
都道府県 第１回試験会場 所在地 第２回試験会場 所在地

1 北海道 北海道自治労会館
札幌市北区北六条西７丁目５番３
号

北海道自治労会館
札幌市北区北六条西７丁目５番３
号

2 青森 青森県立北斗高等学校 青森市松原２丁目１番２４号 青森県立北斗高等学校 青森市松原２丁目１番２４号

3 岩手
いわて県民情報交流センター（ア
イーナ）

盛岡市盛岡駅西通１丁目７番１号 盛岡地域交流センター（マリオス） 盛岡市盛岡駅西通２丁目９番１号

4 宮城 宮城大学（大和キャンパス） 黒川郡大和町学苑１番 宮城県自治会館 仙台市青葉区上杉１丁目２番３号

5 秋田 秋田県立秋田明徳館高等学校 秋田市中通２丁目１番５１号 秋田県立秋田明徳館高等学校 秋田市中通２丁目１番５１号

6 山形 山形県立霞城学園高等学校 山形市城南町１丁目１番１号 山形県立霞城学園高等学校 山形市城南町１丁目１番１号

7 福島 福島県立郡山萌世高等学校 郡山市駅前２丁目１１番１号 福島県立郡山萌世高等学校 郡山市駅前２丁目１１番１号

8 茨城 茨城県水戸生涯学習センター 水戸市愛宕町４番１号 茨城県水戸生涯学習センター 水戸市愛宕町４番１号

9 栃木
パルティ（とちぎ男女共同参画セン
ター）

宇都宮市野沢町４番１号 栃木県総合教育センター 宇都宮市瓦谷町１０７０

10 群馬 群馬県生涯学習センター 前橋市文京町２丁目２０番２２号 群馬県生涯学習センター 前橋市文京町２丁目２０番２２号

11 埼玉 埼玉県県民活動総合センター 北足立郡伊奈町小針内宿１６００ 埼玉県県民活動総合センター 北足立郡伊奈町小針内宿１６００番

12 千葉 千葉県立船橋高等学校 船橋市東船橋６丁目１番１号 千葉県総合教育センター 千葉市美浜区若葉２丁目１３番

13 東京 国立大学法人電気通信大学 調布市調布ヶ丘１丁目５番１号 国立大学法人一橋大学 国立市中２丁目１番地

14 神奈川 相模女子大学高等部 相模原市文京２丁目１番１号 カリタス女子短期大学
横浜市青葉区あざみ野２丁目２９番
１号

15 新潟 新潟県立新潟商業高等学校
新潟市中央区白山浦２丁目６８番
地２号

新潟県立新潟南高等学校 新潟市中央区上所１丁目３番１号

16 富山 富山県農協会館 富山市新総曲輪２番２１号 富山県農協会館 富山市新総曲輪２番２１号

17 石川 石川県立生涯学習センター 金沢市広坂２丁目１番１号 石川県立生涯学習センター 金沢市広坂２丁目１番１号

18 福井 福井県立青少年センター 福井市福新町２５０５番 福井県立青少年センター 福井市福新町２５０５番

19 山梨 山梨県立甲府西高等学校 甲府市下飯田４丁目１番１号 山梨県立甲府第一高等学校 甲府市美咲２丁目１３番４４号

20 長野 長野県松本勤労者福祉センター 松本市中央４丁目７番２６号 長野県社会福祉総合センター 長野市若里７丁目１番７号

21 岐阜
岐阜聖徳学園大学　(岐阜キャンパ
ス)

岐阜市中鶉１丁目３８番地 国立大学法人岐阜大学 岐阜市柳戸１番１号

22 静岡 静岡県職員会館（もくせい会館） 静岡市葵区鷹匠３丁目６番１号 静岡県職員会館（もくせい会館） 静岡市葵区鷹匠３丁目６番１号

23 愛知
学校法人電波学園名古屋工学院専
門学校

名古屋市熱田区神宮４丁目７番２
１号

学校法人電波学園名古屋工学院専
門学校

名古屋市熱田区神宮４丁目７番２１
号

24 三重 三重県庁（講堂） 津市広明町１３番地 三重県庁（講堂） 津市広明町１３番地

25 滋賀
立命館大学（びわこ・くさつキャンパ
ス）

草津市野路東１丁目１番１号 国立大学法人滋賀医科大学 大津市瀬田月輪町

26 京都
京都テルサ（京都府民総合交流プラ
ザ）

京都市南区東九条下殿田町７０番
地

京都府総合教育センター 京都市伏見区桃山毛利長門西町

27 大阪 関西大学（天六キャンパス）
大阪市北区長柄西１丁目３番２２
号

関西大学（天六キャンパス） 大阪市北区長柄西１丁目３番２２号

28 兵庫 神戸山手大学
神戸市中央区中山手通６丁目５番
２号

神戸山手大学
神戸市中央区中山手通６丁目５番
２号

29 奈良 帝塚山大学（東生駒キャンパス） 奈良市帝塚山７丁目１番１号 奈良県立大学 奈良市船橋町１０番地

30 和歌山
和歌山県勤労福祉会館（プラザホー
プ）

和歌山市北出島１丁目５番４７号
和歌山県勤労福祉会館（プラザホー
プ）

和歌山市北出島１丁目５番４７号

31 鳥取
鳥取県立生涯学習センター（県民ふ
れあい会館）講義室

鳥取市扇町２１番地
鳥取県立生涯学習センター（県民ふ
れあい会館）講義室

鳥取市扇町２１番地

32 島根 島根県市町村振興センター 松江市殿町８番地３ 島根県職員会館 松江市内中原町５２番地

33 岡山 岡山県立烏城高等学校 岡山市伊島町３丁目１番１号 岡山県立烏城高等学校 岡山市伊島町３丁目１番１号

34 広島
広島県情報プラザ（広島県立産業技
術交流センター）

広島市中区千田町３丁目７番４７
号

広島県情報プラザ（広島県立産業技
術交流センター）

広島市中区千田町３丁目７番４７号

35 山口 防府とくぢＪＡ会館 防府市中央町４番１号 防府とくぢＪＡ会館 防府市中央町４番１号

36 徳島 徳島県立総合福祉センター 徳島市中昭和町１丁目２番地 徳島県ＪＡ会館（別館） 徳島市北佐古一番町５番１２号

37 香川 ホテルルポール讃岐 高松市中野町２３番２３ ホテルルポール讃岐 高松市中野町２３番２３

38 愛媛 エスポワール愛媛文教会館 松山市祝谷町１丁目５番３３号 エスポワール愛媛文教会館 松山市祝谷町１丁目５番３３号

39 高知 ふくし交流プラザ 高知市朝倉戊３７５番地１ ふくし交流プラザ 高知市朝倉戊３７５番地１

40 福岡 福岡県立香椎工業高等学校
福岡市東区香椎駅東２丁目２３番
１号

福岡県立博多青松高等学校 福岡市博多区千代１丁目２番２１号

41 佐賀 佐賀県自治会館 佐賀市城内１丁目５番１４号 若楠会館 佐賀市城内１丁目３番１３号

42 長崎
長崎市民生活プラザホール（メルカ
つきまちホール）

長崎市築町３番１８号
長崎市民生活プラザホール（メルカつ
きまちホール）

長崎市築町３番１８号

43 熊本
財団法人熊本県青年会館（ユースピ
ア熊本）

熊本市水前寺３丁目１７番１５号
財団法人熊本県青年会館（ユースピ
ア熊本）

熊本市水前寺３丁目１７番１５号

44 大分 大分県立社会教育総合センター 別府市大字野口原３０３０番地１ 大分県立社会教育総合センター 別府市大字野口原３０３０番地１

45 宮崎 ひまわり荘 宮崎市瀬頭２丁目４番５号 ひまわり荘 宮崎市瀬頭２丁目４番５号

46 鹿児島 鹿児島県社会福祉センター 鹿児島市鴨池新町１番７号 鹿児島県社会福祉センター 鹿児島市鴨池新町１番７号

47 沖縄 沖縄県立那覇商業高等学校 那覇市松山１丁目１６番地１号 沖縄県立那覇商業高等学校 那覇市松山１丁目１６番地１号

第１回試験（８月１１日（火）・１２日（水）） 第２回試験（１１月１４日（土）・１５日（日））

平成２１年度高等学校卒業程度認定試験　試験会場一覧


