
平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

北海道 札幌市 紀伊國屋書店　札幌本店 札幌駅 札幌市中央区北5条西5丁目7番地　sapporo55 1･2F

書店 三省堂書店　札幌店 札幌駅 札幌市中央区北五条西2-5　JRﾀﾜｰ札幌ｽﾃﾗﾌﾟﾚｲｽ5F

MARUZEN&ジュンク堂書店　札幌店 大通駅 札幌市中央区南1条西1-8-2 丸井今井南館Ｂ2～4Ｆ

くまざわ書店　アリオ札幌店 苗穂駅 札幌市東区北7条東9-2-20　アリオ札幌3F

当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　北海道支部 札幌駅 札幌市中央区北2条西2-26 仲通り東向き 道特会館4F

国交省 国土交通省　北海道開発局　事業振興部建設産業課 － 札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎

道庁 建設部建築指導課 － 札幌市中央区北３条西６丁目

石狩振興局産業振興部建設指導課 － 札幌市中央区北３条西７丁目

政令市 市街地整備部住宅課民間住宅担当係 － 札幌市中央区北１条西２

旭川市 書店 ジュンク堂　旭川店 旭川駅 旭川市１条通8丁目108番地　フィール旭川

道庁 上川総合振興局旭川建設管理部建設行政室建設指導課 － 旭川市永山６条１９丁目１－１

函館市 渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課 － 函館市美原４丁目６－１６

檜山郡 檜山振興局産業振興部建設指導課 － 檜山郡江差町字陣屋町３３６－３

虻田郡 後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課 － 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

岩見沢市 空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 － 岩見沢市８条西５丁目

留萌市 道庁 留萌振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課 － 留萌市住ノ江町２丁目１－２

稚内市 宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課 － 稚内市末広４丁目２－２７

網走市 オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課 － 網走市北７条西３丁目

室蘭市 胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課 － 室蘭市海岸町１丁目４－１

浦河郡 日高振興局産業振興部建設指導課 － 浦河郡浦河町栄丘東通５６

帯広市 十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課 － 帯広市東３条南３丁目

釧路市 釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 － 釧路市浦見２丁目２－５４

根室市 根室振興局産業振興部建設指導課 － 根室市常盤町３丁目２８

北海道



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

青森県 青森市 書店 成田本店　しんまち店 青森駅 青森市新町1-13-4

県庁 県土整備部建築住宅課 － 青森市長島一丁目１－１

岩手県 盛岡市 書店 さわや書店 本店 盛岡駅 盛岡市大通2-2-15　さわやﾋﾞﾙ

県庁 県土整備部建築住宅課　住宅計画担当 － 盛岡市内丸１０番１号

宮城県 仙台市 書店 丸善　仙台アエル店 仙台駅 仙台市青葉区中央1-3-1　AER1F

ジュンク堂書店　仙台TR店 仙台駅 仙台市青葉区中央3-6-1　仙台TRビルＢ1Ｆ

当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　東北支部 北四番丁駅 仙台市青葉区上杉1-6-10　仙台北辰ビル

国交省 国土交通省　東北地方整備局　建政部計画・建設産業課 － 仙台市青葉区二日町９－１５

県庁 土木部建築宅地課調整班 － 仙台市青葉区本町三丁目８番１号

都市整備局住環境部住環境整備課 － 仙台市青葉区国分町３－７－１

青葉区役所区民部総務課 － 仙台市青葉区上杉１－５－１

政令市 宮城野区役所区民部総務課 － 仙台市宮城野区五輪２－１２－３５

若林区役所区民部総務課 － 仙台市若林区保春院前丁３－１

太白区役所区民部総務課 － 仙台市太白区長町南３－１－１５

泉区役所区民部総務課 － 仙台市泉区泉中央２－１－１

その他 NPO法人　東北マンション管理組合連合会 － 仙台市青葉区立町２３－１９　定禅寺ハイツ２０２

宮城県マンション管理士会 － 仙台市青葉区上杉一丁目５－１３三矢ビル６階Ａ

秋田県 秋田市 書店 ジュンク堂書店　秋田店 秋田駅 秋田市千秋久保田町4-2　秋田ﾌｫｰﾗｽ6F

県庁 建設部建築住宅課 － 秋田市山王四丁目１番１号

山形県 山形市 書店 八文字屋　本店 山形駅 山形市本町2-4-11

県庁 県土整備部建築住宅課 － 山形市松波２丁目８番１号

村山総合支庁建設部建築課 － 山形市鉄砲町２－１９－６８

新庄市 最上総合支庁建設部建築課 － 新庄市金沢字大道上２０３４

米沢市 県庁 置賜総合支庁建設部建築課 － 米沢市金池７－１－５０

東田郡 庄内総合支庁建設部建築課 － 東田郡三川町大字横山字袖東１９－１

福島県 福島市 書店 岩瀬書店　中合店 福島駅 福島市栄町5-1　中合福島店二番館6F

県庁 土木部建築指導課 － 福島市杉妻町２番１６号

東北



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

茨城県 水戸市 書店 川又書店　エクセル店 水戸駅 水戸市宮町1-1-1　ステーションビル5Ｆ

県庁 土木部都市局住宅課民間住宅係 － 水戸市笠原町９７８－６

つくば市 書店 ACADEMIA　イーアスつくば店 研究学園駅 つくば市研究学園Ｃ50街区-1　イーアスつくば３Ｆ

栃木県 宇都宮市 書店 紀伊國屋書店　宇都宮店 宇都宮駅 宇都宮市馬場通り3-1-1　宇都宮ﾊﾟﾙｺ8F

県庁 県土整備部住宅課 － 宇都宮市塙田１－１－２０

群馬県 前橋市 書店 煥乎堂　前橋本店 前橋駅 前橋市本町1-2-13

戸田書店　前橋本店 前橋駅 前橋市西片貝町4-16-7

県庁 県土整備部建築住宅課住宅政策係 － 前橋市大手町１－１－１

前橋土木事務所建築係 － 前橋市上細井町２１４２－１

高崎市 書店 戸田書店　高崎店 北高崎駅 高崎市下小鳥町438-1

県庁 高崎土木事務所建築係 － 高崎市台町４－３

中之条町 中之条土木事務所建築係 － 中之条町大字中之条町７０９－１

沼田市 県庁 沼田土木事務所建築係 － 沼田市薄根町４４１２

太田市 太田土木事務所建築係 － 太田市西本町60-27

埼玉県 さいたま市 須原屋　本店 浦和駅　西口 さいたま市浦和区仲町2-3-20-B1F

書店 須原屋　武蔵浦和店 武蔵浦和駅 さいたま市南区別所7-6-8-209　ﾗｲﾌﾞﾀﾜｰ2F

ジュンク堂書店　大宮高島屋店 大宮駅　東口 さいたま市大宮区大門町1-32　大宮髙島屋7Ｆ

くまざわ書店　宮原店 宮原駅・土呂駅 さいたま市北区宮原町1-854-1　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ大宮宮原店3F　

国交省 国土交通省　関東地方整備局　建政部建設産業第二課 － さいたま市中央区新都心２－１　さいたま新都心合同庁舎２号館６Ｆ

県庁 都市整備部建築安全課　宅建相談・指導担当 － さいたま市浦和区高砂３－１５－１

政令市 建設局建築部住宅課 － さいたま市浦和区常盤６－４－４

川越市 紀伊國屋書店　川越店 川越駅　東口 川越市新富町2-11-1　まるひろｱﾈｯｸｽA　1・2F

越谷市 書店 旭屋書店　新越谷店 新越谷駅・南越谷駅 越谷市南越谷1-11-4　VARIE 3F

所沢市 いけだ書店　所沢店 所沢駅 所沢市日吉町12-1 ワルツ8F

千葉県 千葉市 書店 三省堂書店　そごう千葉店 千葉駅 千葉市中央区新町1000　そごう千葉店9F

県庁 県土整備部住宅課 － 千葉市中央区市場町１－１

政令市 都市局建築部住宅政策課住宅企画班 － 千葉市中央区千葉港１番１号

船橋市 東京旭屋書店　船橋店 船橋駅　北口 船橋市本町7-1-1　東武百貨店5F

ＫＵＭＡＺＡＷＡ　ＢＯＯＫＳＴＯＲＥ　ららぽーと船橋店 船橋駅 船橋市浜町2-1-1　船橋ららぽーと TOKYO-BAY 北館2Ｆ

習志野市 書店 丸善　津田沼店 津田沼駅 習志野市谷津7-7-1　ﾌﾞﾛｯｸB棟3F

くまざわ書店　津田沼店 津田沼駅 習志野市津田沼1-1-1　ホテルメッツ津田沼4F

柏市 浅野書店 柏駅　東口 柏市柏1-1-20　ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ柏B1F

松戸市 堀江良文堂書店　松戸店 松戸駅　東口 松戸市松戸1-1225　

流山市 紀伊國屋書店　流山おおたかの森店 流山おおたかの森駅 流山市西初石6-185-2　流山おおたかの森S･C2F

関東



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

東京都 千代田区 国交省 国土交通省 土地・建設産業局不動産業課 － 千代田区霞が関２－１－３

新宿区 都庁 都市整備局住宅政策推進部マンション課マンション管理係 － 新宿区西新宿二丁目８番１号　都庁第２庁舎２０階

港区 当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　本部 虎ノ門駅 東京都港区虎ノ門1-13-3　虎ノ門東洋共同ビル2F

新宿 紀伊國屋書店　新宿本店　第二課 新宿駅　東口 新宿区新宿3-17-7-3F

紀伊國屋書店　新宿南店 新宿駅　南口 渋谷区千駄ヶ谷5-24-2　ﾀｶｼﾏﾔﾀｲﾑｽﾞｽｸｴｱﾋﾞﾙ5F

ブックファースト　新宿店 新宿駅　西口 新宿区西新宿1-7-3　ﾓｰﾄﾞ学園ｺｸｰﾝﾀﾜｰ　B1

池袋 ジュンク堂書店　池袋本店 池袋駅　東口 豊島区南池袋2-15-5-5F

旭屋書店　池袋店 池袋駅　西口 豊島区西池袋1-1-25東武百貨店池袋店 プラザ館7F

高田馬場 書店 芳林堂書店　高田馬場店 高田馬場駅 新宿区高田馬場1-26-5　F1ﾋﾞﾙ

八重洲 八重洲ブックセンター　本店 東京駅　八重洲口 中央区八重洲2-5-1-2F

丸の内 丸善　丸の内本店 東京駅　丸の内北口 千代田区丸の内1-6-4　3Fｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｶｳﾝﾀｰ

日本橋 丸善　日本橋店 東京ﾒﾄﾛ日本橋駅 中央区日本橋2-3-10　和書売場

大手町 紀伊國屋書店　大手町ビル店 東京ﾒﾄﾛ大手町駅 千代田区大手町1-6-1　大手町ﾋﾞﾙ1F

有楽町 三省堂書店　有楽町店 有楽町駅　東口 千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館2F

神保町 三省堂書店　神保町本店 東京ﾒﾄﾛ神保町駅 千代田区神田神保町1-1

書泉ブックタワー 秋葉原駅 千代田区神田佐久間町1-11-1

豊洲 紀伊國屋書店　ららぽーと豊洲店 東京ﾒﾄﾛ豊洲駅 江東区豊洲2-4-9　ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽｰと豊洲3F 30900

錦糸町 くまざわ書店　錦糸町店 錦糸町駅 墨田区錦糸2-2-1　アルカキット錦糸町9Ｆ

蒲田 くまざわ書店　蒲田店 蒲田駅 大田区蒲田5-13-1　東館6F

くまざわ書店　大泉学園店 大泉学園駅 練馬区東大泉5-43-1　ゆめりあフェンテA館 4F 

西新井 くまざわ書店　西新井店 西新井駅 足立区西新井栄町1-20-1　アリオ西新井3階

武蔵野市 BOOKSルーエ 吉祥寺駅　北口 武蔵野市吉祥寺本町1-14-3

(吉祥寺) ジュンク堂書店　吉祥寺店 吉祥寺駅　北口 武蔵野市吉祥寺本町1-11-5　コスピ吉祥寺Ｂ館　6・7階

国分寺市 紀伊國屋書店　国分寺店 国分寺駅　南口 国分寺市南町3-20-3　国分寺駅ﾋﾞﾙ8F

小金井市 くまざわ書店　武蔵小金井店 武蔵小金井駅　南口 小金井市本町6-14-9　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小金井店3F

立川市 オリオン書房　ノルテ店 立川駅　北口 立川市曙町2-42-1　ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ3F

町田市 書店 久美堂　本店　3F 町田駅 町田市原町田6-11-10

久美堂　小田急店 町田駅 町田市原町田6-12-20　町田小田急スカイタウン8F

多摩市 ジュンク堂書店 MARUZEN　多摩センター店 多摩センター駅 多摩市落合1-46-1　ココリア多摩センター５階

ACADEMIAくまざわ書店　桜ヶ丘店 聖跡桜ヶ丘駅 多摩市関戸1-11-1　京王聖跡ショッピングセンター　Ａ館7Ｆ

八王子市 くまざわ書店　八王子店 八王子駅 八王子市旭町2-11

くまざわ書店　八王子東急スクエア店 八王子駅 八王子市旭町9-1  東急スクエア7Ｆ

くまざわ書店　八王子南口店 八王子駅 八王子市子安4-7-1　サザンスカイタワー八王子1F

関東
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地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

神奈川県 川崎市 書店 有隣堂　アトレ川崎店 川崎駅　東口 川崎市川崎区駅前本町26-1-6040　アトレ川崎6F

県庁 川崎県民ｾﾝﾀｰ － 川崎市幸区堀川町５８０

まちづくり局市街地開発部住宅整備課（マンション管理・住情報提供） － 川崎市川崎区宮本町１

川崎区役所総務課 － 川崎市川崎区東田町８

幸区役所総務課 － 川崎市幸区戸手本町１－１１－１

政令市 中原区役所総務課 － 川崎市中原区小杉町３－２４５

高津区役所総務課 － 川崎市高津区下作延２－８－１

宮前区区役所総務課 － 川崎市宮前区宮前平２－２０－５

多磨区役所総務課 － 川崎市多摩区登戸１７７５－１

麻生区役所総務課 － 川崎市麻生区万福寺１－５－１

横浜市 有隣堂　横浜駅西口ザ・ダイヤモンド店　 横浜駅　西口 横浜市西区南幸1-4-B1F　西口ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ街

有隣堂　ルミネ横浜店 横浜駅　東口 横浜市西区高島2-16-1　ﾙﾐﾈ横浜6F

書店 有隣堂　本店　 関内駅　南口 横浜市中区伊勢佐木町1-4-1　5Ｆ

紀伊國屋書店　横浜店 横浜駅　東口 横浜市西区高島2-18-1　そごう横浜店7F

ＡＣＡＤＥＭＩＡ　港北店 センター北駅 横浜市都筑区中川中央1-25-1　ノースポートモール3Ｆ

くまざわ書店　鶴見店 鶴見駅 横浜市鶴見区中央1-1-1　ｼｱﾙ鶴見5F

県庁 かながわ県民ｾﾝﾀｰ － 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２

県土整備局事業管理部建設業課 － 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２　かながわ県民センター４階

政令市 建築局住宅部住宅再生課 － 横浜市中区相生町３－５６－１ＪＮビル４階

藤沢市 書店 ジュンク堂書店　藤沢店 藤沢駅 藤沢市藤沢559　ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ藤沢店　7Ｆ・8Ｆ

相模原市 書店 くまざわ書店　相模大野店 相模大野駅 相模原市南区相模大野3-8-1　小田急相模大野ステーションスクエアＡ棟6Ｆ

ACADEMIAくまざわ書店 橋本店 橋本駅　南口 相模原市緑区大山町1-22　アリオ橋本店1Ｆ 

政令市 まちづくり計画部建築指導課 － 相模原市中央区中央2-11-15 第1別館4階

横須賀市 横須賀三浦地域県政総合ｾﾝﾀｰ － 横須賀市日の出町２－９－１９

厚木市 県央地域県政総合ｾﾝﾀｰ － 厚木市水引２－３－１

平塚市 県庁 湘南地域県政総合ｾﾝﾀｰ － 平塚市西八幡１－３－１

足柄上郡 足柄上地域県政総合ｾﾝﾀｰ － 足柄上郡開成町吉田島２４８９－２

小田原市 西湘地域県政総合ｾﾝﾀｰ － 小田原市荻窪３５０－１

山梨県 甲府市 県庁 県土整備部建築住宅課 － 甲府市丸の内１－６－１

甲信 長野県 長野市 書店 平安堂　長野店 長野駅 長野市末広町1355-5　ｳｴｽﾄﾌﾟﾗｻﾞ長野

県庁 建設部住宅課 － 長野市南長野字幅下６９２－２

長野地方事務所建築課 － 長野県長野市南県町686-1

佐久市 佐久地方事務所建築課 － 佐久市跡部65-1

上田市 上小地方事務所建築課 － 上田市材木町1-2-6

諏訪市 県庁 諏訪地方事務所建築課 － 諏訪市上川1-1644-10

伊那市 上伊那地方事務所建築課 － 伊那市荒井3497

飯田市 下伊那地方事務所建築課 － 飯田市追手町2-678

木曽郡 木曽地方事務所商工観光建築課 － 木曽郡木曽町福島2757-1

松本市 松本地方事務所建築課 － 松本市大字島立1020

大町市 北安曇地方事務所建築課 － 大町市大町1058-2

中野市 北信地方事務所建築課 － 中野市大字壁田955

関東



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

新潟県 新潟市 書店 紀伊國屋書店　新潟店 新潟駅 新潟市中央区万代1-5-1　ラブラ万代6F

国交省 国土交通省　北陸地方整備局　建政部計画・建設産業課 － 潟市中央区美咲町１－１－１　新潟美咲合同庁舎一号館

県庁 土木部都市局建築住宅課 － 新潟市中央区新光町４番地１

新潟地域振興局地域整備部建築課 － 新潟市中央区川岸町３丁目１８番地１

政令市 建築部住環境政策課住環境整備室 － 新潟市学校町通１番町６０２－１

書店 ジュンク堂書店　新潟店 新潟駅　南口 新潟市中央区笹口1-1　ﾌﾟﾗｰｶ1F･B1F

新発田市 新発田地域振興局地域整備部建築課 － 新発田市豊町３－３－２

三条市 三条地域振興局地域整備部建築課 － 三条市興野１－１３－４５

長岡市 県庁 長岡地域振興局地域整備部建築課 － 長岡市沖田２丁目１７３－２

南魚沼市 南魚沼地域振興局地域整備部建築課 － 南魚沼市六日町９６０

上越市 上越地域振興局地域整備部建築課 － 上越市本城町５－６

佐渡市 佐渡地域振興局地域整備部建築課 － 佐渡市相川二町目浜町２０－１

富山県 富山市 書店 Ｂｏｏｋｓなかだ　本店 富山駅よりバス 富山市掛尾町180-1

県庁 土木部建築住宅課管理係 － 富山市新総曲輪１－７

石川県 金沢市 書店 うつのみや　本店 金沢駅 金沢市広坂1-1-30

県庁 土木部建築住宅課 － 金沢市鞍月１ー１

福井県 福井市 書店 勝木書店　本店 福井駅 福井市中央1-4-18

県庁 土木部建築住宅課 － 福井市大手三丁目１７－１

北陸



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

岐阜県 岐阜市 書店 自由書房　ＥＸ高島屋店 岐阜駅 岐阜市日の出町2-25　岐阜高島屋店9F

県庁 都市建築部建築指導課 － 岐阜市薮田南２－１－１

静岡県 静岡市 書店 谷島屋　呉服町本店 静岡駅　北口 静岡市葵区呉服町2-5-5

戸田書店　静岡本店 静岡駅　北口 静岡市葵区紺屋町１７−１ 2F

県庁 県民部住まいづくり課 － 静岡市葵区追手町９－６

静岡土木事務所建築住宅課 － 静岡市駿河区有明町2-20

政令市 都市局建築部住宅政策課 － 静岡市葵区追手町５－１

浜松市 書店 谷島屋　連尺店 連尺交差点近く 浜松市中区連尺町309-1

県庁 浜松土木事務所建築住宅課 － 浜松市中区中央1-12-1

政令市 都市整備部住宅課 － 浜松市中区元城町２６４－４　ノーススタービル浜松８階

下田市 下田土木事務所都市計画課 － 下田市中531-1

熱海市 熱海土木事務所都市計画課 － 熱海市水口町13-15

沼津市 県庁 沼津土木事務所建築住宅課 － 沼津市高島本町1-3

富士市 富士土木事務所都市計画課 － 富士市本市場441-1

島田市 島田土木事務所建築住宅課 － 島田市道悦5-7-1

袋井市 袋井土木事務所建築住宅課 － 袋井市山名町2-1

愛知県 名古屋市 三省堂書店　名古屋高島屋店 名古屋駅　桜通口 名古屋市中村区名駅1-1-4　JR名古屋高島屋11F

ジュンク堂書店　名古屋店 名古屋駅 名古屋市中村区名駅3-25-9  堀内ビル１F

書店 ジュンク堂書店　ロフト名古屋店 矢場町駅 名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビジネスセンタービルB1Ｆ

丸善　名古屋栄店 － 名古屋市中区栄三丁目3-1　丸栄6・7階

丸善名古屋本店 市営地下鉄栄駅徒歩7分 名古屋市中区栄三丁目8番14号  

当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　中部支部 栄駅・久屋大通駅 名古屋市中区錦3-7-13　ユーハウスビル3F

国交省 国土交通省　中部地方整備局 建政部建設産業課 － 名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎第２号館

政令市 住宅都市局住宅部住宅企画課　定住推進係 － 名古屋市中区三の丸３－１－１

県庁 建設部住宅計画課　市街地整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ － 名古屋市中区三の丸３－１－２　愛知県本庁舎５階

中央県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 名古屋市中区三の丸３－１－２　愛知県自治センター１階

豊山町 書店 紀伊國屋書店　名古屋空港店 西春駅よりバス 西春日井郡豊山町豊場林先１－８エアポートウォーク名古屋４０１

一宮市 尾張県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 一宮市本町４－３－１　ルボ・テンサンビル４階

津島市 県庁 海部県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 津島市西柳原１－１４　海部総合庁舎１階

半田市 知多県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 半田市出口町１－３６　知多総合庁舎１階

岡崎市 西三河県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 岡崎市明大寺本町１－４　西三河総合庁舎１階

新城市 新城設楽県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 新城市字石名号２０－１　新城設楽総合庁舎１階

豊橋市 東三河県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ － 豊橋市八町通５－４　東三河総合庁舎１階

三重県 四日市市 書店 シェトワ白揚　書籍館 四日市駅　徒歩10分 四日市市芝田1-10-3

津市 県庁 県土整備部　住宅課　住まい支援班 － 津市広明町１３番地

東海



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

滋賀県 大津市 書店 紀伊國屋書店　大津店 膳所駅 大津市打出浜14-30　大津ﾊﾟﾙｺ5F

県庁 土木交通部住宅課企画係 － 大津市京町４－１－１

大津土木事務所経理用地課 － 大津市松本１丁目２－１　（大津合同庁舎２Ｆ）

草津市 南部土木事務所経理用地課 － 草津市草津３丁目１４－７５　（南部合同庁舎２Ｆ）

甲賀市 甲賀土木事務所管理調整課 － 甲賀市水口町水口６２００　（甲賀合同庁舎２Ｆ）

東近江市 県庁 東近江土木事務所経理用地課 － 東近江市八日市緑町７－２３　（東近江合同庁舎２Ｆ）

彦根市 湖東土木事務所管理調整課 － 彦根市元町４－１（湖東合同庁舎３Ｆ）

長浜市 長浜土木事務所経理用地課 － 長浜市平方町１１５２－２　（湖北合同庁舎２Ｆ）

伊香郡 長浜土木事務所木之本支所管理課 － 伊香郡木之本町黒田１２３４　（木之本合同庁舎２Ｆ）

高島市 高島土木事務所管理調整課 － 高島市今津町今津１７５８　（高島合同庁舎２Ｆ～３Ｆ）

京都府 京都市 ジュンク堂書店　京都店 阪急　四条河原町駅 京都市下京区四条富小路角

書店 大垣書店　イオンモール京都店 京都駅 京都市南区八条通西洞院下る　ｲｵﾝﾓｰﾙKYOTO Kaede館2F

大垣書店　京都ヨドバシ店 京都駅 京都市下京区烏丸通七条下ル　京都ヨドバシビル6Ｆ

府庁 建設交通部建築指導課宅建業担当 － 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

政令市 都市計画局住宅室住宅政策課分譲マンション管理支援担当 － 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488

大阪府 大阪市 紀伊國屋書店　梅田本店　3番ｶｳﾝﾀｰ 阪急　梅田駅 大阪市北区芝田1-1-3　阪急三番街1F

ジュンク堂書店　大阪本店 大阪駅 大阪市北区堂島1-6-20　堂島ｱﾊﾞﾝｻﾞ1Ｆ－3F

近畿 ジュンク堂書店　梅田ヒルトンプラザ店 西梅田駅 大阪市北区梅田1丁目8-16ヒルトンプラザイースト5F 

MARUZEN&ジュンク堂書店　梅田店 梅田駅 大阪市北区茶屋町7-20　チャスカ茶屋町

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 － 大阪市北区大深町4-20　グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館6Ｆ

書店 紀伊國屋書店　本町店 市営地下鉄　堺筋本町駅 大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ1F

ジュンク堂書店　千日前店 難波駅 大阪市中央区難波千日前12-7　Y.E..S. NANBAﾋﾞﾙ2F

ジュンク堂書店　難波店 難波駅 大阪市浪速区湊町1-2-3　ﾏﾙｲﾄ難波ﾋﾞﾙ3F

旭屋書店　なんばCITY店 難波駅 大阪市中央区難波5-1-60　

旭屋書店　天王寺ＭＩＯ店 天王寺駅 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺ＭＩＯ9F

喜久屋書店　阿倍野店 天王寺駅前駅 大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５−３１ アポロビル2Ｆ

ジュンク堂書店　天満橋店 － 大阪市中央区天満橋京町1-1　京阪シティモール7Ｆ

当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　関西支部 本町駅・堺筋本町駅 大阪市中央区備後町2-5-8　綿業会館本館5F

国交省 国土交通省　近畿地方整備局　建政部建設産業課 － 大阪市中央区大手前１－５－４４　大阪合同庁舎第一号館

住宅まちづくり部建築振興課（宅建業指導グループ） － 大阪市住之江区南港北一丁目１４番１６号（大阪府咲洲庁舎１階）

府庁 住宅まちづくり部都市居住課（安心居住推進グループ） － 大阪市住之江区南港北一丁目１４番１６号（大阪府咲洲庁舎２７階）

大阪府住宅相談室 － 大阪市中央区大手前三丁目２番１２号（大阪府庁別館１階）

政令市 都市整備局企画部 住宅政策担当 － 大阪市北区中之島１－３－２０

堺市 書店 紀伊國屋書店　泉北店 泉北高速鉄道　泉が丘駅 堺市南区茶山台1-3-1　ﾊﾟﾝｼﾞｮ4F

紀伊國屋書店　堺北花田店 地下鉄御堂筋線　北花田駅 堺市東浅香山町4-1-12-136　ｲｵﾝﾓｰﾙ堺北花田ﾌﾟﾗｳ4F

政令市 建築都市局住宅部住宅まちづくり課 － 堺市堺区南瓦町３－１



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

兵庫県 神戸市 書店 ジュンク堂書店　三宮店 三ノ宮駅　南口 神戸市中央区三宮町1-6-18　エイツビル6Ｆ

ジュンク堂書店　三宮駅前店 三ノ宮駅　南口 神戸市中央区雲井通6-1-15　ｻﾝｼﾃｨﾋﾞﾙ7F

ひょうご住まい　サポートセンター － 神戸市中央区東川崎町１－１－３　神戸クリスタルタワー６階

県庁 県土整備部住宅建築局　住宅政策課住宅政策班（明舞団地再生担当） － 神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号

神戸県民センター　神戸土木事務所　工事業務課 － 神戸市長田区浪松町３－２－５

政令市 住宅都市局住宅部住宅政策課民間住宅係 － 神戸市中央区加納町６－５－１

神戸市すまいの安心支援センター － 神戸市中央区雲井通５－３－１　サンパル４階

川西市 書店 紀伊國屋書店　川西店 阪急　川西能勢口駅 川西市栄町11-1　ﾓｻﾞｲｸﾎﾞｯｸｽ4F

宝塚市 阪神北県民局　宝塚土木事務所　まちづくり建築課 － 宝塚市旭町２－４－１５

加古川市 東播磨県民局　加古川土木事務所　まちづくり建築課 － 加古川市加古川町寺家町天神木９７－１

近畿 加東市 北播磨県民局　加東土木事務所　まちづくり建築課 － 加東市社字西柿１０７５－２

豊岡市 県庁 但馬県民局　豊岡土木事務所　まちづくり建築第１課 － 豊岡市幸町７－１１

丹波市 丹波県民局　丹波土木事務所　まちづくり建築課 － 丹波市柏原町柏原６８８

洲本市 淡路県民局　洲本土木事務所　まちづくり建築課 － 洲本市塩屋２－４－５

尼崎市 阪神南県民センター　総務企画室　阪神南県民情報センター － 尼崎市東難波町５－２１－８

西宮市 阪神南県民センター　西宮土木事務所　工事業務課 － 西宮市櫨塚町２－２８

姫路市 中播磨県民センター　姫路土木事務所　まちづくり建築第１課 － 姫路市北条１－９８

奈良県 奈良市 書店 啓林堂書店　奈良店 近鉄奈良駅 奈良市西御門町1-2-20

県庁 土木部まちづくり推進局　住宅課企画係 － 奈良市登大路町３０

北葛城郡 書店 キャップ書店　王寺店 王寺駅 北葛城郡王寺町久度2-2-1　ﾘｰﾍﾞﾙ王寺東館3F

和歌山県 和歌山 県庁 県土整備部都市住宅局公共建築課 － 和歌山市湊通丁北１－２－１



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

鳥取県 鳥取市 県庁 生活環境部住・まちづくり課 － 鳥取市東町１－２２０

島根県 松江市 書店 今井書店　グループセンター店 松江駅よりバス 松江市田和山町88

県庁 土木部建築住宅課住宅企画グループ － 松江市殿町１番地

岡山県 岡山市 書店 紀伊國屋書店　クレド岡山店 岡山駅より市電 岡山市北区中山下1-8-45　NTTｸﾚﾄﾞ岡山ﾋﾞﾙ5F

県庁 土木部都市局住宅課 － 岡山市北区内山下２－４－６

政令市 都市整備局住宅課計画係 － 岡山市北区大供１－１－１

広島県 広島市 紀伊國屋書店　広島店 広島電鉄　紙屋町駅 広島市中区基町6-27　広島ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F

書店 ジュンク堂書店　広島駅前店 広島駅　南口 広島市南区松原町9-1　福屋広島駅前店10F

MARUZEN&ジュンク堂書店　広島店 広島電鉄胡町駅 広島市中区胡町5-22　天満屋八丁堀ビル　7・8F

当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　中国四国支部 袋町駅 広島市中区中町9-12　中町三井ビルディング6F

国交省 国土交通省　中国地方整備局 建政部計画・建設産業課 － 広島市中区八丁堀２－１５

県庁 土木建築局住宅課 － 広島市中区基町１０－５２

西部建設事務所建築課 － 広島市南区比治山本町１６－１２

政令市 都市整備局住宅部住宅政策課計画係 － 広島市中区国泰寺町１－６－３４

中国 福山市 県庁 東部建設事務所建築課 － 福山市三吉町１－１－１

三次市 北部建設事務所建築課 － 三次市十日市東４－６－１

山口県 山口市 書店 文榮堂　本店 山口駅 山口市道場門前1-3-11

県庁 土木建築部住宅課 － 山口市滝町１－１

下関市 書店 くまざわ書店　下関店 下関駅 下関市竹崎町4-4-7　シーモールest4Ｆ

県庁 下関土木建築事務所建築住宅課 － 下関市貴船町３－２－１

岩国市 岩国土木建築事務所建築住宅課 － 岩国市三笠町１－１－１

柳井市 柳井土木建築事務所建築住宅課 － 柳井市南町３－９－３

周南市 県庁 周南土木建築事務所建築住宅課 － 周南市毛利町２－３８

防府市 防府土木建築事務所建築住宅課 － 防府市駅南町１３－４０

宇部市 宇部土木建築事務所建築住宅課 － 宇部市琴芝町１－１－５０

長門市 長門土木建築事務所建築住宅課 － 長門市東深川１８７５－１

萩市 萩土木建築事務所建築住宅課 － 萩市江向川添沖田５３１－１

徳島県 徳島市 書店 紀伊國屋書店　徳島店 徳島駅 徳島市寺島本町西1-5　そごう徳島店8F

県庁 県土整備部建築開発指導課 － 徳島市万代町１－１

香川県 高松市 書店 宮脇書店　本店　本館2階 高松駅 高松市丸亀町4-8　本店本館2階

紀伊國屋書店　高松店 高松駅 高松市丸亀町1-1　高松丸亀町壱番街3F

国交省 国土交通省　四国地方整備局 建政部計画・建設産業課 － 高松市サンポート３－３３

県庁 土木部住宅課　総務･宅地建物指導グループ － 高松市番町４－１－１０

四国 愛媛県 松山市 書店 宮脇書店　松山店 松山駅 愛媛県松山市南江戸3-5-31

県庁 土木部道路都市局建築住宅課 － 松山市一番町４－４－２

四国中央市 東予地方局四国中央土木事務所 － 四国中央市三島宮川４－６－５３

西条市 東予地方局建設部建築指導課 － 西条市喜多川７９６－１

松山市 県庁 中予地方局建設部建築指導課 － 松山市北持田町１３２

八幡浜市 南予地方局八幡浜土木事務所　管理課 － 八幡浜市北浜１－３－３７

宇和島市 南予地方局建設部建築指導課 － 宇和島市天神町７－１

高知県 高知市 県庁 高知県庁・県民室内　総合案内コーナー － 高知市丸ノ内一丁目２番２０号　(高知県庁１階)



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

福岡県 福岡市 紀伊國屋書店　福岡本店 博多駅 福岡市博多区博多駅中央街2-1　博多バスターミナルビル6F

書店 紀伊國屋書店　ゆめタウン博多店 博多駅よりバス 福岡市東区東浜1-1-1　ゆめﾀｳﾝ博多2F

ジュンク堂書店　福岡店 天神駅 福岡市中央区天神1-10-13　MMTビル3F

丸善　博多店 博多駅 福岡市博多区博多駅中央街1-1　アミュプラザ博多8Ｆ

当協会 （一社）ﾏﾝｼｮﾝ管理業協会　九州支部 天神駅 福岡市中央区天神3-7-31　N天神ビル3F 

国交省 国土交通省　九州地方整備局建政部計画・建設産業課 － 福岡市博多区博多駅東２－１０－７　福岡第二合同庁舎別館3F

県庁 建築都市部建築指導課 － 福岡市博多区東公園７番７号

住宅都市局住宅計画課住宅計画係 － 福岡市中央区天神１－８－１

東区役所企画振興課広報相談係 － 福岡市東区箱崎２丁目５４番１号

博多区役所総務企画課広報相談係 － 福岡市博多区博多駅前２丁目９番３号

中央区役所企画課広報相談係 － 福岡市中央区大名２丁目５番３１号

南区役所企画振興課広報相談係 － 福岡市南区塩原３丁目２５番１号

政令市 城南区企画振興課振興係 － 福岡市城南区鳥飼６丁目１番１号

早良区役所企画課広報相談係 － 福岡市早良区百道２丁目１番１号

西区役所振興課広報相談係 － 福岡市西区内浜１丁目４番１号

入部出張所庶務係 － 福岡市早良区東入部２丁目１４－８

九州 西部出張所庶務課 － 福岡市西区大字女原６０７－１

北九州市 書店 ブックセンタークエスト　小倉本店 小倉駅 北九州市小倉北区馬借1-4-7

政令市 建築都市局住宅部住宅計画課 － 北九州市小倉北区城内１－１

久留米市 書店 紀伊國屋書店　久留米店 西鉄久留米駅 久留米市新合川1-2-1　ゆめﾀｳﾝ久留米2F

佐賀県 佐賀市 書店 紀伊國屋書店　佐賀店 佐賀駅 佐賀市兵庫北土地区画整理地内22街区　ゆめﾀｳﾝ佐賀2F

県庁 県土づくり本部建築住宅課　地域住宅担当 － 佐賀市城内１－１－５９

佐賀土木事務所建築課 － 佐賀市八戸２－２－６７

鳥栖市 東部土木事務所建築課 － 鳥栖市元町１２３４－１

唐津市 県庁 唐津土木事務所建築課 － 唐津市二夕子３－１－５

伊万里市 伊万里土木事務所建築課 － 伊万里市新天町１２２－４

武雄市 杵藤土木事務所管理課 － 武雄市武雄町昭和２６５

長崎県 長崎市 書店 紀伊國屋書店　長崎店　 長崎駅 長崎市元船町10-1　夢彩都4F

くまざわ書店　佐世保店 佐世保中央駅 佐世保市本島町4-7　ＴＷＩＮＫＬＥ　Ｂ１

県庁 土木部建築課 － 長崎市江戸町２番１３号

熊本県 熊本市 書店 金龍堂書店　まるぶん店 熊本市電　通町筋駅 熊本市上通5-1

県庁 土木部住宅課 － 熊本市水前寺６丁目１８番１号

政令市 都市建設局建築計画課 － 熊本市中央区手取本町１番１号

菊池郡 書店 紀伊國屋書店　熊本光の森店 光の森駅 菊池郡菊陽町光の森7-33-1　ゆめﾀｳﾝ光の森2F



平成２７年度　管理業務主任者試験　受験申込案内書　配布場所一覧

地域区分 配　布　場　所 最寄駅【書店・当協会のみ】 　住　所

大分県 大分市 書店 ジュンク堂書店　大分店 大分駅 大分市中央町1-2-7　大分ﾌｫｰﾗｽ7F

県庁 土木建築部建築住宅課 － 大分市大手町三丁目１番１号

大分土木事務所建築住宅課 － 大分市向原西１－４－２

別府市 別府土木事務所建築住宅課 － 別府市大字鶴見字下田井１４－１

臼杵市 県庁 臼杵土木事務所建築住宅課 － 臼杵市大字臼杵字州崎７２－２５４

豊後大野市 豊後大野土木事務所企画調査課建築住宅班 － 豊後大野市三重町市場１１２３

日田市 日田土木事務所企画調査課建築住宅班 － 日田市城町１－１－１０

九州 中津市 中津土木事務所建築住宅課 － 中津市中央町５－１６

宮崎県 宮崎市 書店 見聞読タナカ　吉村店 宮崎駅よりバス 宮崎市吉村長田甲2358

県庁 県土整備部建築住宅課 － 宮崎市橘通東二丁目１０番１号

鹿児島県 鹿児島市 書店 ジュンク堂書店　鹿児島店 鹿児島駅 鹿児島市呉服町6-5　マルヤガーデンズ５，６階

紀伊國屋書店　鹿児島店 鹿児島中央駅 鹿児島市中央町1番１　ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島4F

県庁 土木部建築課 － 鹿児島市鴨池新町１０－１

沖縄県 那覇市 書店 球陽堂書房　メインプレイス店 おもろ町駅　徒歩７分 那覇市おもろまち4-4-9　ｻﾝｴｰメインプレカス2F

ジュンク堂書店　那覇店 美栄橋 那覇市牧志1-19-29　D-naha

内閣府 内閣府　沖縄総合事務局 開発建設部建設産業・地方整備課 － 那覇市おもろまち２－１－１

県庁 土木建築部住宅課 － 那覇市泉崎一丁目２番２号


