【都道府県】選手派遣団体
№

自治体名

法人格

団体名称

担当部署

H29.12.20現在

郵便番号

住所１

住所２

電話番号

1

北海道

社会福祉法人

北海道社会福祉協議会

北海道長寿社会推進センター

060-0002

北海道札幌市中央区北2条西7-1

北海道社会福祉総合センター2階

011-271-1574

2

青森県

社会福祉法人

青森県すこやか福祉事業団

青森県長寿社会振興センター

030-0822

青森市中央３－２０－３０

県民福祉プラザ３階

017-777-6311

3

岩手県

公益財団法人

いきいき岩手支援財団

いきいき岩手支援財団

020-0015

盛岡市本町通３－１９－１

岩手県福祉総合相談センター３階

019-626-0196

4

宮城県

社会福祉法人

宮城県社会福祉協議会

人材育成部いきがい健康課

980-0011

宮城県仙台市青葉区上杉1-2-3

自治会館

022-223-1171

5

秋田県

社会福祉法人

秋田県社会福祉協議会

地域福祉・生きがい振興部 生きがい・健康づくり担当

010-0922

秋田県秋田市旭北栄町1-5

秋田県社会福祉会館内

018-824-2888

6

山形県

社会福祉法人

山形県社会福祉協議会

990-0021

山形県山形市小白川町2-3-31

山形県総合社会福祉センター内

023-622-5805

7

福島県

公益財団法人

福島県老人クラブ連合会

事業課

960-8141

福島市渡利字七社宮111

県総合社会福祉センター内

024-523-2131

8

茨城県

社会福祉法人

茨城県社会福祉協議会

茨城わくわくセンター

310-8586

茨城県水戸市千波町1918

茨城県総合福祉会館内

029-243-8989

9

栃木県

社会福祉法人

とちぎ健康福祉協会

事業部事業企画課

320-8503

宇都宮市駒生町3337-1

とちぎ健康の森内

028-627-4710

10 群馬県

公益財団法人

群馬県長寿社会づくり財団

生きがい健康グループ

371-8517

前橋市新前橋町13-12

群馬県社会福祉総合センター内

027-255-6511

11 埼玉県

公益財団法人

いきいき埼玉

高齢者生きがい支援センター 高齢者生きがい支援担当

362-0812

埼玉県北足立郡伊奈町内宿台6-26

埼玉県県民活動総合センター内

048-728-7117

12 千葉県

社会福祉法人

千葉県社会福祉協議会

地域福祉推進部地域福祉推進班

260-8508

千葉県千葉市中央区千葉港4-3

千葉県社会福祉センター2階

043-245-2208

13 東京都

公益財団法人

東京都体育協会

事業部生涯スポーツ課

150-8050

東京都渋谷区神南1-1-1

岸記念体育館３階

03-6804-8122

14 神奈川県

公益社団法人

かながわ福祉サービス振興会

かながわシニアフェスタ事務局

231-0023

横浜市中区山下町23番地

日土地山下町ビル９階

045-640-6128

15 新潟県

社会福祉法人

新潟県社会福祉協議会

長寿社会振興センター

950-8575

新潟県新潟市中央区上所2-2-2

新潟ユニオンプラザ3階

025-285-1400

16 富山県

社会福祉法人

富山県社会福祉協議会

富山県いきいき長寿センター

930-0094

富山県富山市新安住町5-21

富山県総合福祉会館内

076-432-6010

17 石川県

社会福祉法人

石川県社会福祉協議会

長寿生きがいセンター

920-3104

金沢市八田町東1025

18 福井県

社会福祉法人

福井県社会福祉協議会

福井県すこやか長寿センター

910-8516

福井県福井市光陽2-3-22

19 山梨県

社会福祉法人

山梨県社会福祉協議会

400-0005

山梨県甲府市北新1-2-12

20 長野県

公益財団法人

長野県長寿社会開発センター

380-0928

長野市若里7-1-7

21 岐阜県

公益財団法人

岐阜県教育文化財団

健康長寿課

502-0841

岐阜市学園町3丁目42番地

ぎふ清流文化プラザ１階

058-233-8161

22 静岡県

公益財団法人

しずおか健康長寿財団

生きがい推進課

420-0856

静岡市葵区駿府町１－７０

静岡県総合社会福祉会館３階

054-253-4221

23 愛知県

社会福祉法人

愛知県社会福祉協議会

福祉生きがいセンター 長寿生きがい振興部

460-0011

名古屋市東区白壁一丁目５０番地

愛知県社会福祉会館（愛知県白壁庁舎）

052-212-5521

24 三重県

社会福祉法人

三重県社会福祉協議会

514-8552

三重県津市桜橋2-131

三重県社会福祉会館２階

059-227-5145

25 滋賀県

社会福祉法人

滋賀県社会福祉協議会

525-0072

滋賀県草津市笠山7-8-138

滋賀県立長寿社会福祉センター内

077-567-3920

26 京都府

公益財団法人

京都ＳＫＹセンター

604-0874

京都府京都市中京区烏丸通丸太町下ル

ハートピア京都2階

075-241-0226

27 大阪府

一般財団法人

大阪府地域福祉推進財団

540-0012

大阪市中央区谷町7-4-15

大阪府社会福祉会館内

06-4304-0294

28 兵庫県

公益財団法人

兵庫県生きがい創造協会

675-0188

加古川市平岡町新在家902-3

29 奈良県

社会福祉法人

奈良県社会福祉協議会

すこやか長寿センター

634-0061

奈良県橿原市大久保町320-11

奈良県社会福祉総合センター4階

0744-29-0120

30 和歌山県

社会福祉法人

和歌山県社会福祉協議会

和歌山県いきいき長寿社会センター

640-8545

和歌山県和歌山市手平2-1-2

県民交流プラザ「和歌山ビッグ愛」7階

073-435-5214

31 鳥取県

社会福祉法人

鳥取県社会福祉協議会

地域福祉部

689-0201

鳥取県鳥取市伏野1729-5

鳥取県立福祉人材研修センター内

0857-59-6332

32 島根県

社会福祉法人

島根県社会福祉協議会

地域福祉部 長寿社会振興係

690-0011

島根県松江市東津田町1741-3

いきいきプラザ島根5階

0852-32-5981

33 岡山県

社会福祉法人

岡山県社会福祉協議会

地域福祉部 長寿社会推進センター

700-0807

岡山県岡山市北区南方2-13-1

きらめきプラザ内

086-226-2835

34 広島県

社会福祉法人

広島県社会福祉協議会

732-0816

広島県広島市南区比治山本町12-2

35 山口県

社会福祉法人

山口県社会福祉協議会

753-0072

山口県山口市大手町9-6

山口県社会福祉会館内

083-928-2385

36 徳島県

公益財団法人

とくしま"あい"ランド推進協議会

770-0943

徳島市中昭和町１－２

徳島県立総合福祉センター内

088-655-5080

37 香川県

公益財団法人

かがわ健康福祉機構

長寿社会部

760-0017

香川県高松市番町1-10-35

香川県社会福祉総合センター内

087-835-3334

38 愛媛県

社会福祉法人

愛媛県社会福祉協議会

長寿社会振興センター

790-8553

愛媛県松山市持田町3-8-15

愛媛県総合社会福祉会館内

089-921-8344

39 高知県

社会福祉法人

高知県社会福祉協議会

いきいきライフ推進課

780-8567

高知県高知市朝倉戊375-1

高知県立ふくし交流プラザ内

088-844-9054

40 福岡県

社会福祉法人

福岡県社会福祉協議会

816-0804

福岡県春日市原町3-1-7

クローバープラザ6階

092-584-3377

41 佐賀県

公益財団法人

佐賀県長寿社会振興財団

840-0804

佐賀市神野東2丁目3-33

42 長崎県

公益財団法人

長崎県すこやか長寿財団

健康生きがい推進課

852-8104

長崎市茂里町3-24

長崎県総合福祉センター県棟3階

095-847-5212

43 熊本県

一般財団法人

熊本さわやか長寿財団

生きがい推進課

860-0842

熊本市中央区南千反畑町３番７号

熊本県総合福祉センター３階

096-354-3083

44 大分県

社会福祉法人

大分県社会福祉協議会

地域福祉部 地域福祉課 長寿いきいき班

870-0907

大分県大分市大津町2-1-41

大分県総合社会福祉会館内

097-553-1150

45 宮崎県

社会福祉法人

宮崎県社会福祉協議会

長寿社会推進センター

880-8515

宮崎県宮崎市原町2-22

宮崎県福祉総合センター

0985-31-9630

46 鹿児島県

社会福祉法人

鹿児島県社会福祉協議会

長寿社会推進部

890-8517

鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-7

鹿児島県社会福祉センター内

099-250-7441

47 沖縄県

社会福祉法人

沖縄県社会福祉協議会

沖縄県いきいき長寿センター

903-8603

沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1

沖縄県総合福祉センター内

098-887-1344

事業振興課

山口県生涯現役推進センター

076-258-3135
0776-24-2339
山梨県福祉プラザ4階

055-254-8610
026-226-3741

079-424-3380

082-254-3481

0952-31-4165

