
高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL

住所 札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館7階

電話 011-204-5742

住所 岩見沢市8条西5丁目

電話 0126-20-0130

住所 虻田郡倶知安町北1条東2丁目

電話 0136-23-1976

住所 室蘭市海岸町1丁目4番1号

電話 0143-24-9888

住所 浦河郡浦河町栄丘東通56号

電話 0146-22-9481

住所 函館市美原4丁目6番16号

電話 0138-47-9576

住所 檜山郡江差町字陣屋町336番地の3

電話 0139-52-6521

住所 旭川市永山6条19丁目1番1号

電話 0166-46-4942

住所 留萌市住之江町2丁目1番地

電話 0164-42-8398

住所 稚内市末広4丁目2番27号

電話 0162-33-3924

住所 網走市北7条西3丁目

電話 0152-41-0748

住所 帯広市東3条南3丁目1番地

電話 0155-27-8627

住所 釧路市浦見2丁目1番1号

電話 0154-43-9271

住所 根室市常盤町3丁目28番地

電話 0153-24-5830

住所 青森市新町2-4-30　青森県庁北棟８階

電話 017-734-9887

住所 青森市荒川藤戸119-7

電話 017-739-1252

住所 青森市中央3-20-12

電話 017-734-9955

住所 五所川原市栄町10

電話 0173-35-2170

住所 弘前市蔵主町4

電話 0172-32-4451

住所 上北郡七戸町蛇坂55-1

電話 0176-62-2128

住所 むつ市中央1-1-8

電話 0175-22-1351

住所 八戸市尻内町字鴨田7

電話 0178-27-4521

住所 盛岡市内丸10-1

電話 019-629-6176

住所 盛岡市内丸11-1

電話 019-629-6742

住所 花巻市花城町1-41

電話 0198-22-4981

住所 北上市芳町2-8

電話 0197-65-2731

住所 遠野市六日町1-22

電話 0198-62-9930

住所 奥州市水沢区大手町1-2

電話 0197-22-2811

住所 一関市竹山町7-5

電話 0191-26-1419

住所 一関市千厩町北方85-2

電話  0191-52-4901

住所 大船渡市猪川町字前田6-1

電話 0192-27-9910

住所 釜石市新町6-50

電話 0193-25-2717

住所 宮古市五月町1-20

電話  0193-64-2222

住所 久慈市八日町1-1

電話 0194-53-4991

住所 二戸市石切所字荷渡6-3

電話 0195-23-9210

青森県教育庁生涯学習課 030-0801
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/aomorimanabi-e_shogai.html

青森県

9：00～16：00(月～木曜日)
9：00～15：00（金曜日）

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006224.html

026-0043
8：30～17:15

(平日のみ配布)
http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006228.html

8：30～17:15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006232.html

釜石地区合同庁舎

大船渡地区合同庁舎
沿岸南部教育事務所

022-8502

岩手県

遠野地区合同庁舎 020-0525
8：30～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006225.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006223.html

028-6103
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006233.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006226.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006234.html

奥州地区合同庁舎

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006230.html

 020-0023

024-8520

一関地区合同庁舎
県南教育事務所

岩手県教育委員会
生涯学習文化財課

020-8570

空知教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/stk/index.htm

 060-8544

 068-8550

 044-8544

 051-8558

 057-8558

 041-8557

 093-8619

渡島教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/oky/index.htm

胆振教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ibk/index.htm

所在地

北海道

北海道教育庁生涯学習推進局
生涯学習課

8：45～17：30
(平日のみ配布)

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/daiken.htm

後志教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sbk/index.htm

日高教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hdk/index.htm

檜山教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hyk/index.htm

オホーツク教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/okh/index.htm

釧路教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/krk/index.htm

根室教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/nky/index.htm

 085-0835

 087-8588

上川教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/

 043-8558

 079-8612

8：45～17：30
(平日のみ配布)

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/syk/index.htm

 077-0027

 097-8639

十勝教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/tky/index.htm 080-8588

留萌教育局
8：45～17：30

(平日のみ配布)
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/rky/index.htm

宗谷教育局

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-kamikita/index.html039-2593

青森県総合社会教育センター
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.alis.pref.aomori.lg.jp/

西北教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-seihoku/index.html

030-0822

037-0046

東青教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-tosei/

030-0111

039-1101
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-sanpachi/index.html三八教育事務所

035-0073
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shimokita/index.html下北教育事務所

中南教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-chunan/index.html036-8345

上北教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)

8：30～17:15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kyouiku/011454.html

久慈地区合同庁舎
県北教育事務所

028-8042

027-0072
宮古地区合同庁舎
１階　総合案内窓口

花巻地区合同庁舎
中部教育事務所

025-0075
8：30～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006227.html

一関地区合同庁舎
千厩分庁舎

盛岡地区合同庁舎
盛岡教育事務所

 020-0023
8：30～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006231.html

020-8570

二戸地区合同庁舎

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.iwate.jp/kanzai/shinkoukyoku/006229.html

023-0053

北上地区合同庁舎



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話 022-211-3621

住所 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

電話 022-275-9256

住所 宮城県柴田郡大河原町字南129-1

電話 0224-53-3926

住所 宮城県大崎市古川旭4-1-1

電話 0229-91-0738

住所 宮城県栗原市築館藤木5-1

電話 0228-22-2128

住所 宮城県石巻市蛇田字新沼田１２番地４街区１画地

電話 0225-95-7016

住所 宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話 0220-22-2777

住所 宮城県気仙沼市赤岩杉の沢47-6

電話 0226-24-2582

住所 秋田市山王三丁目1-1

電話 018-860-5161

住所 北秋田市鷹巣字東中岱76-1

電話 0186-62-1217

住所 鹿角市花輪字六月田1

電話 0186-23-3302

住所 能代市御指南町1-10

電話 0185-52-3369

住所 由利本荘市水林366

電話 0184-22-0155

住所 横手市四日町3-23

電話 0182-32-1101

住所 大仙市大曲上栄町13-62

電話 0187-63-3477

住所 湯沢市千石町二丁目1-10

電話 0183-73-1106

住所 山形市松波2-8-1

電話 023-630-3165

住所 寒河江市大字西根字石川西355　村山総合支庁西庁舎内

電話 0237-86-8163

住所 新庄市金沢字大道上2、034　最上総合支庁内

電話 0233-22-1111

住所 長井市高野町2-3-1　置賜総合支庁西庁舎内

電話 0238-88-8236

住所 東田川郡三川町大字横山字袖東7-1

電話 0235-68-1981

住所 福島県福島市杉妻町2-16

電話 024-521-7788

住所 福島県福島市杉妻町2-16  福島県庁北庁舎１階

電話 024-521-2814

住所 福島県郡山市麗山一丁目1-1

電話 024-935-1488

住所 福島県白河市昭和町269

電話 0248-23-1666

住所 福島県会津若松市追手町7-5

電話 0242-29-5488

住所 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1

電話 0241-62-5363

住所 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30

電話 0244-26-1315

住所 福島県いわき市平字梅本15

電話 0246-24-6144

宮城県

秋田県

山形県

福島県

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/706003/

北教育事務所山本出張所

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mskyoz/

987-0511

988-0181

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-kyoz/

宮城県北部教育事務所
栗原地域事務所

宮城県大河原教育事務所 989-1243

989-6117

987-2251

986-0861宮城県東部教育事務所

8：30～17：15
(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-khkyoz/

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmkyoz/

宮城県北部教育事務所

宮城県仙台教育事務所

980-8423

981-0914

中央教育事務所由利出張所

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1321

南教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1297

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1459

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1457

9：00～17：00
(平日のみ配布)

015-0885

013-0022

010-8580

018-3331

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/722

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koukyou/

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ok-kyouiku/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kyouiku/

960-8670県北教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.kenpoku-eo.fks.ed.jp

南教育事務所仙北出張所

012-0857

990-8570

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1294

991-0003

996-0002

村山教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/702004/

最上教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/704001/

宮城県東部教育事務所
登米地域事務所

秋田県教育庁高校教育課

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/700013/

9：00～17：00
(平日のみ配布)

南教育事務所雄勝出張所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/1263

9：00～17：00
(平日のみ配布)

014-0062

山形県教育庁高校教育課

北教育事務所鹿角出張所 018-5201

016-0815

宮城県気仙沼教育事務所

宮城県教育庁高校教育課

置賜教育事務所

会津教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.aizu-eo.fks.ed.jp

いわき教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.iwaki-eo.fks.ed.jp

南会津教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.minami-aizu-eo.fks.ed.jp/htdocs/

相双教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.sousou-eo.fks.ed.jp

県南教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.kennan-eo.fks.ed.jp

北教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/5277

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-kyoz/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

967-0004

975-0031

970-8026

庄内教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kyoiku/707001/

福島県教育庁社会教育課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.syakai.fks.ed.jp

993-0085

997-1301

960-8688

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.kenchu-eo.fks.ed.jp

961-0971

965-8501

963-8540県中教育事務所



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 茨城県水戸市笠原町978-6

電話 029-301-5313

住所 茨城県水戸市柵町1-3-1　水戸合同庁舎内

電話 029-227-4451

住所 茨城県日立市末広町1-1-4

電話 0294-34-0774

住所 茨城県鉾田市鉾田1367-3　鉾田合同庁舎内

電話 0291-33-6134

住所 茨城県土浦市真鍋5-17-26　土浦合同庁舎内

電話 029-822-7289

住所 茨城県筑西市二木成615　筑西合同庁舎内

電話 0296-24-9277

住所 茨城県水戸市三の丸1-5-38　茨城県三の丸庁舎３階

電話 029-228-1313

住所 茨城県日立市十王町友部2581

電話 0294-39-0012

住所 茨城県行方市宇崎1389

電話 0299-73-3877

住所 茨城県土浦市大和町9-1　ウララビル5階

電話 029-826-1101

住所 茨城県筑西市野殿1371

電話 0296-24-1151

住所 茨城県水戸市三の丸1-5-38

電話 029-221-5569

住所 宇都宮市塙田1-1-20　栃木県庁南別館５階

電話 028-623-3408

住所 宇都宮市塙田1-1-20　栃木県庁本館１階

電話 028-623-2323

住所 宇都宮市塙田1-1-20　栃木県庁本館２階

電話 028-623-3766

住所 宇都宮市竹林町1030-2

電話 028-626-3183

住所 鹿沼市今宮町1664-1

電話 0289-62-7167

住所 真岡市荒町116-1

電話 0285-82-3324

住所 栃木市神田町6-6

電話 0282-23-3422

住所 矢板市鹿島町20-22

電話 0287-43-0176

住所 大田原市中央1丁目9-9

電話 0287-23-2177

住所 佐野市堀米町607

電話 0283-23-1471

住所 宇都宮市瓦谷町1070

電話 028-665-7206

住所 宇都宮市駅前通り1-3-1　KDX宇都宮ビル1階

電話 028-623-3226

住所 群馬県前橋市大手町一丁目1-1　県庁舎25階

電話 027-226-4669

住所 群馬県前橋市大手町一丁目1-1　県庁舎2階

電話 027-226-2261

住所 群馬県前橋市文京町二丁目20-22

電話 027-224-5700

住所 群馬県前橋市上細井町2142-1　前橋合同庁舎

電話 027-232-6511

住所 群馬県高崎市台町4-3　高崎合同庁舎

電話 027-322-5864

住所 群馬県吾妻郡中之条町中之条町664　中之条合同庁舎

電話 0279-75-3370

住所 群馬県沼田市薄根町4412　利根沼田振興局

電話 0278-23-0165

住所 群馬県太田市西本町60-27　太田合同庁舎

電話 0276-31-7151

住所 さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話 048-830-6735

住所 埼玉県行田市富士見町2-24

電話 048-556-6164

住所 さいたま市浦和区北浦和5-6-5

電話 048-822-1860

住所 埼玉県川越市新宿町1-17-17　ウェスタ川越公共施設棟４階

電話 049-242-1805

住所 埼玉県熊谷市末広3-9-1

電話 048-523-2818

住所 埼玉県秩父市東町29-20

電話 0494-23-2116

住所 埼玉県春日部市大沼1-76

電話 048-737-2727

329-2163

324-0056

327-8503

320-0002

320-0964

371-8570

371-8570

371-0801

371-0051

茨城県

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

栃木県

4月28日（土曜日）は全館閉館

群馬県

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

埼玉県

河内教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m51/index.html

上都賀教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m52/index.html

321-0974

茨城県教育庁総務企画部生涯学習課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/syogai/310-8588

8：30～17：15
(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

300-0051

茨城県県西教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)

茨城県県北教育事務所

茨城県鹿行教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/jimusyo/rokkou/index.html

茨城県県南教育事務所

311-1517

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/jimusyo/mito/index.html茨城県水戸教育事務所 310-0802

http://www.pref.tochigi.lg.jp/

320-8501

320-8501

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/jimusyo/kenhoku/index.html

茨城県水戸生涯学習センタ-
9：00～21：00
(火～日曜日)

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

茨城県県北生涯学習センタ-
9：00～21：00
(火～日曜日)

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

300-0036

http://www.mito.gakusyu.ibk.ed.jp/

http://www.kenpoku.gakusyu.ibk.ed.jp/

http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

http://www.kennan.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県鹿行生涯学習センタ-
9：00～21：00
(火～日曜日)

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

319-1304

311-3824

316-0006

308-0841

310-0011

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/jimusyo/kennan/index.html

http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/soshiki/soshiki/jimusyo/kensei/index.html

茨城県県南生涯学習センタ-
9：00～21：00
(火～日曜日)

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

塩谷南那須教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m55/system/desaki/desaki/sioyaminaminasutop.html

322-0068

芳賀教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m53/index.html

下都賀教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m54/index.html

321-4325

328-8504

那須教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m56/index.html

茨城県県西生涯学習センタ-
9：00～21：00
(火～日曜日)

http://www.kensei.gakusyu.ibk.ed.jp/

茨城県立図書館
　9：00～20：00(火～金)
　9：00～17：00(土、日)

https://www.lib.pref.ibaraki.jp/

308-0843

310-0011

栃木県庁県民プラザ室
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/system/gaido/annai/kenmin-plaza.html

栃木県教育委員会事務局
生涯学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/index.html

320-8501

栃木県庁総合案内(受付)
 8：30～21：00(平日)

  10：00～21：00(土日祝)

中部教育事務所

とちぎジョブモール
 8：30～19：00(平日)
10：00～17：00(土)

http://www.tochigi-work2.net/

378-0031

373-0033

330-9301

県立総合教育センタ-
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g2205/index.html

南部教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g2201/index.html

安足教育事務所
ふれあい学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/m57/index.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00002127.html

群馬県教育委員会
生涯学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.gunma.jp/07/x3800034.html

群馬県庁　県民センタ-

群馬県生涯学習センタ- 9：00～17：00 http://www.manabi.pref.gunma.jp/

8：30～17：15(平日)
9：00～17：15(土・日・祝)

http://www.pref.gunma.jp/01/c0110155.html

総合教育センタ-生涯学習部
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.tochigi-edu.ed.jp/center/

北部教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g2203/index.html

北部教育事務所秩父支所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g2203/index.html368-0042

344-0038

西部教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g2202/index.html350-1124

360-0031

西部教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.nc.seibu.gsn.ed.jp/

吾妻教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.gunma.jp/03/y1110011.html377-0424

370-0805

利根教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.gunma.jp/07/y1610016.html

東部教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.nc.tobu.gsn.ed.jp/

教育局県立学校部県立学校人事課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/f2207/index.html

361-0021

330-0074

東部教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/g2204/index.html



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 千葉県千葉市中央区市場町1-1　千葉県庁中庁舎8階

電話 043-223-4071

住所 千葉県柏市柏の葉4-3-1

電話 04-7140-8600

住所 千葉県千葉市美浜区幕張西4-1-10　ちば仕事プラザ内

電話 043-351-5531

住所 千葉県市川市宝2-10-18　安田ビル１階

電話 047-395-3053

住所 千葉県柏市柏下66-1　柏市勤労会館内

電話 04-7100-1940

住所 千葉県成田市不動ヶ岡1113-1　成田市勤労会館2階

電話 0476-24-7880

住所 千葉県船橋市湊町2-1-2　Y.M.A officeビル5階

電話 047-437-6003

住所 千葉県木更津市富士見1-1-1　たちより館2階

電話 0438-23-3711

住所 千葉県茂原市道表1番地　茂原市役所9階

電話 0475-23-5515

住所 千葉県松戸市松戸2060　松戸商工会議所別館2階

電話 047-703-8301

住所
東京都新宿区西新宿2-8-1　第一本庁舎・第二本庁舎１
階及び２階

電話 03-5320-6743

住所 東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎4階

電話 042-524-7132

住所
東京都新宿区北新宿4－6－1
（東京都子供家庭総合センター４階）

電話 03-3360-4172

住所 東京都文京区本郷1-3-3

電話 03-5802-0201

住所 東京都千代田区霞が関3-2-2　2階エントランス内

電話 03-5253-4111（内線2024,2643）

住所 神奈川県横浜市中区日本大通33

電話 045-210-8084

住所 藤沢市亀井野2547-4

電話 0466-81-8521

住所 新潟県新潟市中央区新光町4-1

電話 025-280-5609

住所 新潟県上越市本城町5-6

電話 025-526-9372

住所 新潟県長岡市沖田2-173-2

電話 0258-38-2646

住所 新潟県新発田市中央町3-7-2 

電話 0254-27-9153

住所
新潟県佐渡市畑野甲５３３番地
佐渡市役所　畑野行政サービスセンター４階

電話 0259-66-4898

住所 富山市新総曲輪1-7

電話 076-444-3448

住所 高岡市赤祖父211　高岡総合庁舎分館内

電話 0766-26-8491

住所 金沢市鞍月1-1

電話 076-225-1837

住所 小松市島田町イ85-1

電話 0761-23-1710

住所 金沢市平和町1-3-1

電話 076-245-6776

住所 七尾市小島町二部33

電話 0767-52-2000

住所 輪島市三井町洲衛10-11-1

電話 0768-26-2340

住所 金沢市石引4-17-1

電話 076-223-9571

住所 金沢市本多町3-2-15

電話 076-223-9565

住所 福井市大手3-17-1

電話 0776-20-0558

住所 小浜市遠敷2-205

電話 0770-56-1309

住所 敦賀市中央町1-7-42

電話 0770-22-0050

住所 あわら市市姫3-1-1

電話 0776-73-8041

住所 山梨県甲府市丸の内一丁目6-1

電話 055-223-1766

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

土・日・祝日については、１９階展
望ロビーで配布（10:00～20:00）

祝日は休館

福井県

山梨県

東京都

273-0011

千葉県

260-8662

277-0882

261-0026

272-0122

277-0004

286-0044

914-0811

919-0692

400-8504

ふなばし地域若者サポートステーション
9：30～16：30

(祝日を除く火～土曜日)
http://funasapo.jpn.org/

千葉県教育庁教育振興部生涯学習課
9：00～17：00

(平日のみ配布)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/

さわやかちば県民プラザ
9：00～21：00
(火～日曜日)

https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/

※休館日：月曜
（月曜が祝日の場合は翌日休
館）

ちば南部地域若者サポートステーショ
ン

10：00～16：00
(祝日を除く火～土曜日)

http://www.chiba-nambu-saposute.jp/

http://chibasapo.jp/

かしわ地域若者サポートステーション

292-0831

ちば地域若者サポートステーション
9：30～15：30

(祝日を除く火～土曜日)

いちかわ・うらやす若者サポートステー
ション

10：30～16：30
(祝日を除く火～土曜日)

http://ichiura-saposute.com/

ちば北総地域若者サポートステーショ
ン

10：30～16：30
(平日のみ配布)

http://hokusou-saposute.jpn.org/

ちば南東部地域若者サポートステー
ション

9：30～16：30
(平日のみ配布)

http://chiba-nanto-saposute.jp/297-8511

271-0092

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/daiken.htm

東京都多摩教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.tamajimu.metro.tokyo.jp/annaizu.html

まつど地域若者サポートステーション
10：00～16：30

(祝日を除く火～土曜日)
http://matsudo-saposute.net/

163-8001

190-0022

10：00～17：00
(平日のみ配布)

http://k-saposute.com/

東京都庁　第一本庁舎・第二本庁舎総
合案内コーナー

http://www.e-sodan.metro.tokyo.jp/outline/center.html

東京都教職員研修センター
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.jp/11center_info/access/index.html

新潟県中越教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoiku_chuetsu/

169-0074

113-0033

100-8959

231-8509

252-0813

950-8570

943-8551

940-8554

文部科学省　２階エントランス
9：30～18：00

(平日のみ配布)

神奈川県教育委員会高校教育課
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.kanagawa.jp/div/4025/

神奈川県立総合教育センタ-亀井野庁
舎

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/access.html

東京都教育相談センタ-
9：00～17：00

(平日のみ配布)

929-2392

金沢教育事務所
8：30～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kanakyou/index.html

中能登教育事務所
8：30～17：00

(平日のみ配布)

土・日・祝日については、まなび
すとルームで配布

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/shakyo-c/index.html

 957-0053

952-0206

930-8501

933-0806

921-8575

新潟県教育庁高等学校教育課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/

新潟県上越教育事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoiku_joetsu/

富山県西部教育事務所
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3032/

佐渡市教育委員会学校教育課

富山県教育委員会県立学校課
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3003/

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/syougai/kounin/kousotu.html

http://www.pref.niigata.lg.jp/kyoiku_kaetsu/

https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/

福井県会計局会計課二州会計室(敦
賀合同庁舎内)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kaikei/kaikeisitu.html

あわら市教育委員会文化学習課（あわ
ら市役所内）

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.awara.lg.jp/dept/kyouikui/bunka/index.html

福井県教育庁嶺南教育事務所

新潟県下越教育事務所

奥能登教育事務所
8：30～17：00

(平日のみ配布)

石川県立図書館
9:00～20:00（平日）
（土・日は17:00まで）

石川県立生涯学習センタ-

8：30～17：45
(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

9：00～17：00
(平日のみ配布)

石川県教育委員会生涯学習課

8：30～17：15
(平日のみ配布)

910-8580

917-0241

https://www.city.sado.niigata.jp/index.html

山梨県教育庁高校教育課

福井県教育庁生涯学習・文化財課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/syoubun/

920-0935

920-0964

小松教育事務所
8：30～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/komatsu/index.html923-0021

921-8105

926-0852 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/nanao/index.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://info.pref.fukui.jp/gakukyo/reinan/index/

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/wajima/index.html

http://www.library.pref.ishikawa.jp/index.html

9：00～18：00



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話 026-235-7429

住所 長野県小諸市与良町6-5-5

電話 0267-31-0250

住所 長野県伊那市荒井3497　伊那合同庁舎内

電話 0265-76-6858

住所 長野県飯田市追手町2-678　飯田合同庁舎内

電話 0265-53-0460

住所 長野県松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

電話 0263-40-1975

住所 長野県長野市大字南長野南県町686-1　長野合同庁舎内

電話 026-234-9549

住所 長野県佐久市跡部65-1　佐久合同庁舎内

電話 0267-63-3111

住所 長野県上田市材木町1-2-6　上田合同庁舎内

電話 0268-23-1260

住所 長野県諏訪市上川1-1644-10　諏訪合同庁舎内

電話 0266-53-6000

住所 長野県木曽郡木曽町福島2757-1　木曽合同庁舎内

電話 0264-24-2211

住所 長野県大町市大町1058-2　大町合同庁舎内

電話 0261-22-5111

住所 長野県中野市大字壁田955　北信合同庁舎内

電話 0269-22-3111

住所 岐阜市薮田南2-1-1

電話 058-272-1111(内線3699)

住所 岐阜市薮田南5-9-1

電話 058-278-3055

住所 大垣市江崎町422-3

電話 0584-73-1111

住所 美濃市生櫛1612-2

電話 0575-33-4011

住所 美濃加茂市古井町下古井2610-1

電話 0574-25-3111

住所 恵那市長島町正家後田1067-71

電話 0573-26-1111

住所 高山市上岡本町7-468

電話 0577-33-1111

住所 静岡市葵区追手町9番6号

電話 054-221-3163

住所 沼津市高島本町1-3

電話 055-920-2236

住所 掛川市富部456

電話 0537-24-3757

住所 浜松市中区元城町103-2

電話 053-457-2413

住所 名古屋市中区三の丸3-1-2

電話 052-954-6749

住所 名古屋市中区三の丸3-2-1

電話 052-961-5333

住所 名古屋市中区大井町7-25

電話 052-331-5288

住所 名古屋市北区柳原3-6-8

電話 052-991-8440

住所 名古屋市中区栄4-1-1（中日ビル12階）

電話 052-264-0665

住所 岡崎市明大寺本町1-4

電話 0564-23-1211

住所 豊橋市八町通5-4

電話 0532-54-5111

住所 新城市石名号20-1

電話 0536-23-2111

長野県

岐阜県

静岡県

※休館日：第１・３日曜日、国民
の祝日及び振替休日

愛知県

※休館日：月曜(ただし、月曜日
が休日の場合は、その週の最初
の平日)

愛知県生涯学習推進センター

名古屋市青少年交流プラザ
（ユースクエア）

462-0845

東三河教育事務所　新城設楽支所 441-1365
9：00～17：00

(平日のみ配布)

東三河教育事務所 440-0806
9：00～17：00

（平日のみ配布）
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa-kyoiku/0000023377.html

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa-kyoiku/0000023377.html

西三河教育事務所 444-0860
9：00～17：00

（平日のみ配布）
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa-kyoiku/0000023441.html

浜松市役所市民部
創造都市・文化振興課

静岡県総合教育センタ-
生涯学習情報コ-ナ-

436-0294

506-8688

9：00～21：30 http://youth.s16.valueserver.jp/yousqare/index.html

ヤング・ジョブ・あいち 460-0008
9：30～18：00

（平日のみ配布）
http://www.pref.aichi.jp/yja

460-0001
9：00～17：00

（平日のみ配布）
http://www.manabi.pref.aichi.jp/center/

名古屋市男女平等参画推進センター、
名古屋市女性会館
（イーブルなごや）

460-0015
9：00～21：00

（日曜・祝日は17：00まで）
https://e-able-nagoya.jp/※休館日：第3木曜日

9：00～17：00 http://www.center.shizuoka-c.ed.jp/

430-8652
9：00～17：00

(平日のみ配布)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/

http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-200/access.html

静岡県教育委員会
社会教育課

420-8601
9：00～17：00

(平日のみ配布)
https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/

静東教育事務所 410-8522
9：00～17：00

(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/kyoiku-
jimusho/hida/

愛知県教育委員会生涯学習課 460-8534
9：00～17：30

（平日のみ配布）
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/shogai/

東濃教育事務所　教育支援課 509-7203
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/kyoiku-
jimusho/tono/

飛騨教育事務所　教育支援課

北アルプス地域振興局　総務管理課 398-8602
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/kitachi/kitachi-
somu/kannai/soshiki/chiikiseisakuka/index.html

北信地域振興局　総務管理課 383-8515
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/hokuchi/hokuchi-
somu/kannai/soshiki/gyomu/seisakutop.html

岐阜県教育委員会学校支援課 500-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-sien/

岐阜教育事務所　教育支援課 500-8384
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/kyoiku-
jimusho/gifu/

可茂教育事務所　教育支援課 505-8508
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/kyoiku-
jimusho/kamo/

西濃教育事務所　教育支援課 503-0838
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/kyoiku-
jimusho/seino/

美濃教育事務所　教育支援課 501-3756
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/kyoiku-
jimusho/mino/

396-8666

北信教育事務所　総務課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/hokushinkyo/

南信教育事務所　飯田事務所
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/nanshinkyo-iida/

385-8533

386-8555

南信教育事務所　総務課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/nanshinkyo/

長野県教育委員会高校教育課(県庁1
階受付)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/gaiyo/kotsu/access.
html

上田地域振興局　総務管理課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/uedachi/uedachi-
somu/kannai/gyomu/chiikisesakuka.html

中信教育事務所　総務課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/chushinkyo/

395-0034

東信教育事務所　総務課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/toshinkyo/

380-8570

384-0006

http://www.pref.nagano.lg.jp/kisochi/kisochi-
somu/kannai/chihojimusho/chiikisesakuka.html

諏訪地域振興局　総務管理課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/suwachi/suwachi-
somu/kannai/soshiki/chiikisesakuka.html

佐久地域振興局　総務管理課
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuchi/sakuchi-
somu/kannai/kakuka/chiikisesakuka/index.html

木曽地域振興局　総務管理課
8：30～17：15

(平日のみ配布)

390-0852

380-0836

392-8601

397-8550



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 津市広明町13

電話 059-224-3322

住所 津市広明町13

電話 059-224-2647

住所 桑名市中央町5丁目71(桑名庁舎2階)

電話 0594-24-3600

住所 四日市市新正4丁目21-5(四日市庁舎2階)

電話 059-352-0552

住所 鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎2階)

電話 059-382-9785

住所 津市桜橋3-446-34(津庁舎2階)

電話 059-223-5010

住所 松阪市高町138(松阪庁舎3階)

電話 0598-50-0500

住所 伊勢市勢田町628-2(伊勢庁舎4階)

電話 0596-27-5111

住所 伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)

電話 0595-24-8000

住所 尾鷲市坂場西町1番1号(尾鷲庁舎3階)

電話 0597-23-3400

住所 熊野市井戸町371(熊野庁舎2階)

電話 0597-89-6101

住所 滋賀県大津市京町四丁目1番1号

電話 077-528-4573

住所 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

電話 075-414-5846

住所 京都府向日市上植野町馬立8

電話 075-933-5130

住所 京都府京田辺市田辺明田1

電話 0774-62-0008

住所 京都府南丹市園部町小山東町藤ノ木21

電話 0771-62-0304

住所
京都府綾部市川糸町堀ノ内
(京都府総合教育センター北部研修所内)

電話 0773-42-1200

住所 京都府宮津市字吉原2586-2

電話  0772-22-2175
住所 大阪市中央区大手前3丁目2-12

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 大阪市北区西天満3-5-24

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 大阪市中央区大手前3-1-43

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 大阪市天王寺区伶人町2-7

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 茨木市中穂積1丁目3-43

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 池田市城南1丁目1-1

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 堺市堺区中安井町3丁目4-1

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 岸和田市野田町3丁目13-2

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 富田林市寿町2丁目6-1

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 東大阪市御厨栄町4丁目1-16

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 枚方市大垣内町2丁目15-1

電話 府民お問い合せセンタ-　06-6910-8001

住所 神戸市中央区下山手通5-10-1

電話 078-362-3778

住所 西宮市櫨塚町2-28

電話 0798-39-6153

住所 加古川市加古川町寺家町天神木97-1

電話 079-421-9249

住所 姫路市東延末3-12 姫路白鷺ビル8F

電話 079-281-9585

住所 豊岡市幸町7-11

電話 0796-26-3774

住所 篠山市郡家451-2

電話 079-552-7489

住所 洲本市塩屋2-4-5

電話 0799-26-3205

京都府

大阪府

三重県

中河内情報プラザ
(中河内府税事務所内)

577-0036
9：00～17：45

(平日のみ配布)

北河内情報プラザ
(北河内府民センタ-ビル内)

573-0027
9：00～17：45

(平日のみ配布)

563-0025

京都府教育委員会高校教育課 602-8570
9：00～17：00

(平日のみ配布)

京都府山城教育局
企画教育課

622-0041
9：00～17：00

(平日のみ配布)

滋賀県

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.mie.lg.jp/ZCHIIKI/

南勢志摩地域活性化局 516-8566
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/NCHIIKI/

伊賀地域防災総合事務所 518-8533
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/GCHIIKI/

兵庫県

http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

淡路教育事務所 656-0021
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~awaji-bo/

http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

669-2341
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~tanba-bo/

播磨東教育事務所 675-8566
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~higahari-bo/

播磨西教育事務所 670-0965
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~nakahari-bo/

阪神教育事務所 662-0854
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~m-hanshin-bo/

但馬教育事務所 668-0025
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~tajima-bo/

なにわ北情報プラザ
（なにわ北府税事務所内）

なにわ南情報プラザ
（夕陽丘庁舎１階）

543-0061
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

兵庫県教育委員会　高校教育課 650-8567
9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.hyogo-c.ed.jp/~koko-bo/index.html

丹波教育事務所

http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

530-0047
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

中央情報プラザ
（府新別館北館地下１階）

540-0008
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

泉南情報プラザ
(泉南府民センタ-ビル内)

596-0076
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

南河内情報プラザ
(南河内府民センタ-ビル内)

584-0031
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

豊能情報プラザ
(池田・府市合同庁舎内)

9：00～17：45
(平日のみ配布)

http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

泉北情報プラザ
(泉北府税事務所内)

590-0063
9：00～17：45

(平日のみ配布)

9：00～17：00
(平日のみ配布)

http://www.kyoto-be.ne.jp/otokuni-k/cms/index.php?page_id=0

三島情報プラザ
(三島府民センタ-ビル内)

567-0034
9：00～17：45

(平日のみ配布)

http://www.kyoto-be.ne.jp/yamasiro-k/cms/index.php?page_id=0

紀北地域活性化局 519-3695
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/OCHIIKI/

紀南地域活性化局 519-4393
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/KCHIIKI/

滋賀県教育委員会事務局
高校教育課

520-8577
8：30～17：15

(平日のみ配布)

京都府南丹教育局
企画教育課

http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/index.html

http://www.kyoto-be.ne.jp/nantan-k/cms/index.php?page_id=0

京都府中丹教育局
企画教育課

623-0012
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.kyoto-be.ne.jp/tyuutan-k/cms/index.php?page_id=0

京都府丹後教育局
企画教育課

626-0044
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.kyoto-be.ne.jp/tango-k/cms/index.php?page_id=0

府民案内カウンター
（府庁本館１階及び別館１階）

540-0008
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/plaza/map.html

三重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課(県庁7階)

514-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/SHABUN/

三重県庁「県民の声相談室」
窓口(県庁1階)

514-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/KOHO/HP/26449022624.htm

511-8567
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/WCHIIKI/桑名地域防災総合事務所

610-0331
9：00～17：00

(平日のみ配布)

津地域防災総合事務所 514-8567
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/TCHIIKI/

松阪地域防災総合事務所 515-0011
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/MCHIIKI/

四日市地域防災総合事務所 510-8511
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.mie.lg.jp/YCHIIKI/

鈴鹿地域防災総合事務所 513-0809

http://www.kyoto-be.ne.jp/koukyou/cms/

京都府乙訓教育局
企画教育課

617-0006



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 奈良県奈良市登大路町30番地

電話 0742-27-9837

住所 奈良県磯城郡田原本町秦庄22-1

電話
0742-27-9837（奈良県教育委員会事務局人権・地域教育
課）

住所 奈良県奈良市登大路町６－２

電話
0742-27-9837（奈良県教育委員会事務局人権・地域教育
課）

住所 奈良県橿原市北八木町３丁目６５-５

電話
0742-27-9837（奈良県教育委員会事務局人権・地域教育
課）

住所 和歌山市小松原通1-1 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500200/500200.html

電話 073-441-3707

住所 田辺市新庄町3353-9県立情報交流センターBig･U内

電話 0739-26-3511

住所 橋本市市脇4丁目5番8号伊都総合庁舎内

電話 0736-33-5648

住所 有田郡湯浅町湯浅2355-1有田総合庁舎内 9：00～17：45

電話 0737-64-1275 (平日のみ配布)

住所 御坊市湯川町財部651日高総合庁舎内 9：00～17：45

電話 0738-24-2902 (平日のみ配布)

住所 新宮市緑ヶ丘2丁目4-8東牟婁総合庁舎内 9：00～17：45

電話 0735-21-9637 (平日のみ配布)

住所 鳥取市東町1丁目271番地

電話 0857-26-7916

住所 鳥取市扇町21番地

電話 0857-22-1602

住所 倉吉市東巌城町2番地

電話 0858-23-3252

住所 米子市糀町1丁目160番地

電話 0859-31-9776

住所 松江市殿町1番地

電話 0852-22-6490

住所 出雲市大津町1139 出雲合同庁舎内

電話 0853-30-5680

住所 浜田市片庭町254 浜田合同庁舎内

電話 0855-29-5703

住所 益田市昭和町13-1 益田合同庁舎内

電話 0856-31-9671

住所 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 隠岐合同庁舎内

電話 08512-2-9772

住所 岡山市北区内山下2-4-6

電話 086-226-7595

住所 岡山市北区伊島町3-1-1

電話 086-251-9750

住所 津山市田町31

電話 0868-24-8703

住所 倉敷市福田町古新田940

電話 086-454-0011

住所 備前市西片上17-2

電話 0869-64-1133

住所 笠岡市笠岡1866-1

電話 0865-69-2156

住所 新見市新見310-3

電話 0867-72-6146

島根県

岡山県

※休館日：月曜（第3日曜の翌日
を除く）、第3日曜、祝日（月曜に
あたるときはその翌日）

隠岐教育事務所

690-8502
8：30～17：15

(平日のみ配布)

益田教育事務所 698-0007
8：30～17：15

(平日のみ配布)

奈良県

※休館日：木曜（その日が祝日又は
休日の場合、翌日以降の平日）

同上（奈良県教育委員会事務局人権・地域教育課）

和歌山県

※休館日：土曜、日曜、月曜

9：00～17：45
(平日のみ配布)

鳥取県

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.pref.tottori.lg.jp/koukou/

東部教育局

奈良県橿原文化会館 634-0005 9:00～17:00

646-0011

奈良県文化会館 630-8213 9:00～17:00
※休館日：月曜（その日が休日

の場合、翌日以降の平日）
同上（奈良県教育委員会事務局人権・地域教育課）

和歌山県教育庁学校教育局
県立学校教育課

東牟婁教育支援事務所 647-8551

鳥取県教育委員会事務局高等学校課 680-8570

http://www.pref.shimane.lg.jp/masuda_kyoiku/

693-8511
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.shimane.lg.jp/izumo_kyoiku/

浜田教育事務所 697-0041
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.shimane.lg.jp/hamada_kyoiku/

680-0846
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.tottori.lg.jp/t-kyoiku/

中部教育局 682-0802
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.tottori.lg.jp/chubukyoiku/

http://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/

出雲教育事務所

西部教育局 683-0054
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.tottori.lg.jp/seibukyoiku/

島根県教育委員会　学校企画課

海草・有田教育支援事務所

奈良県教育委員会事務局
人権・地域教育課

630-8502
8：30～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.nara.jp/6188.htm

奈良県立教育研究所 636-0343
8：30～17：00

(平日のみ配布)
同上（奈良県教育委員会事務局人権・地域教育課）

643-0004

日高教育支援事務所 644-0011

9：00～17：45
(火～金曜のみ配布）

紀北教育支援事務所 648-8541

640-8585
9：00～17：45

(平日のみ配布)

和歌山県教育センタ-学びの丘

685-8601
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.shimane.lg.jp/oki_kyoiku/

岡山県教育委員会
生涯学習課

700-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/149/

岡山県生涯学習センタ- 700-0016
9：00～21：00

(月曜を除く平日)
9：00～17：00(日曜・祝日)

※休館日：月曜（その日が祝日
にあたるときを除く）、祝日の翌日

http://www.pal.pref.okayama.jp/

津山教育事務所生涯学習課 708-8510
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/214/

ライフパーク倉敷市民学習センター 712-8046
9：00～21：00

(月曜を除く平日)
9：00～17：15(日曜・祝日)

※休館日：月曜（祝日の場合は
翌日）

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/lpk-shimin-gakushu-c/

備前市市民センター 705-0021 9：00～21：00
※休館日：月曜、祝日の翌日（月
曜にあたるときはその翌日）

http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/shisetsu/kouminkan/riyou.html

笠岡市中央公民館

新見市教育委員会
学校教育課

714-0081

718-8501

8:30～17:15 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/29/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.niimi.okayama.jp/



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 広島市中区基町9-42

電話 082-513-5012

住所 広島市中区千田町3-7-47

電話 082-241-4995

住所 広島市中区国泰寺町1-6-34

電話 082-504-2495

住所 呉市中央4-1-6

電話 0823-25-3461

住所 竹原市中央5-1-35

電話 0846-22-7757

住所 三原市円一町2-3-1

電話 0848-64-2137

住所 尾道市久保1-15-1

電話 0848-20-7444

住所 福山市東桜町3-5

電話 084-928-1243

住所 府中市元町1-5

電話 0847-43-7181

住所 三次市十日市中2-8-1

電話 0824-62-6191

住所 庄原市中本町1-10-1

電話 0824-73-1188

住所 大竹市立戸1-6-1

電話 0827-53-5800

住所 東広島市西条栄町8-29

電話 082-420-0979

住所 廿日市市下平良1-11-1

電話 0829-30-9203

住所 安芸高田市吉田町吉田761

電話 0826-42-0054

住所 江田島市大柿町大原535-2

電話 0823-40-3037

住所 安芸郡府中町本町1-10-15

電話 082-286-3272

住所 安芸郡海田町上市4-14

電話 082-823-9217

住所 安芸郡熊野町中溝1-1-1

電話 082-820-5621

住所 安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1

電話 082-820-1525

住所 山県郡安芸太田町大字加計5908-2

電話 0826-22-1212

住所 山県郡北広島町有田1234

電話 050-5812-1864

住所 豊田郡大崎上島町中野2067-5

電話 0846-64-3055

住所 世羅郡世羅町大字寺町1158-3

電話 0847-22-4411

住所 神石郡神石高原町小畠2025

電話 0847-89-3332

住所 広島市中区基町12-8宝ビル内

電話 082-224-0121

住所 福山市西町1-1-1エフピコRim地下2階

電話 084－924-5911

住所 広島市中区基町12-8宝ビル７階

電話 082-511-2029

広島県

※祝日を除く

8：30～17：15
(平日のみ配布)

熊野町教育委員会生涯学習課

坂町教育委員会生涯学習課

安芸太田町教育委員会生涯学習課

北広島町教育委員会生涯学習課

728-8501

727-8501

730-8514

730-0052

730-8586

737-8501

725-0026

723-0015

722-8501

720-8501

726-0003

三次市教育委員会文化と学びの課

739-0605

大崎上島町教育委員会教育課

世羅町教育委員会生涯学習課

神石高原町まちづくり推進課

ひろしましごと館

736-0061

731-4292

731-4393

731-3501

731-1595

広島県教育委員会生涯学習課
(県庁本館入口並びに県庁東館入口及
び生涯学習課(6階))

広島県立図書館

広島市市民局生涯学習課

呉市文化スポーツ部文化振興課

竹原市教育委員会文化生涯学習課

三原市教育委員会生涯学習課

尾道市教育委員会生涯学習課

福山市市民局まちづくり推進部人権・
生涯学習課

府中市教育委員会生涯学習課

庄原市教育委員会生涯学習課

大竹市教育委員会生涯学習課

東広島市教育委員会生涯学習課

廿日市市教育委員会生涯学習課

安芸高田市教育委員会生涯学習課

江田島市教育委員会生涯学習課

府中町教育委員会生涯学習課

海田町教育委員会生涯学習課

737-2213

735-0006

8：30～17：15
(県庁東館入口は、
土・日・祝日も配布)

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/kou-sotsu.html

9：30～19：00
(火～金)

9：30～17：00(土・日)
http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.hiroshima.lg.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

https://www.city.kure.lg.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.takehara.lg.jp/

9：00～21：00
(土・日・祝日も配布)

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/www/normal_top.html

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/koyou/syuugyo/shigotokan/shigotokan0604001.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

11：30～17：30（月～金曜
日）

13：30～17：30（土曜日）

725-0301

722-1111

720-1522

730-0011

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/

9：00～21：00
(第1・3日曜除く)

http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/

http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/

8：30～17：30
(平日のみ配布)

http://www.city.shobara.hiroshima.jp/

9：00～21：30(平日・土)
9：00～17：00(日)

http://www.city.otake.hiroshima.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.akitakata.jp/ja/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/

8：30～17：15
(土・日・祝日も配布)

http://www2.town.fuchu.hiroshima.jp/www/toppage/0000000000000/APM03000.html

8：30～17：15
(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

8：30～17：15
(平日のみ配布)

739-8601

738-8501

731-0592

若者交流館 730-0011
10：00～17：00（月～金曜

日）
13：00～17：00（土曜日）

※祝日を除く http://wakamono-kouryukan.jp/

https://www.town.kaita.lg.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.town.kumano.hiroshima.jp/

8：30～17：30
(平日のみ配布)

http://www.town.saka.lg.jp/sakacho/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.akiota.jp/

http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/index.html

8：30～18：00(平日)
10：00～18：00(土)

http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/

8：30～17：15
(平日のみ配布)

http://www.town.sera.hiroshima.jp/

http://www.jinsekigun.jp/ja/

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/koyou/syuugyo/shigotokan/shigotokan0601001.html

ひろしましごと館福山サテライト 720-0067
13：00～18：00

(月・火・木・金・土のみ配
布)

※祝日を除く



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 山口市滝町1-1

電話 083-933-4624

住所 下関市幡生新町１番１号

電話 083-231-2310

住所 宇部市港町1丁目11-30

電話 0836-34-8611

住所 山口市中央5丁目14-22

電話 083-934-2863

住所 萩市江向510

電話 0838-25-3558

住所 防府市寿町7-1

電話 0835-25-2490

住所 下松市大手町3丁目3-3

電話 0833-45-1869

住所 岩国市今津町1丁目14-51

電話 0827-29-5203

住所 光市光井9丁目18-3

電話 0833-74-3600

住所 長門市東深川2660-4

電話 0837-23-1258

住所 柳井市南町1丁目10-2

電話 0820-22-2111

住所 美祢市大嶺町東分326-1

電話 0837-52-1118

住所 周南市毛利町2丁目2

電話 0834-22-8542

住所 山陽小野田市日の出1丁目1-1

電話 0836-82-1201

住所 大島郡周防大島町平野269-44

電話 0820-78-2204

住所 玖珂郡和木町和木2丁目1-1

電話 0827-53-3123

住所 熊毛郡上関町長島4904

電話 0820-62-0245

住所 熊毛郡田布施町下田布施3430-1

電話 0820-52-5812

住所 熊毛郡平生町平生村178

電話 0820-56-6083

住所 阿武郡阿武町奈古3078-1

電話 08388-2-0501

住所 徳島市万代町1-1

電話 088-621-3134

住所 海部郡美波町奥河内字弁財天17番地1

電話 0884-74-7333

住所 阿南市富岡町あ王谷46

電話 0884-24-4173

住所 美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話 0883-53-2038

住所 三好市池田町マチ2415番地

電話 0883-76-0372

住所 徳島市新蔵町1丁目67

電話 088-626-8812

住所 鳴門市撫養町立岩字七枚128

電話 088-684-4421

住所 吉野川市川島町宮島736-1

電話 0883-26-3910

住所 香川県高松市天神前6番1号

電話 (087)832-3771

山口県

9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

徳島県

香川県

山口県教育委員会
教職員課

753-8501 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50200/index/

防府市教育委員会
学校教育課

747-8501
8：15　～　17：00
(平日のみ配布)

http://www.city.hofu.yamaguchi.jp

下関市教育委員会
教育部学校教育課

751-0830
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

http://kam.edu.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/~kyouiku/

山口市教育委員会
学校教育課

753-0074
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/108/

萩市教育委員会
学校教育課

758-8555
8：30　～　17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/87/

宇部市教育委員会
学校教育課

755-0027 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

長門市教育委員会
学校教育課

759-4101
8：30　～　17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/31/

柳井市教育委員会
学校教育課

742-8714
8：30　～　17：15
(平日のみ配布)

http://www.city-yanai.jp/soshiki/26/

美祢市教育委員会
学校教育課

759-2292
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

http://www2.city.mine.lg.jp/www/genre/0000000000000/1000000000024/index.html

http://www.city.kudamatsu.lg.jp/gakkou/

岩国市教育委員会
学校教育課

740-8585
8：30　～　17：15
(平日のみ配布)

http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/52/

光市教育委員会
学校教育課

743-0011
8:30 ～ 17:15

（平日のみ配付）
https://www.city.hikari.lg.jp/kyouiku/gakkou/index.html

下松市教育委員会
学校教育課

744-8585
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

和木町教育委員会
事務局

740-0061
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

http://www.town.waki.lg.jp/kyoiku/

上関町教育委員会
学校教育課

742-1402
8：30　～　17：15
(平日のみ配布)

田布施町教育委員会
学校教育課

742-1592
9:00  ～  17:00

（平日のみ配布）
http://www.town.tabuse.lg.jp/www/index.html

周南市教育委員会
学校教育課

745-0004
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/58/

山陽小野田市教育委員会
学校教育課

756-8601
8：30　～　17：15
(平日のみ配布)

周防大島町教育委員会
学校教育課

742-2512
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

https://www.town.suo-oshima.lg.jp/

徳島県南部総合県民局
経営企画部（美波庁舎）
(県民生活・総務担当)

779-2305
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2005031900037/

徳島県南部総合県民局
経営企画部（阿南庁舎）
(県民生活担当)

774-0030
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2005031900037/

徳島県西部総合県民局
企画振興部（美馬）
(県民生活・総務担当)

779-3602
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/seibu/seibu_k_
mm/

平生町教育委員会
学校教育課

742-1102
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

阿武町教育委員会
学校教育係

759-3622
9：00　～　17：00
(平日のみ配布)

徳島県教育委員会学校教育課 770-8570
8：30～18：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/kyouiku/gakk
oukyouikuka/

徳島県東部県税局　吉野川庁舎
(総務担当)

779-3304
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/keieisenryaku
bu/toubu_kz_t/

香川県教育委員会
生涯学習・文化財課

760-8582
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.kagawa.jp/kenkyoui/syogaigakusyu/index.html

徳島県西部総合県民局
企画振興部（三好庁舎）
(県民生活・総務担当)

778-0002
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/seibu/seibu_k_
mm/

徳島県東部県税局　徳島庁舎
(企画総務担当)

770-0855
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/keieisenryaku
bu/toubu_kz_t/

鳴門総合サ-ビスセンタ- 772-0017
8：30～17：15

(平日のみ配布)



高等学校卒業程度認定試験　受験案内配布場所(H30-1)

都道府県 配布先・設置場所等の名称 郵便番号 配布時間等 備考 URL所在地

住所 愛媛県松山市一番町4-4-2

電話 089-912-2950

住所 愛媛県西条市喜多川796-1

電話 0897-56-1300

住所 愛媛県宇和島市天神町7-1

電話 0895-22-5211

住所 高知県高知市丸ノ内1丁目7-52

電話 088-821-4907
住所 福岡県福岡市博多区東公園7-7

電話 092-643-3904

住所 佐賀市城内1丁目1-59

電話 0952-25-7227

住所 長崎市尾上町3番1号

電話 095-894-3354

住所 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

電話 096-333-2697

住所 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

電話 096−333−2069

住所
熊本県熊本市中央区手取本町８－９（テトリアくまもと９階）
生涯学習推進センター

電話 096-355-4300（くまもと県民交流館　代表）

住所 大分県大分市府内町3-10-1

電話 097-506-5526

住所 大分県中津市中央町1-5-16

電話 0979-22-3031

住所 大分県別府市大字鶴見字下田井14-1

電話 0977-67-7511

住所 大分県大分市府内町3-10-1

電話 097-536-1111

住所 大分県佐伯市長島町1-2-1

電話 0972-22-3011

住所 大分県竹田市山手1501-2

電話 0974-63-2103

住所 大分県日田市城町1-1-10

電話 0973-23-5125

住所 大分県大分市王子西町14番1号

電話 097-546-9972

住所 大分県大分市金池南1丁目5番1号

電話 097-576-8241

住所 宮崎県宮崎市橘通東　1丁目9番10号

電話 0985-26-7033

住所 鹿児島市鴨池新町10番1号

電話 099-286-5291

住所 沖縄県那覇市泉崎1-2-2

電話 098-866-2715

住所 沖縄県島尻郡八重瀬町東風平920-1

電話 電話　098-998-4416

住所 沖縄県沖縄市美原1-6-34

電話 098-939-0044

住所 沖縄県名護市大南1-13-11

電話 0980-52-2664

住所 沖縄県宮古島市平良字西里1125

電話 0980-72-3222

住所 沖縄県石垣市字真栄里438-1

電話 0980-82-3622
http://www.pref.okinawa.jp/edu/yaeyama/madoguchi/jimusho/yaeyama/index.html

大分県

※休館日：第1･3・5月曜日(月曜
日が祝日等の場合はその翌日)

※休館日：第2･4月曜日（祝日の
場合は翌日以降の平日)

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

中頭教育事務所 904-2155
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okinawa.jp/edu/nakagami/madoguchi/jimusho/nakagami/index.html

国頭教育事務所 905-0015
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okinawa.jp/edu/kunigami/madoguchi/jimusho/kunigami/index.html

宮古教育事務所 906-0012
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okinawa.jp/edu/miyako/madoguchi/jimusho/miyako/index.html

八重山教育事務所 907-0002
8：30～17：15

(平日のみ配布)

愛媛県

長崎県

熊本県

ＵＲＬは生涯学習推進センターＨＰ

ＵＲＬは生涯学習推進センターＨＰ

ＵＲＬは生涯学習推進センターＨＰ

愛媛県教育委員会
高校教育課

790-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://ehime-c.esnet.ed.jp/koukou/index.htm

福岡県 福岡県教育委員会高校教育課 812-8575
8：30～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

佐賀県 佐賀県教育庁学校教育課 840-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.saga.lg.jp/kyouiku/

長崎県教育庁高校教育課 850-8570
9：00～17：45

(平日のみ配布)
http://www.pref.nagasaki.jp/section/edu-koko/

東予教育事務所 793-0042
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://toyo-kj.esnet.ed.jp/

南予教育事務所 798-8511
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://nanyo-kj-kyouikushido.esnet.ed.jp/

高知県
高知県教育委員会事務局
高等学校課

780-8570
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311701/

中津教育事務所 871-0024
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/soshiki/31001/

別府教育事務所 874-0840
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/soshiki/31002/

大分教育事務所 870-8503
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/soshiki/31003/

佐伯教育事務所 876-0813
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/soshiki/31004/

熊本県教育庁教育総務局
社会教育課

862-8609
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.parea.pref.kumamoto.jp/manabi/search/sikaku/detail_d09.html

熊本県庁情報プラザ 862-8609
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.parea.pref.kumamoto.jp/manabi/search/sikaku/detail_d09.html

くまもと県民交流館 860-8554
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.parea.pref.kumamoto.jp/manabi/search/sikaku/detail_d09.html

大分県教育庁社会教育課 870-8503
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/site/syakaikyoiku/

島尻教育事務所 901-0401
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okinawa.jp/edu/shimajiri/madoguchi/jimusho/shimajiri/index.html

宮崎県教育庁学校政策課 880-8502
8：30～17：15

(平日のみ配布)
www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/kyoiku/gakko/

鹿児島県教育委員会
高校教育課

890-8577
8：30～17：15

(平日のみ配布)
https://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku-bunka/school/kounin/index.html

沖縄県教育委員会県立学校教育課 900-8571
8：30～17：15

(平日のみ配布)
http://www.pref.okinawa.jp/edu/kenritsu/madoguchi/soshiki/kenritsu/index.html

竹田教育事務所 878-0013
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/soshiki/31005/

日田教育事務所 877-0004
9：00～17：00

(平日のみ配布)
http://www.pref.oita.jp/soshiki/31006/

大分県立図書館 870-0008
9：00～20：00(平日)

9：00～17：00
(土・日・祝日)

https://www.oita-library.jp/

大分市民図書館（本館） 870-0839 9：00～21：00 http://www.library.city.oita.oita.jp/


