7 0974-68-2211
久住支所 市民係 878-0201 竹田市久住町大字久住6161-1 0974-76-1111
直入支所 市民係 878-0402 竹田市直入町大字長湯8201 0974-75-2211
豊後大野市役所 社会福祉課 障がい支援係 879-7198 豊後大野市三重町市場1200 0974-22-1001
清川支所 市民係 879-6903 豊後大野市清川町砂田936-2 0974-35-2111
緒方支所 市民係 879-6601 豊後大野市緒方町馬場41-1 0974-42-2111
朝地支所 市民係 879-6222 豊後大野市朝地町朝地932-1 0974-72-1111
大野支所 市民係 879-6441 豊後大野市大野町田中55-1 0974-34-2301
千歳支所 市民係 879-7401 豊後大野市千歳町新殿706-1 0974-37-2111
犬飼支所 市民係 879-7301 豊後大野市犬飼町犬飼28 097-578-1111

日 田 市 日田市役所 社会福祉課 障害福祉係 877-8601 日田市田島2-6-1 0973-22-8290
九 重 町 九重町役場 健康福祉課 879-4895 玖珠郡九重町大字後野上8-1 0973-76-2111
玖 珠 町 玖珠町役場 福祉保健課 福祉班 879-4492 玖珠郡玖珠町大字帆足268-5 0973-72-1115（直通）

中津市役所 福祉支援課 障害福祉係 871-8501 中津市豊田町14-3 0979-62-9802（直通）
三光支所 総務・住民課 住民係 871-0192 中津市三光原口644-7 0979-43-2050
本耶馬渓支所 総務・住民課 住民係 871-0295 中津市本耶馬渓町曽木1800 0979-52-2211
耶馬溪支所 総務・住民課 住民係 871-0405 中津市耶馬溪町大字柿坂138-1 0979-54-3111
山国支所 総務・住民課 住民係 871-0795 中津市山国町守実130 0979-62-3111
宇佐市役所 福祉課 障がい者支援係 879-0453 宇佐市大字上田1030-1 0978-27-8141（直通）
院内支所 市民サービス課 健康福祉係 872-0332 宇佐市院内町山城39 0978-42-5111
安心院支所 市民サービス課 健康福祉係 872-0592 宇佐市安心院町下毛2115 0978-44-1111
豊後高田市役所 社会福祉課 障がい福祉係 879-0692 豊後高田市是永町39番地3 0978-22-3100
真玉庁舎 地域総務課一課 872-1101 豊後高田市中真玉2144-12 0978-53-5111
香々地庁舎 地域総務二課 872-1207 豊後高田市見目110 0978-54-3111

１２ 県の窓口
（令和３年１月１日現在）

管 轄 市 町 村 郵便番号 所 在 地 電話番号
別府市・杵築市・日出町 874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 0977-67-2511
国東市・姫島村 873-0504 国東市国東町安国寺786-1 0978-72-1127
臼杵市・津久見市 875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 0972-62-9171
由布市 879-5421 由布市庄内町柿原337-2 097-582-0660
佐伯市 876-0844 佐伯市向島1-4-1 0972-22-0562
竹田市・豊後大野市 879-7131 豊後大野市三重町市場934-2 0974-22-0162
日田市・九重町・玖珠町 877-0025 日田市田島2-2-5 0973-23-3133
中津市・宇佐市 871-0024 中津市中央町1-10-42 0979-22-2210
豊後高田市 879-0621 豊後高田市是永町39 0978-22-3165

870-1155 大分市大字玉沢908 097-541-5276
870-8501 大分市大手町3-1-1 097-506-2727大分県障害福祉課

名  称
東部保健所
東部保健所 国東保健部
中部保健所
中部保健所 由布保健部
南部保健所
豊肥保健所
西部保健所
北部保健所
北部保健所 豊後高田保健部
大分県こころとからだの相談支援センター

豊後高田市

窓 口 名

大 分 市

杵 築 市

国 東 市

臼 杵 市

由 布 市

佐 伯 市

竹 田 市

豊後大野市

中 津 市

宇 佐 市


