「大分あったか・はーと駐車場利用証制度」利用証申請書受付窓口一覧（市町村・市町村社協等窓口）
◆大分市
窓口名
大分県障害者社会参加推進センター
大分市社会福祉協議会
大分市社会福祉協議会 野津原事務所
大分市社会福祉協議会 佐賀関事務所

住所
大分市大津町2丁目1-41
大分市金池南1丁目5番1号 ホルトホール大分4階
大分市大字野津原800番地
大分市大字佐賀関869番地の4

電話
097-558-8797
097-547-8154
097-588-1151
097-575-3456

FAX
097-558-8797
097-547-9559
097-588-5111
097-575-1155

住所
別府市上野口町1-15
別府市上野口町1-15
別府市西野口町15-33
別府市上田の湯町15番40号

電話
0977-21-1442
0977-21-1413
0977-21-1117
0977-26-6070

FAX
0977-22-2366
0977-22-1780
0977-22-2550
0977-26-6620

住所
中津市豊田町14番地3
中津市三光原口644番地7
中津市本耶馬渓町曽木1800番地
中津市耶馬溪町大字柿坂138番地1
中津市山国町守実130番地
中津市沖代町1丁目1番11号

電話
0979-22-1111
0979-43-2050
0979-52-2211
0979-54-3111
0979-62-3111
0979-24-4294

FAX
0979-25-2335
0979-43-6618
0979-52-2210
0979-27-8800
0979-62-2590
0979-24-7682

住所
日田市田島2丁目6番1号
日田市上城内町1-8
日田市前津江町大野2184-1
日田市中津江村栃野2620-1
日田市上津江村川原3938
日田市大山町西大山3610-1
日田市天瀬町合田1986-2

電話
0973-22-8290
0973-24-7026
0973-53-2946
0973-54-3838
0973-54-3078
0973-52-3454
0973-57-3157

FAX
0973-22-8258
0973-24-3452
0973-53-2942
0973-54-3839
0973-54-3127
0973-52-3464
0973-57-2377

住所
佐伯市中村南町1-1
佐伯市中村南町1-1
佐伯市向島1-3-8
佐伯市上浦大字津井浦1400-3
佐伯市弥生大字上小倉656-1
佐伯市本匠大字波寄2685
佐伯市宇目大字千束1060-1
佐伯市直川大字赤木105
佐伯市鶴見大字地松浦2008-6
佐伯市米水津大字浦代浦1239-2
佐伯市蒲江大字蒲江浦373-1
佐伯市7255-13

電話
0972-22-4514
0972-22-3117
0972-23-4500
0972-32-3111
0972-46-1111
0972-56-5111
0972-52-1111
0972-58-2111
0972-33-1111
0972-35-6111
0972-42-1111
0972-24-2956

FAX
0972-23-6002
0972-22-3914
0972-23-6831
0972-32-2650
0972-46-2752
0972-56-5061
0972-25-4815
0972-58-2811
0972-33-0200
0972-35-6972
0972-42-1119
0972-22-9031

住所
臼杵市大字臼杵72番地1
臼杵市野津町大字野津市326番地の1
臼杵市大字臼杵4-1
臼杵市野津町大字野津市1050番地

電話
0972-63-1111
0974-32-2220
0972-64-0123
0974-32-7759

FAX
0972-63-3063
0974-32-2224
0972-64-0131
0974-32-7704

住所
津久見市宮本町20番15号
津久見市中央町760番地133

電話
0972-82-9519
0972-82-5000

FAX
0972-82-9466
0972-82-5003

住所
竹田市大字会々1650番地
竹田市荻町馬場426番地20
竹田市久住町大字久住6161番地1
竹田市直入町大字長湯8201番地
竹田市大字会々1650番地
竹田市大字玉来1299番地2
竹田市荻町恵良原1772番地7
竹田市久住町大字久住6154番地
竹田市直入町大字長湯9067番地69

電話
0974-63-4811
0974-68-2211
0974-76-1111
0974-75-2211
0974-63-1544
0974-63-1545
0974-68-3050
0974-64-3823
0974-75-2216

FAX
0974-63-0988
0974-68-2815
0974-64-3821
0974-75-2217
0974-63-1050
0974-63-1547
0974-68-2660
0974-76-0724
0974-64-1418

◆別府市
窓口名
別府市役所 高齢者福祉課
別府市役所 障害福祉課
別府市役所 健康づくり推進課
別府市社会福祉協議会
◆中津市
窓口名
中津市役所 社会福祉課 障害福祉係
中津市役所 三光支所 総務・住民課 住民係
中津市役所 本耶馬渓支所 総務・住民課 住民係
中津市役所 耶馬溪支所 総務・住民課 住民係
中津市役所 山国支所 総務・住民課 住民係
中津市社会福祉協議会
◆日田市
窓口名
日田市役所 社会福祉課 障害福祉係
日田市社会福祉協議会 本所
日田市社会福祉協議会 前津江支所
日田市社会福祉協議会 中津江支所
日田市社会福祉協議会 上津江支所
日田市社会福祉協議会 大山支所
日田市社会福祉協議会 天瀬支所
◆佐伯市
窓口名
佐伯市役所 障がい福祉課
佐伯市役所 高齢者福祉課
佐伯市役所 健康増進課
佐伯市上浦振興局 地域振興課
佐伯市弥生振興局 地域振興課
佐伯市本匠振興局 地域振興課
佐伯市宇目振興局 地域振興課
佐伯市直川振興局 地域振興課
佐伯市鶴見振興局 地域振興課
佐伯市米水津振興局 地域振興課
佐伯市蒲江振興局 地域振興課
佐伯市社会福祉協議会
◆臼杵市
臼杵市役所 臼杵庁舎
臼杵市役所 野津庁舎
臼杵市社会福祉協議会
臼杵市社会福祉協議会

窓口名
福祉課
市民生活推進課
臼杵事務所
野津事務所

◆津久見市
窓口名
津久見市役所 社会福祉課
津久見市社会福祉協議会
◆竹田市
窓口名
竹田市役所 福祉事務所
竹田市役所 荻支所 いきいき市民課
竹田市役所 久住支所 いきいき市民課
竹田市役所 直入支所 いきいき市民課
竹田市社会福祉協議会 総務福祉課
竹田市社会福祉協議会 在宅福祉課
竹田市社会福祉協議会 荻支所
竹田市社会福祉協議会 久住支所
竹田市社会福祉協議会 直入支所

◆豊後高田市
窓口名
豊後高田市役所 高田庁舎 社会福祉課
豊後高田市社会福祉協議会 本所
豊後高田市社会福祉協議会 高田事務所
豊後高田市社会福祉協議会 香々地事務所

住所
豊後高田市是永町39番地3
豊後高田市臼野4335番地3
豊後高田市玉津419番地1
豊後高田市見目104番地

電話
0978-25-6178
0978-25-5100
0978-25-5511
0978-54-3110

FAX
0978-22-1033
0978-53-5755
0978-25-5511
0978-54-3192

住所
杵築市山香町大字野原1010番地1
杵築市大田石丸445番地
杵築市大字杵築377番地1
杵築市大字猪尾900番地杵築市健康福祉センター内

電話
0977-75-2405
0978-52-2222
0978-62-3131
0978-62-2649

FAX
0977-75-1141
0978-52-2762
0978-62-3293
0978-62-2659

住所
宇佐市大字上田1030番地の1
宇佐市大字上田1030番地の1
宇佐市大字閤437
宇佐市院内町御沓556-4
宇佐市大字安心院町下毛2111番地の1

電話
0978-32-1111
0978-32-1111
0978-33-0725
0978-42-5631
0978-44-0334

FAX
0978-32-2331
0978-32-2331
0978-33-0970
0978-42-5681
0978-44-1316

住所
豊後大野市三重町市場1200
豊後大野市三重町市場1200
豊後大野市三重町市場1200
豊後大野市犬飼町犬飼28
豊後大野市千歳町新殿706-1
豊後大野市大野町田中55-1
豊後大野市朝地町朝地891
豊後大野市緒方町馬場36
豊後大野市清川町砂田1819
豊後大野市三重町玉田1128

電話
0974-22-1001
0974-22-1001
0974-22-1001
097-578-1111
0974-37-2111
0974-34-2301
0974-72-1111
0974-42-2111
0974-35-2111
0974-22-6677

FAX
0974-22-6653
0974-22-6653
0974-22-6653
097-578-1159
0974-37-2140
0974-34-2277
0974-72-0417
0974-42-4019
0974-35-2114
0974-22-3118

住所
由布市庄内町柿原302番地
由布市挾間町向原128番地1
由布市湯布院町川上3738番地1
由布市湯布院町川上2863番地

電話
097-582-1111
097-583-1111
0977-84-3111
0977-84-3610

FAX
097-582-1343
097-583-3901
0977-28-8610
0977-85-4921

住所
国東市国東町鶴川149
国東市国見町伊美2300番地1
国東市武蔵町古市684番地
国東市安岐町中園100番地
国東市武蔵町古市1088-1

電話
0978-72-5164
0978-82-1112
0978-68-1112
0978-67-1114
0978-68-1976

FAX
0978-72-5171
0978-82-0742
0978-68-1497
0978-67-3567
0978-68-1677

住所

電話
0978-87-2111

FAX
0978-87-3629

住所
日出町2974番地1
日出町藤原2277-1

電話
0977-73-3126
0977-72-0323

FAX
0977-73-2833
0977-72-9785

住所
九重町大字後野上8番地の1
九重町大字後野上17-1

電話
0973-76-3821
0973-76-2500

FAX
0973-76-3840
0973-76-3835

住所
玖珠町大字帆足268番地の5
玖珠郡玖珠町大字岩室24-1

電話
0973-72-1115
0973-72-5513

FAX
0973-72-2112
0973-72-2816

◆杵築市
窓口名
杵築市役所 山香庁舎 福祉推進課
杵築市役所 大田庁舎 大田振興課
杵築市役所 杵築庁舎 市民課
杵築市社会福祉協議会
◆宇佐市
窓口名
宇佐市役所 福祉課
宇佐市役所 介護保険課
宇佐市社会福祉協議会 本所
宇佐市社会福祉協議会 院内支所
宇佐市社会福祉協議会 安心院支所
◆豊後大野市
窓口名
豊後大野市役所 高齢者福祉課
豊後大野市役所 社会福祉課
豊後大野市役所 市民生活課
豊後大野市役所 犬飼支所
豊後大野市役所 千歳支所
豊後大野市役所 大野支所
豊後大野市役所 朝地支所
豊後大野市役所 緒方支所
豊後大野市役所 清川支所
豊後大野市社会福祉協議会 本部 総務課
◆由布市
窓口名
由布市役所 本庁舎 福祉課
由布市役所 挾間庁舎 地域振興課
由布市役所 湯布院庁舎 地域振興課
由布市社会福祉協議会 湯布院事務所
◆国東市
窓口名
国東市役所 福祉課
国東市役所 国見総合支所 地域市民健康課
国東市役所 武蔵総合支所 地域市民健康課
国東市役所 安岐総合支所 地域市民健康課
国東市社会福祉協議会
◆姫島村
窓口名
姫島村役場 住民福祉課

姫島村1630番地の1

◆日出町
窓口名
日出町役場 福祉対策課
日出町社会福祉協議会
◆九重町
窓口名
九重町役場 健康福祉課 福祉グループ
九重町社会福祉協議会
◆玖珠町
窓口名
玖珠町役場 福祉保健課 福祉係
玖珠町社会福祉協議会

