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2020年度自主保全士検定試験 会場一覧（2020年 10月 25日実施） 

※いわき、太田/足利、横浜、岐阜、名古屋、彦根、広島は複数の会場での実施となりますので受験票の 

  会場名を確認の上誤りのないようご来場をお願いいたします。 

※会場が変更になった場合、こちらの一覧を更新します。 

※試験日当日、公共交通機関の乱れ等での大幅な遅延の際には、P8のお問合せ先までご連絡を 

  お願いいたします。 

 

※会場変更のお知らせ※ 

「神戸会場」が変更となりましたので、下記変更後会場までご来場をお願いいたします。 

(10月 8日(木)) 

 

  変更前 神戸会場 神戸大学 深江キャンパス（海事科学部）  

     

 

 

  変更後 神戸会場 神戸大学 鶴甲第 1キャンパス(大学教育推進機構)  

    URL: https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/access.html#station (アクセスマップ) 

      ※上記ページの「鶴甲第 1キャンパス」のマップをご確認ください。 

       また“正門・北門”のみからの入場となり、“東門・西門”は閉鎖しておりますのでご注意ください。 

       https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/turukabuto-dai1.html (キャンパスマップ) 

    会場住所：〒657-8501兵庫県神戸市灘区鶴甲 1丁目 2-1 

 

    ※なお、会場は同大学の異なるキャンパスとなりますが、所在地が約 1時間程移動時間を 

     有するため、必ずお間違えのないよう「神戸大学 鶴甲第 1キャンパス(大学教育推進機構)」まで 

     お越しください。 

 

 

札幌会場  北農健保会館 

URL: http://www.hokunoukenpo.or.jp/kaikan/access.html 

会場住所:〒060-0004北海道札幌市中央区北 4条西 7丁目 1番 4 

 

千歳会場 千歳商工会議所 

URL: http://www.chitose-cci.com/html/access.html 

会場住所:〒066-8558北海道千歳市東雲町３丁目２−６ 

 

https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/access.html#station
https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/turukabuto-dai1.html
http://www.hokunoukenpo.or.jp/kaikan/access.html
http://www.chitose-cci.com/html/access.html
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仙台会場 仙台青葉学院短期大学五橋キャンパス  

URL: https://www.hokuto.ac.jp/access/ 

※上記ページの「五橋キャンパス(短期大学本部)の Mapをご確認ください。 

会場住所:〒980-0021宮城県仙台市若林区五橋 3-5-75 

 

山形会場 T.I.S.カンファレンスセンター  

URL: https://tiscc.jp/ 

※上記ページより「アクセス」をクリックして、ご確認ください。 

会場住所:〒990-2161山形県山形市大字漆山字大段 1865番地 5 

 

いわき会場① いわき新舞子ハイツ  

URL: http://sinmaiko-heights.com/index.html#index_access 

会場住所:〒970-0221福島県いわき市平下高久南谷地 16-4 

いわき会場② 福島工業高等専門学校  

URL: http://www.fukushima-nct.ac.jp/fk_access/access.html 

会場住所: 〒970-8034福島県いわき市平上荒川字長尾３０ 

※いわき会場は 2会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

水戸会場 中央ビル貸会議室  

URL: http://eworks-group.com/company/#a-001 

※アクセスマップの「中央ビル」をご確認ください。「中央ビル 2」では実施を行いません。 

会場住所:〒310-0026茨城県水戸市泉町 2丁目 3番 2号 

 

太田/足利会場① 太田自動車大学校  

URL: http://www.ota.ac.jp/a_campus/access 

※日曜日のため、スクールバスは運行しておりません。駐車場をご利用ください。 

会場住所：〒373-0022群馬県太田市東金井町 796 

太田/足利会場②  太田医療技術専門学校 

URL: http://www.ota.ac.jp/medical/access.html 

会場住所：〒373-0812群馬県太田市東長岡町 1373 

※日曜日のため、スクールバスは運行しておりません。駐車場をご利用ください。 

※太田/足利会場は 2会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

 

https://www.hokuto.ac.jp/access/
https://tiscc.jp/
http://sinmaiko-heights.com/index.html#index_access
http://www.fukushima-nct.ac.jp/fk_access/access.html
http://eworks-group.com/company/#a-001
http://www.ota.ac.jp/a_campus/access
http://www.ota.ac.jp/medical/access.html
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前橋会場 ベイシア文化ホール（群馬県民会館） 

URL: http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/access.php 

会場住所：〒371-0017群馬県前橋市日吉町 1-10-1 

 

桐生会場 桐生地域地場産業振興センター  

URL: http://www.kiryujibasan.or.jp/html/access.html 

会場住所：〒376-0024群馬県桐生市織姫町２番５号 

 

さいたま会場 埼玉会館  

URL: http://www.saf.or.jp/saitama/access/ 

会場住所：〒330-8518埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-1-4 

 

千葉会場 植草学園大学小倉キャンパス 

URL: http://www.uekusa.ac.jp/entrance_exam/access 

会場住所：〒264-0007千葉県千葉市若葉区小倉町 1639番 3 

 

東京会場 東京セミナー学院（旧桐杏学園）  

URL: https://www.ances.jp/map.html 

会場住所：〒171-0021東京都豊島区西池袋 5-4-6東京三協信用金庫ビル 

 

横浜会場① 東武横浜第３ビル 

URL: https://eichiii.com/spaces/1473 

会場住所：〒220-0004神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29 

横浜会場② ハウスクエア横浜 

URL: https://www.housquare.co.jp/access/ 

https://www.housquare.co.jp/files/document/walkmap.pdf 

会場住所：〒224-0001神奈川県横浜市都筑区中川 1-4-1 

※横浜会場は 2会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

新潟会場 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター  

URL: http://www.tokimesse.com/visitor/access/ 

http://www.tokimesse.com/visitor/access/files/walk.pdf  

会場住所：〒950-0078新潟県新潟市中央区万代島 6番 1号 

 

http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/access.php
http://www.kiryujibasan.or.jp/html/access.html
http://www.saf.or.jp/saitama/access/
http://www.uekusa.ac.jp/entrance_exam/access
https://www.ances.jp/map.html
https://eichiii.com/spaces/1473
https://www.housquare.co.jp/access/
https://www.housquare.co.jp/files/document/walkmap.pdf
http://www.tokimesse.com/visitor/access/
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富山会場 ボルファートとやま  

URL: http://www.wohlfahrt-toyama.co.jp/company#map 

会場住所：〒930-0857富山県富山市奥田新町 8-1 

 

金沢会場 石川県青少年総合研修センター  

URL: http://www.ishikawa-seisoken.jp/newkoutuuannai.html 

会場住所：〒920-0834石川県金沢市常盤町 212-1 

 

甲府会場 山梨県立青少年センター  

URL: http://youthcenter.yya.or.jp/access/ 

会場住所：〒400-0811山梨県甲府市川田町 517番地 

 

松本会場 専門学校 未来ビジネスカレッジ  

URL: http://www.mirai.ac.jp/mit/schoolguide/map/index.html 

会場住所：〒390-0841長野県松本市渚 2-8-5 

 

岐阜会場① ワークプラザ岐阜  

URL: http://work-plaza-gifu.lekumo.biz/workplaze/chizu.html 

会場住所：〒500-8163岐阜県岐阜市鶴舞町 2丁目 6−7 

岐阜会場② 岐阜県水産会館   

URL: http://gifugyoren.jp/publics/index/7/ 

会場住所：〒500-8384岐阜県岐阜市薮田南 1丁目 11番 12号 

岐阜会場③ ベルフォートアカデミーオブビューティ 

URL: https://berufort.ac.jp/access 

会場住所：〒500-8856岐阜県岐阜市橋本町 1-10-1 アクティブ G 2階 

※岐阜会場は 3会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

静岡会場 静岡県産業経済会館  

URL: http://www.sankei-kaikan.jp/ 

http://www.sankei-kaikan.jp/pdf/access.pdf 

会場住所：〒420-0853静岡県静岡市葵区追手町 44-1(静岡県産業経済会館） 

 

 

http://www.wohlfahrt-toyama.co.jp/company#map
http://www.ishikawa-seisoken.jp/newkoutuuannai.html
http://youthcenter.yya.or.jp/access/
http://www.mirai.ac.jp/mit/schoolguide/map/index.html
http://work-plaza-gifu.lekumo.biz/workplaze/chizu.html
http://gifugyoren.jp/publics/index/7/
https://berufort.ac.jp/access
http://www.sankei-kaikan.jp/
http://www.sankei-kaikan.jp/pdf/access.pdf
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浜松会場 浜松学院大学 

URL: https://hamagaku.ac.jp/hgu/guide/access/ 

会場住所：〒432-8012静岡県浜松市中区布橋三丁目 2番 3号 

 

名古屋会場① 中京大学豊田キャンパス 

URL: https://nc.chukyo-u.ac.jp/campusguide/access_t.html 

※日曜日のため、スクールバスは運行しておりませんのでご注意ください。 

会場住所：〒470-0393愛知県豊田市貝津町床立 101 

名古屋会場② TKPガーデンシティ PREMIUM名駅西口 

URL: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-meieki-nishiguchi/access/ 

会場住所：〒453-0014愛知県名古屋市中村区則武 1-6-3ベルヴュオフィス名古屋 

名古屋会場③ 名古屋企業福祉会館 

URL: https://fukushi-kaikan.com/map.html 

会場住所：〒460-0011愛知県名古屋市中区大須２丁目１９−３６ 

名古屋会場④ 刈谷市産業振興センター 

URL: https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/sangyokeizai/sangyokoshinsenta/ 

※「Google地図で見る（外部サイト）」よりご確認ください。 

会場住所：〒448-0027愛知県刈谷市相生町 1丁目 1番地 6 

※名古屋会場は 4会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

津会場 名古屋大原学園 津校  

URL: http://www.ohara.ac.jp/info/map.html#tsu 

※上記ページには複数の施設名の記載がありますので、「津校」をご確認ください。  

会場住所：〒514-0007三重県津市大谷町１４８番 

 

彦根会場① 彦根市民会館  

URL: https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/shisetsu/15/7583.html 

会場住所：〒522-0001滋賀県彦根市尾末町 1番 38号 

彦根会場② ひこねステーションホテル 

URL: https://hikone-sth.com/ 

会場住所：〒522-0007 滋賀県彦根市古沢町 677 

※彦根会場は 2会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

https://hamagaku.ac.jp/hgu/guide/access/
https://nc.chukyo-u.ac.jp/campusguide/access_t.html
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-meieki-nishiguchi/access/
https://fukushi-kaikan.com/map.html
https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/sangyokeizai/sangyokoshinsenta/
http://www.ohara.ac.jp/info/map.html#tsu
https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/shisetsu/15/7583.html
https://hikone-sth.com/
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大津会場 近江勧学館  

URL: http://tendizaidan.jp/publics/index/7/ 

会場住所：〒520-0015滋賀県大津市神宮町 1番 1号 

京都会場 京都大学吉田キャンパス南構内  

URL: http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/ (アクセスマップ) 

※上記ページには複数のキャンパス名の記載がありますので、「吉田キャンパス」をご確認ください。 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_ys.html (キャンパスマップ) 

※上記ページには複数の建物名の記載がありますので、「86吉田南総合館(北棟)」までお越しください。 

会場住所：〒606-8501 京都府京都市左京区吉田二本松町 

 

大阪会場 大阪経済大学 大隅キャンパス  

URL: https://www.osaka-ue.ac.jp/profile/access/areamap/ 

会場住所：〒533-8533大阪府大阪市東淀川区大隅２−２−８ 

 

神戸会場 神戸大学 鶴甲第 1キャンパス(大学教育推進機構) ※10月 8日会場変更 

URL: https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/access.html#station (アクセスマップ) 

※上記ページの「鶴甲第 1キャンパス」のマップをご確認ください。 

  また“正門・北門”のみからの入場となり、“東門・西門”は閉鎖しておりますのでご注意ください。 

   https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/turukabuto-dai1.html (キャンパスマップ) 

※上記ページには複数の建物名の記載がありますので、「B棟」までお越しください。 

会場住所：〒657-8501兵庫県神戸市灘区鶴甲 1丁目 2-1 

 

鳥取会場 白兎会館  

URL: https://www.hakutokaikan.com/access.html 

会場住所：〒680-0833鳥取県鳥取市末広温泉町 556 

 

岡山会場 中国デザイン専門学校  

URL: https://www.cdc-de.ac.jp/info/access.html 

会場住所：〒700-0842岡山県岡山市北区船頭町１２ 

 

広島会場① TKP広島本通駅前カンファレンスセンター  

URL: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-hiroshima-hondori-ekimae/access/ 

会場住所：〒730-0031広島県広島市 中区紙屋町 2丁目 2-12信和広島ビル 

 

http://tendizaidan.jp/publics/index/7/
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r_ys.html
https://www.osaka-ue.ac.jp/profile/access/areamap/
https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/access.html#station
https://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/turukabuto-dai1.html
https://www.hakutokaikan.com/access.html
https://www.cdc-de.ac.jp/info/access.html
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-hiroshima-hondori-ekimae/access/
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広島会場② 広島県 JA ビル貸会場  

URL: https://www.risa-chi.co.jp/company/access.html 

会場住所：〒730-0051広島県広島市中区大手町四丁目 7-3 

広島会場③ ワークピア広島  

URL: http://www.workpier.jp/access/ 

会場住所：〒732-0825広島県広島市南区金屋町 1-17 

広島会場④ 広島県社会福祉会館  

URL: https://www.hiroshima-fukushi.net/kyougikai7/access/ 

会場住所：〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町 12-2 

※広島会場は 4会場にて実施のため、会場に誤りがないようご来場ください。 

 

周南会場 YICキャリアデザイン専門学校 

URL: https://www.yic.ac.jp/cd/about/access/ 

会場住所：〒745-0073山口県周南市代々木通 2丁目 33番地 

 

福岡会場 九州電気専門学校 

URL: http://www.kec.ac.jp/location/ 

会場住所：〒812-0018福岡県福岡市博多区住吉４丁目４−５ 

 

北九州会場 パークサイドビル  

URL: https://www.parksidebld.com/ 

※「パークサイドビルまでのご案内」をご確認ください。  

会場住所：〒802-0005福岡県北九州市小倉北区堺町 1-6-13 

    

熊本会場 熊本外語専門学校  

URL: https://www.kfla.ac.jp/introduction/campusmap/#access 

会場住所：〒860-0804熊本県熊本市中央区辛島町８−１４ 

 

宮崎会場 宮崎県婦人会館  

URL: http://www.mfkaikan.jp/access/ 

会場住所：〒880-0803宮崎県宮崎市旭 1-3-10 

 

 

https://www.risa-chi.co.jp/company/access.html
http://www.workpier.jp/access/
https://www.hiroshima-fukushi.net/kyougikai7/access/
https://www.yic.ac.jp/cd/about/access/
http://www.kec.ac.jp/location/
https://www.parksidebld.com/
https://www.kfla.ac.jp/introduction/campusmap/#access
http://www.mfkaikan.jp/access/
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徳島会場 徳島県立産業観光交流センター（アスティとくしま）  

URL: http://www.asty-tokushima.jp/koutsuu/ 

会場住所：〒770-8055徳島県徳島市山城町東浜傍示 1番地 1 

※会場への連絡はしないでください。 

 不明点等ございましたら下記まで 

  お問い合わせください。 

 

【お問合せ先】 

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 

自主保全士検定試験 受験サポートセンター 

Tel： 03-5209-0553  E-mail：jishu@cbt-s.com 

(平日 10:00～17:00 試験日当日は 9:00～17:00) 

http://www.asty-tokushima.jp/koutsuu/
file:///C:/Users/iwatsubo.LAPTOP-PJE83UV5/Downloads/03-5209-0553
mailto:jishu@cbt-s.com

