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O平成26年度行政書士試験の実施
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平成26年度行政書士試験の実施

行政書士法(昭和26年法律第4号)第4条第 1項の規定により 石川県知事から一般財団法人行政書士試験研究セン

ターに委任された行政書士試験について、行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)第 8の

規定に基づき、次のとおり実施する。

平成26年 7月 7日

一般財団法人行政書士試験研究センター

理事長磯部 力

1 試験期日 平成26年11月9日(日) 午後 1時から午後 4時まで

2 試験場所金沢市堀川新町7番 1号金沢医療技術専門学校

3 試験の科目及び方法

(1)試験の科目

試 験 科 目 内 廿n':-:::t- 等

憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、

行政書士の業務に闘し必要な法令等 行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商

(出題数 46題) 法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平成26年4

月1日現在施行されている法令に関し出題する。

行政書士の業務に関連する一般知識等
政治 ・経済 ・社会、情報通信 ・個人情報保護、文章理解

(出題数 14題)

(2) 試験の方法

ア 試験は、 筆記試験によって行う。

イ 出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一

般知識等Jは択一式とする。なお、記述式は、 40字程度で記述するものを出題する。

4 受験手続

(1) 郵送による受験申込み

ア受付期間平成26年 8月4日(月)から同年9月5日(金)まで

イ 受付場所一般財団法人行政書士試験研究センター

受験願書と一緒に配布する封筒により簡易書留郵便で郵送すること。平成26年 9月5日(金)の

消印があるものまで受け付ける。

ウ提出書類受験願書一式

エ受験手数料 7，000円

受験手数料の納付については、試験案内に記載の方法によること。

オ試験案内及び受験願書の配布場所等
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ケ) 一般財団法人行政書士試験研究センター(郵送配布 ・窓口配布(午前9時から午後 5時まで。土曜日及び

日曜日を除く 。)) 

配布期間 平成26年 8月4日(月)から同年9月 5日(金)まで(郵送配布の場合は、同年8月29日(金)

まで)

郵送を希望する者は、 140円分の切手を貼付し、宛先を明記した返信用封筒(角 2号 24cm x 33cm)を同

封し、封筒の表に「願書請求」と朱書して、次の宛先まで郵便で請求すること(平成26年 8月29日(金)必

着とする。)。

宛先 干100-8779 日本郵便株式会社銀座郵便局留

一般財団法人行政書士試験研究センター

窓口配布は、 (3)の連絡先に掲げる場所で行う。

(イ) その他の場所(窓口配布(土曜日及び日曜日を除く 。)) 

配布期間 平成26年 8月4日(月)から同年 9月 5日(金)まで

a 石川県総務部総務課

金沢市鞍月 1丁目 1番地

電話 076-225-1232 

配布時間 午前9時から午後 5時45分まで

b 小松県税事務所

小松市園町ノ、108番地の 1

電話 0761-23-1713 

配布時間 午前9時から午後 5時45分まで

c 中能登総合事務所

七尾市小島町二部33

電話 0767-52-6111 

配布時間 午前9時から午後 5時45分まで

d 奥能登総合事務所

輪島市三井町洲衛10部11番 1

電話 0768 -26 -2300 

配布時間 午前9時から午後 5時45分まで

e 石川県行政書士会

金沢市鞍月 2丁目 2番地石川県繊維会館 3階

電話 076 -268 -9555 

配布時間 午前9時から午後 5時まで

(2) インターネットによる受験申込み

ア受験申込方法

一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ (http://gyosei-shiken.or.jp)からインターネッ

ト出願画面に接続し、画面の項目に従って必要事項を漏れなく入力すること。

イ 受付期間 平成26年 8月4日(月)午前9時から同年9月 2日(火)午後 5時まで

平成26年 9月2日(火)午後 5時にインターネット出願画面に接続中(入力中)で、ある場合で、あっ

ても、受付期間終了後は、受験申込みができないので注意すること。

平成26年 9月 2日(火)は、混雑が予想されるので、余裕を持って申し込むこと。

ウ 受験手数料の払込み

a 受験手数料 (7，000円)の納付については、クレジットカード(受験申込者本人名義のものに限る。)又は、

コンビニエンスストアによる決済によること。

一旦納付された受験手数料は、原則として返還しない。

b 利用できるクレジットカード

VISA、Master、UC、jCB、アメリカン ・エキスプレス及び Diners

c 利用できるコンビニエンスストア

セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、セイコーマート、サークノレKサンクス、ミニストップ、
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デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア及びスリーエフ

(3) 連絡先(問い合わせ先)

一般財団法人行政書士試験研究センター

東京都千代田区一番町25 全国町村議員会館3階

電話番号 03 -3263 -7700 

5 特例措置の実施

号 外

身体の機能に著しい障害のある者については、障害の状態により点字試験の実施その他必要な措置をとることが

あるので、受験申込みに先立つて必ず4(3)の連絡先まで相談されたい。

6 合格発表の日時及び方法

(1) 日時平成27年 1月26日(月)午前9時

(2) 方法 一般財団法人行政書士試験研究センターの掲示板に合格者の受験番号を掲示するとともに、受験者全員

に合否通知書を郵送する。また、一般財団法人行政書士試験研究センターのホームページ (http://gyosei-

shiken. or. jp) に合格者の受験番号を登載する。
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( 1箇月2，350円送料とも) 発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


