
 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 札幌運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

1 伊藤 順一 
札幌市東区北２８条東１４丁目２番１２号 

グァレンテ新道東１０２号 
011-676-5586  

2 鶴間  謙 札幌市白石区東札幌４条２丁目５番１０号 011-831-3640  

3 本間  良 札幌市東区北２５条東３丁目２番１３号 011-731-5052  

4 都築 政則 札幌市手稲区前田９条１９丁目７番１１号 011-684-0964  

5 瓜  聖司 千歳市文京３丁目２２番地の５０ 0123-28-5930  

6 菊田 祐介 
札幌市中央区南７条西１丁目２０番地１ 

グレートヒルアクアフロント９０１号 
011-596-6065 

 

7 横山 達也 
札幌市西区二十四軒３条４丁目６－２０ 

清水マンションＡ－２０１号 
011-616-7675 

 

8    (令和元年７月１２日削除) 

9 羽賀 亮介 札幌市清田区清田２条１丁目１１番７号 011-883-4722 代務者（地域責任者） 

10    (平成３０年８月１６日削除) 

11    (平成３１年１月８日削除) 

12 田畑  優 札幌市厚別区上野幌２条１丁目６番１５号 011-895-1903  

13 長野 源太 
札幌市東区北22条東3丁目1番35号 

ハイテクビル・さっぽろ3階 
011-711-0355  

14 深貝  亨 
札幌市東区北３０条東１丁目２番３号 

たばねビル 
011-722-2711 PRO行政書士法人 

15 竹部 桂希 札幌市東区北３０条東１丁目３番２号 011-712-1986 行政書士法人高橋事務所 

16 菅原 章二 滝川市新町１丁目１１番１０号 0125-22-0379  

17 桝田 弘子 岩見沢市１条西１丁目２番地 0126-23-9705  

18    (平成３1年2月28日削除) 

19 岡田 日出夫 札幌市白石区南郷通１２丁目北１番 １１号 011-863-6777  

20 齊藤 泰之 千歳市稲穂３丁目１番１２号 0123-24-4660  

21 久村 隆一 恵庭市島松寿町２丁目 ３１番地の１０  0123-36-5770  

22    (平成３1年2月15日削除) 

23 上村 直義 江別市上江別東町４７番地の６ 011-398-5926  

24 岩原 宏明 
札幌市中央区南１条東２丁目１１番地１ 

ノーザンヒルズ大通東５０１号 
011-214-0632 

 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 札幌運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

  

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

25 菊地 義人 
札幌市西区二十四軒４条５丁目 １２番８号 

３０８号室  
011-621-0085 

 

26 山根 勇勝 札幌市北区あいの里２条７丁目 ３番２３号  011-790-7539  

27 米澤 和之 札幌市清田区平岡公園東１０丁目 １３番１号  080-1979-4702  

28 宇野  亨 江別市上江別西町２２番地の２４ 090-2811-7813  

    (平成３1年1月15日削除) 

30 鈴木 千逸 
夕張郡栗山町中央２丁目８６番地  

村井ビル２０１号  
0123-72-1630 

 

31 池田 玲菜 札幌市西区発寒４条７丁目４番６号  011-300-0138 (平成３０年８月２３日追加) 

32 福田 昌樹 札幌市東区北２８条東２丁目２番７－１０１号  011-788-8568 (令和元年１０月１日追加) 

33 大林 喜代子 札幌市東区北１９条東１丁目３番 １６号  090-6012-9668 (令和元年１０月１日追加) 

34 栃木 健太郎 札幌市東区北２８条東２丁目２-７－１０１  011-768-8422 (令和元年１０月１日追加) 

35 斉藤 将巳 札幌市北区篠路１条８丁目８番 １０号  011-557-8176 (令和元年１０月１日追加) 

36 佐藤 大樹 札幌市東区北２８条東２丁目２番７－１０１号  011-374-1399 (令和元年１０月１日追加) 

37 城澤 和隆 石狩市緑苑台東１条１丁目２１番地  0133-77-6637 (令和元年１０月１日追加) 

38 坂本 章聡 札幌市南区藤野２条９丁目１７番 ７号  011-311-9023 (令和元年１０月１日追加) 

39 木村 元輝 札幌市東区伏古８条２丁目９番 ２４号  050-5242-6676 (令和元年１０月１日追加) 

40 上田 健介 夕張郡長沼町東６線北３番地  0123-76-7879 (令和元年１０月１日追加) 

    34名 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 函館運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

  

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

1 北村 資暁 函館市昭和４丁目３３番１０号 0138-84-1223  

2 伊東 弘樹 函館市神山３丁目９番５号 0138-32-2952  

3 山口 英明 函館市時任町３０番２９号 0138-56-1877 代務者（地域責任者） 

4 森武 一雄 函館市桔梗５丁目１３番１６号 0138-84-6760  

5 太田 宏樹 
函館市中道１丁目１９番４号 

ソシアルマンションリードⅠ２０６ 
0138-53-0941 

 

6 小山内 聡 函館市宝来町１８番１６号 0138-26-8558  

7 石川 秀行 北斗市久根別３丁目１５番１０号 0138-73-4552 (平成３０年８月１６日追加) 

8 木立 克男 函館市吉川町３番３２号  0138-45-7707 (令和元年１０月１日追加) 

9 谷口 真也 函館市若松町１８番１号 ＴＭＯビル４０１号室 0138-87-0181 (令和元年１０月１日追加) 

10 蓑島 純一 
函館市北美原２丁目９番の１ 

キリンズマンション３０２号室  
0138-47-2557 (令和元年１０月１日追加) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    10名 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 旭川運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

1 榎又 政浩 旭川市６条通１４丁目右３号 0166-22-3199  

2 本木 茂秋 旭川市春光４条７丁目８番４号 0166-51-5208 代務者（地域責任者） 

3 岡嶋 真美 旭川市南２条通２５丁目１１７番地の２０９ 0166-56-1954  

4 小林 政浩 旭川市春光７条８丁目１４番８号 0166-59-5106 (平成３０年８月１６日追加) 

5 加藤 隆明 
旭川市４条通２３丁目 １１８番地の２３ 

エイプロスビル２Ｆ 
0166-33-2766 (平成３０年８月１６日追加) 

6 羽川 隆雄 
旭川市春光町１０番地２８  

社団法人 旭川地方自家用自動車協会内 
0166-73-7744 

(令和元年１０月１日追加) 

行政書士法人カムイ総合行政事務所 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6名 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 室蘭運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

  

No  事務所の位置 連絡先 備考 

1 土井  伸 室蘭市寿町２丁目２０番２号 0143-43-4401 封印取付け責任者 

2 髙橋 國夫 室蘭市海岸町３丁目３番６号 0143-23-3207 代務者（地域責任者） 

3 外舘 清香 苫小牧市川沿町５丁目１番１５号２階 0144-74-1313  

4 齊藤 元宣 苫小牧市三光町５丁目２３番１５号 0144-36-3838 ACE行政書士法人 

5 栗本 広行 室蘭市日の出町３丁目４番１４号 0143-50-6740 (平成３０年８月１６日追加) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5名 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 釧路運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

  

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

1 加藤  超 
釧路市愛国西１丁目３６番１６号  

コーポサンライト１０２号室 
0154-65-1560  

2    （令和元年５月９日削除） 

3 今井 俊廣 釧路市緑ヶ岡５丁目１８番１０号 0154-47-2488 代務者（地域責任者） 

4 鈴木 豊治 
釧路市鳥取大通６丁目１番１号  

（社）釧路自動車協会内  
0154-51-3254 (令和元年１０月１日追加) 

5 青木 秀行 釧路市米町３丁目２番６号   080-5593-8573 (令和元年１０月１日追加) 

6 小林  敦 釧路市松浦町１０番１１５号 ハイツシャロム１F 0154-37-7280 (令和元年１０月１日追加) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5名 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 帯広運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

  

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

1 渡部 亮介 帯広市清流西２丁目６番地４ 0155-66-9863 代務者（地域責任者） 

2 小笹 静江 帯広市西１８条南３丁目３９番１１号 0155-33-0202  

3 窪田 真二 
河東郡音更町木野大通西２丁目１番地２１ 

クボタ自動車販売㈱内 
0155-31-2150 

 

4    (平成３０年８月１６日削除) 

5 谷川 秀治 帯広市西１９条南５丁目１番５号 0155-38-4225 (平成３０年８月１６日追加) 

6 髙石 光男 
帯広市西１９条北１丁目８番３号  

帯広自動車連合ビル２階  
090-6447-9425 (令和元年１０月１日追加) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5名 



 

令和元年１０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 

（北海道行政書士会 北見運輸支局管轄） 

（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名を記載すること。 

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、必要に応じて本一覧を甲種、乙種又は丙種受託者に情報提供を行います。 

No 行政書士名 事務所の位置 連絡先 備考 

1 杉山 定憲 北見市中央三輪５丁目４２４番地２１ 0157-36-5676 代務者（地域責任者） 

2 池田 真哲 網走市南４条東４丁目６番地 0152-44-6978  

3 工藤 かおり 北見市緑ヶ丘２丁目２０番１７号   0157-33-1446 (令和元年１０月１日追加) 

4 小林 龍彦 北見市東三輪3丁目25番地6 0157-24-6271 
(令和元年１０月１日追加) 

行政書士法人北見総合行政事務所 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4名 


