●悪天候等の都合により受付時間等が変更となる場合もございますので、窓口にお越しの際は事前に電話確認をお願い致します。
なお、システム等に関するお問い合わせは専用ダイヤル(03-6386-3725)にお願い致します。
●申請書を窓口に持参する際、「登録申請書専用封筒」に申請書類一式を入れてご持参ください。
【注１】申請書は事前に記入し、登録料を支払った上で窓口に来訪してください。
【注２】記入漏れ、添付書類ミスによる申請不備が多く発生しています。「手引き」やホームページに掲載している「留意事項」を確認の上、ご記入ください。
【注３】表中の『受付窓口』とは書類の受付のみ行い、「認定登録機関」とは、書類の受付に加え、入力作業も行います。
【注４】技能者申請において、運転免許証、マイナンバーカードおよびパスポートを保有していない場合、本人確認のため、
下記受付窓口に申請者本人の来訪が必要となります。

建設キャリアアップシステム申請受付窓口リスト
北海道
役割

名

称

受付窓口 北海道建設業協会

住

所

札幌市中央区北４条西３丁目１

全建総連
札幌市豊平区平岸4条9丁目1-20
受付窓口
北海道建設労働組合連合会
認定登録
小樽市花園2丁目9番5号
小樽建築技能協同組合
機関
認定登録
全建総連美唄建設労働組合 美唄市東4条北1丁目1－49
機関

青森県
役割

Ｈ

Ｐ

受付時間

http://www.doukenkyo.jp/

9:00-17:00

011-812-7732

http://www.hokkaidoren.or.jp/

9:00-17:00

土日・祝日・夏季（8/13～16）、年
末年始は休み、12時～13時の時
間帯は不在

0164-42-1878

9:00-17:00

0154-25-7585

9:00-17:00

全建総連音更建設労働組合 十勝建設労働者ｾﾝﾀｰ1階

0155-30-6999

9:00-17:00

全建総連室蘭建設労働組合 登別市大和町2丁目27番地40

0143-85-6253

9:00-17:00

河東郡音更町木野大通東2-2-1

名

称

名

称

名

称

住

所

青森市安方二丁目９－１３
青森県建設会館３階

住

所

盛岡市松尾町１７番９号
岩手県建設会館３階

住

所

考

011-261-6184

10:00-17:00

釧路市共栄大通3-1-112
全建総連釧路建設ユニオン 三共ユタカビル1階

備

12時～13時の時間帯は不在と
なります

0126-62-5405

受付窓口 岩手県建設業協会
宮城県
役割

話

9:00-17:00

受付窓口 青森県建設業協会
岩手県
役割

電

0134-23-8901

受付窓口 全建総連留萌建設労働組合 留萌市開運町2丁目5－4
認定登録
機関
認定登録
機関
認定登録
機関

2019年12月1日 更新

電

話

017-722-7611

電

話

019-653-6111

電

話

Ｈ

Ｐ

http://www.aokenkyo.or.jp/

Ｈ

Ｐ

http://www.iwaken.or.jp/

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

12時～13時の時間帯は不在と

9:00-17:00 なります

受付時間
9:00-16:00

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

受付時間

備

考

受付窓口 宮城県建設業協会

仙台市青葉区支倉町２番４８号
宮城県建設産業会館６階

022-262-2211

http://www.miyakenkyo.or.jp

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります

認定登録
機関

仙台市宮城野区二十人町301番地の3号
宮城県建設業国民健康保険組合会館2階

022-792-7031

http://miyagiken-com. net

9:30-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約

秋田県
役割

宮城県建設職組合連合会

名

称

受付窓口 秋田県建設業協会
山形県
役割
受付窓口
福島県
役割

名

称

名

称

名

称

受付窓口 茨城県建設業協会
認定登録
機関

所

住

所

山形県建設労働組合連合会 山形市北町3丁目1番7号

受付窓口 福島県建設業協会
茨城県
役割

住

秋田市山王四丁目３番１０号

住

所

福島市五月町４－２５
福島県建設センター３階

住

所

水戸市大町３－１－２２
茨城県建設センター２階

全建総連茨城県建築連合会 水戸市河和田町4382-35

受付窓口 日立市建設組合

日立市本宮町3-26-37

電

話

018-823-5495

電

話

023-666-7702

電

話

024-521-0244

電

話

Ｈ

Ｐ

http://a-kenkyo.or.jp/

Ｈ

Ｐ

http://www.tokyo-doken-koto.jp/

Ｈ

Ｐ

http://www.e-fukuken.or.jp/

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

12時～13時の時間帯は不在と

9:00-17:00 なります

受付時間
8:30-17:00

受付時間

備

考

土・日・祝・年末年始・お盆は休み
12時～13時の時間帯は不在

備

考

12時～13時の時間帯は不在と

9:00-17:00 なります ※要予約

受付時間

029-221-5126

http://www.ibaken.or.jp/

9:00-17:00

029-257-6761

http://www.i-kenren.sakura.ne.jp/

9:00-16:00

0294-21-0711

http://www.hitachishikensetsukumiai.com/

9:00-16:00

認定登録
機関

全建総連水戸市建築業組合 水戸市住吉町63番地の1

029-239-3731

9:00-16:00

認定登録
機関

猿島土建一般労働組合

古河市高野671-1

0280-23-4773

9:00-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
茨城支部

つくば市高見原1-1-29

029-871-0219

9:30-16:00

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在※要
予約

栃木県
役割

名

称

受付窓口 栃木県建設業協会

住

所

宇都宮市簗瀬町１９５８－１

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

028-639-2611

http://www.tochiken.or.jp/

9:00-17:00

認定登録
機関

全建総連栃木県建設労働組
宇都宮市宝木町2-944-3
合

028-652-5910

http://www.tochigikenrou.org

9:00-16:00

認定登録
機関

全建総連栃木県建設労働組
矢板市川崎反町300－1
合県北事務所

0287-43-3881

http://www.tochigikenrou.org

9:00-16:00

認定登録
機関

全建総連栃木県建設労働組
佐野市犬伏新町1354-7
合県南事務所

0283-24-5181

http://www.tochigikenrou.org

9:00-16:00

群馬県
役割

名

称

受付窓口 群馬県建設業協会
埼玉県
役割

名

称

住

所

前橋市元総社町２丁目５番３号
群馬建設会館 本館１階

住

所

電

話

027-252-1666

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

http://www.gun-ken.or.jp

9:00-17:00

Ｈ

受付時間

Ｐ

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在
※要予約

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

受付窓口 埼玉県建設業協会

さいたま市南区鹿手袋4丁目1番7号
埼玉建産連会館２階

048-861-5111

受付窓口 建設埼玉

さいたま市北区宮原町4-144-1

048-780-2000

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

http://www.skk.or.jp/index.htm

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります
土日・祝日・年末年始は休み

受付窓口

建設埼玉
川口地区本部

川口市芝高木1-1-8
プチハイムカワハラ2階

048-282-6533

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
鳩ヶ谷地区本部

川口市南鳩ヶ谷4-24-20

048-287-0066

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
蕨戸田地区本部

蕨市錦町5-14-14

048-443-0116

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
浦和地区本部

さいたま市浦和区北浦和1-14-2

048-825-2693

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
与野地区本部

さいたま市中央区本町西1-4-11

048-857-0261

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
大宮地区本部

さいたま市西区西遊馬1338-12

048-624-9145

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
岩槻地区本部

さいたま市岩槻区浮谷2355-2

048-798-1277

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
上尾伊奈地区本部

上尾市平塚1606-1

048-774-3485

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
北足立地区本部

鴻巣市本町7-7-6 寺尾ビル2階

048-542-2548

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
桶川地区本部

桶川市上日出谷1129-7

048-787-5051

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
南武地区本部

入間郡三芳町藤久保313-3

049-258-8798

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
川越地区本部

川越市神明町11-2

049-222-6628

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
西部地区本部

坂戸市千代田3-5-2

049-281-1140

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
西埼玉地区本部

所沢市北野南3-20-34

04-2938-1117

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
比企地区本部

東松山市上押垂25-1

0493-22-0438

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
東部地区本部

越谷市蒲生西町2-17-2

048-988-7335

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
埼葛地区本部

南埼玉郡宮代町中央3-11-31

0480-34-3335

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
南埼地区本部

白岡市白岡1168-3

0480-92-6444

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
東彩地区本部

久喜市青毛2-9-13

0480-24-1023

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
北埼地区本部

加須市馬内185-11

0480-62-0207

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
熊谷地区本部

熊谷市石原1063-3

048-525-6251

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
深谷地区本部

深谷市曲田60-15

048-572-7223

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
第12地区本部

本庄市児玉町児玉南1-2-1

0495-72-7181

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
本庄地区本部

本庄市日の出4-1-1

0495-24-3676

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
秩父地区本部

秩父市下宮地町8-4

0494-23-5167

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
寄居地区本部

大里郡寄居町寄居559-4

048-581-4396

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み

埼玉県
役割

名

称

建設埼玉
受付窓口
川口地区本部草加事務所

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在

草加市神明2-1-6 コーポ関口１階

048-969-4130

10:00-16:00

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

建設埼玉
東部地区本部吉川支所

吉川市吉川1-30-1

048-984-3177

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
本部

さいたま市南区鹿手袋6丁目18-12

048-753-9829

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 不在となります ※要予約

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
三郷支部

三郷市中央3-2-10

048-952-8461

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
八潮支部

八潮市中央2-29-8

048-997-4675

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
草加支部

草加市中根3-34-26

048-931-2424

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
越谷支部

越谷市神明町2-35-1

048-969-3650

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
吉川松伏支部

吉川市川藤66-1

048-981-9841

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
春日部支部

春日部市粕壁東6-7-12

048-754-5837

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
岩槻蓮田支部

蓮田市桜台3-7-10

048-797-6571

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
宮代支部

南埼玉郡宮代町須賀2244-3

0480-35-0350

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
久喜幸手支部

久喜市鷲宮58-5

0480-59-3812

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
行田羽生支部

行田市若小玉1536

048-553-2321

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
加須支部

加須市南篠崎2-2-5

0480-65-7114

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
川口支部

川口市芝中田2-47-23

048-262-8000

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
蕨戸田支部

戸田市本町3-8-13

048-444-7171

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
さいたま南支部

さいたま市南区鹿手袋6-18-7

048-861-7111

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
さいたま北支部

さいたま市北区吉野町2-285-3

048-669-5277

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
上尾伊奈支部

上尾市菅谷295

048-773-9863

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
中部支部

北本市石戸宿1-217-2

048-593-3381

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
朝志和支部

朝霞市岡3-24-37

048-462-1303

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
新座支部

新座市野火止8-1-27

048-481-1200

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
ふじみ野支部

富士見市山室2-3-21

049-251-2540

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
川越支部

川越市月吉町4-6

049-224-2222

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
坂戸支部

坂戸市千代田1-1-25

049-281-8001

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
東松山支部

東松山市山崎町２-16

0493-23-3302

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
比企西部支部

比企郡ときがわ町玉川923-4

0493-66-1120

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
所沢支部

所沢市上新井1-45-11

04-2935-6311

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 なります

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
入間支部

入間市狭山台197-1

04-2934-2225

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
飯能日高支部

飯能市原町142-5

042-974-0330

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
狭山支部

狭山市狭山32-14

04-2954-0402

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
熊谷支部

熊谷市広瀬412-4

048-524-3333

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
深谷寄居支部

大里郡寄居町桜沢20-34

048-581-5000

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
秩父支部

秩父市山田1651-1

0494-21-1361

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

埼玉土建一般労働組合
本庄支部

本庄市児玉町共栄464-1

0495-73-1422

http://www.saitama-doken.or.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
埼玉支部

和光市新倉2-21-51

048-465-5933

土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は

土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み

12時～13時の時間帯は不在と
12時～13時の時間帯は不在と
土日・祝日・年末年始は休み

12時～13時の時間帯は不在と
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み

12時～13時の時間帯は不在と
土日・祝日・年末年始は休み

12時～13時の時間帯は不在と
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み

12時～13時の時間帯は不在と
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み

12時～13時の時間帯は不在と
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み
土日・祝日・年末年始は休み

9:30-16:00

土日・祝日・年末年始は休み。12時から
13時の時間帯は不在 ※要予約

千葉県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

受付窓口 千葉県建設業協会

千葉市中央区中央港1-13-1
千葉県建設業センター５階

043-246-7624

http://www.chikenkyo.or.jp/

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
本部

千葉市中央区旭町17-3

043-202-1310

http://www.chiba-doken.or.jp/

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
野田支部

野田市中里589-5

http://www.doken-noda.jp/

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
柏流山支部

柏市常盤台3-16

04-7164-2093

http://www.doken-kn.jp/

10:00-17:00

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
我孫子支部

我孫子市岡発戸686-3

04-7185-9314

http://www.doken-abiko.jp/

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
松戸支部

松戸市仲井町3-104-2

047-368-7700

http://www.doken-m.jp/

10:00-17:00 毎週火曜日午前中は閉所しま

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
市川支部

市川市若宮3-23-1

047-336-5311

http://ichikawa.chiba-doken.or.jp/

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
鎌ケ谷支部

鎌ケ谷市南佐津間6-5

047-444-4503

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
船橋習志野支部

船橋市薬円台5-12-13

047-466-3333

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
八千代支部

八千代市大和田新田113-1

047-489-4922

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
佐倉支部

佐倉市田町70-1

043-309-7799

https://blog.goo.ne.jp/chibasakura

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
八街支部

八街市八街ほ718-8

043-442-0280

http://chiba-yntdkn.org/73128/

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
千葉支部

千葉市稲毛区天台5-24-8

043-290-0005

http://www.doken-c.jp/

10:00-17:00 第2、第4火曜日は13時まで閉

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
長生支部

茂原市東郷1173-6

0475-23-8331

https://ameblo.jp/choseichibadoken/

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
市原支部

市原市西広6-20-17

0436-36-4445

10:00-17:00 毎週火曜日午前中は閉所しま

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
かずさ支部

君津市杢師3-2-5

0439-50-8860

10:00-17:00 なります ※要予約

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
佐原支部

香取市佐原ロ2028

0478-52-2482

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
いすみ支部

いすみ市大原9706-1

0470-62-4730

認定登録
機関

千葉土建一般労働組合
山武支部

東金市上武射田1166-3

0475-58-8231

http://chibadoken-sanbu.jp/

認定登録
機関

東葛建設業協同組合

柏市大井767-5

04-7192-3052

http://toukatsukensetsu.com/

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
千葉支部

松戸市金ケ作396-12

047-311-2527

東京都
役割

名

称

04-7157-3555

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約
12時～13時の時間帯は不在と
12時～13時の時間帯は不在と

12時～13時の時間帯は不在。毎週火曜日およ
び毎月２日（土日に当たる場合は翌営業日）は
午前中閉所します。※要予約

12時～13時の時間帯は不在と
12時～13時の時間帯は不在。

10:00-17:00
10:00-17:00

http://www.doken-fn.jp/

10:00-17:00
10:00-17:00

す。※要予約
12時～13時の時間帯は不在。
毎週火曜日午前中は閉所しま
す。※要予約
12時～13時の時間帯は不在。
毎週火曜日午前中は閉所しま
す。※要予約
12時～13時の時間帯は不在。
毎週火曜日の１３時まで閉所し
ます。※要予約
12時～13時の時間帯は不在。
毎週火曜日午前中は閉所しま
す。※要予約
12時～13時の時間帯は不在と
12時～13時の時間帯は不在と
12時～13時の時間帯は不在。
所します。※要予約
12時～13時の時間帯は不在と
12時～13時の時間帯は不在。
す。※要予約

住

所

電

話

12時～13時の時間帯は不在と

http://www.doken-sawara.jp/

12時～13時の時間帯は不在と

10:00-17:00 なります ※要予約

12時～13時の時間帯は不在と

10:00-17:00 なります ※要予約

12時～13時の時間帯は不在と

10:00-17:00 なります ※要予約

9:00-17:00 土日・祝日・年末年始は休み
9:30-16:00

Ｈ

Ｐ

受付時間

受付窓口 東京建設業協会

東京都中央区八丁堀 2-5-1
東京建設会館

03-3552-5658

http://www.token.or.jp/

9:00-16:00

認定登録
機関

全建総連東京都連合会

東京都新宿区高田馬場2-7-15
全建総連会館２階

03-3200-7911

http://www.zenkentoren.jp/

10:00-16:00

認定登録
機関

武蔵野建設組合

武蔵野市関前3-16-6

0422-52-2866

http://www.musasinokensetu.com/

10:00-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
本部

渋谷区神南1-3-10
神南アールビル３階

03-3462-5331

http://www.kensetu-union.jp/

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
城北支部

足立区千住竜田町12-11

03-3888-2595

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
城南支部

品川区西五反田2-31-6
セブンスターマンション２階

03-5759-5571

https://union-johnan.crayonsite.com/

9:30-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
世田谷支部

世田谷区世田谷3-6-10

03-3425-0881

http://www.union-setagaya.com/

9:30-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
杉並支部

杉並区善福寺1-15-24

03-3396-7333

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
練馬支部

練馬区東大泉5-38-20

03-3925-0009

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
東多摩支部

府中市若松町2-3-28

042-354-8055

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
多摩北支部

東久留米市滝山7-23-17

042-479-2260

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
多摩中央支部

東大和市立野1-26-13

042-563-2666

9:30-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
多摩支部

八王子市本町2-10

042-625-2351

9:30-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合

新宿区北新宿1丁目8番16号

03-5332-3971

9:30-16:00
9:30-16:00

http://www.tokyo-doken.or.jp/

考

土日・祝日・年末年始は休み。12
時から13時の時間帯は不在 ※要
予約
土日・祝日・年末年始は休み。12
時から13時の時間帯は不在 ※要
予約

12時～13時の時間帯は不在と

9:30-16:00

http://kensetu-union.jp/tamakita/

備

12時～13時の時間帯は不在と
なります※要予約

9:00-16:00 なります ※要予約
9:30-16:00

http://www.kensetu-union.jp/nerima/

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約

9:30-16:00

9:30-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約

東京都
役割

名

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
足立支部

足立区梅島1丁目2番26号

03-5845-5011

http://doken-adachi.net/top.html

10:00-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
江東支部

江東区北砂1-11-4

03-3640-2411

http://www.tokyo-doken-koto.jp/

10:00-16：00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
江戸川支部

江戸川区大杉2-12-10

03-3655-6448

http//www.tokyodoken-edogawa.jp

9:30-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
練馬支部

練馬区中村北1-6-2

03-3825-5522

http//www.doken-nenima.org

9:30-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
港支部

港区芝2-30-7

03-3451-6673

http://www.tokyodoken-minato.jp/

9:30-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
中野支部

中野区松が丘1-8-4

03--3388-5441 http://www.doken-nakano.org

9:30-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
狛江支部

狛江市猪方3-25-37

03-3480-9761

http://www.tokyodokenkomaeshibu.jp/

9:30-16:00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
調布支部

調布市深大寺元町1-15-1

042-484-0505

http//www.doken-chofu.org

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
西多摩支部

羽村市小作台5-21-6

042-555-5221

https://www.hokosugi.jp/

認定登録
機関

東京土建一般労働組合小平
小平市仲町381
東村山支部

042-342-2846

http://www.dokenkodahiga.jp/ 10：00-16：00

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
西東京支部

西東京市保谷町6-8-18

042-461-1045

http://www.nishitokyo-doken.jp/

認定登録
機関

東京土建一般労働組合
村山大和支部

武蔵村山市中央3-7-1

042-563-3261

神奈川県
役割

名

称

称

住

住

所

所

電

電

話

話

Ｈ

Ｐ

http://www.murayamayamato.jp/

Ｈ

Ｐ

受付時間

10:00-16:00
9:30-16:00

9:30-16:00
9:30-16:00

受付時間

備

考

土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏季休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇は
休み。12時から13時の時間帯は不
在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇は
休み。12時から13時の時間帯は不
在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇は
休み。12時から13時の時間帯は不
在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇は
休み。12時から13時の時間帯は不
在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇期
間は休み。12時から13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始・夏期休暇は
休み。12時から13時の時間帯は不
在 ※要予約

備

考

9:00-11:00 11時～13時の時間帯は不在と
13:00-16:00 なります ※要予約

受付窓口 神奈川県建設業協会

横浜市中区太田町２－２２

045-201-8451

認定登録
機関

神奈川県連
キャリアアップ支援協会

横浜市神奈川区神奈川2-19-3
建設プラザかながわ３Ｆ

045-453-9701

認定登録
機関

川崎北部建職連合組合

川崎市多摩区堰1-18-17

044-833-7551

認定登録
機関

川崎中部建設労働組合

川崎市中原区今井上町1－22

044-722-4445

9:30-16:00

受付窓口

川崎建設一般労働組合

川崎市川崎区榎町２－４

044-211-2508

9:00-17:00

受付窓口

久里浜建設工業労働組合

横須賀市久里浜1－2－28

046-836-6327

10:00-16:00

受付窓口

三浦建設業組合

三浦市南下浦町上宮田3040

046-888-5321

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

湘央建設組合

平塚市新町5-25

0463-31-2089

http://www.syouou.net

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合

横浜市神奈川区台町16－12

045-321-5364

info/kensetu-yokohama.jp

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
綠支部

横浜市緑区中山町66

045-937-3800

http://midorishibu.net

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
港北支部

横浜市港北区日吉本町4-24-61

045-564-0789

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
神奈川支部

横浜市神奈川区旭ケ丘1－16

045-491-9754

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
保土ケ谷西支部

横浜市保土ケ谷区天王町1－27－2

045-331-3748

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
みなと支部

横浜市南区井土ケ谷下町19－6

045-741-3195

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
港南支部

横浜市港南区港南5－1－30

045-847-2236

https://www.vk-konan.net/

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
磯子支部

横浜市磯子区杉田4－2－13

045-773-0157

https://hamaken.net/

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
旭瀬谷支部

横浜市瀬谷区三ツ境1－2

045-367-0508

http://ky-a.net/

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
鶴見支部

横浜市鶴見区梶山1－7－1

045-572-1053

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
川崎支部

川崎市高津区子母口848－5

044-751-9096

10:00-16:00

認定登録
機関

横浜建設一般労働組合
金沢支部

横浜市金沢区町屋町3-15

045-781-4840

10:00-16:00

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
本部

横浜市神奈川区神奈川2-19-3

045-453-9806

受付窓口

神奈川土建一般労働組合
横浜緑支部

横浜市青葉区青葉台2-32-8

045-985-1903

http://www.shin-ken.or.jp/

土日・祝日・年末年始は休み、

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在
http://www.hokubukensyoku.or.jp

9:30-16:00

※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休
暇期間は閉所、12時～13時の
時間帯は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
土日・祝日・年末年始は休み、

9:30-16:00 12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、

http://www.kanagawa-doken.or.jp/index.html

10:00-16:00 12時～13時の時間帯は不在
10:00-16:00

10:00-16:00
10:00-16:00

※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、
12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
横浜西支部

横浜市旭区二俣川１－８６－８

045-367-4624

10:00-16:00

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
横浜中央支部

横浜市南区通町1-6-6

045-722-8727

10:00-16:00

神奈川県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
川崎支部

川崎市川崎区渡田1-11-14

044-355-0456

10:00-16:00

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
川崎西支部

川崎市多摩区中野島３－２３－２８

044-931-3336

10:00-16:00

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
横須賀三浦支部

横須賀市根岸町４－１－２８

046-835-7720

10:00-16:00

受付窓口

神奈川土建一般労働組合
大和支部

大和市上草柳1-4-9

046-200-5388

http://kanagawadokenyamato.web.fc2.com/

10:00-16:00

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合
相模原支部

相模原市中央区中央２－４－１０

042-754-8023

http://www.kanagawadoken-sagamihara.jp/

10:00-16:00

受付窓口

神奈川土建一般労働組合
平塚支部

平塚市豊田本郷1734

0463-33-3400

10:00-16:00

受付窓口

神奈川土建一般労働組合
海老名支部

座間市西栗原1-7-33

046-255-3215

10:00-16:00

受付窓口

神奈川土建一般労働組合
茅ヶ崎寒川支部

茅ヶ崎市矢畑1063-1

0467-57-0050

10:00-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
川崎支部

川崎市高津区久本3-16-11

044-822-7412

9:00-16:00

認定登録
機関

首都圏建設産業ユニオン
横浜支部

横浜市都筑区仲町台1-34-3-203

045-943-8941

9:00-16:00

認定登録
機関

神奈川土建一般労働組合川
川崎市高津区向ヶ丘21-17
崎中央支部

044-865-7936

9：00-17：00

山梨県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約

備

考

土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期間は
閉所、12時～13時の時間帯は不在 毎
週水曜日は9：00-13：00閉所 ※要予約

土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所、12時～13時の時間帯
は不在 ※要予約
土日・祝日・年末年始は休み,
12時～13時の時間帯は不在※要
予約
土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在※要
予約
土日・祝日休み、夏季・冬季休暇期
間は閉所
12時～13時の時間帯は不在 毎週
水曜日は9：00-13：00閉所 ※要予
約

備

考

受付窓口 山梨県建設業協会

甲府市丸の内1-13-7

055-235-4421

http://www.y-kenkyo.or.jp/

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

認定登録
機関

甲府市下石田2-10-24

055-232-8845

http://www.ykkr.com/

9:00-16:00

土日・祝日・年末年始は休み
12時～13時の時間帯は不在 ※要
予約

長野県
役割

山梨県建設組合連合会

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

受付窓口 長野県建設業協会

長野市南石堂町１２３０
長建ビル２階

026-228-7200

http://www.choken.or.jp/

9:30-16:00

受付窓口 長野建設労働組合連合会

松本市宮渕本村1番2号
建労会館２階

0263-39-7200

http://www.u-kensetu.gr.jp/

9:30-16:00 なります。※要予約

受付窓口 岡谷建設労働組合

岡谷市南宮二丁目2番31号

0266-22-3217

受付窓口 長野建設産業労働組合

長野市鶴賀字河原２９８－１

026-226-3037

http://www.kenrou.net/

9:30-16:00

受付窓口 上小建設労働組合

上田市大字国分741番地7

0268-22-2362

http://www.e-kumiai.jp/

8:30-17:00

岐阜県
役割

名

称

受付窓口 岐阜県建設業協会
認定登録
機関
静岡県
役割

所

岐阜市薮田東１丁目２番２号

全建総連岐阜建設労働組合
岐阜市薮田南3丁目9番5号
県本部

名

称

受付窓口 静岡県建設業協会
愛知県
役割

住

名

称

住

所

静岡市葵区御幸町9番地の９

住

所

電

話

12時～13時の時間帯は不在と

9:30-16:00

Ｈ

Ｐ

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

受付時間

土日・祝日・お盆・年末年始は休
み、12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・お盆・年末年始は休
み、12時～13時の時間帯は不在
※要予約
土日・祝日・お盆・年末年始は休
み、12時～13時の時間帯は不在
※要予約

備

考

058-273-3344

http://www.gikenkyo.jp/index.html

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります

058-274-3131

http://www.gifukenro.or.jp/

9:00-16:00

土日・祝日は休み。12時～13時の
時間帯は不在となります。※要予
約

電

話

054-255-0234

電

話

Ｈ

Ｐ

http://www.sizkk-net.or.jp/

Ｈ

Ｐ

受付時間
9:30-16:00

受付時間

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

受付窓口 愛知県建設業協会

名古屋市中区栄三丁目２８番２１号

052-242-4191

http://www.aikenkyo.or.jp/

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

受付窓口 愛知県建築組合連合会

名古屋市中区大須三丁目10番35号
MultinaBox 3階

052-890-9108

http://www.aichikenchiku.org/

9:00-17:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在

受付窓口 全建愛知本部事務所

名古屋市港区九番町4-1-10

052-659-0288

http://www.zenken-aichi.com/

9:00-17:00

受付窓口 全建愛知豊橋事務所

豊橋市前田南町1-9-21

0532-53-6417

9:00-17:00

土日・祝日は休み、夏季（8月13日
-16日）は休み、年末年始（12月29
日-1月4日）は休み
土日・祝日は休み、夏季（8月13日
-16日）は休み、年末年始（12月29
日-1月4日）は休み

三重県
役割

名

称

受付窓口 三重県建設業協会
富山県
役割

名

称

住

所

津市桜橋二丁目１７７番地の２
三重県建設産業会館内

住

所

電

話

059-224-4116

電

話

Ｈ

Ｐ

http://www.miekenkyo.or.jp/

Ｈ

Ｐ

受付時間
9:00-16:00

受付時間

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

受付窓口 富山県建設業協会

富山市安住町３－１４
富山県建設会館３階

076-432-5576

https://www.tomiken.or.jp/

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

受付窓口 富山県建築組合連合会

富山市西荒屋２５番地の４

076-428-8255

http://www.kenchiku-toyama.com

9:00-16:00

土日曜・祝日、お盆、年末年始、各種会
議、イベント等開催日は休み。12時～13
時の時間帯は不在。※要予約

石川県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

受付窓口 石川県建設業協会

金沢市弥生２丁目１番２３号

076-242-1161

http://www.ishikenkyo.or.jp/

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります

受付窓口 石川県建設組合連合会

金沢市北安江4丁目15番15号

076-262-4714

http://www.kenchiku-ishikawa.com/kenren/

9:00-16:00

土日・祝日・お盆・年末年始・各種会議・イベン
ト等開催日は休み、12時～13時の時間帯は不
在 ※要予約

福井県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

受付窓口 福井県建設業協会

福井市御幸３丁目１０番１５号
福井県建設会館１階

0776-24-1184

http://www.fukui-pbcs.or.jp/

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

受付窓口 福井県建築組合連合会

福井市日之出町5丁目4番7号

0776-54-2615

http://www.kenchiku-fukui.com/

9:30-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在※要予
約

滋賀県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付窓口 滋賀県建設業協会

大津市におの浜１丁目1番１８号
夢けんプラザ１階

077-522-3232

http://yumeken.or.jp/

受付窓口 滋賀県建築組合

大津市中央3丁目3-29

077-524-4676

京都府
役割

名

称

住

所

電

話

http://www.shigakenchiku.jp/

10:00-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約

Ｈ

受付時間

Ｐ

075-231-4161

http://www.kyokenkyo.or.jp/

認定登録
機関

京都市南区西九条豊田町3番地

075-662-5321

http://www.kyokenro.or.jp

名

称

住

所

電

話

考

9:00-17:00

受付窓口 京都府建設業協会

大阪府
役割

備

12時～13時の時間帯は不在と
なります

京都市中京区押小路通柳馬場東入橘
町６４５

全京都建築労働組合

受付時間

Ｈ

Ｐ

備

考

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

10:00-16:00

土日・祝日・年末年始・盆は休み
12時～13時の時間帯は不在※要
予約

受付時間

備

考

受付窓口 大阪建設業協会

大阪市中央区北浜東１－３０
大阪建設会館１階

06-6941-4822

http://www.o-wave.or.jp/

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

受付窓口 大阪建設労働組合

大阪市浪速区敷津西2-7-17
大阪建設労働会館2階

06-6632-2875

http://www.daikenro..net/

10:00-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約

兵庫県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

神戸市西区美賀多台1丁目1番地の2
兵庫建設会館内

078-997-2300

https://hyokenkyo.or.jp/

9:00-16:00

受付窓口 兵庫県建設労働組合連合会 兵庫土建会館4階

神戸市兵庫区水木通5-2-9

078-575-7662

http://www.hyogo-kenren.org/

9:30-16:00

受付窓口 阪神土建労働組合

西宮市津門仁辺町4-28

0798-35-8278

http://www.hanshin-doken.or.jp

9:30-16:00

受付窓口 甲南土木建築労働組合

神戸市東灘区御影石町2-14-26

078-851-2251

http://konan.publicworks.jp/

9:30-16:00

受付窓口 東播建設労働組合

明石市田町2-2-22

078-922-2485

http://toubankenrou.com/

9:30-16:00

神戸市兵庫区水木通5丁目2-9

078-576-6721

http://www.hyogodoken.or.jp/

9:30-16:00

Ｈ

受付時間

受付窓口 兵庫県建設業協会

受付窓口
奈良県
役割

兵庫県土建一般労働組合
本部

名

称

住

所

電

話

Ｐ

受付窓口 奈良県建設業協会

奈良市高天町５－１

0742-22-3338

http://www.nakenkyo.or.jp/

9:00-16:00

受付窓口 奈良県建築労働組合

橿原市小綱町9-8

0744-22-5115

http://www.narakenchiku.com

9:30-16:30

Ｈ

受付時間

和歌山県
役割

名

称

受付窓口 和歌山県建設業協会

住

所

和歌山市湊通り丁北一丁目１－８

電

話

073-436-5611

Ｐ

http://www.wakenkyo.or.jp/

9:00-16:00

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～14時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、11
時30分～13時30分の時間帯は不
在 ※要予約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～14時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～14時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、11
時30分～14時の時間帯は不在 ※
要予約

備

考

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります※要電話予約

鳥取県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

受付窓口 鳥取県建設業協会

鳥取市西町２丁目３１０

0857-24-2281

認定登録
機関

鳥取県建築連合会

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬602番地7

0858-47-5670

9:00-17:00

認定登録
機関

鳥取市建築連合会

鳥取市里仁48番地7

0857-31-1312

9:00-17:00

認定登録
機関

鳥取県中部建築工務士会

倉吉市上井81-1

0858-26-0360

9:00-17:00

島根県
役割

名

称

受付窓口 島根県建設業協会
岡山県
役割

名

称

受付窓口 岡山県建設業協会
広島県
役割

名

称

受付窓口 広島県建設工業協会
山口県
役割

名

称

受付窓口 山口県建設業協会
香川県
役割

名

称

住

所

松江市西嫁島１丁目３番１７号

住

所

岡山市北区平和町５番１０号

住

所

広島市中区上八丁堀８－２３
林業ビル５階

住

所

山口市中央四丁目５番１６号

住

所

電

話

0852-21-9004

電

話

086-225-4133

電

話

082-511-1430

電

話

083-922-0857

電

話

http://www.tori-ken.or.jp/

Ｈ

Ｐ

9:00-17:00

受付時間

http://www.shimakenkyo.or.jp/

8:30-17:00

Ｈ

受付時間

Ｐ

http://www.okakenkyo.jp/

Ｈ

Ｐ

9:00-17:00

受付時間

http://www.skk.or.jp/index.htm

9:00-16:00

Ｈ

受付時間

Ｐ

http://www.yamaken.or.jp/

Ｈ

Ｐ

9:00-17:00

受付時間

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約
土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在 ※要予
約

備

考

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります ※要予約

備

考

受付窓口 香川県建設業協会

高松市磨屋町６－４
香川建設会館２階

087-851-7919

http://www.kaken-honbu.or.jp/

9:00-17:00

認定登録
機関

高松市鹿角町151-4

087-866-4722

http://k-kennrou.jp/

8:30-17:00 12時～13時の時間帯は不在

徳島県
役割

香川県建設労働組合

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

12時～13時の時間帯は不在と
なります※要予約
土日・祝日・年末年始は休み

受付時間

備

考

受付窓口 徳島県建設業協会

徳島市富田浜２－１０
徳島県建設センター２階

088-622-3113

http://www.tokuken.or.jp/

8:30-15:00

認定登録
機関

徳島県建設労働組合

徳島市川内町沖島456

088-665-2220

http://www.tokushimakenrou.jp/

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

徳島県建設労働組合
市内事務所

徳島市中洲町1丁目51

088-653-7011

http://www.tokushimakenrou.jp/

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

徳島県建設労働組合
北部事務所

鳴門市大麻町萩原字山ノ下1-15

088-678-6427

http://www.tokushimakenrou.jp/

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

徳島県建設労働組合
南部事務所

阿南市那賀川町色ヶ島字野上36-1

0884-21-2030

http://www.tokushimakenrou.jp/

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

徳島県建設労働組合
西部事務所

吉野川市川島町桑村2442

0883-25-3908

http://www.tokushimakenrou.jp/

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

徳島県建設労働組合
美馬事務所

美馬郡つるぎ町貞光字宮下12-1

0883-62-2433

http://www.tokushimakenrou.jp/

9:00-17:00 12時～13時の時間帯は不在

受付窓口

全徳島建設労働組合
（フレッセ）本部

徳島市南矢三町3丁目3-29

088-632-1351

http://hurresse.jp

8:30-17:00 土日・祝日・年末年始は休み

受付窓口

全徳島建設労働組合
（フレッセ）美馬事務所

美馬市穴吹町穴吹字岡ノ下11-1

0883-53-7485

http://hurresse.jp

8:30-17:00 土日・祝日・年末年始は休み

受付窓口

全徳島建設労働組合
（フレッセ）阿南事務所

阿南市那賀川町上福井西ノ口55-1

0884-42-3075

http://hurresse.jp

8:30-17:00 土日・祝日・年末年始は休み

愛媛県
役割

名

称

受付窓口 愛媛県建設業協会
高知県
役割

名

称

住

所

松山市二番町四丁目４番地４
愛媛県建設会館

住

所

電

話

089-943-5324

電

話

Ｈ

Ｐ

土日・祝日・年末年始は休み、
土日・祝日・年末年始は休み、
土日・祝日・年末年始は休み、
土日・祝日・年末年始は休み、
土日・祝日・年末年始は休み、
土日・祝日・年末年始は休み、

受付時間

http://www.himekenkyo.or.jp/

8:30-17:00

Ｈ

受付時間

Ｐ

12時～13時の時間帯は不在と
なります※要電話予約

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

受付窓口 高知県建設業協会

高知市本町四丁目２番１５号
高知県建設会館２階

088-822-6181

http://www.kokenkyo.or.jp/index.html

8:30-17:00

受付窓口

高知市和泉町6-7

088-823-0058

http://k-kennrou.jp/

9:30-16:30 12時～13時の時間帯は不在

高知県建設労働組合

12時～13時の時間帯は不在と
なります
土日・祝日・年末年始は休み、

福岡県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は
不在となります

考

受付窓口 福岡県建設業協会

福岡市博多区博多駅東3丁目14-18
福岡建設会館

092-477-6731

http://www.fukukenkyo.org/

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
本部

福岡市南区清水1丁目22‐9
1階

092-511-4703

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
福岡東支部

福岡市南区清水1丁目22‐9
2階

092-541-1076

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
福岡西支部

福岡市早良区原5-20-40

092-833-2388

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
粕屋支部

粕屋郡須恵町大字植木
415-24

092-936-3970

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
筑紫支部

太宰府市大字内山370‐4

092-922-7118

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

福岡県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
北九州支部

北九州市戸畑区幸町10-28

093-873-8811

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
京築支部

築上郡築上町大字下別府1935-2

0930-52-0112

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
筑豊支部 田川支所

田川市大字川宮1178-1

0947-44-2288

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
筑豊支部 直方支所

直方市上新入2452-1

0949-22-5164

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
嘉飯支部

飯塚市大字上三緒1-61

0948-23-0262

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
北筑後支部 久留米支所

久留米市東合川町141‐1

0942-40-7799

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
北筑後支部 浮羽支所

うきは市吉井町福益126‐6

0943-75-4778

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
大牟田支部

大牟田市古町3-2

0944-53-1533

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

認定登録
機関

福岡県建設労働組合
中筑後支部

筑後市大字圧島248-1
※住所が変わりました

0942-52-0263

http://www.fukkenrou.org/

10:00-16:00 土日・祝日・年末年始は休み

受付窓口

全福岡県建設労働組合
西福岡

福岡市早良区有田3-3-8

092-407-7130

http://www.zenfukunishi.com/

佐賀県
役割

名

称

受付窓口 佐賀県建設業協会
長崎県
役割

名

称

受付窓口 長崎県建設業協会
熊本県
役割

名

称

住

所

佐賀市城内２丁目２番３７号
佐賀県建設会館２階

住

所

長崎市魚の町３番３３号
長崎県建設総合会館３階

住

所

電

話

0952-23-3117

電

話

095-826-2285

電

話

Ｈ

Ｐ

http://www.sakenkyo.or.jp/

Ｈ

Ｐ

9:00-17:00 日・祝日・年末年始は休み

受付時間
9:00-17:00

受付時間

http://www.ngsk-kenkyou.or.jp/

9:00-17:00

Ｈ

受付時間

Ｐ

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

受付窓口 熊本県建設業協会

熊本市中央区九品寺４－６－４
熊本県建設会館内

096-366-5111

http://kumaken.or.jp/

9:00-16:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります

認定登録
機関

熊本県建築労働組合

熊本市南区平田2丁目23番1号

096-234-8805

http://kumakenro.com

9:00-17:00

土日・祝日と5/1・8/14～16・年末
年始は休み

受付窓口

熊本県建築労働組合
東部支部

熊本市東区健軍2丁目10番11号

096-365-6626

9:00-17:00

土日・祝日と5/1・8/14～16・年末
年始は休み

受付窓口

熊本県建築労働組合
天草支部

天草市亀場町亀川282-5

0969-23-7950

9:00-17:00

土日・祝日と5/1・8/14～16・年末
年始は休み

受付窓口

熊本県建築労働組合
八代支部

八代市田中町552-1

0965-34-3732

9:00-17:00

土日・祝日と5/1・8/14～16・年末
年始は休み

大分県
役割

名

称

住

所

電

話

Ｈ

Ｐ

受付時間

備

考

受付窓口 大分県建設業協会

大分市荷揚町４番２８号

097-536-4800

http://www.oitakenkyo.or.jp/

9:00-17:00

12時～13時の時間帯は不在と
なります

認定登録
機関

大分県建設合同労働組合
大分事務所

大分市萩原１丁目7-13

097-556-1835

http://www.oita-kenrou.com/

9:30-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在

認定登録
機関

大分県建設合同労働組合
別府事務所

別府市野口元町2番35号

0977-73-4600

http://www.oita-kenrou.com/

9:30-16:00

土日・祝日・年末年始は休み、12
時～13時の時間帯は不在

Ｈ

受付時間

宮崎県
役割

名

称

受付窓口 宮崎県建設業協会

住

所

宮崎市橘通東２丁目９番１９号
宮崎県建設会館３階

電

話

0985-22-7171

Ｐ

http://www.miyazaki-kenkyo.or.jp/

9:00-16:00

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

鹿児島県
役割

名

称

受付窓口 鹿児島県建設業協会
沖縄県
役割

名

称

受付窓口 沖縄県建設業協会

受付窓口

113箇所

認定登録
機関

147箇所

住

所

鹿児島市鴨池新町６－１０
鹿児島県建設センター内５０４号

住

所

浦添市牧港５－６－８
建設会館２階

電

話

099-230-0081

電

話

098-876-5211

Ｈ

Ｐ

http://kakenkyo.com/

Ｈ

Ｐ

http://www.okikenkyo.or.jp/

受付時間
9:00-16:00

受付時間
9:00-17:00

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

備

考

12時～13時の時間帯は不在と
なります

建設キャリアアップシステム

相談窓口リスト

・相談窓口では、相談対応のみいたします。申請書の受付や内容のチェックはできません。
・窓口の都合により受付時間等が変更となる場合もございますので、窓口にお越しの際は事前に電話で確認をお願い致します。
・システムの詳細や個別の申請状況等に関するお問い合わせは、お問い合わせセンター（03-6386-3725）にお願いいたします。

№

地区
（都道府県）

1

北海道

2

相談窓口名称

〒

住所

電話番号

HP

受付時間

備考

10:00～16:30

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

9:30～16:00

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

https://www.nikkenren.com/
https://www.nikkenren.com/about/shibu_3.html

10:00～16:30

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

025-284-7033

https://www.nikkenren.com/about/shibu_4.html

10:00～16:00

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

052-261-3815

https://www.nikkenren.com/about/shibu_5.html

10:00～16:00

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

06-6941-3658（代表） https://www.nikkenren.com/about/shibu_6.html

10:00～16:30

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

https://www.nikkenren.com/about/shibu_7.html

9:45～16:15

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

087-851-0504

https://www.nikkenren.com/about/shibu_8.html

10:00～16:30

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

092-451-6245

https://www.nikkenren.com/about/shibu_9.html

9:45～16:15

(注)12時～13時の時間帯
は 不在となります

日本建設業連合会 北海道支部 060-0004

北海道札幌市中央区北四条西３丁目
北海道建設会館内

宮城

日本建設業連合会 東北支部

980-0014

宮城県仙台市青葉区本町２－２－３
広業ビル３階

3

東京

日本建設業連合会 関東支部

104-0032

東京都中央区八丁堀２－５－１
東京建設会館内

03-6280-4560

4

新潟

日本建設業連合会 北陸支部

950-0965

新潟県新潟市中央区新光町６－１
興和ビル内

5

愛知

日本建設業連合会 中部支部

460-0008

愛知県名古屋市中区栄３－２８－２１
愛知建設業会館内

6

大阪

日本建設業連合会 関西支部

540-0031

大阪府大阪市中央区北浜東１－３０
大阪建設会館内

7

広島

日本建設業連合会 中国支部

730-0051

広島県広島市中区大手町２－１１－１５
新大手町ビル内

082-244-2480

8

香川

日本建設業連合会 四国支部

760-0026

香川県高松市磨屋町６－４
香川県建設会館内

9

福岡

日本建設業連合会 九州支部

812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前４－３－２２
産恵ビル内

011-231-0811

https://www.nikkenren.com/about/shibu_1.html

022-221-7810 （代表） https://www.nikkenren.com/about/shibu_2.html

