鳥取県内における再犯防止に関する
支援関係団体等のリスト

平成３０年１０月１日
鳥取県福祉保健課

＜鳥取県内における再犯防止に関する支援関係団体等のリストの趣旨＞
本リストは、犯罪をした者が、福祉サービス等へつながることにより、再び犯罪に手
を染めることを防止するため、福祉・就労・住居施策等に携わる県・市町村及び各団体
と国の刑事司法等関係機関がネットワークを構築することを目的に作成しています。
本リストの対象者は、刑期を終えた者、罰金・科料等の刑罰を受けた者、地域で更生
することが適切とされた刑の執行猶予者、起訴猶予者などですが、各種サービスの提供
にあたっては、「犯罪をした者」というレッテルを貼ることなく、一般県民と同様に必
要となる各種サービスを適切に案内することが重要です。

＜リストの構成＞
本リストは、「直接支援に結びつく機関・団体」を念頭に掲載しています。
例えば、保護観察所を通じて調整すべき自立準備ホームなどは、掲載の対象とはして
おらず、直接の窓口として保護観察所を掲載しています。
１に総合窓口、２及び３に各分野における直接の相談窓口、４に各制度に関しての窓
口を掲載していますので、御承知ください。

１

総合相談
・鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課
住所：鳥取市東町一丁目２２０

電話番号：０８５７－２６－７１５８

・鳥取保護観察所
住所：鳥取市吉方１０９鳥取第三地方合同庁舎

電話番号：０８５７－２２－３５１８

・鳥取刑務所（出所者のみ）
住所：鳥取市下味野７１９

電話番号：０８５７－５３－４１９１

・鳥取少年鑑別所（出所者のみ）
住所：鳥取市湯所町二丁目４１７

電話番号：０８５７－２３－４４４１

・美保学園（出院者のみ）
住所：米子市大篠津町４５５７

電話番号：０８５９－２８－７１１１

・鳥取県弁護士会
地域

２

住所

電話番号

東部

鳥取市東町二丁目 221

0857-22-3912

西部（米子事務所）

米子市加茂町二丁目 72-2

0859-23-5710

福祉的支援
○総合相談
・鳥取県社会生活自立支援センター(起訴猶予者、執行猶予者及び罰金、科料の刑を受けた障がい者及び高齢
者が対象)
住所：鳥取市西町１－２１１－３ 一般社団法人とっとり東部権利擁護支援センター内
電話番号：０８５７－２２－６８６８

・鳥取県地域生活定着支援センター(刑務所を出所する居住地が確保されていない障がい者及び高齢者が対象)
住所：鳥取市伏野２２５９－１７ 社会福祉法人鳥取県厚生事業団内
電話番号：０８５７－５９－６０８１
○高齢者関係(介護、認知症等)
・各市町村地域包括支援センター
市町村名

鳥取市

機関名

住所

電話番号

鳥取中央地域包括支援センター

鳥取市富安二丁目 138‐４

0857-20-3457

鳥取南地域包括支援センター

鳥取市用瀬町別府 96‐2

0858-76-2351

鳥取こやま地域包括支援センター

鳥取市湖山町西 1‐512

0857-32-2727

鳥取西地域包括支援センター

鳥取市気高町浜村 50‐22

0857-82-6571

鳥取東健康福祉センター

鳥取市国府町宮下 1221

0857-25-5021
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米子市ふれあいの里地域包括支援センター

米子市錦町一丁目 139‐3

0859-23-5798

米子市義方・湊山地域包括支援センター

米子市茶町 25

0859-23-6790

米子市住吉・加茂地域包括支援センター

米子市両三柳 4543‐30

0859-48-1365

米子市尚徳地域包括支援センター

米子市石井 1238

0859-26-6588

米子市弓浜地域包括支援センター

米子市大崎 1511‐1

0859-48-2330

米子市箕蚊屋地域包括支援センター

米子市一部 440

0859-27-6500

米子市淀江地域包括支援センター

米子市淀江町淀江 1075

0859-56-1118

うつぶき地域包括支援センター

倉吉市上井 300

0858-26-6378

マグノリア地域包括支援センター

倉吉市上井町 1‐2‐1

0858-26-3922

倉吉中央地域包括支援センター （上灘・成徳）

倉吉市宮川町 129

0858-22-6102

明倫・小鴨地域包括支援センター

倉吉市瀬崎町 2714‐1

0858-23-7106

かもがわ地域包括支援センター

倉吉市関金町関金宿 1115‐2

0858-45-3888

境港市

境港市地域包括支援センター

境港市上道町 3000

0859-47-1131

岩美町

岩美町地域包括支援センター

岩美郡岩美町浦富 1029‐2

0857-72-8420

若桜町

若桜町包括支援センター

八頭郡若桜町若桜 801‐5

0858-82-2209

智頭町

智頭町地域包括支援センター

八頭郡智頭町智頭 1875

0858-75-6007

八頭町

八頭町地域包括支援センター

八頭郡八頭町宮谷 254‐1

0858-72-3574

三朝町

三朝町地域包括支援センター

東伯郡三朝町大瀬 999‐2

0858-43-3519

湯梨浜町

湯梨浜町地域包括支援センター

東伯郡湯梨浜町久留 19‐1

0858-35-5378

琴浦町

琴浦町地域包括支援センター

東伯郡琴浦町徳万 591‐2

0858-52-1525

北栄町

北栄町地域包括支援センター

東伯郡北栄町由良宿 423‐1

0858-37-5850

大山町

大山町地域包括支援センター

西伯郡大山町御来屋 467

0859-54-5207

日南町

日南町地域包括支援センター

日野郡日南町生山 511‐5

0859-82-0374

日野町

日野町地域包括支援センター

日野郡日野町根雨 101

0859-72-0339

江府町

江府町地域包括支援センター

日野郡江府町江尾 2088‐3

0859-75-6111

日吉津地域包括支援センター

西伯郡日吉津村日吉津 872‐15

0859-27-5952

南部地域包括支援センター

西伯郡南部町倭 482

0859-66-5524

伯耆地域包括支援センター

西伯郡伯耆町吉長 37－3

0859-68-4632

住所

電話番号

米子市

倉吉市

南部箕蚊屋
広域連合

○障がい者関係(身体、知的、精神障がい等)
・各市町村福祉担当課（障害者手帳取得に関すること）
市町村名

鳥取市

担当課
鳥取市福祉事務所

鳥取市富安二丁目 138‐４

0857-20-3474

国府町総合支所市民福祉課

鳥取市国府町宮下 1221

0857-39-0557

福部町総合支所市民福祉課

鳥取市福部町細川 668

0857-75-2812

河原町総合支所市民福祉課

鳥取市河原町渡一木 277

0858-76-3113

用瀬町総合支所市民福祉課

鳥取市用瀬町用瀬 832

0858-87-3783

佐治町総合支所市民福祉課

鳥取市佐治町加瀬木 2519-3

0858-88-0212

気高町総合支所市民福祉課

鳥取市気高町浜村 282-1

0857-82-3159

鹿野町総合支所市民福祉課

鳥取市鹿野町鹿野 1517

0857-84-2013
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青谷町総合支所市民福祉課

鳥取市青谷町青谷 667

0857-85-0012

米子市福祉事務所

米子市加茂町一丁目 1

0859-23-5159

淀江支所地域生活課

米子市淀江町西原 1129-1

0859-56-3112

倉吉市

倉吉市福祉事務所

倉吉市葵町 722

0858-22-8118

境港市

境港市福祉事務所

境港市上道町 3000

0859-47-1121

岩美町

福祉課

若桜町

町民福祉課

智頭町

福祉課

八頭町

福祉課（福祉事務所）

三朝町

健康福祉課

東伯郡三朝町大瀬 999-2

0858-43-3520

湯梨浜町

総合福祉課

東伯郡湯梨浜町久留 19-1

0858-35-5374

琴浦町

福祉あんしん課

東伯郡琴浦町徳万 591-2

0858-52-1706

北栄町

福祉課

東伯郡北栄町由良宿 423-1

0858-37-5852

日吉津村

日吉津村福祉事務所

西伯郡日吉津村日吉津 872-15

0859-27-5952

大山町

福祉介護課

南部町

南部町福祉事務所

西伯郡南部町倭 482

0859-66-5522

伯耆町

福祉課（福祉事務所）

西伯郡伯耆町吉長 37-3

0859-68-5534

日南町

日南町福祉事務所

日野町

健康福祉課（福祉事務所）

江府町

福祉保健課

米子市

岩美郡岩美町浦富 1029-2

0857-73-1333

（岩美すこやかセンター内）
八頭郡若桜町若桜 801-5

0858-82-2233

八頭郡智頭町智頭 1875
（智頭町保健・医療・福祉総合センター内）
八頭郡八頭町宮谷 254-1

0858-75-4102

0858-72-3590

（郡家保健センター内）

西伯郡大山町御来屋 467

0859-54-5207

（保健福祉センターなわ内）

日野郡日南町生山 511-5

0859-82-0374

（健康福祉センター内）
日野郡日野町根雨 101

0859-72-0334

日野郡江府町江尾 2088-3

0859-75-6111

（総合健康福祉センター内）

○依存症関係(アルコール・薬物等)
・特定非営利活動法人リカバリーポイント 鳥取ダルク（アルコール・薬物依存症問題の相談対応）
住所：岩美郡岩美町牧谷６４５－４

電話番号：０８５７－７２－１１５１

・社会医療法人明和会医療福祉センター 渡辺病院（アルコール健康障害・薬物依存症支援拠点機関）
住所：鳥取市東町三丁目３０７

電話番号：０８５７－２４－１１５１

・行政機関（アルコール依存症問題の相談対応）
機関名

所在地

電話番号

鳥取市保健所

鳥取市富安二丁目 104-2（さざんか会館２階）

0857-22-5616

中部総合事務所福祉保健局

倉吉市東厳城町 2

0858-23-3147

西部総合事務所福祉保健局

米子市東福原一丁目 1-45

0859-31-9309

鳥取県立精神保健福祉センター 鳥取市江津 318-1

0857-21-3031
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備考

○生活保護関係
・各市町村福祉事務所
機関名

所在地

電話番号

備考

鳥取市福祉事務所

鳥取市富安 2-138-4

0857-20-3472

米子市福祉事務所

米子市加茂町 1-1

0859-23-5151

倉吉市福祉事務所

倉吉市葵町 722

0858-22-8199

境港市福祉事務所

境港市上道町 3000

0859-47-1047

岩美町福祉事務所

岩美郡岩美町浦富 1029-2

0857-73-1339

若桜町福祉事務所

八頭郡若桜町若桜 801-5

0858-82-2233

智頭町福祉事務所

八頭郡智頭町智頭 1875

0858-75-4102

八頭町福祉事務所

八頭郡八頭町宮谷 254-1

0858-72-3581

湯梨浜町福祉事務所

東伯郡湯梨浜町久留 19-1

0858-35-5390

琴浦町福祉事務所

東伯郡琴浦町徳万 591-2

0858-52-1715

北栄町福祉事務所

東伯郡北栄町由良宿 423-1

0858-37-5852

日吉津村福祉事務所

西伯郡日吉津村日吉津 872-15

0859-27-5952

南部町福祉事務所

西伯郡南部町倭 482

0859-66-5522

伯耆町福祉事務所

西伯郡伯耆町吉長 37-3

0859-68-5534

日南町福祉事務所

日野郡日南町生山 511-5

0859-82-0374

日野町福祉事務所

日野郡日野町根雨 101

0859-72-0334

江府町福祉事務所

日野郡江府町江尾 2088-3

0859-75-6111

中部総合事務所福祉保健局

倉吉市東巌城町２

0858-23-3123

三朝町管内

西部総合事務所福祉保健局

米子市東福原一丁目 1-45

0859-31-9312

大山町管内

・鳥取県成年後見支援センター(成年後見制度)
地域

機関名

住所

電話番号

東部

一般社団法人とっとり東部権利擁護支援センター

鳥取市西町 1-211-3

0857-30-5885

中部

一般社団法人成年後見ネットワーク倉吉

倉吉市駄経寺町二丁目 15-1

0858-22-8900

西部

一般社団法人権利擁護ネットワークほうき

米子市錦町一丁目 139-3

0859-21-5092

○生活困窮支援関係
・各市町村機関
市町村名

機関名

住所
鳥取市幸町 151

電話番号

鳥取市

鳥取市パーソナルサポートセンター

米子市

よなご暮らしサポートセンター

倉吉市

あんしん相談支援センター

境港市

境港市社会福祉協議会 生活困窮者自立支援担当

境港市竹内町 40

0859-45-6116

岩美町

岩美町社会福祉協議会 生活困窮者自立支援担当

岩美郡岩美町浦富 645

0857-72-2500

若桜町

若桜町社会福祉協議会 生活総合相談窓口

八頭郡若桜町若桜 1247-1

0858-82-0254

(鳥取市中央人権福祉センター内)
米子市錦町一丁目 139-3
（米子市社会福祉協議会内）
倉吉市福吉町 1400
(倉吉市社会福祉協議会内)
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0857-20-4888

0859-35-3570

0858-24-6265

智頭町

智頭町福祉課（福祉事務所）

八頭郡智頭町智頭 1875

生活困窮者自立支援担当

0858-75-4102

八頭郡八頭町宮谷 254-1

八頭町

八頭町福祉相談支援センターほっと

三朝町

パーソナルサポートセンターみささ

湯梨浜町

暮らしサポートセンターゆりはま

琴浦町

琴浦町福祉あんしん課 生活困窮者自立支援担当

東伯郡琴浦町徳万 591-2

0858-52-1715

北栄町

北栄町福祉課 生活困窮者自立支援担当

東伯郡北栄町由良宿 423-1

0858-37-5852

日吉津村

日吉津村福祉保健課 生活困窮者自立支援担当

西伯郡日吉津村日吉津 872-15

0859-27-5952

大山町

パーソナルサポートセンターだいせん

南部町

生活サポートセンターなんぶ

伯耆町

伯耆町社会福祉協議会 生活困窮者自立支援担当

日南町

0858-71-0100

(八頭町社会福祉協議会内)
東伯郡三朝町横手 50-4

0858-43-3388

(三朝町社会福祉協議会内)
東伯郡湯梨浜町泊 1085-1

0858-34-6002

(湯梨浜町社会福祉協議会内)

西伯郡大山町御来屋 467

0859-54-2200

(大山町社会福祉協議会内)
西伯郡南部町法勝寺 331-1

0859-66-2900

(南部町社会福祉協議会内)

日南町福祉保健課 福祉推進室
生活困窮者自立支援担当

西伯郡伯耆町大殿 1010

0859-21-0608

日野郡日南町生山 511-5

0859-82-0374

日野町

日野町健康福祉課 生活困窮者自立支援担当

日野郡日野町根雨 101

0859-72-0334

江府町

江府町社会福祉協議会 生活困窮者自立支援担当

日野郡江府町江尾 2069

0859-75-2942

・鳥取県社会福祉協議会(生活福祉資金貸付制度・日常生活自立支援事業・生活困窮者自立支援事業・えんく
るり事業)
住所：鳥取市伏野１７２９－５
３

電話番号：０８５７－５９－６３３２

その他の支援
○居住関係
・鳥取保護観察所（保護観察、更生緊急保護対象者等）
住所：鳥取市吉方１０９鳥取第三地方合同庁舎

電話番号：０８５７－２２－３５１８

・鳥取県住宅供給公社事務所（県営住宅）
地域

機関名

住所

電話番号

東部

鳥取県住宅供給公社 本部

鳥取市田園町四丁目 207 タナカビル 2 階

0857-27-7334

中部

鳥取県住宅供給公社 中部事務所

倉吉市上井町一丁目 138

牧本ビル 1 階

0858-26-8500

西部

鳥取県住宅供給公社 西部事務所

米子市糀町一丁目 160 西部総合事務所

0859-32-9211

新館２階

・各市町村公営住宅等担当課(市町村営住宅、市町村委託県営住宅)
市町村名

担当課

住所

電話番号

鳥取市

建築住宅課

鳥取市尚徳町 116

0857-20-3291

米子市

住宅政策課

米子市加茂町 1-1

0859-23-5337
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倉吉市

建築住宅課

倉吉市葵町 722

0858-22-8175

境港市

建築営繕課

境港市上道町 3000

0859-47-1059

岩美町

住民生活課

岩美郡岩美町浦富 675-1

0857-73-1415

若桜町

町土整備課

八頭郡若桜町大字若桜 801-5

0858-82-2236

智頭町

税務住民課

八頭郡智頭町智頭 2072-1

0858-75-4114

八頭町

建設課

八頭郡八頭町郡家 493

0858-76-0206

三朝町

建設水道課

東伯郡三朝町大字大瀬 999-2

0858-43-3502

湯梨浜町

町民課

東伯郡湯梨浜町久留 19-1

0858-35-5318

琴浦町

建設課

東伯郡琴浦町徳万 591-2

0858-55-7805

北栄町

住民生活課

東伯郡北栄町由良宿 423-1

0858-37-5866

日吉津村

住民課

西伯郡日吉津村大字日吉津 872-15

0859-27-5951

大山町

建設課

西伯郡大山町末長 500

0859-53-3186

南部町

建設課

西伯郡南部町法勝寺 377-1

0859-66-3115

伯耆町

教育委員会事務局人権政策室

西伯郡伯耆町吉長 37-3

0859‐62‐0713

日南町

建設課

日野郡日南町霞 800

0859-82-1113

日野町

建設水道課

日野町根雨 101

0859-72-0350

江府町

住民課

日野郡江府町大字江尾 475

0859-75-3223

・鳥取県居住支援協議会（あんしん賃貸支援事業）
地域

事務所住所

電話番号

東部

鳥取市川端二丁目 125(鳥取県不動産会館 1 階) 宅建協会

中部

倉吉市東厳城町 120-2(プライムスクエアビル 3 階) 宅建協会中部支部

西部

米子市目久美町 34-17 宅建協会西部支部

090-7135-3686
080-1949-3920

・鳥取県社会福祉協議会(家賃債務保証制度)
住所：鳥取市伏野１７２９－５

電話番号：０８５７－５９－６３３２

○就労関係
・ハローワーク（鳥取労働局）
機関名

住所

電話番号

ハローワーク鳥取

鳥取市富安二丁目 89

0857-23-2021

ヤングハローワーク鳥取

鳥取市扇町 7 鳥取フコク生命駅前ビル 1 階

0857-39-8986

ハローワーク倉吉

倉吉市駄経寺町 2-15 倉吉地方合同庁舎 1 階

0858-23-8609

ハローワーク米子

米子市末広町 311 イオン米子駅前店 4 階

0859-33-3911

ハローワーク根雨

日野郡日野町根雨 349-1

0859-72-0065

・鳥取県立ハローワーク
機関名

住所

電話番号

県立鳥取ハローワーク

鳥取市東品治町 111-1 JR 鳥取駅構内

0857-51-0501

県立倉吉ハローワーク

倉吉市山根 557-1 パープルタウン 1 階

0858-24-6112

県立米子ハローワーク

米子市末広町 311 イオン米子駅前店 4 階

0859-21-4585
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県立境港ハローワーク

境港市上道町 3000 境港市役所別館 1 階

0859-44-3395

県立東京ハローワーク

東京都千代田区平河町 2-6-3 都道府県会館 10 階 03-5212-9179
（鳥取県東京本部）

県立関西ハローワーク

大阪府大阪市北区梅田 1-1-3-2200 大阪駅前第 3

06-6346-1786

ビル 22 階（鳥取県関西本部）

・鳥取保護観察所（保護観察、更生緊急保護対象者等）
住所：鳥取市吉方１０９鳥取第三地方合同庁舎

電話番号：０８５７－２２－３５１８

○少年関係
・鳥取少年鑑別所（非行・犯罪・しつけ・教育等に対する助言、心理的援助）
住所：鳥取市湯所町二丁目４１７

電話番号：０８５７－２３－４４４１

・美保学園（第一種少年院）
住所：米子市大篠津町４５５７

電話番号：０８５９－２８－７１１１

・喜多原学園（児童自立支援施設）
住所：米子市泉７０６

電話番号：０８５９－２７－１１０１

・児童相談所（養護・保護・障がい・非行・育成相談等）
機関名

住所

電話番号

鳥取県中央児童相談所（福祉相談センター）

鳥取市江津 318-1

0857-23-6080

倉吉児童相談所

倉吉市宮川町 2-36

0858-23-1141

米子児童相談所

米子市博労町 4-50

0859-33-1471

・少年サポートセンター（非行・被害少年の立ち直り支援）
機関名
東部少年サポートセンター

住所
鳥取市西町一丁目 401

電話番号
0857-22-1574

鳥取県庁西町分庁舎 1 階
西部少年サポートセンター

米子市糀町一丁目 202

0859-31-1574

米子市営武道館 1 階

・療育園・総合療育センター（医療型障がい児入所施設、医療型児童発達支援センター）
機関名

住所

電話番号

鳥取県立総合療育センター

米子市上福原七丁目 13-3

0859-38-2155

鳥取県立鳥取療育園

鳥取市江津 260

0857-29-8889

鳥取県立中部療育園

倉吉市南昭和町 15

0858-22-7191

・鳥取県立皆成学園（福祉型障害児入所施設）
住所：倉吉市みどり町３５６４－１

電話番号：０８５８－２２－７１８８
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４

制度所管課（制度に関する相談）
制度

所管課

連絡先

認知症関連事業

県長寿社会課 いきいき長寿推進担当

0857-26-7177

介護保険制度

県長寿社会課 介護保険・施設担当

0857-26-7860

障がい者関係（障害者手帳取得）

県障がい福祉課 認定担当

0857-26-7856

依存症関係(アルコール・薬物依存等)

県障がい福祉課 精神保健担当

0857-26-7862

県福祉監査指導課 保護担当

0857-26-7144

県福祉保健課 地域福祉推進担当

0857-26-7158

県福祉保健課 くらし応援対策室

0857-26-7859

県住まいまちづくり課 管理担当

0857-26-7411

県住まいまちづくり課 企画担当

0857-26-7398

中間的就労支援推進事業

県福祉保健課 くらし応援対策室

0857-26-7859

学び直し支援金

県教育・学術振興課

0857-26-7815

県教育委員会事務局小中学校課

0857-26-7509

県教育委員会事務局高等学校課

0857-26-7515

県教育委員会事務局特別支援教育課

0857-28-7574

高齢者関係

生活保護制度
生活保護関係

生活福祉資金貸付制度
日常生活自立支援事業
生活困窮者自立支援事業
県営住宅・公営住宅制度

居住関係

あんしん賃貸支援事業
家賃債務保証制度

就労支援関係

少年関係

５

学校でのいじめ・問題行動等の相談

国の関係機関
・鳥取保護観察所
住所：鳥取市吉方１０９鳥取第三地方合同庁舎

電話番号：０８５７－２２－３５１８

・鳥取刑務所
住所：鳥取市下味野７１９

電話番号：０８５７－５３－４１９１

・鳥取地方検察庁
住所：鳥取市西町三丁目２０１

電話番号：０８５７－２２－４１７１

・鳥取少年鑑別所
住所：鳥取市湯所町二丁目４１７

電話番号：０８５７－２３－４４４１

・美保学園
住所：米子市大篠津町４５５７

電話番号：０８５９－２８－７１１１
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