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010 一般社団法人北海道子ども会育成連合会 会長

朝日 照夫

060-0002 北海道札幌市中央区北2条西7丁目 生涯学習推進センター

9F 011-271-4152

011-271-4152

011 公益社団法人札幌市子ども会育成連合会 会長

田中 昭夫

060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目大通バスセンタービル2号館2階

011-211-3015

011-272-3016

020 一般社団法人青森県子ども会育成連合会 会長

矢野 均

030-0111 青森市荒川字藤戸119-7 青森県総合社会教育センター団体連絡室内

017-739-7800

017-762-7810

030 岩手県子ども会育成連合会

三浦 保治

028-3614 岩手県紫波郡矢巾町又兵エ新田7-214-7

019-697-4957

019-697-5287

040 一般社団法人宮城県子ども会育成連合会 会長

佐藤 眞紀子

983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町4丁目5-1 （一財）宮城県青年会館内

022-299-0737

022-257-5155

041 仙台市子ども会連合会

会長

千葉 貴和子

980-0012 仙台市青葉区錦町1丁目3-9 仙台市未来局子供相談支援センター内 022-214-8602

022-262-4761

050 秋田県子ども会育成連合会

会長

佐々木 正市

010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館1階

018-862-6664

018-853-4112

060 山形県子ども会育成連合会

会長

山口 四郎

990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 山形県村山総合支庁附属棟内

023-642-5315

023-674-7147

会長

ニイダ

024-934-4881

024-934-4881

070 福島県子ども会育成会連合会

会長

マスコ

新井田萬壽子 963-8862 福島県郡山市菜根4丁目1-1 大河原ビル3階3号

080 一般社団法人茨城県子ども会育成連合会 理事長 町田 満

310-0034 茨城県水戸市緑町1-1-18

029-221-6274

029-228-3378

090 一般社団法人栃木県子ども会連合会

内藤 進

320-0066 栃木県宇都宮市駒生1-1-6 栃木県教育会館内

028-621-1154

028-621-1124

100 公益社団法人群馬県子ども会育成連合会 会長

小島 敏雄

371-0044 群馬県前橋市荒牧町2-12 群馬県青少年会館内

027-233-4118

027-212-6226

110 一般社団法人埼玉県子ども会連合会

会長

大鹿 良夫

330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5 埼玉県浦和合同庁舎別館内

048-822-8621

048-833-2820

120 一般社団法人千葉県子ども会育成連合会 会長

黒坂 典雄

260-0001 千葉市中央区都町2丁目1番12号 千葉県都町合同庁舎内

043-310-6357

043-310-6358

130 特定非営利活動法人東京都子ども会連合会 理事長 齋藤 武

112-0012 東京都文京区大塚6-1-14 全国子ども会ビル4階

03-3946-2340

03-3946-2341

140 一般社団法人神奈川県子ども会連合会 会長

山上 武久

241-0815 神奈川県横浜市旭区中尾2-1-14 スカウト会館内

045-365-3424

045-366-2933

141 横浜市子ども会連絡協議会

会長

クドウ

工藤 春治

231-0011

横浜市中区太田町２丁目２３番地横浜メディアビジネスセンター５
045-664-6733
階公益財団法人よこはまユース内

045-664-6734

142 一般社団法人川崎市子ども会連盟

連盟長

新井 久三

213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 生活文化会館3階

044-811-2125

044-811-2126

143 相模原市子ども会育成連絡協議会

会長

カンノ

菅野 泰男

252-0236 相模原市中央区富士見6-6-23 けやき会館3F 社会教育関係団体室内

042-753-6101

042-753-6101

150 一般社団法人新潟県子ども会育成連合会 会長

須田 貴子

951-8131 新潟市中央区白山浦1-300

025-230-5298

025-230-5292

160 一般社団法人富山県児童クラブ連合会

副会長

タチ ユウショウ

舘 勇将

930-0094 富山市安住町5番21号 富山県総合福祉会館内

076-439-8555

076-444-4662

170 石川県子ども会連合会

会長

縄 寛敏

921-8101 石川県金沢市法島町11-8 いしかわ子ども交流センター内

076-243-6501

076-243-6774

180 一般社団法人福井県子ども会育成連合会 会長

山﨑 暢子

918-8135 福井市下六条町14-1 県生活学習館２階

0776-41-3908

0776-41-3916

190 山梨県子どもクラブ指導者連絡協議会

小林 博夫

400-0811 山梨県甲府市川田町506 県立青少年センター別館内

055-226-0924

055-226-0925

会長

会長

ハルジ

ヤスオ

200 一般社団法人長野県子ども会育成連合会 会長

宮澤 淳治

380-0928 長野市若里7丁目1番7号 長野県社会福祉総合センター5F

026-225-0126

026-225-0133

210 一般財団法人岐阜県子ども会育成連合会 理事長 伊藤 和男

500-8384 岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎内

058-278-0133

058-278-0136

220 一般社団法人静岡県子ども会連合会

顧問

河本 功

420-0068 静岡市葵区田町1丁目70-1 静岡県青少年会館内

054-252-6305

054-253-5582

230 愛知県子ども会連絡協議会

副会長

イチカワ ヨシミ

市川 賀三

461-0011 愛知県名古屋市東区白壁1丁目50番地 愛知県社会福祉会館内 052-212-5508

052-212-5507

231 名古屋市子ども会連合会

会長

野瀨 武敬

460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市子ども青少年局青少年家庭課内 052-972-2521

052-972-4439

240 三重県子ども会連合会

会長

小野 欽市

514-0061 三重県津市一身田上津部田1234 生涯学習センター2F

059-233-1165

059-233-1169

250 滋賀県子ども会連合会

会長

アベ ツヨシ

077-523-5353

077-523-5353

安部 侃

520-0044

滋賀県大津市京町4丁目3-28
滋賀県厚生会館1F 滋賀県健康医療福祉部子ども・青少年局分室内

270 一般財団法人大阪府こども会育成連合会 理事長 石橋 寿惠夫

556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目7番3号 りそな・アルテ桜川ビル2階

06-6561-0051

06-6561-0053

271 大阪市子ども会育成連合協議会

会長

中山 良明

540-0006 大阪市中央区法円坂1-1-35 アネックスパル法円坂内

06-6941-1116

06-6943-8906

280 一般社団法人兵庫県子ども会連合会

理事長

イバ

揖場 攝

651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通2丁目1-1 兵庫県福祉センター６F

078-221-4081

078-230-9670

281 神戸市子ども会連合会

会長

小林 晋一

650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3-1

078-366-3774

078-351-0684

290 奈良県子ども会連合会

会長

中巌

639-2135 奈良県葛城市寺口1096-1 奈良県社会教育センター研修施設内 0745-69-6905

0745-69-6905

300 和歌山県子ども会連絡会

会長

筒井 ツルエ

640-8585 和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁青少年・男女共同参画課

073-441-2503

073-441-2501

310 鳥取県子ども会育成連絡協議会

会長

美田 耕一郎

680-0846 鳥取市扇町21番地 県民ふれあい会館内

0857-21-2287

0857-21-2287

320 島根県子ども会連合会

会長

小谷 徹

690-0846 島根県松江市末次町86 教育委員会生涯学習課内

0852-55-5286

0852-55-5543

330 岡山県子ども会連合会

会長

赤澤 正基

700-0807 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ内

086-226-1261

086-226-1303

331 岡山市子ども会育成連絡協議会

会長

関野 雅夫

700-8544 岡山市北区大供1-1-1 岡山っ子育成局地域子育て支援課内

086-232-3422

086-803-1718

340 一般社団法人広島県子ども会連合会

会長

岡本 康成

732-0805 広島県広島市南区東荒神町3-35 広島オフィスセンター内2号館6階

082-263-8725

082-263-8727

341 広島市子ども会連合会

会長

山田 春男

730-0036 広島市中区袋町6-36 合人社ウェンディひと・まちプラザ北棟6階

082-245-4456

082-247-8234

350 一般社団法人山口県子ども会連合会

会長

関谷 博

753-0064 山口市神田町1番80号 防長青年館内

083-928-0007

083-928-1810

360 徳島県子ども会連合会

会長

佐藤 絹子

770-0943 徳島市中昭和町1-2 県立総合福祉センター3階

080-6284-6959 088-656-1173

370 一般社団法人香川県子ども会育成連絡協議会 会長

ヤノ

矢野 晃代

760-0004 香川県高松市西宝町2-6-40 教育会館605

087-834-1265

087-834-1288

380 愛媛県子ども会連合会

会長

山本 素直

790-0864 愛媛県松山市築山町12-33 松山市青少年センター内

089-943-6743

089-943-6743

390 一般社団法人高知県子ども会連合会

会長

杉村 高晴

780-0870 高知市本町4丁目1番37号

088-855-5481

088-855-5481

400 福岡県子ども会育成連合会

会長

原田 正文

811-2402 福岡県糟屋郡篠栗町金出3350-2 福岡県立社会教育総合センター内 092-947-7433

092-947-7499

セツ

テルヨ

401 北九州市子ども会連合会

会長

三好 孝

805-0019 北九州市八幡東区中央2丁目1-1 レインボープラザ6階

093-672-7387

093-616-8238

402 福岡市子ども会育成連合会

会長

伊藤 嘉人

810-0001 福岡市中央区天神1-10-1 北別館5階

092-731-3573

092-741-8887

410 一般社団法人佐賀県子ども会連合会

会長

前田 正義

840-0814 佐賀市成章町7番29号

0952-24-0602

0952-20-6222

420 一般財団法人長崎県子ども会育成連合会 会長

キタミカド

北御門 長蔵

850-0057 長崎市大黒町3番1号 長崎交通産業ビル3階

095-827-4574

095-827-4574

430 熊本県子ども会連合会

会長

丸山 康昭

862-8609 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県教育庁社会教育課内 096-383-9538

096-383-9548

431 熊本市子ども会育成協議会

会長

山本 一郎

861-8074 熊本県熊本市北区清水本町16-10 熊本市健康センター清水分室新館2階

096-288-1164

096-343-5900

440 大分県子ども会育成会連絡協議会

会長

小手川 和彦

874-0014 大分県別府市亀川浜田町23組 山川方（090-2506-7280）

0977-66-9206

0977-66-9206

450 一般社団法人宮崎県子ども会育成連絡協議会 会長

長 秋美

889-2151 宮崎市熊野1443-12 宮崎県スポーツ会館2F

0985-65-5113

0985-65-6007

460 鹿児島県子ども会育成連絡協議会

永野 治

890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 県教育庁社会教育課内

099-286-5341

099-286-5673

ヨヘナ

902-0074 沖縄県那覇市仲井真137番地 102号

098-996-2461

098-996-2462

会長

470 一般社団法人沖縄県子ども会育成連絡協議会 会長

チョウゾウ

チケイ

饒平名知敬

