
　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５月27日

( 令和４年３月分 )

新 旧

公明党札幌豊平総支部 好井　七海 会計責任者の氏名 澤口　順子 田頭　美穂子 R4.3.31 事務局

自由民主党北海道札幌市白
石区第四支部

佐々木　美津
子

主たる事務所の所
在地

札幌市白石区中央１条６丁目４番２０
号１０１

札幌市白石区菊水４条１丁目４－２２ R4.2.16 事務局

自由民主党北海道札幌市白
石区第四支部

佐々木　美津
子

会計責任者の氏名 伊藤　文二 鈴木　利勝 R4.2.16 事務局

自由民主党北海道理学療法
士連盟支部

竹ヶ原　智行
主たる事務所の所
在地

札幌市豊平区月寒東３条１１丁目１－
５５

札幌市豊平区月寒東１条１３丁目４－
５

R3.12.14 事務局

あおいひろみ連合後援会 小坂　裕美 会計責任者の氏名 三宅　正之 今橋　正三郎 R4.3.11 事務局

奥田きょう子とさわやか
ネット

奥田　恭子 会計責任者の氏名 南　惠子 杉田　惠 R4.2.5 事務局

清田区日本共産党後援会 中村　洋一 代表者の氏名 中村　洋一 松原　宏悦 R4.3.5 事務局

桑原透と明日の清田区を考
える会

桑原　透 会計責任者の氏名 桑原　透 田塚　エミ子 R4.1.10 事務局

桑原透連合後援会 沢口　悠紀 会計責任者の氏名 桑原　透 田塚　エミ子 R4.1.10 事務局

幸福実現党札幌北東後援会 中島　秀雄 会計責任者の氏名 小西　観自 内藤　渉 R4.3.17 事務局

幸福実現党北海道本部 多田　その
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区南１８条西１７丁目１－
４０－２０３

北広島市大曲緑ケ丘７丁目７－１　新
井田孝敏方

R4.3.1 事務局

佐々木みつこ連合後援会 島中　貞夫 会計責任者の氏名 伊藤　文二 鈴木　利勝 R3.11.5 事務局

佐野弘美後援会 増子　捷二 代表者の氏名 増子　捷二 桒山　弥壽男 R4.1.1 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

沢田英一と北海道の未来を
語る会

沢田　英一 会計責任者の氏名 関根　敦子 太田　美穗子 R4.3.31 事務局

たけだ浩光連合後援会 根守　勝巳
主たる事務所の所
在地

札幌市西区琴似１条７丁目１－３５
さんぱちＢＬＤⅢ２階

札幌市西区山の手３条１丁目３－１
林ビル２階

R3.4.1 事務局

たけだ浩光連合後援会 根守　勝巳 会計責任者の氏名 杉本　孝司 柳野　大輔 R3.9.1 事務局

長屋いずみ後援会 増子　捷二 代表者の氏名 増子　捷二 桒山　弥壽男 R4.1.1 事務局

日本共産党札幌北区後援会 増子　捷二 代表者の氏名 増子　捷二 桒山　弥壽男 R4.1.1 事務局

北海道ＬＰガス政治連盟 鉢呂　喜一 会計責任者の氏名 石原　陽 高橋　哲夫 R3.6.23 事務局

北海道建築士事務所政経研
究会

田所　裕司
主たる事務所の所
在地

札幌市北区北６条西６丁目２番地　設
計会館９階

札幌市中央区大通西５丁目１１番地
大五ビル６階

R4.2.1 事務局

北海道建築士事務所政経研
究会

田所　裕司 代表者の氏名 田所　裕司 柳舘　直人 R4.3.25 事務局

北海道日本共産党後援会 猪狩　久一 会計責任者の氏名 猪狩　久一 桒山　弥壽男 R3.12.18 事務局

北海道民社協会 金岩　武吉 代表者の氏名 金岩　武吉 福士　勝 R4.3.12 事務局

北海道理学療法士連盟 信太　雅洋
主たる事務所の所
在地

札幌市豊平区月寒東３条１１丁目１－
５５

札幌市豊平区月寒東１条１３丁目４－
５

R3.8.2 事務局

北海道理学療法士連盟 信太　雅洋 代表者の氏名 信太　雅洋 太田　誠 R3.8.2 事務局

美蕾の会
佐々木　美津
子

会計責任者の氏名 伊藤　文二 鈴木　利勝 R3.11.5 事務局

吉岡ひろ子後援会 中村　洋一 代表者の氏名 中村　洋一 松原　宏悦 R4.3.5 事務局

自由民主党芦別支部 宗方　裕之
主たる事務所の所
在地

芦別市上芦別町５２５番地 芦別市野花南町１０００番地 R4.3.1 空知支所

自由民主党芦別支部 宗方　裕之 代表者の氏名 宗方　裕之 滝沢　量久 R4.3.1 空知支所

自由民主党滝川支部 松原　章
主たる事務所の所
在地

滝川市流通団地３－５－８ 滝川市本町１－４－５ R4.3.1 空知支所

自由民主党美唄支部 桜井　龍雄 代表者の氏名 桜井　龍雄 野原　薫 R4.3.27 空知支所



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

自由民主党美唄支部 桜井　龍雄 会計責任者の氏名 川上　美樹 竹田　隆 R4.3.27 空知支所

自由民主党三笠支部 船本　統 代表者の氏名 船本　統 秋元　隆 R4.3.31 空知支所

自由民主党夕張支部 高橋　一太 代表者の氏名 高橋　一太 板谷　信男 R3.8.10 空知支所

自由民主党夕張支部 高橋　一太 会計責任者の氏名 坪田　聡 池元　敬三 R3.8.10 空知支所

日本共産党北空知留萌地区
委員会

女鹿　武 会計責任者の氏名 工藤　憲昭 宮田　勇信 R4.3.13 空知支所

荒木文一と未来をつなぐ会 荒木　文一 会計責任者の氏名 菅原　哲 後藤　義彦 R4.3.23 空知支所

川上みき後援会 川上　美樹 代表者の氏名 川上　美樹 長山　千鶴子 R4.3.28 空知支所

川上みき後援会 川上　美樹 会計責任者の氏名 川上　美樹 長山　利江 R4.3.28 空知支所

金野たかやすと永遠に続く
街づくりを目指す会

丸山　直希
主たる事務所の所
在地

岩見沢市南町８条４丁目５番地１３
みかみハイツ３　８号室

岩見沢市南町８条４丁目５番地１３
みかみハイツ３　２号室

R4.3.31 空知支所

土井道子後援会 土井　道子 代表者の氏名 土井　道子 磯野　武司 R4.3.30 空知支所

土井道子後援会 土井　道子 会計責任者の氏名 土井　道子 梅津　弥須治 R4.3.30 空知支所

日本商工連盟岩見沢地区連
盟

松浦　淳一 会計責任者の氏名 石崎　健治 新谷　誠悟 R4.3.25 空知支所

平野よしふみ後援会 平野　義文
主たる事務所の所
在地

岩見沢市北３条西４丁目１－１８ 岩見沢市北３条西４丁目１－１２ R4.3.22 空知支所

令和北海道 渡辺　精郎 会計責任者の氏名 渡辺　ハツ 深澤　整二 R4.3.25 空知支所

自由民主党石狩支部 日下部　勝義 代表者の氏名 日下部　勝義 佐々木　大介 R4.3.11 石狩支所

自由民主党当別支部 宮永　雅己 会計責任者の氏名 宮永　雅己 且見　英和 R4.2.7 石狩支所

青木たかし後援会 谷口　博之
主たる事務所の所
在地

北広島市北進町１丁目１－１－１１０
２

北広島市若葉町１丁目６－４ R4.3.8 石狩支所

かわまた洋一後援会 川股　洋一 会計責任者の氏名 川股　洋子 櫻本　康人 R4.3.28 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

佐々木ゆりかとさわやか
ネット

佐々木　百合
香

主たる事務所の所
在地

札幌市中央区大通東２丁目１５－１
サラサビル４Ｆ

北広島市若葉町１丁目３－８ R4.3.22 石狩支所

鶴谷さとみとさわやかネッ
ト

鶴谷　聡美
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区大通東２丁目１５－１
サラサビル４Ｆ

北広島市希望ヶ丘１丁目７－７ R4.3.22 石狩支所

自由民主党真狩支部 高橋　実
主たる事務所の所
在地

虻田郡真狩村字光２５９番地１
虻田郡真狩村字緑岡２２番地２４
佐々木義光宅内

R4.2.28 後志支所

自由民主党真狩支部 高橋　実 会計責任者の氏名 印南　正治 佐々木　義光 R4.2.28 後志支所

小樽市医師連盟 鈴木　敏夫 代表者の氏名 鈴木　敏夫 阿久津　光之 R3.6.4 後志支所

菊地よう子・川畑正美後援
会

鴫谷　節夫
主たる事務所の所
在地

小樽市幸２丁目８番３号 小樽市オタモイ１丁目１１番３号 R3.9.1 後志支所

馬場希後援会 岡　和美 代表者の氏名 岡　和美 野田　満 R4.3.8 後志支所

明るい市政をつくる会 斉藤　秀夫
主たる事務所の所
在地

苫小牧市見山町４丁目１番２９号　新
日本婦人の会苫小牧支部内

苫小牧市見山町４丁目１番２９号 R4.3.20 胆振支所

厚真民社協会 会計責任者の氏名 久保田　雅士 荒川　絢斗 R4.3.1 胆振支所

あべ正明後援会 船田　辰雄 代表者の氏名 船田　辰雄 敦賀　信一 R4.1.10 胆振支所

高橋はるみ洞爺湖町後援会 大西　智 代表者の氏名 大西　智 三浦　昭三 R3.7.10 胆振支所

伊達民社協会 伊藤　明宏 会計責任者の氏名 仲川　和幸 都郷　優大 R4.3.22 胆振支所

２１世紀のすみよい室蘭を
つくる会

田口　清英 会計責任者の氏名 沓沢　幸成 橋本　忠義 R4.1.5 胆振支所

日本共産党渡辺勉後援会 大坂　敏之 代表者の氏名 大坂　敏之 小川　潔 R4.1.5 胆振支所

ほりい学洞爺湖町後援会 千葉　薫
主たる事務所の所
在地

虻田郡洞爺湖町入江２２４番地２８
(株)ゴウダ内

虻田郡洞爺湖町高砂町３７番地　サン
エービル１階

R4.1.15 胆振支所

ほりい学洞爺湖町後援会 千葉　薫 代表者の氏名 千葉　薫 大西　智 R3.9.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 日高支所

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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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

自由民主党北海道日高振興
局第二支部

藤沢　澄雄 会計責任者の氏名 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 日高支所

中川信幸後援会 八木　耕市 会計責任者の氏名 中本　政信 森　政栄 R3.3.25 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 日高支所

藤沢澄雄後援会 西村　和夫 代表者の氏名 西村　和夫 中島　滋 R4.3.1 日高支所

藤沢澄雄後援会 西村　和夫 会計責任者の氏名 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 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 藤沢　愛依子 田口　智晴 R4.3.1 日高支所

自由民主党北海道函館市第
二支部

川尻　京子 代表者の氏名 川尻　京子 川尻　秀之 R4.1.28 渡島支所

自由民主党函館支部 佐々木　俊雄
主たる事務所の所
在地

函館市昭和３丁目２６番１９号　佐々
木俊雄事務所内

函館市大手町１６－１２　川尻秀之事
務所内

R4.3.1 渡島支所

自由民主党函館支部 佐々木　俊雄 代表者の氏名 佐々木　俊雄 川尻　秀之 R4.3.1 渡島支所

自由民主党函館支部 佐々木　俊雄 会計責任者の氏名 菅原　秀人 浜野　幸子 R4.3.1 渡島支所

池田たつお後援会 木村　英一 政治団体の名称 池田たつお後援会 池田達雄後援会 R4.2.28 渡島支所

幸福実現党函館後援会 野坂　修司 会計責任者の氏名 笠寺　利江 中村　伸丈 R3.7.25 渡島支所

斉藤さちこ後援会 米田　義昭
主たる事務所の所
在地

函館市深堀町２３－７ 函館市大川町１２番２４号 R4.3.25 渡島支所



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

斉藤さちこ市政研究会 斉藤　佐知子
主たる事務所の所
在地

函館市深堀町２３－７ 函館市大川町１２番２４号 R4.3.25 渡島支所

北海道電力労働組合政治連
盟函館地方本部

木保　隆幸 代表者の氏名 木保　隆幸 木村　俊宏 R3.7.2 渡島支所

小林久仁子後援会 水野　浩 会計責任者の氏名 菱田　昭彦 小野寺　みどり R4.3.24 檜山支所

でさき太郎後援会 飯川　松雄 代表者の氏名 飯川　松雄 小笠原　道昭 R4.3.10 檜山支所

自由民主党美瑛支部 山田　浩二
主たる事務所の所
在地

上川郡美瑛町栄町４丁目４番１３号
上川郡美瑛町寿町１丁目　竹内後援会
内

R4.3.28 上川支所

自由民主党美瑛支部 山田　浩二 代表者の氏名 山田　浩二 今野　敬二 R4.3.28 上川支所

自由民主党美瑛支部 山田　浩二 会計責任者の氏名 蔵重　満 山田　浩二 R4.3.28 上川支所

自由民主党北海道旭川市第
五支部

木下　雅之
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１丁目２２４１－３３ 旭川市神楽３条１０丁目１－５ R4.2.17 上川支所

旭川建設倶楽部 荒井　保明 代表者の氏名 荒井　保明 川島　崇則 R4.2.28 上川支所

東くによし上富良野後援会 富田　成一 会計責任者の氏名 佐川　昭博 菊池　哲雄 R4.3.18 上川支所

いしがみ孝雄後援会 天内　繁 会計責任者の氏名 山本　範幸 寺島　聡 R4.3.11 上川支所

井上ひさつぐ後援会 村瀬　義孝 代表者の氏名 村瀬　義孝 谷村　豊治 R4.3.5 上川支所

江川あや応援シ隊 江川　彩
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１３丁目１０８７番地１ 旭川市緑が丘東２条３丁目１３－２ R4.3.1 上川支所

江川彩後援会 中野　葉子
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１３丁目１０８７番地１ 旭川市緑が丘東２条３丁目１３－２ R4.3.1 上川支所

木下まさゆき後援会 岡田　佑一
主たる事務所の所
在地

旭川市５条通１丁目２２４１－３３ 旭川市神楽３条１０丁目１－５ R4.2.17 上川支所

木下まさゆき後援会 岡田　佑一 会計責任者の氏名 木下　尚代 木下　利子 R4.2.28 上川支所

小林啓太後援会 小林　啓太
主たる事務所の所
在地

空知郡上富良野町東８線北１７号６３
０９

空知郡上富良野町東８線北１７号２９
１－３

R4.1.1 上川支所

小林啓太後援会 小林　啓太 代表者の氏名 小林　啓太 細川　均 R4.1.1 上川支所
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異　　　動　　　内　　　容
異動年月日 届出年月日 届出先 備考

しおじり英明後援会 河口　建二
主たる事務所の所
在地

旭川市東８条１丁目１番１５－２号 旭川市永山２条２丁目３番１６号 R4.3.29 上川支所

しおた昌彦後援会 塩田　昌彦
主たる事務所の所
在地

名寄市西３条北２丁目１番地４ 名寄市西３条北２丁目２１番地２ R4.3.29 上川支所

大日本皇道会北海道総本部 竹内　圭
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区南１３条西２１丁目２－
２０－１００１

旭川市永山２条４丁目２－１１　シャ
ンノール２・４－２０３

R4.3.28 上川支所

林祐作後援会 甲斐　啓二
主たる事務所の所
在地

旭川市豊岡４条５丁目７－１６　２Ｆ 旭川市豊岡１３条４丁目２－１５ R3.6.24 上川支所

林祐作後援会 甲斐　啓二 会計責任者の氏名 湯浅　秀昭 土佐　昌彦 R3.6.24 上川支所

松本将門後援会 塩尻　伸司 会計責任者の氏名 富永　直紀 松村　華英 R4.3.28 上川支所

村上和子後援会 森本　京子 会計責任者の氏名 村上　世志巳 村上　耕一 R3.6.10 上川支所

鎌田健治後援会 山本　美枝子 代表者の氏名 山本　美枝子 山本　五十六 R3.6.1 留萌支所

阿部俊一後援会 佐藤　利幸 代表者の氏名 佐藤　利幸 瀬川　晴夫 R4.3.4 留萌支所

高橋はるみ増毛後援会 棚橋　秀彦
主たる事務所の所
在地

増毛郡増毛町南永寿町２丁目６番１ 増毛郡増毛町稲葉町１丁目９番地 R4.3.11 留萌支所

小野徹後援会 大石　康雄
主たる事務所の所
在地

礼文郡礼文町大字香深村字シャクニン 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ R4.3.17 宗谷支所

小野徹後援会 大石　康雄 代表者の氏名 大石　康雄 和泉　優 R4.3.17 宗谷支所

稚政２１ 本田　敏子 代表者の氏名 本田　敏子 本田　満 R4.3.16 宗谷支所

北海道商工政治連盟枝幸支
部

今　進治 代表者の氏名 今　進治 永澤　二郎 R3.5.31 宗谷支所

吉田だいすけ連合後援会 吉田　大輔
主たる事務所の所
在地

稚内市萩見４丁目７番２３号
稚内市萩見５丁目２２番１４号　コー
ポすずらん１０１

R4.3.25 宗谷支所

自由民主党訓子府支部 須河　徹
主たる事務所の所
在地

常呂郡訓子府町東町８８番地 常呂郡訓子府町大町２４－１ R4.3.2
オホーツク
支所

自由民主党訓子府支部 須河　徹 代表者の氏名 須河　徹 橋本　憲治 R4.3.2
オホーツク
支所

石井友也後援会 石井　友也 会計責任者の氏名 阿部　浩志 石井　由紀 R4.3.31
オホーツク
支所
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北見地区農協政治連盟 渡邊　勝美 会計責任者の氏名 松原　健治 山元　勝博 R3.4.1
オホーツク
支所

北見地方自動車整備政経懇
話会

栗山　太郎 会計責任者の氏名 安田　一 山下　徹 R4.2.26
オホーツク
支所

ＪＡこしみず農業と政治を
守る会

佐藤　正昭
主たる事務所の所
在地

斜里郡小清水町南町１丁目５番２７号 斜里郡小清水町南町１丁目３番２号 R3.7.8
オホーツク
支所

髙嶋淳一後援会 小縄　秀勝
主たる事務所の所
在地

紋別郡湧別町東１２１０番地 紋別郡湧別町中湧別北町１５８番地 R4.3.31
オホーツク
支所

平賀たかゆき後援会 奧出　宣勝 会計責任者の氏名 渡辺　和也 佐藤　正隆 R3.2.10
オホーツク
支所

公明党十勝総支部 大竹口　武光 会計責任者の氏名 片岡　尚子 矢萩　あけみ R4.3.20 十勝支所

帯広地方自動車整備政経懇
話会

石原　英樹 会計責任者の氏名 西本　徹 葭谷　勉 R4.2.22 十勝支所

幸福実現党帯広後援会 佐藤　弘明 会計責任者の氏名 大林　誠 小西　観自 R4.3.18 十勝支所

鈴木宗男浦幌後援会 阿部　優
主たる事務所の所
在地

十勝郡浦幌町活平３２８－３ 十勝郡浦幌町字厚内大通３８ R4.3.30 十勝支所

鈴木宗男浦幌後援会 阿部　優 代表者の氏名 阿部　優 差間　勝男 R4.3.30 十勝支所

鈴木宗男幕別連合後援会 藤原　治
主たる事務所の所
在地

中川郡幕別町旭町９１ 中川郡幕別町錦町１０２－１ R4.3.30 十勝支所

鈴木宗男幕別連合後援会 藤原　治 代表者の氏名 藤原　治 纐纈　太郎 R4.3.30 十勝支所

鈴木宗男芽室町後援会 平野　勝一
主たる事務所の所
在地

河西郡芽室町東６－２－２－１ 河西郡芽室町東６－２－２－３ R4.3.31 十勝支所

高橋はるみ鹿追後援会 吉田　稔
主たる事務所の所
在地

河東郡鹿追町仲町４丁目１０９－１ 河東郡鹿追町仲町３丁目２８ R4.3.11 十勝支所

安田清之後援会 高橋　勝則
主たる事務所の所
在地

広尾郡大樹町新通２の２ 広尾郡大樹町二条通 R4.3.1 十勝支所

矢野利恵子後援会 伊藤　誠 代表者の氏名 伊藤　誠 山本　岩男 R4.3.3 十勝支所

吉田みのる後援会 上嶋　隆吉
主たる事務所の所
在地

河東郡鹿追町仲町４丁目１０９の１ 河東郡鹿追町仲町３丁目２８番地 R4.3.11 十勝支所

岡田りょう後援会 木元　浩
主たる事務所の所
在地

釧路市春採１－１２－５－２０３ 釧路市春採１－１１－２２ R4.3.23 釧路支所
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岡田りょう後援会 木元　浩 会計責任者の氏名 岡田　美穂子 柴田　肇 R4.3.23 釧路支所

新党大地白糠支部 山本　洋彰 代表者の氏名 山本　洋彰 田口　秀男 R4.3.1 釧路支所

新党大地白糠支部 山本　洋彰 会計責任者の氏名 東　浩樹 山本　洋彰 R4.3.1 釧路支所

鈴木宗男阿寒町後援会 木村　達男 会計責任者の氏名 吉田　信一 松下　裕幸 R4.3.1 釧路支所

鈴木宗男白糠町後援会 山本　洋彰 代表者の氏名 山本　洋彰 田口　秀男 R4.3.1 釧路支所

鈴木宗男白糠町後援会 山本　洋彰 会計責任者の氏名 東　浩樹 山本　洋彰 R4.3.1 釧路支所

つむら勝彦後援会 渡邉　浩 会計責任者の氏名 津村　ひろみ 後藤　敏彦 R4.3.25 釧路支所

くぼた陽後援会 酒井　大造 会計責任者の氏名 阿部　誠治 早坂　宜信 R4.3.23 根室支所

佐藤たけしと歩む会 松本　毅 代表者の氏名 松本　毅 高畑　勝彦 R4.2.24 根室支所

松野みやこ後援会 宮本　謙二
主たる事務所の所
在地

標津郡中標津町西町７丁目４０番地
ドエルウエスト７・１０１号室

標津郡中標津町東１６条北６丁目１４
番地

R4.2.25 根室支所


