
　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１日

( 令和３年２月分 )

新 旧

自由民主党札幌白石区連合支
部

門馬　幸雄 会計責任者の氏名 田畑　隆二 鈴木　利勝 R3.2.15 事務局

建船会 坂　敏弘 会計責任者の氏名 川村　康博 中田　隆博 R3.2.26 事務局

幸福実現党札幌中央後援会 畑　誠一 会計責任者の氏名 宮越　瑞恵 小林　睦明 R3.2.12 事務局

こじまゆみ後援会 小嶋　裕美
主たる事務所の所
在地

札幌市厚別区厚別中央３条５丁目８番２０
号

札幌市厚別区厚別中央４条３丁目７番２３
号 R2.11.15 事務局

すだ靖子連合後援会 坂本　博
主たる事務所の所
在地

札幌市手稲区前田１条４丁目５－２６
札幌市手稲区手稲本町２条２丁目２－１２
クリスタルハイツ１Ｆ R2.1.1 事務局

ちば英守連合後援会 千葉　英守 代表者の氏名 千葉　英守 安斎　勲 R3.2.1 事務局

ほくでんサ―ビス労働組合政
治活動委員会

中野　由郁
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区南１条東２丁目６大通バスセ
ンタービル２号館３階

札幌市中央区南１条東２丁目６大通バスセ
ンタービル２号館６階 R3.2.22 事務局

北海道山林種苗政治連盟 竹内　一秋
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 札幌市中央区北３条西７丁目１番地 R2.12.26 事務局

北海道知事鈴木直道後援会・
友鈴会

江藤　茂
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北２条東１丁目３－３札幌北
２条サンマウンテンビル４０１

札幌市中央区北２条東１丁目２－１０北２
条ビル４Ｆ活力あふれる北海道の未来を実
現する会鈴木直道事務所内

R3.2.1 事務局

自由民主党北海道第十選挙区
支部

橋本　聖子 代表者の氏名 橋本　聖子 𠮷川　貴盛 R3.2.4 空知支所

自由民主党北海道第十選挙区
支部

橋本　聖子 会計責任者の氏名 西村　猛 渡邊　孝一 R3.2.4 空知支所

自由民主党北海道衆議院比例
区第一支部

渡邊　孝一 会計責任者の氏名 朝比奈　正倫 渡邊　孝一 R3.2.4 空知支所

荒当聖吾連合後援会 荒当　聖吾 会計責任者の氏名 向井　正幸 櫛田　秀一 R3.2.4 空知支所

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

日本商工連盟歌志内地区連盟 斉藤　靖 会計責任者の氏名 佐藤　守 荒岡　宏明 R3.1.1 空知支所

落野章一後援会 伊東　ミツ子 代表者の氏名 伊東　ミツ子 落野　章一 R3.2.20 石狩支所

かたやま健也後援会 佐々木　俊丸 代表者の氏名 佐々木　俊丸 樫原　和雄 R3.2.1 後志支所

かやね英昭後援会 茅根　静江 代表者の氏名 茅根　静江 葛間　俶 R3.2.3 後志支所

新生小樽を築く会 森井　秀明 会計責任者の氏名 小池　二郎 今野　勝義 R3.2.4 後志支所

中村裕之倶知安後援会 本田　哲
主たる事務所の所
在地

虻田郡倶知安町字八幡４３９番地１本田興
業株式会社内

虻田郡倶知安町北２条東１丁目１番地本田
興業株式会社内 R3.2.14 後志支所

野呂えいじ後援会 芳賀　章二郎 代表者の氏名 芳賀　章二郎 前田　重昌 R2.11.1 後志支所

厚真民社協会 樋󠄀郡　伸幸 会計責任者の氏名 荒川　絢斗 日向　至 R3.2.15 胆振支所

とりごえ真由美後援会 濵野　美奈 会計責任者の氏名 鳥越　真由美 佐々木　美紀子 R3.2.9 胆振支所

日胆同友会 中田　孔幸 会計責任者の氏名 戸澤　廣 中村　嘉孝 R3.2.5 胆振支所

ふたまたよしのり後援会 貮又　聖規
主たる事務所の所
在地

白老郡白老町末広町５－４－８ 白老郡白老町末広町４丁目９－２３ R1.12.1 胆振支所

ふたまたよしのり後援会 貮又　聖規 代表者の氏名 貮又　聖規 島崎　清信 R1.12.1 胆振支所

南川たつひこ後援会 坂本　正太郎
主たる事務所の所
在地

室蘭市高砂町３丁目２－７
室蘭市高砂町１丁目５１番３号フローラ２
－２ R3.2.1 胆振支所

自由民主党静内支部 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

日本共産党日高地区委員会 植木　尚 代表者の氏名 植木　尚 菊地　日出夫 R2.4.12 日高支所

日本共産党日高地区委員会 植木　尚 会計責任者の氏名 進藤　良次 R2.4.12 日高支所

かないわ武吉浦河町後援会 高田　勲 会計責任者の氏名 小林　雄志 赤羽　繁夫 R3.2.1 日高支所

かないわ武吉新ひだか町静内
後援会

河田　勝男 会計責任者の氏名 小林　雄志 高木　京子 R2.3.31 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

２１．ふるさとを考える会 金岩　武吉 会計責任者の氏名 小林　雄志 赤羽　繁夫 R3.2.1 日高支所

日本商工連盟浦河地区連盟 上田　正則
主たる事務所の所
在地

浦河郡浦河町大通１丁目３６番地浦河商工
会議所内

浦河郡浦河町大通１丁目３６番地の２浦河
商工会議所内 R3.1.27 日高支所

日本商工連盟浦河地区連盟 上田　正則 会計責任者の氏名 新松　智 楠野　博治 R3.1.25 日高支所

北海道石油政治連盟日高地方
支部

奥田　宗一郎 会計責任者の氏名 新松　智 楠野　博治 R3.1.25 日高支所

川尻秀之後援会 川尻　秀之 代表者の氏名 川尻　秀之 小野　善男 R3.1.12 渡島支所

澤出あきひろ後援会 澤出　明宏
主たる事務所の所
在地

亀田郡七飯町字大沼町２０６番地 亀田郡七飯町字大沼町２０７番地 R3.2.15 渡島支所

中川一後援会 松浦　裕 会計責任者の氏名 佐藤　小百合 中川　日和 R3.2.5 渡島支所

のろ義夫後援会 磯谷　勝治 代表者の氏名 磯谷　勝治 戸館　政晴 R3.2.16 渡島支所

北海道石油政治連盟函館支部 高橋　信二 代表者の氏名 高橋　信二 渡邉　宏海 R2.5.12 渡島支所

北海道石油政治連盟函館支部 高橋　信二 会計責任者の氏名 高橋　信二 渡邉　宏海 R2.5.12 渡島支所

自由民主党旭川支部 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及び第二号に
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

同 同
公職の種類（第一
号）

衆議院議員 同 上川支所

同 同
公職の候補者の氏
名及び公職の種類
（第二号）

東　国幹、衆議院議員 同 上川支所

あなだ貴洋後援会 川田　吉顕
主たる事務所の所
在地

旭川市末広６条４丁目９－２０ 旭川市９条通８丁目左４ H31.4.25 上川支所

中村のりゆき後援会 中村　徳幸 会計責任者の氏名 中村　香理 植西　泰夫 R3.2.18 上川支所

北海道石油政治連盟富良野地
方支部

日下　健三 代表者の氏名 日下　健三 岸　英夫 R2.5.13 上川支所

小澤直輝後援会 小澤　直輝
主たる事務所の所
在地

河東郡音更町南鈴蘭南３丁目６番地６サ
ン・ヒルズⅡB

河東郡音更町中鈴蘭南６－２ R3.2.1 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２線２２１番地 河東郡上士幌町字上士幌１４１番地 R3.2.20 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

竹中みつぎ後援会 宮内　雅吐 会計責任者の氏名 馬場　美子 田中　松雄 R3.1.24 十勝支所

中川ゆうこ芽室後援会 明瀬　禎純 代表者の氏名 明瀬　禎純 広瀬　重雄 R3.2.10 十勝支所

西本よしのぶ後援会 𠮷田　伸行 代表者の氏名 𠮷田　伸行 川岸　修 R3.2.6 十勝支所

西本よしのぶ後援会 𠮷田　伸行 会計責任者の氏名 伊藤　淳 山田　勇一 R3.2.6 十勝支所

北海道宅建政治連盟帯広支部 太田　好啓 代表者の氏名 太田　好啓 田中　嘉一 R2.5.8 十勝支所

小松しげる釧路町後援会 土井　茂人
主たる事務所の所
在地

釧路郡釧路町字別保原野南２５線５２番地
７

釧路郡釧路町光和１丁目１番地 R2.4.1 釧路支所

小松しげる釧路町後援会 土井　茂人 会計責任者の氏名 冨田　誠 森　伸一郎 R3.2.26 釧路支所

小松茂後援会 坂本　光治
主たる事務所の所
在地

釧路郡釧路町字別保原野南２５線５２番地
７

釧路郡釧路町昆布森３丁目４４番地 R2.4.1 釧路支所

小松茂後援会 坂本　光治 会計責任者の氏名 小林　千敏 森　伸一郎 R2.4.1 釧路支所

小松しげる連合後援会 土井　茂人
主たる事務所の所
在地

釧路郡釧路町字別保原野南２５線５２番地
７

釧路郡釧路町光和１丁目１番地 R2.4.1 釧路支所

小松しげる連合後援会 土井　茂人 代表者の氏名 土井　茂人 瀧澤　義一 R2.4.1 釧路支所

翔風会 小松　茂 会計責任者の氏名 小林　千敏 森　伸一郎 R2.4.1 釧路支所

鈴木宗男厚岸町後援会 杉田　尚美
主たる事務所の所
在地

厚岸郡厚岸町奔渡６－２８３ 厚岸郡厚岸町白浜１丁目１７４番地 R3.2.22 釧路支所

鶴間秀典後援会 鶴間　秀典
主たる事務所の所
在地

釧路市星が浦大通２－４－２９ 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 R3.2.12 釧路支所

自由民主党別海支部 松原　政勝
主たる事務所の所
在地

野付郡別海町別海１３０番地の１８寺井建
設株式会社内

野付郡別海町別海緑町１１６番地９道東あ
さひ農業協同組合内 R3.2.1 根室支所


