
【各種委員会】

役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属支部 事務所所在地 事務所TEL

【綱紀委員会】

委員長 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼｵ 四日市 四日市市堀木 1丁目4番5号文化ハイツ 1B 059-340-0137

副委員長 岡山　和生 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ 鳥羽志摩 志摩市阿児町鵜方 2975番地183 0599-43-5155

委員 古池　一陽 ｺｲｹ ｲﾁﾖｳ 桑員 桑名市参宮通 21番地5 0594-23-2620

 〃 松永　哲也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 亀山 亀山市天神三丁目 3番32号 0595-82-4000

 〃 谷村　義明 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｱｷ 鈴鹿 鈴鹿市住吉一丁目 29番17号 059-378-3587

 〃 𠮷原　秀和 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 伊賀 名張市赤目町新川 599番地 0595-63-4749

 〃 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 津 津市美里町足坂 1114番地

 〃 恒松　功男 ﾂﾈﾏﾂ ｲｻｵ 松阪 松阪市早馬瀬町 36番地33 0598-28-6870

 〃 櫻井　盛也 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞﾅﾘ 伊勢 伊勢市古市町 176番地 0596-28-5612

 〃 西尾　侑己 ﾆｼｵ ﾕｳｷ 尾鷲 北牟婁郡紀北町相賀 480番地60 0597-32-3020

 〃 鈴木　　進 ｽｽﾞｷ ｽｽﾑ 熊野 熊野市有馬町 5513番地2 0597-85-4312

≪特別委員会≫

役職 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属支部 事務所所在地 事務所TEL

【特別事業運営委員会】

委員長 佐藤　則充 ｻﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 鈴鹿 鈴鹿市西条六丁目 3番地の1 ﾎﾟﾚｽﾀｰ西条四季の道402号 059-389-5110

副委員長 中道　登子 ﾅｶﾐﾁ ﾀｶｺ 伊賀 伊賀市富岡 221番地 0595-51-9805

 〃 鷲尾　みどり ﾜｼｵ ﾐﾄﾞﾘ 四日市 四日市市泊村 4113番地4 090-1748-0118

 〃 大西　金重 ｵｵﾆｼ ｶﾈｼｹﾞ 伊勢 伊勢市神田久志本町 1011番地6 0596-28-0866

 〃 大久保　有規 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 鳥羽志摩 鳥羽市鳥羽一丁目 17番3-21号 0599-25-2109

委員 帶山　勝一郎 ｵﾋﾞﾔﾏ ｶﾂｲﾁﾛｳ 桑員 桑名市陽だまりの丘七丁目 815番地 0594-41-5777

 〃 澤田　佳功 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 鈴鹿 鈴鹿市江島本町 31番7号 059-358-5376

 〃 小林　雅文 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾌﾐ 伊賀 伊賀市西高倉 4515番地 0595-23-8929

 〃 廣瀬　　悟 ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ 津 津市半田 1128番地39 059-225-2715

【自動車封印業務管理委員会】

委員長 岡田　泰彦 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 津 津市幸町 27番35号 3階 059-222-7200

副委員長 水谷　尚史 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋｻｼ 四日市 三重郡菰野町大字菰野 1585番地27 090-3956-0181

委員 野田　　忍 ﾉﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 津 津市雲出長常町 1109番地 セピアコート 303号室 090-2133-8461

【申請取次行政書士管理委員会】

委員長 浪木　　粲 ﾅﾐｷ ｷﾖｼ 桑員 桑名市中央町五丁目 51番地5大洋ビル2F 0594-22-8335

委員 中村　五十六 ﾅｶﾑﾗ ｲｿﾛｸ 桑員 いなべ市大安町南金井 2647番地31 0594-37-3996

 〃 小林　徹也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 四日市 四日市市諏訪栄町2番4号　5-B 059-350-2515

 〃 服部　佐知子 ﾊｯﾄﾘ ｻﾁｺ 四日市 四日市市三栄町 5番21号 059-350-0300

【暴力団等排除対策委員会】

委員長 清　　将人 ｾｲ ﾏｻﾄ 四日市 四日市市東富田町 14-4 リビエール・N弐番館 102 059-358-0574

委員 野呂　勇夫 ﾉﾛ ｲｻｵ 四日市 四日市市大鐘町 612番地 059-337-1404

 〃 田畑　隆敏 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 津 津市高茶屋六丁目 2番1号 059-235-2969

 〃 水本　雅久 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾏｻﾋｻ 松阪 松阪市小阿坂町 94番地 0598-58-3238

 〃 小林　敬人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 伊勢 伊勢市二見町西 1017番地384 0596-43-3025

令和４年度　三重県行政書士会　役職名簿



令和４年度　三重県行政書士会　役職名簿

【親族調査等業務管理委員会】

委員長 山越　　一 ﾔﾏｺｼ ﾊｼﾞﾒ 松阪 松阪市小野江町 90番地 0598-56-7345

副委員長 釆睪　里美 ﾜｹﾋﾞｷ ｻﾄﾐ 鈴鹿 鈴鹿市算所四丁目 4番26号 059-370-7172

 〃 中村　　恒 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ 伊勢 伊勢市二見町荘 1458番地 0596-43-2336

委員 加藤　　等 ｶﾄｳ ﾋﾄｼ 桑員 桑名市長島町西外面 1763番地4 0594-42-0111

 〃 橋本　俊雄 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｵ 四日市 四日市市諏訪栄町 22番37号 吉田ビル 403号室  059-355-1981

 〃 樋口　亮治 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ 鈴鹿 鈴鹿市算所三丁目 7番32号 樋口ビル 2階 059-378-7506

 〃 中山　美希子 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｺ 松阪 松阪市飯南町粥見 2630番地 0598-32-3380

 〃 山口　佳孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 伊勢 伊勢市小俣町明野 290番地8 0596-65-5282

【戦略企画委員会】

委員 奥島　要人 ｵｸｼﾏ　ｶﾅﾄ 津 津市本町 14番18号 059-226-2326

 〃 米田　智彦 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 津 津市久居新町 2748番地12 059-254-4415

 〃 金谷　和典 ｶﾅﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 松阪 松阪市大黒田町 1776番地5 0598-22-3911

【会則等諮問委員会】

委員長 山越　　一 ﾔﾏｺｼ ﾊｼﾞﾒ 松阪 松阪市小野江町 90番地 0598-56-7345

委員 橋本　浩三 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ 伊賀 伊賀市阿保 604番地の1 0595-52-1159

 〃 長野　成行 ﾅｶﾞﾉ　ｼｹﾞﾕｷ 松阪 松阪市本町 2166番地1 090-2347-6493

 〃 岡山　和生 ｵｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ 鳥羽志摩 志摩市阿児町鵜方 2975番地183 0599-43-5155

【行政書士ADRセンター三重】

センター長 若林　三知 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾁ 四日市 四日市市大字西阿倉川 1682番地1　 059-333-7335

副センター長 阪　　幸子 ｻｶ ｻﾁｺ 亀山 亀山市みずほ台 867番地32 0595-82-3512

 〃 清　　将人 ｾｲ ﾏｻﾄ 四日市 四日市市東富田町 14-4 リビエール・N弐番館 102 059-358-0574

運営委員 水谷　智子 ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾄﾓｺ 四日市 三重郡朝日町大字小向 1984番地 059-377-3993

 〃 天春　千賀子 ｱﾏｶﾞｽ ﾁｶｺ 四日市 四日市市中野町 1056番地 059-339-0555

 〃 竹之下　成樹 ﾀｹﾉｼﾀ　ｼｹﾞｷ 四日市 四日市市三重三丁目 40番地 059-340-3660

 〃 片岡　良子 ｶﾀｵｶ　ﾘｮｳｺ 鈴鹿 鈴鹿市西条六丁目 3番地の1 ﾎﾟﾚｽﾀｰ西条四季の道402号 059-383-0891

 〃 米田　智彦 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 津 津市久居新町 2748番地12 059-254-4415

 〃 長戸　太志 ﾅｶﾞﾄ　ﾌﾄｼ 松阪 多気郡明和町大字上野 919番地23 0596-72-8204

 〃 藪　　裕子 ﾔﾌﾞ　ﾕｳｺ 松阪 松阪市宝塚町 749番地4 090-7919-9813

 〃 山口　佳孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 伊勢 伊勢市小俣町明野 290番地8 0596-65-5282


