平成28年度 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会一覧(地域主催)
開催地

1

北海道

公益財団法人 北海道障がい者スポーツ協会

H28年11月3日(木・祝)、4日(金)、5日(土) 3日間

北海道青少年会館ＣＯＭＰＡＳＳ (札幌市南区)

北海道障がい者スポーツ協会
011-261-6970
kobayashi@do-syospo.or.jp

2

札幌市

一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会

H28年11月26日(土)、27日(日)、12月3日(土) 3日間

札幌市身体障害者福祉センター (札幌市西区)

札幌市障がい者スポーツ協会
011-612-1184

北海道

北海道障害者スポーツ指導者協議会

H29年2月4日(土)、5日(日) 2日間

旭川市市民活動交流センターＣｏＣｏＤｅ 他

北海道障害者スポーツ指導者協議会道北事務局
0166-38-8200
nhcsid@yahoo.co.jp

北海道障害者スポーツ指導者協議会

H28年10月29日(土)、30日(日) 2日間

あ・りーさだの杜 (夕張市)

特定活動非営利法人あ・りーさだ
0123-57-3883

北海道
ブロック

北海道障害者スポーツ指導者協議会

H29年1月28日(土)、29日(日) 2日間

北海道福祉事業団 福祉村 （岩見沢市）

北海道福祉事業団 福祉村 デイ活動課
0126-45-2721 （植田）

3

北海道

道北ブロック

北海道

5

空知地区

6

主催団体

申込問い合わせ先
【TEL・担当者・メール】

№ 都道府県

講習期間

講習会場

7

青森県

青森県

青森県身体障害者福祉センターねむのき会館

H29年2月11日(土)、12日(日)、18日（土）、19日（日） 4日間

青森県身体障害者福祉センター
ねむのき会館 (青森市)

青森県身体障害者福祉センターねむのき会館
017-738-5033 （竹内）
masanobu.takeuchi@nemunoki.jp

8

岩手県

岩手県

岩手県
岩手県障がい者社会参加推進センター

H28年7月16日(土)、17日(日）、18日(月・祝) 3日間

ふれあいランド岩手 (盛岡市)

岩手県障がい者社会参加推進センター
019-637-5055 （三浦)
taku-m@iwashin.or.jp

9

秋田県

秋田県

一般社団法人 秋田県障害者スポーツ協会

H28年11月19日(土)、20日(日)、26日(土) 3日間

秋田県心身障害者総合福祉センター (秋田市)

秋田県障害者スポーツ協会
018-864-2750 （髙橋）

宮城県

宮城県
宮城県障害者スポーツ協会

H28年10月29日(土)、11月5日(土)、6日(日)、19日(土) 4日間

宮城県障害者福祉センター (仙台市)（1～3日目）
宮城県総合運動公園 （利府町）（4日目）

宮城県障害者スポーツ協会
022-257-1005
kensupo1988@poplar.ocn.ne.jp

仙台市

仙台市
仙台市障害者スポーツ協会

H29年2月11日(土)、12日(日)、25日（日） 3日間

仙台市宮城野区中央市民センター

仙台市障害者スポーツ協会
022-236-8690
sdsa@pop21.odn.ne.jp

10
宮城県
11

12

山形県

山形県

山形県障害者スポーツ指導者協議会

H29年3月18日(土)、19日(日)、20日（月・祝） 3日間

山形県身体障害者福祉会館・体育館
（山形県リハビリセンター） （山形市）

山形県障害者スポーツ指導者協議会
090-8927-5826 （蜂谷）

13

福島県

福島県

福島県
公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会

H28年7月16日(土)、17日(日)、18日(月) 3日間

あづま総合体育館 (福島市)

福島県障がい者スポーツ協会
024-521-8042
fsad2011@gmail.com

14

茨城県

茨城県

茨城県
茨城県障害者スポーツ・文化協会

H29年1月21日(土)、22日(日)、29日（日） 3日間

茨城県立リハビリテーションセンター (笠間市)

茨城県障害者スポーツ・文化協会
029-301-3375

15

栃木県

栃木県

栃木県
特定非営利活動法人 栃木県障害者スポーツ協会

H28年7月2日(土)、7月9日(土)、9月25日(日)、
11月19日(土)、12月3日(土) 5日間

とちぎ福祉プラザ (宇都宮市) 他

栃木県障害者スポーツ協会
028-624-2761

16

群馬県

群馬県

群馬県障害者スポーツ協会

H29年1月14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日（日） 4日間

群馬県立ふれあいスポーツプラザ （伊勢崎市）

群馬県障害者スポーツ協会
0270-63-2600 （加藤）
gunma.id.sports@zb.wakwak.com

17

埼玉県

埼玉県

埼玉県

H28年8月6日(土)、7日(日)、20日(土)、21日(日) 4日間

立正大学熊谷キャンパス (熊谷市)

埼玉県障害者交流センタースポーツ指導担当
障がい者スポーツ指導員養成講習会係
048-834-2248

千葉県

千葉県
一般社団法人千葉県障害者スポーツ協会

H28年11月12日(土)、13日(日)、19日(土)、20日(日) 4日間

千葉県青少年女性会館 (千葉市稲毛区) 他

千葉県障がい者スポーツ協会
043-253-6111
csrad@galaxy.ocn.ne.jp

千葉市

公益財団法人千葉市スポーツ振興財団
千葉市

H28年7月9日（土）、10日（日）、16日（土）、17日（日） 4日間

千葉市中央コミュニティセンター (千葉市中央区) 他

千葉市スポーツ振興財団
043-238-2380
shinko@chibacity.spo-sin.or.jp

東京都

東京都

A日程：H29年1月23日(月)、24日(火)、26日(木)、28日(土)
B日程：H29年1月23日(月)、26日(木)、27日（金）、28日(土) 各4日間

東京都障害者総合スポーツセンター (東京都北区)

東京都障害者総合スポーツセンター講習会担当
03-3907-5631 （スポーツ支援課：矢壁）

18
千葉県
19

20

東京都

（総合ＳＣ） 公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会

№ 都道府県

東京都

21

主催団体

開催地
東京都

（多摩ＳＣ） 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会

講習期間

講習会場

申込問い合わせ先
【TEL・担当者・メール】

A日程：H28年6月5日(日)、18日(土)、25日(土)、26日(日)
B日程：H28年6月5日(日)、19日(日)、25日(土)、26日(日) 各4日間

東京都多摩障害者スポーツセンター (国立市)

東京都多摩障害者スポーツセンター講習会担当
042-573-3811 （スポーツ支援課：若井・萩原）

22

東京都

東京都
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会
一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会

H28年8月6日(土)、7日(日)、21日(日)、9月3日（土) 4日間

有明スポーツセンター (江東区) 他

①スポーツ推進委員 03-3340-5851
（東京都スポーツ推進委員協議会）
②区市町村ｽﾎﾟｰﾂ所管部署職員 03-5206-5586
（東京都障害者スポーツ協会講習会担当）

23

足立区

足立区

H28年11月5日(土)、20日(日)、23日(祝・水)、26日(土) 4日間

輿本小学校 (足立区) 他

足立区地域のちから推進部スポーツ振興課
03-3880-5826 (道木・北村)

葛飾区

葛飾区教育委員会

H29年1月21日(土)、22日(日)、28日（土）、29日（日） 4日間

葛飾区総合スポーツセンター温水プール館

葛飾区教育委員会事務局 生涯スポーツ課 事業係
03-3691-7111 （勝目）

25

目黒区

目黒区

H28年7月6日(水)、8日(金)、11日(月)、12日(火)、13日(水)、15日(金)、22
目黒区立碑文谷体育館 他
日(金)、26日(火)、27日(水)、29日(金) 10日間

目黒区文化･スポーツ部スポーツ振興課計画指導係
03-5722-9317

26

江東区

江東区
公益財団法人 江東区健康スポーツ公社

H28年7月16日(土)、20日(水)、21日(木)、
23日(土)、27日(水)、30日(土) 6日間

江東区スポーツ会館 他

江東区健康スポーツ公社
江東区スポーツ会館 講習会担当
03-3649-1701

27

練馬区

練馬区
特定非営利活動法人 練馬区水泳連盟

H29年1月7日(土)、8日(日)、30日（月）、2月18日（土） 4日間

大泉学園町体育館 中村南スポーツ交流センター
光が丘体育館 (練馬区)

練馬区水泳連盟
03-5905-1161

H29年2月4日(土)、5日(日)、11日（土）、12日（日） 4日間

東部フレンドホール （江戸川区）
長島桑川コミュニティ会館 （江戸川区）

江戸川区文化共育部スポーツ振興課
障害者スポーツ係
03-5662-1523 （中町・塩田）

北区

H29年2月25日(土)、3月5日(日)、11日（土）、12日（日） 4日間

赤羽体育館 （北区）

北区スポーツ推進課スポーツ推進係
03-5390-1134

全国障害者総合福祉センター（戸山サンライズ）

H28年8月2日(火)、3日(水)、4日(木)、5日(金) 4日間

全国障害者総合福祉センター
（戸山サンライズ） (新宿区)

全国障害者総合福祉センター
(戸山サンライズ)養成研修課
03-3204-3611

H29年2月25日(土)、26日(日)、3月5日（日）、12日（日） 4日間

神奈川県立体育センター （藤沢市）

神奈川県身体障害者連合会
045-311-8744
http//kanagawa-kenshinren.or.jp

24
東京都

28

江戸川区 江戸川区

29

北区
東京都

30

東京都

31

神奈川県 神奈川県

32 神奈川県

横浜市

横浜市
障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

H29年2月4日(土)、5日(日)、11日（土）、12日（日） 4日間

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
スポーツ事業課 研修担当
045-475-2050

33

川崎市

川崎市 川崎市障害者スポーツ協会
川崎市障害者スポーツ指導者協議会

H28年11月12日(土)、13日(日)、26日(土) 3日間

川崎市中部身体障害者福祉会館
川崎市等々力陸上競技場

川崎市障害者スポーツ協会
044-245-8041

34

新潟県

新潟県障害者スポーツ協会

H28年12月3日(土)、4日(日) 2日間

十日町情報館 十日町総合体育館 （十日町市）

新潟県障害者スポーツ協会
025-383-3610 （長谷川・嶋田）

H28年12月10日(土)、11日(日) 2日間

神林総合体育館 （村上市）

新潟県障害者スポーツ協会
025-383-3610 （長谷川・嶋田）

新潟県
35

36

新潟県② 新潟県障害者スポーツ協会

富山県

37

富山県

富山県
富山県障害者スポーツ協会

H28年11月26日(土)、27日(日)、12月4日(日)、11（日） 4日間

富山県総合体育センター （富山市）（1、2、4日目）
社会福祉法人セーナー苑体育館 （富山市）（3日目）

富山県障害者スポーツ協会
076-413-2248 （宮林）

石川県

石川県障害者スポーツ協会

①学科講習 H28年11月12日(土)、13日(月) 2日間
②実技 11月19日(土)、20日(日)、12月3日(土)のうち1日以上
③修了式 12月17日(土)

小松サン・アビリティーズ (小松市)

石川県障害者スポーツ指導者協議会事務局
076-220-6421
i-psca@snow.ocn.ne.jp

石川県

石川県

H28年8月20日(土)、21日(日) 2日間

石川県立明和特別支援学校 （野々市市）

石川県障害者スポーツ指導者協議会事務局
076-220-6421
i-psca@snow.ocn.ne.jp

石川県
38

39

福井県

福井県

福井県

H28年11月12日(土)、13日(日)、19日(土) 3日間

福井市研修センター

しあわせ福井スポーツ協会
0776-436-9712
h-sports291@axel.ocn.ne.jp

40

長野県

長野県

長野県
特定非営利活動法人長野県障がい者スポーツ協会

H28年7月16日(土)、17日(日)、18日(月･祝) 3日間

長野県障がい者福祉センター
（サンアップル) (長野市)

長野県障がい者スポーツ協会
026-295-3661 （宮入）

主催団体

申込問い合わせ先
【TEL・担当者・メール】

№ 都道府県

開催地

41

岐阜県

一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会

H29年2月11日(土)、12日(日)、18日(土) 3日間

岐阜県立岐阜盲学校、岐阜県水産会館 （岐阜市）

岐阜県障害者スポーツ協会
058-273-1111（内2541） （松井・前田・天岡）
gisyousupo@human-i-land.com

岐阜県

一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会

H28年12月11日(日)、17日(土)、18日(日) 3日間

岐阜県立岐阜盲学校 （岐阜市）

岐阜県障害者スポーツ協会
058-273-1111（内2541） （松井・前田・天岡）
gisyousupo@human-i-land.com

静岡県

静岡県
公益財団法人静岡県障害者スポーツ協会

H28年12月10日(土)、17日(土)、18日(日) 3日間

静岡県総合福祉会館 (静岡市葵区) 他

静岡県障害者スポーツ協会
054-221-0062
s-spokyo@za.tnc.ne.jp

愛知県

社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会

H28年12月6日(火)、7日(水)、8日(木)
H28年12月17日(土)課外実習 4日間

枇杷島スポーツセンタ－ (名古屋市西区)
名東スポーツセンター （名古屋市名東区）

愛知県社会福祉協議会
052-212-5523

H29年1月7日(土)、14日(土)、21日（土）、28日（日） 4日間

名古屋市総合リハビリテーションセンター

名古屋市障がい者スポーツ指導者協議会 事務局
052-703-6633

H28年7月9日(土)、10日(日)、24日(日) 3日間

三重県身体障害者総合福祉センター (津市)

三重県身体障害者総合福祉センター
059-231-0800 (世古口・伊藤・柳内)
sport@mie-reha.jp

47 近畿ブロック 近畿ブロック 近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会

H29年2月18日(土)、19日(日) 2日間

堺市立健康福祉プラザ

近畿ブロック障がい者スポーツ指導者協議会
FAX：06-6465-8177 （大儀・小野）
info@kinburo.jp

48

講習期間

講習会場

岐阜県
42

43

静岡県

44
愛知県
45

46

名古屋市 名古屋市障がい者スポーツ指導者協議会

三重県

三重県

三重県身体障害者総合福祉センター

滋賀県

滋賀県障害者スポーツ協会

H28年7月30日(土)、31日(日)、9月3日(土)、4日(日) 4日間

滋賀県立障害者福祉センター (草津市)

滋賀県障害者スポーツ協会 (池内)
077-522-6000

京都府

京都府

H28年12月3日(土)、10日(日)、17日(土)
H29年1月7日(土)、8日（日） 5日間

京都市障害者スポーツセンター (京都市左京区)
島津アリーナ京都 （京都市北区）

京都障害者スポーツ振興会事務局
075-712-7010

50

京都府

京都府

H29年2月11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日（日） 4日間

京都学園大学 (京都府亀岡市)

京都障害者スポーツ振興会事務局
075-712-7010

51

大阪市

大阪市
社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会

H28年7月24日（日）、30日（土）、31日（日） 3日間

大阪市長居障がい者スポーツセンター
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター

大阪市障がい者スポーツ指導者養成講習会事務局
06-6606-1631 （澤村・児玉）

堺市

H29年1月15日(日)、22日(日)、29日（日） 3日間

堺市立健康福祉プラザ

堺市立健康福祉プラザスポーツセンター
072-275-5029 （鍋島・上野）

H29年1月7日(土)、14日(土)、21日（土） 3日間

兵庫県立総合リハビリテーションセンター
(神戸市西区)

兵庫県障害者スポーツ協会事務局 （角田）
078-341-7711（内線3039）

滋賀県

49
京都府

大阪府
52

堺市

53

兵庫県

公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会

神戸市

神戸市
15日（金）、22日（金）、29日（金）、8月5日（金）、19日（金）、
社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 障害者スポーツ振興センター

こうべ市民福祉交流センター

神戸市社会福祉協議会 障害者スポーツ振興センター
078-271-5330（赤川・奥野・松村）
office@kobesad.jp

神戸市

神戸市
H29年1月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）、21日（土） 5日間
社会福祉法人神戸市社会福祉協議会 障害者スポーツ振興センター

こうべ市民福祉交流センター

神戸市社会福祉協議会 障害者スポーツ振興センター
078-271-5330 （赤川・奥野）
office@kobesad.jp

奈良県

奈良県
奈良県障害者スポーツ協会

H28年7月2日（土）、3日（日）、9日(土)、10日(日) 4日間

奈良県心身障害者福祉センター (磯城郡田原本町)

奈良県障害者スポーツ協会
0744-33-3393 （黒川）

和歌山県
和歌山県障害者スポーツ協会

H28年8月6日(土)、7日(日)、21日(日) 3日間

和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
(和歌山市)

和歌山県障害者スポーツ協会
073-445-7314 (松下)
wssk@nike.eonet.ne.jp

H28年7月1日（金）、8日（金）、10日（日）、12日（火）、

54

兵庫県

26日（金）、9月4日（日） 11日間
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56

奈良県

57 和歌山県

和歌山県
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鳥取県

鳥取県

鳥取県
一般社団法人 鳥取県障がい者スポーツ協会

H28年7月30日(土)、31日(日) 2日間

鳥取県立鳥取産業体育館 (鳥取市)

鳥取県障がい者スポーツ協会
0857-50-1071
torikensyospo@ts-sawayaka.jp
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島根県

島根県

公益財団法人 島根県障害者スポーツ協会

H28年9月10日(土)、11日(日) 2日間

サン・レイク(島根県立青少年の家） （出雲市)

島根県障害者スポーツ協会事務局
0852-20-7770 （周藤・伊藤）
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岡山県

岡山県

岡山県 岡山市
岡山県障害者スポーツ協会

H29年1月14日(土)、21日(土)、26日(日)、2月5日(土) 4日間

岡山県総合福祉ボランティア・ＮＰＯ会館
(岡山市北区) 他

岡山県障害者スポーツ協会
086-235-4075 （赤木）

主催団体

申込問い合わせ先
【TEL・担当者・メール】

№ 都道府県

開催地
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広島県

広島県障害者スポーツ協会

H29年1月7日(土)、8日(日)、9日(月・祝) 3日間

福山市緑町公園屋内競技場（ローズアリーナ）

広島県障害者スポーツ協会
082-426-3333 （井戸口)
hiroshima-psa@vesta.ocn.ne.jp

62

広島市

広島市障害者スポーツ協会

H28年9月3日（土）、4日(日)、24日(土)、10月20日(木)～23日（日）
H29年1月7日（土）～9日（月・祝）、15日（日）、22日（日）、2月8日（水）

広島市心身障害者福祉センター 他

広島市障害者スポーツ協会
082-263-3394 （渡部）
sisyousp@go9.enjoy.ne.jp
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山口県

山口県
公益社団法人 山口県障害者スポーツ協会

H28年6月25日(土)、26日(日)、7月2日(土) 3日間

サン・アビリティーズ光 (光市)

山口県障害者スポーツ協会
083-901-4065 (横田)
webmaster@syospo-yamaguchi.jp

山口県

山口県
公益社団法人 山口県障害者スポーツ協会

H28年7月23日(土)、24日(日)、8月20日(土) 3日間

パルセンター宇部 (宇部市)

山口県障害者スポーツ協会
083-901-4065 (横田)
webmaster@syospo-yamaguchi.jp

山口県
（下関）

下関市
社会福祉法人 下関市社会福祉協議会
山口県障がい者スポーツ指導者協議会

下関市障害者スポーツセンター
下関市社会福祉センター

下関市障害者スポーツセンター
083-232-1846 （小田・有村）

講習期間

講習会場

広島県
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山口県
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66

香川県

香川県

香川県
社会福祉法人かがわ総合リハビリテーション事業団

H28年7月9日(土)、10日(日) 2日間

かがわ総合リハビリテーション福祉センター (高松市)

かがわ総合リハビリテーション福祉センター
087-867-7686 （藤尾、光吉）
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愛媛県

愛媛県

愛媛県
愛媛県障がい者スポーツ協会

H28年6月25日（土）、26日（日） 2日間

愛媛県身体障害者福祉センター (松山市)

愛媛県障がい者スポーツ協会事務局
089-924-2101 （奥平）
syo-supo@ehime-swc.or.jp
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高知県

高知県

高知県・高知県障がい者スポーツ指導者協議会

H28年12月4日（日）、23日（金・祝） 2日間

高知県立障害者スポーツセンター (高知市)

高知県障がい者スポーツ指導者協議会事務局
088-841-0021 （笹岡）
sassan48@kochi-scfd.com

福岡県

福岡県障害者スポーツ協会

H28年8月20日（土）、21日（日）、27日(土) 3日間

福岡県総合福祉センター
(クローバープラザ) (春日市)

福岡県障害者スポーツ協会
092-582-5223

H28年12月3日(土)、4日(日)、10日(土) 3日間

築上町中央公民館 （築上郡築上町）

福岡県障害者スポーツ協会
092-582-5223

福岡市障がい者スポーツ協会

H28年11月19日(土)、20日(日)、27日(日) 3日間

福岡市立障がい者スポーツセンター

福岡市障がい者スポーツ協会
092-781-0561 （小城）
fukuoka@suporeku-fuku.com

北九州市 北九州市障害者スポーツ協会

H29年1月29日(日)、2月4日(土)、5日(日) 3日間

北九州市障害者スポーツセンター「アレアス」

北九州市障害者スポーツ協会
093-383-2115
shosupokyo@kitakyushu-ssc.jp
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70

福岡県② 福岡県障害者スポーツ協会
福岡県

71

福岡市

72

73

佐賀県

佐賀県

一般社団法人佐賀県障がい者スポーツ協会

H28年12月4日(日)、18日(日)、平成29年1月15日(日) 3日間

身体障害者福祉会館 （佐賀市） 他

佐賀県障がい者スポーツ協会
0952-24-3809
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長崎県

長崎県

一般社団法人 長崎県障害者スポーツ協会

H28年12月10日(土)、11日(日)、17日(土) 3日間

長崎市障害福祉センター

長崎県障害者スポーツ協会
095-894-9686 （亀田、松尾）

75

熊本県

熊本県

熊本県障害者スポーツ・文化協会

H28年11月26日(土)、27日(日)、12月3日(土) 3日間

熊本県社会福祉事業団 (熊本市東区)

熊本障がい者スポーツ指導者協議会
090-9495-3866 （辻）
office@ksssk.jp

大分県

大分県障害者スポーツ指導者協議会

H28年6月26日(日)、7月2日(土)、3日(日) 3日間

太陽の家コミュニティセンター (別府市) 他

大分県障害者スポーツ指導者協議会
0977-66-0277 (服部)
sido6@ooitamejiro.jp

大分県

大分県障がい者体育協会
大分県障害者スポーツ指導者協議会

H28年12月23日(金)、24日(土)、25日(日) 3日間

太陽の家コミュニティセンター (別府市) 他

大分県障がい者体育協会
097-533-6006 (広瀬、光延)

宮崎県

宮崎県障がい者スポーツ協会
宮崎県障がい者スポーツ指導者協議会

H28年11月19日(土)、20日(日)、26日(土) 3日間

宮崎県福祉総合センター (宮崎市) 他

宮崎県障がい者スポーツ協会
0985-27-7417

H28年11月23日(水)、26日(土)、27日(日) 3日間

ハートピアかごしま (鹿児島市)

鹿児島県身体障害者福祉協会
099-228-6271 (前原・前田)

H29年2月4日(土)、11日(土)、12日(日) 3日間

沖縄県体協スポーツ会館 (那覇市)

沖縄県身体障害者福祉協会
098-851-3455 （神里）
jimukyok19@okisin.jp
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大分県
77

78

宮崎県

79 鹿児島県

80

沖縄県

鹿児島県 社会福祉法人 鹿児島県身体障害者福祉協会

沖縄県

沖縄県
社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会

