
13 　試験場と教育委員会担当課

受験地 試験場 所在地

北海道 北海道庁　別館 札幌市中央区北3条西7丁目 生涯学習課
〒060-8544
札幌市中央区北3条西7丁目
011-204-5742（直通）

青   森 青森県教育庁 青森市新町2丁目3番1号 生涯学習課
〒030-8540
青森市新町2丁目3番1号
017-734-9887（内線5192）

岩   手 岩手県立総合教育センター 花巻市北湯口第2地割82番1 学校教育課
〒020-8570
盛岡市内丸10-1
019-629-6137（直通）

宮   城 宮城県庁
仙台市青葉区本町3丁目8番1
号

義務教育課
〒980-8423
仙台市青葉区本町3丁目8番1号
022-211-3642（直通）

秋   田 秋田県生涯学習センター 秋田市山王中島町1番1号 義務教育課
〒010-8580
秋田市山王3丁目1番1号
018-860-5141（直通）

山   形 山形県庁 山形市松波2丁目8番1号 義務教育課
〒990-8570
山形市松波2丁目8番1号
023-630-2871(直通）

福　 島 杉妻会館 福島市杉妻町3番45号 社会教育課
〒960-8688
福島市杉妻町2-16
024-521-7788（直通）

茨　 城 茨城県庁 水戸市笠原町978番地6 義務教育課
〒310-8588
水戸市笠原町978番地6
029-301-5220（内線5222）

栃　 木 栃木県庁　南別館 宇都宮市本町3番9号 教職員課
〒320-8501
宇都宮市塙田1丁目1番20号
028-623-3391（直通）

群　 馬 群馬県庁 前橋市大手町1丁目1番1号 義務教育課
〒371-8570
前橋市大手町1丁目1番1号
027-226-4618（直通）

埼　 玉 埼玉県県民健康センター
さいたま市浦和区仲町3丁目5
番1号

 小中学校人事課

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
048-830-6939（内線6939）

千　 葉 千葉市文化センター
千葉市中央区中央2丁目5番1
号

指導課
〒260-8662
千葉市中央区市場町1-1
043-223-4056（直通）

東　 京 東京都教職員研修センター 文京区本郷1丁目3番3号 義務教育課
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
03-5320-6752（直通）

神奈川
神奈川県立総合教育セン
ター　善行庁舎

藤沢市善行7丁目1番1号 子ども教育支援課

〒231-8509
横浜市中区日本大通33
045-210-8217（直通）

新　 潟 新潟県庁 新潟市中央区新光町4番地1 高等学校教育課

〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1
025-285-5511（内線3874）

富　 山 富山県庁 富山市新総曲輪1番7号 小中学校課
〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号
076-444-3443（直通）

都道府県教育委員会担当課及び所在地等



受験地 試験場 所在地 都道府県教育委員会担当課及び所在地等

石　 川 石川県庁 金沢市鞍月1丁目1番地 学校指導課
〒920-8575
金沢市鞍月1丁目1番地
076-225-1828（内線5582）

福　 井 福井県庁 福井市大手3丁目17番1号 高校教育課
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号
0776-20-0568（内線4167）

山　 梨 山梨県庁 甲府市丸の内1丁目6番1号 義務教育課
〒400-8504
甲府市丸の内1丁目6番1号
055-223-1764（直通）

長　 野 長野県庁
長野市大字南長野字幅下692
番地の2

義務教育課
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692番地の2

026-235-7426（内線4340）

岐　 阜 岐阜県総合教育センター 岐阜市薮田南5丁目9番1号 学校支援課
〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号
058-272-1111（内線3699）

静　 岡 静岡県教育会館 静岡市葵区駿府町1番12号 特別支援教育課

〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号
054-221-2942（直通）

愛　 知 名古屋市中小企業振興会館
名古屋市千種区吹上2丁目6番
3号

義務教育課
〒460-8534
名古屋市中区三の丸3-1-2
052-954-6790（直通）

三　 重 三重県庁　講堂棟 津市広明町13番地 高校教育課
〒514-8570
津市広明町13番地
059-224-2913（内線7356）

滋　 賀
ピアザ淡海
滋賀県立県民交流センター

大津市におの浜1丁目1番20号 幼小中教育課
〒520-8577
大津市京町4丁目1番1号
077-528-4665（内線4665）

京   都 京都府庁　別館
京都市上京区下立売通新町
西入藪ノ内町

学校教育課

〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西
入藪ノ内町
075-414-5823（直通）

大　 阪
エル・おおさか（大阪府立
労働センター）

大阪市中央区北浜東3番14号 小中学校課
〒540-8571
大阪市中央区大手前2丁目
06-6941-0351（内線3504）

兵　 庫 兵庫県民会館
神戸市中央区下山手通4丁目
16番3号

義務教育課
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078-341-7711（内線5722）

奈　 良 奈良県庁 奈良市登大路町30番地 学校教育課
〒630-8502
奈良市登大路町30番地
0742-27-9851（直通）

和歌山
和歌山県立情報交流セン
ター　ビッグ・ユー

田辺市新庄町3353の9 義務教育課
〒640-8585
和歌山市小松原通1丁目1
073-441-3662（直通）

鳥　 取 鳥取県庁 鳥取市東町1丁目220 特別支援教育課

〒680-8570
鳥取市東町1丁目220
0857-26-7575（直通）

島　 根 島根県庁　会議棟 松江市殿町1番地 学校企画課
〒690-8502
松江市殿町1番地
0852-22-6490（直通）

岡　 山 岡山県庁　分庁舎
岡山市中区古京町1丁目7番36
号

高校教育課
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
086-226-7578（直通）
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広　 島 広島県庁 広島市中区基町10番52号 生涯学習課
〒730-8514
広島市中区基町9番42号
082-513-5012（直通）

山　 口 山口県庁 山口市滝町1番1号 義務教育課
〒753-8501
山口市滝町1番1号
083-933-4600（内線4602）

徳　 島 徳島県立総合教育センター
板野郡板野町犬伏字東谷
1番地7号

学校教育課
〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地
088-621-3114（内線3114）

香　 川 香川県天神前分庁舎 高松市天神前6番1号 義務教育課
〒760-8582
高松市天神前6番1号
087-832-3741（直通）

愛　 媛 愛媛県中予地方局 松山市北持田町132番地 義務教育課
〒790-8570
松山市一番町4丁目4番地2
089-912-2941（直通）

高　 知 高知県教育センター　分館 高知市大原町132番地 小中学校課
〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目7番52号
088-821-4638（直通）

福　 岡 福岡県吉塚合同庁舎
福岡市博多区吉塚本町
13番50号

義務教育課
〒812-8575
福岡市博多区東公園7番7号
092-643-3909（直通）

佐　 賀 佐賀県庁 佐賀市城内1丁目1番59号 学校教育課
〒840-8570
佐賀市城内1丁目1番59号
0952-25-7227（内線3265）

長　 崎 長崎県庁　新別館 長崎市万才町3番26号 義務教育課
〒850-8570
長崎市江戸町2番13号
095-894-3373（直通）

熊　 本 熊本県庁
熊本市中央区水前寺6丁目
18番1号

義務教育課
〒862-8609
熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
096-333-2690（内線6662）

大　 分 大分県庁　別館 大分市府内町3丁目10番1号 社会教育課
〒870-8503
大分市府内町3丁目10番1号
097-506-5526（直通）

宮　 崎 宮崎県庁　附属棟 宮崎市橘通東2丁目10番1号 学校政策課
〒880-8502
宮崎市橘通東1丁目9番10号
0985-26-7239（内線3276）

鹿児島 鹿児島県庁 鹿児島市鴨池新町10番1号 義務教育課
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
099-286-5300（内線5300）

沖　 縄 沖縄県庁 那覇市泉崎1丁目2番2号 義務教育課
〒900-8571
那覇市泉崎1丁目2番2号
098-866-2741（内線4156）


