
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第7条第1項の規定による政治団体の届出事項の異動届出があったので、同法第7条の2第1項の規定に基づき、その名称等を

次のとおり公表する。

令和３年５月２７日

( 令和３年４月分 )

新 旧

全国旅舘政治連盟北海道支部 西海　正博 会計責任者の氏名 中殿　恭子 米澤　佳晃 R3.3.16 事務局

北海道森林土木建設業政治連
盟

幌村　司
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北４条西５丁目１
林業会館

札幌市中央区北４条西４丁目１－１
ニュー札幌ビル

R3.3.25 事務局

市民がつくる政治の会北海道
支部

山本　哲夫 政治団体の名称 市民がつくる政治の会北海道支部 日本母親連盟北海道支部 R3.4.8 空知支所

空知地区農協政治連盟 北　輝男 会計責任者の氏名 桑原　啓史郎 古川　拓嗣 R3.4.1 空知支所

本間やすあき後援会 水原　勝之
主たる事務所の所
在地

滝川市明神町２－４－２４ 滝川市栄町３丁目４番１号 R2.11.30 空知支所

たかは茂後援会 鷹羽　茂 会計責任者の氏名 中川　省二 田辺　康夫 R3.3.7 石狩支所

堀直人と持続可能な希望ある
江別をつくる会

堀　直人 会計責任者の氏名 櫛引　康平 奈良　幸則 R3.4.1 石狩支所

髙木のりかず後援会 髙木　紀和
主たる事務所の所
在地

小樽市最上２丁目３番１４号 小樽市花園２丁目９番５号 R3.4.1 後志支所

公明党苫小牧総支部 藤田　廣美
主たる事務所の所
在地

苫小牧市末広町３丁目６番１５号大東末
広ビル２Ｆ

苫小牧市末広町３丁目６番１５号ジブラ
ルタ生命ビル２Ｆ

R3.4.16 胆振支所

自由民主党追分支部 八木　寧秀 代表者の氏名 八木　寧秀 堀　喜代衛 R3.4.1 胆振支所

自由民主党追分支部 八木　寧秀 会計責任者の氏名 佐藤　玄一 渡辺　信一 R3.4.1 胆振支所

自由民主党早来支部 小林　正道
主たる事務所の所
在地

勇払郡安平町早来大町２１番地 勇払郡安平町早来栄町１１９－３０ R3.4.1 胆振支所

自由民主党早来支部 小林　正道 代表者の氏名 小林　正道 大屋　和一 R3.4.1 胆振支所

北海道選挙管理委員会委員長　　石　塚　　正　寛　　　　　　

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項
異　　　動　　　内　　　容

異動年月日 届出年月日 届出先 備考



新 旧
政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項

異　　　動　　　内　　　容
異動年月日 届出年月日 届出先 備考

林義秀後援会 大橋　幸雄
主たる事務所の所
在地

爾志郡乙部町字姫川７５２ー４ 爾志郡乙部町字姫川７５２ R2.7.10 檜山支所

自由民主党南富良野支部 曽慶　一介 代表者の氏名 曽慶　一介 新田　信一 R3.4.1 上川支所

自由民主党南富良野支部 曽慶　一介 会計責任者の氏名 堀内　四郎 及川　敬典 R3.4.1 上川支所

東国幹南富良野町後援会 曽慶　一介 政治団体の名称 東国幹南富良野町後援会 今津ひろし南富良野町後援会 R3.4.1 上川支所

東国幹南富良野町後援会 曽慶　一介 代表者の氏名 曽慶　一介 新田　信一 R3.4.1 上川支所

東国幹南富良野町後援会 曽慶　一介 会計責任者の氏名 堀内　四郎 及川　敬典 R3.4.1 上川支所

後藤いちお後援会 藤野　和紀 会計責任者の氏名 石田　広明 杉本　良一 R3.4.21 上川支所

牧野勇司連合後援会 神田　壽昭 代表者の氏名 神田　壽昭 千葉　道夫 R3.4.13 上川支所

北見建協政治連盟 久島　和俊 会計責任者の氏名 島田　保 藤吉　保憲 R3.4.1
オホーツ
ク支所

今野ゆうこ後援会 今野　祐子
主たる事務所の所
在地

帯広市西１２条南３１丁目１番地３ 帯広市西１８条南２丁目７番地２０ R3.4.12 十勝支所

竹中みつぎ後援会 宮内　雅吐
主たる事務所の所
在地

河東郡上士幌町字上士幌東３線２２５番
地

河東郡上士幌町字上士幌東２線２２１番
地

R3.3.11 十勝支所

中川ゆうこ帯広稲田地区後援
会

河瀬　正直 政治団体の名称 中川ゆうこ帯広稲田地区後援会 中川ゆうこ帯広清流地区後援会 R3.4.20 十勝支所

中川ゆうこ帯広稲田地区後援
会

河瀬　正直 代表者の氏名 河瀬　正直 鳥越　進 R3.4.20 十勝支所

中川ゆうこ帯広稲田地区後援
会

河瀬　正直 会計責任者の氏名 中山　星一 山田　昭充 R3.4.20 十勝支所

中川ゆうこ帯広競馬場春駒地
区後援会

岡田　昭佳 代表者の氏名 岡田　昭佳 奥本　利昭 R3.4.20 十勝支所

中川ゆうこ帯広啓北地区後援
会

鈴木　捷三 代表者の氏名 鈴木　捷三 鈴木　昇 R3.4.20 十勝支所

中川ゆうこ帯広栄地区後援会 斉田　英輝 代表者の氏名 斉田　英輝 吉田　政一 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広栄地区後援会 斉田　英輝 会計責任者の氏名 植地　晃 深沢　武一 R3.4.15 十勝支所



新 旧
政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項

異　　　動　　　内　　　容
異動年月日 届出年月日 届出先 備考

中川ゆうこ帯広中央西地区後
援会

夷石　行夫 会計責任者の氏名 福田　昭 千枝　克孝 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広豊成地区後援
会

清水　喜代司 代表者の氏名 清水　喜代司 山田　忠一郎 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広豊成地区後援
会

清水　喜代司 会計責任者の氏名 佃　恒子 大浦　則世 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広緑ヶ丘地区後
援会

佐藤　聡 代表者の氏名 佐藤　聡 富井　司郎 R3.4.20 十勝支所

中川ゆうこ帯広南町地区後援
会

鬼塚　英喜 代表者の氏名 鬼塚　英喜 斎藤　明 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広南町地区後援
会

鬼塚　英喜 会計責任者の氏名 十川　裕一 平川　明弘 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広若葉地区後援
会

奥原　宏 代表者の氏名 奥原　宏 大浦　達也 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ帯広若葉地区後援
会

奥原　宏 会計責任者の氏名 大崎　栄六 黒田　昭栄 R3.4.15 十勝支所

中川ゆうこ本別後援会 篠原　義彦 会計責任者の氏名 友高　裕満 山下　芳久 R3.3.31 十勝支所

釧路歯科医師連盟 岡田　実継 代表者の氏名 岡田　実継 中谷　洋司 R1.6.1 釧路支所


