●公立学校教員採用試験問い合わせ先一覧

都道府県名
1

北海道

2

青森県

3

岩手県

4

宮城県

5

秋田県

6

山形県

7

福島県

8

茨城県

9

栃木県

10

群馬県

11

埼玉県

12

千葉県

13

東京都

14 神奈川県

15

新潟県

16

富山県

17

石川県

18

福井県

19

山梨県

20

長野県

21

岐阜県

22

静岡県

23

愛知県

24

三重県

25

滋賀県

26

京都府

27

大阪府

所在地

問い合わせ先
北海道教育庁総務政策局教職員課

TEL

〒060-8544 札幌市中央区北3条西7

011-204ｰ5726

〒030-8540 青森市新町2-3-1

017-734-9894

〒020-8570 盛岡市内丸10-1

019-629-6127／6130

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/l05m01.htm
青森県教育庁教職員課
http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/kyousai.html
岩手県教育委員会事務局教職員課

http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=3428&ik=3&pnp=86&pnp=1782&pnp=3428
宮城県教育庁教職員課

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

022-211-3632／3633

〒010-8580 秋田市山王3-1-1

018-860-5145／5164

http://www.pref.miyagi.jp/ky-teacher/
秋田県教育庁義務教育課

http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/0000000000000/1127913047083/index.html
山形県教育庁総務課教職員室

〒990-8570 山形市松波2-8-1

023-630-2863／2864

http://www.pref.yamagata.jp/exam/recruit/7700001h19kyosaijoho.html
福島県教育庁学校経営支援課

〒960-8688 福島県福島市杉妻町2-16

024-521-7764

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978-6

029-301-5220／5256

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

028-623-3386／3396

http://www.keiei.fks.ed.jp/
茨城県教育庁義務教育課／高校教育課
http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/saiyou/index.htm
栃木県教育委員会事務局教職員課

http://www.pref.tochigi.lg.jp/kensei/saiyou/kyoushokuin/index.html
群馬県教育委員会事務局学校人事課

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1

027-226-4594

〒330-9301 さいたま市浦和区3-15-1

048-830-6937

〒260-8662 千葉市中央区市場町1-1

043-223-4043

http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00001375.html
埼玉県教育委員会教育局小中学校人事課
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/h24kyoinsaiyo/
千葉県教育庁教育振興部教職員課任用室

http://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku-bunka/kyouiku/kyoushokuin/saiyou/
東京都教育庁人事部選考課

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1

03-5320-6787

〒231-8509 横浜市中区日本大通33

045-210-8190

〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1

025-280-5601／5609

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

076-444-3439

〒920-8575 金沢市鞍月1-1

076-225-1822

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_gakko/senko.htm
神奈川県教育委員会教育局教職員部小中学校人事課
http://www.pref.kanagawa.jp/div/4024/
新潟県教育庁義務教育課／高等学校教育課
http://www.pref.niigata.lg.jp/shokuin.html
富山県教育委員会教職員課
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3001/
石川県教育委員会事務局教職員課

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/kyousyoku/kyousaikekkah21.html
福井県教育庁学校教育振興課

〒910-8580 福井市大手3-17-1

0776-20-0565

〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1

055-223-1755

〒380-8570 長野市南長野幅下692-2

026-235-7426／7430

〒500-8571 岐阜市薮田南2-1-1

058-272-8740／8741

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6

054-221-3105

http://www.pref.fukui.jp/manabi/education/cat2008/index.html
山梨県教育庁義務教育課
http://www.pref.yamanashi.jp/gimukyo/181_004.html
長野県教育委員会事務局義務教育課／高校教育課
http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/jouhou/gakkou/saiyou.htm
岐阜県教育委員会事務局教職員課
http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei-unei/syokuin/kyoinsaiyo/
静岡県教育委員会事務局学校人事課

http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-060/saiyo/syokuin-saiyou.html
愛知県教育委員会教職員課

〒460-8534 名古屋市中区三の丸3-1-2

052-954-6769／6770

〒514-8570 津市広明町13

059-224-2959

〒520-8577 大津市京町4-1-1

077-528-4534

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

075-414-5799

〒540-0008 大阪市中央区大手前3-2-12

06-6944-6895

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/index.html
三重県教育委員会事務局人材政策室
http://www.pref.mie.lg.jp/KYOJIN/hp/
滋賀県教育委員会事務局教職員課
http://www.pref.shiga.jp/edu/info/index.html
京都府教育庁管理部教職員課
http://www.kyoto-be.ne.jp/kyoshoku/cms/
大阪府教育委員会事務局教職員室教職員人事課
http://www.pref.osaka.jp/kyoshokuin/kyosai/index.html

都道府県名
28

兵庫県

29

奈良県

30 和歌山県

31

鳥取県

32

島根県

33

岡山県

34

広島県

35

山口県

36

徳島県

37

香川県

38

愛媛県

39

高知県

40

福岡県

41

佐賀県

42

長崎県

43

熊本県

44

大分県

45

宮崎県

46 鹿児島県

47

沖縄県

所在地

問い合わせ先
兵庫県教育委員会事務局教職員課

TEL

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

078-362-3749

〒630-8502 奈良市登大路町30

0742-27-9844／9846

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

073-441-3650

〒680-8570 鳥取市東町1-271

0857-26-7513／7539

〒690-8502 松江市殿町1

0852-22-5422／5411

http://www.hyogo-c.ed.jp/~board-bo/saiyo.html
奈良県教育委員会事務局教職員課
http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-1695.htm
和歌山県教育庁学校教育局学校人事課
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500800/saiyou/top.html
鳥取県教育委員会事務局小中学校課／高等学校課
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=115968
島根県教育庁義務教育課／高校教育課

http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info_tchr/
岡山県教育庁教職員課

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

086-226-7581／7582

〒730-8514 広島市中区基町9-42

082-513-4924／4922

〒753-8501 山口市滝町1-1

083-933-4550

〒770-8570 徳島市万代町1-1

088-621-3129／3130

〒760-8582 高松市天神前6-1

087-832-3743／3751

〒790-8570 松山市一番町4-4-2

089-912-2942／2952

〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52

088-821-4568

〒812-8575 福岡市博多区東公園7-7

092-643-3892／3893

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.html?sec_sec1=145
広島県教育委員会事務局管理部教職員課
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/saiyou.htm
山口県教育庁教職員課
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50200/index/
徳島県教育委員会教職員課
http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/kyousyokuinka/
香川県教育委員会事務局義務教育課／高校教育課
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/koko/saiyo/
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課／高校教育課
http://www.pref.ehime.jp/category_index47.html
高知県教育委員会事務局教育政策課
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/
福岡県教育庁教育企画部教職員課

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/list.html?id=58&d_s=0&s_s=0#195
佐賀県教育庁教職員課

〒840-8570 佐賀市城内1-1-59

0952-25-7226

〒850-8570 長崎市江戸町2-13

095-894-3378／3358

〒862-8609 熊本市水前寺6-18-1

096-333-2692

〒870-8503 大分足府内町3-10-1

097-506-5518

〒880-8502 宮崎市橘通東1-9-10

0985-26-7240

http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1157.html
長崎県教育庁義務教育課／高校教育課
http://www.pref.nagasaki.jp/edu/faculty.php
熊本県教育庁学校人事課
http://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouinsaiyou/
大分県教育庁教育人事課
http://kyouiku.oita-ed.jp/list-top-saiyou.html
宮崎県教育委員会事務局教職員課

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/index/category/03_education.html
鹿児島県教育庁教職員課

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1

099-286-5270／5267

〒900-8571 那覇市泉崎1-2-2

098-866-2741

http://www.pref.kagoshima.jp/kyoiku/saiyo/index.html
沖縄県教育庁義務教育課
http://www-edu.pref.okinawa.jp/#bosyu

