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災害用伝言ダイヤル（171）
【ご利用できる電話】
　加入電話、ISDN※、公衆電話、ひかり電話※および災害時特設公衆電話からご利用できます。

携帯電話・PHS等の他社電話サービスからもご利用いただけますが、詳しくは各通信事業者

へお問い合わせください。

※ダイヤル式電話機をお使いの場合、ご利用になれません。

【登録できる電話番号】
　災害により電話がかかりにくくなっている地域の加入電話・ISDN・ひかり電話番号及び携

帯電話等の電話番号。登録可能な設定範囲は、市外局番を単位として行います。

＊提供の開始など運用方法・提供条件については、状況に応じてNTTが設定し、テレビ・ラジオ・
NTT西日本公式ホームページ等を通じて皆様にお知らせいたします。

【ご利用料金】
　　伝言蓄積等のセンター利用料は無料です。

　NTTの電話から伝言の録音・再生をする場合の通話料は無料です。

　他通信事業者の電話から発信する場合の通話料については各通信事業者にお問い合わせください。

　ご利用方法等を案内しています。　http://www.ntt-west.co.jp/dengon/

災害用伝言板（web171）
【ご利用できる環境】
　　インターネット接続ができるパソコン、携帯電話、スマートフォン等でご利用できます。

※一部の機種ではご利用になれません。

【登録できる電話番号】
　　加入電話・ISDN・ひかり電話番号及び携帯電話等の電話番号。

【ご利用料金】
　安否確認の登録、閲覧等に伴うサービス利用料は無料です。なお、インターネット接続費用

やプロバイダー利用料及び、ダイヤルアップ接続の場合は通信料等が別途必要となります。

　ご利用方法等を案内しています。http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/

体験利用の案内
＜体験利用日＞
　・毎月１日 及び 15日の 00:00 ～ 24:00
　・正月三が日　　　　　　　（１月１日の00:00 ～１月３日の24:00）
　・防災週間　　　　　　　　（８月30日の9:00 ～９月５日の17:00）
　・防災とボランティア週間　（１月15日の9:00 ～１月21日の17:00）
＜伝言保存期間＞
　・伝言保存期間は体験利用期間のみ
＜利用料金＞
　・災害運用時と同様です。

- 43 -

連
絡
先
一
覧

Ⅵ　連絡先一覧

　地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師等がお互いの専門性を活かし、
地域で暮らす高齢者の皆さんを、介護、福祉、保健、医療などの面から総合的に支援します。

中学校区 名　　　　称 所　在　地 電　話

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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23

地域包括支援センター

上野ケ丘

碩　田

王　子

大分西

南大分

城南・賀来

城　東

滝　尾

明　野

原　川
（明治小校区除く）

鶴　崎
（別保小校区除く）

大　東
（明治北小校区含む）

東　陽
（別保小校区含む）

大　在

坂ノ市

稙　田

稙田西

稙田南
（寒田小校区除く）

稙田東
（寒田小校区含む）

竹中・判田

戸次・吉野

野津原

佐賀関・神崎

上野ケ丘地域包括支援センター

碩田地域包括支援センター

王子地域包括支援センター

大分西地域包括支援センター

南大分地域包括支援センター

城南・賀来地域包括支援センター

城東地域包括支援センター

滝尾地域包括支援センター

明野地域包括支援センター

原川地域包括支援センター

鶴崎地域包括支援センター

大東地域包括支援センター

東陽地域包括支援センター

大在地域包括支援センター

坂ノ市地域包括支援センター

稙田地域包括支援センター

稙田西地域包括支援センター

稙田南地域包括支援センター

稙田東地域包括支援センター

竹中・判田地域包括支援センター

戸次・吉野地域包括支援センター

野津原地域包括支援センター

佐賀関・神崎地域包括支援センター

金池町4丁目2番1号
フジタコーポ
城崎町3丁目2-30
井上ビル101

王子南町9番25号

東八幡4丁目6組
リバーサイド91　101号
畑中7組1-2
コーポ矢野第2　102号

荏隈町2丁目2組

大津町2丁目1番41号
大分県総合社会福祉会館１階

下郡東1丁目3番15号

明野東１丁目１番１号
あけのアクロスタウン一番街１階
高松1丁目2番2号
R73番館103

北鶴崎２丁目７番７号

大字松岡5461番地1
モンベル安達103号

大字常行450番地

大在中央1丁目4番13号B

坂ノ市南3丁目4番35号

大字上宗方590番地10
日生第3マンション103号

富士見が丘東2丁目27番2号

大字田尻659番地

大字鴛野929番地の7
ユタカビル1階
大字中判田1593番地
コンフォート山下D棟102号

大字中戸次4577番地3

大字野津原字久保1505番地1

大字佐賀関2174番地1

097-513-5103

097-560-0437

097-544-1223

097-576-8282

097-573-6688

097-545-1030

097-558-6285

097-567-1720

097-529-5705

097-547-8201

097-594-1501

097-528-7660

097-524-0892

097-528-9295

097-592-6686

097-542-7147

097-576-7573

097-547-7886

097-568-3310

097-597-4111

097-586-7170

097-586-4020

097-575-0337



地域活動支援センター「ふれあい」

大分県で活動している指定難病の患者・家族会一覧

「ふれあい」の作品

平成30年4月現在

場所：〒870-0914　大分市日岡3丁目5-16（40m道路沿い）
TEL：535-8282　FAX：535-8750

　大分県難病・疾病団体協議会が運営する就労継続支援Ｂ型の
通所事業所です。作業内容は手芸や軽作業です。（男女不問・
65歳未満の方）指導員がサポートしますので興味のある方は
お問い合わせください。

連　　絡　　先対象疾病等団　　体　　名

この他にも患者さん同士で仲間作りが出来るように交流会を行っています。
詳しくは、大分県難病相談・支援センターや大分市保健所保健予防課管理担当班までご連絡ください。

一般社団法人
全国膠原病友の会 大分県支部 膠原病 0972-22-5704

よりみちの会

公益社団法人
日本リウマチ友の会 大分支部

大分県腎臓病協議会

一般社団法人
日本筋ジストロフィー協会 大分県支部

一般社団法人
日本ＡＬＳ協会 大分県支部

大分ＩＢＤ友の会

大分脊髄小脳変性症・
多系統萎縮症友の会

ＭＧの会

ＭＳつくしんぼ

晴れたり曇ったり

大分県網膜色素変性症協会
（ＪＲＰＳ大分）

一般社団法人
全国パーキンソン病友の会 大分県支部

アトムの会大分県支部
（全国HAM患者友の会）

ＮＰＯ法人 
大分県難病・疾病団体協議会

全身性強皮症
皮膚筋炎/多発性筋炎

悪性関節リウマチ

腎臓病

筋ジストロフィー

筋萎縮性側索硬化症
（ＡＬＳ）

潰瘍性大腸炎
クローン病

脊髄小脳変性症
多系統萎縮症

重症筋無力症

多発性硬化症

もやもや病

網膜色素変性症

パーキンソン病

HTLV-1関連脊髄症

難病全般

097-532-1621

0977-22-0042

097-553-0578

090-3609-3811

097-544-4595

097-523-2352（19時から22時まで）
メール　aruwatt5010@bun.bbiq.jｐ

090-6632-1327
facebook あり

097-535-8755
（大分県難病・疾病団体協議会）

090-4210-7635

097-535-8755
（大分県難病・疾病団体協議会）

090-1366-5030（9時から19時まで）

080-1702-8781

097-578-7831
メール　nanbyo-o@tempo.ocn.ne.jp
（大分県難病相談・支援センター）

097-535-8755
メール oita-nanbyouren@marble.ocn.ne.jp
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大分県重症難病患者医療ネットワーク
　おもに神経系難病の方や家族に対しての療養相談や入院、転院先の確保や在宅医療の確保のための
連絡調整等を行っています。

連絡先　〒874-0840　別府市大字鶴見4548　国立病院機構　西別府病院 内
　　　　 TEL　0977-85-8815　　FAX　0977-85-8876
　　　　 ホームページ　http://nanbyo-o.server-shared.com/

大分県難病相談・支援センター
　地域で生活する難病患者さんやご家族等の日常生活や療養上の不安に対する相談や支援を行います。

連絡先　〒870-0037　大分市東春日町１-１　NS大分ビル２階（アイネスの上の階）
　　　　 TEL　578-7831　　FAX　578-7832
　　　　 ホームページ　http://nanbyo-o.server-shared.com/

　難病情報センターでは、指定難病の患者やご家族の療養上の悩みや不安を解消するため、最新の医
学情報、医療機関、相談機関の情報等を収集・整理するとともに、難病診療に携わる医療関係者に診
療上必要な情報等の提供を、厚生労働省健康局難病対策課と財団法人難病医学研究財団が協力して
行っています。

難病情報センター

難病情報センターのホームページ
h t t p：// w ww. n a n b yo u .o r. j p /

　大分県の難病患者に対する保健・医療・福祉にわたる総合的な施策を行います。

大分県 福祉保健部 健康づくり支援課　がん・難病対策班

連絡先　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　　　　 TEL　506-2674

関係機関

大分県難病医療連絡協議会

連絡先　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　　　　 TEL　506-2674　FAX　506-1735

事務局　大分県 福祉保健部 健康づくり支援課

　難病の医療提供体制の検討・協議・評価等を行います。
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地域活動支援センター「ふれあい」

大分県で活動している指定難病の患者・家族会一覧

「ふれあい」の作品

平成30年4月現在

場所：〒870-0914　大分市日岡3丁目5-16（40m道路沿い）
TEL：535-8282　FAX：535-8750

　大分県難病・疾病団体協議会が運営する就労継続支援Ｂ型の
通所事業所です。作業内容は手芸や軽作業です。（男女不問・
65歳未満の方）指導員がサポートしますので興味のある方は
お問い合わせください。

連　　絡　　先対象疾病等団　　体　　名

この他にも患者さん同士で仲間作りが出来るように交流会を行っています。
詳しくは、大分県難病相談・支援センターや大分市保健所保健予防課管理担当班までご連絡ください。

一般社団法人
全国膠原病友の会 大分県支部 膠原病 0972-22-5704

よりみちの会

公益社団法人
日本リウマチ友の会 大分支部

大分県腎臓病協議会

一般社団法人
日本筋ジストロフィー協会 大分県支部

一般社団法人
日本ＡＬＳ協会 大分県支部

大分ＩＢＤ友の会

大分脊髄小脳変性症・
多系統萎縮症友の会

ＭＧの会

ＭＳつくしんぼ

晴れたり曇ったり

大分県網膜色素変性症協会
（ＪＲＰＳ大分）

一般社団法人
全国パーキンソン病友の会 大分県支部

アトムの会大分県支部
（全国HAM患者友の会）

ＮＰＯ法人 
大分県難病・疾病団体協議会

全身性強皮症
皮膚筋炎/多発性筋炎

悪性関節リウマチ

腎臓病

筋ジストロフィー

筋萎縮性側索硬化症
（ＡＬＳ）

潰瘍性大腸炎
クローン病

脊髄小脳変性症
多系統萎縮症

重症筋無力症

多発性硬化症

もやもや病

網膜色素変性症

パーキンソン病

HTLV-1関連脊髄症

難病全般

097-532-1621

0977-22-0042

097-553-0578

090-3609-3811

097-544-4595

097-523-2352（19時から22時まで）
メール　aruwatt5010@bun.bbiq.jｐ

090-6632-1327
facebook あり

097-535-8755
（大分県難病・疾病団体協議会）

090-4210-7635

097-535-8755
（大分県難病・疾病団体協議会）

090-1366-5030（9時から19時まで）

080-1702-8781

097-578-7831
メール　nanbyo-o@tempo.ocn.ne.jp
（大分県難病相談・支援センター）

097-535-8755
メール oita-nanbyouren@marble.ocn.ne.jp
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大分県重症難病患者医療ネットワーク
　おもに神経系難病の方や家族に対しての療養相談や入院、転院先の確保や在宅医療の確保のための
連絡調整等を行っています。

連絡先　〒874-0840　別府市大字鶴見4548　国立病院機構　西別府病院 内
　　　　 TEL　0977-85-8815　　FAX　0977-85-8876
　　　　 ホームページ　http://nanbyo-o.server-shared.com/

大分県難病相談・支援センター
　地域で生活する難病患者さんやご家族等の日常生活や療養上の不安に対する相談や支援を行います。

連絡先　〒870-0037　大分市東春日町１-１　NS大分ビル２階（アイネスの上の階）
　　　　 TEL　578-7831　　FAX　578-7832
　　　　 ホームページ　http://nanbyo-o.server-shared.com/

　難病情報センターでは、指定難病の患者やご家族の療養上の悩みや不安を解消するため、最新の医
学情報、医療機関、相談機関の情報等を収集・整理するとともに、難病診療に携わる医療関係者に診
療上必要な情報等の提供を、厚生労働省健康局難病対策課と財団法人難病医学研究財団が協力して
行っています。

難病情報センター

難病情報センターのホームページ
h t t p：// w ww. n a n b yo u .o r. j p /

　大分県の難病患者に対する保健・医療・福祉にわたる総合的な施策を行います。

大分県 福祉保健部 健康づくり支援課　がん・難病対策班

連絡先　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　　　　 TEL　506-2674

関係機関

大分県難病医療連絡協議会

連絡先　〒870-8501　大分市大手町３丁目１番１号
　　　　 TEL　506-2674　FAX　506-1735

事務局　大分県 福祉保健部 健康づくり支援課

　難病の医療提供体制の検討・協議・評価等を行います。
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TEL　537-5658　　FAX　537-1411
身体障害者手帳や障害者総合支援法等について
障害福祉サービスについて

大分市 障害福祉課

 TEL　537-5679　　FAX　548-5387介護保険や高齢者福祉について

大分市 長寿福祉課

 TEL　537-5735　　FAX　534-8042
 TEL　537-5617　　FAX　532-0705

国民健康保険や後期高齢者医療について
国民年金や障害年金について（大分市国民年金室）

大分市 国保年金課

 TEL　537-5703　　FAX　534-6252指定ごみ袋の減免制度について

大分市 ごみ減量推進課

 TEL　585-6015　　FAX　533-2611保護者の病気等で一時的に保育が必要となる場合の
相談等について

大分市 保育・幼児教育課

 TEL　537-5688　　FAX　533-5015
 TEL　527-2140　　FAX　523-1320
 TEL　541-1440　　FAX　542-2110

子どもに関する相談全般、子ども虐待相談など
　大分市中央子ども家庭支援センター
　大分市東部子ども家庭支援センター
　大分市西部子ども家庭支援センター

大分市 子育て支援課（大分市子ども家庭支援センター）

大分市役所内の関係各課

大分市ホームページアドレス
http://www.city.oita.oita.jp/ 

〒870-8504　大分市荷揚町２番31号
 TEL　534-6111（代表）

〒870-8506
大分市荷揚町６番１号
TEL　535-7710
FAX　532-3356
ｅ-mail ： hokenyobo@city.oita.oita. jp

大分市保健所 保健予防課
管理担当班（難病担当）

 TEL　537-5706　　FAX　533-7818生活保護に関する相談等について

大分市 生活福祉課

 TEL　585-6022　　FAX　533-2152避難行動要支援者の避難支援対策について

大分市 福祉保健課 避難行動要支援者対策担当班
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大分市保健所

アートプラザ
城址公園

大分市役所

合同新聞社前
　　　バス停

大分合同
新聞社

NTT
大分中央
郵便局

中
央
通
り

市役所前
バス停国道197号

大分市保健所 健康課 保健(福祉)センター・健康支援室 一覧
地域の健康づくり・疾病予防などの相談支援を行っています。

中央保健センター（大分市保健所内）
〒870-8506　大分市荷揚町６番１号
TEL 536-2517

東部保健福祉センター（鶴崎市民行政センター内）
〒870-0103　大分市東鶴崎１丁目２番３号
TEL 527-2143

大在健康支援室（大在市民センター内）
〒870-0263　大分市政所１丁目４番３号
TEL 574-7681

坂ノ市健康支援室（坂ノ市市民センター内）
〒870-0308　大分市坂ノ市南３丁目５番33号
 TEL 574-7891

佐賀関健康支援室（佐賀関市民センター内）
〒879-2201　大分市大字佐賀関1407番地の27
TEL　575-2077

西部保健福祉センター（稙田市民行政センター内）
〒870-1155　大分市玉沢743番地の２
TEL 541-1496

大南健康支援室（大南市民センター内）
〒879-7761　大分市大字中戸次5115番地の1
TEL 574-7791

野津原健康支援室（野津原市民センター内）
〒870-1203　大分市大字野津原800番地
TEL 588-1880

日本年金機構 大分年金事務所
国民年金への加入や年金の給付等に関する手続きについて

所管区域　大分市・竹田市・豊後大野市・由布市
〒870-0997 大分市東津留2-18-15　　　　　　　　　　　　　TEL 552-1211　FAX 552-2349

全国健康保険協会 大分支部（協会けんぽ）
健康保険の給付や任意継続等に関する手続きについて

〒870-8570 大分市金池南1-5-1
J:COMホルトホール大分（MNCタウン２階）　　　　　　　　　　TEL 573-5630

大分県後期高齢者医療広域連合
〒870-0037 大分市東春日町17番20号

大分第２ソフィアプラザビル６階　　　　　　　　TEL 534-1771　FAX 534-1778

大分公共職業安定所（ハローワーク）
〒870-8555 大分市都町4-1-20　　　　　 TEL 538-8609（部門コード42♯）　FAX 537-2839

大分障害者職業センター
〒874-0905 別府市上野口町3088-170　　　　　　TEL 0977-25-9035　FAX 0977-25-9042

障害者就業・生活支援センター大分プラザ
〒870-0839 大分市金池南１丁目９番５号　　　　　　　　　　TEL 574-8668　FAX 574-8667

　博愛会　地域総合支援センター内２階

大分市障がい者相談支援センター「さざんか」
〒870-0819 大分市王子新町５番１号（大分西部公民館併設） 　TEL 576-8887　FAX576-7554
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TEL　537-5658　　FAX　537-1411
身体障害者手帳や障害者総合支援法等について
障害福祉サービスについて

大分市 障害福祉課

 TEL　537-5679　　FAX　548-5387介護保険や高齢者福祉について

大分市 長寿福祉課

 TEL　537-5735　　FAX　534-8042
 TEL　537-5617　　FAX　532-0705

国民健康保険や後期高齢者医療について
国民年金や障害年金について（大分市国民年金室）

大分市 国保年金課

 TEL　537-5703　　FAX　534-6252指定ごみ袋の減免制度について

大分市 ごみ減量推進課

 TEL　585-6015　　FAX　533-2611保護者の病気等で一時的に保育が必要となる場合の
相談等について

大分市 保育・幼児教育課

 TEL　537-5688　　FAX　533-5015
 TEL　527-2140　　FAX　523-1320
 TEL　541-1440　　FAX　542-2110

子どもに関する相談全般、子ども虐待相談など
　大分市中央子ども家庭支援センター
　大分市東部子ども家庭支援センター
　大分市西部子ども家庭支援センター

大分市 子育て支援課（大分市子ども家庭支援センター）

大分市役所内の関係各課

大分市ホームページアドレス
http://www.city.oita.oita.jp/ 

〒870-8504　大分市荷揚町２番31号
 TEL　534-6111（代表）

〒870-8506
大分市荷揚町６番１号
TEL　535-7710
FAX　532-3356
ｅ-mail ： hokenyobo@city.oita.oita. jp

大分市保健所 保健予防課
管理担当班（難病担当）

 TEL　537-5706　　FAX　533-7818生活保護に関する相談等について

大分市 生活福祉課

 TEL　585-6022　　FAX　533-2152避難行動要支援者の避難支援対策について

大分市 福祉保健課 避難行動要支援者対策担当班
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市役所前
バス停国道197号

大分市保健所 健康課 保健(福祉)センター・健康支援室 一覧
地域の健康づくり・疾病予防などの相談支援を行っています。

中央保健センター（大分市保健所内）
〒870-8506　大分市荷揚町６番１号
TEL 536-2517

東部保健福祉センター（鶴崎市民行政センター内）
〒870-0103　大分市東鶴崎１丁目２番３号
TEL 527-2143

大在健康支援室（大在市民センター内）
〒870-0263　大分市政所１丁目４番３号
TEL 574-7681

坂ノ市健康支援室（坂ノ市市民センター内）
〒870-0308　大分市坂ノ市南３丁目５番33号
 TEL 574-7891

佐賀関健康支援室（佐賀関市民センター内）
〒879-2201　大分市大字佐賀関1407番地の27
TEL　575-2077

西部保健福祉センター（稙田市民行政センター内）
〒870-1155　大分市玉沢743番地の２
TEL 541-1496

大南健康支援室（大南市民センター内）
〒879-7761　大分市大字中戸次5115番地の1
TEL 574-7791

野津原健康支援室（野津原市民センター内）
〒870-1203　大分市大字野津原800番地
TEL 588-1880

日本年金機構 大分年金事務所
国民年金への加入や年金の給付等に関する手続きについて

所管区域　大分市・竹田市・豊後大野市・由布市
〒870-0997 大分市東津留2-18-15　　　　　　　　　　　　　TEL 552-1211　FAX 552-2349

全国健康保険協会 大分支部（協会けんぽ）
健康保険の給付や任意継続等に関する手続きについて

〒870-8570 大分市金池南1-5-1
J:COMホルトホール大分（MNCタウン２階）　　　　　　　　　　TEL 573-5630

大分県後期高齢者医療広域連合
〒870-0037 大分市東春日町17番20号

大分第２ソフィアプラザビル６階　　　　　　　　TEL 534-1771　FAX 534-1778

大分公共職業安定所（ハローワーク）
〒870-8555 大分市都町4-1-20　　　　　 TEL 538-8609（部門コード42♯）　FAX 537-2839

大分障害者職業センター
〒874-0905 別府市上野口町3088-170　　　　　　TEL 0977-25-9035　FAX 0977-25-9042

障害者就業・生活支援センター大分プラザ
〒870-0839 大分市金池南１丁目９番５号　　　　　　　　　　TEL 574-8668　FAX 574-8667

　博愛会　地域総合支援センター内２階

大分市障がい者相談支援センター「さざんか」
〒870-0819 大分市王子新町５番１号（大分西部公民館併設） 　TEL 576-8887　FAX576-7554
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