
◇各会場の座席数には限りがあります。定員になり次第、募集を締め切ります。　　◇各会場の座席数には限りがあります。定員になり次第、募集を締め切ります。　　◇各会場の座席数には限りがあります。定員になり次第、募集を締め切ります。　　◇各会場の座席数には限りがあります。定員になり次第、募集を締め切ります。　　＊〇印が受付可能です＊〇印が受付可能です＊〇印が受付可能です＊〇印が受付可能です。。。。

◇会場によって受け入れ可能級が異なりますのでご注意ください。各級併願受験は可能です。◇会場によって受け入れ可能級が異なりますのでご注意ください。各級併願受験は可能です。◇会場によって受け入れ可能級が異なりますのでご注意ください。各級併願受験は可能です。◇会場によって受け入れ可能級が異なりますのでご注意ください。各級併願受験は可能です。

◇会場に関するお問い合わせは、日本農業技術検定協会（全国農業会議所　03-6910-1126 kentei@nca.or.jp）までお問い合わせください。◇会場に関するお問い合わせは、日本農業技術検定協会（全国農業会議所　03-6910-1126 kentei@nca.or.jp）までお問い合わせください。◇会場に関するお問い合わせは、日本農業技術検定協会（全国農業会議所　03-6910-1126 kentei@nca.or.jp）までお問い合わせください。◇会場に関するお問い合わせは、日本農業技術検定協会（全国農業会議所　03-6910-1126 kentei@nca.or.jp）までお問い合わせください。

都道府県都道府県都道府県都道府県 2級2級2級2級 3級3級3級3級 会場名会場名会場名会場名 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号 住所住所住所住所 電話番号電話番号電話番号電話番号

北海道北海道北海道北海道 ×××× ○○○○ 北海道倶治安農業高等学校北海道倶治安農業高等学校北海道倶治安農業高等学校北海道倶治安農業高等学校 044-0083044-0083044-0083044-0083 北海道虻田郡倶知安町旭15番地北海道虻田郡倶知安町旭15番地北海道虻田郡倶知安町旭15番地北海道虻田郡倶知安町旭15番地 0136-22-11480136-22-11480136-22-11480136-22-1148

北海道北海道北海道北海道 ○○○○ ○○○○ 北海道農業専門学校　第1教室北海道農業専門学校　第1教室北海道農業専門学校　第1教室北海道農業専門学校　第1教室 062-0052062-0052062-0052062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東二条14丁目1-34北海道札幌市豊平区月寒東二条14丁目1-34北海道札幌市豊平区月寒東二条14丁目1-34北海道札幌市豊平区月寒東二条14丁目1-34 011-851-8236011-851-8236011-851-8236011-851-8236

北海道北海道北海道北海道 ×××× ○○○○ 北海道旭川農業高等学校　多目的教室北海道旭川農業高等学校　多目的教室北海道旭川農業高等学校　多目的教室北海道旭川農業高等学校　多目的教室 079-8431079-8431079-8431079-8431 北海道旭川市永山町14丁目153番地北海道旭川市永山町14丁目153番地北海道旭川市永山町14丁目153番地北海道旭川市永山町14丁目153番地 0166-48-28870166-48-28870166-48-28870166-48-2887

北海道北海道北海道北海道 ○○○○ ○○○○ 北海道別海高等学校　視聴覚室北海道別海高等学校　視聴覚室北海道別海高等学校　視聴覚室北海道別海高等学校　視聴覚室 086-0214086-0214086-0214086-0214 北海道野付郡別海町別海緑町７０番地の１北海道野付郡別海町別海緑町７０番地の１北海道野付郡別海町別海緑町７０番地の１北海道野付郡別海町別海緑町７０番地の１ 0153-75-20530153-75-20530153-75-20530153-75-2053

北海道北海道北海道北海道 ○○○○ ○○○○ 北海道美幌高等学校　1階多目的教室北海道美幌高等学校　1階多目的教室北海道美幌高等学校　1階多目的教室北海道美幌高等学校　1階多目的教室 092-0017092-0017092-0017092-0017 北海道網走郡美幌町報徳94北海道網走郡美幌町報徳94北海道網走郡美幌町報徳94北海道網走郡美幌町報徳94 0152-73-41360152-73-41360152-73-41360152-73-4136

青森県青森県青森県青森県 ○○○○ ○○○○ 青森県総合社会教育センター　第5研修室青森県総合社会教育センター　第5研修室青森県総合社会教育センター　第5研修室青森県総合社会教育センター　第5研修室 030-0111030-0111030-0111030-0111 青森県青森市荒川字藤戸119-7青森県青森市荒川字藤戸119-7青森県青森市荒川字藤戸119-7青森県青森市荒川字藤戸119-7 017-739-1251017-739-1251017-739-1251017-739-1251

岩手県岩手県岩手県岩手県 ×××× ○○○○ エスポワールいわて祥会議室エスポワールいわて祥会議室エスポワールいわて祥会議室エスポワールいわて祥会議室 020-0021020-0021020-0021020-0021 岩手県盛岡市中央通1丁目4番38号岩手県盛岡市中央通1丁目4番38号岩手県盛岡市中央通1丁目4番38号岩手県盛岡市中央通1丁目4番38号 019-623-6251019-623-6251019-623-6251019-623-6251

宮城県宮城県宮城県宮城県 ○○○○ ○○○○ フォレスト仙台　第1，第2会議室フォレスト仙台　第1，第2会議室フォレスト仙台　第1，第2会議室フォレスト仙台　第1，第2会議室 981-0933981-0933981-0933981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45宮城県仙台市青葉区柏木1-2-45 022-271-9340022-271-9340022-271-9340022-271-9340

山形県山形県山形県山形県 ○○○○ ○○○○ 天童ホテル　2階　瑞祥天童ホテル　2階　瑞祥天童ホテル　2階　瑞祥天童ホテル　2階　瑞祥 994-0025994-0025994-0025994-0025 山形県天童市鎌田本町2-1-3山形県天童市鎌田本町2-1-3山形県天童市鎌田本町2-1-3山形県天童市鎌田本町2-1-3 023-654-5511023-654-5511023-654-5511023-654-5511

山形県山形県山形県山形県 ○○○○ ○○○○ 山形県立農林大学校　緑風館山形県立農林大学校　緑風館山形県立農林大学校　緑風館山形県立農林大学校　緑風館 996-0052996-0052996-0052996-0052 山形県新庄市大字角沢1366山形県新庄市大字角沢1366山形県新庄市大字角沢1366山形県新庄市大字角沢1366 0233-22-15270233-22-15270233-22-15270233-22-1527

福島県福島県福島県福島県 ×××× ○○○○ ホテルサンルートプラザ福島　2階「芙蓉」ホテルサンルートプラザ福島　2階「芙蓉」ホテルサンルートプラザ福島　2階「芙蓉」ホテルサンルートプラザ福島　2階「芙蓉」 960-8041960-8041960-8041960-8041 福島県福島市大町7-11福島県福島市大町7-11福島県福島市大町7-11福島県福島市大町7-11 024-525-2211024-525-2211024-525-2211024-525-2211

茨城県茨城県茨城県茨城県 ○○○○ ○○○○ 鯉渕学園農業栄養専門学校鯉渕学園農業栄養専門学校鯉渕学園農業栄養専門学校鯉渕学園農業栄養専門学校 319-0323319-0323319-0323319-0323 茨城県水戸市鯉渕町5965茨城県水戸市鯉渕町5965茨城県水戸市鯉渕町5965茨城県水戸市鯉渕町5965 029-259-2811029-259-2811029-259-2811029-259-2811

栃木県栃木県栃木県栃木県 ○○○○ ○○○○ コンセーレ（栃木青年会館）　3階研修室コンセーレ（栃木青年会館）　3階研修室コンセーレ（栃木青年会館）　3階研修室コンセーレ（栃木青年会館）　3階研修室 320-0066320-0066320-0066320-0066 栃木県宇都宮市駒生1-1-6栃木県宇都宮市駒生1-1-6栃木県宇都宮市駒生1-1-6栃木県宇都宮市駒生1-1-6 028-624-1417028-624-1417028-624-1417028-624-1417

栃木県栃木県栃木県栃木県 ○○○○ ○○○○ 栃木農業高等学校　実習教室栃木農業高等学校　実習教室栃木農業高等学校　実習教室栃木農業高等学校　実習教室 328-0054328-0054328-0054328-0054 栃木県栃木市平井町911　栃木県栃木市平井町911　栃木県栃木市平井町911　栃木県栃木市平井町911　 0282-22-03260282-22-03260282-22-03260282-22-0326

群馬県群馬県群馬県群馬県 ○○○○ ○○○○ 群馬県立勢多農林高等学校　第1・2・3会議室群馬県立勢多農林高等学校　第1・2・3会議室群馬県立勢多農林高等学校　第1・2・3会議室群馬県立勢多農林高等学校　第1・2・3会議室 371-0017371-0017371-0017371-0017 群馬県前橋市日吉町二丁目25番地1群馬県前橋市日吉町二丁目25番地1群馬県前橋市日吉町二丁目25番地1群馬県前橋市日吉町二丁目25番地1 027-231-2403027-231-2403027-231-2403027-231-2403

群馬県群馬県群馬県群馬県 ○○○○ ○○○○ 中央農業グリーン専門学校　１号館　１２４教室中央農業グリーン専門学校　１号館　１２４教室中央農業グリーン専門学校　１号館　１２４教室中央農業グリーン専門学校　１号館　１２４教室 371-0805371-0805371-0805371-0805 群馬県前橋市南町2-31-1群馬県前橋市南町2-31-1群馬県前橋市南町2-31-1群馬県前橋市南町2-31-1 027-220-1200027-220-1200027-220-1200027-220-1200

埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 ×××× ○○○○ 埼玉県民健康センター　大会議室C埼玉県民健康センター　大会議室C埼玉県民健康センター　大会議室C埼玉県民健康センター　大会議室C 330-0062330-0062330-0062330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1埼玉県さいたま市浦和区仲町3-5-1 048-824-4801048-824-4801048-824-4801048-824-4801

東京都東京都東京都東京都 ○○○○ ○○○○ 工学院大学中層棟Ｂ－０６６３工学院大学中層棟Ｂ－０６６３工学院大学中層棟Ｂ－０６６３工学院大学中層棟Ｂ－０６６３ 163-8677163-8677163-8677163-8677 東京都新宿区西新宿1丁目24番2号東京都新宿区西新宿1丁目24番2号東京都新宿区西新宿1丁目24番2号東京都新宿区西新宿1丁目24番2号 03-3340-012103-3340-012103-3340-012103-3340-0121

東京都東京都東京都東京都 ×××× ○○○○ 東京島しょ農業協同組合本店　研修室東京島しょ農業協同組合本店　研修室東京島しょ農業協同組合本店　研修室東京島しょ農業協同組合本店　研修室 100-1401100-1401100-1401100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1536番地東京都八丈島八丈町大賀郷1536番地東京都八丈島八丈町大賀郷1536番地東京都八丈島八丈町大賀郷1536番地 04996-2-122104996-2-122104996-2-122104996-2-1221

新潟県新潟県新潟県新潟県 ×××× ○○○○ ラマダホテル新潟ラマダホテル新潟ラマダホテル新潟ラマダホテル新潟 950-0901950-0901950-0901950-0901 新潟県新潟市中央区弁天一丁目2番4号新潟県新潟市中央区弁天一丁目2番4号新潟県新潟市中央区弁天一丁目2番4号新潟県新潟市中央区弁天一丁目2番4号 025-244-5151025-244-5151025-244-5151025-244-5151

新潟県新潟県新潟県新潟県 ×××× ○○○○ 新潟県立新発田農業高等学校新潟県立新発田農業高等学校新潟県立新発田農業高等学校新潟県立新発田農業高等学校 950-8502950-8502950-8502950-8502 新潟県新発田市大栄町6丁目4番28号新潟県新発田市大栄町6丁目4番28号新潟県新発田市大栄町6丁目4番28号新潟県新発田市大栄町6丁目4番28号 0254-22-23030254-22-23030254-22-23030254-22-2303

新潟県新潟県新潟県新潟県 ○○○○ ○○○○ 新潟県農業大学校新潟県農業大学校新潟県農業大学校新潟県農業大学校 953-0041953-0041953-0041953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲12021新潟県新潟市西蒲区巻甲12021新潟県新潟市西蒲区巻甲12021新潟県新潟市西蒲区巻甲12021 0256-72-01330256-72-01330256-72-01330256-72-0133

富山県富山県富山県富山県 ×××× ○○○○ 富山県農業総合研修所富山県農業総合研修所富山県農業総合研修所富山県農業総合研修所 939-8139939-8139939-8139939-8139 富山県富山市月岡新296富山県富山市月岡新296富山県富山市月岡新296富山県富山市月岡新296 076-429-6557076-429-6557076-429-6557076-429-6557

石川県石川県石川県石川県 ×××× ○○○○ JA石川教育センター　第1教室JA石川教育センター　第1教室JA石川教育センター　第1教室JA石川教育センター　第1教室 920-0362920-0362920-0362920-0362 石川県金沢市古府1丁目218石川県金沢市古府1丁目218石川県金沢市古府1丁目218石川県金沢市古府1丁目218 076-240-5260076-240-5260076-240-5260076-240-5260

石川県石川県石川県石川県 ○○○○ ○○○○ 石川県立七尾東雲高等学校石川県立七尾東雲高等学校石川県立七尾東雲高等学校石川県立七尾東雲高等学校 926-8555926-8555926-8555926-8555 石川県七尾市下町戊部12-1石川県七尾市下町戊部12-1石川県七尾市下町戊部12-1石川県七尾市下町戊部12-1 0767-57-14110767-57-14110767-57-14110767-57-1411

福井県福井県福井県福井県 ×××× ○○○○ 福井県中小企業産業大学校　第2中教室福井県中小企業産業大学校　第2中教室福井県中小企業産業大学校　第2中教室福井県中小企業産業大学校　第2中教室 918-8135918-8135918-8135918-8135 福井県福井市下六条町16-15福井県福井市下六条町16-15福井県福井市下六条町16-15福井県福井市下六条町16-15 0776-41-37750776-41-37750776-41-37750776-41-3775

山梨県山梨県山梨県山梨県 ○○○○ ○○○○ 山梨県農業共済会館山梨県農業共済会館山梨県農業共済会館山梨県農業共済会館 400-0034400-0034400-0034400-0034 山梨県甲府市宝一丁目21-20山梨県甲府市宝一丁目21-20山梨県甲府市宝一丁目21-20山梨県甲府市宝一丁目21-20 055-228-6811055-228-6811055-228-6811055-228-6811

長野県長野県長野県長野県 ×××× ○○○○ JA松本市会館JA松本市会館JA松本市会館JA松本市会館 390-0815390-0815390-0815390-0815 長野県松本市深志2丁目1番1号長野県松本市深志2丁目1番1号長野県松本市深志2丁目1番1号長野県松本市深志2丁目1番1号 0263-87-74830263-87-74830263-87-74830263-87-7483

岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 ×××× ○○○○ みの観光ホテル　6階スカイバンケットみの観光ホテル　6階スカイバンケットみの観光ホテル　6階スカイバンケットみの観光ホテル　6階スカイバンケット 501-3753501-3753501-3753501-3753 岐阜県美濃市松森333-1岐阜県美濃市松森333-1岐阜県美濃市松森333-1岐阜県美濃市松森333-1 0575-33-00800575-33-00800575-33-00800575-33-0080

静岡県静岡県静岡県静岡県 ○○○○ ○○○○ 静岡市産学交流センター静岡市産学交流センター静岡市産学交流センター静岡市産学交流センター 420-0857420-0857420-0857420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21　ペガサード6階静岡県静岡市葵区御幸町3-21　ペガサード6階静岡県静岡市葵区御幸町3-21　ペガサード6階静岡県静岡市葵区御幸町3-21　ペガサード6階 054-275-1655054-275-1655054-275-1655054-275-1655

愛知県愛知県愛知県愛知県 ×××× ○○○○ 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12階　1202愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12階　1202愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12階　1202愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12階　1202 450-0002450-0002450-0002450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 052-571-6131052-571-6131052-571-6131052-571-6131

滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 ×××× ○○○○ 滋賀県農業教育情報センター　滋賀県農業教育情報センター　滋賀県農業教育情報センター　滋賀県農業教育情報センター　 520-0807520-0807520-0807520-0807 滋賀県大津市松本1-2-20滋賀県大津市松本1-2-20滋賀県大津市松本1-2-20滋賀県大津市松本1-2-20 077-523-2439077-523-2439077-523-2439077-523-2439

京都府京都府京都府京都府 ○○○○ ○○○○ 南丹市国際交流会館南丹市国際交流会館南丹市国際交流会館南丹市国際交流会館 622-0004622-0004622-0004622-0004 京都府南丹市園部町小桜町62-1京都府南丹市園部町小桜町62-1京都府南丹市園部町小桜町62-1京都府南丹市園部町小桜町62-1 0771-63-17770771-63-17770771-63-17770771-63-1777

大阪府大阪府大阪府大阪府 ○○○○ ○○○○ CIVI新大阪研修センター8階　805DCIVI新大阪研修センター8階　805DCIVI新大阪研修センター8階　805DCIVI新大阪研修センター8階　805D 532-0011532-0011532-0011532-0011 大阪市淀川区西中島3-9-13　NLC新大阪8号館大阪市淀川区西中島3-9-13　NLC新大阪8号館大阪市淀川区西中島3-9-13　NLC新大阪8号館大阪市淀川区西中島3-9-13　NLC新大阪8号館 06-6160-588806-6160-588806-6160-588806-6160-5888

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 ○○○○ ○○○○ 兵庫県立但馬農業高等学校内兵庫県立但馬農業高等学校内兵庫県立但馬農業高等学校内兵庫県立但馬農業高等学校内 667-0043667-0043667-0043667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳300-1兵庫県養父市八鹿町高柳300-1兵庫県養父市八鹿町高柳300-1兵庫県養父市八鹿町高柳300-1 079-662-6107079-662-6107079-662-6107079-662-6107

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 ○○○○ ○○○○ 兵庫県立有馬高等学校　普通教室１階　園芸実習室兵庫県立有馬高等学校　普通教室１階　園芸実習室兵庫県立有馬高等学校　普通教室１階　園芸実習室兵庫県立有馬高等学校　普通教室１階　園芸実習室 669-1531669-1531669-1531669-1531 兵庫県三田市天神2丁目1番50号兵庫県三田市天神2丁目1番50号兵庫県三田市天神2丁目1番50号兵庫県三田市天神2丁目1番50号 079-563-2881079-563-2881079-563-2881079-563-2881

奈良県奈良県奈良県奈良県 ○○○○ ○○○○ 桜井市立図書館　研修室３桜井市立図書館　研修室３桜井市立図書館　研修室３桜井市立図書館　研修室３ 633-0051633-0051633-0051633-0051 奈良県桜井市河西31番地奈良県桜井市河西31番地奈良県桜井市河西31番地奈良県桜井市河西31番地 0744-44-26000744-44-26000744-44-26000744-44-2600

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 ○○○○ ○○○○ 和歌山県南部高等学校　農業土木室和歌山県南部高等学校　農業土木室和歌山県南部高等学校　農業土木室和歌山県南部高等学校　農業土木室 649-0002649-0002649-0002649-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝207和歌山県日高郡みなべ町芝207和歌山県日高郡みなべ町芝207和歌山県日高郡みなべ町芝207 0739-72-39290739-72-39290739-72-39290739-72-3929

和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 ○○○○ ×××× 和歌山県農林大学校　和歌山県農林大学校　和歌山県農林大学校　和歌山県農林大学校　 649-7112649-7112649-7112649-7112 和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降422和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降422和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降422和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降422 0736-22-22030736-22-22030736-22-22030736-22-2203

鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県 ×××× ○○○○ 倉吉体育文化会館　中研修室倉吉体育文化会館　中研修室倉吉体育文化会館　中研修室倉吉体育文化会館　中研修室 682-0023682-0023682-0023682-0023 鳥取県倉吉市山根529-2鳥取県倉吉市山根529-2鳥取県倉吉市山根529-2鳥取県倉吉市山根529-2 0858-26-44410858-26-44410858-26-44410858-26-4441

島根県島根県島根県島根県 ○○○○ ○○○○ 島根県立農林大学校　本館3階視聴覚室島根県立農林大学校　本館3階視聴覚室島根県立農林大学校　本館3階視聴覚室島根県立農林大学校　本館3階視聴覚室 699-2211699-2211699-2211699-2211 島根県大田市波根町970-1島根県大田市波根町970-1島根県大田市波根町970-1島根県大田市波根町970-1 0854-85-70110854-85-70110854-85-70110854-85-7011

広島県広島県広島県広島県 ○○○○ ○○○○ 広島市文化交流会館広島市文化交流会館広島市文化交流会館広島市文化交流会館 730-8787730-8787730-8787730-8787 広島市中区加古町3-3広島市中区加古町3-3広島市中区加古町3-3広島市中区加古町3-3 082-243-8881082-243-8881082-243-8881082-243-8881

山口県山口県山口県山口県 ○○○○ ○○○○ 山口県立農業大学校山口県立農業大学校山口県立農業大学校山口県立農業大学校 747-0004747-0004747-0004747-0004 山口県防府市牟礼318番地山口県防府市牟礼318番地山口県防府市牟礼318番地山口県防府市牟礼318番地 0835-38-05100835-38-05100835-38-05100835-38-0510

山口県山口県山口県山口県 ○○○○ ○○○○ 山口県自治会館2階　大会議室山口県自治会館2階　大会議室山口県自治会館2階　大会議室山口県自治会館2階　大会議室 753-0072753-0072753-0072753-0072 山口県山口市大手町9-11山口県山口市大手町9-11山口県山口市大手町9-11山口県山口市大手町9-11 083-923-2102083-923-2102083-923-2102083-923-2102

徳島県徳島県徳島県徳島県 ○○○○ ○○○○ ホテル千秋閣　7階　鶴の間ホテル千秋閣　7階　鶴の間ホテル千秋閣　7階　鶴の間ホテル千秋閣　7階　鶴の間 770-0847770-0847770-0847770-0847 徳島県徳島市幸町3丁目55徳島県徳島市幸町3丁目55徳島県徳島市幸町3丁目55徳島県徳島市幸町3丁目55 088-622-9121088-622-9121088-622-9121088-622-9121

香川県香川県香川県香川県 ○○○○ ○○○○ 香川県立農業大学校香川県立農業大学校香川県立農業大学校香川県立農業大学校 766-0004766-0004766-0004766-0004 香川県仲多度郡琴平町榎井34-3香川県仲多度郡琴平町榎井34-3香川県仲多度郡琴平町榎井34-3香川県仲多度郡琴平町榎井34-3 0877-75-11410877-75-11410877-75-11410877-75-1141

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 ×××× ○○○○ にぎたつ会館　2階　楓の間にぎたつ会館　2階　楓の間にぎたつ会館　2階　楓の間にぎたつ会館　2階　楓の間 790-0858790-0858790-0858790-0858 愛媛県松山市道後姫塚118-2愛媛県松山市道後姫塚118-2愛媛県松山市道後姫塚118-2愛媛県松山市道後姫塚118-2 089-941-3939089-941-3939089-941-3939089-941-3939

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 ×××× ○○○○ 愛媛県立大洲農業高等学校　会議室（予定）愛媛県立大洲農業高等学校　会議室（予定）愛媛県立大洲農業高等学校　会議室（予定）愛媛県立大洲農業高等学校　会議室（予定） 795-0064795-0064795-0064795-0064 愛媛県大洲市東大洲15番地1愛媛県大洲市東大洲15番地1愛媛県大洲市東大洲15番地1愛媛県大洲市東大洲15番地1 0893-24-31010893-24-31010893-24-31010893-24-3101

愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 ○○○○ ○○○○ 愛媛県立伊予農業高等学校　会議室愛媛県立伊予農業高等学校　会議室愛媛県立伊予農業高等学校　会議室愛媛県立伊予農業高等学校　会議室 799-3111799-3111799-3111799-3111 愛媛県伊予市下吾川1433愛媛県伊予市下吾川1433愛媛県伊予市下吾川1433愛媛県伊予市下吾川1433 089-982-1225089-982-1225089-982-1225089-982-1225

高知県高知県高知県高知県 ○○○○ ○○○○ 高知県立農業大学校高知県立農業大学校高知県立農業大学校高知県立農業大学校 781-2128781-2128781-2128781-2128 高知県吾川郡いの町波川234高知県吾川郡いの町波川234高知県吾川郡いの町波川234高知県吾川郡いの町波川234 088-892-3000088-892-3000088-892-3000088-892-3000

福岡県福岡県福岡県福岡県 ○○○○ ○○○○ JAふくおか八女　本店　大会議室JAふくおか八女　本店　大会議室JAふくおか八女　本店　大会議室JAふくおか八女　本店　大会議室 834-0063834-0063834-0063834-0063 福岡県八女市本村420-1福岡県八女市本村420-1福岡県八女市本村420-1福岡県八女市本村420-1 0943-23-11630943-23-11630943-23-11630943-23-1163

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 ○○○○ ○○○○ 佐賀県農業大学校佐賀県農業大学校佐賀県農業大学校佐賀県農業大学校 840-2205840-2205840-2205840-2205 佐賀県佐賀市川副町南里1088佐賀県佐賀市川副町南里1088佐賀県佐賀市川副町南里1088佐賀県佐賀市川副町南里1088 0952-45-21440952-45-21440952-45-21440952-45-2144

佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 ○○○○ ○○○○ 佐賀農業高校　普通教室佐賀農業高校　普通教室佐賀農業高校　普通教室佐賀農業高校　普通教室 849-1112849-1112849-1112849-1112 佐賀県杵島郡白石町大字福田1660佐賀県杵島郡白石町大字福田1660佐賀県杵島郡白石町大字福田1660佐賀県杵島郡白石町大字福田1660 0952-84-26110952-84-26110952-84-26110952-84-2611

長崎県長崎県長崎県長崎県 ○○○○ ○○○○ 長崎県立農業大学校　本館２階　第１講義室長崎県立農業大学校　本館２階　第１講義室長崎県立農業大学校　本館２階　第１講義室長崎県立農業大学校　本館２階　第１講義室 854-0062854-0062854-0062854-0062 長崎県諫早市小船越町３１７１長崎県諫早市小船越町３１７１長崎県諫早市小船越町３１７１長崎県諫早市小船越町３１７１ 0957-68-15000957-68-15000957-68-15000957-68-1500

長崎県長崎県長崎県長崎県 ×××× ○○○○ 諫早観光ホテル道具屋諫早観光ホテル道具屋諫早観光ホテル道具屋諫早観光ホテル道具屋 854-0004854-0004854-0004854-0004 長崎県諫早市金谷町8-7長崎県諫早市金谷町8-7長崎県諫早市金谷町8-7長崎県諫早市金谷町8-7 095-22-3360095-22-3360095-22-3360095-22-3360

熊本県熊本県熊本県熊本県 ○○○○ ○○○○ ホテル熊本テルサ　1階ビジネスセンターホテル熊本テルサ　1階ビジネスセンターホテル熊本テルサ　1階ビジネスセンターホテル熊本テルサ　1階ビジネスセンター 862-8570862-8570862-8570862-8570 熊本県熊本市水前寺公園28-51熊本県熊本市水前寺公園28-51熊本県熊本市水前寺公園28-51熊本県熊本市水前寺公園28-51 096-387-7777096-387-7777096-387-7777096-387-7777

宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 ○○○○ ○○○○ 宮崎大学　農学部宮崎大学　農学部宮崎大学　農学部宮崎大学　農学部 889-2192889-2192889-2192889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1宮崎県宮崎市学園木花台西1-1宮崎県宮崎市学園木花台西1-1宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 0985-58-77890985-58-77890985-58-77890985-58-7789

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ○○○○ ○○○○ 鹿児島県市町村自治会館　「４０２会議室」鹿児島県市町村自治会館　「４０２会議室」鹿児島県市町村自治会館　「４０２会議室」鹿児島県市町村自治会館　「４０２会議室」 890-0064890-0064890-0064890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-4鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-4鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-4鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-4 099-206-1010099-206-1010099-206-1010099-206-1010

鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ○○○○ ○○○○ 与論町防災センター　与論町防災センター　与論町防災センター　与論町防災センター　 891-9301891-9301891-9301891-9301 鹿児島県大島郡与論町茶花2103鹿児島県大島郡与論町茶花2103鹿児島県大島郡与論町茶花2103鹿児島県大島郡与論町茶花2103 0997-97-31110997-97-31110997-97-31110997-97-3111

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 ×××× ○○○○ 土地改良会館　土地改良会館　土地改良会館　土地改良会館　 901-1112901-1112901-1112901-1112     沖縄県南風原町字本部４５３－３　沖縄県南風原町字本部４５３－３　沖縄県南風原町字本部４５３－３　沖縄県南風原町字本部４５３－３　土地改良会館4階土地改良会館4階土地改良会館4階土地改良会館4階 098-889-6027098-889-6027098-889-6027098-889-6027

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県 ○○○○ ○○○○ 沖縄県立農業大学校　教育棟大教室　1階沖縄県立農業大学校　教育棟大教室　1階沖縄県立農業大学校　教育棟大教室　1階沖縄県立農業大学校　教育棟大教室　1階 905-0019905-0019905-0019905-0019 沖縄県名護市大北1丁目15番9号沖縄県名護市大北1丁目15番9号沖縄県名護市大北1丁目15番9号沖縄県名護市大北1丁目15番9号 0980-52-00500980-52-00500980-52-00500980-52-0050

第1回日本農業技術検定一般試験会場一覧（平成２９年７月１５日実施）第1回日本農業技術検定一般試験会場一覧（平成２９年７月１５日実施）第1回日本農業技術検定一般試験会場一覧（平成２９年７月１５日実施）第1回日本農業技術検定一般試験会場一覧（平成２９年７月１５日実施）


