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北海道

北海道

（特非）札幌障害者活動支援センターライフ 北海道札幌市中央区南８条西2-5-74
（一財）北海道歴史文化財団 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌50-1
就労支援ブリッジ 北海道札幌市西区山の手3条3-3-14
（社福）ゆうゆう 北海道石狩郡当別町六軒町70-18
旭川点訳朋の会 北海道旭川市7条通14-66-15
黒松内町ブナセンター 北海道寿都郡黒松内町字黒松内512-1
（社福）千歳視覚障害者福祉協会 北海道千歳市東郊2-2-1-902
（社福）せらぴ 就労支援センターOm‐net 北海道千歳市末広4-1-13

東北

青森県 岩手県 宮城県

（特非）青森県消費者協会 青森県青森市中央3-20-30 （社福）釜石市社会福祉協議会 岩手県釜石市大渡町3-15-26 宮城県視覚障害者情報センター 宮城県仙台市青葉区上杉6-5-1
（一社）青森県視覚障害者福祉会 青森県青森市大字石江江渡5-1

秋田県 山形県 福島県

秋田県立視覚支援学校 秋田県秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢3番127 （社福）山形県身体障害者福祉協会 山形県山形市大字大森385 福島学院大学 福島県福島市本町2-10
（特非）山形県視覚障害福祉協会 山形県山形市小白川町2-3-31 （特非）えいど福島　共同作業所 ぽけっと 福島県福島市瀬上町荒町７８
（特非）輝きネットワーク メディアかがやき 山形県山形市東山形1-5-16
（任団）東北RELATIONSHIP 山形県山形市中野533-2
パソコンチャレンジ倶楽部 山形県北村山郡大石田町岩ヶ袋819-3

山形県難病相談支援センター 山形県山形市小白川町2-3-30
山形県網膜色素変性症協会 山形県酒田市山田20-2
山形県立点字図書館 山形県山形市十日町1-6-6
（特非）山形市視覚障害者福祉協会 山形県山形市小白川町２丁目３−３

関東

茨城県 栃木県 群馬県

（一社）茨城県リハビリテーション専門職協会 茨城県水戸市緑町3-5-35 （特非）セブンナーサリー　事務局 栃木県宇都宮市若草4-18-6 前橋市水道局 群馬県前橋市岩神町3-13-15

埼玉県 千葉県

耀の会（ボランティア団体協議会） 埼玉県和光市新倉2-27-255 （社福）佐倉市社会福祉協議会 千葉県佐倉市海隣寺町８７番地
（一社）埼玉県障害者スポーツ協会 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5 （公財）千葉県文化振興財団　千葉県文化会館 千葉県千葉市中央区市場町11-2
国立障害者リハビリテーションセンター 埼玉県所沢市並木4-1 （公財）東金文化・スポーツ振興財団　東金文化会館 千葉県東金市八坂台1-2107-3
埼玉県立特別支援学校 塙保己一学園 埼玉縣川越市笠幡85-1 成田市立図書館 千葉県成田市赤坂１－１−３
（一財）埼玉水道サービス公社 埼玉県さいたま市北区東大成町2-445-1 （特非）千葉盲ろう者友の会 千葉県千葉市花見川区浪花町956-3-102
国立職業リハビリテーションセンター 埼玉県所沢市並木4-2 （社福）あかね ワークアイ・船橋 千葉県船橋市本中山3-21-5
（特非）みのり 埼玉県東松山市高坂766-1
（社福）鶴ヶ島市社会福祉協議会 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木16-1（鶴ヶ島市役所６Ｆ）

東京都 東京都 神奈川県

都立文京盲学校 東京都文京区後楽1-7-6 厚生労働省 保健局 東京都千代田区霞が関1-2-2 （独）水産総合研究センター 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3
（一社）ソウスマイル スマイルパークCHOFU 東京都調布市東つつじヶ丘2-27-4 まつばらけやき相談支援センター 東京都世田谷区松原6-43-17 横浜市立盲特別支援学校 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-26
（社福）世田谷区社会福祉事業団 東京都世田谷区世田谷1-23-2 （公財）世田谷区産業振興公社 東京都世田谷区太子堂2－16－7 （社福）川崎市社会福祉協議会 神奈川県川崎市中原区上小田中6-22-5
（一財）世田谷トラストまちづくり 東京都世田谷区松原6-3-5 （社福）多摩市社会福祉協議会 東京都多摩市南野3-15-1 （公財）日本盲導犬協会 神奈川県横浜市港北区新吉田町6001-9
（公社）東京都障害者スポーツ協会 東京都新宿区神楽河岸１番１号 （社福）日本点字図書館 東京都新宿区高田馬場1-23-4 川崎市視覚障害者情報文化センター 神奈川県川崎市川崎区堤根34-15
最高裁判所 東京都千代田区隼町４番２号 （特非）フラウネッツ 東京都港区南青山3-6-7-302 綾瀬市寺尾天台自治会第四区 神奈川県綾瀬市寺尾西1-14-1

（特非）日本ブラインドサッカー協会 東京都新宿区百人町1-23-7 （特非）らぷらんど調布 東京都調布市小島町3-33-1-202
（公財）横浜市芸術文化振興財団
 　横浜みなとみらいホール

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-1

（社福）瑞穂町社会福祉協議会 東京都西多摩郡瑞穂町石畑2008 （独）教職員支援機構 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 （独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 神奈川県横浜市中区本町6-50-1
なんやかんや 東京都八王子市台町2-16-3 A602 東京都埋蔵文化財センター 東京都多摩市落合1-14-2 （特非）ここずっと 神奈川県相模原市南区相模大野9-6-18

（社福）共生会SHOWA 東京都世田谷区太子堂１－12－40 品川区第二地域センター　六丁目睦会 東京都品川区南品川6-4-1
横須賀市点字図書館
　パソコンサポートボランティア

神奈川県横須賀市小矢部1-25-1-303

（任団）生活工房ひとくふう 東京都品川区平塚2-16-12 （公財）東京都スポーツ文化事業団 東京都新宿区荒木町13-4 （一社）日本ユニバーサル美容協会 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2
（特非）はぴシェア 東京都新宿区西新宿1-25-1 気象庁 東京都千代田区大手町1-3-4 横浜市水道局 神奈川県横浜市中区山下町２３番地
（公財）日本太鼓財団 東京都港区虎ノ門1-11-2 （公財）児童育成協会 東京都世田谷区野毛2-15-19 （社福）相模原市社会福祉事業団 神奈川県相模原市中央区松が丘1-23-2

裁判官訴追委員会事務局 東京都千代田区永田町2-1-2 （社福）めぐはうす 東京都世田谷区松原3-40-7-201.
神奈川県障がい者芸術文化活動支援センタ
ー
　認定NPO法人STスポット横浜

神奈川県横浜市西区北幸1-11-15

（特非）視覚障がい者ネットワーク（コトリナ） 東京都国分寺市泉町3-26-23 （社福）南東北福祉事業団 東京都世田谷区松原6-37-1 神奈川県平塚盲学校 神奈川県平塚市追分10-1
（公財）東京都歴史文化財団
　アーツカウンシル東京

東京都千代田区九段北4-1-28 （特非）ソーシャルケア清和会 東京都世田谷区三軒茶屋2-49-6-104 相模原市視覚障害者協会 神奈川県相模原市南区下溝1559-1
（社福）なごみ福祉会 東京都世田谷区北烏山3-11-5 （株）TBSラジオ 東京都港区赤坂5-3-6
（社福）友愛十字会 東京都港区芝1-8-23 （特非）日本スポーツボランティアネットワーク 東京都港区赤坂1-2-2-3F
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関東

（福）せたがや樫の木 東京都世田谷区祖師谷3-21-1 （一社）グリーフサポートせたがや 東京都世田谷区太子堂5-24-20-201

全国音訳ボランティアネットワーク 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-27-1-904 東京都後期高齢者医療広域連合 東京都千代田区飯田橋3-5-1-15F
（特非）ユニバーサルデザイン絵本センター 東京都新宿区高田馬場1-31-8-1006 （社福）瑞穂町社会福祉協議会 東京都西多摩郡瑞穂町石畑2008

関東

足立区視力障害者福祉協会 東京都足立区栗原1-20-23 （任団）act634府中 東京都府中市宮町1-9-8-1208
国土交通省 航空局 東京都千代田区霞が関2-1-3 （社福）世田谷区社会福祉協議会 東京都世田谷区成城6-3-10
武蔵野市立図書館 朗読奉仕の会 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-3 （公財）練馬区文化振興協会 東京都練馬区練馬1-17-37

（公財）せたがや文化財団 東京都世田谷区太子堂4-1-1-5F
板橋区社会福祉協議会
　いたばし総合ボランティアセンター

東京都板橋区本町24-1

東京都立葛飾盲学校 東京都葛飾区堀切7-31-5 （公財）東京しごと財団 東京都千代田区飯田橋3-10-3
世田谷区認知症在宅生活サポートセンター 東京都世田谷区松原6-37-10 品川区立品川図書館 東京都品川区北品川2-32-3
消費者庁 東京都千代田区霞が関3-1-1 東京都立八王子盲学校 東京都八王子市台町3-19-22
（公社）東京都眼科医会 東京都新宿区四谷三栄町3-10-201 （公財）港区スポーツふれあい文化健康財団 東京都港区赤坂4-18-13
港区社会福祉協議会 東京都港区六本木5-16-45 （公財）練馬区環境まちづくり公社 東京都練馬区豊玉北5-29-8
（社福）ななえの里
　就労継続委支援B型ともしび工房

東京都国分寺市西恋ヶ窪4-10-2 （一社）共創社会推進機構 東京都江戸川区江戸川2-33-21
（一財）世田谷トラストまちづくり 東京都世田谷区松原6-3-5 パソコンボランティア多摩 東京都多摩市落合4-2-6-203
（社福）全国重症心身障害児（者）を守る会
　重症心身障害児療育相談センター

東京都世田谷区三宿2-30-9 町田市視覚障害者協会 東京都町田市金森東4-30-2

（公財）東京オリンピック・パラリンピック競技
　大会組織委員会

東京都中央区晴海1-8-11 ブラインドITサポート町田 東京都町田市金森4-30-2
（公財）東京都歴史文化財団
　東京都現代美術館

東京都江東区三好4-1-1 （公財）杉並区スポーツ振興財団 東京都杉並区阿佐谷南1-14-2

（社福）日本盲人福祉委員会 東京都新宿区西早稲田2-18-2 （公財）東京都人権啓発センター 東京都港区芝2-5-6
文京区障害者就労支援センター 東京都文京区本郷4-15-14 （社福）全国社会福祉協議会 東京都千代田区霞が関3-3-2
（社福）足立区社会福祉協議会
　基幹地域包括支援センター

東京都足立区梅島2-1-20 （社福）千代田区社会福祉協議会 東京都千代田区九段南1-6-10

（公財）調布ゆうあい福祉公社 東京都調布市国領町3-8-1 （公財）東京防災緊急協会
東京都千代田区麹町１丁目１２−３ 東京消防
庁麹町合同庁舎

（社福）練馬区社会福祉協議会 東京都練馬区豊玉北5-14-6 （独法）国際交流基金 東京都新宿区四谷1-6-4 四谷クルーセ1～3階
（特非）調和SHC倶楽部 東京都調布市菊野台3-27-40 国立大学法人千葉大学墨田サテライトキャンパス 東京都墨田区文花1-19-1
文部科学省 東京都千代田区霞が関3-2-2
（公財）東京防災救急協会　 東京都千代田区麹町1-12
（社福）世田谷区社会福祉協議会 東京都世田谷区成城6-3-10
東京都水道局 東京都新宿区西新宿2-8-1
（特非）キッズドア 東京都中央区新川2-1-11

中部・甲信越

新潟県 富山県 石川県

新潟大学 工学部 新潟県新潟市西区五十嵐3の町東6-1 （社福）マーシ園　マーシ園すてっぷ 富山県南砺市谷142 （社福）石川サニーメイト　 石川県野々市市末松2-239
国土交通省 北陸信越運輸局 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 （特非）自立生活支援センター富山 富山県富山市新川原町5-9 （社福）石川県社会福祉協議会 石川県金沢市本多町3丁目1番10号

（社福）新潟県視覚障害者福祉協会 新潟県新潟市江南区亀田向陽1-9-1

福井県 山梨県 長野県
長野県松本盲学校 長野県松本市旭２丁目１１−６６

しあわせ福井スポーツ協会 福井県福井市福町3-20 （一社）山梨県視覚障が者福祉協会 山梨県甲府市北新1-2-12
福井工業大学 福井県福井市学園3-6-1 国立大学法人 山梨大学 山梨県甲府市武田4-4-37
（一社）福井県身体障害者福祉連合会 福井県福井市光陽2-3-22 （特非）バーチャル工房やまなし 山梨県 南アルプス市加賀美2630-6
（社福）光道園 福井県丹生郡越前町朝日22-7-1
福井ICT推進協議会 福井県福井市有楽町3-2 メゾンライラック701

岐阜県

（社福）岐阜アソシア　視覚障害者生活情報セン
ターぎふ

岐阜県岐阜市梅河町1-4
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東海・関西

静岡県 愛知県 三重県

静岡県立大学 健康支援センター 静岡県静岡市駿河区谷田52-1 豊田市盲人卓球クラブ 愛知県豊田市朝日町4-3-42 三重県立美術館 三重県津市大谷町11番地
（公財）日本盲導犬協会
　日本盲導犬総合センター

静岡県富士宮市人穴381 愛知県警察本部 愛知県名古屋市中区三の丸2-1-1 （特非）CTF松阪 三重県松阪市中町6-9-1401

（特非）オールしずおかべストコミュニティ 静岡県 静岡市葵区呉服町2-1-5 （特非）響愛学園 愛知県一宮市時之島妙光寺6-1
金城学院大学 愛知県名古屋市守山区大森2-1723
（社福）名古屋ライトハウス
　名古屋盲人情報文化センター

愛知県名古屋市港区港陽1-1-65

（公財）愛知県文化振興事業団
　愛知県芸術劇場

愛知県名古屋市東区東桜1-13-2

（社福）AJU自立の家
 　わだちコンピュータハウス

愛知県名古屋市昭和区下構町1-3-3

（ボランティア団体）音訳サークル きらら 愛知県西尾市
（福）豊明市社会福祉協議会 愛知県豊明市新田町吉池18-3
（特非）尾張北部権利擁護支援センター 愛知県小牧市小牧5-407
名古屋市上下水道局 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1
（社福）名古屋市社会福祉協議会 愛知県名古屋市北区清水4-17-1
高浜市やきものの里かわら美術館 愛知県高浜市青木町9-6-18
（社福）名古屋市中村区社会福祉協議会 愛知県名古屋市中村区明楽町4-7-18

（特非）尾張北部権利擁護支援センター 愛知県小牧市小牧五丁目407番地

(公財）豊橋文化振興財団 穂の国とよはし芸術劇場
PLAT

豊橋市西小田原町123番地

滋賀県 京都府 大阪府

（公財）守山市文化体育振興事業団
　守山市市民文化会館

滋賀県守山市三宅町125番地 （一財）角谷建耀知財団 京都府京都市下京区四条烏丸長刀鉾町22 （特非）障がい者芸術支援センター 大阪府大阪市北区浪花町13-38

（社福）滋賀県視覚障害者福祉協会 滋賀県彦根市松原1-12-17
（公財）京都市音楽芸術文化振興財団
　ロームシアター京都

京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 国際障害者交流センター ビッグ・アイ 大阪府堺市南区茶山台1-8-1

大津視覚障害者協会 滋賀県大津市本丸町６－２８ （公財）京都市障害者スポーツ協会 京都府京都市左京区高野玉岡町5番地
（社福）悠人会
　介護老人保健施設サンガーデン府中

大阪府和泉市山荘町1368番地1

（特非）福祉工房P＆P 京都府京都市伏見区風呂屋町256-8 大阪情報コンピュータ高等専修学校 大阪府大阪市生野区勝山北1-13-22

京都市上下水道局 京都府京都市南区東九条東山王町12番地 （一財）箕面市障害者事業団 大阪府箕面市稲1-11-2
京都国立近代美術館 京都府京都市下京区岡崎円勝寺町26-1 （任団）ビッグ・アイ共働機構 大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-33

（社福）大阪障害者自立支援協会
　大阪府ITステーション

大阪府大阪市天王寺区上汐4-4-1

（社福）日本ライトハウス 大阪府大阪市鶴見区今津中2-4-37

兵庫県 奈良県 和歌山県

（特非）ホリスティックケアセラピスト協会 兵庫県神戸市垂水区桃山台7-1-8
（特非）姫路市身体障害者福祉協会 兵庫県姫路市安田３丁目１番地
（公社）NEXT VISION 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-8

豊岡市高屋区（自治会） 兵庫県豊岡市高屋1034-5
（特非）姫路市身体障害者福祉協会 兵庫県姫路市安田３丁目１番地
（一財）兵庫県学校厚生会 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-7-34

神戸市水道局 兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
神戸地方法務局 兵庫県神戸市中央区波止場町1番1号

神戸市立王子動物園 兵庫県神戸市灘区王子町３丁目１
芦屋観光協会 兵庫県芦屋市公光町5-10
（一社）神戸市視覚障害者福祉協会 兵庫県神戸市中央区橘通3-4-1
（公財）兵庫県人権啓発協会 兵庫県神戸市中央区山本通4-22-15

中国・四国

鳥取県 島根県 岡山県

（一社）鳥取県障がい者スポーツ協会 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地 島根県立盲学校 島根県松江市西浜佐陀町468 ハートエイド 岡山県笠岡市十一番町11-49
（公社）鳥取県人権文化センター 鳥取県鳥取市扇町２１番地 （社福）鳥取県社会福祉協議会 鳥取県鳥取市伏野1729-5
（特非）鳥の劇場 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野1812-1
（公社）鳥取県視覚障害者福祉協会 鳥取県米子市皆生温泉3-18-3
（特非）アートピアとっとり
　あいサポート・アートセンター

鳥取県倉吉市魚町2563

鳥取県ライトハウス点字図書館 鳥取県米子市皆生温泉３丁目１８−３

広島県 山口県 徳島県

（一社）地域包括支援センターみよし 広島県三次市十日市東3-14-1
（公財）山口きらめき財団
　秋吉台国際芸術村

山口県美祢市秋芳町秋吉50 （特非）アトリエひまわり 徳島県吉野川市鴨島町西麻植麻植市115-5

（公社））広島市視覚障害者福祉協会 広島県広島市東区光町２-１-５ （独）水産大学校 山口県下関市永田本町２-７－１
徳島県立障がい者交流プラザ
　視聴覚障がい者支援センター

徳島県徳島市南矢三町2-1-59

（公社）広島市視覚障害者福祉協会 広島県広島市東区光町2-1-5 （社福）宇部市社会福祉協議会 山口県宇部市琴芝町２丁目４−２５ （社福）凌雲福祉会 就労支援センターハーモニー 徳島県板野郡藍住町矢上字安任56-5

（一社）広島県障害者スポーツ協会 広島県東広島市西条町田口295-3 徳島県立徳島視覚支援学校 徳島県徳島市南二軒屋町2-4-55
（公社） 広島市視覚障害者福祉協会 広島県広島市東区 光町2-1-5
（公財）ひろしま文化振興財団 広島県広島市中区大手町1-5-3
（社福）松永沼隈地区医師会
　 福山市西南部地域包括支援センター

広島県福山市南松永町2-8-12

（一社）舞台芸術制作室無色透明 広島県広島市西区横川町2－3－1
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中国・四国

香川県 愛媛県 高知県

（社福）朝日園 香川県木田郡三木町池戸931番地6 （社福）松山市社会福祉協議会 愛媛県松山市若草町８-２ （公財）土佐山内記念財団 高知県高知市追手筋2-7-5

九州・沖縄

福岡県 佐賀県 長崎県

福岡県警察本部 福岡県福岡市博多区東公園７−７ 佐賀西部広域水道企業団 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1869 （社福）東彼杵町社会福祉協議会 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷706番地4
（一社）福岡市視覚障害者福祉協会 福岡県福岡市中央区荒戸3-3-39
（社福）八女市社会福祉協議会 授産所麻生園 福岡県八女市星野村10780-45
（特非）発達障がい者就労支援ゆあしっぷ 福岡県福岡市博多区博多駅前4-33-1
（公財）久留米市生きがい健康づくり財団 福岡県久留米市東合川5-8-5
（任団）gocochi-Next 福岡県久留米市御井町1629-6
九州国立博物館 福岡県太宰府市石坂4-7-2
福岡県立特別支援学校 福岡高等学園 福岡県筑紫野市大字古賀304
（公財）アクロス福岡 福岡県福岡市中央区天神1-1-1
（社福）久留米市社会福祉協議会 福岡県久留米市長門石1-1-34
（特非）北九州市視覚障害者自立推進協会あい
ず

福岡県北九州市戸畑区中本町1-1
（社福）北九州市福祉事業団 福岡県北九州市小倉北区馬借1-7-1
（社福）大牟田市社会福祉協議会 福岡県大牟田市瓦町9-3
（社福）福岡県社会福祉協議会 福岡県春日市原町3-1-7
（特非）久留米市介護福祉サービス事業者協議
会

福岡県久留米市日吉町115
（公財）福岡県人権啓発情報センター 福岡県春日市原町3-1-7
（社福）鞍手ゆたか福祉会
　直鞍地区障がい者基幹相談支援センター か
のん

福岡県直方市津田町7-20

（特非）九州視覚障害ゴルファーズ協会 福岡県直方市感田1595-187
国立障害者リハビリテーションセンター
　福岡視力障害センター

福岡県福岡市西区今津4820番地の１

（特非）まる 福岡県福岡市南区野間1-13-1-602
（特非）にこにこ会 福岡県久留米市東櫛原町１４８１番地２
（一社）大川三潴医師会 福岡県大川市大字郷原482番地24
公立高校共済組合福岡支部 福岡県福岡市博多区東公園7-7

熊本県 大分県 宮崎県

（医）出田会 出田眼科病院 熊本県熊本市中央区西唐人町39 （社福）大分県盲人協会 大分県大分市中島東1-2-28 （公財）宮崎県視覚障害者福祉協会 宮崎県 宮崎市江平西2-1-20
（公財）熊本県立劇場 熊本県熊本市中央区大江2-7-1 （公財）大分県芸術文化スポーツ振興財団 大分県大分市高砂町2番33号 （一社）宮崎県身体障害者団体連合会 宮崎県宮崎市原町2-22

（社福）門川町社会福祉協議会 宮崎県東臼杵郡門川町庵川西6-60
都城市点字図書館 宮崎県都城市松元町4-17

鹿児島県 沖縄県 高鍋町美術館 宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋6916-1

（社福）沖縄県視覚障害者福祉協会 沖縄県那覇市松尾2-15-29
（一社）宮古島市文化協会 沖縄県宮古島市平良字東中宗根807
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