
政治団体異動の状況（平成30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

自由民主党牛久支部 山岡　恒夫 会計責任者の氏名 柳井 哲也 守屋 常雄 H29.7.16

政治資金規正法第１９条
の７第１項各号の該当

非該当 第１号該当 H29.9.28

主たる事務所の所在地 ひたちなか市市毛１０７７ 水戸市中央１－５－６ H30.3.10

代表者の氏名 二川 英俊 大畠 章宏 H30.3.10

会計責任者の氏名 武藤 猛 長谷川 修平 H30.3.10

政治資金規正法第１９条
の７第１項各号の該当

非該当 第１号該当 H29.9.28

民進党茨城県第７区総支部 長谷川修平 代表者の氏名 長谷川 修平 大畠 章宏 H30.3.10

会計責任者の氏名 佐藤 光雄 長谷川 修平 H30.3.10

自由民主党茨城県ハイヤー・タクシー支部 金塚　　功 主たる事務所の所在地 水戸市見川町２４４０－１ 水戸市住吉町２９２－５ H29.10.1

主たる事務所の所在地 神栖市大野原七丁目７番地７９の１ 神栖市知手４６７８－２４７ H30.1.1

自由民主党神栖中央支部 後藤潤一郎 代表者の氏名 後藤 潤一郎 木内 敏之 H30.1.1

会計責任者の氏名 渡邉 武司 鈴木 一史 H30.1.1

自由民主党茨城県薬剤師支部 根本　清美 会計責任者の氏名 種村 閑 久保田 眞矢 H30.1.16

代表者の氏名 長谷川 修平 大畠 章宏 H30.2.24

会計責任者の氏名 佐藤 光雄 長谷川 修平 H30.2.24

代表者の氏名 齋藤 英彰 大畠 章宏 H30.3.10

会計責任者の氏名 伊藤 健也 齋藤 英彰 H30.3.10

自由民主党茨城県ファイナンス支部 幡谷　浩史 会計責任者の氏名 丹 孝二郎 磯野 謙一 H30.3.19

自由民主党常北支部 大髙　松男 会計責任者の氏名 松﨑 信一 瀬谷 豊彦 H30.3.26

代表者の氏名

二川　英俊

民進党茨城県総支部連合会 長谷川修平

民進党茨城県第５区総支部 齋藤　英彰

新 旧

民進党茨城県第４区総支部



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

川津たかし後援会 大津　洋二 代表者の氏名 大津 洋二 古平 力 H29.4.1

茨城県トラツク政治連盟 小林　幹愛 主たる事務所の所在地 水戸市見川町２４４０－１ 水戸市千波町字千波山２４７２－５ H29.6.1

代表者の氏名 西條 昌利 沼田 孝博 H29.8.21

会計責任者の氏名 佐藤 昭雄 高野 真幸 H29.8.21

小松崎ひとし後援会 園部　虎雄 代表者の氏名 園部 虎雄 鈴木 裕士 H29.11.1

代表者の氏名 綿引 孝雄 綿引 宝 H30.1.8

会計責任者の氏名 綿引 孝雄 綿引 宝 H30.1.8

茨城県藤井基之薬剤師後援会 根本　清美 会計責任者の氏名 種村 閑 久保田 眞矢 H30.1.16

茨城県薬剤師連盟 根本　清美 会計責任者の氏名 種村 閑 久保田 眞矢 H30.1.16

佐々木喜章後援会 山崎恒二郎 代表者の氏名 山崎 恒二郎 野村 修身 H30.2.25

新しい未来を創る市民の会 菊池　利秋 主たる事務所の所在地 高萩市上手綱５１５５番地の６ 高萩市本町１丁目２４－２　佐川ビル H30.3.1

大部かつのり後援会 菊池　利秋 主たる事務所の所在地 高萩市上手綱５１５５番地の６ 高萩市本町１丁目２４－２　佐川ビル H30.3.1

靖志会 髙橋　　靖 会計責任者の氏名 大城 文緒 角田 了二 H30.3.1

田所よしのり後援会 稲見　信夫 代表者の氏名 稲見 信夫 野口 祐一 H30.3.1

代表者の氏名 豊田 清明 樫村 四郎 H30.3.1

会計責任者の氏名 豊田 清明 樫村 四郎 H30.3.1

主たる事務所の所在地 水戸市上水戸２－６－２１ 水戸市元吉田町２２９１－２ H30.3.1

会計責任者の氏名 榊 賢 神長 壮行 H30.3.1

池辺己実夫後援会 野島　利光 主たる事務所の所在地 牛久市田宮町１０８４－７９ 牛久市田宮町４４９－１　池辺ハイツ２０２ H30.3.7

中山一生後援会（中山会） 寺田　寿夫 代表者の氏名 寺田 寿夫 信田 東男 H30.3.12

山彦会 木村　一博 代表者の氏名 木村 一博 冨田 一男 H30.3.12

新 旧

渡辺　和興

ちのね茂彦後援会 豊田　清明

かわらい大介後援会 綿引　孝雄

東京電力労働組合政治連盟茨城県支部

日本共産党田中真己後援会

西條　昌利

代表者の氏名



岡野孝男後援会 生田目　隆 会計責任者の氏名 岡野 眞理 寺門 一美 H30.3.15

藤田幸久後援会 篠原　　勉 代表者の氏名 篠原 勉 幡谷 祐一 H30.3.15

楢﨑泰昌茨城県後援会 幡谷　浩史 会計責任者の氏名 丹 孝二郎 磯野 謙一 H30.3.19

幸福実現党古河後援会 大貫　秀子 会計責任者の氏名 山本 正彦 古川 一美 H30.3.20

代表者の氏名 上田 一博 中村 伸丈 H30.3.21

会計責任者の氏名 上田 一博 中村 伸丈 H30.3.21

幸福実現党水戸後援会 宮部　重紀 会計責任者の氏名 稗田 実須津 阿曽 弘樹 H30.3.22

主たる事務所の所在地 水戸市北見町３－８１ 水戸市吉沢町８３７－１６ H30.3.26

会計責任者の氏名 佐藤 昭雄 小室 正己 H30.3.26

代表者の氏名 西條 昌利 沼田 孝博 H30.3.26

会計責任者の氏名 佐藤 昭雄 高野 真幸 H30.3.26

環境・エネルギー政策研究会 佐藤　光雄 会計責任者の氏名 佐藤 昭雄 高野 真幸 H30.3.26

みらいへ 横田　　透 政治団体の名称 みらいへ ミライエ H30.3.26

主たる事務所の所在地 筑西市茂田１８５３ 筑西市嘉家佐和１６６３－１ H30.3.28

日本親武道塾 猪野　啓一 代表者の氏名 猪野 啓一 青木 秀雄 H30.3.28

会計責任者の氏名 蛭田 夏樹 蛭田 誠 H30.3.28

幸福実現党茨城県本部 川辺　賢一 会計責任者の氏名 三上 誠 折原 弘 H30.3.28

海野隆後援会 海野　　隆 会計責任者の氏名 海野 寿子 海野 千秋 H30.3.29

政治団体の名称 いばらき「カツ力」会議 高橋カツノリの茨城高志塾 H30.3.30

代表者の氏名 髙橋 勝則 飯田 弘幸 H30.3.30

佐藤　光雄

幸福実現党つくば南後援会 上田　一博

いばらき「カツ力」会議 髙橋　勝則

かけはしの会茨城 西條　昌利

茨城県民社協会


