
　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９月５日

( 令和４年４月分 )

新 旧

公明党札幌南総支部 渡部　泰行
主たる事務所の所
在地

札幌市南区澄川５条３丁目１－１５－２
札幌市南区澄川３条３丁目２－１　ビュー
リバー澄川６０５号 R4.4.1 事務局

自由民主党北海道郵政政治連
盟支部

清水　浩之 代表者の氏名 清水　浩之 佐々木　靖 R4.4.1 事務局

宏友会 高木　宏壽 会計責任者の氏名 田井中　知也 泉谷　栄 R4.4.27 事務局

札幌の明日を拓く会 鈴木　健雄
主たる事務所の所
在地

札幌市東区北９条東７丁目１番１５号 札幌市東区北十一条東３丁目４番１２号 R3.12.1 事務局

すずき健雄連合後援会 前川　義明
主たる事務所の所
在地

札幌市東区北９条東７丁目１番１５号 札幌市東区北十一条東３丁目４番１２号 R3.12.1 事務局

藤原広昭連合後援会 大野　剛 代表者の氏名 大野　剛 泉　義一 R4.4.20 事務局

北海道教育フォーラム 林　秀彦 代表者の氏名 林　秀彦 苅屋　重信 R3.12.15 事務局

山根まさひろ事務所 山根　理広 会計責任者の氏名 山根　理広 大野　公嗣 R4.4.1 事務局

郵政政策研究会北海道地方本
部

清水　浩之 代表者の氏名 清水　浩之 佐々木　靖 R4.4.1 事務局

わたなべ泰行後援会 渡部　泰行
主たる事務所の所
在地

札幌市南区澄川５条３丁目１番１５号－２
号

札幌市南区澄川３条３丁目２番１号６０５
号 R4.4.1 事務局

自由民主党妹背牛支部 渡会　寿男 代表者の氏名 渡会　寿男 中易　猛 R4.4.1 空知支所

伊藤淳後援会 山岡　禎弘 代表者の氏名 山岡　禎弘 上出　忠司 R4.3.14 空知支所

大山修二後援会 佐藤　広光 会計責任者の氏名 山口　攻 畠山　薫 R4.4.1 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

空知地区農協政治連盟 柏木　孝文 代表者の氏名 柏木　孝文 北　輝男 R4.4.19 空知支所

石塚隆後援会 髙橋　孝志
主たる事務所の所
在地

石狩郡新篠津村第４７線北４７番地 石狩郡新篠津村第４０線北８番地 R4.4.8 石狩支所

石塚隆後援会 髙橋　孝志 代表者の氏名 髙橋　孝志 吉野　敬一 R4.4.8 石狩支所

石塚隆後援会 髙橋　孝志 会計責任者の氏名 高橋　肇 長屋　光一 R4.4.8 石狩支所

小林ちよみ後援会 菊地　勝 会計責任者の氏名 北山　忠治 小林　俊晴 R4.4.1 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 藤森　由佳 櫛引　康平 R4.3.27 石狩支所

ちば英也後援会 篠原　光範 代表者の氏名 篠原　光範 氏家　義太郎 R4.4.14 胆振支所

大久保建一後援会 岡島　省一
主たる事務所の所
在地

二海郡八雲町本町２０１番地１ 二海郡八雲町本町１０６番地 R4.4.1 渡島支所

大久保建一後援会 岡島　省一 会計責任者の氏名 大久保　建一 原田　英行 R4.4.1 渡島支所

佐々木りょうじ後援会 佐々木　陵二
主たる事務所の所
在地

亀田郡七飯町大川３丁目１０番２３号 亀田郡七飯町本町４丁目１０番２３号 R4.3.31 渡島支所

佐々木りょうじ後援会 佐々木　陵二 代表者の氏名 佐々木　陵二 鈴木　進 R4.3.31 渡島支所

中川ゆうき連合後援会 川又　修治
主たる事務所の所
在地

亀田郡七飯町大川１－１２－２２ 亀田郡七飯町本町５丁目４－１７ R4.4.1 渡島支所

くどう昇後援会 森　秀行
主たる事務所の所
在地

檜山郡上ノ国町字大留１７１－１ 檜山郡上ノ国町字勝山１６４ R4.4.27 檜山支所

自由民主党東川支部 藤田　裕三 会計責任者の氏名 川村　秀彦 盛永　幸男 R4.4.5 上川支所

自由民主党北海道第十選挙区
支部

伊東　良孝
主たる事務所の所
在地

留萌市旭町１－４－２９
岩見沢市４条東１丁目７－１　北商４・１
ビル１階 R4.4.1 留萌支所

自由民主党北海道第十選挙区
支部

伊東　良孝 会計責任者の氏名 浅野　貴博 星　貴之 R4.4.1 留萌支所

日本商工連盟稚内地区連盟 中田　伸也 会計責任者の氏名 土門　伸一 鈴木　雄一 R4.4.1 宗谷支所

北海道商工政治連盟津別支部 中島　浩一 代表者の氏名 中島　浩一 石橋　崇司 R4.4.4
オホーツ
ク支所
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自由民主党中札内支部 島次　良己
主たる事務所の所
在地

河西郡中札内村東戸蔦東５線１６３－４ 河西郡中札内村東３条南５丁目 R4.3.31 十勝支所

自由民主党中札内支部 島次　孝至 代表者の氏名 島次　孝至 島次　良己 R4.4.13 十勝支所

中川ゆうこ豊頃後援会 植村　有見 代表者の氏名 植村　有見 美馬　勲 R4.3.31 十勝支所

堀江よしお後援会 山田　守 会計責任者の氏名 堀江　美夫 熊谷　榮子 R4.4.4 十勝支所

鈴木宗男釧路町後援会 春木　卓 代表者の氏名 春木　卓 天坂　満雄 R4.3.1 釧路支所

鈴木宗男釧路町後援会 春木　卓 会計責任者の氏名 春木　卓 江花　孝 R4.3.1 釧路支所

山口しょうご後援会 下西　和夫 会計責任者の氏名 宮田　芳夫 若月　一範 R4.3.25 根室支所


