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2022年4月1日 現在
自動車登録業務に十分精通した行政書士一覧

(滋賀県行政書士会 丁種会員名簿)
氏名又は名称
1 盛武 隆

事務所の位置

連絡先(TEL)

大津 支部 〒 520-0806 大津市打出浜13番8号

077-525-5790

2 平野 富美雄 湖北 支部 〒 526-0835 長浜市室町420番地17

0749-65-2550

草津市草津三丁目13番13号
山田ﾋﾞﾙ202号

備考

3 井口 盛司

湖南 支部 〒 525-0034

077-561-2910

4 貝沼 綾子

湖東 支部 〒 527-0034 東近江市沖野二丁目10番5号

0748-23-6213

5 中村 進

高島 支部 〒 520-1217 高島市安曇川町田中391番地

0740-32-0059

6 松田 健

大津 支部 〒 520-2144 大津市大萱2丁目4番4号

077-543-1112

7 寺村 芳久

彦根 支部 〒 522-0201 彦根市高宮町1388-14

0749-21-3317

8 川瀬 規央

湖北 支部 〒 526-0021 長浜市八幡中山町318番地15

0749-53-3180

9 森田 宗男

大津 支部 〒 520-0533 大津市朝日二丁目4番地1

077-594-6163

10 山中 章由

大津 支部 〒 520-0106 大津市唐崎三丁目24番16号

077-536-6460

11 林 秀樹

湖南 支部 〒 525-0034 草津市草津1丁目19番23号

077-563-2957

12 河野 克史

湖南 支部 〒 525-0056 草津市南笠町1358番地3

077-567-5985

13 中井 淳夫

湖東 支部 〒 527-0007

14 髙田 昌俊

湖北 支部 〒 526-0828 長浜市加田町1371番地1

0749-62-6022 人 長浜事務所

15 村田 寛子

湖東 支部 〒 527-0051 東近江市林田町1282

0748-36-1722

16 森永 勝博

大津 支部 〒 520-0105

17 鈴木 誉也

大津 支部 〒 520-0803 大津市竜が丘13番11号

077-525-8889

18 中西 雅也

湖南 支部 〒 524-0104 守山市木浜町2298番地の1

077-584-2545 守山センター

19 西村 泰成

湖南 支部 〒 524-0013 守山市下之郷一丁目6番47号

077-532-7123

20 寺田 圭吾

湖南 支部 〒 520-3012 栗東市岡194番地1

077-554-1082

東近江市建部瓦屋寺町429番
0505-801-0768
地1
アルース行政書士法

大津市下阪本一丁目23番14050-7527-2885
2号

すぎえ行政書士法人

21 神山 由美子 甲賀 支部 〒 528-0063
22 小西 正博

甲賀市水口町下山694番地
152

彦根 支部 〒 522-0081 彦根市京町一丁目3-4

23 澤畑 富士夫 大津 支部 〒 520-0067 大津市藤尾奥町18番8号

0748-62-3134
0749-22-6138
077-523-7345

犬上郡豊郷町安食西896番地
0749-25-3048
の3

24 北村 直美

彦根 支部 〒 529-1171

25 内倉 健司

湖北 支部 〒 521-0322

26 加藤 秀幸

大津 支部 〒 520-0043

27 小森 敏幸

湖南 支部 〒 520-2421 野洲市野田1984番地

077-507-4125

28 里井 達哉

大津 支部 〒 520-0826 大津市鶴の里2番15号

090-3724-4444

29 葉山 弘之

大津 支部 〒 520-0232

30 望月 洋

湖南 支部 〒 520-3025 栗東市中沢3-2-12

077-576-7361

31 小林 義幸

甲賀 支部 〒 520-3231 湖南市針957番地

0748-60-4793

32 谷 昌直

湖南 支部 〒 524-0102 守山市水保町1404番地の10

077-532-3815

33 天野 正彦

湖北 支部 〒 526-0103 長浜市曽根町1174番地3

080-7006-4803

34 松田 亮

大津 支部 〒 520-2144

35 西 直人

大津 支部 〒 520-2101 大津市青山六丁目3番8号

077-576-5622

36 久泉 和久

湖南 支部 〒 525-0063 草津市南山田町1016番地1

077-567-3954

37 加藤 昌孝

湖南 支部 〒 520-2301 野洲市小南471番地63

077-587-4912

米原市杉澤316番地
大津市中央一丁目8番32号
レジデンス大津503号

大津市真野二丁目27番4号
鈴鹿ビル2F-A号室

大津市大萱二丁目4番26号
サンコーポ103号室

050-3746-8039
077-572-6885

077-571-6021

090-5139-9896

(注) 行政書士法人の行政書士については、備考欄に行政書士法人の名称を記載すること。
内容に変更があった場合、丁種受託者は速やかに運輸支局等に連絡すること。
運輸支局等は、必要に応じて本名簿を甲種、乙種、又は丙種受託者に情報提供を行う。

