
　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２８日

( 令和４年５月分 )

新 旧

国民民主党北海道総支部連合
会

臼木　秀剛 代表者の氏名 臼木　秀剛 山崎　摩耶 R4.4.21 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

札幌市中央区南１条西５丁目７－２　豊川
南一条ビル

札幌市中央区大通西８丁目２－３２　ダイ
ヤモンドビル R4.5.20 事務局

自由民主党札幌手稲区連合支
部

蓑輪　雅宏
主たる事務所の所
在地

札幌市手稲区西宮の沢１条４丁目１０－１
７

札幌市手稲区富丘１条５丁目５－１ R4.5.9 事務局

自由民主党札幌手稲区連合支
部

蓑輪　雅宏 代表者の氏名 蓑輪　雅宏 佐々木　正樹 R4.5.9 事務局

自由民主党北海道参議院選挙
区第三支部

長谷川　岳
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区南５条西３丁目３番１
札幌市中央区北四条西４丁目　ニュー札幌
ビル７階 R4.5.9 事務局

立憲民主党北海道参議院選挙
区第４総支部

石川　知裕
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北３条西１丁目１－１　錦戸
ビル

札幌市中央区大通西５丁目８　昭和ビル R4.5.13 事務局

石川ともひろ連合後援会 穴澤　龍治
主たる事務所の所
在地

札幌市中央区北３条西１丁目１－１　錦戸
ビル

札幌市中央区大通西５丁目８　昭和ビル R4.5.13 事務局

小竹ともこ連合後援会 小竹　知子 代表者の氏名 小竹　知子 池田　博 R4.4.25 事務局

札幌地区トラック政策研究会 松橋　謙一 会計責任者の氏名 髙橋　秋彦 髙橋　博之 R4.5.17 事務局

花崎勝後援会 花崎　勝
主たる事務所の所
在地

札幌市厚別区厚別東２条３丁目１－８　中
川ハイツ３－５

札幌市厚別区厚別中央三条５丁目８番２０
号　丸栄真興ビル１Ｆ R4.5.27 事務局

北海道配置薬業政治連盟 髙島　篤 会計責任者の氏名 角川　浩一 長濱　博明 R4.5.11 事務局

松井隆文後援会 千葉　智正
主たる事務所の所
在地

札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３番１０
号

札幌市手稲区西宮の沢１条４丁目１０番１
７号 R4.5.13 事務局

松井隆文後援会 千葉　智正 代表者の氏名 千葉　智正 蓑輪　雅宏 R4.5.13 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

流通センター政治懇話会 中村　潤 代表者の氏名 中村　潤 奈良　幹男 R4.5.24 事務局

流通センター政治懇話会 中村　潤 会計責任者の氏名 村中　友樹 川端　義憲 R4.5.24 事務局

脇元しげゆき連合後援会 清野　昭一
主たる事務所の所
在地

札幌市南区藤野３条１丁目２－１２ 札幌市南区藤野３条４丁目１５－５ R4.5.22 事務局

北海道宅建政治連盟空知支部 川原　由匡 代表者の氏名 川原　由匡 渡邉　要 R4.4.28 空知支所

北海道宅建政治連盟空知支部 川原　由匡 会計責任者の氏名 渡邉　要 田村　勇 R4.4.28 空知支所

参政党北海道支部 川﨑　啓太 代表者の氏名 川﨑　啓太 川村　慶太郎 R4.5.16 石狩支所

自由民主党寿都支部 石澤　洋二
主たる事務所の所
在地

寿都郡寿都町字開進町１１５番地２ 寿都郡寿都町字新栄町１７番地 R4.5.26 後志支所

自由民主党寿都支部 石澤　洋二 代表者の氏名 石澤　洋二 長　勇 R4.5.26 後志支所

自由民主党寿都支部 石澤　洋二 会計責任者の氏名 川内　紀秀 石澤　洋二 R4.5.26 後志支所

さとう英俊後援会 小平　俊樹 代表者の氏名 小平　俊樹 松尾　仁 R4.5.8 後志支所

さとう英俊後援会 小平　俊樹 会計責任者の氏名 浅野　道 齋藤　宏 R4.5.8 後志支所

北海道宅建政治連盟苫小牧支
部

渡邊　武志 代表者の氏名 渡邊　武志 今成　智宏 R4.4.22 胆振支所

函館地区トラック事業政治連
盟

藤山　幸伸 政治団体の名称 函館地区トラック事業政治連盟 北海道道路運送経営研究会函館支部 R4.4.20 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１９１番地２ 檜山郡上ノ国町字大留１７１－１ R4.5.27 檜山支所

北海道宅建政治連盟旭川支部 吉川　裕二 代表者の氏名 吉川　裕二 熊野　博幸 R4.4.28 上川支所

石井友也後援会 石井　友也 会計責任者の氏名 石井　由紀 阿部　浩志 R4.5.16
オホーツ
ク支所

自由民主党北海道帯広市第二
支部

清水　拓也
主たる事務所の所
在地

帯広市西４条南２６丁目１０－３ 帯広市西３条南１６丁目１２番地 R4.4.1 十勝支所

手島あきら後援会 手島　旭 会計責任者の氏名 阿部　浩 柴田　真二 R4.5.16 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

斉藤たかゆき後援会 齋藤　賢之
主たる事務所の所
在地

釧路市貝塚２丁目１５－２７　貝塚ハイツ
２号室猫の事務所

釧路市貝塚２丁目１６－１４ R4.5.11 釧路支所

しのだ奈保子釧根地区連合後
援会

藤原　勝子 会計責任者の氏名 岡田　遼 西田　昭紘 R4.5.12 釧路支所

しのだ奈保子釧根地区連合後
援会

藤原　勝子
国会議員関係政治
団体の区分

法第十九条の七第一項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 R3.10.13 R4.5.13 釧路支所

しのだ奈保子釧根地区連合後
援会

藤原　勝子
公職の候補者の氏
名及び公職の種類
（第二号）

中川　奈保子、衆議院議員 R3.10.13 R4.5.13 釧路支所


