
番号 市町村名 氏　名 フリガナ 所属名 所属住所 電話番号 職　名

1 大分市 竹永　美香 タケナガ　ミカ
（福）藤本愛育会　大分こども発達支援センター
　多機能型事業所やすらぎ

大分市大字片島字長三郎２９９６－３ 097-557-0114 看護師

2 大分市 池田　法子 イケダ ノリコ
（福）藤本愛育会　大分こども発達支援センター
　相談支援事業所あおぞら

大分市大字片島字長三郎２９９６－１ 097-557-0121 相談支援専門員

3 大分市 木許　照代 キモト　テルヨ
（福）シンフォニー
　大分市障がい者相談支援センター　コーラス

大分市王子新町５番１号 097-576-8888
相談支援専門員

介護福祉士

4 大分市 玉井　直生 タマイ ナオキ
（福）大分県福祉会
　相談支援事業所うえの園

大分市顕徳町１丁目１３－１７ 097-574-8535 相談支援専門員

5 大分市 中山　さゑ子 ナカヤマ　サエコ
（株）帆柱
　相談支援まるまる

大分市葛木８１６番地 097-523-5545 相談支援専門員

6 大分市 平川　照美 ヒラカワ　テルミ
（株）Ｇｌｏｒｙ．２０１５
　相談支援事業所　グローリー

大分市大字寒田８７１番地の１
弘貴建設工業ビル２０３

097-576-8209 相談支援専門員

7 大分市 高崎　元希 タカサキ　ゲンキ
（医）優生会
　相談支援事業所　じょうはる

大分市大字城原１７６９番５ 080-1779-6918 相談支援専門員

8 大分市 長野　利徳 ナガノ　トシノリ
（一社）豊の恵
　相談支援事業所　ほほえみ

大分市城崎町１丁目２番２１号
４階４０６号

090-5923-0424 相談支援専門員

9 大分市 若林　悦子 ワカバヤシ　エツコ
（医）敬和会
　看護小規模多機能型居宅介護　そら

大分市大字小池原１０２１番地 097-547-7865
看護師

相談支援専門員

10 大分市 時松　陽子 トキマツ　ヨウコ
大分県立病院
　小児科

大分市豊饒４７６番地 097-546-7111 看護師

11 大分市 安東 淑真 アンドウ キヨミ 大分県立病院 大分市豊饒４７６番地 097-546-7111 看護師

12 別府市 加藤　智恵美 カトウ　チエミ
（福）一燈園
　障がい相談支援センター　いっとうえん

別府市石垣東３丁目１番８号 0977-76-8022
管理者

相談支援専門員

13 別府市 橋本　憲明 ハシモト　ノリアキ
（福）別府若葉会
　めろでぃー相談支援事業所

別府市駅前本町１０番５号 0977-76-5807
相談支援専門員

臨床心理士

14 別府市 河野　龍児 カワノ　リュウジ
（株）リフライ
　放課後等デイサービスSunny side up

別府市野口中町１１番１７号 0977-75-8416
児童発達支援管理責任者

相談支援専門員

15 別府市 橋本　和美 ハシモト　カズミ
（福）別府発達医療センター
　相談支援事業所　ぱれっと

別府市大字鶴見４０７５番地の１ 0977-25-9758 相談支援専門員

16 別府市 谷口　祐子 タニグチ　サチコ
（福）太陽の家
　障害者相談支援センターたいよう

別府市内竈１３９３－２ 0977-66-1674 相談支援専門員

17 別府市 迫田　篤 サコダ　アツシ
（福）みのり会
　障がい者地域生活支援センター泉

別府市富士見町１３６５－６ 0977-25-3443 相談支援専門員

18 別府市 鎌島　孝 カマシマ　タカシ
（特非）グリーンポケット
　相談支援事業所はーとポケット

別府市石垣西６丁目１番４５号 0977-23-1913 相談支援専門員

19 別府市 川村　武玄 カワムラ　タケノリ
（株）ユナイテッドサークル
　放課後等デイサービスＨＡＭＭＯＣＫ

別府市馬場６組３ 050-3457-7721 管理者

20 別府市 岩尾　恵美 イワオ　エミ （独）国立病院機構西別府病院 別府市大字鶴見４５４８番地 0977-24-1221 看護師

21 別府市 森本　明美 モリモト　アケミ （独）国立病院機構西別府病院 別府市大字鶴見４５４８番地 0977-24-1221
サービス管理責任者

保育士

22 別府市 管谷　愛美 スガヤ　マナミ
（独）国立病院機構別府医療センター
　統括診療部

別府市内竈１４７３番地 0977-67-1111 診療看護師

23 別府市 市原　志津香 イチハラ　シズカ 別府市　障害福祉課 別府市上野口町１－１５ 0977-21-1413 主任
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24 中津市 吉田　友里恵 ヨシダ　ユリエ
（福）九州キリスト教社会福祉事業団
　障がい者生活支援センター　エマオ

中津市蛎瀬６４３番地
かきぜサポートセンター内

0979-26-1231
相談支援専門員

社会福祉士

25 中津市 佐々木　智子 ササキ　サトコ
（福）直心会
　つくし園在宅支援センターポケット

中津市三光森山８２３－２ 0979-43-6181 相談支援専門員

26 中津市 後藤　友美 ゴトウ　トモミ
（福）直心会
　つくし園

中津市三光森山８２３－２ 0979-43-6181 看護師

27 日田市 髙村　将興 タカムラ　マサオキ
（福）すぎのこ村
　び～と

日田市吹上町１１８２ 0973-28-5626 相談支援専門員

28 日田市 土田　光栄 ツチダ　ミエ
（福）すぎのこ村
　そら

日田市大字友田字田中５１６番地の１ 0973-22-0008 相談支援専門員

29 日田市 荏隈　小由美 エノクマ　サユミ
（福）すぎのこ村
　本部

日田市大字友田字田中５１６番地の２ 0973-22-1295 相談支援専門員

30 佐伯市 木本　好美 キモト　ヨシミ
（福）県南福祉会
　こども相談支援センター　めばえ

佐伯市長島町３丁目４４６番地 0972-28-6780
相談支援専門員

保育士

31 佐伯市 大谷　慎之介 オオタニ　シンノスケ
（同）まるまる
　相談支援事業所まるまる

佐伯市長良６２９番地１ 0972-37-5189 相談支援専門員

32 佐伯市 疋田　秀美 ヒキダ　ヒデミ
（一社）じゆう咲く
　じゆう幸せ　指定特定相談支援事業所

佐伯市中村南町５番１６号 080-5273-3650 相談支援専門員

33 臼杵市 井上　勝己 イノウエ　カツミ
（福）聖母の騎士会
　恵の聖母の家　相談支援事業所こころ

臼杵市野津町都原３６０１－２ 0974-32-7770
所長

児童指導員

34 臼杵市 絹川　咲恵 キヌガワ　サキエ
（福）聖母の騎士会
　恵の聖母の家　相談支援事業所こころ

臼杵市野津町都原３６０１－２ 0974-32-7770 相談支援専門員

35 臼杵市 首藤　小和 シュトウ　サワ
（福）みずほ厚生センター
　さぽーとセンター風車

臼杵市臼杵州崎７２－１３７ 0972-63-5888 相談支援専門員

36 津久見市 鳥越　和代 トリゴエ　カズヨ
（一社）津久見市医師会
　訪問看護ステーション　やすら木

津久見市大字千怒６１１１番地の１ 0972-85-0101
管理者
看護師

37 津久見市 仲村　真樹 ナカムラ マキ
（福）津久見市社会福祉協議会
　指定相談支援事業所サポートセンター竹とんぼ

津久見市中央町７６０－１３３ 0972-82-5000 相談支援専門員

38 津久見市 河野　佳子 カワノ　ヨシコ
（福）津久見市社会福祉協議会
　指定相談支援事業所サポートセンター竹とんぼ

津久見市中央町７６０－１３３ 0972-82-5000 相談支援専門員

39 竹田市 後藤　真希 ゴトウ　マキ
（医）大久保病院
　医療相談室

竹田市久住町大字栢木６０２６－２ 0974-64-7777
社会福祉士

精神保健福祉士

40 竹田市 山本　裕子 ヤマモト　ユウコ
（福）やまなみ福祉会
　相談支援事業所やまなみ

竹田市飛田川２７８０番地 0974-63-3008 相談支援専門員

41 竹田市 首藤　理恵 シュトウ　リエ 竹田市社会福祉課 竹田市会々１６５０番地 0974-63-4811 主査

42 豊後高田市 目代　真之 モクダイ　シンジ
（福）ひまわり会
　ひまわり障がい者相談支援センター

豊後高田市西真玉２０７７番地の３ 0978-23-4111
相談支援専門員
精神保健福祉士

43 豊後高田市 貞池　健 サダイケ　タケル
（福）みづほ育成会
　みづほ障がい者相談支援センター

豊後高田市呉崎７６０－７ 0978-24-3200 相談支援専門員

44 杵築市 田中　奈津美 タナカ　ナツミ
（福）みのり村
　しらはぎ障がい者生活支援センター

杵築市日野１９２１－７ 0978-62-2276 相談支援専門員
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45 宇佐市 古江　雄伊知 フルエ　ユウイチ
（株）ヒューマン・トータルケア
　共生型デイサービス　懐

宇佐市大字別府１６番地の５ 0978-25-7875
管理者

社会福祉士

46 宇佐市 合田　昭子 ゴウダ テルコ
NPO法人　心の支援センター
心の支援センター　よりそう

宇佐市大字下拝田506番地の１ 080-2744-9191 相談支援専門員

47 宇佐市 山川　裕二 ヤマカワ　ユウジ
（福）大分県社会福祉事業団
　地域総合支援センターサポートネットすまいる

宇佐市大字四日市２４８２番地１ 0978-32-1154 相談支援専門員

48 宇佐市 西　洋嗣　 ニシ　ヒロシ
（福）大分県社会福祉事業団
　地域総合支援センターサポートネットすまいる

宇佐市大字四日市２４８２番地１ 0978-32-1154 相談支援専門員

49 宇佐市 坂本　久美子 サカモト　クミコ
（福）大分県社会福祉事業団
　糸口学園

宇佐市猿渡1030-1 0978-32-0675 相談支援専門員

50 豊後大野市 神志那　久美 コウジナ　クミ
（福）紫雲会
　サポートセンターサライ

豊後大野市三重町本城２０５４番地 0974-22-1041
相談支援専門員

保健師

51 豊後大野市 川邉　雅世 カワベ　マサヨ 豊後大野市民病院　地域医療連携室 豊後大野市緒方町馬場２７６番地 0974-42-3121
医療ソーシャルワーカー

社会福祉士

52 由布市 森山　浩成 モリヤマ　ヒロナリ
（福）大分県社会福祉事業団
　大分県のぞみ園

由布市挾間町赤野３３９－１ 097-583-0350 主任書記

53 由布市 渡邉　浩志 ワタナベ　ヒロシ
（福）庄内厚生館
　障がい者相談支援センター　こうせいかん

由布市庄内町西長宝１４３３番地１ 097-582-1211 相談支援専門員

54 由布市 脇坂　健史 ワキサカ　タケシ
（大）大分大学医学部附属病院
　医事課

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地 097-549-4411 メディカルソーシャルワーカー

55 由布市 佐藤　匠 サトウ　タクミ
（大）大分大学医学部附属病院
　医事課

由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地 097-549-4411 メディカルソーシャルワーカー

56 国東市 飯塚　貴久美 イイヅカ　キクミ
ライフブレイス（同）
クローバー訪問看護ステーション

国東市安岐町塩屋３４５番地１ 0978-97-1464 看護師

57 国東市 清原　理史 キヨハラ　サトシ 国東市民病院　地域医療連携室 国東市安岐町下原１４５６番地 0978-67-1211 主査

58 国東市 山中　敏子 ヤマナカ　トシコ
（福）秀渓会
　障がい者生活支援センター　タイレシ

国東市武蔵町手野１１４８ 0978-69-0539 相談支援専門員

59 姫島村 小島　亜矢 コジマ　アヤ 姫島村　住民福祉課 東国東郡姫島村１６３０－１ 0978-87-2278 保健師

60 姫島村 松原　小百合 マツバラ　サユリ 姫島村地域包括支援センター 東国東郡姫島村１５６０－１ 0978-87-3223 社会福祉士

61 日出町 田中　哲史 タナカ　テツシ
（福）みのり村
　みのり障がい者生活支援センター

速見郡日出町大神１６１６ 0977-75-7020
相談支援専門員

社会福祉士

62 日出町 恒松　陽子 ツネマツ　ヨウコ
（福）太陽の家
　太陽の家障害者生活支援センター

速見郡日出町大神１４０２－６ 0977-72-1682 相談支援専門員

63 日出町 岡　正洋 ヨシオカ　マサヒロ
（福）暘谷福祉会
　障がい者相談支援センター　暘谷苑

速見郡日出町藤原５７０８－３ 0977-72-1886
管理者

相談支援専門員

64 日出町 飯田　誠 イイダ　マコト
（福）大分県社会福祉事業団
　相談支援事業所ほほえみ

速見郡日出町藤原４６２２－１ 0977-72-1721 相談支援専門員

65 九重町玖珠町 穴井　美智代 アナイ　ミチヨ
（福）くらっぷ
　こども発達支援センター あ～く

玖珠郡玖珠町大字塚脇５８１番地の３ 0973-72-1023 社会福祉士

66 九重町玖珠町 田中　佑樹 タナカ　ユウキ
（福）くらっぷ　こども発達支援センター　あ～く
　こども相談支援センター　のあ

玖珠郡玖珠町大字塚脇５８１番地の３ 0973-72-1023 社会福祉士

67 九重町玖珠町 古後　悦子 コゴ　エツコ
（特非）放課後クラブてくてく
　てくてく

玖珠郡玖珠町帆足２５６番地の５ 0973-77-2650 保育士


