
政治団体異動の状況（平成31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

自由民主党女性局日立支部 鎌田　恭子 会計責任者の氏名 松本 祐子 諸澤 かつ子 H30.5.30

自由民主党土浦支部 安藤真理子 会計責任者の氏名 井坂 公一 鈴木 一彦 H30.12.31

自由民主党茨城県ちんたい支部 小川　浩由 会計責任者の氏名 後藤 光夫 後藤 富夫 H31.3.1

立憲民主党茨城県連合 難波　奨二 主たる事務所の所在地 水戸市城東３丁目５－４９ 水戸市本町１－１０－１１ H31.3.1

主たる事務所の所在地 稲敷市伊佐部１０２４ 那珂郡東海村白方９２－１ H31.3.16

自由民主党茨城県郵政政治連盟支部 黒田　剛史 代表者の氏名 黒田 剛史 岡田 裕昭 H31.3.16

会計責任者の氏名 鈴木 信之 小松 直之 H31.3.16

代表者の氏名 新 旧



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

いのち輝くいばらきの会 松下　明行 主たる事務所の所在地 H30.3.10

日本弁護士政治連盟茨城支部 種田　　誠 代表者の氏名 種田 誠 関 周行 H30.4.1

代表者の氏名 佐藤 勇 江幡 衛 H30.5.1

会計責任者の氏名 江幡 甚一 長谷川 修仁 H30.5.1

主たる事務所の所在地 東茨城郡茨城町小鶴６８－１ 東茨城郡茨城町駒場４０７４ H30.8.1

やまだ修後援会 照沼　政直 代表者の氏名 照沼 政直 根本 暁 H30.6.2

代表者の氏名 菊地 勇一 関 富重 H30.7.16

会計責任者の氏名 坂本 隆史 神永 道夫 H30.7.16

むとう猛後援会 武藤　　猛 会計責任者の氏名 住谷 裕一 大和田 秀一 H30.8.1

大井川和彦後援会 山形　　学 会計責任者の氏名 富田 俊一 神田 裕 H30.8.6

代表者の氏名 白土 淳 飯田 行夫 H30.12.1

会計責任者の氏名 斉藤 光一 飯田 民男 H30.12.1

代表者の氏名 冨山 敏雄 張替 豊 H30.12.2

会計責任者の氏名 張替 忠良 倉持 武夫 H30.12.2

小林祥宏後援会 加藤木正道 会計責任者の氏名 高須 丹 青柳 輝夫 H30.12.8

代表者の氏名 栗山 実 坂本 誠 H30.12.13

会計責任者の氏名 君山 廣一 斉藤 勝利 H30.12.13

いりえ洋一後援会 入江　好恵 代表者の氏名 入江 好恵 鎌田 敞 H31.1.1

小島信一後援会 小島　　力 会計責任者の氏名 小島 通信 小島 力 H31.1.1

茨城県酒類問題研究会 廣瀬　淳一 会計責任者の氏名 萩原 康成 森嶋 鎮一郎 H31.1.4

白石あつし後援会 白石　　敦 会計責任者の氏名 磯野 仁 奈良 勉 H31.3.1

つくばみらい市の未来を考える会 佐藤　伸一 主たる事務所の所在地 ひたちなか市後台４５２－２ つくばみらい市陽光台１－１２－８ H31.3.1

藤井政経懇話会 根本　健樹 代表者の氏名 根本 健樹 田中 秀 H31.3.1

代表者の氏名 染谷 庸子 飯島 一夫 H31.3.1

会計責任者の氏名 中村 キヨ 斉藤 和夫 H31.3.1

松本勝久後援会 米川　　誠 会計責任者の氏名 松本 宏昌 大津 忠保 H31.3.1

政治団体の名称 伊藤大後援会 いとう大後援会 H31.3.5

代表者の氏名 長谷川 守 伊藤 大 H31.3.5

幸福実現党鹿嶋後援会 矢幡　榮三 会計責任者の氏名 入江 京子 中村 幸樹 H31.3.6

鈴木やすひと後援会 大塚　義彦 代表者の氏名 大塚 義彦 鈴木 玲子 H31.3.7

内田卓男後援会 村山　正夫 会計責任者の氏名 飯嶋 博司 合津 H31.3.8

照山あきお後援会 照山　晃央 主たる事務所の所在地 日立市千石町１－２－１５ 日立市多賀町１－１５－１－１０１ H31.3.8

活力みなぎる稲敷を実現する会 根本　正雄 主たる事務所の所在地 稲敷市江戸崎甲４５８－１７ 稲敷市高田２８３１番地２ H31.3.10

代表者の氏名 設楽 詠美子 長谷川 修平 H31.3.16

会計責任者の氏名 齋藤 英彰 後藤 昇 H31.3.16

鈴木亮寛後援会 萩原　廣茂 主たる事務所の所在地 つくばみらい市田村４４４－２ つくばみらい市田村２６５ H31.3.20

いばらき自治フォーラム 菊池　正則 会計責任者の氏名 海野 敏明 波多 昭冶 H31.3.21

神﨑誠司後援会 伯耆　　進 代表者の氏名 伯耆 進 飯田 耕造 H31.3.22

錦織孝一後援会 大川　惣一 主たる事務所の所在地 鹿嶋市須賀１１６９－１ 鹿嶋市宮中４７６１－１２ H31.3.27

代表者の氏名 新 旧

坂本繁輝後援会 菊地　勇一

飯田正憲後援会 白土　　淳

長谷川重幸後援会 佐藤　　勇

張替秀吉後援会 冨山　敏雄

田谷文子後援会 栗山　　実

ふみの会 染谷　庸子

水戸市見川５－１２７－２８１
茨城平和会館

つくば市二の宮２－１２－６
山田ビル２Ａ

伊藤大後援会 長谷川　守

茨城県民フォーラム 設楽詠美子


