
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり届出事項の異動の届出があった。

平成30年4月24日
平成30年7月13日修正　民進党千葉県第１２区総支部：異動事項として「国会議員関係政治団体の区分」を追加

千葉県選挙管理委員会委員長　長谷川　康博

１　政党の支部

新 旧

自由民主党栄町支部 藤村　　勉 会計責任者 大野　徹夫 大澤　義和 平成29年10月1日

民進党千葉県第５区総支部 村越　祐民
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に係る国会議
員関係政治団体

平成29年10月10日

所在地 千葉市花見川区花園１－２０－１４　 千葉市花見川区花園５－１－３　

会計責任者 野呂　アイ子 林　佐登代

所在地 木更津市岩根３－４－１８ 木更津市東太田１－９－３０　

代表者 髙橋　浩 小西　洋之

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に係る国会議

員関係政治団体

自由民主党千葉県大網白里市第一支部 阿井　伸也 会計責任者 石原　栄一 小野崎　正喜 平成30年3月28日

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）

新 旧

つまがり俊明と船橋の明るい未来を創る会 津曲　俊明 会計責任者 佐藤　昭一郎 村岡　正義 平成29年1月1日

北田ひろひこ後援会 北田　宏彦 会計責任者 北田　侑宏 高山　嘉信 平成29年3月1日

佐藤正己後援会 田久保良作 会計責任者 佐藤　正幸 望月　勝保 平成29年4月1日

千葉県医師連盟君津木更津支部 永嶌　嘉嗣 会計責任者 松葉　祥一 鈴木　俊彦 平成29年4月1日

代表者 高橋　正敏 森　幸一

会計責任者 古泉　武昭 猪倉　厚子

代表者 石川　恵一 花澤　登實雄

会計責任者 鈴木　栄二 須藤　淳也

代表者 相川　和永 鈴木　恭浩

会計責任者 松﨑　美和 稲口　淳太郎

代表者 髙橋　茂 佐藤　忠雄

会計責任者 土谷　孝道 高橋　茂

内　　　　　　　　　　容

異動年月日異 動 事 項

全日本不動産政治連盟千葉県本部 高橋　正敏 平成29年5月24日

千葉県税理士政治連盟千葉南支部 石川　恵一 平成29年6月7日

千葉県税理士政治連盟船橋支部 相川　和永 平成29年6月9日

異 動 事 項

内　　　　　　　　　　容

異動年月日

平成30年3月5日

平成30年3月20日

政　治　団　体　の　名　称 代表者の氏名

政　治　団　体　の　名　称 代表者の氏名

民進党千葉市花見川区支部 三瓶　輝枝

民進党千葉県第１２区総支部 髙橋　　浩

千葉県税理士政治連盟千葉東支部 髙橋　　茂 平成29年6月14日



新 旧

東電労組政治連盟千葉県支部 山崎　英世 会計責任者 荒谷　栄一郎 永富　博之 平成29年7月31日

佐久間治行後援会 佐久間啓子 会計責任者 佐久間　たえ 上野　たえ 平成29年8月4日

髙橋ひでき後援会 髙橋　秀樹 会計責任者 髙橋　裕幸 近藤　和幸 平成29年8月31日

次世代政策研究フォーラム 伊藤　隆広 所在地 千葉市美浜区幸町２－１１－２５－５０５　 千葉市花見川区検見川町５－２６１ 平成29年9月10日

村越祐民後援会 村越　祐民
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
平成29年10月10日

代表者 山崎　英世 小谷　裕

会計責任者 永富　博之 齋藤　政洋

内田えつし後援会 大塚　恒夫 会計責任者 内田　加代子 大川　三敏 平成29年12月1日

加藤英雄後援会 岸　　勝利 代表者 岸　勝利 山口　輝夫 平成29年12月25日

代表者 飯塚　禎司 石上　誠

会計責任者 竹内　幹夫 向後　正博

えのさわ吉克後援会 田村　満廣 会計責任者 江野澤　孝弘 渡辺　盛 平成30年1月10日

きさらづ市民ネットワーク 廣澤　恵子 代表者 廣澤　恵子 田中　紀子 平成30年1月28日

田中のりこと市民ネット 田中　紀子 会計責任者 日下部　正之 藤川　美佳 平成30年1月28日

市民ネットワ－ク・ふなばし 麻生　修子 所在地 船橋市東船橋４－２９－２－１０５　 船橋市東船橋４－２９－２ 平成30年2月11日

印旛郡市薬剤師連盟 田中　茂雄 代表者 田中　茂雄 蓬生　幸夫 平成30年2月13日

清宮誠と佐倉を創る会 清宮　　誠 所在地 佐倉市新町２２１　 佐倉市大蛇町１００－９ 平成30年2月28日

千葉県産業廃棄物協会政治連盟 杉田　昭義 所在地
千葉市中央区中央三丁目３番１号フジ

モト第一生命ビルディング５階
千葉市中央区新千葉二丁目１番７号第２石橋

ビル５０１号室
平成30年3月1日

つきたに岳大後援会 槻谷　岳大 所在地 船橋市印内３－３９－３メゾンＱ３０２号 船橋市西船４－８－２０ＳＫ鎌倉ビル１０１号 平成30年3月1日

桜井崇後援会 櫻井　　崇 所在地
千葉市花見川区幕張本郷２－７－４－

１０２
千葉市花見川区幕張本郷３－１０－３２セピア

コートＪＡ２０３
平成30年3月7日

代表者 小倉　満 岡田　忠次

会計責任者 永田　薫 鈴木　正夫

幸福実現党市原後援会 黒澤　秀樹 会計責任者 栗原　久美子 牧野　正彦 平成30年3月9日

代表者 小原　等 川田　和広

会計責任者 等々力　康広 小原　等

はっとり友則後援会 高橋　信行 所在地 八千代市八千代台西２－４－１８　 八千代市八千代台西２－４－３ 平成30年3月14日

八千代市一番宣言の会 高橋　信行 所在地 八千代市八千代台西２－４－１８　 八千代市八千代台北５－８－１７ 平成30年3月14日

連合千葉政治連盟 山崎　英世 平成29年10月20日

政　治　団　体　の　名　称 代表者の氏名 異 動 事 項

内　　　　　　　　　　容

異動年月日

「石上みつやす」後援会 飯塚　禎司 平成30年1月1日

千葉県測量設計政治連盟 小倉　　満 平成30年3月8日

働く者の魅力ある政策を実現する会 小原　　等 平成30年3月14日



新 旧

青野勝行後援会 野老　　薫 会計責任者 新井　昭男 立花　兵次 平成30年3月18日

幸福実現党柏後援会 高橋　　彰 会計責任者 三島　佳代子 森　泰子 平成30年3月18日

入江あき子と市民ネット 入江　晶子 会計責任者 栗田　幸子 服部　かをる 平成30年3月19日

幸福実現党松戸後援会 山田　　徹 会計責任者 花島　麗奈 三島　佳代子 平成30年3月19日

まつお栄子後援会 前田　敏郎 会計責任者 松尾　視 武藤　水緒 平成30年3月21日

幸福実現党習志野後援会 新井　一弘 会計責任者 牧野　正彦 河口　敦子 平成30年3月22日

代表者 風間　將美 伊藤　幸男

会計責任者 嘉志摩　政章 風間　將美

「市民が主人公」の明るい松戸市をつくる会 篠崎　雪男 会計責任者 茂呂　君代 古橋　知康 平成30年3月25日

代表者 浦野　隆夫 山口　善也

会計責任者 長谷川　勝子 今井　修平

代表者 槙　好則 大竹　敏彦

会計責任者 石川　泉 小柴　晃

政治結社大和皇誠會 鈴木　一生 名称 政治結社大和皇誠會　 政治結社大和一誠會　 平成30年3月26日

阿井伸也後援会 高野　常正 会計責任者 石原　栄一 小野崎　正喜 平成30年3月28日

明るい市原をつくる市民の会 鈴木　　真 所在地 市原市平田６５１－１　 市原市五井東３－１６－２１　 平成30年3月28日

名称 木村きんいち後援会　 木村きん一後援会　

所在地 野田市清水４３８－８　
野田市清水２３９－２サントビーレジデンスⅢ

－１０２

会計責任者 岩立　直人 家藤　義人

みわ由美後援会 浦野　隆夫 平成30年3月25日

千葉司法書士政治連盟 風間　將美 平成30年3月23日

政　治　団　体　の　名　称 代表者の氏名 異 動 事 項

内　　　　　　　　　　容

異動年月日

あたらしい千葉・みんなの会 槙　　好則 平成30年3月26日

木村きんいち後援会 木村　欽一 平成30年3月28日


