
政治団体異動の状況（平成29年3月1日～3月31日届出分）

１　政党の支部

政治団体の名称 異動事項 異動年月日 備　考

自由民主党茨城県参議院選挙区第一支部 上月　良祐 主たる事務所の所在地 水戸市五軒町１－３－４－３０１ 水戸市五軒町１－３－４－２０２ H29.2.19

自由民主党茨城県建設コンサルタンツ協会支部 橋本　義隆 会計責任者の氏名 冨山 英明 小林 和夫 H29.3.7

自由民主党常総支部 坂巻　文夫 代表者の氏名 坂巻 文夫 神達 岳志 H29.3.11

自由民主党霞ヶ浦支部 外塚　　潔 会計責任者の氏名 坂本 直子 来栖 丈治 H29.3.30

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 異動年月日 備　考

代表者の氏名 原田 文普 入澤 茂 H28.4.1

会計責任者の氏名 金関 榮一 鈴木 さかえ H28.4.1

主たる事務所の所在地 水戸市笠原町６００－４１－２Ｆ H28.5.17

会計責任者の氏名 小園井 健 原口 哲也 H28.5.17

税理士による藤田幸久後援会 篠原　　勉 会計責任者の氏名 出澤 琢磨 原口 哲也 H28.11.21

ふじ森ゆかと日立を未来へつなぐ会 大平久美子 主たる事務所の所在地 日立市多賀町２－２－６ 日立市幸町１－１３－７ H28.12.15

代表者の氏名 荻沼 廣 大内 穣 H29.1.15

会計責任者の氏名 山田 知枝子 薄井 知枝子 H29.1.15

茨城県民ファーストの会 武藤　優子 会計責任者の氏名 武藤 優子 門岡 紋子 H29.1.27

中島栄後援会 石川　　修 代表者の氏名 石川 修 市川 紀行 H29.1.29

海野とおる後援会 塙　　健一 代表者の氏名 塙 健一 大和田 邦朗 H29.2.18

大内久美子後援会 若林　　均 会計責任者の氏名 岩清水 昌子 久保田 洋子 H29.3.1

原田　文普

高橋　法明

荻沼　　廣

ふるさと再生の会

税理士による福島のぶゆき後援会

薄井ひろやす後援会

水戸市元吉田町９３２
グレース・ガーデン１０１号

代表者の氏名

代表者の氏名

新 旧

新 旧



代表者の氏名 木村 雄治 佐々木 均 H29.3.1

会計責任者の氏名 佐藤 道夫 木村 雄治 H29.3.1

凛道会 佐川　一豊 代表者の氏名 佐川 一豊 山形 高俊 H29.3.1

岩本尚之後援会 岩本　尚之 会計責任者の氏名 金子 浩 熊田 洋一 H29.3.3

ちのね茂彦後援会 樫村　四郎 代表者の氏名 樫村 四郎 茅根 伝一 H29.3.3

鈴木しゅうや後援会 塙　　　仁 会計責任者の氏名 松金 將行 山口 正男 H29.3.16

滑川光仁後援会 小松　愛子 代表者の氏名 小松 愛子 滑川 光潤 H29.3.17

主たる事務所の所在地 水戸市石川３－４１３４－５０ つくば市花畑１－１４－４　１２－１０１ H29.3.17

代表者の氏名 川辺 賢一 春山 美一 H29.3.17

代表者の氏名 柏木 史彦 瀧田 孝博 H29.3.18

会計責任者の氏名 小林 雅人 小林 博雄 H29.3.18

代表者の氏名 中村 伸丈 折原 弘 H29.3.21

会計責任者の氏名 中村 伸丈 折原 弘 H29.3.21

海老原一郎後援会 酒井　　渉 会計責任者の氏名 海老原 英夫 斎藤 惟茂 H29.3.22

さいとう英彰後援会 斉藤　英彰 会計責任者の氏名 庄司 欣弘 中山 保彦 H29.3.22

いけのべ勝幸後援会 羽生　香苗 会計責任者の氏名 山脇 和明 櫻井 清之 H29.3.23

牛久再生プロジェクト 池辺　勝幸 会計責任者の氏名 山脇 和明 櫻井 清之 H29.3.23

岡﨑勉後援会 市川　　忠 代表者の氏名 市川 忠 槌田 幸内 H29.3.23

つくばのまちづくりについて考える会 新谷　直生 代表者の氏名 新谷 直生 塚本 洋二 H29.3.24

幸福実現党水戸後援会 宮部　重紀 会計責任者の氏名 阿曽 弘樹 稗田 実須津 H29.3.27

根崎真後援会 小室　正夫 会計責任者の氏名 根嵜 眞 竹澤 勝男 H29.3.29

幸福実現党つくば南後援会

木村　雄治

川辺　賢一

中村　伸丈

柏木　史彦

沼田和利後援会

幸福実現党茨城県本部

茨城県医師連盟石岡支部



遠藤実後援会 川村　　旭 代表者の氏名 川村 旭 澤内 次男 H29.3.30

代表者の氏名 高野 好央 諏訪原 實 H29.3.30

会計責任者の氏名 高野 好央 高野 理恵 H29.3.30

みんなの声をつたえる会 外塚　　潔 代表者の氏名 外塚 潔 須永 和義 H29.3.30

高野よしお後援会 高野　好央


