３ 教育関係団体一覧
（平成24年8月1日現在）
名

称

国公立幼稚園長会

長野県保育園連盟

長野県小学校長会

長野県中学校長会

長野県特別支援学校校長会

長野県高等学校長会

長野県ＰＴＡ連合会

長野県高等学校ＰＴＡ連合会

郵便番号

事務局所在地

松本市蟻ヶ崎2-4-50
松本幼稚園内
長野市若里 7-1-7
380-0928
長野県社会福祉総合センター内
長野市上千歳町 1365-2
380-0821
鍋屋田小学校内
390-0861

〃

〃

千曲市大字野高場 1795
稲荷山養護学校内
長野市妻科 419
380-0872
長野県妻科庁舎内
387-0022

長野市旭町 1098
信濃教育会館内
長野市中御所 1-20-1
380-0935
裾花ビル2F
380-0846

長野県市町村教育委員会連絡協議会

380-8512

南佐久郡町村教育委員会連絡協議会

384-1211

北佐久郡町村教育委員会連絡協議会

384-2305

上小市町村教育委員会連絡協議会

386-0602

諏訪地方市町村教育委員会協議会

392-0004

上伊那市町村教育委員会連絡協議会

396-8666

飯伊市町村教育委員会連絡協議会

395-0034

木曽郡町村教育委員会連絡協議会

397-0001

東筑摩郡町村教育委員会連絡協議会

390-0852

大北市町村教育委員会連絡協議会

398-0002

更埴郡市教育委員会連絡協議会

389-0892

上高井郡町村教育委員会連絡協議会

382-8510

中高地区教育委員会連絡協議会

389-2592

上水内郡教育委員会連絡協議会

389-1293

飯水地方教育委員会連絡協議会

389-2292

長野県公立学校施設整備期成会

380-8570

長野市大字鶴賀緑町 1613
長野市教育委員会内
南佐久郡南相木村 4435
南相木村教育委員会内
北佐久郡立科町大字芦田 2532
立科町教育委員会内
小県郡長和町長久保 455
長和町教育委員会内
諏訪市諏訪 1-23-10
諏訪教育博物館内
伊那市荒井 3497
南信教育事務所内
飯田市追手町 2-678
南信教育事務所飯田事務所内
木曽郡木曽町福島 5787-3
木曽町教育委員会内
松本市島立 1020
中信教育事務所内
大町市大字大町 1058-33
大北福祉会館内
千曲市大字戸倉 2388
千曲市教育委員会内
上高井郡高山村高井 4972
高山村教育委員会内
下高井郡野沢温泉村豊郷 9817
野沢温泉村教育委員会内
上水内郡飯綱町大字牟礼 2795-5
飯綱町教育委員会内
飯山市大字飯山 1110-1
飯山市教育委員会内
長野市南長野字幅下 692-2
県教育委員会義務教育課内

電話番号
(0263)32-0904

(026)228-4415

(026)234-3579

〃

(026)272-2068

(026)237-2888

(026)235-4361

(026)223-2015

(026)227-0601

(0267)78-2433

(0267)56-2311

(0268)49-2224

(0266)58-2977

(0265)76-6861

(0265)53-0460

(0264)22-2257

(0263)47-7800

(0261)21-2060

(026)275-0004

(026)245-1100

(0269)85-3115
(026)253-4769
(0269)62-3111
(026)235-7424

名

称

長野県産業教育振興会
（財）長野県産業教育振興基金
長野県高等学校定時制・通信制教育振
興会

郵便番号
380-0948

事務局所在地
長野市差出南 3-9-1
長野工業高等学校内

〃

電話番号
(026)227-8555
〃

〃

松本市島立 2237
松本筑摩高等学校内
長野市南長野字幅下 692-2
380-8570
県教育委員会教学指導課内
上田市菅平高原1223-1419
386-2204
上田市立菅平小・中学校内

(026)235-7435

長野県同和教育推進協議会

380-0872 長野市妻科 419

(026)234-6907

（社）長野県連合婦人会

380-0836 長野市南県町 688-2

（社）ガールスカウト日本連盟長野県
支部

394-0027 岡谷市中央町1-1

日本ボーイスカウト長野県連盟

390-0851 松本市島内 8880

長野県公民館運営協議会

380-8570

（財）長野県学校科学教育奨励基金
長野県へき地教育振興協議会

長野県図書館協会
長野県視聴覚教育協議会
長野県社会教育委員連絡協議会

390-8531

妻科庁舎内

387-0007 千曲市屋代 260-6

（社）長野県文化財保護協会

380-8570

長野県芸術文化協会
（財）長野県文化振興事業団
公立学校共済組合長野支部
長野県学校保健会

(0268)74-2014

婦人会館内

(026)232-6232

ララオカヤC棟2階

（0266）21-1666
(0263)34-1300

長野市南長野字幅下 692-2
県庁東庁舎内
長野市若里 1-1-4
380-0928
県立長野図書館内
長野市南長野字幅下 692-2
380-8570
県教育委員会文化財・生涯学習課内
長野市南長野字幅下 692-2
〃
県教育委員会文化財・生涯学習課内

長野県博物館協議会

(0263)47-1351

県立歴史館内

長野市南長野字幅下 692-2
県教育委員会文化財・生涯学習課内
長野市南長野字幅下 692-2
〃
県企画部生活文化課内
長野市若里 1-1-3
380-0928
県民文化会館内
長野市南長野字幅下 692-2
380-8570
県教育委員会保健厚生課内
長野市南長野字幅下 692-2
〃
県教育委員会保健厚生課内

(026)232-0111
(026)217-9201
(026)235-7437
〃
(026)274-2000
(026)235-7441
(026)235-7442
(026)291-4800
(026)235-7443
(026)235-7444

（財）長野県学校給食会

381-0103 長野市若穂川田 3800-5

（社）長野県医師会

380-8571

長野市若里 7-1-5
県医師会館内

(026)226-3191

（社）長野県歯科医師会

380-8583

長野市岡田町 96
県歯科医師会館内

(026)227-5711

（社）長野県薬剤師会

390-0802 松本市旭 2-10-15

(0263)34-5511

（財）長野県教職員互助組合

380-0846

長野市旭町 1098
信濃教育会館内

(026)234-2151

〃

長野市旭町 1098
信濃教育会館内

(026)232-5331

（公財）長野県体育協会

380-0872 長野市南長野字聖徳 545-1

(026)235-3483

長野県体育施設協会

390-1131

（財）長野県退職教職員互助組合

松本市今井 3443
長野県体育センター内

(026)282-6080

(0263)86-0218

名

称

郵便番号

事務局所在地
長野市南長野字幅下 692-2
県教育委員会スポーツ課内
長野市上松 1-16-12
金鵄会館内
長野市三輪 1252
長野市柳町中学校内
松本市美須々 2-1
松本美須々ヶ丘高等学校内
長野市南長野字聖徳 545-1
(県体協内)
長野市南長野字幅下 692-2
県教育委員会スポーツ課内

長野県スポーツ推進委員協議会

380-8570

長野県高等学校体育連盟

380-0802

長野県中学校体育連盟

380-0803

長野県高等学校野球連盟

390-8602

長野県スポーツ指導者委員会

380-0872

（公財）スポーツ安全協会長野県支部

380-8570

（公社）信濃教育会

380-0846 長野市旭町 1098

（社）長野県私立幼稚園協会

380-8570

電話番号
(026)235-7449
(026)234-1205
(026)234-4485
(0263)33-3720
(026)235-3483

(026)219-2474

(026)232-2470

長野市南長野字幅下 692-2
(026)235-3353
長野県庁東庁舎２階 私学団体事務局内

長野県私立中学高等学校協会

〃

〃

〃

（社）長野県私学教育協会

〃

〃

〃

（社）長野県専修学校各種学校連合会

〃

〃

〃

（社）長野県私立短期大学協会

〃

〃

〃

長野県教職員組合

長野県校長教頭組合

380-0846 長野市旭町 1098

〃

長野県高等学校教職員組合

380-8790 長野市県町 593

（財）日本教育公務員弘済会長野支部

380-0836

(026)235-3700

〃

(026)232-0424

高校教育会館

(026)234-2216

長野市南長野南県町999-18
不動産会館ビル内

(026)224-0611

