
　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４月３０日

( 令和３年３月分 )

新 旧

自由民主党札幌北区連合支部 坂田　好男
主たる事務所の所
在地

札幌市北区新川１条６丁目２－１９
札幌市北区麻生町９丁目１－８
自民党北海道第二選挙区支部内

R3.3.5 事務局

自由民主党札幌南区連合支部 奥山　昭雄
主たる事務所の所
在地

札幌市南区川沿１１条１丁目１－１８
札幌市南区川沿１２条１丁目１－８４
高木ビル１Ｆ

R2.10.1 事務局

自由民主党北海道第一選挙区
支部

船橋　利実 会計責任者の氏名 川村　康博 元木　一夫 R3.3.31 事務局

自由民主党北海道第五選挙区
支部

和田　義明 会計責任者の氏名 中村　みゆき 新保　栄吉 R3.3.1 事務局

自由民主党北海道林材支部 松原　正和
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北４条西５丁目１番地
林業会館３Ｆ

札幌市中央区北３条西７丁目５番地１－
２　道庁西ビル２Ｆ

R3.2.12 事務局

明るい革新道政をつくる会 三上　友衛
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区大通西１２丁目
高教組センター３階

札幌市白石区菊水５条１丁目４－５
第６尾崎ビル

R2.11.29 事務局

建船会 坂　敏弘
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区大通西８丁目２－３２
ダイヤモンドビル２階

札幌市中央区南８条西１５丁目１－１７
（中田宅）

R3.3.1 事務局

幸福実現党札幌北東後援会 中島　秀雄
主たる事務所の所
在地

札幌市東区北８条東８丁目１－１５
札幌市北区北３４条西５丁目１－３－５
０７

R3.3.3 事務局

幸福実現党札幌北東後援会 中島　秀雄 代表者の氏名 中島　秀雄 野市　裕司 R3.3.3 事務局

小和田康文後援会 小和田　康文
主たる事務所の所
在地

札幌市豊平区月寒東３条１６丁目４番１
号　トニカ・ラ・メラ月寒東３０７号室

札幌市豊平区水車町２－５－１０
ダイアパレス水車町７０４号室

R2.4.20 事務局

佐々木明美後援会 藤根　光夫
主たる事務所の所
在地

札幌市手稲区前田７条１０丁目５－１４ 札幌市手稲区富丘３条４丁目３番２号 R3.3.1 事務局

次代政策研究会 船橋　利実 会計責任者の氏名 川村　康博 元木　一夫 R3.3.31 事務局

全国小売酒販政治連盟北海道
支部

矢藤　文也 代表者の氏名 矢藤　文也 安部　英明 R2.6.4 事務局

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

地域総合政策研究会 道下　大樹 会計責任者の氏名 山口　修 佐藤　克 R3.3.25 事務局

日本共産党札幌手稲区後援会 茂木　泰三
主たる事務所の所
在地

札幌市手稲区前田７条１０丁目５－１４ 札幌市手稲区前田４条１１丁目９－２５ R3.3.1 事務局

日本共産党北海道農民後援会 山川　秀正 会計責任者の氏名 富沢　修一 石黒　英彦 R3.3.28 事務局

福士勝後援会 若濱　健太 代表者の氏名 若濱　健太 佐藤　文昭 R3.3.2 事務局

北船会 佐藤　寿一
主たる事務所の所
在地

札幌市豊平区平岸２条９丁目１－３０－
８０１木内宅

札幌市豊平区美園７条２丁目４－６
長谷川宅

R3.3.15 事務局

北船会 佐藤　寿一 会計責任者の氏名 木内　順司 長谷川　裕詞 R3.3.15 事務局

北海道教育フォーラム 苅屋　重信 会計責任者の氏名 山﨑　俊一 木下　真一 R2.12.25 事務局

北海道石油政治連盟 河辺　善一 会計責任者の氏名 常本　照也 吉国　知識 R2.6.22 事務局

北海道電力総連政治活動委員
会

遠藤　唯充 会計責任者の氏名 大滝　英人 長谷川　一也 R2.7.31 事務局

北海道電力労働組合政治連盟 遠藤　唯充
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区大通西１６丁目
北海道勤労文化会舘内

札幌市中央区大通西１６丁目１番１９
北海道勤労文化会舘内

R2.8.1 事務局

北海道電力労働組合政治連盟 遠藤　唯充 会計責任者の氏名 大滝　英人 長谷川　一也 R2.7.22 事務局

北海道農民政治力会議 西原　正行 代表者の氏名 西原　正行 山田　富士雄 R3.2.25 事務局

北海道パワーエンジニアリン
グ労働組合政治活動委員会

塚本　幸喜
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北４条西１丁目１番地
共済ビル２階

札幌市中央区北４条西１丁目２番地１
共済ビル２階

H31.4.1 事務局

北海道パワーエンジニアリン
グ労働組合政治活動委員会

塚本　幸喜 代表者の氏名 塚本　幸喜 澤田石　恭則 R2.7.11 事務局

北海道パワーエンジニアリン
グ労働組合政治活動委員会

塚本　幸喜 会計責任者の氏名 長谷川　裕太 塚本　幸喜 R2.7.11 事務局

北海道ビルメンテナンス政治
連盟

多田　和則 代表者の氏名 多田　和則 逸見　龍馬 R3.2.15 事務局

北海道舗装政治連盟 中田　隆博 会計責任者の氏名 早川　友浩 向山　春夫 R2.6.30 事務局

北海道民社協会 福士　勝 会計責任者の氏名 長谷川　一也 甲斐　覚 R2.6.25 事務局



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

北海道木材産業政治連盟 松原　正和
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北４条西５丁目１番地
林業会館３Ｆ

札幌市中央区北３条西７丁目５番地１－
２　道庁西ビル２Ｆ

R3.2.12 事務局

和田義明後援会 藤井　幸一 代表者の氏名 藤井　幸一 新保　栄吉 R3.3.1 事務局

和田義明後援会 藤井　幸一 会計責任者の氏名 中村　みゆき 新保　栄吉 R3.3.1 事務局

自由民主党南幌支部 川幡　宗宏 会計責任者の氏名 境　憲明 堀米　光幸 R3.3.1 空知支所

内田恵子後援会 内田　恵子 代表者の氏名 内田　恵子 阿部　弘子 R3.3.5 空知支所

内田恵子後援会 内田　恵子 会計責任者の氏名 内田　恵子 小野塚　卓蔵 R3.3.23 空知支所

孝友会 渡邊　孝一 会計責任者の氏名 西村　猛 渡邊　孝一 R3.3.1 空知支所

さいとう良彦後援会 内田　和幸
主たる事務所の所
在地

夕張郡長沼町銀座南１丁目９－１４ 夕張郡長沼町旭町南１丁目７番１号 R2.8.15 空知支所

佐々木まなぶ後援会 北　輝男 会計責任者の氏名 中川　英男 畑　和孝 R3.3.3 空知支所

砂川民社協会 田畑　秀也 会計責任者の氏名 福島　洋子 桐生　雅彦 R3.3.4 空知支所

竹村けいいちと赤平を思う会 竹村　恵一
主たる事務所の所
在地

赤平市若木町西１－１９ 赤平市若木町東７－２ R3.3.25 空知支所

畑地誉後援会 大西　純一 会計責任者の氏名 杉本　徹 辻　幸一 R3.1.1 空知支所

北海道民社協会十区支部 結城　慎悟
主たる事務所の所
在地

岩見沢市９条西１丁目１２番地１ 北海道
電力ネットワーク㈱内

岩見沢市９条西１丁目１２番地 北海道電
力㈱内

R2.4.1 空知支所

北海道民社協会十区支部 結城　慎悟 代表者の氏名 結城　慎悟 高橋　良介 R3.3.19 空知支所

北海道民社協会十区支部 結城　慎悟 会計責任者の氏名 大野　智文 和田　年弘 R3.3.19 空知支所

わたなべ孝一岩見沢後援会 長谷川　幸男 会計責任者の氏名 西村　猛 渡邊　孝一 R3.3.1 空知支所

石田たけしを応援する会 石田　武史
主たる事務所の所
在地

江別市大麻高町３－２４ 江別市大麻東町１３－１ R3.3.26 石狩支所

市川しんじ後援会 三上　一 代表者の氏名 三上　一 遠藤　謹也 R3.3.3 石狩支所



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

村上もとむ後援会 村上　求
主たる事務所の所
在地

石狩市花川南２条３丁目２６５番地 石狩市花川南４条４丁目７０番地 R3.3.29 石狩支所

明るく元気なみんなの小樽を
つくる会

鳴海　一芳 政治団体の名称
明るく元気なみんなの小樽と後志をつく
る会

明るく元気なみんなの小樽をつくる会 R2.9.11 後志支所

幸福実現党小樽後援会 相馬　美奈子
主たる事務所の所
在地

小樽市長橋５丁目７番７号 小樽市富岡２丁目１８番２１号 R3.2.1 後志支所

幸福実現党小樽後援会 相馬　美奈子 代表者の氏名 相馬　美奈子 菊田　京子 R3.2.1 後志支所

小松ひろゆき後援会 菊地　博 代表者の氏名 菊地　博 樫原　和雄 R3.3.23 後志支所

さとう聖一郎後援会 津司　康雄
主たる事務所の所
在地

余市郡仁木町北町１丁目１４番地３５ 余市郡仁木町北町１丁目１４番地２７ R3.3.15 後志支所

成田しんいち後援会 大田　学 代表者の氏名 菊池　利昌 大田　学 R3.3.6 後志支所

北海道を愛するみんなの会・
小樽後援会

西條　文雪 代表者の氏名 西條　文雪 山本　秀明 R3.3.23 後志支所

自由民主党大滝支部 元谷　隆
主たる事務所の所
在地

伊達市大滝区優徳町６４－１５ 伊達市大滝区本町５１番地の３ R3.3.1 胆振支所

自由民主党大滝支部 元谷　隆 代表者の氏名 元谷　隆 大宮　不二雄 R3.3.1 胆振支所

自由民主党大滝支部 元谷　隆 会計責任者の氏名 阿戸　孝之 塚田　洋史 R3.3.1 胆振支所

自由民主党伊達支部 浦　義浩
主たる事務所の所
在地

伊達市鹿島町１６ＭＳビル１Ｆ
小倉拓後援会事務所内

伊達市大町１１番地 R3.2.1 胆振支所

自由民主党伊達支部 浦　義浩 代表者の氏名 浦　義浩 寺島　徹 R3.2.1 胆振支所

自由民主党伊達支部 浦　義浩 会計責任者の氏名 田中　秀幸 渡部　良一 R3.2.1 胆振支所

自由民主党穂別支部 星　正臣 代表者の氏名 星　正臣 山越　弘 R3.3.16 胆振支所

日本共産党室蘭地区委員会 毛利　敏 会計責任者の氏名 常磐井　茂樹 高橋　克美 R3.3.17 胆振支所

岩村和則後援会 岩村　和則
主たる事務所の所
在地

伊達市有珠町４８番地２６ 伊達市有珠町６－８５ R3.3.30 胆振支所

神戸典臣厚真町後援会 森本　寿夫
主たる事務所の所
在地

勇払郡厚真町本町３０番地 勇払郡厚真町字表町９９番地新田義孝方 R2.12.30 胆振支所



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

神戸典臣厚真町後援会 森本　寿夫 会計責任者の氏名 木本　宏 森田　正司 R2.12.30 胆振支所

幸福実現党室蘭後援会 佐藤　資子 代表者の氏名 佐藤　資子 笹　直樹 R3.1.1 胆振支所

幸福実現党室蘭後援会 佐藤　資子 会計責任者の氏名 佐藤　資子 笹　直樹 R3.1.1 胆振支所

しもみち英明後援会 下道　英明 会計責任者の氏名 神馬　久夫 下道　惠美 R2.7.10 胆振支所

日本共産党追分後援会 佐藤　徳行 代表者の氏名 佐藤　徳行 鎌田　晃一 R3.3.1 胆振支所

日本共産党白老町東部後援会 斎藤　征信 代表者の氏名 斎藤　征信 木元　倫雄 R3.2.1 胆振支所

日本共産党白老町東部後援会 斎藤　征信 会計責任者の氏名 中野　嘉陽 木元　友恵 R3.2.1 胆振支所

日本共産党田村農夫成後援会 上西　武司 代表者の氏名 上西　武司 太田　柳太郎 R3.3.17 胆振支所

日本共産党田村農夫成後援会 上西　武司 会計責任者の氏名 石原　まさ子 米津　昭治 R3.3.17 胆振支所

日本共産党苫小牧西部後援会 庄司　征士 会計責任者の氏名 藤間　聰夫 鈴木　章 R3.3.1 胆振支所

ほりい学洞爺湖町後援会 大西　智 代表者の氏名 大西　智 鈴木　昭 R2.10.5 胆振支所

ほりい学洞爺湖町後援会 大西　智 会計責任者の氏名 片岡　一之 斉藤　義則 R3.2.3 胆振支所

松尾まさかつ連合後援会 畑　宣佳 会計責任者の氏名 松尾　真智子 廣澤　和成 R3.3.23 胆振支所

村井洋一後援会 工藤　敏和 代表者の氏名 工藤　敏和 佐々木　功 R3.3.6 胆振支所

森てつや後援会 国本　忠孝 代表者の氏名 国本　忠孝 斎藤　征信 R3.2.1 胆振支所

森てつや後援会 国本　忠孝 会計責任者の氏名 佐藤　良徳 国本　忠孝 R3.2.1 胆振支所

自由民主党日高連合ブロック
協議会

藤沢　澄雄 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

自由民主党北海道日高振興局
第二支部

藤沢　澄雄 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所



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

自由民主党門別支部 磯田　洋一 代表者の氏名 磯田　洋一 磯田　憲生 R3.3.19 日高支所

自由民主党門別支部 磯田　洋一 会計責任者の氏名 須田　勲 高橋　正幸 R3.3.19 日高支所

愛する日高をもっと元気にす
る会

藤沢　澄雄 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

かきき克弘と進む会日高連合
後援会

會澤　實 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

鎌田信一後援会 薮田　誠期 会計責任者の氏名 本巣　信平 江渡　繁治 R3.3.12 日高支所

ささき孝雄後援会 谷川　英樹 代表者の氏名 谷川　英樹 千崎　利孝 R2.12.5 日高支所

高橋はるみ沙流川地区後援会
五十嵐　千津
雄

代表者の氏名 五十嵐　千津雄 磯田　憲生 R3.3.19 日高支所

高橋はるみ沙流川地区後援会
五十嵐　千津
雄

会計責任者の氏名 磯田　洋一 五十嵐　千津雄 R3.3.19 日高支所

高橋はるみ新ひだか町後援会 藤沢　澄雄 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

伊達忠一門別町後援会 磯田　洋一 代表者の氏名 磯田　洋一 磯田　憲生 R3.3.19 日高支所

伊達忠一門別町後援会 磯田　洋一 会計責任者の氏名 須田　勲 高橋　正幸 R3.3.19 日高支所

千葉良則後援会 宮本　利彦 会計責任者の氏名 樋屋　比呂志 柳　庄一 R2.11.10 日高支所

橋本聖子静内後援会 山口　董子 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

日高地方議員連絡協議会 西尾　英俊 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

藤沢澄雄後援会 中島　滋 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

藤沢すみお東静内地区後援会 須崎　幸男 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

ほりい学静内後援会 藤沢　澄雄 会計責任者の氏名 田口　智晴 堀部　和史 R2.4.1 日高支所

堀井学門別後援会 磯田　洋一 代表者の氏名 磯田　洋一 磯田　憲生 R3.3.19 日高支所
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堀井学門別後援会 磯田　洋一 会計責任者の氏名 須田　勲 高橋　正幸 R3.3.19 日高支所

小山直子と歩む会 北村　美晴 代表者の氏名 北村　美晴 武　啓子 R3.3.31 渡島支所

政治結社皇道維新会 髙橋　圭一 会計責任者の氏名 山﨑　勉平 村田　桂一 R3.3.24 渡島支所

辻紀樹後援会 水上　正明
主たる事務所の所
在地

山越郡長万部町字富野１１１ 山越郡長万部町字平里１００－１ R3.3.15 渡島支所

辻紀樹後援会 水上　正明 会計責任者の氏名 辻　利津子 榊　勝利 R3.3.15 渡島支所

ひずみ邦夫後援会 佐々木　秀一 会計責任者の氏名 西田　伸吾 松井　伸一 R3.3.9 渡島支所

堀合てつや後援会 堀合　哲哉
主たる事務所の所
在地

茅部郡森町字鳥崎町１０４－５８ 茅部郡森町字森川町２９１の７４ R3.3.17 渡島支所

自由民主党旭川支部 杉山　允孝 代表者の氏名 杉山　允孝 東　国幹 R3.3.3 上川支所

自由民主党旭川支部 杉山　允孝
国会議員関係政治
団体の区分

国会議員関係政治団体以外の政治団体
法第十九条の七第一項第一号及び第二号
に係る国会議員関係政治団体

R3.3.3 上川支所

自由民主党剣淵支部 卯城　規伊 会計責任者の氏名 加部　正敏 畠山　宏美 R3.3.31 上川支所

自由民主党北海道名寄市第一
支部

村上　勝浩 代表者の氏名 村上　勝浩 加藤　唯勝 R3.3.25 上川支所

自由民主党北海道名寄市第一
支部

村上　勝浩 会計責任者の氏名 金野　伴紀 黒田　英二 R3.3.25 上川支所

日本共産党上川地区委員会 三浦　謙一 代表者の氏名 三浦　謙一 猿子　昌正 R3.1.20 上川支所

日本共産党上川地区委員会 三浦　謙一 会計責任者の氏名 千葉　弥生 生出　裕美 R3.1.20 上川支所

安住太伸後援会 楠井　隆明 会計責任者の氏名 太田　章 米村　洋一 R3.3.10 上川支所

安住太伸２１世紀懇話会 安住　太伸
主たる事務所の所
在地

旭川市４条通７丁目９２３－１
ヨン・ナナビル２F

旭川市東１条２丁目１番１５号 R3.3.10 上川支所

安住太伸２１世紀懇話会 安住　太伸 会計責任者の氏名 太田　章 米村　洋一 R3.3.10 上川支所

石神唯安後援会 松田　浩明 代表者の氏名 松田　浩明 長谷川　盟 R3.2.18 上川支所
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岡本伸一後援会 佐々木　玄明 代表者の氏名 佐々木　玄明 安井　敏 R3.3.12 上川支所

元気な北海道新しい旭川を創
る会

楠井　隆明
主たる事務所の所
在地

旭川市４条通７丁目９２３－１
ヨン・ナナビル２F

旭川市東１条２丁目１番１５号 R3.3.10 上川支所

元気な北海道新しい旭川を創
る会

楠井　隆明 会計責任者の氏名 太田　章 米村　洋一 R3.3.10 上川支所

たかの美枝子後援会 髙野　美枝子 会計責任者の氏名 天野　博美 高橋　なおみ R2.4.1 上川支所

たかの美枝子とともに創る希
望の会

渡辺　洋 会計責任者の氏名 天野　博美 高橋　なおみ R2.4.1 上川支所

谷まもるを育てる会後援会 古川　親文
主たる事務所の所
在地

士別市西４条７丁目３２７－５４
谷守方

士別市西２条８丁目７０８－２９
谷剛方

R3.3.4 上川支所

東朋会 東　国幹
国会議員関係政治
団体の区分

法第十九条の七第一項第一号に係る国会
議員関係政治団体

国会議員関係政治団体以外の政治団体 R2.10.21 上川支所

東朋会 東　国幹
公職の種類（第一
号）

衆議院議員  R2.10.21 上川支所

北海道を愛するみんなの会鷹
栖町後援会

大石　隆
主たる事務所の所
在地

上川郡鷹栖町南２条１丁目１－１ 上川郡鷹栖町１１線５号 R3.3.10 上川支所

北海道を愛するみんなの会鷹
栖町後援会

大石　隆 代表者の氏名 大石　隆 伊林　正 R3.3.10 上川支所

北海道を愛するみんなの会鷹
栖町後援会

大石　隆 会計責任者の氏名 舘山　幸男 川合　強 R3.3.10 上川支所

山崎まゆみ後援会 山崎　眞由美 会計責任者の氏名 天野　博美 高橋　なおみ R2.4.1 上川支所

上遠野浩志後援会 西谷　榮治 代表者の氏名 西谷　榮治 市村　正則 R3.3.7 宗谷支所

上遠野浩志後援会 西谷　榮治 会計責任者の氏名 成田　英雄 西谷　榮治 R3.3.7 宗谷支所

こが友一後援会 古我　友一 代表者の氏名 古我　友一 澤田　美由紀 R1.5.1 宗谷支所

こが友一後援会 古我　友一 会計責任者の氏名 古我　友一 成沢　萌 R1.5.1 宗谷支所

市政改革推進会 古我　友一 代表者の氏名 古我　友一 澤田　美由紀 R1.5.1 宗谷支所

市政改革推進会 古我　友一 会計責任者の氏名 古我　友一 成沢　萌 R1.5.1 宗谷支所
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なかむら公博後援会 中村　公博
主たる事務所の所
在地

稚内市恵比須４丁目６番２６号 稚内市大黒４丁目５番９号 H31.4.28 宗谷支所

なかむら公博を応援する会 熊谷　悦子
主たる事務所の所
在地

稚内市恵比須４丁目６番２６号 稚内市大黒４丁目５番９号 H31.4.28 宗谷支所

自由民主党湧別支部 角矢　賢矩
主たる事務所の所
在地

紋別郡湧別町東３８番地１ 紋別郡湧別町栄町１３３番地の１ R3.3.8
オホーツ
ク支所

あばしり未来塾 佐伯　晴幸
主たる事務所の所
在地

網走市駒場北１丁目４－２３ 網走市南５条東４丁目 R2.8.1
オホーツ
ク支所

小川清人後援会 小川　清人 会計責任者の氏名 遠藤　勝幸 山川　延治 R3.3.26
オホーツ
ク支所

喜多俊晴後援会 喜多　俊晴 会計責任者の氏名 喜多　由美 植田　和世 R3.3.8
オホーツ
ク支所

久保弘志後援会 橘　芳和
主たる事務所の所
在地

斜里郡小清水町元町１丁目４６番２５号 斜里郡小清水町字萱野１５３番地 R3.3.4
オホーツ
ク支所

久保弘志後援会 橘　芳和 代表者の氏名 橘　芳和 鈴木　清一 R3.3.4
オホーツ
ク支所

すいよう会 水谷　洋一
主たる事務所の所
在地

網走市駒場北１丁目４－２３ 網走市南５条東４丁目９ R2.8.1
オホーツ
ク支所

自由民主党上士幌支部 橋本　正則 会計責任者の氏名 野村　和彦 楠　直俊 R3.3.1 十勝支所

上野みゆき後援会 村瀬　寿夫 会計責任者の氏名 中島　康江 山本　絵美 R3.3.29 十勝支所

幸福実現党帯広後援会 佐藤　弘明
主たる事務所の所
在地

帯広市西９条南４０丁目４－２ 帯広市西１１条北５丁目６番地９ R2.10.1 十勝支所

幸福実現党帯広後援会 佐藤　弘明 代表者の氏名 佐藤　弘明 晒谷　喜代治 R2.10.1 十勝支所

新党大地大樹支部 伊藤　雅一
主たる事務所の所
在地

広尾郡大樹町東本通２０ 広尾郡大樹町３条通１８－２５ R3.3.31 十勝支所

新党大地大樹支部 伊藤　雅一 代表者の氏名 伊藤　雅一 伊藤　時春 R3.3.31 十勝支所

鈴木宗男大樹町後援会 伊藤　雅一
主たる事務所の所
在地

広尾郡大樹町東本通２０ 広尾郡大樹町西本通１３番地 R3.3.31 十勝支所

鈴木宗男大樹町後援会 伊藤　雅一 代表者の氏名 伊藤　雅一 伊藤　時春 R3.3.31 十勝支所

鈴木宗男西帯広連合後援会 坂谷　徹
主たる事務所の所
在地

帯広市西２２条南２丁目５５番地 帯広市西２１条南２丁目１－８ R3.3.31 十勝支所
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鈴木宗男西帯広連合後援会 坂谷　徹 代表者の氏名 坂谷　徹 伊藤　肇 R3.3.31 十勝支所

原子ひろし後援会 大平　健 代表者の氏名 大平　健 土屋　吉勝 R2.12.15 十勝支所

山西二三夫後援会 高田　静 会計責任者の氏名 福谷　章 森　孝男 R3.3.26 十勝支所

自由民主党厚岸支部 宮原　文憲
主たる事務所の所
在地

厚岸郡厚岸町白浜４丁目１１番地 厚岸郡厚岸町奔渡６丁目１７７番地 R1.6.28 釧路支所

自由民主党厚岸支部 宮原　文憲 代表者の氏名 宮原　文憲 岩谷　仁悦郎 R1.6.28 釧路支所

自由民主党厚岸支部 宮原　文憲 会計責任者の氏名 西田　一博 堀　守 R1.6.28 釧路支所

鎌田民子後援会 鎌田　政義 代表者の氏名 鎌田　政義 井川　謙一 R3.3.31 釧路支所

鎌田民子後援会 鎌田　政義 会計責任者の氏名 鳴海　聖浩 横山　和彦 R3.3.31 釧路支所

くさじま守之後援会 高橋　利一 会計責任者の氏名 谷口　秀生 大越　徹 R3.3.31 釧路支所

草島守之二十一世紀を創る会 草島　守之 会計責任者の氏名 谷口　秀生 高橋　雅弘 R3.3.31 釧路支所

釧路土地家屋調査士政治連盟 坂下　直樹 代表者の氏名 坂下　直樹 岡崎　學 R3.3.16 釧路支所

釧路土地家屋調査士政治連盟 坂下　直樹 会計責任者の氏名 遠藤　博文 堀川　清隆 R3.3.16 釧路支所

斉藤たかゆき後援会 齋藤　賢之 会計責任者の氏名 細川　弥生 岩田　茂利 R3.3.26 釧路支所

鈴木宗男音別町後援会 成田　純哉
主たる事務所の所
在地

釧路市音別町中音別４０３－２　成田方 釧路市音別町中園２丁目 R3.3.1 釧路支所

鈴木宗男音別町後援会 成田　純哉 代表者の氏名 成田　純哉 横山　長治 R3.3.1 釧路支所

鈴木宗男音別町後援会 成田　純哉 会計責任者の氏名 竹迫　勝行 田井　博行 R3.3.1 釧路支所

鈴木宗男標茶町後援会 小野寺　典男
主たる事務所の所
在地

川上郡標茶町字熊牛原野１５線西２　㈱
多田塗装工業内

川上郡標茶町平和４－４３　日野組㈱内 R3.3.1 釧路支所

鈴木宗男標茶町後援会 小野寺　典男 代表者の氏名 小野寺　典男 藤原　久紀 R3.3.1 釧路支所
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富田忠行後援会 高橋　直裕 代表者の氏名 高橋　直裕 住谷　正治 R3.2.1 釧路支所

村上和繁後援会 佐々木　孝夫 代表者の氏名 佐々木　孝夫 佐藤　雅宏 R3.3.29 釧路支所


