各都道府県協会の事務局所在地および連絡先

（※応募作品は、
学校・団体等が所在する下記都道府県協会へご応募ください）
都道府県

名

称

郵便番号

事務局所在地

電話番号

北海道

北海道知的障がい福祉協会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2・7 4階

011-271-0228

青森

青森県知的障害者福祉協会 030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ 2階

017-723-1391

岩手

岩手県知的障害者福祉協会 020-0831 盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいランド岩手内

019-637-2700

宮城

宮城県知的障害者福祉協会 983-0836 仙台市宮城野区幸町4-6-2 県障害者福祉センター内

022-293-4005

秋田

秋田県知的障害者福祉協会 010-0922 秋田市旭北栄町1-5 県社会福祉会館 5階

018-864-2715

山形

山形県知的障害者福祉協会 990-0033 山形市諏訪町1-2-7 社会福祉法人愛泉会内

023-664-0256

福島

福島県知的障害者福祉協会 961-8061 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原5-3 県社会福祉事業団事務局内

0248-25-3020

茨城

茨城県心身障害者福祉協会 310-0851 水戸市千波町1918 県総合福祉会館 1階

029-244-7461

栃木

栃木県障害施設・事業協会 320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内

028-678-2943

群馬

群馬県知的障害者福祉協会 371-0843 前橋市新前橋町13-12 県社会福祉総合センター 5階

027-255-6592

埼玉

埼 玉 県 発 達 障 害 福 祉 協 会 330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ内

048-822-1191

千葉

千葉県知的障害者福祉協会 274-0054 船橋市金堀町499-1 大久保学園内

047-457-2462

東京

東 京 都 発 達 障 害 支 援 協 会 185-0021 国分寺市南町2-11-14 トミービル 3階

042-300-1366

神奈川

神奈川県知的障害施設団体連合会 221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 県社会福祉会館内

045-316-5610

山梨

山梨県知的障害者支援協会 404-0201 山梨市三富川浦2203 白樺園内

0553-39-2714

長野

長野県知的障がい福祉協会 380-0936 長野市大字中御所字岡田98‒1 長野保健福祉事務所庁舎内

026-225-0704

静岡

静岡県知的障害者福祉協会 420-0856 静岡市葵区駿府町1-70 県総合社会福祉会館 3階

054-254-6341

愛知

愛知県知的障害者福祉協会 440-0837 豊橋市三ノ輪町字本興寺41-1 第一丸中ビル 2階

0532-87-4333

岐阜

岐阜県知的障害者支援協会 500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 県福祉・農業会館内

058-213-0062

三重

三重県知的障害者福祉協会 514-2313 津市安濃町今徳247 まもり苑内

059-268-1115

新潟

新潟県知的障害者福祉協会 940-2502 長岡市寺泊藪田6789-4 コロニーにいがた白岩の里内

0258-75-5321

富山

富山県知的障害者福祉協会 939-2298 富山市坂本3110 社会福祉法人セーナー苑内

076-467-5093

石川

石川県知的障害者福祉協会 920-8557 金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館内

076-264-1728

福井

福井県知的障害者福祉協会 910-0026 福井市光陽2-3-22 県社会福祉センター 3階

0776-63-5099

滋賀

滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会 520-3194 湖南市石部が丘2-1-1 社会福祉法人大木会内

0748-77-2532

京都

京都知的障害者福祉施設協議会 601-8047 京都市南区東九条下殿田町24 社会福祉法人京都ライフサポート協会「若杉」内

075-366-6699

大阪

大 阪 知 的 障 害 者 福 祉 協 会 542-0012 大阪市中央区谷町7-4-15 府社会福祉会館内

06-6763-3785

兵庫

兵庫県知的障害者施設協会 651-0062 神戸市中央区坂口通2-1-1 県福祉センター 5階

078-862-6026

奈良

奈良県知的障害者施設協会 639-0261 香芝市尼寺616 ゆらくの里内

0745-77-8788

和歌山

和歌山県知的障害者福祉協会

073-487-4352

鳥取

鳥取県知的障害者福祉協会 689-0201 鳥取市伏野1729-5 県立福祉人材研修センター内

0857-59-6336

島根

島根県知的障害者福祉協会 690-0011 松江市東津田町1741-3 いきいきプラザ島根内

0852-61-2002

岡山

岡山県知的障害者福祉協会 700-0807 岡山市北区南方2-13-1 県総合福祉・ボランティア・NPO会館 2階

086-226-7711

広島

広島県知的障害者福祉協会 732-0816 広島市南区比治山本町12-2 県社会福祉会館内

082-254-3416

山口

山口県知的障害者福祉協会

083-925-2424

徳島

徳島県知的障害者福祉協会 771-0219 板野郡松茂町笹木野字八北開拓236-1 吉野川育成園内

088-699-2055

香川

香川県知的障害者福祉協会 769-2702 東かがわ市松原1387 白鳥園内

0879-26-9331

愛媛

愛媛県知的障害者福祉協会 791-1121 松山市中野町甲640 はばたき園内

089-963-3772

高知

高知県知的障害者福祉協会 782-0051 香美市土佐山田町楠目３６６０ かがみの育成園内

0887-53-2174

福岡

福岡県知的障がい者福祉協会 816-0804 春日市原町3-1-7 クローバープラザ 6階

092-584-3377

佐賀

佐賀県知的障害者福祉協会 840-0021 佐賀市鬼丸町7-18 県社会福祉協議会内

0952-23-4248

長崎

長崎県知的障がい者福祉協会 852-8555 長崎市茂里町3-24 県総合福祉センター内

095-842-7007

熊本

熊本県知的障がい者施設協会 860-0842 熊本市中央区南千反畑町3-7 県社会福祉協議会内

096-324-5462

大分

大分県知的障害者施設協議会 870-0907 大分市大津町2-1-41 県社会福祉協議会内

097-558-0319

宮崎

宮崎県知的障害者施設協議会 880-8515 宮崎市原町2-22 県福祉総合センター内

0985-22-3380

鹿児島

鹿児島県知的障害者福祉協会 890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 県社会福祉センター内

099-256-6796

沖縄

沖縄県知的障害者福祉協会 904-2143 沖縄市知花6-36-2 楓葉館内

098-989-4949

640-1162

海南市上谷777-1 太陽の丘内

753-0072 山口市大手町9-6 県社会福祉会館内

第８回

全国小・中学生

障がい福祉ふれあい作文コンクール

第８回

障がい福祉ふれあい
作文コンクール
テーマ

〈作文コンクールの目的〉

全国小・中学生

障がいのある方とふれあって

～わたしにとっての障がい福祉～

小・中学生の皆さんが、日頃の生活やボランティア活動

本コンクールは、将来を担う子どもたちが、小・中

の中で体験したこと、感じたことなどがテーマです。

学生の多感な時期に、これまでの生活の中での障がい

思いやりや助け合い、優しい気持ちや温かい気持ちに
なったこと、感動した

のある方とのふれあいや、学校生活、福祉ボランティア

ことなどを自由に

などでの体験等を作文にすることで、障がいのある方

書いてください。

の暮らしに関心を持ち、今後の福祉を考えるきっかけ

となることを目指します。また、受賞作品の公表を通

じて、障がいの有無に関わらず相互に人格と個性を大

応募資格

切にし、共に支え合う社会の実現に寄与することを目

全国の

的としています。

募集期間

6月1日(火)～9月17日(金)

小学生
中学生
応募締切

都道府県協会／選抜

※応募作品は、各都道府県協会で選抜され、日本知的障害
者福祉協会へ推薦されます。

令和３年

9月1７日金
消印有効

日本知的障害者福祉協会／選考

※都道府県協会からの推薦作品は、日本知的障害者福祉
協会の選考委員会で審査され、優秀作品は表彰されます。

各大臣賞･会長賞の受賞者のお名前や作品は
日本知的障害者福祉協会のホームページや、
作文コンクール作品集等において公表し、
広く啓発活動に活用させていただきます。

大臣賞・会長賞・入選者発表

令和４年1月下旬～２月上旬(予定)

★ 可能な限り、学校・団体等を通じてご応募ください。★

主

催／公益財団法人 日本知的障害者福祉協会

後 援／文部科学省 厚生労働省
(予定) 社会福祉法人全国社会福祉協議会
一般財団法人児童健全育成推進財団
全国特別支援学級･通級指導教室設置学校長協会
全日本特別支援教育研究連盟
お問い
合わせ

公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 事務局
(作文コンクール担当係)

TEL:03-3438-0466 FAX:03-3431-1803
E-mail：sakubun@aigo.or.jp
本会ホームページ

http://www.aigo.or.jp/

