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建設キャリアアップシステム認定登録機関の公募について（周知） 

 

 建設キャリアアップシステム認定登録機関の公募については、令和４年４月

１８日付・日行連発第８０号にてお知らせしたところですが、今般、一般財団法

人建設業振興基金（以下「建設業振興基金」という。）より、第４次の公募が行

われますので、お知らせいたします。 

 今回は、認定登録機関が開設されていない岩手県、岐阜県、滋賀県、奈良県、

和歌山県、島根県、高知県と認定登録機関の設置数が少ない北海道、大阪府（計

９道府県）を対象とした公募となっておりますので、貴会におかれましては、是

非とも積極的に応募いただきますようお願いいたします。 

また、建設業振興基金において、応募を希望する事業者又は団体を対象として、

下記の日程で認定登録機関の業務概要説明会（オンライン形式）が開催されます

ので、必要に応じてご参加ください。 

 なお、認定登録機関として受付や審査に携わる会員につきましては、現在、建

設キャリアアップシステムの登録申請に関する業務を行っている場合、当該業

務の態様の如何を問わず、認定を受けた後は当該業務を行うことはできません

が、例外としてインターネットにより建設業振興基金へ直接申請する場合につ

いては認められておりますのでご承知おきくださいますよう併せてよろしくお

願いいたします。 

 

記 

 

＜公募期間＞ 

令和５年２月２０日（月）～３月１０日（金） 

 

＜公募対象道府県＞ 

北海道、岩手県、岐阜県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、島根県、高知県

（以上９道府県） 

 



＜認定登録機関業務概要説明会＞ 

・２月２０日（月）１５:３０～ 

・２月２７日（月）１０:００～ 

・３月 ８日（水）１５:３０～ 

 

※９０分程度（オンライン形式、質疑応答含む） 

※応募用の専用メールアドレスにメールを送信すると、応募フォームと一緒に

説明会の「予約ページ」の URLが送信されます。 

 

以 上 

 

【別添】 

・建設キャリアアップシステム認定登録機関の公募について 

・建設キャリアアップシステム認定登録機関の業務概要（修正版） 



 

令和 5年 2月 13日 

 

建設キャリアアップシステム認定登録機関の公募について 

 
 

一般財団法人 建設業振興基金 
建設キャリアアップシステム事業本部 

 

 

日頃より、建設キャリアアップシステムの運営にご理解とご協力を賜り厚く御礼を申

し上げます。 

 

認定登録機関は、事業者・技能者の建設キャリアアップシステム（CCUS）への登録に

際して、対面での申請書類の受付と記入補助、本人情報や資格等の真正性を審査し、CCUS

への登録を行う機関であり、特にインターネット申請が困難な利用者の登録申請におい

て重要な役割を担っています。 

 

これまで 3 回（R3 年 5 月と 10 月、R4 年 4 月）の公募を実施したこと等により、認定

登録機関は 40 都道府県に 237 箇所（公募は 25 箇所）を開設しましたが、未開設の県も

残されており、その充実が急務となっています。 

 

この度、認定登録機関が開設されていない地域（7県）と北海道、大阪府を対象※に第

4次の公募を行うこととしましたので、お知らせいたします。 

※ 公募対象地域：岩手県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県（以上

空白県）、北海道、大阪府の計 9道府県 

 

応募期間は、2月 20日（月）から 3月 10日（金）までとなります。認定登録機関の業

務概要についてオンライン会議方式での事前説明も予定しております。詳細につきまし

ては添付の応募要領をご参照ください。 

 

CCUSの一層の普及促進に向けて、積極的なご応募をお願いいたします。 

 

（添付資料） 

・建設キャリアアップシステム認定登録機関応募要領 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
一般財団法人建設業振興基金 
建設キャリアアップシステム事業本部 
普及促進部  松岡、丸山 
TEL：03-5473-4586 



 

 

 

第１ 用語の定義 

（１）「認定登録機関」とは、一般財団法人建設業振興基金（以下「基金」という）が認定

する団体で、申請書類の受け付け及び記入補助、並びに基金に代わって本人情報や

資格等の真正性を審査し情報を建設キャリアアップシステム（以下「CCUS」という）

に登録する機関をいいます。 

（２）「申請受付登録業務」とは、認定登録機関において、技能者・事業者の申請書類の受

け付け及び記入補助、並びに基金に代わって情報の真正性を審査し CCUS に登録す

る業務をいいます。 

 

第２ 応募・認定の要件 

１ 以下のいずれかに該当する事業者又は団体に限り、応募することができます。 

① 建設業を営む事業者又は建設業に関係する団体 

② ①の他、申請受付登録業務を適切に行い得ると認められる事業者又は団体 

２ 今回応募いただけるのは、以下の県に認定登録機関を開設する場合に限ります。 

応募地域：岩手県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県、北海道、

大阪府（以上 9 道府県） 

３ 別紙１の認定基準を満たすこと。 

４ 現在、登録申請に関する業務※を行っている場合は、当該業務の態様の如何を問わず、

認定を受けた後は当該業務を行うことはできません。 
※利益相反行為を防止するため、認定を受けた後、登録申請に関する業務は態様の如何を問わず

行わないことを誓約いただきます。申請受付登録業務は基金の委託業務のため、申請者から事

務費等の費用を徴収することを禁じています。 

５ 選考の後、認定に必要な諸手続きと諸準備を行い、基金との委託契約の締結をもって、

認定登録機関として認定します。 

 

第３ 委託費 

１ 認定登録機関には、基金より以下のとおり委託費が支払われます。 

(1)年額固定委託費 

窓口名称 主な業務 固定委託費 

認定登録機関 申請受付登録業務 年額 20 万円 

※上記料金は消費税を除く金額です。 

(2)年額歩合委託費 

窓口名称 業務内容 歩合委託費 

認定登録機関 技能者・事業者の新規申請受付登録 １件 2,400 円 

※上記料金は消費税を除く金額です。 

２ 契約期間は原則１年間（自動更新あり）で中途閉鎖も可能ですが、半期に満たない

場合は固定委託費を減額清算します。 

 

第４ 応募方法 

１ 所定の応募フォームに必要事項を記入して応募してください。 

２ 応募を希望する事業者又は団体には、「応募フォーム（Excel ファイル）」とオンライン

方式の業務説明会「予約ページ」の URL をお送りしますので、専用メールアドレス

（touroku-kikan@kensetsu-kikin.or.jp）に空メールを送信してください。メールの件名

建設キャリアアップシステム認定登録機関 応募要領 



は、「認定登録機関応募フォーム希望（事業者名又は団体名）」とご記入ください。 

３ 申し込みは、必要事項を入力した応募フォーム（Excel ファイル）を添付のうえ、専用

メールアドレスに送信してださい。メールの件名及び添付ファイル名は、「認定登録

機関応募（事業者名又は団体名）」と記入してください。 

 

第５ 認定登録機関の業務概要説明会（オンライン会議方式） 

１ オンライン会議方式での業務概要の説明会を予定しています。参加は任意です。 

２ 上記手続きでお知らせする予約専用ページから希望の日時を選択し、受講者氏名（事

業者・団体名）と試聴人数、メールアドレスを登録してください。後程メールにて会

議接続用 ID 等をお知らせします。 

 

第６ 応募期間 

令和 5 年 2 月 20 日（月）～3 月 10 日（金） 

 

第７ 選考結果の通知 

１ 応募のあった事業者又は団体に対しては、基金より選考結果を通知します。通知は、

令和 5 年 3 月 16 日（木）に、応募フォームに記載された連絡先メールアドレス宛に

メールで行います。 

２ 認定登録機関として適当と認められる事業者又は団体には、その旨を通知するととも

に、認定に必要な諸手続等に関する資料を送付します。 

３ 応募要件を満たしていない又は応募者多数により落選した事業者又は団体には、その

旨を通知します。 

４ 3 月 16 日を過ぎても通知が届かない場合には、下記の問い合わせ先までご連絡くださ

い。 

 

第８ 認定登録機関の開設までの手続き 

１ 認定登録機関として適当との通知を受けた事業者又は団体は、必要書類の提出、認定

登録機関として必要な知識の習得（Web による講習会の受講）、基金との委託契約の

締結、業務に必要な機器（基金から貸与）の設置、責任者・担当者の登録等の作業を

行っていただきます。 

２ 提出いただく必要書類は、別紙２に記載のとおりです。書類に不備や不適当な内容が

認められた場合には、認定を行わないことがあります。 

３ 基金との委託契約の締結をもって、認定登録機関として認定します。 

４ 上記の作業を終え、準備のできた事業者又は団体から、順次、認定登録機関を開設し

ていただきます。開設時期は 4 月中を予定しています。 

５ 認定登録機関の開設に合わせて、CCUS ホームページで公開している「認定登録機関

リスト」（別紙３参照）に必要事項（名称、住所、電話、ＨＰ、受付時間、等）を掲載

します。 

 

第９ 認定登録機関の開設以降 

開設された認定登録機関に対しては、基金との委託契約に基づき、申請受付登録業務

を行っていただくことになりますが、業務の遵守状況等についての報告を求める場合や

監査を行う場合があります。 

 

 

 
【問い合わせ先】 

 一般財団法人建設業振興基金 建設キャリアアップシステム事業本部 

 普及促進部 松岡、丸山 

 電話 03-5473-4586  メール touroku-kikan@kensetsu-kikin.or.jp 



 別紙１  

 

建設キャリアアップシステム認定登録機関 認定基準 

 

 

（１）認定登録機関の開設場所において、２名以上の常駐の職員を配置すること。必

ずしも専任の職員でなくても良いが、利用者の来訪や電話等に迅速に対応できる

こと。 

 

（２）１日８時間程度、週５日程度の受付時間を確保できること。 

 

（３）開設場所において、利用者の来訪等に十分対応できるだけの業務スペースを確

保すること。また、当該業務スペースにおいて、基金から貸与する電子計算機等

の機器及び電気通信回線設備等を適切に設置できること。 

 

（４）認定登録機関として扱う情報の紛失や外部への漏洩を防止するため、施錠可能

なキャビネット等の設備を確保できること。 

 

（５）常駐の職員の中から、個人データの管理に関する責任を担う事務取扱責任者を

選任し、かつ個人データを取り扱う事務に従事する事務取扱担当者を特定するこ

と。 

 

（６）個人情報保護に関して、適切なプライバシーポリシー及び組織内における個人

情報保護に関する規定を制定していること（プライバシーマーク使用許諾事業者

であることが望ましい）。 

 

（７）建設業に関連した下記の事務に関する実績を有することが望ましい。 

・建設業退職金共済 

・国民健康保険組合（建設業関係） 

・労働保険事務組合 

・安全衛生教育、特別教育（建設業関係） 

 



 別紙２  

 

必要書類一覧 

 

 

１．応募者の存在の証明等に関する書類 

（法人の場合） 

  ・商業登記簿謄本（写しでも可） 

  ・印鑑登録証明書（写しでも可） 

（任意団体の場合） 

  ・当該団体の規約（写しでも可） 

  ・当該団体代表者の身分証明書（本籍地の市町村が発行したもの、写しでも可） 

  ・当該団体代表者の印鑑登録証明書（写しでも可） 

 

２．個人情報保護の遵守状況の確認等に関する書類 

  ・応募者が制定しているプライバシーポリシー 

  ・応募者の組織内を統制する個人情報保護に関する規定 

 （プライバシーマーク使用許諾事業者の場合） 

  ・プライバシーマーク登録証の写し 

 

３．基金の指定する誓約書（様式は基金より送付します） 

  認定基準を満たすことをチェックリストにより確認します 
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運用
支援開設支援

【参考】認定登録機関の一般公募(第4次)スケジュール

認定登録機関未開設の県と申請件数の多い都府県※を対象に2月20日より公募(第4次)を実施する。
応募期間中に業務概要の(web)説明会を予定しており、選考結果の通知後、契約書類の準備・提出
と並行して担当者の業務研修、貸与する機器の調達・設置作業を進め、4月中の開設を目指す。

Copyright (C) 2020 All Rights Reserved.一般財団法人建設業振興基金

業務説明
申込受付

認定登録
機関業務

締切 公開

窓口（認定登録機関）開設承認
申請とシステム操作ID（管理者
・入力担当者）の登録依頼。

認定登録機関業務
用PC等一式の設置
作業、手順書、資
材等の配布。

委託契約
3/10 4/19～25

専用機器
受入設置

3/16

応募検討
申込準備

契約書・
関係書類提出

契約書提示
質疑対応選考 業務研修

～4/30

問合せ
対応

～4/12
選考通知公募開始

4月中を目途に基金
HPに一般公開し、
認定登録機関を「開
設」する。

2/13

認定登録機関業務研修
A:3/23(木) 13:30～
B:3/24(金) 10:00～
A:3/27(月) 10:00～
B:3/27(月) 13:30～
上記から、A・B(各2時間)
をセットで必ず受講する。

認定登録機関の業務概要
をオンライン方式で説明
2/20(月)15:30～
2/27(月)10:00～
3/8（水)15:30～
1.5時間(質疑含む)予定
参加は任意、専用URLから
申し込む

※公募地域：岩手県、岐阜県、滋賀県、奈良県、和歌山県、
島根県、高知県（以上未開設県）、北海道、
大阪府（計９道府県）

2/20

応募フォ
ーム送付
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CCUSの申請書類の受付から審査・登録までを行うことができる認定登録機関を全国237箇所開設しています

認定登録機関の一覧は、CCUSホームページ
から閲覧できます
※認定登録機関へのお電話は、来訪予約などの目的の
場合のみご利用ください

 書面による登録申請、顔写真付きの身分証明書がない場合の登録申請は、認定登録機関でのみ可能です
 技能者登録については、２段階登録申請の「詳細型登録」のみの受け付けとなります

【参考】認定登録機関の概要
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【参考】認定登録機関の業務内容

Copyright (C) 2020 All Rights Reserved.一般財団法人建設業振興基金

申請書の交付 窓口での申請書の交付
登録申請受付 申請書と添付書類を受付で確認する

※業務手引きに基づきチェックする
本人確認 登録する技能者については、本人確認を行う。本人

確認（狭義）の項目は、「氏名、生年月日、現住
所、（性別）」＋顔写真とする。
性別は申告通りとし、公的身分証明書類で確認で
きない場合も認める。

入金チェック 技能者登録申請の場合、払込票
受領記録の
登録

問題なければ、受領した記録をシステムに入力・記
録する
※ 不備があり差し戻す場合は不備の内容をシステム
に入力・記録する

受領証の交
付

受領書をプリンターで印刷し、申請者に手渡す

審査 申請書の記載内容を添付の証明書類等と照合し、
申請書の確認欄にチェックを記入する。

不備対応 申請内容や証明書類に不備があった場合は、申請
書に不備の内容を赤字で記載する。
申請者に電話・メール等で不備の内容を連絡し、修
正や証明書類の追加等の対応を求める。

補記対応 軽微な記載ミスなど、証明書類等の内容から判別で
きる場合は、申請書に赤字で修正する。
申請者に確認が必要な場合は電話・メール等で申
請者に確認する。

申請内容の登録 審査完了後、申請内容をシステムに登録する。
不備レターの
発送

不備があり差し戻す場合は不備の内容をシステムに
入力・記録する。
不備レターをプリンターで印刷し、申請書一式を郵送
返却する。

管理者による承
認

管理者が申請内容を確認し承認する。
※ 承認することで申請が完了

申請書保管 登録が完了した申請書類を一時保管する
申請書発送
（認定）

定期的に申請書類の入った封筒を保管倉庫に郵送
する ※発送記録をシステムに登録

認定登録機関 運営主体が認定する建設業関係団体等で、申請書類の受け取りや記入補助、及び運営主体に代わっ
て情報をシステムに登録する機関
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2/1現在の開設済み（Web 公表
済）認定登録機関は40都道府県に
237 箇所。
一般公募によりこれまで北海道、
青森、山形、千葉、東京、新潟、
富山、石川、福井、静岡、愛知、
三重、京都、大阪、兵庫、岡山、
愛媛、長崎で25窓口を新設した。
引き続き、岩手、岐阜、滋賀、奈
良、和歌山、島根、高知での認定
登録機関開設をめざす。

認定登録機関開設状況（2023.2.1現在）

都道府県 開設済 都道府県 開設済
北海道 2 滋賀県
青森県 1 京都府 2
岩手県 大阪府 3
宮城県 1 兵庫県 4
秋田県 1 奈良県
山形県 1 和歌山県
福島県 1 鳥取県 2
茨城県 5 島根県
栃木県 3 岡山県 1
群馬県 1 広島県 2
埼玉県 35 山口県 1
千葉県 20 徳島県 9
東京都 50 香川県 1
神奈川県 50 愛媛県 2
新潟県 1 高知県
富山県 1 福岡県 16
石川県 1 佐賀県 1
福井県 1 長崎県 1
山梨県 1 熊本県 1
長野県 2 大分県 2
岐阜県 宮崎県 1
静岡県 2 鹿児島県 1
愛知県 3 沖縄県 2
三重県 2 総計 237
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北海道

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

北海道⾏政書⼠会 札幌市中央区北1条⻄10丁⽬1-6
北海道⾏政書⼠会館 011-221-1221 9:30-16:30 12時〜13時の時間帯は不在。

夏期冬季期間は休み。※要予約

ワイズ公共データシステム株式会社 北
海道営業所

札幌市中央区北1条⻄2-1札幌時計
台ビル11F 011-802-7685 http://www.wise-

pds.jp/

9:00〜12:00
13:00〜
15:00

夏季・冬季等の指定休⽇有り    ※要予約
感染症対策により窓⼝での受付を制限しております。
受付にお時間をいただくことがございます。

⻘森県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⾏政書⼠法⼈
⻘森総合法務事務所 ⻘森市⼤字浜⽥字豊⽥509 017-752-1555 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    ※要予約

秋⽥県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

秋⽥県建設業協会 秋⽥市⼭王四丁⽬３番１０号 018-823-5495 http://a-
kenkyo.or.jp 9:00-17:00

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

⼭形県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⾏政書⼠法⼈ワンチーム ⼭形市七⽇町1-4-10 023-631-6305 https://www.1team
-y.com/ 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    ※要予約

宮城県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

宮城県建設職組合連合会
仙台市宮城野区⼆⼗⼈町301-3
宮城県建設業国⺠健康保険組合会
館2階

022-792-7031
https://miyagi-
kenren.com/キャリア
アップシステム/

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　窓⼝業務が⼤変込み合って
おり、すぐのご対応は出来ません。

福島県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

福島県建設労働組合連合会 安達郡⼤⽟村⽟井字北ノ内65-1 0243-68-2121 http://kensetufukus
hima.gr.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

茨城県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

全建総連茨城県建築連合会 ⽔⼾市河和⽥町4382-35 029-257-6761 http://www.i-
kenren.sakura.ne.jp/ 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

⽇⽴市建設組合 ⽇⽴市本宮町3-26-37 0294-21-0711
http://www.hitachi
shikensetsukumiai.c
om/

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

全建総連⽔⼾市建築業組合 ⽔⼾市住吉町63-1 029-239-3731 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

猿島⼟建⼀般労働組合 古河市⾼野671-1 0280-23-4773 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

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 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
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

全建総連
栃⽊県建設労働組合 宇都宮市宝⽊町2-944-3 028-652-5910 http://www.tochigi

kenrou.org 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、郵送での
受付はしておりません。

全建総連
栃⽊県建設労働組合
県北事務所

⽮板市川崎反町300ʷ1 0287-43-3881 http://www.tochigi
kenrou.org 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、郵送での
受付はしておりません。

全建総連
栃⽊県建設労働組合
県南事務所

佐野市⽝伏新町1354-7 0283-24-5181 http://www.tochigi
kenrou.org 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、郵送での
受付はしておりません。

群⾺県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

群⾺県建設業協会 前橋市元総社町2-5-3 027-252-1666 https://www.gun-
ken.or.jp/ 9:00-16:00

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

埼⽟県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

建設埼⽟ さいたま市北区宮原町4-144-1 048-780-2000 https://www.kense
tsu.or.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

埼⽟⼟建⼀般労働組合本部 さいたま市南区⿅⼿袋6-18-12 048-753-9829 http://www.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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
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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

埼⽟⼟建⼀般労働組合春⽇部⽀部 埼⽟県春⽇部市緑町3-6-15
※移転のため住所が変わりました 048-792-0532 http://www.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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
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埼⽟県

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考
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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

埼⽟⼟建⼀般労働組合蕨⼾⽥⽀部 ⼾⽥市本町3-8-13 048-444-7171 http://www.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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
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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

埼⽟⼟建⼀般労働組合中部⽀部 北本市⽯⼾宿1-217-2 048-593-3381 http://www.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

埼⽟⼟建⼀般労働組合坂⼾⽀部 坂⼾市千代⽥1-1-25 049-281-8001 http://www.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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
埼⽟⼟建⼀般労働組合⽐企⻄部⽀
部 ⽐企郡ときがわ町⽟川923-4 0493-66-1120 http://www.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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
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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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
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.saitam

a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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.saitam
a-doken.or.jp/ 9:30-16:30 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

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 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

千葉県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

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 12時〜13時の時間帯は不在

※要予約

千葉⼟建⼀般労働組合野⽥⽀部 野⽥市中⾥589-5 04-7157-3555 http://www.doken-
noda.jp/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在

※要予約

千葉⼟建⼀般労働組合とうかつ⽀部 柏市常盤台3-16
※統合により窓⼝の名称を変更しました

04-7164-2093 http://www.doken-
kn.jp/ 10:00-17:00 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 ※要予約

千葉⼟建⼀般労働組合松⼾⽀部 松⼾市仲井町3-104-2 047-368-7700 http://www.doken-
m.jp/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在、毎週⽕曜⽇午前中

は閉所※要予約

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.chib
a-doken.or.jp/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在、毎週⽕曜⽇午前中

は閉所※要予約

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 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在、毎週⽕曜⽇午前中
は閉所※要予約

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 http://www.doken-

fn.jp/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在、毎週⽕曜⽇の13時
まで閉所 ※要予約

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 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在、毎週⽕曜⽇午前中
は閉所※要予約

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 12時〜13時の時間帯は不在

※要予約

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 12時〜13時の時間帯は不在

※要予約

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 12時〜13時の時間帯は不在、 第2、第4⽕曜⽇は

13時まで閉所 ※要予約
千葉⼟建⼀般労働組合
⻑⽣⽀部 茂原市東郷1173-6 0475-23-8331 https://ameblo.jp/c

hoseichibadoken/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在
※要予約

千葉⼟建⼀般労働組合市原⽀部 市原市⻄広6-20-17 0436-36-4445 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在、毎週⽕曜⽇午前中
は閉所※要予約

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 12時〜13時の時間帯は不在
※要予約

千葉⼟建⼀般労働組合佐原⽀部 ⾹取市佐原ロ2028 0478-52-2482 http://www.doken-
sawara.jp/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在

※要予約

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 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在
※要予約

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/ 10:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在

※要予約

東葛建設業協同組合 柏市⼤井767-5 04-7192-3052 http://toukatsukens
etsu.com/ 9:00-17:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み

⾸都圏建設産業ユニオン千葉⽀部 松⼾市⾦ケ作396-12 047-311-2527 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

村上⼯業株式会社
千葉⽀店

千葉市稲⽑区⼭王町67-2セルブ⼭王
Ｂ202 043-304-7221

http://www.murak
ami-
kogyo.co.jp/compa
ny/

9:00-17:00
コロナ感染拡⼤防⽌のため予約優先で受付致しま
す。
⼟・⽇・祝⽇ 休業 臨時受付    要相談
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名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

全建総連東京都連合会 新宿区⾼⽥⾺場2-7-15全建総連会
館2階 03-3200-7911 http://www.zenken

toren.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

杉並建設労働組合 杉並区阿佐⾕南3-25-1 03-3398-6701 https://suginami-
kensetsu.jimdo.com 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

中野建設組合 中野区本町⼆丁⽬４０番７号 03-3373-1224 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

武蔵野建設組合 武蔵野市関前3-16-6 0422-52-2866 https://www.musas
inokensetu.com/ 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
職業訓練法⼈
東京⼟建技術研修センター 豊島区池袋1-8-6 03-5950-1771 http://www.kenshu

-center.jp/ 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 ※要予約

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.kenset
u-union.jp/ 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

⾸都圏建設産業ユニオン城北⽀部 ⾜⽴区千住⻯⽥町12-11 03-3888-2595 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

⾸都圏建設産業ユニオン城南⽀部 品川区⻄五反⽥2-31-6
セブンスターマンション3階 03-5759-5571

https://union-
johnan.crayonsite.c
om/

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

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
https://union-
setagaya.jp/home.p
hp

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

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 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

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 http://www.kenset
u-union.jp/nerima/ 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

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 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

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

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 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

東京⼟建⼀般労働組合 新宿区北新宿1-8-16 03-5332-3971 http://www.tokyo-
doken.or.jp/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時

〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合⾜⽴⽀部 ⾜⽴区梅島1-2-26
03-5845-5011

電話相談で⼤変込み
合っています

http://doken-
adachi.net/top.html 10:00-16:00

⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約
※新型コロナ感染症対策に伴い業務縮⼩中。お急ぎ
の⽅は東京⼟建技術研修センター03-5950-1771

東京⼟建⼀般労働組合
荒川⽀部 荒川区荒川6-3-1 03-3892-9131 http://www.doken-

arakawa.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
葛飾⽀部 葛飾区⽴⽯8-34-4 03-5698-1261 http://www.doken-

katsushika.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み。12時
から14時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⽂京⽀部 ⽂京区千駄⽊2-23-7 03-3827-5561 https://doken-

bunkyo.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
台東⽀部 台東区⻯泉1-15-2 03-3876-1966 http://www.doken-

taito.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み、12時
〜14時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
墨⽥⽀部 墨⽥区東向島2-11-13 03-3614-3806 http://www.doken-

sumida.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み、12時
〜14時の時間帯は不在※要予約

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 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合江⼾川⽀部 江⼾川区⼤杉2-12-10 03-3655-6448 http://www.tokyod
oken-edogawa.jp 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時

〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合板橋⽀部 板橋区双葉町３６ʷ６ 03-3963-5325 http://www.doken-
itabashi.jp/ 10:00-16:00

⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期 間、書記局会
議実施⽇は休み。12時〜13時の時間帯は不在
※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
豊島⽀部 豊島区⻄池袋5-22-15 03-3986-2471 https://doken-

toshima.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
北⽀部 北区王⼦1-13-3 03-5390-6021 www.dokenkita.co

m 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

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-

nerima.org 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
港⽀部 港区芝2-30-7 03-3451-6673 http://www.tokyod

oken-minato.jp/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
品川⽀部 品川区⼾越5-18-2 03-3783-0471 http://www.doken-

shinagawa.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⼤⽥⽀部 ⼤⽥区⻄蒲⽥6-17-4 03-3731-5527 http://doken-

ota.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み、12時
〜14時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⽬⿊⽀部 ⽬⿊区⽬⿊本町1-10-26 03-3719-2741

http://www.yuiyuid
ori.net/doken-
meguro/

9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
渋⾕⽀部 渋⾕区幡ヶ⾕2-18-6 03-6304-2315 http://www.doken-

shibuya.jp 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
世⽥⾕⽀部 世⽥⾕区上⾺５ʷ３４ʷ１６ 03-3413-3020 http://www.doken-

setagaya.or.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜14時の時間帯は不在※要予約

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 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
杉並⽀部 杉並区⾼円寺南3-6-2 03-3313-1445

https://www.doken-
suginami.org/shibu/index.htm
l

9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
三鷹武蔵野⽀部 三鷹市上連雀7-33-8 0422-47-9101

http://www.td-
mitakamusashino.n
et/

10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇は休み、12時〜
13時の時間帯は不在※要予約

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.tokyod
okenkomaeshibu.jp
/

9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

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 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⻄多摩⽀部 ⽻村市⼩作台5-21-6 042-555-5221 https://www.hokos

ugi.jp/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⼩⾦井国分寺⽀部 国分寺市東恋ヶ窪2-36-32 042-324-5940 https://www.doken-

koganeikokubunji.jp/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約
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東京都

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考
東京⼟建⼀般労働組合
⼋王⼦⽀部 ⼋王⼦市台町2-11-26 042-624-4632 http://www.doken-

hachioji.org/ 10:00-16:00
⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間、定例会議等
は休み。12時から14時の時間帯は不在    ※要予
約

東京⼟建⼀般労働組合
多摩・稲城⽀部 多摩市諏訪1-7-26 042-373-3888 http://www.doken-

tamainagi.org/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間・定例会議開
催⽇は休み。※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
町⽥⽀部 町⽥市本町⽥2387-5 042-722-0141 http://www.machid

a-tokyodoken.org/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⼩平東村⼭⽀部 ⼩平市仲町381 042-342-2846 http://www.dokenk

odahiga.jp/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
清瀬久留⽶⽀部 東久留⽶市中央町5-10-17 042-473-8751 https://www.tokyo

doken.info/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

東京⼟建⼀般労働組合
⻄東京⽀部 ⻄東京市保⾕町6-8-18 042-461-1045 http://www.nishito

kyo-doken.jp/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

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 http://www.muray

amayamato.jp/ 9:30-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み、12時
〜13時の時間帯は不在※要予約

⼀般社団法⼈エムスクエア
（⾏政書⼠むとう事務所）

新宿区⻄新宿3丁⽬7番33号ミツワバ
イナリー9Ｆ 03-6416-8111 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み※要予約    時間外相

談
東京⾏政書⼠協同組合
建設キャリアアップ・サポートセンター

⽬⿊区⻘葉台3-1-6 ⾏政書⼠会館
2階 03-6455-1398 https:www.tas-

ca.net/ 9:00-17:00 休業⽇＝⼟・⽇・祝⽇、予約要あり。

神奈川県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

神奈川県建設業協会 横浜市中区太⽥町2-22 045-201-8451 http://www.shin-
ken.or.jp/

9:00-11:00
13:00-16:00

11時〜13時の時間帯は不在となります    ※要予約

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 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※要予約

川崎北部建職連合組合 川崎市多摩区堰1-18-17 044-833-7551
http://www.hokubu
kenshoku.or.jp/top.
html

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

川崎中部建設労働組合 川崎市中原区今井上町1ʷ22 044-722-4445 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

川崎建築労働組合 川崎市川崎区藤崎1-13-27 044-222-4447 http://www.kawake
nrou.jp/ 9:00-17:00 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

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 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

横須賀北部建設組合 横須賀市追浜本町2-1-164 046-865-8409 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    ※要予約

浦賀建設⼯連合会 横須賀市浦賀5ʷ4ʷ1 046-841-9497 9:00-17:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

久⾥浜建設⼯業労働組合 横須賀市久⾥浜1ʷ2ʷ28 046-836-6327 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    ※要予約

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 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

湘南建設組合 藤沢市朝⽇町19-10 0466-25-1415 https://www.shona
nkensetsu.com/ 9:00-17:00 ⼟⽇・祝⽇、夏季・冬季期間は休み、12時〜13時

の時間帯は不在※要予約

湘央建設組合 平塚市新町5番25号 0463-31-2089 http://www.syouou
.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

相模中央建設組合 相模原市南区相模台1-14-2 042-746-9845 https://sckk.or.jp/i
ndex.html 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※要予約

相模原総合建設組合 相模原市中央区⽮部3-8-13 042-757-0950 https://s-
souken.or.jp/ 9:00-17:00 ⼟⽇祝・年末年始は休み、12時〜13時の時間帯は

不在※要予約
⼤和建設綜合組合 ⼤和市深⾒⻄6-6-24-105 046-261-8917 9:00-17:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み※要予約

横浜建設⼀般労働組合 横浜市神奈川区台町16ʷ12 045-321-5364 http://www.kenset
u-yokohama.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
横浜建設⼀般労働組合
綠⽀部 横浜市緑区中⼭5丁⽬12番7号 045-937-3800 http://midorishibu.

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

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 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
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1ʷ16 045-491-9754 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
横浜建設⼀般労働組合
保⼟ケ⾕⻄⽀部 横浜市保⼟ケ⾕区天王町1ʷ27ʷ2 045-331-3748 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
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19ʷ6 045-741-3195 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
横浜建設⼀般労働組合
港南⽀部 横浜市港南区港南5ʷ1ʷ30 045-847-2236 https://www.yk-

konan.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

横浜建設⼀般労働組合
磯⼦⽀部 横浜市磯⼦区杉⽥4ʷ2ʷ13 045-773-0157 https://hamaken.ne

t/ 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

横浜建設⼀般労働組合
旭瀬⾕⽀部 横浜市瀬⾕区三ツ境1ʷ2 045-367-0508 http://ky-a.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
横浜建設⼀般労働組合
鶴⾒⽀部 横浜市鶴⾒区梶⼭1ʷ7ʷ1 045-572-1053 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
横浜建設⼀般労働組合
川崎⽀部 川崎市⾼津区⼦⺟⼝848ʷ5 044-751-9096 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
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 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
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 http://www.kanagawa-

doken.or.jp/index.html 10:00-16:00 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

神奈川⼟建⼀般労働組合横浜⽀部 横浜市港北区樽町2-1-21 045-542-4316 10:00-16:00 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

神奈川⼟建⼀般労働組合
横浜緑⽀部 横浜市⻘葉区⻘葉台2-32-8 045-985-1903 10:00-16:00 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

神奈川⼟建⼀般労働組合南横浜⽀
部 横浜市磯⼦区洋光台3-4-1 045-831-9092

http://www.dokenk
umiai.com/index.ht
m

10:00-16:00
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

神奈川⼟建⼀般労働組合横浜⻄⽀
部

横浜市旭区⼆俣川1-86-8
※移転のため住所が変わりました 045-367-4624 10:00-16:00 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
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神奈川県

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考
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 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
神奈川⼟建⼀般労働組合
横浜⼾塚⽀部 横浜市泉区中⽥南3-6-5 045-800-1345 10:00-16:00 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
神奈川⼟建⼀般労働組合
横浜鶴⾒⽀部 横浜市鶴⾒区鶴⾒中央4-32-5 045-508-5101 http://www.kanagawa

-doken.or.jp/branch/ 10:00-16:00 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

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
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

神奈川⼟建⼀般労働組合
川崎⻄⽀部 川崎市多摩区中野島3-23-28 044-931-3336 10:00-16:00 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
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 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
神奈川⼟建⼀般労働組合
湘南⽀部 藤沢市⽯川2-25-17 0466-88-3643 10:00-16:00 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

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://kanagawado
kenyamato.web.fc2
.com/

10:00-16:00 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

神奈川⼟建⼀般労働組合
厚⽊⽀部

厚⽊市三⽥2-13-18
※住所が変わりました 046-242-3992

https://www.kanag
awadoken-
atsugi jp/

10:00-16:00 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

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.kanaga
wadoken-
sagamihara.jp/

10:00-16:00 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

神奈川⼟建⼀般労働組合
⻄相⽀部 ⼩⽥原市酒匂1374-18 0465-47-1700 https://www.kanag

awadoken-seisou.jp 10:00-16:00 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

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 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
神奈川⼟建⼀般労働組合
座間海⽼名⽀部 座間市⻄栗原1-7-33 046-255-3215 10:00-16:00 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
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 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
神奈川⼟建⼀般労働組合
鎌倉逗⼦葉⼭⽀部 逗⼦市⼩坪1-1270-3-202 0467-61-3888 http://www.kanaga

wa-doken.jp/ 10:00-16:00 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

⾸都圏建設産業ユニオン
神奈川⽀部 横浜市都筑区仲町台1-34-3-203 045-943-8941 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

神奈川⼟建⼀般労働組合川崎中央
⽀部 川崎市⾼津区向ヶ丘21-17 044-865-7936 9:00-17:00

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

神奈川県建設労連
湘北地区協議会 相模原市南区新⼾1888 046-251-0990 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    ※要予約

⼭梨県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⼭梨県建設組合連合会 甲府市下⽯⽥2-10-24 055-232-8845 http://www.ykkr.co
m/ 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

新潟県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

新潟県⾏政書⼠会 新潟市中央区笹⼝3丁⽬4番地8 025-248-1038 http://www.niigata
-gyousei.or.jp/ 9:00-17:00 ※要予約

三重県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

三重県建設労働組合⻲⼭⽀部 ⻲⼭市栄町1488-69 0595-83-2500
https://kenro-
kameyama.jimdofre
e.com/

10︓00-
16:00

⼟⽇・祝⽇・夏季、冬季休暇期間は閉所
12時から13時の時間帯は閉所 ※要予約

コンサールスズカ（(株) ariGaT） 鈴⿅市南⽟垣町5707-2 2階 059-395-6600 https://miepita.com
/ 9︓00-17:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み

※要予約

富⼭県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

富⼭県⾏政書⼠会 富⼭市丸の内1丁⽬8-15 余川ビル 076-431-1526 9:00-17:00 ※要予約

⽯川県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⽯川県建設キャリアアップ⽀援協会 ⾦沢市⻑⽥本町ホ８番地
⼀般社団法⼈北陸建設業協会内 076-213-5441 https://www.ccus-

ishikawa.com 9:00-17:00 12時〜13時の時間帯は不在。但し緊急の場合は対
応します。※要予約

福井県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⼀般社団法⼈
福井県外国⼈⽀援センター 福井市松本２丁⽬３７番１３号 0776-26-0456 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     ※要予約

⻑野県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⻑野県建設労働組合連合会 松本市宮渕本村１番２号    建労会
館 0263-39-7200 http://www.u-

kensetu.gr.jp/ 9:30-16:00 12時〜13時の時間帯は不在
※要予約

岡⾕建設労働組合 岡⾕市南宮⼆丁⽬2番31号 0266-22-3217 9:30-16:00 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

静岡県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⼭⽥英夫⾏政書⼠事務所 静岡市駿河区中⽥本町28-12 054-654-1900 https://yamadagyous
eizimusyo.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。※要予約

平岡康弘⾏政書⼠事務所 浜松市⻄区篠原町22478 053-449-2310 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始・夏季休暇期間は休み。
※要予約
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愛知県

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

アイ・シィー・ピー協同組合 名古屋市中区錦1丁⽬7番44号 NGP
ビル5-A⻄号室 052-355-6400 https://icp-coop.jp/ 9:30-16:30 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

CCUSあいち登録センター
（志庵⾏政書⼠事務所）

名古屋市中区錦2-17-11伏⾒⼭京ビ
ル715号室

052-204-0305
(ルーム番号︓715)

https://ccus23.sian
-office.jp

9:00-17:00
※感染症対策のた
め15時まで時短営

定休⽇︓⼟・⽇・祝（お盆・年末年始）12︓00-
13︓00は不在※要予約

尾⻄建設協同組合 ⼀宮市せんい2丁⽬9番5号 0586-77-7711
https://www.bikenk
yo.or.jp
※ホームページを開設しました

9:00-16:30 休業⽇︓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

京都府
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

全京都建築労働組合 京都市南区⻄九条豊⽥町3番地 075-662-5321 http://www.kyoken
ro.or.jp

10︓00-
16:00

※業務縮⼩中

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※時間内でも担当者不在で対
応できない場合もあります

CCUS京都キャリアアップ登録センター 京都市上京区今出川通七本松⻄⼊
真盛町718-3 090-1156-8820

https://g.page/kyot
osocialinsurance?sh
are

10︓00-
18:00

※要予約

⼤阪府
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

ワイズ公共データシステム株式会社 ⼤
阪営業所

⼤阪市中央区内本町2-4-16オフィス
ポート内本町7F 06-6948-6615 http://www.wise-

pds.jp/

9:00〜12:00
13:00〜
15:00

夏季・冬季等の指定休⽇有 ※要予約感染症対策
により窓⼝での受付を制限しております。
受付にお時間をいただくことがございます。

建設業サポートデスク ⼤阪市淀川区⻄中島6丁⽬7番3号第
6新⼤阪ビル905号室 06-4862-7749 https://www.ccus-

support.com/ 10:00-16:00
⼟⽇、祝⽇は休み/お盆・年末年始は休み 12時〜
13時の時間帯は窓⼝休⽌中 ※事前要予約 ※毎週
⽕曜⽇・⽊曜⽇は業務休⽌中 ※時間内でも担当者不在
で対応できない場合もあります

⾏政書⼠法⼈ケイティオフィスキャリア
アップ登録センター 堺市東区⽇置荘⽥中町239番地2 072-368-5016

※番号が変わりました
https://www.ccus-
support.com/ 9:00-17:00 ⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始は休業⽇です。受付は

予約制です。

兵庫県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

阪神⼟建労働組合 ⻄宮市津⾨仁辺町4-28 0798-35-8278 http://www.hanshi
n-doken.or.jp

10︓00-
15:00

⼟⽇・休⽇・年末年始・夏期休暇期間は休み。
時間内でも担当者不在の時は、対応で
きない場合があります。※要予約

東播建設労働組合 明⽯市⽥町２ʷ２ʷ２２ 078-922-2485 http://toubankenro
u.com/

10︓00-
16:00

⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始は休み、受付時間は10
時〜16時（12時〜13時は休憩）※要電話予約

兵庫県⼟建⼀般労働組合本部 神⼾市兵庫区⽔⽊通5丁⽬2-9 078-576-6721 http://www.hyogod
oken.or.jp/

10︓00-
16:00

⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始は休み、受付時間は10
時〜16時（12時〜13時は休憩）※要電話予約

兵庫県⾏政書⼠会 神⼾市中央区東川崎町1-1-3神⼾ク
リスタルタワー13階 078-371-6361 10︓00-

16:00
⼟曜・⽇曜・祝⽇・年末年始は休み、受付時間は10
時〜16時(12時〜13時 は休憩)※要電話予約

⿃取県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⿃取県建築連合会 東伯郡湯梨浜町はわい⻑瀬602-7 0858-47-5670 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 ※要予約

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 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

岡⼭県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

株式会社グローバルアイ 岡⼭市北区野⽥3-13-37    アソシエ
ビル 3D 086-368-4153 https://globali.asia/ 9:00-17:00 休⽇︓⼟⽇祝 ※休⽇でも、コールセンターにて要件

をお預かりできます。

広島県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

広島県建築センター協会
広島市⻄区草津東1-7-32
※23年1⽉まで⼀時移転中
※広島市を除く県内を担当

082-232-6286
http://hiro-
ken.com/kenchikus
entakyoukai.html

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

広島県建設労働組合
第７地連建設技能者⽀援協会

広島市⻄区横川新町8ʷ12
※23年1⽉まで⼀時移転中
※広島市内を担当

082-232-6230 http://dai7kenrou.o
rg/ 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

⼭⼝県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⼭⼝県建設労働組合本部 ⼭⼝市維新公園⼆丁⽬１番１０号 083-925-2277 http://www.kenset
su-yamaguchi.com 10:00-16:00 ⼟・⽇・祝・お盆・年末年始は休み 12時〜13時の時

間帯は不在　※要予約

⾹川県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⾹川県建設労働組合 ⾼松市⿅⾓町151-4 087-866-4722 http://k-
kennrou.jp/ 8:30-16:00 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

愛媛県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

愛媛県建設労働組合 松⼭市湊町８丁⽬111-1    愛建ビル
4Ｆ 089-941-4562 http://www.ai-

ken.org 10:00-16:00 ⼟・⽇・祝・お盆・年末年始は休み 12時〜13時の時
間帯は不在※要予約

⾏政書⼠法⼈すこやか法務事務所 松⼭市湊町８丁⽬111-1    愛建ビル
3Ｆ 089-947-0300 https://minato-

hig.com/ 9:00-17:00 ⼟・⽇・祝・お盆・年末年始は休み 12時〜13時の時
間帯は不在※要予約

徳島県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

徳島県建設労働組合 徳島市川内町沖島456 088-665-2220 http://www.tokushi
makenrou.jp/ 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
徳島県建設労働組合
市内事務所 徳島市中洲町1-51 088-653-7011 http://www.tokushi

makenrou.jp/ 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
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徳島県

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考
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.tokushi

makenrou.jp/ 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

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.tokushi

makenrou.jp/ 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

徳島県建設労働組合
⻄部事務所 吉野川市川島町桑村2442 0883-25-3908 http://www.tokushi

makenrou.jp/ 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

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.tokushi

makenrou.jp/ 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

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 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※要予約
全徳島建設労働組合
（フレッセ）⻄部事務所

美⾺市⽳吹町⽳吹字岡ノ下11-1
※窓⼝名称が変わりました 0883-53-7485 http://hurresse.jp 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※要予約
全徳島建設労働組合
（フレッセ）南部事務所

阿南市才⾒町三本松49番地1
※窓⼝名称と移転により住所が変わりました

0884-24-8120 http://hurresse.jp 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※要予約

福岡県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

福岡県建設労働組合
本部

福岡市南区清⽔1丁⽬22-9
福建労会館4階 092-511-4703 http://www.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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
福建労会館2階 092-541-1076 http://www.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

福岡県建設労働組合
福岡⻄⽀部 福岡市早良区原5-20-40 092-833-2388 http://www.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

福岡県建設労働組合
筑紫⽀部

太宰府市国分3-2-3
※住所が変わりました 092-922-7118 http://www.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

福岡県建設労働組合
北九州⽀部 北九州市⼾畑区幸町10-28 093-873-8811 http://www.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

福岡県建設労働組合
京築⽀部

⾏橋市泉中央8-18-1
※移転のため住所が変わりました 0930-26-9500 http://www.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

福岡県建設労働組合
筑豊⽀部    飯塚⽀所

飯塚市菰⽥東2-3-34
※統合により窓⼝の名称を変更しました

0948-23-0262 http://www.fukkenr
ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み

※要予約
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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

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.fukkenr

ou.org/ 10:00-16:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み
※要予約

全福岡県建設労働組合 久留⽶市三潴町⽟満2701-8 0942-64-4262 https://zenfukuoka.
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
全福岡県建設労働組合
⻄福岡 福岡市早良区有⽥3丁⽬3番8号 092-407-7130 http://www.zenfuk

unishi.com/ 9:00-17:00 ⽇・祝⽇・年末年始は休み

佐賀県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

佐賀県建設労働組合連合会 佐賀市鍋島町⼤字森⽥469-1 0952-30-8121 http://sagakenren.j
p/ 10:00-16:00 ⼟・⽇・祝・お盆・年末年始は休み 12時〜13時の時

間帯は不在 ※要予約

⻑崎県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

株式会社マネジメントパートナー ⻑崎市千歳町6番22号   中林ビル3 095-801-3177 9:00-17:00 ⼟⽇祝休み

熊本県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

熊本県建築労働組合 熊本市南区平⽥2-23-1 096-234-8805 http://kumakenro.c
om 9:00-17:00 ⼟⽇・祝⽇と5/1・8/14〜16・年末年始は休み

⼤分県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⼤分県建設合同労働組合⼤分事務
所 ⼤分市萩原1-7-13 097-556-1835 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

⼤分県建設合同労働組合別府事務
所 別府市野⼝元町2-35 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

宮崎県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

宮崎県建設業協会 宮崎市橘通東２丁⽬９番１９号宮
崎県建設会館３階 0985-22-7171 http://www.miyaza

ki-kenkyo.or.jp/ 9:00-17:00 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

⿅児島県
名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

⿅児島県建設技能者組合 ⿅児島市城⼭1-7-85 099-226-5239 http://www.zenken
-kca.com 9:30-17:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み、12時〜 13時の時間

帯は不在
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建設キャリアアップシステム認定登録機関リスト 2023年1⽉5⽇ 更新
沖縄県

名       称 住       所 電       話 Ｈ       Ｐ 受付時間 備       考

沖縄県建設業協会 浦添市牧港５ʷ６ʷ８建設会館２階 098-876-5211 http://www.okiken
kyo.or.jp/ 9:00-17:00 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
全建総連
沖縄県建設ユニオン 那覇市泊3-11-1 098-862-5520 http://www.kenset

uunion.gr.jp 10:00-17:00 ⼟⽇・祝⽇・年末年始は休み、12時〜 13時の時間
帯は不在

237箇所



建設キャリアアップシステム認定
登録機関の業務概要について
（認定～受付業務） （修正版）

日本行政書士会連合会



募集地域について
（※認定登録機関が開設されていない都道府県及び認定登録機関の開設数が少ない北海道及び大阪府が対象）

北海道、岩手県、岐阜県、滋賀県、奈良県、
和歌山県、大阪府、島根県、高知県

（以上９道府県）



委託費について①

・認定登録機関には、建設業振興基金より以下のとおり委託費が支払われる。

①年額固定委託費（消費税を除く金額）

②年額歩合委託費（消費税を除く金額）

窓口名称 主な業務 固定委託費

認定登録機関 申請受付登録業務 年額20万円

窓口名称 業務内容 歩合委託費

認定登録機関 技能者・事業者の新規申請
受付登録

1件2,400円



委託費について②

初年度分の開設期間は半年に満たないが、年額固定委託費２０万円を
満額支払う。

今回の公募は、４月または５月連休明けの稼働を予定。

契約期間は原則１年間、来年4月に自動更新（予定）。
通常、開設期間が半年に満たない場合は固定委託費を減額するが、初年度は満額お支払いす
る。

※建設キャリアアップシステムの登録申請に関する業務を行っている場合については、
当該業務の態様の如何を問わず、認定を受けている期間は当該業務を行うことができ
ない（例外あり、次ページにて説明）。

※対応いただく行政書士への日当や交通費の支払いについては、委託費から調整。



CCUS登録申請業務について
建設業振興基金の応募要項には……

現在、登録申請に関する業務を行っている場合は、当該業務の態
様の如何を問わず、認定を受けた後は当該業務を行うことはできま
せん。

と記してありますが……

インターネットにより一般財団法人建設業振興基金へ直接申請する
場合については例外として認められております（建設業振興基金確認済）。

※但し、利益相反行為を防止するため、認定登録機関の業務に従事する行政書士個人が建設
キャリアアップシステムの申請業務を行う場合には一定のルールを順守するよう求められてい
ます。



認定登録機関の認定基準について①

・2名以上の常駐の職員（行政書士）を配置し（※１）、利用者の来訪や電話等に迅速に対応できること（専
任職員でなくて構わない）。

・1日6～8時間程度、週5日程度の受付時間を確保できること（※２）。

・開設場所において、利用者の来訪等に十分できるだけの業務スペースを確保すること。また当該業務
スペースにおいて、建設業振興基金から貸与する電子計算機等の機器及び電気通信回線設備等（※３）
を適切に設置できること。

※１:週5日全て配置の必要はなく、申請があった時の来
館対応で問題ありません。

※２：上記の時間を確保する必要はありますが、全て受
付及び審査の時間に充てる必要はなく、申請があった
場合のみの対応で問題ありません。
※３：設置スペースとして幅1000mm×奥行700㎜程度
が最低限必要（詳細は右図）。



認定登録機関の認定基準について②

・認定登録機関として扱う情報の紛失や外部への漏洩を防止するため、施錠可能なキャビネット等の設備（※1）を確
保できること。

・常駐の職員の中から、個人データの管理に関する責任を担う事務取扱責任者を選任し、かつ個人データを取り扱う
事務に従事する事務取扱担当者を特定すること。

・個人情報保護に関して、適切なプライバシーポリシー（※2）及び組織内における個人情報保護に関する規定を制定
していること（プライバシーマーク使用許諾事業者であることが望ましい）。

・建設業に関連した下記の事務に関する実績を有することが望ましい。

建設業退職金共済、国民健康保険組合（建設業関係）、労働保険事務組合、安全衛生教育・特別教育（建設業関係）

※1：申請書を受領し、審査・登録作業が終了した申請書を倉庫に発送するまでの間、申請書を保管す
る必要があるため、状況によるが袖机引出し2段程度のケースが多い。また鍵の管理等を踏まえ認定登
録機関専用のキャビネットが望ましいが、2段キャビネットの上下段に分けて管理すれば特段問題ない。
※2：個人情報取り扱いに関する基本方針、個人情報の定義、取得方法、利用目的、管理方法について
定められていれば良い。



受付業務の処理について（例）
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・事前の予約については各単位会の事務局職員等で対応。
・申請受付から審査・登録までを建設業振興基金が実施する講習を受講した行政書士が対応する。
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認定登録機関での申請件数について

＜申請件数＞

・現在（令和3年5月時点）、190箇所で認定登録機関が開設さ
れている中で、最も多い申請月は3月で、窓口あたり最大182
件、平均24.8件の申請を受け付けている。

＜相談件数＞※比較的業務量の多い東京を例とする。

・100件の申請に対して、代行申請（技能者から同意を得た所
属事業者（ID取得済）が代わって登録申請を行うこと）が多いた
め、来所は半数程度で、相談のみが10件程。

・電話を含めると申請ほぼ同数の100件程度の相談がある。
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