
　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５年２月16日

新 旧

自由民主党北海道参議院選挙区
第一支部

船橋　利実 会計責任者の氏名 林　信男 鈴木　達裕 R4.12.27 事務局

自由民主党北海道札幌市北区第
八支部

伴　良隆 会計責任者の氏名 坂上　鉄也 高橋　嗣治 R4.12.12 事務局

うすきひでたけ後援会 臼木　秀剛 会計責任者の氏名 武田　伸一 小池　修生 R4.12.6 事務局

江藤総研 江藤　茂 政治団体の名称 江藤総研 江藤政経総合研究会 R4.12.23 事務局

オールさっぽろ 高野　馨 政治団体の名称 オールさっぽろ 市民政党札幌冬季五輪に反対する会 R4.12.26 事務局

建船会 坂　敏弘 会計責任者の氏名 林　信男 鈴木　達裕 R4.12.27 事務局

次代政策研究会 船橋　利実 会計責任者の氏名 林　信男 鈴木　達裕 R4.12.27 事務局

つる羽よしこ後援会 竹内　利美 主たる事務所の所在地 北広島市中央３丁目１－３
札幌市中央区南１１条西２３丁目２－１－
１１１

R4.12.2 事務局

つる羽よしこ後援会 竹内　利美
国会議員関係政治団体
の区分

国会議員関係政治団体以外の政治団体
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

R4.12.2 事務局

羽ばたく女性を支える会 佐藤　佳子 主たる事務所の所在地
札幌市中央区南２条西２２丁目１－５５－
８０４

札幌市中央区南１１条西２３丁目２－１－
１１１

R4.12.2 事務局

羽ばたく女性を支える会 佐藤　佳子
国会議員関係政治団体
の区分

国会議員関係政治団体以外の政治団体
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

R4.12.2 事務局

船橋利実連合後援会 紫藤　正行 会計責任者の氏名 林　信男 鈴木　達裕 R4.12.27 事務局

本多平直と新しい政治をつくる
会

本多　平直 会計責任者の氏名 松島　尚子 和泉　優 R4.12.20 事務局

孝友会 渡邊　孝一 会計責任者の氏名 澁谷　皇将 西村　猛 R4.4.15 空知支所

水口のりかず後援会 水口　典一 主たる事務所の所在地 滝川市本町２丁目３－１７ 滝川市西町１丁目２番３号 R4.12.1 空知支所

水口のりかず後援会 水口　典一 会計責任者の氏名 梅木　さゆり 林　知輝 R4.12.1 空知支所

青木たかし後援会 杉山　貢 代表者の氏名 杉山　貢 谷口　博之 R4.11.24 石狩支所

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 備考

（ 令和４年12月分 ）

北海道選挙管理委員会委員長　　石　塚　　正　寛　　　　　　

届出年月日 届出先



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 備考届出年月日 届出先

田中よしのりと元気に進む絆の
会

和田　正道 代表者の氏名 和田　正道 鷹羽　茂 R4.11.28 石狩支所

日本商工連盟岩内地区連盟 清水　智 代表者の氏名 清水　智 辻　庄嗣 R4.11.1 後志支所

日本商工連盟岩内地区連盟 清水　智 会計責任者の氏名 美ノ谷　正人 高野　禎実 R4.11.1 後志支所

村田憲俊後援会 村田　憲俊 主たる事務所の所在地 岩内郡岩内町字万代１４番地６ 岩内郡岩内町字万代１９番地６ R4.12.15 後志支所

寄せ植えの会 中鉢　淳二 主たる事務所の所在地
小樽市銭函１丁目２３番３号　サザンビー
チピアノ２０５号室

小樽市花園１丁目４番１９号　衆議院議員
中村裕之事務所内

R4.12.1 後志支所

板谷よしひさ連合後援会 板谷　良久 政治団体の名称 板谷よしひさ連合後援会 板谷よしひさ後援会 R4.12.12 胆振支所

板谷よしひさ連合後援会 板谷　良久 主たる事務所の所在地 苫小牧市旭町３－１－２４ 苫小牧市新富町２丁目３番２０号 R4.12.12 胆振支所

活力あふれる北海道の未来を実
現する会・室蘭

中田　孔幸 代表者の氏名 中田　孔幸 栗林　和徳 R4.11.1 胆振支所

日本商工連盟室蘭地区連盟 中田　孔幸 代表者の氏名 中田　孔幸 栗林　和徳 R4.11.1 胆振支所

北海道経済懇談会室蘭地区 中田　孔幸 代表者の氏名 中田　孔幸 栗林　和徳 R4.11.1 胆振支所

日本共産党日高地区委員会 三好　孝志 代表者の氏名 三好　孝志 植木　尚 R4.12.2 日高支所

日本司法書士政治連盟函館会 山本　真澄 代表者の氏名 山本　真澄 中川　祐介 R4.5.21 渡島支所

日本司法書士政治連盟函館会 山本　真澄 会計責任者の氏名 吉田　暁央 山本　真澄 R4.5.21 渡島支所

日本商工連盟名寄地区連盟 藤田　健慈 会計責任者の氏名 臼田　進 扇谷　茂幸 R4.11.1 上川支所

上野つよし後援会 山郷　佳克 主たる事務所の所在地 増毛郡増毛町畠中町３丁目９５番地２ 増毛郡増毛町畠中町３丁目９５番地 R4.12.1 留萌支所

上野つよし後援会 山郷　佳克 会計責任者の氏名 丸山　幸男 上野　愛子 R4.12.1 留萌支所

のざき良夫と歩む会 五十嵐　義雄 代表者の氏名 五十嵐　義雄 梅木　信男 R4.12.18 留萌支所

野々村仁後援会 芳野　福一 主たる事務所の所在地 天塩郡幌延町栄町１６番地４ 天塩郡幌延町３条南２丁目１７－１ R4.12.1 宗谷支所

立憲民主党北海道第１２区総支
部

川原田　英世 主たる事務所の所在地 北見市常盤町３丁目２－２３ 北見市北１条東６丁目１番地 R4.12.1
オホーツク
支所

川島あきのり後援会 戸田　茂喜 代表者の氏名 戸田　茂喜 石川　武義 R4.12.1
オホーツク
支所

山内ひろあきと明日の斜里町を
考える会

山内　浩彰 会計責任者の氏名 吉野　弘志 羽根　正剛 R4.12.19
オホーツク
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 備考届出年月日 届出先

自由民主党鹿追支部 大木　洋一 主たる事務所の所在地 河東郡鹿追町仲町２丁目３５ 河東郡鹿追町新町３丁目１２番地 R4.12.1 十勝支所

自由民主党鹿追支部 大木　洋一 代表者の氏名 大木　洋一 上嶋　隆吉 R4.12.1 十勝支所

内山みほこ後援会 池田　俊一 会計責任者の氏名 内山　卓雄 前野　義雄 R4.12.12 十勝支所

喜多龍一女性の会 北井　眞紀子 代表者の氏名 北井　眞紀子 笹原　早苗 R4.12.14 十勝支所

喜多龍一芽室後援会 遠藤　優彰 会計責任者の氏名 山田　美和子 浅利　慶太 R4.12.14 十勝支所

早苗ゆたか後援会 山上　克己 代表者の氏名 山上　克己 土江田　泰憲 R4.12.18 十勝支所

早苗ゆたか後援会 山上　克己 会計責任者の氏名 山川　昌則 山上　克己 R4.12.18 十勝支所

士幌マチづくり研究会 末永　秀雄 代表者の氏名 末永　秀雄 小林　康雄 R4.1.27 十勝支所

中川ゆうこ新得後援会 菊地　康雄 会計責任者の氏名 林　乙彦 小山内　与征 R4.11.30 十勝支所

しのだ奈保子釧根地区連合後援
会

岡田　篤 代表者の氏名 岡田　篤 藤原　勝子 R4.12.26 釧路支所

北海道医師連盟釧路支部 柴田　香織 代表者の氏名 柴田　香織 久島　貞一 R4.6.23 釧路支所

足立計昌と街をつくる会 足立　計昌 会計責任者の氏名 水野　真二 立石　孝義 R4.12.19 根室支所


