財団法人全日本ろうあ連盟 加盟団体一覧 （2017年11月16日更新）
都道府県名
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

団体名
公益社団法人北海道ろうあ連盟
一般社団法人青森県ろうあ協会
一般社団法人岩手県聴覚障害者協会
一般社団法人宮城県聴覚障害者協会
一般社団法人秋田県聴力障害者協会
一般社団法人山形県聴覚障害者協会
一般社団法人福島県聴覚障害者協会
一般社団法人茨城県聴覚障害者協会
一般社団法人栃木県聴覚障害者協会
一般社団法人群馬県聴覚障害者連盟
一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会
社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会
公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構
東京都聴覚障害者連盟
神奈川県聴覚障害者連盟
一般社団法人山梨県聴覚障害者協会
一般社団法人新潟県聴覚障害者協会
社会福祉法人長野県聴覚障害者協会
社会福祉法人富山県聴覚障害者協会
社会福祉法人石川県聴覚障害者協会
福井県ろうあ協会
一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
一般社団法人愛知県聴覚障害者協会
一般社団法人三重県聴覚障害者協会
一般社団法人滋賀県ろうあ協会
一般社団法人京都府聴覚障害者協会
公益社団法人大阪聴力障害者協会
公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会
一般社団法人奈良県聴覚障害者協会
一般社団法人和歌山県聴覚障害者協会
公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会
島根県ろうあ連盟
公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会
一般社団法人広島県ろうあ連盟
一般社団法人山口県ろうあ連盟
特定非営利活動法人徳島県聴覚障害者福祉協会
公益社団法人香川県聴覚障害者協会
愛媛県聴覚障害者協会
一般社団法人高知県聴覚障害者協会
社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会
一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会
一般社団法人長崎県ろうあ協会
一般財団法人熊本県ろう者福祉協会
社会福祉法人大分県聴覚障害者協会
社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会
一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会
一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会

代表者
理事長 山根昭治
会長 小沢千枝子
会長 千葉 孝
会長 小泉正壽
会長 工藤憲一
会長 小野善邦
会長 吉田正勝
会長 会沢隆典
理事長 稲川和彦
理事長 早川健一
理事長 小出真一郎
理事長 植野圭哉

郵便番号
〒060-0002
〒030-0944
〒020-0831
〒983-0836
〒010-0922
〒990-0021
〒960-8141
〒310-0844
〒320-8508
〒371-0843
〒330-8522
〒260-0022

会長 粟野達人
理事長 河原雅浩
理事長 小椋武夫
会長 石川 渉
理事長 井出萬成
理事長 石倉義則
理事長 南 武
会長 丸山継男
会長 水野義弘
会長 藤原基時
理事長 服部芳明
会長 深川誠子
会長 辻 久孝
会長 浅井ひとみ
会長 大竹浩司
理事長 本郷善通
理事長 村上武志
会長 福田美枝子
理事長 下垣彰則
連盟長 廣戸 勉
会長 中西厚美
理事長 迫田和昭
理事長 赤井正志
理事長 平 光江
理事長 近藤龍治
会長 参鍋由美
会長 竹島春美
理事長 大澤五恵
理事長 中村 稔
会長 坂口義久
理事長 福島哲美
理事長 西村 務
理事長 松浦邦晴
会長 大久保正代
会長 野原龍信

住所
札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル4F
青森市筒井字八ツ橋 76-9 県聴覚障害者情報センター内
盛岡市三本柳13地割42番1号
仙台市宮城野区幸町4-6-2 宮城県障害者福祉センター内
秋田市旭北栄町1-5 県社会福祉会館1F
山形市小白川町2-3-30 山形県聴覚障がい者情報支援センター内
福島市渡利字七社宮111 県総合社会福祉センター内
水戸市住吉町349-1 県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」内
宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
前橋市新前橋町13-12 県社会福祉総合センター内
さいたま市浦和区大原3-10-1 県障害者交流センター内
千葉市中央区神明町204-12

電話番号
011-221-2695
017-728-2279
019-601-2020
022-293-5531
018-864-2782
023-615-3582
024-522-0681
029-248-0882
028-621-8010
027-255-6404
048-824-5277
043-308-6372

FAX番号
011-281-1289
017-728-2273
019-601-2021
022-293-5532
018-864-2782
023-615-3583
024-563-6228
029-246-0998
028-621-7896
027-255-6870
048-825-0774
043-308-5562

〒150-0011 渋谷区東1-23-3 東京聴覚障害者自立支援センター3F

03-5464-6055～6

03-5464-6057

〒251-0052
〒400-0053
〒950-0121
〒381-0008
〒930-0806
〒920-0964
〒910-0026
〒500-8384
〒420-0856
〒460-0001
〒514-0003
〒525-0032
〒604-8437
〒540-0012
〒650-8691
〒634-0061
〒640-8319
〒683-0845
〒690-0011
〒700-0807
〒734-0007
〒747-1221
〒770-0005
〒761-8074
〒790-0811
〒780-0928
〒816-0804
〒840-0826
〒852-8114
〒862-0950
〒870-0907
〒880-0051
〒890-0021
〒903-0804

055-269-6694
025-381-1956
026-295-3612
076-441-7331
076-264-8615
0776-22-2538
058-278-1301
054-254-6303
052-221-8545
059-229-8540
077-564-7722
075-432-7705
06-6761-1394
078-371-5613
0744-29-0133
073-488-5243
0859-30-3720
0852-32-5959
086-224-2275
082-252-0303
083-986-2818
088-631-1666
087-868-9200
089-923-7928
088-822-2794
092-582-2414
0952-22-7307
095-847-2681
096-383-5587
097-551-2152
0985-38-8733
099-228-2016
098-886-8355

0466-26-5454
055-269-6695
025-381-4699
026-295-3610
076-441-7305
076-261-3021
0776-22-0321
058-274-1800
054-254-6294
052-221-8154
059-223-4330
077-564-4157
075-841-8433
06-6768-3833
078-371-0277
0744-29-0134
073-488-5233
0859-30-3131
0852-32-5922
086-224-2270
082-252-0309
083-963-4380
088-631-1666
087-868-9201
089-923-7928
088-875-5307
092-582-2419
0952-22-7307
095-847-2572
096-384-5937
097-556-0556
0985-29-2279
099-228-6357
098-882-5911

藤沢市藤沢933-2 神奈川県聴覚障害者福祉センター内
甲府市大里町4225-1 コアタウン6号
新潟市江南区亀田向陽1-9-1 新潟ふれ愛プラザ内
長野市下駒沢586 県障害者福祉センター内
富山市木場町2-21 富山県聴覚障害者センター
金沢市本多町3-1-10 県聴覚障害者センター内
福井市光陽2-3-22 県社会福祉センター内
岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館6階
静岡市葵区駿府町1-70 県総合社会福祉会館5F
名古屋市中区三の丸1-7-2 桜華会館内
津市桜橋2-131 県社会福祉会館内
草津市大路2-11-33 県立聴覚障害者センター2F
京都市中京区西ノ京東中合町2番地 京都市聴覚言語障害センター気付
大阪市中央区谷町5-4-13 大阪府谷町福祉センター大阪ろうあ会館内
神戸市中央区相生町2-2-8 新神戸ビル東館2F
橿原市大久保町320-11 県社会福祉総合センター内
和歌山市手平2-1-2 和歌山ビッグ愛 6階
鳥取県米子市旗ヶ崎6丁目19-48
松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根2F
岡山市北区南方2-13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館（きらめきプラザ）4F
広島市南区皆実町1丁目6-29 広島県健康福祉センター2F
山口市鋳銭司南原2364-1 県聴覚障害者情報センター
徳島市南矢三町2-1-59 徳島県立障害者交流プラザ内
高松市太田上町405-1 県聴覚障害者福祉センター内
松山市本町6-11-5 県視聴覚福祉センター内
高知市越前町2-4-5-3F
春日市原町3-1-7 クローバープラザ3F
佐賀市白山2丁目1-12 佐賀商工ビル4F
長崎市橋口町10-22 長崎県聴覚障害者情報センター
熊本市中央区水前寺6-9-4 熊本聴覚障害者総合福祉センター内
大分市大津町1-9-5 大分県聴覚障害者センター内
宮崎市江平西2-1-20 県立聴覚障害者センター内
鹿児島市小野1-1-1 「ハートピアかごしま」3F
那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター西棟3F

