
マンション管理士試験

■　「受験案内・申込書　配布一覧　（近　畿）

「受験案内・申込書」は令和4年8月1日（月）～ 9月30日（金）の間、下記の配布場所に置かせていただいております。

ダウンロードで入手することもできますので、ご利用ください。 受験案内・申込書のダウンロード

大津市京町4-1-1

/TEL：077-528-4235

草津市新浜町300番地 イオンモール草津 2F

/TEL：077-516-1118

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

/TEL：075-414-5361

京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488

/TEL：075-222-3666

京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル

西館４階　/TEL:075-744-1670

京都市上京区出水通油小路東入丁字風呂町104-2

京都府庁西別館　/TEL：075-432-2018

京都市左京区賀茂今井町10-4

/TEL：075-701-0101

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都ＢＡＬ

B1・B2F　/TEL：075-253-1599

京都市南区八条通西洞院下ル イオンモールKYOTO 

Kaede館 2F　/TEL：075-692-3331

福知山市篠尾新町1丁目91

/TEL：0773-22-5144

綾部市川糸町丁畠10-2

/TEL：0773-42-8785

宮津市字吉原2586-2

/TEL：0772-22-2703

向日市上植野町馬立8

/TEL：075-931-2478

京田辺市田辺明田1

/TEL：0774-62-2246

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

/TEL：0771-62-0364

木津川市木津小字上戸18-1

/TEL：0774-72-9521

大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎 27階

(さきしまコスモタワー)/TEL：06-6210-9706

大阪市北区中之島1-3-20 市役所 6階

/TEL：06-6208-9637

大阪市北区天神橋6-4-20 住まい情報センター 4階

住情報プラザ内  /TEL：06-4801-8232

大阪府 大阪市

センター

向日市 他行政
京都府　山城広域振興局　建設部

乙訓土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

木津川市 他行政
京都府　山城広域振興局　建設部

山城南土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

京都府　建設交通部　京都土木事務所

企画･総務契約課
8:30～17:15

京都府

京都市

県　庁 京都府　建設交通部　住宅課 8:30～17:15

市役所 京都市　都市計画局　住宅室　住宅政策課
8:45～12:00

13:00～17:30

他行政 京（みやこ）安心すまいセンター

福知山市 他行政
京都府　中丹広域振興局　建設部

中丹西土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

綾部市 他行政
京都府　中丹広域振興局　建設部

中丹東土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

書　店 丸善　京都本店 四条河原町駅

都道府県 市区町村 区分 名称
窓口受付時間

または最寄駅
住所／電話番号

大阪市　都市整備局　企画部　住宅政策課　 9:00～17:30

滋賀県

大津市 県　庁 滋賀県　土木交通部　住宅課 8:30～17:15

草津市 書　店 喜久屋書店　草津店

他行政
京都府　山城広域振興局　建設部

山城北土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

南丹市 他行政
京都府　南丹広域振興局　建設部

南丹土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

宮津市

京田辺市

9:00～17:30

大阪市中央区今橋2-3-21 今橋藤浪ビル 3階

/TEL：06-4706-7560

県　庁 大阪府 都市整備部 住宅建築局 居住企画課　 9:00～18:00

市役所

瀬田駅・南草津

駅よりバス

休館日：

水曜・祝日

他行政

マンション管理センター　大阪支部

北浜駅

淀屋橋駅

9:30～17:00

京都府住宅供給公社　住宅管理課 8:30～17:15

他行政

他行政 大阪市マンション管理支援機構　事務局

書　店 大垣書店　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都駅

他行政
京都府　丹後広域振興局　建設部

丹後土木事務所　建築住宅課
8:30～17:15

https://www.mankan.org/download.html


大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ　 2・3F

/TEL：06-4799-1090

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　/TEL：06-7730-8451

大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 1F

/TEL：06-6372-5821

大阪市北区茶屋町7-20  チャスカ茶屋町 B1-7F

/TEL：06-6292-7383

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル 2F

/TEL：06-6634-8606 

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43あべのハルカス近鉄本店

ウイング館 7F　/TEL：06-6626-2151

大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO　9F

/TEL：06-6776-7091

大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店上本町店 11F

/TEL：06-6771-1005

大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング 1F

/TEL：06-4705-4556

大阪市浪速区湊町1-2-3 マルイト難波ビル 3F

/TEL：06-4396-4771

大阪市中央区難波5-1-60 なんばCITY　B2F

/TEL：06-6644-2551

大阪市中央区天満橋京町1-1 京阪シティモール 7F

/TEL：06-6920-3730

堺市堺区南瓦町3-1 市役所高層館 14階

/TEL：072-228-8215

堺市北区東浅香山町4-1-12-136 イオンモール堺北花田

プラウ 4F　/TEL：072-246-5566

堺市西区下田町20-1 イトーヨーカド津久野店 2F

/TEL：072-268-6205

豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎 5階

/TEL：06-6858-2674

吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所 低層棟 3階

/TEL：06-6384-1928

泉大津市東雲町9-12

/TEL：0725-33-1131

貝塚市畠中1-17-1 市役所分室 2階

/TEL：072-433-7214

高槻市桃園町2番1号

/TEL：072-674-7525

枚方市大垣内町2-9-15 市役所分館 2階

/TEL：072-841-1478

茨木市駅前三丁目8番13号 市役所南館 5階

/TEL：072-655-2755

八尾市本町1-1-1

/TEL：072-924-3783

大阪府

大阪市

茨木市 市役所

市役所

都道府県 市区町村 区分

堺市

書　店

書　店

書　店

書　店

茨木市　都市整備部　居住政策課 9:00～17:30

八尾市 市役所 八尾市　建築部　住宅政策課 9:00～17:30

高槻市 市役所 高槻市　都市創造部　住宅課 9:00～17:30

枚方市 市役所 枚方市　都市整備部　住宅まちづくり課 9:00～17:30

天満橋駅

市役所 堺市　建築都市局　住宅部　住宅まちづくり課
9:00～12:00

12:45～17:30

貝塚市 市役所 貝塚市　都市整備部　まちづくり課 9:00～17:30

豊中市 市役所 豊中市　都市計画推進部　都市整備課 9:00～17:15

吹田市 市役所 吹田市　都市計画部　住宅政策室 9:00～17:30

泉大津市 泉大津市　都市政策部　建築住宅課 9:00～17:30

書　店 ジュンク堂書店　大阪本店 大阪駅

名称

書　店 旭屋書店　なんばＣＩＴＹ店 難波駅

ジュンク堂書店　上本町店 大阪上本町

紀伊國屋書店　グランフロント大阪店 大阪駅

紀伊國屋書店　本町店
市営地下鉄

堺筋本町駅

書　店 ジュンク堂書店　近鉄あべのハルカス店 天王寺駅

書　店 紀伊國屋書店　天王寺ミオ店 天王寺駅

書　店 ジュンク堂書店　難波店 難波駅

書　店 喜久屋書店　阿倍野店 天王寺駅

窓口受付時間

または最寄駅
住所／電話番号

書店 紀伊國屋書店　堺北花田店
御堂筋線

北花田駅

書店 くまざわ書店　津久野店 津久野駅

書　店 ジュンク堂書店　天満橋店

ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店　梅田店 梅田駅

書　店 紀伊國屋書店　梅田本店
阪急

梅田駅



和泉市府中町2-7-5

/TEL：0725-99-8190

門真市中町1-1 市役所別館 2階

/TEL：06-6902-6238

東大阪市荒本北1-1-1

/TEL：06-4309-3232

大阪狭山市狭山1-2384-1

/TEL：072-366-0011

四條畷市中野本町1番1号

/TEL：072-877-2121

池田市城南1-1-1

/TEL:072-754-6283

岸和田市岸城町7-1 

/TEL：072-423-2121

河内長野市原町1-1-1

/TEL：0721-53-1111

大阪府三島郡島本町桜井2-1-1

/TEL：075-962-0360

大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375-1

/TEL：072-466-5006

大阪府泉南郡熊取町野田1-1-1

/TEL：072-452-6401

神戸市中央区下山手通5-10-1 県庁 1号館 11階

/TEL：078-341-7711

神戸市中央区浜辺通2-1-30　三宮国際ビル 3階

/TEL：078-595-6503

神戸市長田区浪松町3-2-5  神戸県民センター西神戸

庁舎/TEL：078-737-2104

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

/TEL：078-360-2536

神戸市長田区二葉町5丁目1-1 アスタくにづか５番館2階　

/TEL：078-647-9908

神戸市中央区三宮町1-6-18

/TEL：078-392-1001

神戸市中央区雲井通6-1-15 サンシティビル 7F

/TEL：078-252-0777

神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北2F

/TEL：078-983-3755

姫路市安田4丁目1 市役所本庁舎 5階

/TEL：079-221-2642

姫路市北条1-98

/TEL：079-281-9567

姫路市豆腐町232 ピオレ姫路2　2F

/TEL：079-221-8280

窓口受付時間

または最寄駅
住所／電話番号名称都道府県 市区町村 区分

他行政

東大阪市 市役所

書　店

8:45～17:15

他行政
兵庫県　神戸県民センター　神戸土木事務所

工事業務課
9:00～17:00

他行政
(公財)兵庫県住宅建築総合センター

ひょうご住まいサポートセンター
9:00～17:00

喜久屋書店　北神戸店
三田駅

神鉄道場駅

市役所 姫路市　都市局　公共建築部　住宅課 9:00～17:00

書店 ジュンク堂書店　姫路店

神戸市すまいの安心支援センター　 9:00～17:00

ジュンク堂書店　三宮店
三ノ宮駅

南口

書　店 ジュンク堂書店　三宮駅前店
三ノ宮駅

南口

9:00～17:00

神戸市

県　庁 兵庫県　まちづくり部　住宅政策課　 9:00～17:00

市役所

三島郡

島本町
町役場 島本町　都市創造部　都市計画課 9:00～17:30

泉南郡

田尻町
町役場 田尻町　事業部　都市政策課 9:00～17:30

9:00～17:30

9:00～17:30

四條畷市 市役所 四條畷市　都市整備部　都市計画課 9:00～17:30

池田市 市役所 池田市　まちづくり推進部　都市政策課 9:00～17:30

岸和田市 市役所 岸和田市　まちづくり推進部　住宅政策課

市役所 和泉市　都市デザイン部　建築住宅室 9:00～17:30

門真市 市役所 門真市　まちづくり部　都市政策課

兵庫県

大阪府

河内長野

市

泉南郡

熊取町

市役所 河内長野市　都市づくり部　都市計画課

和泉市

神戸市

書　店

他行政
兵庫県　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

神戸市　建築住宅局　政策課

姫路市

9:00～17:30

町役場 熊取町　都市整備部　まちづくり計画課 9:00～17:30

東大阪市　建築部　住宅政策室　企画推進課 9:00～17:30

大阪狭山

市
市役所 大阪狭山市　都市整備部　都市計画グループ 9:00～17:30



尼崎市東七松町1-23-1 市役所本庁北館 5階

/TEL：06-6489-6608

尼崎市東難波町5-21-8 尼崎合同庁舎

/TEL：06-6481-7641

尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール 3F

/TEL：06-6470-3441

明石市中崎1-5-1

/TEL：078-918-5076

明石市大明石町1丁目6-1 パピオスあかし 2階

/TEL：078-918-6670

西宮市六湛寺町10-3 市役所第二庁舎11階

/TEL：0798-35-3778

西宮市櫨塚町2-28

/TEL：0798-39-6130

洲本市塩屋2-4-5

/TEL：0799-26-3248

芦屋市精道町7-6

/TEL：0797-38-2109

伊丹市千僧1丁目1 市役所 5階

/TEL：072-784-8069

豊岡市幸町7-11 兵庫県豊岡総合庁舎

/TEL：0796-26-3757

加古川市加古川町北在家2000

/TEL：079-427-9263

加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎

/TEL：079-421-9226

宝塚市東洋町1-1 市役所本庁 2階

/TEL：0797-77-2018

宝塚市旭町2-4-15

/TEL：0797-83-3212

川西市中央町12-1 市役所5階

/TEL：072-740-1205

川西市栄町11-1 ラソラ川西 4F

/TEL：072-740-2622

高砂市荒井町千鳥1-1-1

/TEL：079-443-9035

三田市三輪2-1-1

/TEL：079-559-5120

丹波市柏原町柏原688

/TEL：0795-73-3860

加東市社字西柿1075-2 兵庫県社総合庁舎

/TEL：0795-42-9406

他行政
兵庫県　丹波県民局　丹波土木事務所

まちづくり建築課
9:00～17:00

加東市 他行政
兵庫県　北播磨県民局　加東土木事務所

まちづくり建築課
9:00～17:00

高砂市 市役所 高砂市　都市創造部　都市住宅室　建築住宅課 9:00～17:00

三田市 市役所 三田市　まちの再生部　都市政策室　都市政策課 9:00～17:00

丹波市

市役所

川西市

市役所 川西市　都市政策部　住宅政策課 9:00～17:00

書店 紀伊國屋書店　川西店
阪急

川西能勢口駅

宝塚市

市役所 宝塚市　都市整備部　建築住宅室　住まい政策課 9:00～17:00

他行政
兵庫県　阪神北県民局　宝塚土木事務所

まちづくり建築課
9:00～17:00

9:00～17:00

書　店 ジュンク堂書店　明石店 明石駅

尼崎市

加古川市　都市計画部　住宅政策課 9:00～17:00

他行政
兵庫県　東播磨県民局　加古川土木事務所

まちづくり建築課
9:00～17:00

伊丹市 市役所 伊丹市　都市活力部　都市整備室　住宅政策課 9:00～17:00

豊岡市 他行政
兵庫県　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
9:00～17:00

洲本市 他行政
兵庫県　淡路県民局　洲本土木事務所

まちづくり建築課
9:00～17:00

芦屋市 市役所 芦屋市　都市建設部　都市計画課 9:00～17:00

西宮市

市役所 西宮市　都市局　都市総括室　すまいづくり推進課 9:00～17:00

他行政
兵庫県　阪神南県民センター　西宮土木事務所

工事業務課
9:00～17:00

住所／電話番号

他行政
兵庫県　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
9:00～17:00

書　店 くまざわ書店　あまがさき店 尼崎駅

尼崎市　都市整備局　住宅部　住宅政策課 9:00～17:00

窓口受付時間

または最寄駅

兵庫県

都道府県 市区町村 区分 名称

明石市

市役所 明石市　都市局　住宅･建築室　住宅課

加古川市

市役所



奈良市登大路町30

/TEL：0742-27-7544

奈良市西御門町1-1

/TEL：0742-20-8001

/TEL：0744-20-3151

北葛城郡王寺町久度2-2-1 リーベル王寺東館 3F

/TEL：0745-34-2346

和歌山市小松原通1-1

/TEL：073-441-3180

和歌山市七番丁26-1 ダイワロイヤルホテル　1・2F

/TEL：073-402-1472

住所／電話番号都道府県 市区町村 区分 名称
窓口受付時間

または最寄駅

和歌山県 和歌山市

県　庁 和歌山県　県土整備部　都市住宅局　建築住宅課 9:00～17:45

書　店 宮脇書店　ロイネット和歌山店
和歌山駅

和歌山市駅

喜久屋書店　橿原店

　大和八木駅・

大和高田駅

よりバス

橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原 3F

北葛城郡 書　店 文教堂キャップ書店　王寺店 王寺駅

奈良市

県　庁
奈良県　県土マネジメント部　地域デザイン推進局

住まいまちづくり課

8:30～12:00

13:00～16:30

書　店 啓林堂書店　奈良店 近鉄 奈良駅

橿原市 書　店

奈良県


