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埼玉の人形作り
展示室

1　岩槻をはじめとして埼玉県は日本最大の人形の生
産地です。この展示室では、人形はどのように作ら
れているのか、伝統的な技法を中心に紹介します。
人形の製作道具や材料、近隣で作られた人形や文
献などの資料を展示するほか、現代の職人による
人形作りの様子を映像で見ることができます。

2020 年 2 月 22 日にオープンした日本初の公立の人形専門の博物館。
西澤コレクションを中心とした常設展やバラエティに富んだ企画展等を
楽しむことができます。

日本初の人形専門公立博物館



写真撮影：坂東明美
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　博物館の所蔵品は、日本画家で人形玩
具研究家として知られる西澤笛畝（にしざ
わ てきほ）の著名な日本人形のコレクショ
ンが柱となっています。この展示室では、
笛畝コレクションをはじめとした所蔵品の
日本人形を見ることができます。華やかな
雛人形、彩色が美しい嵯峨人形、小さくて
も精巧な加茂人形や芥子人形など、日本の
伝統的な美意識に基づき作られた人形が
展示されています。

コレクション展示

　日本の人形展示室
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写真撮影：坂東明美

さいたま市岩槻区本町６-1-1　☎ 048-749-0222
● 開館時間 / 9：00～17：00
● 休 館 日 / 月曜日（休日は開館）
　　　　　　 年末年始（12 月28日～ 1月4日）
※詳しくはホームページをご覧下さい
   https://ningyo-muse.jp/

　有職故実という、
古来の先例に基づい
た朝廷や公家社会の
決まり事に則って、公
家の装束を忠実に再
現した雛人形。

有
ゆ う そ く び な

職雛

　犬をかたどった一対の張り子の
箱。犬は安産・多産なことから出産
の場を守る調度品とされ、雛道具
として、小型の犬筥も用いられるよ
うになりました。

犬筥
ば こ

　岩槻の産業と観光の振興および地
域活性化の拠点としてオープン。さい
たまヨーロッパ野菜研究会の野菜を
メインとしたメニューを味わえる「ヨ
ロ研カフェ」、岩槻人形・木目込み人
形などの製作体験ができる「クラフト
ルーム」、岩槻にゆかりの深い食品や
工芸品の物販などがあります。
● 開館時間 /9：00 ～ 21：30　　
● 休 館 日 / 年末年始
　　　　　　（12/29 ～ 1/3）
さいたま市岩槻区本町 6-1-2
☎ 048-757-2981

にぎわい交流館いわつき

表紙写真
岩槻城址公園
（さいたま市岩槻区）

〈協力・情報・写真提供〉
岩槻人形博物館/にぎわい交流会いわつき・岩槻区役所・東日本高速道路株式会社
（NEXCO東日本）・手打ち蕎麦彩の実・菓子工房えとわぁる・田中屋本店・鈴木酒造・
料亭 ほてい家・レストラン大手門

〈取材・本文写真撮影〉伊藤裕規・友成賢二・早坂舜・坂東明美

　8～　9…遺言書保管制度
10～11…生産緑地2022年問題
12～13…埼玉県行政書士会のご紹介
14～15…令和２年度 行政書士定期無料相談会

《巻頭グラビア》岩槻人形博物館OPEN！/岩槻さんぽ/Pasar蓮田 ……2～7

特集



愛宕神社

久伊豆神社

岩槻城址公園

時の鐘

岩槻人形博物館
にぎわい交流館いわつき
岩槻人形博物館
にぎわい交流館いわつき

岩槻藩遷喬館

　岩槻区で毎年開催される「まちかど雛めぐり」
の時期には、愛宕神社の本殿に続く27 段の石
段に、地元住民から寄せられたひな人形 400 体
近くが飾られます。
●「まちかど雛めぐり」期間中の土日　雨天中止
さいたま市岩槻区本町 3-21-25　　
☎ 048-756-1507

　岩槻城址を中心に造られた公園。昔のお濠に整備
された散策路や岩槻城の土塁が現存しているなど
歴史の一端に触れることができます。園内の菖蒲池
には朱塗りの八ツ橋が架けられており、桜花や青葉
とのコントラストが鮮やかです。
岩槻城址公園管理事務所
さいたま市岩槻区太田 3-4
☎ 048-757-9122

岩槻城址公園

愛宕神社の大ひな段飾り

見どこ
ろピックアップ

岩槻城城門（黒門）
三の丸藩主居宅の長屋門であったと
いわれている

写真提供：岩槻区役所

写真撮影：坂東明美

岩槻駅〜岩槻人形博物館〜岩槻城址公園
（2.5kmコース）
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　岩槻城渋江口に1671年（寛文11年）、岩
槻城主の命で鋳造され、1720 年（享保 5年）
に改鋳されました。当時の人々に時を告げ
ていた鐘は、今でも美しい響きで時を知ら
せています。
● 鐘撞き時刻 ６：00/12：00/18：00
さいたま市岩槻区本町 6-229-1

薫風の中でのんびり散歩。

　　　新しい発見がいっぱい！

時 の 鐘

　「岩槻に過ぎたるもの」と称えられた、儒学者児玉南柯
（こだまなんか）が 1799 年（寛政 11 年）に創設した私塾。
後に藩校となり、藩士の子弟たちがここで勉学に励みま
した。埼玉県内で現存する唯一の藩校の建物で、1939
年（昭和 14 年）に埼玉県の史跡に指定されています。
●開館時間 /9：00 ～ 16：30（入館無料）　　　
●休 館 日 / 月曜日 ( 休日を除く）、休日の翌日、年末
さいたま市岩槻区本町 4-8-9
☎ 048-757-5110　　

岩槻藩
は ん せ ん き ょ う か ん

遷喬館

　御祭神は「大国主命（オオクニヌシノミコト）」で、
縁結び、安産、厄除け、商売繁盛等多様なご利益
があると言われています。「久伊豆」がクイズと読
めるため、「クイズ神社」としても親しまれていま
す。アメリカ横断ウルトラクイズの予選会場になっ
たこともあり、クイズ関係者の方々が参拝に訪れ
るパワースポットです。
●祈祷斎行時間 /9：00 ～ 16：00　　　
さいたま市岩槻区宮町 2-6-55
☎ 048-756-0503

久伊豆神社

神楽殿のひな人形（2 月下旬～ 3 月上旬）

写真提供：
岩槻区役所

写真撮影：坂東明美

写真撮影：坂東明美
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料亭　ほてい家

　日光街道の要衝の地として、岩槻が栄えた江戸時代
から続く老舗料亭です。素材を生かした季節感溢れる
お料理を楽しむことができます。
●営業時間 /11：00 ～ 22：00　　
●定 休 日 / 不定休
さいたま市岩槻区仲町 1-6-3　　　　　
☎ 048-756-1661

レストラン大手門

　埼玉県Ｂ級グルメ王決定戦で何度も優勝して有名に
なった「豆腐ラーメン」。まかない料理だったものを
一般の方々に提供したところ人気が出ました。レアな
ご当地グルメです。
●営業時間 /11：00 ～ 18：00　　
●定 休 日 / 月曜日

さいたま市岩槻区太田 3-1-1　
市民会館いわつき 1Ｆ
☎ 048-758-1122

鈴 木 酒 造

　明治4年（1871年）創業以来伝統の酒造りを行っています。
代表的な銘柄は「万両」「瑞薫」「大手門」。直売店や酒造資
料館、ギャラリーも併設されています。
●営業時間 /10：00 ～ 17：00
●定 休 日 / 月曜日・年始（1/1 ～ 1/4）
さいたま市岩槻区本町 4-8-24　☎ 048-756-0067

田 中 屋 本 店

　江戸時代から続く和菓子屋さんで、蔵作りの建物は
160年前の建築。「栗最中」は人気の一品です。
●営業時間 /9：00 ～ 18：30　　
●定 休 日 / 月曜日（不定期で火曜日休みあり）
さいたま市岩槻区本町 2-2-43　☎ 048-756-0045

全国菓子博覧会　金賞
岩槻銘菓 栗最中

手打ち蕎麦 彩の実

　「時の鐘」の向いにある隠れ家的なお店。お昼のランチは、
サラダ・天ぷら・手打ち蕎麦とコーヒーもついてボリュー
ム満点です。
●営業時間 /11:30 ～ 14：30・17：30 ～ 20：00　　
●定 休 日 / 水曜日・第１・第３水曜日の翌日木曜日
さいたま市岩槻区本町 6-1-22　☎ 048-758-1622

喉ごしのよい細打麵趣のある佇まい この細道の奥に一軒家

グルメピックアップ

菓子工房　えとわぁる

　「お客様の大切な記念日や、日常の何気ないひと時に寄
り添えるようなお店」がコンセプトの洋菓子店。季節のフ
ルーツを使ったデコレーションケーキをはじめ、季節限
定の苺のタルト、カスタードクリームがいっぱいのデニッ
シュコルネがおすすめです。
●営業時間 /10：00 ～ 19：00　　
●定 休 日 / 水曜日
さいたま市岩槻区城南 5-8-3　☎ 048-878-9692

デニッシュコルネ

苺のタルト

お得感たっぷりの
季節のランチ

地元民に愛されている
豆腐ラーメン各種品評会での受賞も多い

銘酒の数々
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東北自動車道
蓮田SA（上り線）

　昨年の夏にオープンしたPasar( パサール）蓮田は、フードコートや地元特産品・
生鮮食品が充実し、食べる幸せと買う楽しみが凝縮したスポットです。

Pasar とは？…「パーキングエリア」の『PA』、「サービスエリア」の『SA』、リラクゼーション（Relaxation）の『R』を組み合わせたもので、インドネシア語では「市場」を意味します。

フードコー
ト 旬撰倶楽部

旬撰市場

なんと客席330席！広々とした空間で食事を楽しめます。

　東北道沿線の銘菓が揃うアンテナショップスタ
イルの店舗。那須高原を代表する「御用邸チーズ
ケーキ」も販売されています。

　明治18年創業で、地元蓮田の老舗
がプロデュースする定食・丼専門店。
家族で気軽に楽しめます。

フードコートを中心に、フロアにはさまざまな飲食店やコンビニが並びます。

　地元蓮田の製麺会社「岩崎食品工
業」の特製麵を使用した「肉汁うどん」
は埼玉名物！

　青果・精肉・鮮魚など、何でもそろう生鮮
ゾーン「旬撰市場」では、毎日新鮮な物が提
供されています。

ひのでや食
堂 翁の郷

防災倉庫ヘリポート

　蓮田SA（上り線）では、大規
模災害が発生した際に緊急出動
機関の前線基地としての役割を
果たすため、自家発電設備・井戸・
防災倉庫・ヘリポートなどが設
置されています。また、衛星設備、
共同災害対策室などがあります。

　一般道側駐車場（近隣地域
の方のために、一般道側に約
90 台分の駐車場があります）

NEXCO東日本最大級のサービスエリア！
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令和2年7月10日（金）から法務局 による遺言書の保管制度が始まります

●近年、遺言書を作成する人が増えたこと。

●遺言書は自宅に保管されることが多いため、紛失や
改ざんのおそれがあり、安全に安心して預けられ
る手段が求められるようになったこと。

制度ができた背景

どこで預かってくれる？

●全国３００か所以上の法務局、
いわゆる登記所です。

埼玉県内には
17か所！

❶公的機関なので安心安全。
　（遺言書の紛失 ･ 改ざんのおそれを回避できる）

❷全国一律のサービスが受けられる。

❸プライバシーを確保できる。
　（本人以外閲覧できないので、 遺言者が生存中は、

相続人に遺言書の内容を知られることはありません。）

❹遺言者の死亡後、相続人が法務局にて遺言書の
閲覧やコピーを入手することができる。

❺遺言者の死亡後、相続人の１人が遺言書の閲覧や
コピーを申請すると、他の相続人に遺言書が保管
されている旨の通知をしてくれる。

❻家庭裁判所での検認が不要になる。

この制度の特長
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令和2年7月10日（金）から法務局 による遺言書の保管制度が始まります

●保管できる遺言書は、法務省令による様式に沿った自筆証
書遺言（本人が書いたもの）に限る。

●遺言書を作成した本人自らが法務局に保管の申請をする。
●費用がかかる（詳細は令和２年７月１０日までに決定）。

●遺言書を法務局に保管していることを相続人等に伝えてお
かないと、死後も遺言書の存在が相続人に知られないま
まになるおそれがある。
●内容の確認は行われないので、正確に書く必要がある。

注意点

新しい制度を使った自筆証書遺言と
公正証書遺言、どこが違う？

費　　用
【かかる】
手数料のみ

（令和2年3月19日現在：金額は未定）

【かかる】
遺産の額による

手　　間
【かからない】

自分で書いて預けるだけ

【かかる】
必要な書類を準備して

公証人との打ち合わせが必要

安全性（紛失等）
【高い】
法務局で保管

【高い】
公証役場で保管

遺言の内容の
チェック機能

【な　し】
すべて自分で書くので
チェック機能が働かない

【あ　り】
作成時に公証人のチェックを

受けられる

出張サービス 【な　し】 【あ　り】

公正証書遺言
保管制度＋自筆証書遺言

遺言書の作成についてのご相談は、街の身近な
法律家「行政書士」におまかせください！
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　2020年は生産緑地の指定（1992年）から30年が経過し、生産緑地の営農義務が解除できる
ようになる年です。高齢化や後継ぎ問題などで農地としての維持が難しくなり、指定を解除する
農家が増えることが予想されています。その結果、多くの農地が宅地へ転用されたり、売りに出
されることとなると、不動産市場に影響を及ぼすのではないか？という問題が2022年問題です。

2022年問題とは？

生産緑地法とは？

1974年  市街化区域内の農地を計画的に保全することを目的として制定されました。

1992年  生産緑地法の改正により、市街化区域内の農地が2種類に分かれました。

1. 宅地化農地：宅地などに転用される農地
　 ①宅地並み課税  

2. 生産緑地：農地として保存する土地
　①農地並み課税 

　②相続税の納税猶予制度の利用が可能

 　③ 30年間は農地として管理する必要がある

　④30年後は自治体へ買い取りの申出を行うことができる　　
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❖2022年問題に対する対策は？
　政府は2017年に生産緑地法の改正を行い、「特定生産緑地指定制度」を創設しました。
この「特定生産緑地制度」により、2022 年問題の影響が軽減されることが予想されます。

❖ 生産緑地が特定生産緑地に指定されるとどうなる？
　生産緑地に指定されている農地が新たに「特定生産緑地」に指定され
ると、現在の生産緑地地区と同様の取り扱いになり、従来の優遇措置を
10年間延長されます。(10年ごとに更新も可能 ) 現在の生産緑地地区
と同様の扱いになります。

❖ 生産緑地を特定生産緑地に指定しないとどうなる？
●特定生産緑地を選択しなかった場合
　生産緑地地区の制限を受けた状態で、固定資産税・都市計画税が段階
　的に宅地並みに引き上げられます。
●自治体への買い取りの申し出を選択した場合
　営農義務がなくなり宅地並みの課税になります。

農地に関する届出や申請は、街の身近な法律家「行政書士」を
ご活用ください！



12 埼玉県行政書士会のご紹介

事業のサポート

建設業
建設業許可･経営事項審査・
入札参加審査 など

自動車関連
運送事業（バス・トラック・タ
クシー）・特殊車両通行許可・
車庫証明・自動車登録・ナン
バー取付 など

法人設立
株式・合名・合資・合同・
医療・宗教・一般社団・
NPO など

古物商
古物商許可（リサイクル
ショップ など）

飲食店・宿泊施設
飲食店営業許可・民泊の
届出 ･旅館業 など

宅建業
宅地建物取引業者免許
など

風俗営業
風俗営業許可（キャバクラ・マー
ジャン・パチンコ店 など）

土地・建物利用
農地転用許可申請・開発許可
など

産業廃棄物
産業廃棄物処理業許可
（収集運搬・中間処分 など）

内容証明
貸金返還請求・滞納賃料の
支払請求・債権譲渡・クー
リングオフ など

  裁判外紛争解決
離婚・相続・交通事故・敷金
返還に関する紛争 など
※行政書士ADRセンター
　埼玉が対応します。

交通事故
自賠責保険金請求・事故
調査報告書 など

各種契約書
金銭消費貸借契約書・売買
契約書・賃貸契約書 など

相続・遺言
遺産分割協議書・遺言書
案作成・相続人や相続財
産の調査 など

成年後見
任意後見契約書案作成・
後見制度の相談 など

離　婚
離婚協議書 など

暮らしのサポート

外国人関係
在留資格認定証明書交付
申請・永住許可・帰化
許可 など



13埼玉県行政書士会のご紹介

埼玉県北部 埼玉県東部

東部地区
支部名 管轄市区町村 連絡先

春日部支部 春日部市、幸手市、杉戸町
宮代町 048-812-5092

越谷支部 越谷市 048-940-3455
吉川支部 吉川市、三郷市、松伏町 048-992-0743
埼�支部 久喜市、加須市、白岡市 0480-53-4798
草加支部 草加市、八潮市 048-922-0562

ホームページからも
行政書士を探せます。

埼玉県行政書士会

埼玉県行政書士会 ☎048-833-0900

北部地区
支部名 管轄市区町村 連絡先

熊谷支部 熊谷市 048-588-6665

県北支部 深谷市、本庄市、美里町
神川町、上里町、寄居町 050-1390-1995

秩父支部 秩父市、横瀬町、皆野町
長�町、小鹿野町、東秩父村 0494-22-2624

埼北支部 行田市、羽生市 048-580-7391

埼玉県西部

南部地区
支部名 管轄市区町村 連絡先

浦和支部 さいたま市浦和区・緑区・
南区・桜区・中央区 048-827-0465

川口支部 川口市、蕨市、戸田市 048-223-9840

大宮支部 さいたま市大宮区・西区・
北区・見沼区 048-682-3305

上尾支部 上尾市、桶川市、伊奈町 048-776-3367
岩槻支部 さいたま市岩槻区、蓮田市 048-757-6336
鴻巣支部 鴻巣市、北本市 048-577-5183

埼玉県南部
西部地区

支部名 管轄市区町村 連絡先
川越支部 川越市 049-234-6394

東松山支部
東松山市、滑川町、嵐山町
小川町、ときがわ町、川島町
吉見町、鳩山町

0493-59-5011

東入間支部 ふじみ野市、富士見市
三芳町 049-251-7361

狭山支部 狭山市、入間市 04-2968-8422
所沢支部 所沢市 04-2937-7610
飯能支部 飯能市、日高市 042-989-9909

西入間支部 坂戸市、鶴ヶ島市
毛呂山町、越生町 049-289-7144

朝霞支部 朝霞市、志木市、新座市
和光市 048-462-2666
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会　場 実施日 時　間 お問い合せ先

あ

上尾市役所（要予約） 毎月第3火曜日 13：00 ～ 16：00 市民相談室 　048-775-4643

上尾支部事務所 毎週　木・土
（レディースデイ含む）

13：00 ～ 16：00 上尾支部　　048-776-3367
上尾支部事務所

（レディースデイ）
毎月　第1木曜日

（相談者・相談員とも女性のみ）

伊奈町役場 毎月第3 水曜日 13：00 ～ 16：00 住民相談室 　048-721-2111（代）

入間市役所（要予約） 毎月第２・第４火曜日 13：00 ～ 15：40 市民相談室 04-2964-1111（代）

小川町役場 毎月第２金曜日    9：00 ～ 12：00 防災地域
支 援 課　　 0493-72-1221（代）

桶川市役所 月初開庁日 13：00 ～ 16：00 秘書広報課 048-786-3211（代）

か

春日部市役所 毎月第３火曜日 13：30 ～ 16：00 春日部支部 　048-812-5092

加須市市民プラザかぞ
3階会議室

毎月第 1 金曜日（祝日
の場合は第 2 金曜日）

（原則）13：30 ～ 16：00
※10：00 ～15：00の場合もあり

市民相談室　
（加須市民対象）
0480-62-1111（代）内線 117

川口市役所（要予約） 毎月第１･第３水曜日 13：30 ～ 16：00 市民相談室　 048-258-1110（代）

川越市役所 毎月第４木曜日 10：00 ～ 16：00 広聴課　 　 049-224-5022

川越市・クラッセ川越
国際交流センター 毎月第４土曜日 13：00 ～ 18：00

在留資格・VISAの相談　
川越市役所国際文化交流担当
　　　　　　049-224-5506

川島町役場 奇数月の第３水曜日 10：00 ～ 12：00 総務課 　　　049-299-1753

北本市文化センター 　日程は鴻巣支部にお問い合せください 鴻巣支部 　　048-577-5183

行田市 VIVAぎょうだ 毎月第２水曜日（要予約） 13：00 ～ 16：00 埼北支部 　　048-564-0104

行田商工会議所 奇数月の第 4 水曜日（要予約） 13：00 ～ 16：30 指導課　　　　048-556-4111
久喜市
ふれあいセンター久喜 毎月第３水曜日 18：00 ～ 20：00

久喜市役所生活安全課
0480-22-1111（代）内線 2633

久喜市鷲宮総合支所

毎月第３水曜日 14：00 ～ 16：00　〃　栗橋総合支所

　〃　菖蒲総合支所

熊谷市役所（要予約） 毎月第１月曜日 13：30 ～ 16：30 市民相談室 048-524-1111（代）

鴻巣市民活動センター 日程は鴻巣支部にお問い合せください 鴻巣支部　　048-577-5183

越谷市中央市民会館 毎月第１金曜日 10：00 ～ 15：00 くらし安心課　048-963-9156

さ

さいたま市北 区 役 所 毎月第４木曜日
13：30 ～ 16：30
※市内在住者対象
　年度内1人1回に
　限ります

くらし応援室 048-669-6026

　　〃　　大宮区役所 毎月第 4 火曜日 くらし応援室 048-646-3026

　　〃　　中央区役所 毎月第３金曜日 くらし応援室 048-840-6026

　　〃　　南 区 役 所 毎月第２火曜日 くらし応援室 048-844-7136

　　〃　　緑 区 役 所 毎月第１木曜日 くらし応援室 048-712-1137

　　〃　　岩槻区役所 毎月第４水曜日 くらし応援室 048-790-0128

坂戸市役所 毎月第 2 火曜日 10：00 ～ 12：00 市民生活課　049-283-1331（代）

幸手市役所 毎月第 3 火曜日 13：30 ～ 16：00 春日部支部 048-812-5092

狭山市役所 毎月第４水曜日 13：00 ～ 15：00 市民相談室　04-2953-1111

白岡市 はぴすしらおか 毎月第３水曜日 14：00 ～ 16：00 埼�支部　　0480-53-4798

杉戸町役場 奇数月の 25 日 13：30 ～ 16：00 春日部支部 　048-812-5092

草加市役所（要予約） 毎月第４木曜日  　9：00 ～ 12：00 広聴相談課　048-922-0566

令和
2年度



15

会　場 実施日 時　間 お問い合せ先

た

秩父市役所 毎月第 2 火曜日 13：00 ～ 15：00 市民生活課　0494-25-5200

鶴ヶ島市役所 毎月第 2･第 4 木曜日 13：00 ～ 16：00 地域活動推進課　049-271-1111（代）
ときがわ町
活き生き活動センター 奇数月の第 3 月曜日 10：00 ～ 12：00 家族相談支援センター

　　　　　　0493-66-0222
所沢市役所 毎月第1火曜日 10：00 ～ 12：00 市民相談課　　04-2998-9092

戸田市役所 偶数月の第 3 月曜日 10：00 ～ 12：00 防犯くらし交通課
　　　　　　048-441-1800（代）

な

長瀞町役場 毎月第３月曜日 13：00 ～ 15：00 総務課　　　　0494-66-3111（代）

滑川町役場 奇数月の第 4 木曜日 10：00 ～ 12：00 東松山支部 0493-59-5011

にいざほっとぷらざ 日程は朝霞支部に
お問い合せください 10：00 ～ 12：00 朝霞支部　　048-462-2666

は

蓮田市役所 毎月第３火曜日 13：30 ～ 15：30 広報広聴課 　048-768-3111

鳩山町役場 偶数月の第４水曜日
但し12 月は 12/16 　9：00 ～ 12：00 総務課 　 　 049-296-1214

羽生市商工会（市民プラザ内） 毎月第 2 火曜日 13：00 ～ 16：00 羽生市商工会　048-561-2134

羽生市役所 毎月第 4 火曜日 13：00 ～ 16：00 市民生活課　048-561-1121
飯能市民活動センター

（丸広百貨店７階） 偶数月の第 2 水曜日 13：30 ～ 15：30 飯能支部 　　042-989-9909

東松山市役所分室 偶数月の第 3 木曜日 13：10 ～ 16：40 広報広聴課 0493-21-1414

日高市生涯学習センター 奇数月の第 2 水曜日 13：30 ～ 15：30 飯能支部 　 042-989-9909

深谷商工会議所 毎月第 4 水曜日 　9：00 ～ 12：00 経営支援課 　048-571-2145
富士見市水谷公民館
　　　　多目的ホール 4/19

10：00 ～ 16：00
（予約不要） 前田事務所　049-251-7361　〃 みずほ台コミュ

ニティセンター集会室 6/26

　〃 鶴瀬西交流セン
ター多目的ホール 8/23

ふじみ野市役所本庁舎 毎週 月・水・金 13：00 ～ 16：00
市民総合相談室　049-262-9025

（市内在住 ･ 在勤者対象、要予約）  　〃　　大井総合支所 毎週 火・水・木・金 13：00 ～ 16：00
（但し、第 3 水曜日を除く）

本庄商工会議所 毎月第 4 水曜日 13：00 ～ 16：00 本庄商工会議所　0495-22-5241

ま

三郷市青少年ホーム 毎月第 4 火曜日　 13：30 ～ 15：30 広聴室　　　048-930-7724

宮代町役場 偶数月の第 3 木曜日 13：30 ～ 16：00 春日部支部　048-812-5092

三芳町藤久保公民館 7/22 10：00 ～ 16：00
（予約不要） 中山事務所　049-261-7536

三芳町役場 5/27・9/23

毛呂山町役場 毎月第３水曜日 10：00 ～ 15：00 総務課 　　　049-295-2112（代）

や

八潮市役所 毎月第３月曜日 13：00 ～ 16：00 秘書広報課　048-996-2111
吉川市民交流センター
おあしす 毎月第 1 木曜日 13：30 ～ 15：30 庶務課 　　　048-982-9458

吉見町勤労福祉センター 奇数月の第 3 木曜日 14：00 ～ 16：00 東松山支部 0493-59-5011

寄居町商工会 偶数月の第 2 金曜日 13：00 ～ 16：00 寄居町商工会 048-581-2161

ら 嵐山町役場 偶数月の第 3 木曜日 10：00 ～ 12：00 地域支援課 0493-62-2152

わ 蕨市役所（要予約） 毎月第 4 水曜日 13：00 ～ 15：00 市民活動推進室 048-433-7745

　県内各地で定期的に行政書士の無料相談会が行われています。お気軽にご利用ください。なお、会場によっては事前
予約が必要となります。また、会場や開催日が変更になる場合がありますので、お問い合せの上、ご来場ください。
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事業に関する相談 暮らしに関する相談
●法人設立 ●建設業許可 ●宅建業免許

●運送業許可  ●風俗営業許可 
●産業廃棄物処理業許可

●相続・遺言 ●各種契約書
●帰化・在留手続 ●内容証明

●交通事故 ●成年後見

お気軽にご相談ください

行政書士
お気軽にご相談ください

事業に関する相談 暮らしに関する相談

日本行政書士会連合会
公式キャラクター
ユキマサくん

JR深谷駅

埼玉県行政書士会

法務大臣認証第114号　行政書士ADRセンター埼玉

〒330－0062 さいたま市浦和区仲町3－11－11（行政書士会会館）

TEL.048－833－0900  FAX.048－833－0777

TEL.048－833－1132


