
２０１７年７月２２日（土）実施



２０１７年　７月　２２日（土）

勤務先事務所の所属する弁護士会が定める試験会場での受験となります。
　○東京会場　弁護士会館講堂クレオ
　○地方会場　各弁護士会が定める会場
　(詳細は試験会場一覧を御参照ください)
※勤務先事務所の所属する弁護士会に試験会場が設定されていない場合は，日弁連にお問合せください。
※試験会場の詳細は受験票でお知らせしますので，事前のお問合せは御遠慮ください。

　5　願書提出期間

　4　願書入手・提出方法

２０１７年　４月　２４日（月）　～　５月　２４日（水）　　※消印有効

　1　試験日時
                                                             受付開始  　午後１時 ～
                                                             試験時間  　午後２時 ～ 午後４時

５，４００円（税込）　　払込期限　５月３１日（水）
　6　受験料

願書受付後，受験料の払込取扱票を送付いたします。
印字されている振込先へ郵便局から受験料をお支払いください(払込手数料は御負担願います。)。

出願時点で，法律事務所に勤務する事務職員，公務所又は企業その他の団体において弁護士の事務を補助する者。　3　受験資格

　12　試験当日の持ち物
１　受験票
２　ＨＢ又はＢの黒鉛筆かシャープペンシル，消しゴム（ボールペン・マーカー等は使用できません。）
３　腕時計（携帯電話やＰＨＳ等を時計として使用することはできません。腕時計に準じるサイズの置き時計は使用可。）

　弁護士業務を補助するために必要な実体法・手続法の知識及び事務職員倫理を備えていると認められること。

２０１７年９月８日（金）　午後５時　※予定

日弁連ＨＰにおいて合格者の受験番号及び正答を発表するほか，受験者全員に成績表が送付されます。

○願書の書き方に関する御質問・試験全般に関するお問合せ先
　　日本弁護士連合会業務第一課　　電話　０３－３５８０－９３３２　(平日午前９時３０分～午後５時３０分)

○願書の到着，払込確認に関するお問合せ先
　　日弁連委託業者　株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ
　　電話　０３－５２０９－０５５３（平日午前１０時～午後６時）

○試験実施に関する変更事項や受験者への通知事項がある場合など試験実施に関する情報は，日弁連ホームページに掲載いたし
ます（なお，当日の実施状況については，日弁連担当事務局までお問合せください。）。

　13　各種お問合せ先

・試験開始３０分経過後の入室は認められません。

　11　受験上の注意

合格者には合格証書が発行され，日本弁護士連合会の合格者名簿に名前が登載されます。

　1　試験日時

　2　試験会場

・以下の行為を行った受験者は，その場で退場とし，答案の採点・結果通知はいたしません。
　①試験中に他人に援助を与える，又は他人から受ける
　②他人に代わって試験を受ける
　③試験官の指示に従わない
　④携帯電話・ＰＨＳ等を使用する
　⑤その他の不正行為

日弁連ホームページから願書をダウンロード・プリントアウトし，必要事項を記入の上，日弁連ホームページ掲載の「願書提出用宛名
ラベル」を市販の封筒（角２サイズ）に貼付し，簡易書留にて「日弁連事務職員能力認定試験　受験サポートセンター宛」まで出願期間
内に提出してください（送料は御負担ください。）。※郵便物以外（宅配便・バイク便等）は受け取りできません。

                                                             受付開始  　午後１時 ～
                                                             試験時間  　午後２時 ～ 午後４時

・試験問題の持ち帰りは可とします。ただし，途中退出者の持ち帰りは不可とします。

　8　出題形式

事務職員能力認定制度に基づく研修会実施科目（基本８科目・応用７科目）から出題

・試験開始１５分前から試験に関する説明を行いますので，指定された座席に必ず着席してください。

・途中退出は試験開始から１時間経過するまで認められません。

・試験会場への六法の持ち込みを可とします。
(六法全書・小六法・模範六法・判例六法等，電子辞書以外であれば可。書き込み・付箋等があるものも可。）

全６０問（４肢択一のマークシート方式）

　7　出題範囲

　9　合格基準

　10　結果発表



弁護士会 会場コード 弁護士会 会場コード

東京 ２９１ 鳥取県弁護士会館 大会議室

第一東京 ２９２
鳥取県弁護士会
米子支部事務所

会議室

第二東京 島根県 ３０１ 島根県弁護士会館 会議室

神奈川県 ０４１ 神奈川県弁護士会館 ５階大会議室 ３１１ 福岡県弁護士会館 ３階ホール

埼玉 ０５１ 埼玉弁護士会館 ３階会議室 ３１２
福岡県弁護士会

北九州弁護士会館
４階中会議室　

千葉県 ０６１ 千葉県弁護士会館 ４階大会議室１ 佐賀県 ３２１ 佐賀県弁護士会館 大会議室

茨城県 ０７１ 茨城県弁護士会館 本館会議室 長崎県 ３３１ 長崎県弁護士会館 会議室

栃木県 ０８１ 栃木県弁護士会館 ４０２・４０３会議室 大分県 ３４１ 大分県弁護士会館 大会議室

群馬 ０９１ 群馬弁護士会館 ３階大会議室 熊本県 ３５１ 熊本県弁護士会館 ３階会議室

静岡県 １０１ 静岡県弁護士会館 会議室 鹿児島県 ３６１ 鹿児島県弁護士会館 ３０１会議室

山梨県 １１１ 山梨県弁護士会館 ３階小・中会議室 宮崎県 ３７１ 宮崎県弁護士会館 ２階会議室

長野県 １２１ 長野県弁護士会館 ３階会議室 沖縄 ３８１ 沖縄弁護士会館 ４階大会議室

新潟県 １３１ 新潟県弁護士会館 会議室 仙台 ３９１ 仙台弁護士会館 ４階大会議室

大阪 １４１ 大阪弁護士会館 ２階２０１・２０２会議室 福島県 ４０１ 福島県弁護士会館 ２階県民ホール

京都 １５１ 京都弁護士会館 地階大ホール 山形県 ４１１ 山形県弁護士会館 第２会議室

兵庫県 １６１ 兵庫県弁護士会館 ４階講堂 岩手 ４２１ 岩手弁護士会館 新会議室

滋賀 １８１ 滋賀弁護士会館 大会議室 秋田 ４３１ 秋田弁護士会館 ２階会議室

愛知県 ２０１ 愛知県弁護士会館 ４階会議室 青森県 ４４１ 青森県弁護士会館 会議室

三重 ２１１ 三重弁護士会館 ３階三重弁ホール 札幌 ４５１ 札幌弁護士会館 ５階大会議室

岐阜県 ２２１ 岐阜県弁護士会館 会議室３ 函館 ４６１ 函館弁護士会館 ２階大会議室

福井 ２３１ 福井弁護士会館 大会議室 旭川 ４７１ 旭川弁護士会館 会議室

金沢 ２４１ 金沢弁護士会館 ２０１会議室 ４８１ 釧路弁護士会館 研修室

富山県 ２５１ 富山県弁護士会館 講義室 ４８２
釧路弁護士会
帯広会館

会議室

２６１
広島弁護士会
広島会館

大会議室 ４８３ 北見・双進ビル ２階２０７号室

２６２
広島弁護士会
福山地区会館

中会議室 香川県 ４９１ 香川県弁護士会館 ５階大会議室

山口県 ２７１ 山口県弁護士会館 市民講座室 高知 ５１１ 高知弁護士会館 会議室

岡山 ２８１ 岡山弁護士会館 大会議室 愛媛 ５２１ 愛媛弁護士会館 会議室

第９回事務職員能力認定試験　【試験会場一覧】

０１０ ２階講堂クレオ

試験会場

弁護士会館（霞が関）

試験会場

広島

福岡県

釧路

鳥取県



～5月31日

7月上旬

4月下旬
～5月24日

【 出願から結果発表までの流れ 】
・願書は，日弁連ホームページからダウンロードしてください。

・願書には写真貼付欄がありますので，６か月以内に撮影した上半身脱帽で

顔がはっきりとわかる写真（枠内に収まるサイズ）を貼付してください。

・「願書提出用宛名ラベル」を市販の封筒（角２サイズ）に貼付し，簡易書留に

て，「日弁連事務職員能力認定試験 受験サポートセンター宛」まで出願期間

内に提出してください（送料は御負担ください。）。※郵便物以外（宅配便・バイ

ク便等）は受け取りできません。

・出願締切 ２０１７年５月２４日（水） ※消印有効

・一旦お申し込みいただきました会場の変更はできません。

１ 願書 の

入手と

提出

・願書受付後，受験料の払込取扱票を送付いたします。印字されている振込

先（日弁連試験業務委託先「（株）ＣＢＴ‐Ｓ事務職員能力認定試験口」）へ受験

料をお支払いください（払込手数料は御負担ください。）。

・地震，台風，水害などやむを得ない事情により試験実施が不可能になった場

合に限り受験料を返金いたします（再試験を実施した場合は，再試験を受験で

きなかった方へ受験料を返金いたします。）。その他の理由での返金はできま

せんので御了承ください。

・払込受領証は、受験票が届くまで大切に保管してください。

・受験票は，願書に記載された住所宛に，出願・払込時期にかかわらず，受験

票発送日（７月３日を予定）に一斉に発送されます。

・７月７日（金）を過ぎても受験票が届かない場合，又は受験票の記載事項に

誤りがある場合は，日弁連業務第一課（ＴＥＬ：０３‐３５８０‐９３３２）に御連絡くだ

さい（受験票未到着等問合せ期間７月７日（金）～７月１３日（木）午後３時まで）。

２ 受験料

を

支払う

３ 受験票

が

届 く

7月22日

9月8日
※予定

・受験票に記載された試験会場に，決められた時間までにお集まりください。

・合格者の受験番号と正答を日弁連ホームページに掲載いたします。また，受

験者全員に成績表，合格者には合格証書を発送します。なお，成績表・合格

証書は再発行できません。

・９月１５日（金）を過ぎても成績表，合格証書が届かない場合，又は記載事項

に誤りがある場合は，日弁連業務第一課（ＴＥＬ：０３‐３５８０‐９３３２）に御連絡く

ださい（問合せ期間９月１５日（金）～９月２１日（木）午後３時まで）。

・合否・採点・試験問題の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えできま

せんので，予め御了承ください。

届 く

４ 試験当日

５ 結果発表

★注意事項

・「願書の送付」「受験料の払込み」の両方が行われた時点で，申込みを受理します。願書の送付

だけを行い，受験料払込期間内に受験料の払込みが間に合わなかった場合など，いずれか一つ

でも正しく行われなかった場合は，申込みは受理できません。




