●私立学校協会連絡先一覧

都道府県名

所在地

団体名

TEL

1 北海道

北海道私立中学高等学校協会

〒060-0001 札幌市中央区北一条西6 札幌ガーデンパレス5F

011-241-6651

2 青森県

青森県私立中学高等学校長協会

〒030-0861 青森市長島2-1-5 みどりやビル7F

017-735-3524

3 岩手県

(社)岩手県私学協会

〒020-0024 盛岡市菜園1-3-6 農林会館6F

019-626-7627

4 宮城県

宮城県私立中学高等学校連合会

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-1-5 仙台ガーデンパレス3F

022-299-7117

5 秋田県

秋田県私立中学高等学校協会

〒014-0047 大仙市大曲須和町1-1-30 秋田修英高等学校内

0187-63-2622

6 山形県

山形県私立中学高等学校協会

〒990-0023 山形市松波4-6-11 山形県私学会館内

023-641-2323

7 福島県

福島県私立中学高等学校協会

〒960-8103 福島市舟場町2-1 福島県庁舟場町分館2F

024-522-3252

8 茨城県

茨城県私学協会

〒310-0911 水戸市見和1-356-2 茨城県水戸生涯学習センター分館内

029-226-1224

9 栃木県

栃木県私立中学高等学校連合会

〒320-8525 宇都宮市一の沢1-1-41 作新学院高等学校内

028-648-1811

10 群馬県

群馬県私立中学高等学校協会

〒371-0854 前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル6F私学センター内

027-255-6871

11 埼玉県

(社)埼玉県私立中学高等学校協会

〒336-0063 さいたま市浦和区高砂4-13-20 埼玉私学教育研修会館内

048-863-2110

12 千葉県

(社)千葉県私立中学高等学校協会

〒260-8514 千葉市中央区千葉港4-3 千葉県私学会館内

043-241-7382

13 東京都

東京私立中学高等学校協会

〒102-0073 千代田区九段北4-2-25 私学会館別館4F

03-3263-0541

14 神奈川県 (財)神奈川県私立中学高等学校協会

〒221-0833 横浜市神奈川区高島台7-5 神奈川県私学会館内

045-321-1901

15 新潟県

新潟県私立中学高等学校協会

〒951-8124 新潟市中央区医学町通2-74-1 トーカンマンション医学町806号

025-224-8404

16 富山県

富山県私立中学高等学校協会

〒930-0096 富山市舟橋北町4-19 富山県森林水産会館内

076-433-0027

17 石川県

石川県私立中学高等学校協会

〒920-0918 金沢市尾山町6-40 私学事業団「兼六荘」内

076-222-9920

18 福井県

(財)福井県私立中学高等学校協会

〒910-0003 福井市松本3-16-10 福井合同庁舎内

0776-27-3080

19 山梨県

山梨県私立中学高等学校連合会

〒400-0031 甲府市丸の内2-14-13 ダイタビル6F

055-232-4422

20 長野県

長野県私立中学高等学校協会

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁内

026-235-3353

21 岐阜県

岐阜県私立中学高等学校協会

〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館内

058-277-1141

22 静岡県

静岡県私学協会

〒420-0853 静岡県葵区追手町9-26 静岡県私学会館1F

054-254-8208

23 愛知県

愛知県私学協会

〒460-0003 名古屋市中区錦3-11-13 名古屋ガーデンパレス4F

052-957-1390

24 三重県

三重県私学協会

〒514-0008 津市上浜町1-293-4 三重県私学会館内

059-225-5171

25 滋賀県

滋賀県私立中学高等学校連合会

〒520-0044 大津市京町3-4-22 滋賀会館内

077-527-5366

26 京都府

京都府私立中学高等学校連合会

〒600-8424 京都府下京区室町通高辻上ル山王町561 京都私学会館内

075-344-0385

27 大阪府

大阪私立中学校高等学校連合会

〒534-0026 大阪市都島区網島町6-20 大阪府私学教育文化会館内

06-6352-4761

28 兵庫県

兵庫県私立中学高等学校連合会

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13 兵庫県私学会館内

078-331-6621

29 奈良県

奈良県私立中学高等学校連合会

〒630-8253 奈良市内侍原町6 奈良県林業会館内

0742-26-6309

30 和歌山県 和歌山県私立中学高等学校協会

〒640-0332 和歌山市冬野2066-1 智辯学園中学校高等学校内

073-479-2811

31 鳥取県

(社)鳥取県私立学校協会

〒680-0055 鳥取市戒町505-1 鳥取県私学会館内

0857-29-4266

32 島根県

島根県私立中学高等学校連盟

〒690-0882 松江市大輪町420-1

0852-23-5548

33 岡山県

岡山県私学協会

〒700-0813 岡山市北区石関町2-1 岡山県総合福祉会館7F

086-224-7481

34 広島県

広島県私立中学高等学校協会

〒730-0051 広島市中区大手町4-5-7 広島県私学会館内

082-241-2805

35 山口県

山口県私立中学高等学校協会

〒753-0088 山口市中河原町2-14 山口県私学会館内

083-922-5256

36 徳島県

徳島県私立中学高等学校連合会

〒770-8560 徳島市寺島本町東1-8 学校法人村崎学園内

088-622-0097

37 香川県

香川県私立中学高等学校連合会

〒760-0006 高松市亀岡町1-10 学校法人香川明善学園内

087-834-7967

38 愛媛県

愛媛県私立中学高等学校連合会

〒790-8545 松山市祝谷町1-5-33 エスポワール愛媛文教会館内

089-913-0655

39 高知県

高知県私立中学高等学校連合会

〒780-0870 高知市本町4-1-49 高知県文教会館2F21号

088-825-3363

40 福岡県

福岡県私学協会

〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-15 福岡ガーデンパレス内

092-713-7281

41 佐賀県

佐賀県私立中学高等学校協会

〒840-0047 佐賀市与賀町78 佐賀清和高等学校内

0952-24-8038

42 長崎県

長崎県私立中学高等学校協会

〒850-0033 長崎市万才町6-35 三井生命長崎ビル3F

095-821-0211

43 熊本県

熊本県私立中学高等学校協会

〒862-0976 熊本市九品寺1-7-19 杉井ビル2F

096-372-5221

44 大分県

大分県私立中学高等学校協会

〒870-0022 大分市大手町1-1-13

097-536-3709

45 宮崎県

宮崎県私立中学高等学校協会

〒880-0804 宮崎市宮田町11-24 黒木ビル2A

0985-29-5288

46 鹿児島県 鹿児島県私立中学高等学校協会

〒890-0062 鹿児島市与次郎2-6-6-201号 アプローズ県庁前壱番館

099-812-8778

47 沖縄県

〒902-2215 宜野湾市真栄原3-16-1 学校法人カトリック沖縄学園内

098-897-3300

沖縄県私立中学高等学校協会

