
大分県要保護児童対策地域協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 支援対象児童等（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第２５条の２第２項に規定する要保護児童若しくは要支援児童及び

その保護者又は特定妊婦をいう。以下同じ。）の適切な保護又は支援を図るこ

とを目的として、法第２５条の２第１項に基づき、大分県要保護児童対策地域

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。 

（１）支援対象児童等対策に係る関係機関の情報交換や連携に関すること。 

（２）支援対象児童等対策を推進するための広報・啓発に関すること。 

（３）県内各地域の要保護児童対策地域協議会の運営支援等に関すること。 

（４）子どもの貧困対策に係る関係機関の情報交換や連携等に関すること。 

（５）その他、青少年の犯罪等被害防止対策に関すること等、ひろく支援対象児

童等に対する支援に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、国又は地方公共団体の機関、法人、その他の者のうち、別表

に掲げる機関等（以下「関係機関等」という。）により構成する。 

２ 協議会に会長及び副会長を置く。 

３ 会長及び副会長は、構成員の互選により選出する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意

見を聴くことができる。 

 

（要保護児童対策調整機関の指定） 

第５条 知事は、法第２５条の２第４項の規定により、大分県福祉保健部こども

・家庭支援課を要保護児童対策調整機関として指定する。 
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（要保護児童対策調整機関の業務） 

第６条 法第２５条の２第５項の規定する要保護児童対策調整機関の業務は次

に掲げるとおりとする。 

（１）協議会の事務の総括に関すること。 

（２）支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調

整に関すること。 

 

（秘密の保持） 

第７条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第２５条の５に規定する守

秘義務を負うものとし、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議

会において別に定める。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成２８年３月１８日から施行する。 

２ この要綱の施行に伴い、大分県子どもの虐待防止連絡協議会設置要綱は廃止

する。 

３ 次の（１）から（５）に掲げる医療機関等の医療従事者については、協議会

の構成員とし、かつ、大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津

久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、

姫島村、日出町、九重町、玖珠町の要保護児童対策地域協議会の構成機関とす

る。 

  なお、（１）から（５）は主要な診療科目ごとに医療機関等を分類したもの

であり、当該診療科目の医療従事者に限定する趣旨ではない。 

 

（１）産婦人科関係 

安達産婦人科 大分市医師会立アルメイダ病院 

大川産婦人科・高砂 さゆりレディースクリニック 

石井産婦人科 中津市立中津市民病院 

伊東レディースクリニック 佐藤産婦人科医院 

ソフィアクリニック 大分赤十字病院 

セント・ルカ産婦人科 堀永産婦人科医院 

アンジェリッククリニック浦田 あおい産婦人科 
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医療法人社団愛育会曽根崎産婦人科医院 藤吉産婦人科 

佐藤レディースクリニック レディースクリニック松本醫院 

大川産婦人科病院 別府湾腎泌尿器病院 

大分岡病院 ミタライクリニック 

いしい産婦人科醫院 みやうちウィメンズクリニック 

くりやまレディースクリニック 医療法人宮原レディースクリニック 

貞永産婦人科医院 みやむらレディースクリニック 

大分県立病院 みよしクリニック 

大分大学医学部附属病院 さくら産婦人科医院 

産科婦人科すがのウィメンズクリニック 宇佐レディースクリニック 

独立行政法人国立病院機構別府医療センター ひなた女性クリニック 

独立行政法人国立病院機構大分医療センター つるさきクリニック 

大分府内レディースクリニック 独立行政法人国立病院機構西別府病院 

友成医院 ヘレネ婦人クリニック 

大分県済生会日田病院 安武クリニック 

大分中村病院 ひらかわ産婦人科医院 

日野病院 中山レディースクリニック 

西田病院  

 

（２）精神科病院関係 

上野公園病院 千嶋病院 

衛藤病院 鶴見台病院 

大分丘の上病院 博愛病院 

大分下郡病院 渕野病院 

大貞病院 緑ヶ丘保養園 

後藤医院 向井病院 

佐藤病院 山本病院 

タキオ保養院  

 

（３）小児科関係 

麻生小児科医院 城南クリニック 

あんどう小児科 新こどもクリニック 

池永小児科 たけうち小児科 

石和こどもクリニック 竹田市立こども診療所 

伊藤小児科循環器科医院 谷村胃腸科・小児科医院 

井上小児科医院 たまい小児科 

衛藤小児科医院 長内科小児科胃腸科医院 

大分健生病院 てしまこどもの杜クリニック 
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大分県厚生連鶴見病院 社会医療法人財団 天心堂へつぎ病院 

大分こども病院 とうぼ小児科医院 

大分こども療育センター 友岡医院 

大分リハビリテーション病院 ながまつ内科・小児科クリニック 

大川小児科・高砂 医療法人松寿堂西の台病院 

大在こどもクリニック のまさ小児科 

岡本小児科医院 はら小児科 

小宅医院 豊後大野市民病院 

かきさこ小児科 松井小児科医院 

金谷小児科医院 松本小児科医院 

萓嶋医院 三重東クリニック 

かみぞのキッズクリニック みやわき小児科 

かわのこどもクリニック 社会福祉法人 聖母の騎士会 恵の聖母の家 

くまのみどう小児科 ももぞの小児科クリニック 

医療法人 桑畑小児科医院 矢田こどもクリニック 

河野小児科医院 矢野小児科医院 

こじかこどもクリニック やまだこどもクリニック 

古城小児科医院 わかやま・こどもクリニック 

坂ノ市こどもクリニック わだこどもクリニック 

医療法人さがら小児科 岩永こどもクリニック 

佐藤第二病院 社会医療法人関愛会 坂ノ市病院 

塩月内科小児科医院 Medical Empowerment Station 陣屋の里 

しみず小児科 高田中央病院 

下飛田小児科 藤沢小児科・アレルギー科 

 

（４）精神神経科診療所関係 

  

 

竹下粧子クリニック 南大分メンタルクリニック 

博愛診療所  
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（５）歯科関係

No 名称 所在地 No 名称 所在地
1 秋好歯科医院 大分市 61 佐藤クリニック 大分市
2 麻生歯科 大分市 62 さとう歯科医院 大分市
3 麻生歯科大分駅南クリニック 大分市 63 南大分さとう歯科 大分市
4 阿部歯科医院 大分市 64 ナチュラルデンタルクリニック 大分市
5 しんろう歯科医院 大分市 65 佐藤歯科 大分市
6 あべ歯科インプラントクリニック 大分市 66 大分歯科専門学校付属歯科診療所 大分市
7 大分県口腔保健センター 大分市 67 敷戸沢宮歯科医院 大分市
8 あやべ歯科医院 大分市 68 篠田歯科医院 大分市
9 荒金歯科診療所 大分市 69 たいよう歯科 大分市
10 伊藤歯科医院 大分市 70 歯科首藤医院 大分市
11 井上歯科 大分市 71 首藤歯科クリニック 大分市
12 こころデンタルクリニック 大分市 72 県庁歯科診療所 大分市
13 いまむら歯科クリニック 大分市 73 菅野歯科医院 大分市
14 イワオ歯科医院 大分市 74 歯科菅原健二医院 大分市
15 けんせい歯科クリニック 大分市 75 せぐち歯科医院 大分市
16 内尾歯科医院 大分市 76 曽根崎歯科医院 大分市
17 うちだ歯科 大分市 77 矯正歯科スマイルクリニック 大分市
18 大分きずなハロー歯科診療所 大分市 78 そのだ歯科医院 大分市
19 大分矯正歯科 大分市 79 ソノダ歯科医院 大分市
20 大内矯正歯科 大分市 80 たかはし歯科医院 大分市
21 大内歯科医院 大分市 81 ビューティスマイル髙橋歯科医院 大分市
22 おおしま歯科クリニック 大分市 82 田口歯科医院 大分市
23 大谷歯科・こども歯科 大分市 83 立花歯科医院 大分市
24 春日浦オータニデンタルオフィス 大分市 84 田中歯科クリニック 大分市
25 オータニ歯科 大分市 85 谷川デンタルクリニック 大分市
26 大谷歯科医院 大分市 86 土屋デンタルクリニック　大分オフィス 大分市
27 さくら歯科クリニック 大分市 87 ながお歯科 大分市
28 おぐし矯正歯科クリニック 大分市 88 大分みつば歯科口腔外科クリニック 大分市
29 小野歯科医院 大分市 89 中島歯科 大分市
30 おの歯科医院 大分市 90 中山歯科医院 大分市
31 小幡歯科 大分市 91 高橋歯科医院 大分市
32 カイ歯科医院 大分市 92 にしざわ歯科口腔外科クリニック 大分市
33 甲斐歯科医院 大分市 93 ねぎ歯科クリニック 大分市
34 フラワー歯科医院 大分市 94 野上デンタルクリニック 大分市
35 加來デンタルオフィス 大分市 95 だん歯科クリニック 大分市
36 数野歯科・小児歯科 大分市 96 かず歯科 大分市
37 辛島コーイチ歯科 大分市 97 姫野歯科医院 大分市
38 川上歯科医院 大分市 98 平岡歯科 大分市
39 まいづる歯科医院 大分市 99 福﨑歯科 大分市
40 多賀歯科医院 大分市 100 福原総合デンタルクリニック 大分市
41 萩原かわの歯科 大分市 101 ベル歯科クリニック 大分市
42 ファミリー歯科クリニック 大分市 102 堀歯科医院 大分市
43 川原歯科医院 大分市 103 堀内歯科 大分市
44 神﨑歯科医院 大分市 104 まつばらデンタルクリニック 大分市
45 岸本歯科 大分市 105 まつもと歯科医院 大分市
46 木津歯科医院 大分市 106 まさき歯科医院 大分市
47 木下歯科 大分市 107 マツモト歯科クリニック 大分市
48 木村歯科医院 大分市 108 まとう歯科クリニック 大分市
49 清国歯科医院 大分市 109 みうら歯科 大分市
50 くさつ歯科 大分市 110 三浦歯科クリニック 大分市
51 三ヶ田町三浦歯科 大分市 111 三浦歯科医院 大分市
52 南大分フレッシュ歯科 大分市 112 右田歯科医院 大分市
53 ごあん歯科 大分市 113 毛利歯科医院 大分市
54 ハロー歯科医院 大分市 114 森澤歯科医院 大分市
55 児玉歯科医院 大分市 115 守谷歯科医院 大分市
56 サンライト歯科 大分市 116 花みずき歯科クリニック 大分市
57 大分駅前歯科 大分市 117 高城やまだ歯科 大分市
58 タカサゴデンタルオフィス 大分市 118 城崎山本歯科 大分市
59 エンゼル矯正歯科 大分市 119 山本歯科医院 大分市
60 たんぽぽ歯科クリニック 大分市 120 吉川歯科医院 大分市

郡市会：大分市
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1 イルカデンタル 別府市 29 セイノ歯科医院 別府市

2 秋本歯科医院 別府市 30 髙橋あきお歯科 別府市

3 安部徹歯科医院ＣＴインプラントオフィス 別府市 31 高橋歯科医院 別府市

4 イイダ歯科 別府市 32 ガーデン歯科クリニック 別府市

5 伊東歯科医院 別府市 33 しゅんたろう歯科クリニック 別府市

6 ぞう歯科クリニック 別府市 34 谷口歯科医院 別府市

7 新港イトセ歯科 別府市 35 爲末歯科クリニック 別府市

8 しろくま歯科　矯正歯科 別府市 36 石垣鶴田歯科医院 別府市

9 ウエダ歯科 別府市 37 友岡歯科医院 別府市

10 関の江歯科医院 別府市 38 荘園豊田歯科 別府市

11 うつのみや歯科 別府市 39 上人豊田歯科 別府市

12 えびたに歯科医院 別府市 40 西林歯科医院 別府市

13 歯科医院　丸尾崎 別府市 41 ルミエール歯科 別府市

14 おたべ歯科医院 別府市 42 鉄輪歯科クリニック 別府市

15 加賀谷歯科医院 別府市 43 Ｂ＆Ａ矯正歯科クリニック 別府市

16 兼子矯正歯科クリニック 別府市 44 ふじた歯科医院 別府市

17 椛田歯科医院 別府市 45 大本歯科医院 別府市

18 清岡デンタルクリニック 別府市 46 西別府病院 別府市

19 酒本歯科医院 別府市 47 岩尾歯科医院 別府市

20 姫山歯科診療所 別府市 48 まつもと歯科医院 別府市

21 北浜さとう歯科クリニック 別府市 49 丸尾歯科医院 別府市

22 別府さほ歯科クリニック 別府市 50 溝部歯科医院 別府市

23 イトセ歯科医院 別府市 51 目代歯科医院 別府市

24 セント歯科 別府市 52 扇山矢田歯科医院 別府市

25 歯科馬場医院 別府市 53 矢田歯科医院 別府市

26 しんぐう歯科医院 別府市 54 歯科柳川医院 別府市

27 新森歯科クリニック 別府市 55 ツルミ山村歯科医院 別府市

28 はまわきマハロ歯科 別府市 56 脇歯科 別府市

1 荒尾歯科医院 中津市 19 ながの歯科医院 中津市

2 池部歯科 中津市 20 はらおか歯科医院 中津市

3 伊東歯科医院 中津市 21 広沢歯科医院 中津市

4 いわみず歯科クリニック 中津市 22 福成歯科医院 中津市

5 大堀たけし歯科医院 中津市 23 福原歯科医院 中津市

6 岡崎歯科医院 中津市 24 渕野歯科医院 中津市

7 中央歯科医院 中津市 25 細川歯科医院 中津市

8 加来歯科 中津市 26 くにお歯科医院 中津市

9 アイ歯科医院 中津市 27 前田歯科 中津市

10 からしま歯科 中津市 28 前田歯科クリニック 中津市

11 川永歯科 中津市 29 真辺歯科医院 中津市

12 木下歯科医院 中津市 30 友松歯科医院 中津市

13 小泉歯科口腔外科 中津市 31 森田歯科クリニック 中津市

14 篠島歯科医院 中津市 32 カムカム歯科クリニック 中津市

15 角野歯科医院 中津市 33 ゆうだ歯科クリニック 中津市

16 中津市立中津市民病院 中津市 34 和田歯科医院 中津市

17 鳥谷デンタルクリニック 中津市 35 Ｗａｓｈ歯科医院 中津市

18 なかにし歯科医院 中津市

郡市会：別府市

郡市会：中津市
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1 秋岡デンタルクリニック 津久見 13 陶山歯科医院 臼杵市

2 安藤歯科医院 臼杵市 14 立川和人歯科医院 津久見

3 いとう歯科こども歯科 臼杵市 15 つかもと歯科医院 津久見

4 江良歯科医院 臼杵市 16 鳥越歯科医院 臼杵市

5 りん歯科医院 臼杵市 17 ふかえ歯科医院 津久見

6 かねまつ歯科医院 臼杵市 18 深江歯科医院 臼杵市

7 加納歯科医院 津久見 19 藤澤歯科医院 臼杵市

8 川野歯科医院 津久見 20 増村歯科医院 津久見

9 こながわ歯科医院 臼杵市 21 臼杵病院 臼杵市

10 近藤中央歯科 津久見 22 臼杵矢田歯科医院 臼杵市

11 近藤歯科医院 津久見 23 上杉歯科医院 津久見

12 佐藤歯科医院 臼杵市

1 麻生歯科医院 佐伯市 16 永谷歯科医院 佐伯市

2 あなん歯科医院 佐伯市 17 ファミリー歯科・こども歯科 佐伯市

3 上田歯科医院 佐伯市 18 はやし歯科医院 佐伯市

4 川野歯科医院 佐伯市 19 東歯科医院 佐伯市

5 きよなが歯科クリニック 佐伯市 20 ひかわ歯科医院 佐伯市

6 隈歯科医院 佐伯市 21 古田歯科医院 佐伯市

7 やよい歯科医院 佐伯市 22 牧歯科医院 佐伯市

8 タケオ歯科医院 佐伯市 23 丸山歯科医院 佐伯市

9 土屋デンタルクリニック 佐伯市 24 鶴岡クリニック 佐伯市

10 つちや歯科医院 佐伯市 25 コスモタウン歯科 佐伯市

11 利光歯科医院 佐伯市 26 矢野歯科医院 佐伯市

12 戸高歯科医院 佐伯市 27 豊海歯科医院 佐伯市

13 つるみ歯科診療所 佐伯市 28 吉田歯科医院 佐伯市

14 中川歯科クリニック 佐伯市 29 わきた歯科医院 佐伯市

15 長田歯科クリニック 佐伯市 30 つるおか歯科医院 佐伯市

1 荒木歯科医院 日田市 18 酒井歯科医院 日田市

2 石井歯科医院 日田市 19 澤熊歯科医院 日田市

3 よしまさ歯科 日田市 20 せさき歯科医院 日田市

4 石﨑歯科医院 日田市 21 髙木歯科医院 日田市

5 石松朗歯科医院 日田市 22 髙田歯科醫院 日田市

6 伊藤歯科医院 日田市 23 武内歯科医院 日田市

7 内川歯科医院 日田市 24 田吹歯科医院 日田市

8 おおくら歯科医院 日田市 25 中村歯科医院 日田市

9 アペックス歯科 日田市 26 大分県済生会日田病院　歯科口腔外科 日田市

10 小野歯科医院 日田市 27 はたの歯科医院 日田市

11 おの歯科クリニック 日田市 28 林歯科医院 日田市

12 川津歯科医院 日田市 29 樋口歯科クリニック 日田市

13 北山歯科医院 日田市 30 井上歯科医院 日田市

14 桑野歯科医院 日田市 31 またけ歯科クリニック 日田市

15 合原歯科医院 日田市 32 村山歯科医院 日田市

16 アップル歯科医院 日田市 33 もちまつ歯科医院 日田市

17 後藤歯科医院 日田市 34 森山歯科医院 日田市

郡市会：日田市

郡市会：佐伯市

郡市会：臼津
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1 池田歯科医院 宇佐市 13 そのき歯科医院 宇佐市

2 石川歯科医院 宇佐市 14 たえん歯科 宇佐市

3 なの花歯科 宇佐市 15 田島歯科医院 宇佐市

4 石部ファミリー歯科医院 宇佐市 16 田中歯科医院 宇佐市

5 石部歯科 宇佐市 17 長浦歯科医院 宇佐市

6 安心院わたなべ歯科 宇佐市 18 中島歯科医院 宇佐市

7 いわお歯科 宇佐市 19 中島デンタルクリニック 宇佐市

8 うしろだ歯科医院 宇佐市 20 蜷木歯科医院 宇佐市

9 江本歯科医院 宇佐市 21 歯科久恒医院 宇佐市

10 金子歯科医院 宇佐市 22 宇佐矯正歯科クリニック 宇佐市

11 相良歯科医院 宇佐市 23 美濃歯科医院 宇佐市

12 佐藤歯科医院 宇佐市 24 森吉歯科医院 宇佐市

1 安部歯科医院 豊後高田市 6 松江歯科医院 豊後高田市

2 うえき歯科クリニック 豊後高田市 7 まつなり歯科医院 豊後高田市

3 うえきデンタルクリニック 豊後高田市 8 水之江歯科医院 豊後高田市

4 椛田歯科医院 豊後高田市 9 吉久歯科医院 豊後高田市

5 京極歯科医院 豊後高田市

1 アキモト歯科医院 国東市 8 さいとう歯科医院 国東市

2 わかば歯科 国東市 9 国東市民病院 国東市

3 川野歯科医院 国東市 10 福永歯科医院 国東市

4 岐部歯科医院 国東市 11 ふじがき歯科医院 国東市

5 清末歯科医院 国東市 12 なかよし歯科医院 国東市

6 栗林歯科医院 国東市 13 矢野歯科医院 国東市

7 ざいぜん歯科 国東市

1 有永歯科医院 杵築市 10 長野歯科医院 杵築市

2 一宮歯科医院 速見郡日出町 11 なんば歯科医院 杵築市

3 フォレスト歯科口腔外科クリニック 速見郡日出町 12 歯科原田医院 杵築市

4 大原歯科医院 速見郡日出町 13 まつもと歯科 速見郡日出町

5 勝野歯科医院 杵築市 14 溝部歯科医院 速見郡日出町

6 久保歯科医院 杵築市 15 宮本歯科医院 杵築市

7 河野歯科医院 速見郡日出町 16 山下歯科医院 速見郡日出町

8 田川歯科医院 杵築市 17 脇歯科医院 速見郡日出町

9 第二谷口歯科医院 速見郡日出町

郡市会：杵築速見

郡市会：国東市

郡市会：豊後高田市

郡市会：宇佐市
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1 麻生歯科 大分市 42 ありさ歯科クリニック 大分市

2 あべ歯科クリニック 大分市 43 高橋歯科医院 大分市

3 安東歯科医院 大分市 44 たくま歯科医院 大分市

4 ななせ歯科クリニック 大分市 45 たけお歯科クリニック 大分市

5 明野デンタルクリニック 大分市 46 田代歯科医院 由布市

6 にじいろ歯科クリニック 大分市 47 たにがわ歯科 大分市

7 森　いとう歯科医院 大分市 48 ひまわり歯科 大分市

8 四季デンタルクリニック 大分市 49 つつみ歯科医院 大分市

9 おかはら歯科医院 大分市 50 徳丸歯科医院 大分市

10 小野歯科医院 大分市 51 永井歯科医院 大分市

11 小野歯科医院 由布市 52 中川歯科医院 大分市

12 小原歯科医院 由布市 53 なかじま歯科医院 大分市

13 ホワイトロードデンタルクリニック 大分市 54 クローバー歯科 大分市

14 賀来歯科医院 大分市 55 なりやす歯科医院 大分市

15 かさき歯科 大分市 56 高江にこにこ歯科クリニック 大分市

16 加藤歯科医院 大分市 57 二宮歯科 大分市

17 かみやま歯科 大分市 58 野上歯科クリニック 由布市

18 かわかみ歯科 由布市 59 野田歯科クリニック 大分市

19 とも歯科クリニック 大分市 60 つるさき歯科医院 大分市

20 カワムラ歯科医院 大分市 61 はしもと歯科医院 大分市

21 きし歯科ファミリークリニック 大分市 62 馬場歯科医院 大分市

22 きふね小児歯科 大分市 63 ハルヤマ歯科 大分市

23 きむら歯科クリニック 大分市 64 ひらい歯科医院 大分市

24 木本歯科クリニック 由布市 65 ふくだ歯科クリニック 大分市

25 くどう歯科医院 大分市 66 藤原歯科医院 大分市

26 工藤歯科医院 大分市 67 ふじわら歯科富士見が丘 大分市

27 敷戸小児歯科 大分市 68 船橋歯科医院 大分市

28 ヒロ歯科クリニック 由布市 69 明野古沢歯科 大分市

29 西郷歯科医院 大分市 70 フォレスト・デンタルクリニック 由布市

30 古賀歯科医院 大分市 71 宗方歯科医院 大分市

31 斎藤歯科医院 大分市 72 むくもと歯科医院 大分市

32 酒井歯科 由布市 73 村上歯科医院 大分市

33 トキハわさだタウン歯科クリニック 大分市 74 みのり歯科クリニック 大分市

34 さとう歯科医院 大分市 75 やなる歯科医院 大分市

35 さわみや歯科医院 大分市 76 敷戸グリーン歯科 大分市

36 はっぴぃー歯科・小児歯科 大分市 77 みどり歯科おとなこどもクリニック 大分市

37 重光歯科医院 大分市 78 よしだ歯科医院 大分市

38 富士見歯科クリニック 大分市 79 歯科吉村医院 由布市

39 柴田歯科医院 大分市 80 吉村歯科クリニック 由布市

40 生野歯科医院 大分市 81 緑が丘歯科医院 大分市

41 ホワイト矯正歯科医院 大分市

1 秋岡歯科医院 大分市 10 髙崎歯科医院 大分市

2 加藤歯科医院 大分市 11 佐賀関診療所 大分市

3 木本歯科診療所 大分市 12 中村歯科医院 大分市

4 くまい歯科医院 大分市 13 はしもと歯科医院 大分市

5 財津歯科医院 大分市 14 馬場歯科医院神崎診療所 大分市

6 わかばデンタルクリニック 大分市 15 大在中央歯科 大分市

7 さとう歯科クリニック 大分市 16 いちご歯科クリニック 大分市

8 いちぎ歯科 大分市 17 ふたば歯科クリニック 大分市

9 すぎもと歯科こども歯科 大分市 18 吉岡歯科 大分市

郡市会：大分東

郡市会：大鶴
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1 陽だまり歯科医院 臼杵市野津町 12 熊瀬歯科医院 豊後大野市

2 芦刈歯科クリニック 臼杵市野津町 13 ごとう歯科・口腔外科クリニック 豊後大野市

3 朝地町アルファ歯科医院 豊後大野市 14 杉山歯科医院 豊後大野市

4 つばさ歯科 豊後大野市 15 杉山歯科医院 臼杵市野津町

5 岩田歯科クリニック 臼杵市野津町 16 高倉歯科医院 豊後大野市

6 みどり歯科クリニック 豊後大野市 17 フレンド歯科 豊後大野市

7 大塚歯科医院 豊後大野市 18 みえ病院 豊後大野市

8 第一歯科大塚 豊後大野市 19 橋本歯科医院 豊後大野市

9 市場のはいしゃさん 豊後大野市 20 むとう歯科医院 豊後大野市

10 羽田歯科医院 豊後大野市 21 矢野歯科クリニック 豊後大野市

11 久保歯科医院 豊後大野市

1 久住加藤医院 竹田市 5 歯科筑紫医院 竹田市

2 長湯ごとう歯科 竹田市 6 ふじさわ歯科医院 竹田市

3 髙山歯科医院 竹田市 7 まつもと歯科クリニック 竹田市

4 竹下歯科医院 竹田市 8 竹田市荻歯科診療所 竹田市

1 秋吉歯科医院 玖珠郡玖珠町 7 相良歯科医院 玖珠郡玖珠町

2 麻生歯科医院 玖珠郡九重町 8 たしろ歯科医院 玖珠郡玖珠町

3 井上歯科医院 玖珠郡九重町 9 玉井歯科医院 玖珠郡九重町

4 井上第二歯科医院 玖珠郡玖珠町 10 長尾歯科 玖珠郡玖珠町

5 倉成歯科医院 玖珠郡玖珠町 11 吉武歯科医院 玖珠郡玖珠町

6 是永歯科医院 玖珠郡玖珠町

　附　則

　この要綱の改正は、平成２８年６月３０日から施行する。

　附　則

　この要綱の改正は、平成３１年２月２６日から施行する。

　附　則

　この要綱の改正は、令和２年３月１１日から施行する。

　附　則

　この要綱の改正は、令和３年１１月１２日から施行する。

郡市会：玖珠郡

郡市会：竹田市

郡市会：豊後大野市
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別表（第３条関係） 

１ 国又は地方公共団体の機関 
 （法第２５条の５第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分地方法務局人権擁護課 
大分労働局職業安定部訓練室 
大分少年鑑別所 
大分県福祉保健部福祉保健企画課 
大分県福祉保健部こども未来課 
大分県福祉保健部こども・家庭支援課 
大分県福祉保健部障害福祉課 
大分県中央児童相談所 
大分県中津児童相談所 
大分県婦人相談所 
大分県こころとからだの相談支援センター 
大分県生活環境部私学振興・青少年課 
大分県消費生活･男女共同参画プラザ(アイネス) 
大分県立病院 
大分県教育庁学校安全・安心支援課 
大分県教育庁社会教育課 
大分県警察本部人身安全・少年課 
大分県内各市町村児童福祉主管課 
大分保護観察所 

２ 法人 
 （法第２５条の５第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 
公益社団法人 大分県社会福祉士会 
一般財団法人 大分県母子寡婦福祉連合会 
一般社団法人 大分県医師会 
一般社団法人 大分県歯科医師会 
一般社団法人 大分県助産師会 
一般社団法人 大分県公認心理師協会 
公益社団法人 大分県看護協会 
国立大学法人 大分大学医学部附属病院 
大分県弁護士会 
有限会社 大分合同新聞社 

３ その他の者 
 （法第２５条の５第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分県児童養護施設協議会 
大分県母子生活支援施設協議会 
大分県民生委員児童委員協議会 
各児童家庭支援センター 
大分県ファミリーホーム協議会 
大分県里親会 
大分県産婦人科医会 
大分県小児科医会 
大分県精神科病院協会 
大分県精神神経科診療所協会 
大分県小学校長会 
大分県中学校長会 
大分県私立幼稚園連合会 
大分県保育連合会 
大分県ＰＴＡ連合会 
部落解放同盟大分県連合会 
大分県地域生活定着支援センター 
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