
 

○ 主な相談窓口一覧【代表的な相談（ニーズ）に応じた窓口】 
※ 特に記載のない限り、祝祭日･年末年始は対応しておりません。 

 

 

＜犯罪被害者等に対する総合的な相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

犯罪被害者等支援に関する

具体的な相談窓口紹介、繋ぎ

等 

県庁くらしの安心推進

課地域安全担当 
0857-26-7183 

月～金 

8:30～17:15 
 

犯罪被害や身近な不安に関

する総合相談 

警察総合相談電話 

（警察本部生活安全企

画課） 

0857-27-9110 

（＃9110） 
24時間  

犯罪被害者等支援に関する

相談(犯罪被害給付制度の利

用案内等） 

警察本部広報県民課 

被害者支援室 
0857-23-0110（代） 

月～金 

8:30～17:15 
 

犯罪被害者等の総合相談・支

援（電話・面接相談、病院・

裁判所等への付添などの直

接支援等） 

公益社団法人とっとり

被害者支援センター 

0120-43-0874 
(おはなし) 

月～金 

10:00～16:00 
 

犯罪被害者等支援に関する

相談（海上で発生した犯罪） 

海上保安庁第八管区海

上保安本部境海上保安

部 

0859-42-2532 
月～金 

8:30～17:15 
 

鳥取海上保安署 0857-32-0118 

＜司法関連＞  

犯罪被害者等の保護と支援

に関する相談 

被害者ホットライン 

（鳥取地方検察庁） 
0857-22-4177 

月～金 

9:00～17:00 
 

犯罪被害者等支援に関する

各種情報提供（精通弁護士や

専門窓口の紹介等） 

犯罪被害者支援ダイヤ

ル(日本司法支援セン

ター｢法テラス｣) 

0570-079714 

月～金 

9:00～21:00 

土 

9:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜女性に対する被害を中心とした相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

性犯罪に関する相談 
性犯罪１１０番（警察本

部捜査第一課） 
0857-22-7110 24時間  

性暴力被害者等の相談・支

援（電話・面接相談、病院へ

の付添などの直接支援等） 

性暴力被害者支援セン

ターとっとり 
0120-946-328 

月、水、金（年

末年始は除く） 

11:00～13:00 

18:00～20:00 

 

性別による差別的な取扱い

などから生じる不安や悩

み、困りごとの相談 

鳥取県男女共同参画セ

ンター相談室（中部） 

0858-23-3939 

一般相談 

火～日 

9:00～17:00 

(第 3木曜は休み) 

※専門相談（臨床

心理士、弁護士）

は予約制 

 

0858-23-3955 

(オトコの相談) 

土 

13:30～17:30 

東部相談室 0857-26-7887 

一般相談 

月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00 

(第 3木曜は休み) 

※専門相談（臨床

心理士、弁護士）

は予約制 

西部相談室 0859-33-3955 

一般相談 

月～金 

9:00～12:00 

13:00～17:00 

(第 3木曜は休み) 

※専門相談（臨床

心理士、弁護士）

は予約制 

配偶者からの暴力（ＤＶ）

等に関する相談 

鳥取県婦人相談所（配偶

者暴力相談支援センタ

ー） 

0857-27-8630 
月～金 

8:30～17:15 

 

鳥取県中部福祉事務所

（配偶者暴力相談支援

センター） 

0858-23-

3147/3152 

月～金 

8:30～17:15 

鳥取県西部福祉事務所

（配偶者暴力相談支援

センター） 

0859-38-2250 
月～金 

8:30～17:15 

夜間休日専用電話 0858-26-9807 

夜間 17:15～翌

日 8:30 

休日 24時間 

女性の相談 
鳥取県福祉相談センタ

ー（婦人相談所） 
0857-27-8630 

月～金 

8:30～17:15 
 



 

ＤＶ、職場等でのセクハラ、

ストーカー行為など女性を

めぐる人権問題の相談 

女性の人権ホットライ

ン（全国共通ナビダイヤ

ル） 

0570-070-810 
月～金 

8:30～17:15 
 

職場での性別による差別的

扱い、職場でのセクシュア

ルハラスメント、マタニテ

ィーハラスメントなど 

鳥取労働局雇用均等室 0857-29-1709 
月～金 

8:30～17:15 
 

 

 

 

＜子どもに対する被害、少年支援についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

少年からの悩み相談 

ヤングテレホン（東部少

年サポートセンター） 
0857-29-0808 

月～金 

8:30～17:15 

 

ヤングメール（東部少年

サポートセンター） 

youngmail@pref.

tottori.jp 

２４時間（夜間及

び土日、祝祭日は

受信のみとなりま

す。） 

非行問題や少年に関する相

談 

東部少年サポートセンタ

ー 
0857-22-1574 

月～金 

8:30～17:15 

西部少年サポートセンタ

ー 
0857-31-1574 

月～金 

8:30～17:15 

児童虐待等に関する相談 

児童相談所全国共通ダイ

ヤル 
189 24時間  

福祉相談センター 

（中央児童相談所） 
0857-23-6080 月～金 

8:30～17:15 

（虐待等緊急時は

24時間対応） 

 倉吉児童相談所 0858-23-1141 

米子児童相談所 0859-33-1471 

子ども家庭支援センター

「希望館」 
0857-27-4153 

月～金 

9:00～0:00 

（緊急の場合は

24時間対応） 

 
児童家庭支援センター 

くわの実 
0858-24-6306 

月～金 

8:30～17:30 

（緊急の場合は

24時間対応） 

児童家庭支援センター 

米子みその 
0859-21-5085 

月～金 

9:00～17:00 

（緊急の場合は

24時間対応） 

子どもの電話相談 

福祉相談センター 

（中央児童相談所） 
0857-29-5460 

月～金 

8:30～17:15 
 倉吉児童相談所 0858-22-4152 

米子児童相談所 0859-33-2020 

いじめ、不登校、引きこもり

など教育に関する悩みの相

談 

いじめ・不登校総合対策

センター教育相談電話 
0857-31-3956 

月～金 

8:30～17:15 
 

24時間子供ＳＯＳダイヤ

ル（全国統一ﾀﾞｲﾔﾙ） 

0120-0-78310 

（なやみ言おう） 
24時間 

mailto:youngmail@pref.tottori.jp
mailto:youngmail@pref.tottori.jp


 

いじめ１１０番（いじめ・

不登校総合対策センタ

ー） 

0857-28-8718 24時間 

子ども人権１１０番（鳥

取地方法務局） 
0120-007-110 

月～金 

8:30～17:15 
 

 

 

 

＜高齢者に対する被害についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

高齢者の総合的な相談・支

援 

鳥取市 

鳥取中央地域包

括支援センター 
0857-20-3456 

月～金 

8:30～17:15 

 

鳥取南地域包括

支援センター 
0858-76-2351 

月～金 

8:30～17:15 

鳥取こやま地域

包括支援センタ

ー 

0857-32-2727 
月～金 

8:30～17:15 

鳥取西地域包括

支援センター 
0857-82-6571 

月～金 

8:30～17:15 

鳥取東健康福祉

センター 
0857-25-5021 

月～金 

8:30～17:15 

米子市 

米子市ふれあい

の里地域包括支

援センター 

（社会福祉法人

米子市社会福祉

協議会） 

0859-23-5798 
月～金 

8:30～17:15 

米子市義方・湊

山地域包括支援

センター 

（医療法人厚生

会） 

0859-23-6790 

月～金（祝祭日受

付） 

8:30～17:30 

米子市住吉・加

茂地域包括支援

センター 

（社会福祉法人

こうほうえん） 

0859-48-1365 
年中無休 

8:30～17:30 

米子市尚徳地域

包括支援センタ

ー（社会福祉法

人こうほうえ

ん） 

0859-26-6588 

月～土（祝祭日受

付） 

8:30～17:30 

米子市弓浜地域

包括支援センタ

ー（社会福祉法

人真誠会） 

0859-48-2330 
月～土 

8:30～17:30 



 

米子市箕蚊屋地

域包括支援セン

ター（社会福祉

法人博愛会） 

0859-27-6500 

月～土（祝祭日受

付） 

8:30～17:30 

米子市淀江地域

包括支援センタ

ー（社会福祉法

人ソウェルよど

え） 

0859-56-1118 

月～金（祝祭日、年

末年始受付） 

8:30～17:30 

倉吉市 

うつぶき地域包

括支援センター

（社団法人清和

会） 

0858-26-6378 
月～土 

8:30～17:30 

マグノリア地域

包括支援センタ

ー（社団法人敬

人会） 

0858-26-3922 
月～金 

8:30～17:30 

倉吉中央地域包

括支援センター

（上灘、成徳） 

（医療法人財団

共済会） 

0858-22-6102 
月～金 

8:30～17:30 

明倫・小鴨地域

包括支援センタ

ー（医療法人十

字会） 

0858-23-7106 
月～金 

8:30～17:30 

かもがわ地域包

括支援センター

（社団法人倉吉

市社会福祉協議

会） 

0858-45-3888 
月～金 

8:30～17:30 

境港市 

境港市北地域包

括支援センター

（社団法人済生

会） 

0859-42-3136 
月～土 

8:30～17:00 

境港市南地域包

括支援センター

（社会福祉法人

こうほうえん） 

0859-45-2299 
月～金 

8:30～17:30 

岩美町 
岩美町地域包括

支援センター 
0857-72-8420 

月～金 

8:30～17:15 

若桜町 
若桜町包括支援

センター 
0858-82-2209 

月～金 

8:30～17:15 

智頭町 
智頭町地域包括

支援センター 
0858-75-6007 

月～金 

8:30～17:15 



 

八頭町 
八頭町地域包括

支援センター 
0858-72-3566 

月～金 

8:30～17:15 

三朝町 
三朝町地域包括

支援センター 
0858-43-3519 

月～金 

8:30～17:15 

湯梨浜

町 

湯梨浜町地域包

括支援センター 
0858-35-5378 

月～金 

8:30～17:15 

琴浦町 
琴浦町地域包括

支援センター 
0858-52-1525 

月～金 

8:30～17:15 

北栄町 
北栄町地域包括

支援センター 
0858-37-5850 

月～金 

8:30～17:15 

大山町 
大山町地域包括

支援センター 
0859-54-5207 

月～金 

8:30～17:15 

日南町 
日南町地域包括

支援センター 
0859-82-0374 

月～金 

8:15～17:00 

日野町 
日野町地域包括

支援センター 
0859-72-1852 

月～金 

8:30～17:15 

江府町 
江府町地域包括

支援センター 
0859-75-6111 

月～金 

8:30～17:15 

南部箕

蚊屋広

域連合 

日吉津地域包括

支援センター 
0859-27-5952 

月～金 

8:30～17:15 

南部地域包括支

援センター 
0859-66-5522 

月～金 

8:30～17:15 

伯耆地域包括支

援センター 
0859-68-4632 

月～金 

8:30～17:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜在住外国人のための相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

県内在住外国人の生活相談 

(公財)鳥取県国際交流

センター（英語・中国語

による日常生活相談） 

0857-31-5951 

（本所） 

月・水・金 

英語 

11:30～15:30 

中国語  

9:00～12:00 

13:00～17:00 

※業務の都合に

よりお受けでき

ない場合があり

ます。 

 

 

 

 

＜生活支援（経済的救援）についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

＜生活援護＞ 

生活保護に関する相談 

中部福祉事務所（三朝

町） 
0858-23-3123 

月～金 

8:30～17:15 
 

西部福祉事務所（大山

町） 
0859-31-9312 

月～金 

8:30～17:15 

鳥取市福祉事務所 0857-20-3472 
月～金 

8:30～17:15 

 

倉吉市福祉事務所 0858-22-8199 
月～金 

8:30～17:15 

米子市福祉事務所 0859-23-5151 
月～金 

8:30～17:15 

境港市福祉事務所 0859-47-1047 
月～金 

8:30～17:15 

岩美町福祉事務所 0857-73-1339 
月～金 

8:30～17:15 

若桜町福祉事務所 0858-82-2233 
月～金 

8:30～17:15 

智頭町福祉事務所 0858-75-4102 
月～金 

8:30～17:15 

八頭町福祉事務所 0858-72-3581 
月～金 

8:30～17:15 

湯梨浜町福祉事務所 0858-35-5390 
月～金 

8:30～17:15 

琴浦町福祉事務所 0858-52-1715 
月～金 

8:30～17:15 

北栄町福祉事務所 0858-37-5852 
月～金 

8:30～17:15 

日吉津村福祉事務所 0859-27-5952 
月～金 

8:30～17:15 

南部町福祉事務所 0859-66-5522 
月～金 

8:30～17:15 

伯耆町福祉事務所 0859-68-5534 
月～金 

8:30～17:15 



 

日南町福祉事務所 0859-82-0374 
月～金 

8:15～17:00 

日野町福祉事務所 0859-72-0334 
月～金 

8:30～17:15 

江府町福祉事務所 0859-75-6111 
月～金 

8:30～17:15 

生活困窮に関する相談 

鳥取市パーソナルサポ

ートセンター 
0857-20-4888 

月～金 

8:30～17:15 

 

あんしん相談支援セン

ター（倉吉市社会福祉協

議会） 

0858-24-6265 
月～金 

8:30～17:15 

よなご暮らしサポート

センター（米子市社会福

祉協議会） 

0859-35-3570 
月～金 

8:30～17:15 

境港市役所福祉課 0859-47-1047 
月～金 

8:30～17:15 

岩美町役場福祉課 0857-73-1333 
月～金 

8:30～17:15 

生活総合相談窓口（若桜

町社会福祉協議会） 
0858-82-0254 

月～金 

8:30～17:15 

智頭町役場福祉課 0858-75-4102 
月～金 

8:30～17:15 

福祉総合相談窓口（八頭

町社会福祉協議会） 
0858-71-0100 

月～金 

8:30～17:15 

パーソナルサポートセ

ンターみささ（三朝町社

会福祉協議会） 

0858-43-3388 
月～金 

8:30～17:15 

暮らしサポートセンタ

ーゆりはま（湯梨浜町社

会福祉協議会） 

0858-34-6002 
月～金 

8:30～17:15 

琴浦町役場福祉課 0858-52-1715 
月～金 

8:30～17:15 

北栄町役場福祉課 0858-37-5852 
月～金 

8:30～17:15 

日吉津村役場福祉保健

課 
0859-27-5952 

月～金 

8:30～17:15 

パーソナルサポートセ

ンターだいせん（大山町

社会福祉協議会） 

0859-54-2200 
月～金 

8:30～17:15 

生活サポートセンター

なんぶ（南部町社会福祉

協議会） 

0859-66-2900 
月～金 

8:30～17:15 

伯耆町社会福祉協議会 0859-21-0608 
月～金 

8:30～17:15 

日南町役場福祉保健課

福祉推進室 
0859-82-0374 

月～金 

8:15～17:00 

日野町役場健康福祉課 0859-72-0334 
月～金 

8:30～17:15 

江府町社会福祉協議会 0859-75-2942 
月～金 

8:30～17:15 



 

生活福祉資金の借入に関す

る相談 

鳥取県社会福祉協議会 0859-59-6333 
月～金 

8:30～17:15 

※ 申請窓口は、各市町村社会福祉協議会です（制度案内は、

上記の県社会福祉協議会でも説明を受けられます。）。 

自動車事故被害者の支援 

（重度後遺障がい者への介

護料支給、生活資金貸付、医

療センター等の利用案内） 

（独）自動車事故対策機

構 

0570-000738 

（交通事故被害者

ホットライン） 

月～金 

9:00～17:00 
 

交通遺児育成基金制度（拠

出金制） 

(公財)交通遺児等育成

基金 
0120-16-3611 

月～金 

9:00～17:00 
 

税制上の救済（医療費の支

払、盗難による損失等に所

得控除が受けられる場合が

あります。） 

最寄りの税務署もしくは各市町村の税務担当課にお問い合わせ

ください。（国税に関する相談窓口：広島国税局税務相談室鳥

取分室 0857-23-8776） 

 

＜修学支援＞ 

育英奨学資金（高等学校、大

学等） 

県教育委員会事務局育

英奨学室 
0857-29-7145 

月～金 

8:30～17:15 
 

日本学生支援機構奨学金

（大学等） 

（独）日本学生支援機構

中国四国支部 
082-503-7133 

月～金 

8:30～18:15 

犯罪被害者遺児等に対する

奨学金等の給与など 

（公財）犯罪被害救援基

金相談コーナー 
03-5226-1021 

月～金 

9:30～18:00 
 

交通遺児（高校生以上）への

奨学金など 
（公財）交通遺児育英会 0120-521286 

月～金 

9:00～17:30 
 

まごころ奨学金 （公財）日本財団 03-6229-5111 
月～金 

9:00～17:00 
 

 

 

 

＜生活支援（住宅）についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

県営住宅の入居に関する相

談 

鳥取県住宅供給公社事

務局 
0857-27-7334 

月～金 

8:30～17:15 

 中部事務所 0858-26-8500 
月～金 

8:30～17:15 

西部事務所 0859-32-9211 
月～金 

8:30～17:15 

委託県営住宅については、管理委託先である市町村までお問い

合わせください。 
 

 

 

 

＜心の悩みについての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

心の健康や精神保健福祉に

関する相談 

鳥取県立精神保健福祉

センター 
0857-21-3031 

電話相談 

月～金 

 8:30～17:15 

面接相談（予約

制） 

 



 

鳥取市保健所障がい者

支援課 
0857-22-5616 

月～金 

8:30～17:15 
 

中部総合事務所福祉保

健局 
0858-23-3127 

西部総合事務所福祉保

健局 
0859-31-9310 

自立支援医療（精神通院医

療費の一部公費負担）の利

用に関する相談 

※ 申請窓口は、各市町村障がい福祉担当課です（制度案内は、

上記の各福祉保健局でも説明を受けられます。）。 
 

 

 

 

＜仕事の悩みや相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

労働問題全般に関する相談 

鳥取労働局総合労働相

談コーナー（鳥取労働

局） 

0857-22-7000 

月～金 

8:30～17:15 
 

鳥取総合労働相談コーナー 

（鳥取労働基準監督署内） 
0857-24-3245 

倉吉総合労働相談コーナー 

（倉吉労働基準監督署内） 
0858-22-5640 

米子総合労働相談コーナー 

（米子労働基準監督署内） 
0859-34-2263 

中小企業労働相談所「み

なくる」 
0120-451-783 

月～金 

9:30～18:00 
 

職業紹介、就業に関する相

談 

ハローワーク鳥取 0857-23-2021 

月～金 

8:30～19:00 

土 

10:00～17:00 

 

ハローワーク倉吉 0858-23-8609 
月～金 

8:30～17:15 

ハローワーク米子 0859-33-3911 
月～金 

8:30～17:15 

ハローワーク根雨出張

所 
0859-72-0065 

月～金 

8:30～17:15 

鳥取県ふるさとハロー

ワーク八頭 
0858-76-7076 

月～金 

9:00～17:00 

鳥取県ふるさとハロー

ワーク境港 
0859-44-1733 

月～金 

9:00～17:00 

男女雇用機会均等法（セク

シュアルハラスメント、マ

タニティーハラスメント含

む）、育児・介護休業法、パ

ートタイム労働法に関する

相談 

鳥取労働局雇用均等室 0857-29-1709 
月～金 

8:30～17:15 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜交通事故についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

交通事故に関する相談 

鳥取交通事故相談所（県

庁第２庁舎１階） 
0857-26-7101 

平日（木曜を除く） 

8:30～12:00 

13:00～16:00 
 

米子交通事故相談所（西

部総合事務所地域振興

局内） 

0859-33-0091 

平日（水曜を除く） 

8:30～12:00 

13:00～16:00 

(社)日本損害保険協会

中国支部鳥取自動車保

険請求相談センター 

0857-24-4233 

月～金 

9:00～17:00 

弁護士相談（予

約制､毎月第１

水 曜 13:00 ～

16:00） 

 

弁護士による交通事故の相

談 

(公財)日弁連交通事故

相談センター 

      鳥取相談所 0857-22-3912 

月～金 

10:00～15:00 

弁護士相談（予

約制､毎週金曜

10:00～15:00） 

      米子相談所 0859-23-5710 

月～金 

11:00～16:00 

弁護士相談（予

約制､毎週金曜

11:00～16:00） 

     倉吉相談所 0858-24-0515 

月～金 

13:00～15:30 

弁護士相談（予

約制､隔週木曜

13:00～15:30） 
 

 

 

＜悪質商法など消費生活についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

消費生活に関する相談 

東部消費生活相談室 
0857-26-

7604/7605 

月～金 

（祝日、年末年

始を除く） 

8:30～17:00 

 中部消費生活相談室 0858-22-3000 

火～土 

（祝日とその翌

日、年末年始を

除く） 

9:00～17:30 

西部消費生活相談室 
0859-34-

2648/2668 

毎日 

（祝日、年末年

始を除く） 

8:30～17:00 

悪質商法等に関する相談 
警察総合相談電話（警察

本部生活環境課） 

0857-27-9110 

（＃9110） 
24時間  

 

 

 



 

＜暴力団についての相談＞ 

相談内容 相談窓口 電話番号 受付時間  

暴力団に関する相談 

暴力相談電話（警察本部

組織犯罪対策課） 

0857-27-9110 

（＃9110） 
24時間 

 暴力団離脱相談電話 

（警察本部組織犯罪対

策課） 

0857-21-7364 

0120-338704 

月～金 

8:30～17:15 

(公財)鳥取県暴力追放

センター 
0120-198930 

月～金 

8:30～17:15 
 

 

 



 

○ 関係機関・団体一覧 
 

＜警察本部・警察署一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話（代表） 

警察本部広報県民課 〒680-8520  鳥取市東町 1丁目 271 0857-23-0110 

鳥取警察署 〒680-0911 鳥取市千代水 3丁目 100 0857-32-0110 

郡家警察署 〒680-0461 八頭郡八頭町郡家 120-2 0858-72-0110 

智頭警察署 〒689-1402 八頭郡智頭町智頭 21-3 0858-75-0110  

浜村警察署 〒689-0334 鳥取市気高町北浜 2丁目 158 0857-82-0110 

倉吉警察署 〒682-0017 倉吉市清谷町 1丁目 10 0858-26-7110 

琴浦大山警察署 〒689-2501 東伯郡琴浦町赤碕 1919-21 0858-49-8110 

米子警察署 〒683-0004 米子市上福原 1266-4 0859-33-0110 

境港警察署 〒684-0033 境港市上道町 1891-3 0859-44-0110  

黒坂警察署 〒689-5134 日野郡日野町下菅 242-1 0859-74-0110 

高速道路交通警察隊 〒689-3515 米子市赤井手 962-2 0859-27-0921 

高速道路交通警察隊 

鳥取分駐隊 

〒680-1444 鳥取市松原 256-4 0857-54-5577 

 

＜検察庁一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話 

鳥取地方検察庁 

鳥取区検察庁 

〒680-0022 鳥取市西町 3丁目 201 0857-22-4171 

鳥取地方検察庁倉吉支部 

倉吉区検察庁 

〒682-0822 倉吉市葵町 719 0858-23-0831 

鳥取地方検察庁米子支部 

米子区検察庁 

〒683-0067 米子市東町 124-16  

米子地方合同庁舎 

0859-22-5101 

 

＜裁判所一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話 

鳥取地方裁判所 

鳥取家庭裁判所 

鳥取簡易裁判所 

〒680-0011 鳥取市東町 2丁目 223 0857-22-2171 

鳥取地方裁判所  

倉吉支部 

鳥取家庭裁判所 

 倉吉支部 

倉吉簡易裁判所 

〒682-0824 倉吉市仲ノ町 734 0858-22-2911 

鳥取地方裁判所  

米子支部 

〒683-0826 米子市西町 62 庶務課 

0859-22-2205 

鳥取家庭裁判所  

米子支部 

庶務課 

0859-22-2408 

米子簡易裁判所 庶務課 

0859-22-2206 

 

＜税務署一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話 

鳥取税務署 〒680-8541 鳥取市富安 2丁目 89-4 0857-22-2141 



 

鳥取第一地方合同庁舎 

倉吉税務署 〒682-8522 倉吉市上井 587-1 0858-26-2721 

米子税務署 〒683-8691 米子市東町 124-16 
米子地方合同庁舎 

0859-32-4121 

 

＜年金事務所一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話 

鳥取年金事務所 〒680-0846鳥取市扇町 176 0857-27-8311 

倉吉年金事務所 〒682-0023 倉吉市山根 619-1 0858-26-5311 

米子年金事務所 〒683-0805 米子市西福原 2丁目 1-34 0859-34-6111 

 

＜福祉保健局（福祉事務所(市町村を含む。)･保健所）、精神保健福祉センター 一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話 

＜県福祉事務所（P100、P101関連）＞ 

中部福祉事務所 〒682-0802 倉吉市東巌城町 2 0858-23-3123 

西部福祉事務所 〒683-0802 米子市東福原 1丁目 1-45 0859-31-9313 

＜市町村福祉事務所（P75関連）＞ 

鳥取市福祉事務所 〒680-0845 鳥取市富安 2丁目 138-4 0857-20-3472 

倉吉市福祉事務所 〒682-8611 倉吉市葵町 722 0858-22-8199 

米子市福祉事務所 〒683-8686 米子市加茂町 1丁目 1 0859-23-5151 

境港市福祉事務所 〒684-8501 境港市上道町 3000 0859-47-1047 

岩美町福祉事務所 〒681-0003岩美郡岩美町浦富 1029-2 0857-73-1339 

若桜町福祉事務所 〒680-0792八頭郡若桜町若桜 801-5 0858-82-2233 

智頭町福祉事務所 〒689-1402八頭郡智頭町智頭 1875 0858-75-4102 

八頭町福祉事務所 〒680-0463八頭郡八頭町宮谷 254-1 0858-72-3581 

湯梨浜町福祉事務所 〒682-0723東伯郡湯梨浜町久留 19-1 0858-35-5390 

琴浦町福祉事務所 〒689-2392東伯郡琴浦町徳万 591-2 0858-52-1715 

北栄町福祉事務所 〒689-2292東伯郡北栄町由良宿 423-1 0858-37-5852 

日吉津村福祉事務所 〒689-3553西伯郡日吉津村日吉津 872-15 0859-27-5952 

南部町福祉事務所 〒683-0323西伯郡南部町倭 482 0859-66-5522 

伯耆町福祉事務所 〒689-4133西伯郡伯耆町吉長 37-3 0859-68-5534 

日南町福祉事務所 〒689-5211日野郡日南町生山 511-5 0859-82-0374 

日野町福祉事務所 〒689-4503日野郡日野町根雨 101 0859-72-0334 

江府町福祉事務所 〒689-4401日野郡江府町大字江尾 2088-3 0859-75-6111 

＜精神保健福祉センター、保健所（こころの相談関係）＞  

鳥取県立精神保健福

祉センター 

〒680-0901 鳥取市江津 318-1 0857-21-3031 

鳥取保健所 〒680-0901 鳥取市江津 730 0857-22-5616 

倉吉保健所 〒682-0802 倉吉市東巌城町 2 0858-23-3147 

米子保健所 〒683-0802 米子市東福原 1丁目 1-45 0859-31-9310 

日野保健所 〒689-4503 日野郡日野町根雨 140-1 0859-72-2037 

 

＜県営住宅の問い合わせ先一覧＞ 

名   称 所  在  地 電 話 

＜市町委託県営住宅を除く＞  

東部地域 〒680-0803 鳥取市田園町 4丁目 207   0857-27-7334 



 

住宅供給公社 事務局 タナカビル 2階 

中部地域 
住宅供給公社 中部事務所 

〒682-0022 倉吉市上井町 1丁目 138   

牧本ビル 1階 

0858-26-8500 

西部地域 
住宅供給公社 西部事務所 

〒683-0054 米子市糀町 1丁目 160  

西部総合事務所新館 2階 

0859-32-9201 

＜市町委託県営住宅＞  

鳥取市建築住宅課 〒680-8571 鳥取市尚徳町 116 0857-20-3291 

倉吉市建築住宅課 〒682-8611 倉吉市葵町 722 0858-22-8175 

米子市建築住宅課 〒683-8686 米子市加茂町 1-1 0859-23-5263 

八頭町建設課 〒680-0493 八頭郡八頭町郡家 493 0858-76-0206 

智頭町税務住民課 〒689-1402 八頭郡智頭町智頭 2072-1 0858-75-4114 

湯梨浜町町民課 〒682-0723 東伯郡湯梨浜町久留 19-1 0858-35-5318 

北栄町住民生活課 〒689-2292 東伯郡北栄町由良宿 423-1 0858-37-5866 

琴浦町建設課 〒689-2501 東伯郡琴浦町赤崎 1140-1 0858-55-7805 

南部町建設課 〒683-0351 西伯郡南部町法勝寺 377-1 0859-66-3115 

大山町建設課 〒689-3332 西伯郡大山町末長 500 0859-53-3186 

日南町建設課 〒689-5292 日野郡日南町霞 800 0859-82-1113 

 

＜市町村犯罪被害者等施策担当課（室）一覧＞ 

  名   称 所  在  地 電 話 

鳥取市人権推進課 〒680-8571 鳥取市尚徳町 116 0857-20-3224 

倉吉市総務課 〒682-8611 倉吉市葵町 722 0858-22-8112 

米子市防災安全課 〒683-8686 米子市加茂町 1-1 0859-23-5339 

境港市地域振興課人権政策

室 

〒684-8501 境港市上道 3000 0859-47-1102 

岩美町総務課 〒681-8501 岩美郡岩美町浦富 675-1 0857-73-1411 

若桜町総務課 〒680-0792 八頭郡若桜町若桜 801-5 0858-82-2211 

智頭町総務課 〒689-1402 八頭郡智頭町智頭 2072-1 0858-75-4111 

八頭町福祉環境課 〒680-0493 八頭郡八頭町郡家 493 0858-76-0205 

三朝町総務課危機管理室 〒682-0195 東伯郡三朝町大瀬 999-2 0858-43-3500 

湯梨浜町総務課 〒682-0723 東伯郡湯梨浜町久留 19-1 0858-35-3115 

琴浦町総務課 〒689-2392 東伯郡琴浦町徳万 591-2 0858-52-1700 

北栄町生涯学習課 〒689-2292 東伯郡北栄町由良宿 423-1 0858-37-5871 

日吉津村住民課 〒689-3553 西伯郡日吉津村日吉津 872-15 0859-27-5951 

大山町総務課 〒689-3211 西伯郡大山町御来屋 328 0859-54-5201 

南部町教育委員会人権教育

室 

〒683-0201 西伯郡南部町天萬 558 0859-64-3787 

伯耆町総務課 〒689-4133 西伯郡伯耆町吉長 37-3 0859-68-3111 

日南町総務課 〒689-5292 日野郡日南町霞 800 0859-82-1111 

日野町総務課 〒689-4503 日野郡日野町根雨 101 0859-72-0331 

江府町総務課 〒689-4401 日野郡江府町江尾 475 0859-75-2211 

 


