
（２）　資金管理団体

ｱ 葵会 山本　恵一 山本　和正 京都市北区西賀茂神光院町１０５ H18.10.30

青野ひとし後援会 青野　仁志 青野　仁志 京都市中京区西ノ京船塚町１５－７５ H14.10.21

あすかいけいこ地方自治研究会 飛鳥井　佳子 沼田　勝彦 向日市寺戸町芝山３－１０４ H7.3.14

明日の西京を考える会 天方　浩之 天方　由佳 京都市西京区樫原平田町１５番地１６ H18.2.21

足立伸一後援会 足立　伸一 足立　伸一 福知山市夜久野町直見７６８番地 H22.12.22

新しい時代の京都の会 西脇　隆俊 髙石　佳文 京都市上京区新町通丸太町上ル春帯町３４９－２　仙石ビル３０５号 H30.2.5

アラマキリュウゾウ会 荒巻　隆三 波多江　正志 京都市東山区本町２－８５ H18.9.1

安政会 安田　守 井上　隆司 向日市物集女町クヅ子１９番地 H19.4.11

ｲ 池田政経懇話会 池田　正義 池田　恵子 舞鶴市金屋町１０－５ H24.11.26

池田輝彦後援会 池田　輝彦 池田　輝彦 宇治市五ケ庄上村６２－２５ H27.1.9

石井啓子を励ます会 石井　啓子 安井　幸治 長岡京市今里更ノ町１５－５ H25.7.29

いちのせ裕子後援会 一瀬　裕子 山本　徳雄 城陽市久世上大谷３２－１０ H27.2.2

一粒会 西田　昌司 柿本　大輔 京都市南区東九条河辺町２３－１９ H6.10.3

稲吉道夫後援会 稲吉　道夫 稲吉　道夫 宇治市小倉町蓮池１１７番地の７ H23.1.5

乾秀子後援会 乾　秀子 乾　秀子 城陽市寺田北東西３５番地 H22.11.26

医療経済懇話会 市田　竜也 市田　竜也 京都市右京区西院松井町３１－１ H14.10.16

岩田芳一後援会 岩田　芳一 倭田　充章 久世郡久御山町田井向野４３－８ H19.2.1

ｳ 上羽和幸後援会 上羽　和幸 上羽　幸子 舞鶴市溝尻町３９－９ H10.9.10

ウサミ京都市政研究会 宇佐美　賢一 今本　博健 京都市左京区松ケ崎海尻町１４－９ H22.10.25

うつみふく子後援会 内海　富久子 内海　和高 相楽郡精華町桜が丘３丁目２７番地の２２ H17.4.25

届出年月日50音 政治団体名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地
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ｳ 梅本章一後援会 梅本　章一 梅本　彩香 相楽郡南山城村大字北大河原小字釜ノ子２９番地５９９ H16.3.3

ｴ 英友会 田中　英之 奥井　寛之 京都市右京区西院三蔵町３５　田ビル２Ｆ H26.6.18

江村りさ後援会 平野　理紗 久田　由香 京都市上京区堀川通上立売上る芝之町５１０ H22.8.11

ｵ おおすみ久典後援会 大角　久典 松浦　信幸 木津川市梅美台五丁目６－３ H30.11.1

太田かつひこ後援会 太田　克彦 太田　恵子 八幡市西山足立３０－４ H22.12.22

大谷洋介後援会 大谷　洋介 大谷　洋介 福知山市字天田４８４番地の４ H19.2.19

大津ゆうた後援会 大津　裕太 大津　裕美子 京都市中京区壬生下溝町５７番地４５ H25.5.27

大野みどり後援会 大野　翠 大野　善生 相楽郡精華町光台八丁目３０番地２１ R3.3.31

大橋一夫をはげます会 大橋　一夫 米田　光穗 福知山市北羽合１の１ H18.1.6

大山崎を豊かにする会 德本　修司 小林　純 乙訓郡大山崎町字円明寺小字小倉口２５番地２０ R3.8.25

岡田久雄後援会 岡田　久雄 中坊　清和 綴喜郡井手町大字井手小字宮ノ本１０－２ H18.1.30

岡田ひでこ後援会 岡田　秀子 岡田　三夫 八幡市美濃山一ノ谷７－９ H15.1.10

岡本かずのりを応援する会 岡本　和徳 岡本　香澄 京都市右京区谷口円成寺町２－８ H22.11.4

小川直人後援会 小川　直人 池内　泰貴 八幡市八幡三本橋６０－３３－２Ｆ R3.5.24

奥村よりかず後援会 奥村　順一 奥村　まゆみ 八幡市八幡双栗１０番地の５ H27.12.17

長村農業経済研究所 長村　善平 長村　和子 八幡市内里宮ノ前１８ H10.12.22

おやまだ春樹元気な古都会 小山田　春樹 小山田　春樹 京都市右京区太秦桂木町１３－１　酒井ビル１Ｆ H30.11.15

ｶ 嘉久志満後援会 嘉久志　満 嘉久志　清子 乙訓郡大山崎町字大山崎小字西高田９番地１０６ H30.8.21

片桐直哉政策研究会 片桐　直哉 片桐　克己 京都市北区紫野中柏野町１６－９ H17.6.23

神谷修平後援会 神谷　修平 神谷　ゆり 京都市下京区五坊大宮町７７　肥後エグゼクディブビル１階 H30.5.23
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ｶ かわしま優子後援会 川嶋　優子 川嶋　優子 京都市伏見区京町１０丁目１５－７ H26.9.8

かわだみほ後援会 河田　美穂 瀧川　容一 京田辺市草内八田７番地６４ H19.2.1

河邉新太郎後援会 河邉　新太郎 立川　和行 与謝郡与謝野町字石川１２７７－２ H26.3.7

ｷ 北区政経会 谷口　みゆき 谷口　和弘 京都市北区大将軍一条町３５ H31.2.7

北原しんじ後援会 北原　慎治 酒井　佑 京都市右京区西院西今田町１８－６ H26.4.10

北山文化懇話会 岸本　裕一 溝口　博子 京都市北区上賀茂朝露ケ原町２７－２　アクアエルフ上賀茂２０７ H27.1.15

木戸とくきち後援会 木戸　徳吉 木戸　信子 南丹市美山町下平屋エラ九番地 H21.12.28

京都さざえ会 磯野　勝 岡田　弘毅 向日市上植野町御塔道４１－２ H27.5.1

京都政経懇話会 徳本　良孝 徳本　幸子 京都市下京区中堂寺北町１番地の１８ S59.3.6

京都政経フォーラム 清水　鴻一郎 清水　幹久 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町１５３番地７ H7.6.1

京都倉成会 上倉　淑敬 嶋田　泰次郎 京都市伏見区深草新門丈町１５４－１　フラット・オクａ３０３ R3.4.14

京都中部地域政治経済研究所 中川　泰宏 大槻　富代 京都市西京区樫原石畑町１４－８ H8.2.1

京都の未来を守る会 森田　守 山口　千佳 京都市右京区西院松井町２０ H27.7.31

京都フォーラム研究会 前波　健史 前波　富喜子 京都市伏見区向島中島町７７－３５　前波ビル１Ｆ H8.11.21

京都ミライ図 堀場　幸子 安井　達也 京都市南区久世大築町２１－５　ルーチェ桂川１０２ R3.4.22

京都ワクワクミーティング 田中　健志 森本　晃世 京都市中京区東堀川通蛸薬師上る壺屋町２６７番地　１Ｆ H18.10.12

ｸ 国本友利後援会 国本　友利 国本　友利 京都市左京区田中上古川町１６－１ H18.10.3

久保憲司後援会 久保　憲司 石上　文彦 相楽郡南山城村田山割尾坂３６番地１ R1.5.7

くぼたまさき後援会 久保田　正紀 久保田　正紀 京都市伏見区深草僧坊町１－５－Ａ R1.9.13

くまがい佐和美励ます会 熊谷　佐和美 熊谷　佐和美 城陽市市辺西川原１０１の１ H19.2.1
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ｺ 公信会 秋田　公司 秋田　陽子 京都市南区西九条御幸田町２９番地の２ H18.10.24

髙德会 田中　崇則 赤穂　尚範 京都市右京区西京極西池田町４１ H26.11.13

厚友会 浅井　厚徳 浅井　みどり 宇治市小倉町南浦７１－１０５ H7.4.10

こかじ義広後援会 小鍛治　義広 小鍛治　義広 京都市南区唐橋堂ノ前町２７－９ H22.11.26

古月会 胡内　大輔 胡内　陽子 京都市右京区太秦安井車道町２－２０ H29.11.24

こじま信太郎後援会 小島　信太郎 小島　麻里奈 京都市山科区東野中井ノ上町４－８７ H30.7.2

小谷繁雄後援会 小谷　繁雄 小谷　真奈美 舞鶴市字魚屋１９４番地 H26.8.5

小巻みつじ政策研究会 小巻　實司 山口　秀世 京都市下京区西洞院通六条上る金屋町４－４８３ H18.3.7

小松原一哉とあゆむ会 小松原　一哉 小松原　八重子 城陽市平川横道２４ H27.1.29

小松やすゆき後援会 小松　康之 小松　玲子 亀岡市西つつじヶ丘美山台１丁目３－１１５ H27.7.22

近藤宏和後援会 近藤　宏和 近藤　博保 向日市森本町下森本４６－５ H27.5.29

ｻ 酒井常雄後援会 酒井　常雄 大坪　喜美枝 城陽市寺田市ノ久保２－１６５ H21.7.31

桜井政経懇話会 桜井　泰広 桜井　真里子 京都市左京区静市市原町１２９１－２４ H27.5.21

ｼ しば田はすみ後援会 柴田　はすみ 柴田　正信 木津川市南加茂台７－２－１３ H22.11.26

島本京司後援会 嶋本　京司 嶋本　京司 京都市南区吉祥院観音堂南町１ H23.2.8

清水あきよし後援会 清水　章好 清水　章好 八幡市八幡山田２７－１０ H27.1.9

市民政策ネットワーク 泉　健太 加藤　義直 京都市伏見区深草加賀屋敷町３－６　ネクスト２１Ⅱ１Ｆ H12.3.17

じゅんしん会 松村　淳子 堀　明人 宇治市宇治妙楽１７１－７　三千堂ビル２階２号室自由民主党宇治支部内 R3.2.22

昌栄会 加藤　昌洋 加藤　公彦 京都市中京区壬生上大竹町１５－６　加藤方 H26.12.24

昌風会 能勢　昌博 彌三川　満 長岡京市開田４－１７－１ H23.6.27
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ｼ 章友会 井　章 進藤　秀保 京都市山科区西野岸ノ下町５５－５ H19.1.5

しらつか悦子と脱原発を実現する会 加藤　悦子 寺野　哲也 京都市南区吉祥院石原長田町１－８　桂川ハイツ４号館９０２号室 H27.1.16

新政経懇話会 二之湯　智 川村　雅己 京都市右京区西院坤町２　ハウスドゥ四条ビル６０１ S61.9.29

進藤裕之後援会 進藤　裕之 進藤　弘美 長岡京市東神足２丁目１４－１－３１０ H13.4.24

信頼の実現ネットワ－ク 近藤　永太郎 　本　吉治 京都市西京区桂乾町７５ H9.7.10

新緑会 前原　誠司 齋藤　博史 京都市左京区山端壱町田町８－４６ H2.8.8

ｽ 杉島ひさとし後援会 杉島　久敏 杉島　秀隆 舞鶴市字引土新７０番地 H26.8.5

炭本のりこを育てる会 炭本　範子 炭本　武 木津川市加茂町例幣畑ヶ谷１１ H15.2.25

すみれの会 豊田　恵美 豊田　恵美 京都市左京区岩倉三笠町１９６－２ H30.12.13

ｾ 晴友会 奥田　敏晴 堀井　英嗣 城陽市寺田北東西９７ H11.1.26

関谷智子後援会 関谷　智子 関谷　智子 宇治市五ケ庄福角４５－１７ H11.1.22

ｿ 曽我修後援会 曽我　修 曽我　修 京都市伏見区向島清水町２１５ H14.8.8

そのさき弘道くんを育てる会 園崎　弘道 園崎　理絵 城陽市平川大将軍８８－３号室 H24.11.16

ﾀ 大志会 津田　大三 高橋　久永 京都市中京区三条通千本東入 H16.3.3

大道義知後援会 大道　義知 　一雄 京都市南区久世殿城町２０７番地１２ H6.12.5

髙山とよひこ後援会 髙山　豊彦 髙山　朋子 相楽郡和束町大字石寺小字中黒１９ H31.3.1

田中あきひで後援会 田中　明秀 田中　千恵子 京都市西京区松室北河原町１２４ H18.12.13

谷なおき後援会 谷　直樹 岡田　文彦 城陽市長池北裏９９番地 H27.1.30

谷村ひろし後援会 谷村　浩志 谷村　朋美 城陽市市辺出川原４番地９号 H30.10.11

丹州政治連盟 四方　源太郎 高橋　輝 綾部市並松町上番取２５ H19.1.12
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ﾁ 地域振興フォ－ラム 斎藤　彰 斎藤　彰 舞鶴市字喜多８６２ H7.3.20

地域創生研究会 桂川　孝裕 桂川　孝裕 亀岡市曽我部町穴太東ノ４６　穴太寺内 H19.12.18

調和ある社会を実現する会 二之湯　真士 高屋　宏章 京都市右京区太秦下刑部町１９０　アイキューブビル２階 H18.9.20

ﾂ 堤じゅん太事務所 堤　淳太 堤　淳太 長岡京市長岡２丁目２－９　小池マンション南棟１－Ａ H21.7.15

ﾃ 寺田かずひろ政経懇話会 寺田　一博 寺田　壽子 京都市上京区一条通御前通西入上る大上之町５７－１ H17.10.5

ト 戸川和子後援会 戸川　和子 戸川　二三男 久世郡久御山町栄２丁目１－６７ H14.11.11

富きくお政経懇話会 富　喜久夫 富　百世 京都市山科区勧修寺東栗栖野町６８－９ R3.9.24

とみたに加都子後援会 冨谷　加都子 冨谷　正一 亀岡市篠町篠下中筋６１－２９ H26.11.6

冨安輝雄後援会 冨安　輝雄 藤田　光浩 向日市森本町下森本２４－２ H19.6.6

豊田潤多郎を育てる会 豊田　潤多郎 豊田　英子 京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町２の９ H4.6.12

鳥居進後援会 鳥居　進 鳥居　進 宇治市広野町尖山４－３６９ H22.11.26

ﾅ 長尾美矢子後援会 長尾　美矢子 長尾　美矢子 向日市上植野町芝ヶ本２－２７ H19.6.6

なかがわ善夫後援会 中川　善夫 中川　万智子 京都市伏見区横大路中ノ庄町５５番地 H30.10.31

中島たけふみ政策研究所 中島　武文 中島　敏栄 宮津市小寺８９７番地 H30.2.20

長野えつ子後援会 長野　惠津子 長野　林太郎 宇治市神明石塚５４－３７　イトーピア宇治グランヒルズ６１３号 H14.11.11

中野まさとも後援会 中野　勝友 中野　敬太 京丹後市久美浜町佐野３３７ H28.2.4

中村三之助と皆の会 中村　三之助 小林　泰之 京都市上京区小川通寺之内下る射場町５６８ H10.12.3

中村まさたか後援会 中村　正孝 小畑　昇 亀岡市千代川町高野林北ン田１－４７ H22.11.1

ﾆ 西村よしなお後援会 西村　義直 上田　清和 京都市西京区大原野石見町６００－１０ H18.10.11

西山のぶまさ後援会 西山　信昌 小崎　史子 京都市下京区夷馬場町２０－４ H26.12.9
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ﾆ 日本をあらためる会 北神　圭朗 北神　敦子 京都市右京区西院西田町２３　日新ビル２Ｆ H14.8.26

ﾊ 橋村芳和後援会 橋村　芳和 橋村　尚 京都市伏見区醍醐構口町３２－２　構口マンション１０１ H3.1.22

畑本くにえ後援会 畑本　久仁枝 畑本　久仁枝 京都市左京区岩倉幡枝町６０１－４５ H24.11.30

八山会 中川　貴由 中村　正臣 八幡市八幡三ノ甲１１－３ H22.6.16

林正樹後援会 林　正樹 坂　圭三 京都市山科区椥封シ川町３５番地１３号 H18.9.19

春の会 北岡　千はる 堤　雄 京都市左京区岩倉長谷町５１７－６８ H7.2.15

ﾋ ひきただい後援会 疋田　大 疋田　大 京都市左京区聖護院東町１－１７ H26.7.23

響の管理団体 髙間　響 髙間　叔枝 京都市中京区東堀川通蛸薬師上る壺屋町２６７番地　１Ｆ田中けんじ後援会事務所内 H30.12.5

兵藤しんいち後援会 兵藤　愼秩 兵藤　美由紀 京都市北区出雲路立テ本町２０－５ H30.11.1

平井としき後援会 平井　斉己 北方　彩 京都市北区紫野上御輿町３０－３　ミルノール№３ H18.3.16

平田けいを育てる会 平田　圭 平田　康男 京都市伏見区深草出羽屋敷町１３－１３ H31.1.17

平田せいじ後援会 平田　聖治 平田　真奈美 南丹市園部町船岡河谷１２－１ H29.12.11

平沼和彦後援会 平沼　和彦 久保　憲司 相楽郡南山城村大字田山小字北谷２５番地４ R1.5.27

平山たかお後援会 平山　貴大 平山　範重 京都市東山区本町２０丁目４３４－１ H26.11.4

平山よしかず後援会 平山　賀一 平山　江津子 京都市西京区川島東代町２８番地２２ H18.11.29

ﾌ ファミリー向日市を築く会 太田　秀明 瀬崎　久芳 向日市鶏冠井町御屋敷２７－８ H7.5.9

福島和人後援会 福島　和人 大谷　厚子 長岡京市馬場見場走り２６－３　長岡京スカイハイツ２１２号 H13.8.28

福田佐世子政経調査会 福田　佐世子 西川　真由美 八幡市戸津北小路７１番地・７２番地合地 H23.1.28

福田正人後援会 福田　正人 山田　勝久 向日市寺戸町新田２４番地１０号 H27.5.18

伏見新世紀の会 繁　隆夫 繁　弘子 京都市伏見区深草直違橋十丁目１４８ H7.1.6

－7－



（２）　資金管理団体

届出年月日50音 政治団体名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

ﾌ 藤本英樹後援会 藤本　英樹 藤本　純子 綴喜郡宇治田原町禅定寺勝谷７３ H28.10.24

藤本弘後援会 藤本　弘 藤本　弘 亀岡市南つつじヶ丘大葉台１丁目２１－１０ H18.9.6

藤山ゆきこ後援会 藤山　裕紀子 藤山　博雄 宇治市羽戸山二丁目１－２６８ H26.1.14

古林よしたか後援会 古林　良崇 古林　絵里香 京田辺市大住西角９６ H30.9.21

ﾎ 豊栄会 荻原　豊久 長澤　宗一 宇治市羽戸山１－５－５４ H30.12.28

本田太郎政策研究所 本田　太郎 本田　雄三 宮津市鶴賀２１０９－１９ H27.1.16

ﾏ 増田たかし後援会 増田　貴 小野　和昭 城陽市平川広田３５－１０ H19.2.1

俣野健二後援会 俣野　健二 俣野　健康 亀岡市大井町並河２丁目２－１５ H22.11.5

松浦登美義後援会 松浦　登美義 松浦　千代美 宮津市字滝馬１２５ H10.5.7

松田けい子後援会 松田　華子 松本　昭宏 京都市山科区椥草海道町４－７　イーグルコート椥３アペックス２０２号 H30.8.21

松田弘幸後援会 松田　弘幸 松田　美由紀 舞鶴市字三浜７１２ H22.7.30

松村ひでき後援会 松村　英樹 松村　孝子 船井郡京丹波町大朴道ノ上２５ R3.9.21

松本聖司後援会 松本　聖司 谷　正一 京丹後市峰山町新治２０３８ H16.4.5

松本隆後援会 松本　隆 松本　洋子 宮津市字江尻２９１番地の２ H14.3.6

マルタケエビス２１ 山本　賢哉 山本　全康 京都市右京区西院松井町１６ H15.2.14

ﾐ 宮崎むつこハーモニーネット 宮崎　睦子 宮崎　睦子 相楽郡精華町桜が丘３丁目３１番７号 H21.3.12

宮下ゆきこ後援会 宮下　友紀子 宮下　永吉 京都市上京区堀川通上立売上ル竹屋町５８４番地 H30.12.12

未来京都の会 門川　大作 和田　一郎 向日市鶏冠井町荒内３５番地１５ H19.12.25

ﾑ むこうがわ弘後援会 向川　弘 木崎　歳夫 京田辺市大住平谷８番地の７７ H30.11.1

村井ひろし後援会 村井　弘 村井　秀一 宇治市小倉町中畑６０－５ H14.10.8

－8－



（２）　資金管理団体

届出年月日50音 政治団体名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

ﾑ 村田周子後援会 村田　周子 村田　真理子 相楽郡精華町祝園西一丁目３４番地８ R3.4.26

村山祥栄政策フォーラム 村山　祥栄 村山　祥栄 京都市左京区下鴨蓼倉町１６－１３ H14.8.16

ﾓ 森かれん後援会 森　かれん 森　久美 京都市上京区寺ノ内通千本西入ル柏清盛町９６９ H26.7.16

森口とおる後援会 森口　亨 森口　亨 京丹後市峰山町新町１９１９－３ H15.2.20

森・里・海の永久物語 小原　舞 佐々木　幹夫 舞鶴市上安久小字塩入２２３－４
異動届

H27.5.29

森田幸子後援会 森田　幸子 森田　法雄 船井郡京丹波町須知狐塚１８ H21.10.30

森義美後援会 森　義美 田中　正勝 綾部市十倉名畑町名畠２－１ H14.6.6

もろおか美津後援会 諸岡　美津 児玉　奈津子 京都市右京区太秦蜂ヶ岡町１０－１８７ H18.10.30

ﾔ 安井つとむ勉友会 安井　勉 田中　稔 京都市伏見区淀樋爪町３６０番地 H18.5.26

山内みきこ後援会 山内　実貴子 坊　正信 綴喜郡宇治田原町銘城台２０－１１ H24.9.11

山内よし子後援会 山内　よし子 藤本　忠正 京都市下京区夷馬場町１ H14.9.26

山口かつひろ後援会 山口　克浩 小泉　敬志 八幡市男山笹谷７　３０５－５０４ H15.11.5

山口勝後援会 山口　勝 山口　妙子 京都市伏見区深草十九軒町５６２－８ H6.12.5

やまずまい子後援会 山集　麻衣子 山集　麻衣子 京都市下京区住吉町４９６－１１０１ H22.12.15

やまのい和則と日本の未来を創る会 山井　和則 山井　武夫 城陽市平川茶屋裏５８－１－２Ｆ H8.10.1

山本あつし後援会 山本　篤志 山本　峰子 木津川市山城町綺田南河原１０１－１９ H30.12.6

山本智を励ます会 山本　智 渡辺　久司 長岡京市奥海印寺駿河田６－６ H25.7.29

山本ゆみこ後援会 山本　由美子 山本　由美子 亀岡市東別院町鎌倉雁松９－３７ H22.11.26

ﾕ 湯浅光彦後援会 湯浅　光彦 杉山　有三 京都市右京区太秦上刑部町１９－２５ H14.12.26

ﾖ 田たかお後援会 田　孝雄 中塚　昭一 京都市伏見区桃山与五郎町１－２８７ H18.11.8
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ﾖ 吉見茂久後援会 吉見　茂久 吉見　茂久 福知山市三和町７５９番地の２ H22.12.22

米沢修司後援会 米澤　修司 小林　かつえ 京田辺市大住ヶ丘１丁目１３番地２２ H19.1.9

ﾗ 洛北政策研究会 石田　宗久 石田　宗久 京都市左京区一乗寺築田町６７番地 H18.3.13

ﾘ 緑風会 隠塚　功 隠塚　文香 京都市左京区北白川上終町１１－２－５０３ H10.9.16

ﾚ 黎明会 菅谷　寛志 奥田　純江 京都市山科区小野御所ノ内町１－２９８ H11.1.7

ﾜ わたなべ邦子政策研究会 渡辺　邦子 内海　景蔵 京都市伏見区醍醐下山口町７番地Ａ１－４０４ H18.1.17

和田まさゆき後援会 和田　正幸 和田　里美 京丹後市久美浜町壱分８７７番地 H24.4.10
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