都道府県・指定都市障がい者スポーツ指導者協議会
No

団体名

電話

平成30年5月2日現在
FAX
E-mail

北海道ブロック
1

北海道障害者スポーツ指導者協議会
〒068-0043
北海道岩見沢市北3条西7丁目1-27

0126-23-4230
満田つもる様方

0126-23-4230

(満田様）

(満田様）

011-641-8853

011-641-8966

（札幌市事務局岡崎様）

（札幌市事務局岡崎様）

0175-64-0170

0175-64-1129

019-637-5055

019-637-7626

022-257-1005

022-257-1062

022-236-8690

022-236-8691

018-864-2750

018-874-9467

東北ブロック
1

青森県障害者スポーツ指導員会
〒039-3154
青森県上北郡野辺地町字上小中野80-15 あすなろクリーナース内

岩手県障がい者スポーツ指導者協議会
2

〒020-0831
岩手県盛岡市三本柳8-1-3 ふれあいランド岩手内

宮城県障害者スポーツ指導者協議会
3

〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-6-2
宮城県心身障害者福祉センター内 宮城県障害者スポーツ協会気付

仙台市障害者スポーツ指導者協議会
4

〒983-0039
仙台市宮城野区新田東4-1-1

5

仙台市新田東総合運動場 宮城野体育館内

仙台市障害者スポーツ協会内

秋田県障がい者スポーツ指導者協議会
〒010-0922
秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館5階

一般社団法人秋田県障害者スポーツ協会内

山形県障害者スポーツ指導者協議会
6

7

090-8927-5826

〒990-2231
山形県山形市大字大森385番地 山形県身体障害者福祉会館内
福島県障がい者スポーツ指導者協議会
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16 福島県文化スポーツ局スポーツ課

023-686-4084
(山形県障がい者スポーツ協会）

024-521-8042

024-521-7879

029-858-9343

029-858-9343

080-4163-5982

0285-56-6373

0270-61-5120

0270-61-5120

048-834-2248

048-834-3333

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会内

関東ブロック
1

茨城県障がい者スポーツ指導者協議会
〒305-8520
茨城県つくば市天久保4－3－15 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター

2

3

4

5

向後佑香研究室

栃木県障がい者スポーツ指導者協議会
〒329-0615
栃木県河内郡上三川町三村364-4 上野 悟様方
群馬県障がい者スポーツ指導者協議会
〒379-2214
群馬県伊勢崎市下触238-3 群馬県立ふれあいスポーツプラザ内
埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会
〒330-8522
さいたま市浦和区大原3-10-1 埼玉県障害者交流センター内事務局
千葉障がい者スポーツ指導者協議会
〒263-0016
千葉県千葉市稲毛区天台6-5-1

090-9806-8517

一般社団法人千葉県障がい者スポーツ協会気付

東京都障害者スポーツ指導者協議会
6

東京都新宿区神楽河岸1-１

7

8

090-1034-5963

〒162-0823
セントラルプラザ１２Ｆ

公益社団法人東京都障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会気付

神奈川県障がい者スポーツ指導者協議会
〒257-0042
神奈川県秦野市寿町5-6 赤坂美保子様方
横浜市障がい者スポーツ指導者協議会
〒222-0035
神奈川県横浜市港北区烏山町1752

03-5206-5587

（祝日、年末年始を除く
水曜日の13:00～17:00）

（（公社）東京都障害者
スポーツ協会）

0463-81-0913

0463-83-0810

045-475-2053

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール気付

川崎市障がい者スポーツ指導者協議会
9 210-0834
川崎市川崎区大島1-8-6 川崎市障害者社会参加推進センター内
山梨県障がい者スポーツ指導員協議会
10 〒400-0005
山梨県甲府市北新1-2-12 県福祉プラザ1F

044-246-6941

044-245-6943

055-252-0100

055-251-3344

北信越ブロック
新潟県障がい者スポーツ指導者協議会
1

〒950-0121
新潟県新潟市江南区亀田向陽1-9-1

025-383-3610

025-381-1478

0765-54-4080

0765-54-4080

076-220-6421

076-220-6421

0776-43-9712

0776-43-9713

026-295-3661

026-295-3662

058-273-1111

058-273-9308

054-221-0062

054-651-2600

052-212-5523

052-212-5522

052-703-6633

052-704-8370

059-231-0800

059-231-0801

077-522-6000

077-521-8118

075-712-7010

075-712-7010

072-224-3000

072-224-3000

078-362-3280

078-362-9040

090-8982-7294
（会長携帯）

0744-33-1199
（福祉センター）

0736-64-7325

0736-64-7325

新潟ふれ愛プラザ新潟県障害者スポーツ協会内

富山県障がい者スポーツ指導者協議会
2

3

4

5

〒938-0056
富山県黒部市新町105 小島様方
石川県障がい者スポーツ指導者協議会
〒921-8148
石川県金沢市額新保1-442-2
福井県障がい者スポーツ指導者協議会
〒918-8027
福井県福井市福町3-20 しあわせ福井スポーツ協会内
長野県障がい者スポーツ指導者協議会
〒381-0008
長野市大字下駒沢586 長野県障がい者福祉センター（サンアップル）内

中部・東海ブロック
1

岐阜県障害者スポーツ指導者協議会
〒500-8385
岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉農業会館5F

一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会内

静岡県障害者スポーツ指導者協議会
2

〒420-0856
静岡県静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館内 （公財）静岡県障害者スポーツ協会気付

3

4

5

愛知県障害者スポーツ指導者協議会
〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁1-50 愛知県社会福祉会館内
（社福）愛知県社会福祉協議会 福祉生きがいセンター気付
名古屋市障がい者スポーツ指導者協議会
〒465-0055
名古屋市名東区勢子坊2-1501 名古屋市障害者スポーツセンター内
三重県障がい者スポーツ指導者協議会
〒514-0113
三重県津市一身田大古曽小古曽670-2 三重県身体障害者総合福祉センター内

近畿ブロック
1

滋賀県障がい者スポーツ指導者協議会
〒520-0807
滋賀県大津市松本1-2-20 滋賀県農業教育情報センター5階

滋賀県障害者スポーツ協会内

京都障害者スポーツ指導者協議会
2

〒606-8106
京都市左京区高野玉岡町5 京都市障害者スポーツセンター内
京都障害者スポーツ振興会気付
大阪障がい者スポーツ指導者協議会

3

4

〒546-0034
大阪市東住吉区長居公園1-32 大阪市長居障害者スポーツセンター内
ひょうご障害者スポーツ指導者協議会
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

5

6

兵庫県障害者支援課

(公財)兵庫県障害者スポーツ協会内

奈良県障害者スポーツ指導者協議会
〒636-0344
奈良県磯城郡田原本町宮森３４－４ 奈良県心身障害者福祉センター内
和歌山県障害者スポーツ指導者協議会
〒640-0405
和歌山県紀の川市貴志川町岸宮141-3 津村優子様方

または

中・四国ブロック
1

2

3

4

5

6

鳥取県障がい者スポーツ指導者協議会
〒680-0862
鳥取県鳥取市雲山96 ともえビレッジ1F NPO法人Studio-E内
島根県障がい者スポーツ指導者協議会
〒690-0856
島根県松江市薦津町145番地 事務局 細井利美様方
岡山県障がい者スポーツ指導者協議会
〒701-0206
岡山県岡山市南区箕島338-11 高田一雄様方
広島県障がい者スポーツ指導者協議会
〒739-0036
広島県東広島市西条町田口295-3 スポーツ交流センター内
山口県障がい者スポーツ指導者協議会
〒751-0823
山口県下関市貴船町3丁目4－1 下関市障害者スポーツセンター気付
徳島県障害者スポーツ指導者協議会
〒770-0005

0857-50-0677

0857-50-0035

0852-36-8065

0852-36-8065

090-2009-4289

086-282-5416

082-425-6800

082-425-6789

080-1930-0364
083-232-1846
（スポーツセン
ター）

083-227-2555

088-634-2000

088-634-2020

087-867-7686

087-867-0420

089-924-2101

089-923-3717

088-841-0021

088-841-0065

徳島県徳島市南矢三町2-1-59 徳島県立障がい者交流プラザ徳島県障がい者スポーツ協会内

7

8

9

香川県障がい者スポーツ指導者協議会
〒761-8057
香川県高松市田村町1114 かがわ総合リハビリテーションセンター内
愛媛県障がい者スポーツ指導者協議会
〒790-0843
松山市道後町2-12-11 愛媛県身体障がい者福祉センター内
高知県障がい者スポーツ指導者協議会
〒781-0313
高知県高知市春野町内ノ谷1-1 高知県立障害者スポーツセンター内

九州ブロック
1

2

3

4

5

6

福岡障害者スポーツ指導者協議会
080-3223-3177
〒815-0031
福岡県福岡市南区清水1-17-15 福岡市立障がい者スポーツセンター内
佐賀県障害者スポーツ指導者協議会
090-4997-7949
〒840-0816
090-2717-4968
佐賀県佐賀市駅南本町1-16
長崎県障がい者スポーツ指導者協議会
095-923-3030
〒857-2303
長崎県西海市大瀬戸町西濱郷1603-12 大瀬戸厚生園内
熊本障がい者スポーツ指導者協議会
090-9495-3866
〒861-8039
（会長携帯）
熊本県熊本市東区長嶺南2丁目3番2号 熊本県身体障がい者福祉センター内
大分県障害者スポーツ指導者協議会
〒874-0011
大分県別府市亀川1393 （社福）太陽の家内
宮崎県障がい者スポーツ指導者協議会
〒880-0007
宮崎県宮崎市原町2－22

宮崎県福祉総合センター内

0952-26-2662

095-923-3263

096-383-6535

0977-66-0277

0977-67-0453

0985-27-7417

0985-55-0258

099-228-6271

099-228-6710

098-851-7522

098-851-9522

宮崎県障がい者スポーツ協会

鹿児島県障害者スポーツ指導者協議会
7

8

〒890-0021
鹿児島県鹿児島市小野1-1-1 ハートピアかごしま3F
沖縄県障害者スポーツ指導者協議会
〒901-0516
沖縄県島尻郡八重瀬町仲座1038-1 太希おきなわ内

