令和２年度 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関情報一覧
分野

局・部・市・団体名
国 大分地方法務局

課室名
人権擁護課

住所

電話番号

大分市荷揚町７番５号 大分法務総合庁舎内

メールアドレス

相談受付内容

メッセージ・ご案内等
◆みんなの人権110番：0570-003-110
◆女性の人権ホットライン：0570-070-810
◆子どもの人権110番：0120-007-110

097-532-3368

上記いずれも、平日8:30～17:15

県 生活環境部

人
権
相
談
全
般

人権尊重・部落差別解消推進課

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館１階

097-506-3172

大分市

人権・同和対策課

大分市荷揚町２－３１

097-537-5618

別府市

人権同和教育啓発課

別府市上野口町１－１５

0977-21-1291

中津市

人権・同和対策課

中津市豊田町１４－３

0979-22-1229

日田市

人権・部落差別解消推進課

日田市淡窓１－１－１

0973-22-8017

佐伯市

人権・同和対策課

佐伯市中村南町１－１

0972-22-3085

臼杵市

部落差別解消推進・人権啓発課

臼杵市大字臼杵７２－１

0972-86-2730

津久見市

市民生活課兼人権対策室

津久見市宮本町２０－１５

0972-82-9511

竹田市

人権・部落差別解消推進課

竹田市大字会々１６５０

0974-63-4820

市 豊後高田市
町
村 杵築市

人権啓発・部落差別解消推進課

豊後高田市新地１２７８番地 （豊後高田市隣保館内）

0978-24-0007

人権啓発・部落差別解消推進課

杵築市大字南杵築３３８番地の１ （杵築市隣保館内）

0978-62-4799

宇佐市

人権啓発・部落差別解消推進課

宇佐市大字上田１０３０－１

0978-27-8122

豊後大野市

人権・部落差別解消推進課

豊後大野市三重町市場１２００

0974-22-1001（代表）

由布市

人権・部落差別解消推進課

由布市庄内町柿原３０２

097-582-1244

国東市

人権啓発・部落差別解消推進課

国東市国東町鶴川１３６－１アグリホール２階

0978-72-0354

姫島村

総務課

東国東郡姫島村１６３０－１

0978-87-2281

日出町

住民課 人権推進係

速見郡日出町２９７４番地の１

0977-73-3122

九重町

総務課 部落差別解消・人権対策グループ

玖珠郡九重町大字右田３０８８番地の２

0973-76-3800

玖珠町

人権確立・部落差別解消推進課

玖珠郡玖珠町大字帆足２６８番地の５

0973-72-0886

－

宇佐市大字下拝田５０６番地の１

0978-32-3712

旭町文化センター

－

大分市旭町１組

097-546-2772

別府市人権啓発センター

－

別府市石垣東１０丁目７番５号

0977-23-6163

中津市三保文化センター

－

中津市大字伊藤田２９８３番地の２

0979-32-5082

中津市鶴居文化センター

－

中津市大字高瀬１０４２番地

0979-25-0514

－

日田市北友田３丁目２５３１番地の３９

0973-23-6920

－

日田市京町５１番地の５

0973-23-4620

－

豊後高田市新地１２７８番地

0978-24-0007

－

杵築市大字南杵築３３８番地の１

0978-62-4799

－

宇佐市大字上田１０４３番地の１

0978-33-1707

豊後大野市隣保館

－

豊後大野市大野町田中７４番地の１

0974-34-3603

国東市隣保館

－

国東市武蔵町古市１１３８番地の１

0978-68-1722

九重町隣保館

－

玖珠郡九重町大字右田３０８８番地の２

0973-76-2468

玖珠町隣保館

－

玖珠郡玖珠町大字岩室２３番地

0973-72-0886

Ｎ
Ｐ 特定非営利活動法人 心の支援センター
Ｏ

同
和
問
題
・
各
種
人
権
及
び
生
活
相
談
全
般

日田市北友田三丁目地区集会所
隣
保 日田市京町地区集会所
館
・ 豊後高田市隣保館
集
会 杵築市隣保館
所
宇佐市隣保館
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ホームページ「こころちゃんの部屋」にて、県内各地の人権講
座情報等をを掲載しています。各種研修資料も用意していま
す。
ホルトホール内に「大分市人権啓発センター（ヒューレおおい
た）」を設置しています。開館時間：平日9:00～17:00
月に１回、第２水曜日に人権擁護委員による無料人権相談
を、別府市男女共同参画センター「あす・べっぷ」の１階にて
実施しています。
面接を希望される方は、事前にご連絡をいただければ、お部
屋を確保します。

相談内容を事前に連絡いただければ、対応が円滑にできます。

人権相談全般

内容に応じて、国、県の機関や、人権擁護委員を紹介しま
す。

相談内容により、関係相談窓口につなぎます。

面接は要予約9:00～20:00（電話相談も同時間で対応）
人権全般、コミ
社会生活を営む上でうまく対応できずに悩んでいる方などの
ニュケーション 等 相談を受け付けています。

各種人権講座、イベント、教室などを実施していま
す。詳細は各隣保館・集会所にお問い合わせくださ
い。
人権相談に加えて、各種生活相談も受け付けてい
ます。
隣保館・集会所所在地外の住民の方からの相談も
受け付けています。
・同和問題
・人権相談全般
・生活相談全般
・貸館業務

会議室等、貸館業務もおこなっております。是非お
問い合わせください。（条件により、使用料減免の
ある隣保館・集会所もあります。）
隣保館・集会所は地域のコミュニティーセンターで
す。
一人で悩まずにお気軽にお立ち寄り・ご連絡くださ
い！
●開館時間は各隣保館・集会所によって異なりま
す。相談される場合は事前に各館にお電話でご確
認ください。
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分野

局・部・市・団体名

課室名

住所

電話番号

生活環境部

相談受付内容

こども・家庭支援課 家庭支援班

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館４階

097-506-2703

婦人相談所

大分市荏隈５丁目 大分県こども・女性相談支援センター内

097-544-3900

家庭内での悩み 面接相談は要予約。
や男女間トラブル
電話相談 平日9:00～21:00、土日祝13:00～17:00
（ＤＶ含）

消費生活・男女共同参画プラザ 参画推進班

大分市東春日町１－１ＮＳ大分ビル１階

097-534-8874

女性総合相談（Ｄ 相談時間：9:00～16:30（月～金、土日祝日・年末年始休）
Ｖ含）

大分市中央郵便局私書箱１２２号

090-1516-9565

家庭内暴力（ＤＶ） 子ども、ＬＧＢＴに関することにも取り組んでいます。
等女性に関するこ 各種研修会もおこなっています。えばの会のＨＰをご覧くださ
い。
と

Ｎ
Ｐ えばの会 女性と子どもの性と人権を考える市民ネット
Ｏ

－

女
性
一般社団法人 大分県助産師会

メッセージ・ご案内等

婦人保護に関する 直接的窓口：婦人相談所
こと

福祉保健部
県

メールアドレス

おおいた妊娠ヘルプセンター

大分市中央町４－２－２９園田ビル２０１号

0120-241-783
097-529-7874（県
外）

妊娠・出産などに
関する相談

そ
の
他

子育て、女性健康支援センター事業を中心に、女性の一生に
寄り添う支援団体です。
◆電話相談：0120-241-783 水～日：11:30～19:00
・面接相談の場合、嘱託・担当医師の場合は要予約、助産師
であれば不要。
助産師会独自事業の「赤ちゃんのおっぱい相談」の電話（月
～金 10:00～16:00も、妊娠の悩み相談に対応しています。
・５Ｗ１Ｈで、いつ・どこで・誰が・何を・どうしたか・なぜ等をわ
かりやすく、また、問題点（困っていること）、今後どうしてほし
いのか、希望などをわかりやすく教えてください。
面談（予約不要）：火～金：8:30～18:00、月・日：8:30～17:00
電話相談：火～金：8:30～18:00、月・日：8:30～17:00

一般財団法人 大分県母子寡婦福祉連合会

大分県母子・父子福祉センター

大分市大津町２－１－１ 大分県総合社会福祉会館内

097-552-3313

一人親世帯に対
する生活一般的な 弁護士による無料法律相談を年１５回程度開催しています。
（要問い合わせ）
相談
大分県母子家庭等就業・自立支援センターを併設しており、
就業相談も同時に可能です。

こども・家庭支援課 こども育成支援班

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館４階

097-506-2707

児童福祉に関する 直接的窓口：中央児童相談所、中津児童相談所
こと

中央児童相談所

大分市荏隈５丁目 大分県こども・女性相談支援センター内

097-544-2016

養護・非行・障が
い・育成相談

中津児童相談所

中津市中央町１－１０－２２

0979-22-2025

養護・非行・障が
い・育成相談

面接相談は要予約。電話は２４時間対応。

福祉保健部

その他参考電話番号
◆いつでも子育てホットライン：0120-462-110（24時間）
◆児童相談所全国共通ダイヤル：189（２４時間）
児童相談全般の一義的相談窓口は市町村となっているの
で、重篤なケースなどの専門性を必要とするケースになるよ
う留意してほしい。
面接相談は要予約。月～土：9:30～17:30
電話相談は、月～土：9:30～17:30

生活環境部

青少年自立支援センター
（私学振興・青少年課）

大分市東春日町１７－１９大分ソフィアビル４階

097-534-4650

不登校、ひきこも 情報サポートだけでなく、心理サポートもおこないながらコー
り（当事者・家族） ディネートします。一定期間相談を継続することが可能です。
医療機関ではありませんので、診断はできません。相談は無
料。
面接相談は要予約。スクールセクハラとは、「学校の内外に

人権教育・部落差別解消推進課

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館６階

097-534-4366

スクール・セクハラ おいて、教職員が児童生徒等に性的な言動をおこなうこと。」
と定義しています。

子
ど
も

教育庁
県

大分県教育センター

大分市旦野原８４７－２

097-503-8987

不登校・いじめ・進
路・適正・日常生
活の諸問題

面接相談は要予約。
相談窓口名：大分県教育センター教育相談部
◆電話番号：097-503-8987
時間：月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
対象者は、児童生徒・その保護者・教育関係者（小中高）
◇メール相談は、oita-edu-c.soudann@pref.oita.lg.jpまで。
面接相談は要予約。
管轄区により、３つの窓口及び電話番号あり。

（１）
・相談窓口名 ：大分っ子フレンドリー本部サポートセンター
・設置場所：大分県警察本部少年課内（県北・県西地域を除く
全域）
◆電話番号：０９７ － ５３２ － ３７４１
少年少女相談、非 ・時間：９：００ ～ １７：４５ （平日）

県警本部

少年課

大分市荷揚町５番６号 大分中央警察署内

097-536-2131

行少年少女やいじ
め被害者の立ち
直りのための継続
支援

（２）
・窓口名 ：大分っ子フレンドリー県北サポートセンター
・設置場所：中津警察署内（中津・宇佐・豊後高田地域）
◆電話番号：０９７９ － ２４ － ３７４１
・時間：９：００ ～ １７：４５ （平日）
（３）
・相談窓口名 ：大分っ子フレンドリー県西サポートセンター
・設置場所：日田警察署内 （日田・玖珠地域）
◆電話番号：０９７３ － ２４－ ３７１１
・時間：９：００～１７：４５ （平日）

2

令和２年度 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関情報一覧
分野

子
ど
も

局・部・市・団体名

課室名

住所

電話番号

メールアドレス

相談受付内容

メッセージ・ご案内等

チャイルドラインおおいた

－

大分市六坊南町２－４７

090-3322-3699

子ども専用電話の チャイルドライン：0120-99-7777、時間：16:00～21:00（年末
運営（大人の相談 年始休）子どもの悲しみや喜びに寄り添います。受け手ボラ
ンティア養成もしています。
は×）

星の会（不登校を考える親の会）

－

大分市ひばりヶ丘５丁目５番１１号

097-511-5831

不登校、ひきこも
り

個別面接や相談はしておらず、例会や研修会等で相談を受
け付けています。子どもの不登校や引きこもりの理解をする
ことを大切にしています。

Ｎ
Ｐ
Ｏ ぱすたの会（おおいた「非行」と向き合う親たちの会）

特定非営利活動法人 グッドイナフの会

県 福祉保健部

－

大分市田中町７－４－４０５

097-544-5249

非行

非行の問題を抱えた子ども達が自分を大切にし、自立に向け
成長することを目的として、保護者の交流・学習の場を提供し
ています。交流の場等への参加者は原則として、当事者また
は、その保護者・支援者に限ります。参加者のルールは「話
す、話さないは自由。自分の体験を話す」です。

－

杵築市大字南杵築１６７８番地

090-1367-1971

障がい、ひきこも
り、不登校、子育
て、人権（保護者、
支援者）

ほどよい子育て、自分育てをめざして、一緒に考えていきま
しょう。常設相談会を年２～３回の他、個別相談にも随時応じ
ています。お電話ください。また、各種研修会や講師の派遣も
おこなっています。

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館３階

097-506-2694

高齢者全般

－

大分市羽屋８３１－５

097-543-5300

成年後見制度の
普及、講座開催

成年後見制度の普及・市民後見人の養成のため、講習会や
講座をしています。毎年おこなっています。

－

別府市南荘園町２３組

090-4774-5511

高齢者の虐待

◆あんしん１１０番：090-4774-5511
高齢者・障がい者の虐待問題に関する専門チームを設置し
ている。市町村への支援もおこなっている。

高齢者福祉課

特定非営利活動法人 市民後見ささえあい
Ｎ
Ｐ
Ｏ 特定非営利活動法人 成年後見・権利擁護大分ネット

－

面接専門相談：月～金 13:00～16:00（要予約）
電話一般相談：月～金 8:30～17:00

高
齢
者

大分県高齢者総合相談センター

－

大分市明野東３丁目４番１号 大分県社会福祉介護研修センター内 097-558-7788

高齢に起因する悩
電話相談：
み全般

体の悩み：第２・４火曜日13:00～16:00
認知症介護；火～金 10:00～15:00

そ
の
他

受付時間：月～金 9:00～17:00

大分県福祉サービス適正化委員会

－

大分市大津町２－１－４１大分県総合社会福祉会館内

097-558-0301

福祉サービスに関 苦情を申し出ることができるのは、福祉サービス利用者本
人、家族、代理人（民生委員児童委員、社会福祉士等）
する苦情
虐待等不当な行為があった場合は、県知事へ通知する。

福祉保健部

県

障害者社会参加推進室

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館１階

097-506-2727

身体障害者更正相談所

097-542-1209

知的障害者更正相談所

097-542-3117

福祉保健部
大分県こころとからだの相談支援センター

大分市大字玉沢９０８

身体・知的・精神
－
障がい全般
更生医療、補装
身体障がい者に関する相談、判定業務、身体障害者手帳の
具、身体障害者手 交付などをおこなっています。
帳等
知的障害の専門
知的障がい者に関する相談、療育手帳の交付などをおこなっ
的な知識や技術、 ています。
療育手帳等
精神科リハビリテーションとして、精神科デイケアを実施して
います。

精神保健福祉センター

097-541-5276

精神疾患、依存
症、ひきこもり、問 来所相談は要予約 来所相談時間：平日8:30～17:00
題行動、認知症等 ◆精神保健福祉予約・相談電話 097-541-6290

◆こころの電話相談 097-4542-0878 平日9:00～16:00

障
が
い
者

障がい者110番：097-558-7005（相談先紹介電話）
時間：月～金（祝日、年末年始除く） 8:30～17:00
面接相談は要予約

そ
の 大分県障害者社会参加推進センター
他

－

特定非営利活動法人 共に生きる

－

大分市明野西１－５－２

090-7531-3926

発達障がい
（当事者、家族）

特性・病気の受容状況、医療機関の治療、寄り添い状況など
の情報があると助かります。面接相談は要予約。

特定非営利活動法人 グッドイナフの会

－

杵築市大字南杵築１６７８番地

090-1367-1971

Ｎ
Ｐ
Ｏ 特定非営利活動法人 市民後見ささえあい

障がい、ひきこも
り、不登校、子育
て、人権（保護者、
支援者）

ほどよい子育て、自分育てをめざして、一緒に考えていきましょ
う。常設相談会を年２～３回の他、個別相談にも随時応じていま
す。お電話ください。また、各種研修会や講師の派遣もおこなっ
ています。

－

大分市羽屋８３１－５

097-543-5300

成年後見制度の
普及、講座開催

成年後見制度の普及・市民後見人の養成のため、講習会や
講座をしています。

特定非営利活動法人 成年後見・権利擁護大分ネット

－

別府市南荘園町２３組

090-4774-5511

障がい者の虐待

◆あんしん１１０番：090-4774-5511
高齢者・障がい者の虐待問題に関する専門チームを設置し
ています。市町村への支援もおこなっています。

特定非営利活動法人 いのちきサポート

－

大分市新貝７－３３グリーンビル分藤１０３

097-553-1620

ホームヘルパー
派遣 等

制度取得のための代行・同行・交渉、人権擁護、住宅・就業
等の社会参加の手伝いなどをおこなっています。

大分市大津町２－１－４１大分県総合社会福祉会館内

097-558-8797

障がい者に関する
相談全般
障がい者110番から専門相談（医師、一級建築士、弁護士、
税理士、社会保険労務士）を初回のみ無料で紹介します。対
象は障がい者・児のみ。

3

令和２年度 おおいた人権相談ネットワーク協議会 構成機関情報一覧
分野
外
国
人

医
療
め
ぐ
る
人
権

性
的
少
数
者

局・部・市・団体名

課室名

住所

電話番号

メールアドレス

相談受付内容

メッセージ・ご案内等

県 企画振興部

国際政策課

大分市大手町３－１－１ 県庁舎本館３階

097-506-2044

相談機関の紹介

在留資格等は法務省の管轄、通訳支援を必要とする場合は
事前に相談が必要です。

そ
の （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団
他

おおいた国際交流プラザ

大分市高砂町２番３３号iichiko総合文化センター地下１階

097-533-4021

在住外国人から
の相談

日本語・英語による相談：9:30～19:00（第２・４月曜とその週
の土日、祝日を除く）、中国語、タガログ語による相談もあり。
お問い合わせください。

大分県医療安全支援センター
（医療政策課医務班内）

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館３階

097-506-2644

相談者と医療機関 看護師免許を持つ相談員が相談に応じます。ただし、診療行
為の是非や故意過失、症状に応じた適切な医療機関の照会
をつなぐ
にはお答えできません。

健康づくり支援課 疾病対策班・健康危機管理班 大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館４階

097-506-2662

ハンセン病
エイズ

東部保健所

別府市大字鶴見字下井田１４－１

0977-67-2511

東部保健所国東保健部

国東市国東町安国寺７８６－１ 国東総合庁舎内

0978-72-1127

中部保健所

臼杵市大字臼杵字洲崎７２－３４

0972-62-9171

中部保健所由布保健部

由布市庄内町柿原３３７－２

097-582-0660

南部保健所

佐伯市向島１－４－１

0972-88-0562

豊肥保健所

豊後大野市三重町市場９３４－２

0974-22-0162

西部保健所

日田市田島２－２－５

0973-23-3133

北部保健所

中津市中央町１－１０－４２

0979-22-2210

北部保健所豊後高田保健部

豊後高田市是永町３９

0978-22-3165

地域福祉室（日出福祉事務所）

速見郡日出町字仁王山３５３１－２４ 日出総合庁舎内

0977-72-2327

地域福祉室（玖珠福祉事務所）

玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１ 玖珠総合庁舎内

0973-72-9522

大分市津守６－３ラポール津守６０２号

050-7123-7225

ＬＧＢＴに関するこ セクシャルマイノリティ（性的少数者・ＬＧＢＴ）当事者や、教員
からの担当児童・生徒に関する相談を受けています。
と（当事者、教師） 面接相談は要予約。

097-536-3218

働く上での問題全 ている紛争にかかる「助言・指導」や「あっせん」は、対象とな
る紛争から除外されているため、相談をお受けすることがで
般
きません。労働関係法令違反についての相談は管轄機関に

県 福祉保健部

Ｎ
Ｐ ＳＯＧＩＥサポートチームココカラ！
Ｏ

－

◆エイズ相談電話：097-536-8858

疾病、健康増進、 ○特定疾患・感染症等保健医療に関する相談
食品衛生、環境衛 ○児童虐待・育児不安に関する相談
生など様々な相談 ○心の健康、精神保健、認知症等に関する相談

生活保護、児童福
祉、母子寡婦福祉
に関する相談

○生活保護に関する相談
○母子寡婦福祉に関する相談
○家庭児童相談（学校生活、家族関係、心身障がい等）
○児童福祉に関する相談

裁判所で係争中又は他の救済機関で話し合い等が進められ

国 大分労働局 総務部

雇用環境・均等室

大分市東春日町１７－２０大分第２ソフィアプラザビル３階

労
働
者

取り次ぎをします。

県 商工労働部

福祉保健部

大分市大手町３－１－１ 県庁舎本館７階 雇用労働政策課内

097-532-3040

労働相談全般

福祉保健企画課 地域福祉班

大分市大手町３－１－１ 県庁舎別館３階

097-506-2622

福祉サービス全般 と、ユニバーサルデザインなど

消費生活・男女共同参画プラザ 消費生活班

大分市東春日町１－１ＮＳ大分ビル１階

097-534-0999

消費生活・個人情 相談時間：9:00～16:30（月～金、土日祝日・年末年始は休）
日曜（第３日曜・年末年始除く）13:00～16:00、予約不要。
報相談

消費生活・男女共同参画プラザ 県民活動支援室 大分市東春日町１－１ＮＳ大分ビル１階

097-534-2052

ＮＰＯ法人の認
証、その他ＮＰＯ
の照会

ＮＰＯ法人やＮＰＯに対する研修会をおこなっています。また、
ホームページ おおいたＮＰＯ情報バンク「おんぽ」 でＮＰＯ
情報の発信をおこなっています。

広報課

大分市大手町３－１－１ 県庁舎本館６階

097-534-9110

困りごと全般

振り込め詐欺、ＤＶ・ストーカーの未然防止に関する相談など

大分市府内町３－７－１９ 藤本ビル３階

097-574-5106

薬物・アルコール 平成９年設立。県内唯一の薬物・アルコール依存回復支援施
設です。当事者・家族・知人からのご相談に応じています。事
依存
前予約が必要です。（平日9:00～17:00）

県 生活環境部

警察本部
そ
の
他

特定非営利活動法人 大分ＤＡＲＣ

N
特定非営利活動法人 リラクセーション桜
P
O

特定非営利活動法人 地域ひとネット

◆相談専用電話番号：0120-601540（携帯・公衆電話から
は、097-532-3040）毎月第３木曜日は相談時間を20:00まで
延長（通常は、8:30～17:15）

労政・相談情報センター

－

生活困窮者対策、福祉避難所、福祉ボランティアに関するこ

－

大分市豊町１－３－４

097-529-5009

メンタル

－

大分市にじが丘３－１０－１０

097-547-2424
090-8914-2278

メンタル、コミュニ
ケーション

● 特段の記載がない限り、行政機関（国、県、市町村）は、土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）は休み、月～金（平日）の対応時間は、8:30～17:15です。
● 隣保館・集会所は休日に開館しているところもあります。詳細は各隣保館・集会所に直接お問い合わせください。
● ＮＰＯは代表者個人の携帯番号やメールアドレスが連絡先になっていることがほとんどです。早朝や夜中のお問い合わせは避けてください。また、住所も個人宅であることがほとんどです。取り扱いには十分ご注意ください。

4

心の健康問題が労働者、その家族、事業所及び社会に与え
る影響は非常に重要な課題となっているため、当法人では
人々が心身の病気の予防法としてのセルフケアを上手に取
り入れココロもカラダも豊かで健康的な社会をつくれるよう、
セルフケアの普及啓発活動、行政機関・専門家等との連携推
進活動、企業へのストレスチェック事業を行っています。面談
は要予約です。
人と関わるきっかけとして、非言語ゲームを活用しています。
いろんな方と接し、人と慣れる事を実践で学ぶ事が重要と考
えています。
メンタルについては、傾聴をおこなってっています。面接は予
約が必要です。

