
　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４年３月８日

( 令和４年１月分 )

新 旧

自由民主党北海道参議院選挙
区第一支部

船橋　利実 政治団体の名称 自由民主党北海道参議院選挙区第一支部 自由民主党北海道第一選挙区支部 R4.1.25 事務局

自由民主党北海道参議院選挙
区第一支部

船橋　利実
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

札幌市中央区大通西８丁目２－３２
ダイヤモンドビル２階 R4.1.25 事務局

自由民主党北海道参議院選挙
区第一支部

船橋　利実
公職の種類（第一
号）

参議院議員 衆議院議員 R4.1.25 事務局

日本維新の会参議院比例区第
２５支部

鈴木　宗男 会計責任者の氏名 飯島　翔 五十嵐　誠 R4.1.7 事務局

日本維新の会北海道総支部 鈴木　宗男 会計責任者の氏名 飯島　翔 五十嵐　誠 R4.1.7 事務局

立憲民主党北海道第２区総支
部

松木　謙公
主たる事務所の所
在地

札幌市北区麻生町２丁目２－８
札幌市北区新琴似８条９丁目２－１
マルシンビル R4.1.19 事務局

石狩地区農協政治連盟 中村　武史 代表者の氏名 中村　武史 西井　通泰 R3.4.21 事務局

活力あふれる北海道の未来を
実現する会

似鳥　昭雄 会計責任者の氏名 坂本　眞 阿部　新市 R4.1.11 事務局

徳永エリ後援会連合会 峯後　樹雄 代表者の氏名 峯後　樹雄 峰崎　直樹 R3.12.22 事務局

北海道中小企業団体政治連盟 尾池　一仁
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北１条西７丁目
プレスト１・７　２階

札幌市中央区北１条西７丁目
プレスト１・７ R4.1.4 事務局

松木けんこう連合後援会 伊藤　賢良
主たる事務所の所
在地

札幌市北区麻生町２丁目２－８
札幌市北区新琴似８条９丁目２－１
マルシンビル R4.1.15 事務局

よこやま信一北海道後援会 谷沢　俊一
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区南６条西１１丁目１２８５－
８

札幌市中央区北１条西１９丁目緒方ビル R4.1.19 事務局

松尾達矢後援会 松尾　達矢
主たる事務所の所
在地

芦別市上芦別町３８番地１６８ 芦別市本町１０７５番地８ R3.12.1 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

鈴木直道倶知安後援会 鈴木　保昭 会計責任者の氏名 山東　わかな 小林　清明 R4.1.17 後志支所

鈴木直道羊蹄山麓連合後援会 鈴木　保昭 会計責任者の氏名 山東　わかな 小林　清明 R4.1.17 後志支所

高橋はるみ羊蹄山麓連合後援
会

鈴木　保昭 会計責任者の氏名 山東　わかな 小林　清明 R4.1.17 後志支所

自由民主党苫小牧支部 遠藤　連 会計責任者の氏名 喜多　新二 板谷　良久 R3.6.24 胆振支所

おおたか一敏後援会 大髙　一敏
主たる事務所の所
在地

虻田郡豊浦町字東雲町２－１ 虻田郡豊浦町字船見町１０６番地８ R4.1.7 胆振支所

竹中よしゆき後援会 松並　之雄
主たる事務所の所
在地

勇払郡むかわ町福住１丁目４７番地 勇払郡むかわ町福住２丁目１３５番地 R4.1.14 胆振支所

竹中よしゆき後援会 松並　之雄 代表者の氏名 松並　之雄 北田　正雄 R4.1.14 胆振支所

パートナーシップ 竹中　喜之
主たる事務所の所
在地

勇払郡むかわ町福住２丁目３２番地 勇払郡むかわ町福住２丁目１３５番地 R4.1.14 胆振支所

北海道を愛するみんなの会鵡
川後援会

山崎　満敬
主たる事務所の所
在地

勇払郡むかわ町美幸４丁目６２番地(株)福
田組

勇払郡むかわ町田浦１６７番地 R4.1.19 胆振支所

北海道を愛するみんなの会鵡
川後援会

山崎　満敬 代表者の氏名 山崎　満敬 三倉　英規 R4.1.19 胆振支所

自由民主党八雲支部 岡島　徳哉
主たる事務所の所
在地

二海郡八雲町内浦町２３４－７
（株）大岩工業

二海郡八雲町住初町４６ R3.4.1 渡島支所

佐々木りょうじ後援会 鈴木　進 代表者の氏名 鈴木　進 坂田　邦彦 R4.1.25 渡島支所

知内民社協会 濱本　竜也 代表者の氏名 濱本　竜也 瀬屑　良隆 R4.1.17 渡島支所

立憲民主党北海道第６総支部 西川　将人
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１３丁目１０８７－１ 旭川市１条通４丁目右６号 R4.1.26 上川支所

立憲民主党北海道第６総支部 西川　将人 会計責任者の氏名 品田　登紀恵 白鳥　秀樹 R4.1.26 上川支所

金谷美奈子後援会 菅井　将章 代表者の氏名 菅井　将章 栗栖　佳子 R4.1.11 上川支所

金谷美奈子東光地区後援会 勝瀬　美知夫 会計責任者の氏名 林　輝行 佐子　司 R4.1.11 上川支所

北口ゆうこう連合後援会 北口　雄幸 会計責任者の氏名 牧野　勇司 小貫　勝太郎 R4.1.22 上川支所



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

たけうち英順愛別町後援会 中山　英一 代表者の氏名 中山　英一 上野　満寿夫 R3.4.1 上川支所

たけうち英順愛別町後援会 中山　英一 会計責任者の氏名 住友　泰幸 中山　英一 R3.4.1 上川支所

たけうち英順音威子府村後援
会

千見寺　恒昭 代表者の氏名 千見寺　恒昭 佐近　勝 R3.4.1 上川支所

たけうち英順音威子府村後援
会

千見寺　恒昭 会計責任者の氏名 執行　勝 横山　盛 R3.4.1 上川支所

たけうち英順占冠村後援会 工藤　国忠 代表者の氏名 工藤　国忠 大町　強 R3.4.1 上川支所

たけうち英順占冠村後援会 工藤　国忠 会計責任者の氏名 児玉　真澄 観音　信則 R3.4.1 上川支所

たけうち英順中川町後援会 佐藤　正 会計責任者の氏名 三和　寿志 安西　克己 R3.4.1 上川支所

たけうち英順中富良野町後援
会

前野　仁志 会計責任者の氏名 日向　猛 庵本　充敏 R3.4.1 上川支所

たけうち英順東神楽町後援会 高橋　興志 会計責任者の氏名 諸橋　弘幸 丸一　栄 R3.4.1 上川支所

たけうち英順東川町後援会 浜辺　啓 代表者の氏名 浜辺　啓 藤田　裕三 R3.4.1 上川支所

たけうち英順比布町後援会 荒尾　孝司 会計責任者の氏名 佐藤　康則 佐藤　英明 R3.4.1 上川支所

たけうち英順美深町後援会 山崎　晴一 代表者の氏名 山崎　晴一 藤守　光治 R3.4.1 上川支所

たけうち英順美深町後援会 山崎　晴一 会計責任者の氏名 斉藤　宏行 佐藤　厚 R3.4.1 上川支所

にしかわ将人ふるさと後援会 中村　彰利
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１３丁目１０８７番地１
旭川市１条通４丁目右６号
立憲民主党北海道第６総支部内 R4.1.1 上川支所

北海道商工政治連盟あさひか
わ支部

増澤　喜久男
主たる事務所の所
在地

旭川市神楽３条４丁目１番１４号 旭川市永山２条１９丁目２番１８号 R3.5.16 上川支所

北海道商工政治連盟あさひか
わ支部

増澤　喜久男 代表者の氏名 増澤　喜久男 中村　彰利 R3.5.16 上川支所

北海道商工政治連盟あさひか
わ支部

増澤　喜久男 会計責任者の氏名 川田　吉顕 南出　敏 R3.5.16 上川支所

水とみどりの大地２３ 西川　将人
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１３丁目１０８７－１
立憲民主党北海道第６総支部内

旭川市１条通４丁目右６号
立憲民主党北海道第６総支部内 R4.1.26 上川支所



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

ふる里るもいを愛する市民の
会

塚本　壽三郎 代表者の氏名 塚本　壽三郎 兜　克己 R4.1.18 留萌支所

ふる里るもいを愛する市民の
会

塚本　壽三郎 会計責任者の氏名 田村　裕樹 田村　裕 R4.1.18 留萌支所

北見市の将来を考える平塚た
くや後援会

寺澤　竜哉
主たる事務所の所
在地

北見市桜町５丁目６２番地２
北見市常盤町６丁目２－８富士ハイツ２０
６ R4.1.18

オホーツ
ク支所

北見市の将来を考える平塚た
くや後援会

寺澤　竜哉 代表者の氏名 寺澤　竜哉 平塚　拓哉 R4.1.18
オホーツ
ク支所

くどう英治後援会 芳賀　建雄 会計責任者の氏名 長尾　茂樹 菊地　喜治 R4.1.1
オホーツ
ク支所

澤谷淳子後援会 澤谷　淳子 会計責任者の氏名 佐々木　繁雄 澤谷　武康 R4.1.25
オホーツ
ク支所

山田こしろう後援会 長廻　弘晃 代表者の氏名 長廻　弘晃 加藤　勝 R4.1.24
オホーツ
ク支所

自由民主党本別支部 登坂　昇 会計責任者の氏名 佐藤　貢 大泉　昌代 R3.8.17 十勝支所

方川克明後援会 中西　勝行 代表者の氏名 中西　勝行 仲野　明義 R4.1.6 十勝支所

方川克明後援会 中西　勝行 会計責任者の氏名 仲野　明義 山口　徳 R4.1.6 十勝支所

中川ゆうこ上士幌後援会 山本　弘一 会計責任者の氏名 松田　孝雄 小椋　寿明 R4.1.18 十勝支所

日本商工連盟帯広地区 笹井　祐三 会計責任者の氏名 武田　光史 鈴木　義尚 R4.1.1 十勝支所

南けんじ後援会 梅木　勝美 代表者の氏名 梅木　勝美 千葉　元 R4.1.10 根室支所


