
延期とした次の試験について、以下のとおり試験日及び試験会場が決まりましたので、お

知らせします。 

 

 対象試験 令和 3 年度 土地改良補償業務管理者･同補資格試験 

  令和 3 年度 農業土木技術管理士資格試験 

 

 

変更後試験日：令和 3 年 11 月 20 日（土） 

※ 受験に当たっては、送付済みの受験票をご持参下さい。 

 

 試験会場は以下のとおりです。 

※ 当初予定していた会場と異なる場合がありますので、ご注意願います。 

※ 会場の詳細案内は、次頁以降の「会場案内図」をご覧ください。 

 

会場 施設名称 住 所 備考 

札幌 北海道建設会館 

 

〒060-0004 

札幌市中央区北４条西３丁目１番地 

 

盛岡 岩手県建設業協会 

建設研修センター 

〒020-0873 

岩手県盛岡市松尾町 17-9 建設会館 

 

福島 福島県青少年会館 

 

〒960-8153 

福島市黒岩字田部屋 53 番 5 号 

 

東京 大宮ソニックシティー 

 

〒330-8669 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

 

名古屋 愛知県土地改良会館 

 

〒451-0052 

愛知県名古屋市西区栄生 1-18-25 

 

岡山 岡山コンベンションセ

ンター 

〒700-0024 

岡山市北区駅元町 14 番 1 号 

 

福岡 リファレンス大博多ビ

ル貸会議室 

〒812-0011 

福岡市博多区博多駅前 2 丁目 20-1 

 

鹿児島 鹿児島土地改良会館 

 

〒892-8543 

鹿児島市名山町 10 番 22 号 

 

那覇 水土里ネットおきなわ 

 

〒901-1112 

沖縄県島尻郡南風原町字本部 453-3 

 

 



札幌会場  北海道建設会館 
〒060-0004 

札幌市中央区北 4 条西 3丁目 1番地 

北海道建設会館 

TEL 011-261-6188 

○札幌駅からお越しの場合 

・ＪＲ札幌駅南口 徒歩３分 
・地下鉄さっぽろ駅５番出口（成友ビル）13番出口（東急百貨店

西口）徒歩１分 

・ＪＲバス／中央バス 駅前ターミナル前 

 

 

・お車でお越しの場合 

駐車場はございますが有料です。 

北海道建設会館のホームページをご確認の上、ご来館下さるようお願いいたします。 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 9F 大会議室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 9F 中会議室 



盛岡会場  岩手県建設業協会 建設研修センター 
〒020-0873 

岩手県盛岡市松尾町 17-9 

建設会館  

TEL 019-653-6114 

○JR 盛岡駅乗車 

矢巾営業所行 南大通り１丁目下車 徒歩５分 

日詰行 南大通り１丁目下車    徒歩５分 

バスセンター行 バスセンター下車 徒歩10分 

茶畑行 八幡宮前下車       徒歩５分 

 

 

・お車でお越しの場合 

駐車場はございますが、建物改装中のため 20 台までは停められるそうです。 

満車の場合は、お近くの有料等駐車場をご利用下さい。 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 3F 大ホール 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 2F 第 3 研修室 



福島会場  福島県青少年会館 
〒960-8153 

福島県福島市黒岩字田部屋 53番 5号 

福島県青少年会館 

TEL 024-546-8311 

○JR 東北本線南福島駅下車、徒歩約 20分 

○福島駅東口から福島交通バス利用（二本松行・松川

行・医大病院行・蓬菜団地行・伏拝行など） 

旧国道経由：沖高バス停・素利町バス停（福島駅から

約 15分）下車、徒歩 10分 

 

 

 

 

 

・当協会では試験のための駐車場をご用意しておりません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。 

・会場周辺のレストラン等については、受講者にてご確認下さい。 

・会場周辺に関するお問合せは、『福島県青少年会館 024-546-8311』までお問合せ下さい。 

 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 2F 第２研修室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 2F 第 5 研修室 



東京会場  大宮ソニックシティビル 
〒330-8669 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 

大宮ソニックシティビル 

TEL 048-647-4111 

○JR 大宮駅西口より歩行者デッキにて直結 

徒歩３分 

 

 

・当協会では試験のための駐車場をご用意しておりません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。 

・会場周辺のレストラン等については、受講者にてご確認下さい。 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 8F 806～807 号室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 8F 808～809 号室 



名古屋会場  愛知県土地改良会館 
〒451-0052 

愛知県名古屋市西区栄生 1-18-25 

水土里ネット愛知 

TEL 052-551-3611 

 

○名鉄電車：名鉄栄生駅下車、北へ徒歩 10分 

      名鉄東枇杷島駅より徒歩 10 分 

 

 

 

 

・当協会では試験のための駐車場をご用意しておりません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。 

・会場周辺のレストラン等については、受講者にてご確認下さい。 

・会場周辺に関するお問合せは、『水土里ネット愛知 052-551-3611』までお問合せ下さい。 

 

 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 7F 会議室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 6F 第 2 研修室 



岡山会場  岡山コンベンションセンター 
〒700-0024 

岡山県岡山市北区駅元町 14 番 1 号 

岡山コンベンションセンター 

TEL 086-214-1000 

○JR 岡山駅中央改札口から徒歩約３分 

 

 

・当協会では試験のための駐車場をご用意しておりません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。 

・会場周辺のレストラン等については、受講者にてご確認下さい。 

 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 4F 404 会議室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 4F 407 会議室 



福岡会場  リファレンス大博多ビル貸会議室 
〒812-0011 

福岡県福岡市博多区博多駅前 2丁目 20-1 

大博多ビル 11F 

TEL 092-292-5754 

 

○JR博多駅 博多口より徒歩 7分 

○福岡市営地下鉄博多駅 博多改札口より 7 分 

○福岡市営地下鉄祇園駅 改札口より 5 分 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

・当協会では試験のために駐車場をご用意しておりません。ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。 
・会場周辺のレストラン等については、受講者にてご確認下さい。 
 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 11F 1120 号室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 11F 1108 号室 



鹿児島会場  鹿児島県土地改良会館 
〒892-0821 

鹿児島県鹿児島市名山町 10-22 

 鹿児島県土地改良会館 

（水土里ネット鹿児島） 

TEL：099-223-6111 

＜ＪＲ鹿児島駅から徒歩 12 分(900m)＞ 

または 

＜鹿児島市電 2 系統「朝日通駅」から徒歩約 5 分＞ 

 

 
                                            

 

・当協会では試験のために駐車場をご用意しておりませんので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用下さい。 
・会場周辺のレストラン等については、受講者にてご確認下さい。 
・会場周辺に関するお問合せは、『水土里ネット鹿児島 099-223-6111』までお問合せ下さい。 

 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 5F 大ホール 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 5F 大ホール 



那覇会場  水土里ネットおきなわ 

〒901-1112 

沖縄県島尻郡南風原町本部 453-3 

水土里ネットおきなわ ４階 大会議室 

TEL 098-888-4511 

 

○那覇バスターミナルより「37、38、39、40、41 系

統」に乗車し「（南風原）印刷団地前」で降車、徒歩

約 10分 

○那覇空港から車で約 25分 

 
 
 
 
・お車でお越しいただく方は、土地改良会館前もしくは本部公園駐車場をご利用下さい。但し、駐車スペースに

限りがあります。受講者同士乗り合わせを行い、極力、車の台数を減らしてご来場頂くようご協力願います。 

・会場周辺に関するお問合せは、『水土里ネットおきなわ 098-888-4511』までお問合せ下さい。 

 

 

 

【農業土木技術管理士 試験会場】 

 4F 大会議室 

【土地改良補償業務管理者･同補 試験会場】 

 4F 大会議室 


