
平成 29 年 4 月 25 日

北海道選挙管理委員会委員長　　水　城　　義　幸　　  　

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

岩崎道郎連合後援会 猪熊　輝夫 小室　雅義

札幌市南区澄川４条５丁目１－１まりもマ

ンション１Ｆ

事務局

彦の会 向井　昭彦 渡部　東一

札幌市北区北二十八条西４丁目２－１２Ｙ

Ｍノース２８

事務局

新党大地・鈴木宗男後援会札幌南支部 小川　忠 脇元　繁之

札幌市南区澄川３条２丁目５－７ＢＲＯＯ

Ｋ．ＢＬＤ２Ｆ

事務局

脱政党で冬季五輪の札幌招致を撤回する

会

飯田　佳宏 飯田　佳宏 札幌市中央区南３条西６丁目５-４１０ 事務局

道志会 五十嵐　徳美 伴　良隆 札幌市東区東苗穂４条２丁目１－５１ 事務局

道民党 金沢　敬 不老　美枝子 札幌市北区北２３条西３丁目１－２７ 事務局

道友会 岩崎　道郎 遠藤　成紀 札幌市西区八軒６条東２丁目３－１８ 事務局

中田ゲン連合後援会 中田　源 中田　裕香

札幌市中央区北１条西２０丁目２－１７パ

ワービル１階

事務局

北海道維新の会 琵琶　博之 琵琶　博之 札幌市手稲区富丘２条３丁目１６－１１ 事務局

北海道未来創造研究会 角田　貴美 大沼　芳徳

札幌市中央区南１条西５丁目愛生舘ビル６

０１

事務局

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第2項の規定により、次の政治団体は、平成29年4月1日以降は、同法第8条の規定の適用に

ついては同法第6条第1項の規定による届出をしていないものとみなされたので、同法第17条第3項の規定に基づき、その名称等を次のとおり

公表する。



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

堀江政行後援会 堀江　政行 堀江　政行 札幌市東区東苗穂８条３丁目１－１－Ｄ 事務局

むかい昭彦連合後援会 佐々木　和弘 上野　由照

札幌市北区北二十八条西４丁目２－１２Ｙ

Ｍノース２８

事務局

大和政策研究会 瀧澤　健裕 添田　衛

札幌市南区川沿１１条２丁目２－２２ヒラ

マビル１１

事務局

池島和行後援会 西方　洋昭 本居　広和 岩見沢市九条西１丁目７－１ 空知支所

井村いさお後援会 慶野　敏雄 井村　正則 夕張郡由仁町東栄１７４番地４ 空知支所

大沼つねお後援会 徳盛　透 大沼　房子 雨竜郡沼田町本通４丁目３－１１ 空知支所

おかざき丈司後援会 山本　順一 福島　聡宏 雨竜郡秩父別町１８３１番地の６ 空知支所

かじ敏後援会 梶　敏 田村　武史 歌志内市字本町１５番地 空知支所

北畑とおる後援会 北畑　透 北畑　透 深川市５条１７番１６号 空知支所

たかだ正則後援会 高田　正則 山田　裕計 美唄市西２条南２丁目１番１５号 空知支所

長谷川秀樹後援会 菅原　輝一 媚山　弘一 樺戸郡新十津川町字弥生３１番地２ 空知支所

ひぬま昇光後援会 日沼　昇光 篠崎　茂明 芦別市西芦別町５１－６３ 空知支所

藤岡浩文後援会 藤岡　浩文 向井　正浩 雨竜郡秩父別町１条６丁目 空知支所

まるやま修一とみんなと歩む会後援会 丸山　修一 丸山　修一 三笠市柏町４１４番地 空知支所

宮﨑博後援会 太田　豊久 北畑　和男 雨竜郡妹背牛町字妹背牛３３３６番地 空知支所

榎本敦尚後援会 飯田　達 水野　みどり 恵庭市福住町２丁目３番１１ 石狩支所



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

頑張れ日本！全国行動委員会北海道千歳

支部

岩渕　征彦 岩渕　陽子 千歳市都６２６－５０ 石狩支所

さいとう良弘後援会 齋藤　良弘 齋藤　律子 恵庭市柏陽町３丁目９番地１０ 石狩支所

鈴木陽一後援会 鈴木　陽一 鈴木　恵子 北広島市稲穂町西１丁目４－３ 石狩支所

田中哲後援会 村上　松夫 田中　幸子 千歳市北栄２丁目２５番１３号 石狩支所

西田ゆうじ後援会 牧野　由美子 加藤　勝志 北広島市北進町１－２－６ 石狩支所

野村幸宏後援会 桂　裕章 平井　睦江 北広島市高台町３－１０－５ 石狩支所

町村信孝石狩後援会 堀江　洋 池田　篤司 石狩市花川北１条４丁目９３番地一條ビル 石狩支所

森山高光後援会 吉田　重四郎 吉田　重四郎 江別市緑ヶ丘２５－２ 石狩支所

小田恒夫後援の会 原田　勇雄 末国　豊秋 岩内郡共和町発足１２８－１ 後志支所

あと孝之後援会 阿戸　学 阿戸　千愛 伊達市大滝区優徳町６４番地１５ 胆振支所

小西秀延後援会 久保田　修一 小西　雅夫 白老郡白老町大町３丁目２番４４号 胆振支所

篠原一寿後援会 三浦　進 篠原　一寿 伊達市北黄金町４９番地１８０４ 胆振支所

ほらぐち雅章後援会 平本　清知 洞口　直紀 伊達市元町２番地 胆振支所

松田謙吾後援会 菊地　美代治 菊地　美代治 白老郡白老町字北吉原１６８－１０７ 胆振支所

辻芳明後援会 信岡　修 大柳　耕司 浦河郡浦河町字東幌別４３番地 日高支所

あべひでお後援会 真鍋　義廣 佐藤　俊一 芽部郡森町字上台町３３０番地８０ 渡島支所



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

あんどう辰行後援会 河井　善雄 小林　保勝 二海郡八雲町野田生１０４６－４ 渡島支所

小松義光後援会 小松　義光 結城　愛子 亀田郡七飯町本町５丁目１９－１２ 渡島支所

佐藤清美後援会 佐藤　清美 佐藤　和雄 亀田郡七飯町字上藤城３１２－２４ 渡島支所

三光田中ゆたか後援会 黒田　峻次 田中　恵美子 二海郡八雲町熊石相沼町１８９－２ 渡島支所

高村さとる後援会 高村　智 高村　智 北斗市七重浜３丁目１２番１１号 渡島支所

ななえを想うみんなの会 飯田　神助 青山　千枝子 亀田郡七飯町本町４丁目２番４号 渡島支所

牧野きよし後援会 牧野　喜代志 牧野　喜代志 亀田郡七飯町字上藤城３９５番６ 渡島支所

丸山たかし後援会 多田　佳央 和泉　堅介 函館市富岡町１丁目４－１６－２１０ 渡島支所

大門和子後援会 田畑　健一 田附　研 檜山郡江差町字茂尻町２６４番地 檜山支所

寺島つとむ後援会 佐藤　通泰 寺島　アユミ 爾志郡乙部町字元町１９５番地 檜山支所

とくだ栄邦後援会 徳田　栄邦 徳田　栄邦 瀬棚郡今金町字今金１７６番地６１ 檜山支所

中山俊勝後援会 中山　美根子 中山　美根子 檜山郡厚沢部町字鶉５４８－１ 檜山支所

はしもと一夫後援会 橋本　一夫 小田　周一 久遠郡せたな町北檜山区共和４９０番地３ 檜山支所

山本豊後援会 庫元　健司 山本　ミヨ 瀬棚郡今金町字豊田１１６－４ 檜山支所

ゆあさ秀夫後援会 湯浅　和子 山本　綾子 瀬棚郡今金町字今金２２６－２ 檜山支所

青山和弘後援会 青山　和弘 青山　和弘

上川郡美瑛町丸山１丁目７番１６号協和木

工（株）内

上川支所



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

荒田祐一とまちづくり後援会 荒田　祐一 荒田　祐一 旭川市東光６条２丁目４－２５ 上川支所

うえまつ正一と歩む会 福田　健治 石橋　清二 名寄市字緑丘９番地 上川支所

竹中のりゆき後援会 丸岩　忠氏 荒矢　講一 名寄市西１３条南１丁目２－２ 上川支所

谷口かつひろと笑顔あふれる和寒を創る

会

谷口　勝弘 佐藤　伸二 上川郡和寒町字東町２番地 上川支所

谷ただし後援会 海江田　博信 菊池　美明 空知郡上富良野町基線北２２号 上川支所

名寄の都を元気にする会 竹中　憲之 橋本　好範 名寄市西１３条南１丁目１番地２ 上川支所

浜本幹郎後援会 浜本　幹郎 浜本　丈弘

空知郡上富良野町西９線北３４号３４３４

－１

上川支所

上野つよし後援会 海東　定一 上野　華奈美 増毛郡増毛町畠中町３丁目９５番地 留萌支所

小田みどり後援会 川崎　勝則 池田　純 増毛郡増毛町暑寒町３丁目１００－１ 留萌支所

柏谷美春後援会 工藤　勝則 工藤　智恵 天塩郡遠別町字本町２丁目６６番地の３ 留萌支所

草刈ただかず後援会 今村　勝 川崎　聡 天塩郡遠別町字丸松２４８ 留萌支所

工藤雄寿後援会 杉山　好昭 工藤　玲子 留萌郡小平町字臼谷１３５番地の４３ 留萌支所

ちば勇一後援会 古村　育夫 黄金　彰 苫前郡苫前町字苫前２３１番地の１ 留萌支所

古里の会 飛島　文也 荒山　都子

留萌市栄町１丁目４番５号「茶房　来古

里」内

留萌支所

河田誠一後援会 河田　誠一 河田　孝治 天塩郡豊富町東２条８丁目 宗谷支所

工藤栄光後援会 北崎　逸夫 鈴木　講二 天塩郡豊富町大通１丁目 宗谷支所



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地 届　出　先

今井千春後援会 田中　則文 今井　郁子 斜里郡斜里町新光町２番地１ オホーツク支所

かいどう徹後援会 田中　重幸 三瀬　裕明 斜里郡斜里町本町２３番地２１ オホーツク支所

三坂重弘後援会 三坂　重弘 三坂　耕三 網走郡美幌町字新町３丁目４３番地１０ オホーツク支所

村田ひとし後援会 上野　洋司 川副　秀樹 斜里郡斜里町文光町５３－１２ オホーツク支所

吉住ひろゆき後援会 吉住　博幸 長野　三枝子 網走郡美幌町字青山南２５番地１ オホーツク支所

渡部賢一後援会 渡部　賢一 渡部　賢一 網走郡美幌町東１条北１丁目１８ オホーツク支所

あかるい革新市政をつくる会 志子田　英明 井上　元美 帯広市西１条南４丁目７帯広民主商工会内 十勝支所

大内英二後援会 伊藤　栄治 渋谷　正子 中川郡本別町南１丁目６番地９ 十勝支所

おがさわら等後援会 池田　木苗 小笠原　千恵子 河西郡芽室町東六条７丁目１－７６ 十勝支所

金澤紘一後援会 西岡　隆 松浦　泰仁 足寄郡陸別町字陸別分線６番地 十勝支所

工藤裕一後援会 阿部　裕明 安藤　賢一 河東郡音更町中鈴蘭南２丁目４の３ 十勝支所

しばた正博後援会 大友　信行 横溝　勲 河西郡芽室町祥栄西１７線２ 十勝支所

高田ゆきこ後援会 澤崎　優子 早坂　菊枝 帯広市西１２条北４丁目１番地４１ 十勝支所

わたなべよしお後援会 上村　昭夫 渡邊　恵知子 足寄郡陸別町字上利別原野基線２５０番地 十勝支所

中川孝之後援会 塚野　直夫 中川　榮子 厚岸郡厚岸町若竹２丁目７４番地 釧路支所

水沼たけし連合後援会 斉藤　明 中垣　博志 野付郡別海町別海寿町６３番地７７ 根室支所


