管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名
北海道

青森県
岩手県
秋田県
山形県

配

布

部

署

郵便番号

配

布

部 署

都道府県
住

所

電話番号

建設部建築指導課
石狩振興局産業振興部建設指導課
渡島総合振興局函館建設管理部建設
行政室建設指導課
檜山振興局産業振興部建設指導課

060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
060-8558 札幌市中央区北３条西７丁目
041-8558 函館市美原４丁目６－１６

011-231-4111
011-231-4111
0138-47-9467

043-8558 檜山郡江差町字陣屋町３３６－３

0139-52-6620

後志総合振興局小樽建設管理部建設
行政室建設指導課
空知総合振興局札幌建設管理部建設
行政室建設指導課
上川総合振興局旭川建設管理部建設
行政室建設指導課
留萌振興局留萌建設管理部建設行政
室建設指導課
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設
行政室建設指導課
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
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設
行政室建設指導課
日高振興局産業振興部建設指導課

044-8588 虻田郡倶知安町北１条東２丁目

0136-23-1374

068-8558 岩見沢市８条西５丁目

0126-20-0069

079-8610 旭川市永山６条１９丁目１－１

0166-46-5948

077-8585 留萌市住ノ江町２丁目１－２

0164-42-8451

097-8558 稚内市末広４丁目２－２７

0162-33-2904

093-8585 網走市北７条西３丁目

0152-41-0643

051-8558 室蘭市海岸町１丁目４－１

0143-24-9903

057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通５６

0146-22-9294

十勝総合振興局帯広建設管理部建設 080-8588 帯広市東３条南３丁目
行政室建設指導課
釧路総合振興局釧路建設管理部建設 085-8588 釧路市浦見２丁目２－５４
行政室建設指導課
根室振興局産業振興部建設指導課
087-8588 根室市常盤町３丁目２８

0155-26-9050

県土整備部建築住宅課
県土整備部建築住宅課
住宅計画担当
建設部建築住宅課
県土整備部建築住宅課
村山総合支庁建設部建築課
最上総合支庁建設部建築課
置賜総合支庁建設部建築課
庄内総合支庁建設部建築課

017-734-9695
019-629-5934

030-8570 青森市長島一丁目１－１
020-8570 盛岡市内丸１０番１号
010-8570
990-8570
990-2492
996-0002
992-0012
997-1392

秋田市山王四丁目１番１号
山形市松波２丁目８番１号
山形市鉄砲町２－１９－６８
新庄市金沢字大道上２０３４
米沢市金池７－１－５０
東田郡三川町大字横山字袖東１９－１

0154-43-9193
0153-23-6835

018-860-2561
023-630-2641
023-621-8235
0233-29-1418
0238-26-6091
0235-66-5638

1

管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名
宮城県
福島県
新潟県

新潟県
東京都
神奈川県

千葉県
埼玉県
群馬県

茨城県
栃木県
山梨県
長野県

配

布

部

署

郵便番号

土木部建築宅地課調整班
土木部建築指導課
土木部都市局建築住宅課
新発田地域振興局地域整備部建築課
新潟地域振興局地域整備部建築課
三条地域振興局地域整備部建築課
長岡地域振興局地域整備部建築課
南魚沼地域振興局地域整備部建築課
上越地域振興局地域整備部建築課
佐渡地域振興局地域整備部建築課
住宅政策本部住宅企画部マンション
課マンション管理係
県土整備局事業管理部建設業課

980-8570
960-8670
950-8570
957-8511
950-8716
955-0046
940-8567
949-6680
943-8551
952-1555
163-8001

横須賀三浦地域県政総合ｾﾝﾀｰ
県央地域県政総合ｾﾝﾀｰ
県央地域県政総合ｾﾝﾀｰ高相分室
湘南地域県政総合ｾﾝﾀｰ
足柄上地域県政総合ｾﾝﾀｰ
県西地域県政総合ｾﾝﾀｰ
かながわ県民ｾﾝﾀｰ
川崎県民ｾﾝﾀｰ
県土整備部都市整備局住宅課
都市整備部建築安全課
宅建相談・指導担当
県土整備部住宅政策課
前橋土木事務所建築係
高崎土木事務所建築係
中之条土木事務所建築係
沼田土木事務所建築係
太田土木事務所建築係
土木部都市局住宅課民間住宅係
県土整備部住宅課
県土整備部建築住宅課
建設部建築住宅課
佐久建設事務所建築課

配

布

部 署

都道府県
住

所

電話番号
022-211-3242
024-521-7523
025-280-5439
0254-26-9199
025-273-3204
0256-36-2319
0258-38-2625
025-772-3958
025-526-9529
0259-74-3339
03-5320-5004

238-0006
243-0004
252-0303
254-0073
258-0021
250-0042
221-0835
212-0013
260-8667
330-9301

仙台市青葉区本町三丁目８番１号
福島市杉妻町２番１６号
新潟市中央区新光町４番地１
新発田市豊町３－３－２
新潟市東区竹尾２丁目２－８０
三条市興野１－１３－４５
長岡市沖田２丁目１７３－２
南魚沼市六日町９６０
上越市本城町５－６
佐渡市相川二町目浜町２０－１
新宿区西新宿二丁目８番１号
都庁第２庁舎１３階
横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２
かながわ県民センター２階・４階
横須賀市日の出町２－９－１９
厚木市水引２－３－１
相模原市相模大野６－３－１
平塚市西八幡１－３－１
足柄上郡開成町吉田島２４８９－２
小田原市荻窪３５０－１
横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２
川崎市幸区堀川町５８０
千葉市中央区市場町１－１
さいたま市浦和区高砂３－１５－１

371-8570
371-0051
370-0805
377-0424
378-0031
373-0033
310-8555
320-8501
400-8501
380-8570
385-8533

前橋市大手町１－１－１
前橋市上細井町２１４２－１
高崎市台町４－３
中之条町大字中之条町７０９－１
沼田市薄根町４４１２
太田市西本町６０－２７
水戸市笠原町９７８－６
宇都宮市塙田１－１－２０
甲府市丸の内１－６－１
長野市大字南長野字幅下６９２－２
佐久市跡部６５－１

027-226-3525
027-234-4424
027-322-4186
0279-75-3047
0278-24-5511
0276-32-2345
029-301-4759
028-623-2488
055-223-1730
026-235-7339
0267-63-3160

221-0835

045-313-0722
046-823-0210
046-224-1111
042-745-1111
0463-22-2711
0465-83-5111
0465-32-8000
045-312-1121
044-549-7000
043-223-3229
048-830-5488

2

管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名

石川県
富山県
福井県
静岡県

静岡県

岐阜県
三重県

愛知県

配

布

部

署

上田建設事務所建築課
諏訪建設事務所建築課
伊那建設事務所建築課
飯田建設事務所建築課
木曽建設事務所整備・建築課
松本建設事務所建築課
大町建設事務所整備・建築課
長野建設事務所建築課
北信建設事務所建築課
土木部建築住宅課
土木部建築住宅課管理係
土木部建築住宅課
くらし・環境部住まいづくり課
下田土木事務所都市計画課
熱海土木事務所都市計画課
沼津土木事務所建築住宅課
富士土木事務所都市計画課
静岡土木事務所建築住宅課
島田土木事務所建築住宅課
袋井土木事務所建築住宅課
浜松土木事務所建築住宅課
都市建築部建築指導課
県土整備部 住宅政策課
住まい支援班
桑名建設事務所建築開発課
四日市建設事務所建築開発課
松阪建設事務所建築開発課
伊勢建設事務所建築開発課
志摩建設事務所建築開発課
伊賀建設事務所建築開発課
尾鷲建設事務所建築開発課
熊野建設事務所建築開発課
建設部住宅計画課
市 街 地 整 備 ｸﾞﾙｰﾌﾟ
愛知県県民相談情報センター

郵便番号
386-8555
392-8601
396-8666
395-0034
397-8550
390-0852
398-8602
380-0836
383-8515
920-8580
930-8501
910-8580
420-8601
415-0016
413-0016
410-0055
416-0906
422-8031
427-0019
437-0042
430-0929
500-8570
514-8570

配

布

部 署

都道府県
住

所

上田市材木町１－２－６
諏訪市上川１－１６４４－１０
伊那市荒井３４９７
飯田市追手町２－６７８
木曽郡木曽町福島２７５７－１
松本市大字島立１０２０
大町市大町１０５８－２
長野市大字南長野南県町６８６－１
中野市大字壁田９５５
金沢市鞍月１ー１
富山市新総曲輪１－７
福井市大手三丁目１７－１
静岡市葵区追手町９－６
下田市中531-1
熱海市水口町13-15
沼津市高島本町1-3
富士市本市場441-1
静岡市駿河区有明町2-20
島田市道悦5-7-1
袋井市山名町2-1
浜松市中区中央1-12-1
岐阜市薮田南２－１－１
津市広明町１３番地

桑名市中央町5-71（桑名庁舎3階）
四日市市新正4-21-5（四日市庁舎3階）
松阪市高町138（松阪庁舎5階）
伊勢市勢田町628番地2（伊勢庁舎3階）
志摩市阿児町鵜方3098-9（志摩庁舎3階）
伊賀市四十九町2802（伊賀庁舎6階）
尾鷲市坂場西町1番1号（尾鷲庁舎4階）
熊野市井戸町371（熊野庁舎3階）
名古屋市中区三の丸３－１－２
愛知県本庁舎５階
460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２
愛知県自治センター１階
511-8567
510-8511
515-0011
516-8566
517-0501
518-8533
519-3695
519-4393
460-8501

電話番号
0268-25-7142
0266-57-2923
0265-76-6830
0265-53-0468
0264-25-2229
0263-40-1935
0261-23-6524
026-234-9530
0269-23-0220
076-225-1777
076-444-3355
0776-20-0505
054-221-3081
0558-24-2109
0557-82-9191
055-920-2224
0545-65-2246
054-286-9346
0547-37-5273
0538-42-3294
053-458-7283
058-272-1111
059-224-2720
0594-24-3667
059-352-0684
0598-50-0587
0596-27-5210
0599-43-9651
0595-24-8239
0597-23-3546
0597-89-6148
052-954-6569
052-962-5100

3

管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名

配

布

部

署

海部県民センター県民防災安全課
知多県民センター県民防災安全課
西三河県民相談室
新城設楽振興事務所広報コーナー
東三河県民相談室
大阪府

和歌山県
兵庫県

兵庫県

住宅まちづくり部建築振興課
（宅建業指導グループ）
住宅まちづくり部都市居住課
（安心居住推進グループ）
大阪府住宅相談室
県土整備部都市住宅局建築住宅課
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）
ひょうご住まい
サポートセンター
阪神北県民局 宝塚土木事務所
まちづくり建築課
東播磨県民局 加古川土木事務所
まちづくり建築課
北播磨県民局 加東土木事務所
まちづくり建築課
但馬県民局 豊岡土木事務所
まちづくり建築第１課、第２課
丹波県民局 丹波土木事務所
まちづくり建築課
淡路県民局 洲本土木事務所
まちづくり建築課
神戸県民センター 神戸土木事務所
工事業務課

郵便番号

配

布

部 署

都道府県
住

所

電話番号

496-8531 津島市西柳原１－１４
海部総合庁舎１階
475-8501 半田市出口町１－３６
知多総合庁舎１階
444-8551 岡崎市明大寺本町１－４
西三河総合庁舎１階
441-1365 新城市字石名号２０－１
新城設楽総合庁舎１階
440-8515 豊橋市八町通５－４
東三河総合庁舎１階
559-8555 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）
559-8555 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）
540-8570 大阪市中央区大手前三丁目２番１２号
（大阪府庁別館１階）
640-8262 和歌山市湊通丁北１－２－１
650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号

0567-24-2500

650-0044 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
665-8567 宝塚市旭町２－４－１５

078-360-2536

675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木９７－１

0794-21-9227

673-1431 加東市社字西柿１０７５－２

0795-42-9409

668-0025 豊岡市幸町７－１１
669-3309 丹波市柏原町柏原６８８

0796-26-3757
0796-26-3756
0795-73-3860

656-0021 洲本市塩屋２－４－５

0799-26-3248

653-0055 神戸市長田区浪松町３－２－５

078-737-2104

0569-23-3900
0564-27-0800
0536-23-8700
0532-52-7337
06-6941-0351
06-6941-0351
06-6944-8269
073-441-3180
078-362-3595

0797-83-3212
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管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名

京都府
滋賀県

配

布

部

署

布

部 署

住

所

電話番号

660-8588 尼崎市東難波町５－２１－８

06-6481-7641

662-0854 西宮市櫨塚町２－２８

0798-39-6130

670-0947 姫路市北条１－９８

079-281-9567

602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
520-8577 大津市京町４－１－１

075-414-5343
077-528-4235

大津土木事務所経理用地課

520-0807 大津市松本１丁目２－１
（大津合同庁舎２Ｆ）
525-8525 草津市草津３丁目１４－７５
（南部合同庁舎２Ｆ）
528-8511 甲賀市水口町水口６２００
（甲賀合同庁舎２Ｆ）
527-8511 東近江市八日市緑町７－２３
（東近江合同庁舎２Ｆ）
522-0071 彦根市元町４－１（湖東合同庁舎３Ｆ）
526-0033 長浜市平方町１１５２－２
（湖北合同庁舎２Ｆ）
529-0426 長浜市木之本町黒田１２３４
（木之本合同庁舎２Ｆ）
520-1621 高島市今津町今津１７５８
（高島合同庁舎２Ｆ～３Ｆ）
630-8501 奈良市登大路町３０

077-524-2812

甲賀土木事務所管理調整課
東近江土木事務所経理用地課
湖東土木事務所管理調整課
長浜土木事務所経理用地課
長浜土木事務所木之本支所管理課
高島土木事務所管理調整課

鳥取県
島根県

配

阪神南県民センター 県民交流室
阪神南県民情報センター
阪神南県民センター
西宮土木事務所 工事業務課
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、第２課
建設交通部建築指導課宅建業担当
土木交通部住宅課企画係

南部土木事務所経理用地課

奈良県

郵便番号

都道府県

県土マネジメント部
住まいまちづくり課総務管理係
生活環境部住・まちづくり課
土木部建築住宅課建築物安全推進室
松江県土整備事務所建築部建築課
雲南県土整備事務所建築部
出雲県土整備事務所建築部建築課
県央県土整備事務所建築部
浜田県土整備事務所建築部建築課
益田県土整備事務所建築部建築課
隠岐支庁県土整備局建築部

680-8570
690-8501
690-0011
699-1396
693-8511
696-8510
697-0041
698-0007
685-8601

鳥取市東町１－２２０
松江市殿町１番地
松江市東津田町１７４１－１
雲南市木次町里方５３１－１
出雲市大津町１１３９
邑智郡川本町大字川本２６５－３
浜田市片庭町２５４
益田市昭和町１３－１
隠岐郡隠岐の島町港町塩口２４

077-567-5433
0748-63-6163
0748-22-7733
0749-27-2250
0749-65-6636
0749-82-3435
0740-22-6046
0742-27-7540
0857-26-7411
0852-22-6586
0852-32-5760
0854-42-9590
0853-30-5662
0855-72-9608
0855-29-5669
0856-31-9662
08512-2-9728
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管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名
岡山県
広島県

山口県

高知県
徳島県
香川県
愛媛県

大分県

宮崎県

配

布

部

署

土木部都市局住宅課
土木建築局住宅課
西部建設事務所建築課
東部建設事務所建築課
北部建設事務所建築課
土木建築部住宅課
岩国土木建築事務所総務課
柳井土木建築事務所建築住宅課
周南土木建築事務所建築住宅課
防府土木建築事務所総務課
宇部土木建築事務所美祢支所建築住
宅課
下関土木建築事務所総務課
長門土木建築事務所総務課
萩土木建築事務所総務課
土木部住宅課総務宅建班
県土整備部住宅課建築指導室
土木部住宅課
総務･宅地建物指導グループ
土木部道路都市局建築住宅課
東予地方局四国中央土木事務所
東予地方局建設部建築指導課
中予地方局建設部建築指導課
南予地方局八幡浜土木事務所
管理課
南予地方局建設部建築指導課
土木建築部建築住宅課
別府土木事務所建築住宅課
大分土木事務所建築住宅課
臼杵土木事務所建築住宅課
豊後大野土木事務所企画調査課建築
住宅班
日田土木事務所企画調査課建築住宅
班
中津土木事務所建築住宅課
県土整備部建築住宅課

郵便番号

配

布

部 署

都道府県
住

所

電話番号

700-8570
730-8511
732-0816
720-0031
728-0013
753-8501
740-0016
742-0031
745-0004
747-0801
759-2212

岡山市北区内山下２－４－６
広島市中区基町１０－５２
広島市南区比治山本町１６－１２
福山市三吉町１－１－１
三次市十日市東４－６－１
山口市滝町１－１
岩国市三笠町１－１－１
柳井市南町３－９－３
周南市毛利町２－３８
防府市駅南町１３－４０
美祢市大嶺町東分沖田3449-5

086-226-7527
082-513-4164
082-250-8151
084-921-1311
0824-63-5181
083-933-3883
0827-29-1540
0820-22-0397
0834-33-6475
0835-22-3485
0837-52-1660

751-0823
759-4101
758-0041
780-8570
770-8570
760-8570

下関市貴船町３－２－１
長門市東深川１８７５－１
萩市江向川添沖田５３１－１
高知市丸ノ内一丁目２番２０号
徳島市万代町１－１
高松市番町４－１－１０

083-223-7101
0837-22-2920
0838-22-0043
088-823-9861
088-621-2604
087-832-3582

790-8570
799-0404
793-0042
790-8502
798-8511

松山市一番町４－４－２
四国中央市三島宮川４－６－５３
西条市喜多川７９６－１
松山市北持田町１３２
八幡浜市北浜１－３－３７

089-912-2755
0896-24-4455
0897-56-0361
089-909-8778
0894-22-4111

798-8511
870-8501
874-0840
870-0905
875-0041
879-7131

宇和島市天神町７－１
大分市大手町三丁目１番１号
別府市大字鶴見字下田井１４－１
大分市向原西１－４－２
臼杵市大字臼杵字州崎７２－２５４
豊後大野市三重町市場１１２３

0895-23-2987
097-536-1111
0977-67-0211
097-558-2141
0972-63-4136
0974-22-1056

877-0004 日田市城町１－１－１０

0973-23-2141

871-0024 中津市中央町５－１６
880-8501 宮崎市橘通東二丁目１０番１号

0979-22-2110
0985-26-7194

6

管理業務主任者試験 受験申込案内書 配布窓口
自治体名
鹿児島県
熊本県
佐賀県

長崎県
福岡県
沖縄県

配

布

部

署

土木部建築課
土木部住宅課
県土づくり本部建築住宅課
地域住宅担当
佐賀土木事務所建築課
東部土木事務所建築課
唐津土木事務所建築課
伊万里土木事務所建築課
杵藤土木事務所管理課
土木部都市政策課
建築都市部建築指導課
土木建築部住宅課

郵便番号

配

布

部 署

都道府県
住

所

890-8577 鹿児島市鴨池新町１０－１
862-8570 熊本市水前寺６丁目１８番１号
840-8570 佐賀市城内１－１－５９
840-0854
841-0051
847-0861
848-0041
843-0023
850-8570
812-8577
900-8570

佐賀市八戸２－２－６７
鳥栖市元町１２３４－１
唐津市二夕子３－１－５
伊万里市新天町１２２－４
武雄市武雄町昭和２６５
長崎市尾上町３－１
福岡市博多区東公園７番７号
那覇市泉崎一丁目２番２号

電話番号
099-286-3707
096-333-2547
0952-25-7165
0952-24-4369
0942-83-4398
0955-73-2865
0955-23-4721
0954-22-4185
095-894-3094
092-651-1111
098-866-2418
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