
（３）　その他の団体

ｱ あいはら佳代子後援会 倉橋　武久 相原　誠 城陽市富野南垣内１－５０ H17.8.18

青木さとしせいかの風 青木　敏 青木　玲子 相楽郡精華町精華台１丁目３７番地２　ネオステージけいはんな公園アネシス１２０ H21.3.19

赤坂マリア後援会 岩　熾昷 岩　熾昷 亀岡市河原町１１６　アペックスビル１Ｆ H30.5.31

“赤ひげ”舞鶴の会 荒木　義正 尾関　善之 舞鶴市字浜２００６－１８ H19.1.4

明るい宇治を創る会 坂下　弘親 荻原　豊久 宇治市莵道田中３４－５ H24.11.15

明るい下京をつくる会 下村　明 下村　初子 京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２５番地　ランドマークシティ京都烏丸五条３０１号 H21.3.2

明るい社会の実現を目指す市民会議 平峯　健太 西山　正峰 京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町８０１番地　オムロン労働組合内 H3.8.28

明るく豊かな宮津をつくる会 小田　彰彦 井上　悦幸 宮津市字溝尻４９１ 城崎織物内 H26.5.29

秋田公司後援会 宇田　靖 水口　勇誠 京都市南区西九条御幸田町２９番地の２ H18.10.24

秋月けんすけ後援会 秋月　健輔 秋月　康成 京田辺市草内八田４６－１８ H30.10.5

浅井厚徳後援会 大橋　繁雄 浅井　みどり 宇治市小倉町南浦７１－１０５ S61.12.25

浅田はるひこ後援会 浅田　孝 関　敏修 亀岡市馬路町池尻６１－１番地 H30.8.27

田まさひろを支援する会 原田　奨 小谷　幸総 福知山市土２７－２ H22.8.5

明日の右京区を創る会 井上　与裕 西野　好 京都市右京区嵯峨観空寺明水町５９ R1.6.20

明日の亀岡をつくる会 豊田　知八 小畑　昇 亀岡市千代川町高野林北ン田１－４７ H27.1.30

明日の舞鶴を拓く会 斎藤　彰 斎藤　彰 舞鶴市字喜多８６２ H7.2.21

安達種雄後援会 岡本　英夫 小長谷　佳正 与謝郡与謝野町岩屋３７８　安達方 H18.2.3

足立はるゆきを励ます会 足立　まゆみ 森　茂 福知山市字猪崎２３１－８ H30.8.1

新しい風の会 吉岡　光義 安岡　克己 京丹後市峰山町新町１９１９－３ H31.1.18

新しい京田辺市をつくる市民の会 中村　誠一 田中　一郎 京田辺市大住ケ丘３丁目１４の５　中村誠一方 H7.2.20
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ｱ 新しい久御山民主町政をつくる会（略称、民主町政の会） 内田　公昭 秋元　登喜子 久世郡久御山町林宮ノ後２１　久御山団地５棟３０１号巽悦子方 H22.4.16

新しい方向の会 東　宣行 奥野　宏 京丹後市網野町浅茂川３６１ H7.4.18

新しい民主市政をつくる市民の会 中島　鉄太郎 川戸　倉治 向日市寺戸町西野辺１３－２２ S61.10.15

天野俊宏後援会 嶋田　善久 築山　剛 向日市向日町南山２５－２ H23.5.23

あやべ太陽の会 大槻　浩平 安藤　和明 綾部市青野町西青野７番地 H21.11.30

綾部日本共産党後援会 吉崎　久 坂根　国昭 綾部市本町４丁目２２－４　日本共産党綾部市委員会内 S57.3.10

荒川ひろし後援会 田中　典男 佐中　邦子 福知山市字堀１９４７－１５ H3.1.23

荒木慎二後援会 荒木　慎二 荒木　麻砂子 舞鶴市田中町１８－２０ H30.6.20

荒木としふみ後援会 荒木　敏文 佐々木　武志 綾部市和木町ノ口２４番地 H26.4.2

安心安全 大西　秀子 大西　治 京都市左京区静市市原町７２－１５ H30.2.9

安藤かずあき後援会 由良　大司 大槻　清隆 綾部市青野町西中居４８番地 H18.5.15

ｲ いえき功後援会 家城　功 家城　徳男 与謝郡与謝野町三河内５３８－１ H18.3.3

家元まさる後援会 井土　昇 竹下　康樹 福知山市北本町一区１１０番地 H29.12.6

池田まさよし後援会 堀澤　昌弘 小林　俊行 舞鶴市金屋町１０－５番地 H9.11.21

井坂博文後援会 石川　進 工藤　眞一 京都市北区紫野雲林院町７８ H2.11.29

井﨑敦子と草の根プロジェクト 井﨑　敦子 春山　文枝 京都市左京区田中里ノ前町４９－１ H30.11.5

石田宗久後援会 堀場　弘之 堀場　弘之 京都市左京区一乗寺築田町６７番地 H14.6.7

石づかえつこはげます会 土佐　繁美 浅野　智明 舞鶴市字与保呂１２９１番地 H26.9.8

石野善司後援会 谷口　捷行 石野　龍司 亀岡市篠町広田１丁目３４番地１３号（石野善司方） H10.8.13

維新政党・新風京都府本部 魚谷　哲央 黒田　秀高 京都市中京区麩屋町通二条下る　第２ふじビル４階 H8.1.19
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ｲ 泉健太後援会 遠山　建樹 野本　菜生 京都市伏見区深草加賀屋敷町３－６　ネクスト２１Ⅱ１Ｆ H12.3.17

磯野勝はげます会 磯野　勝 北野　順久 向日市上植野町御塔道４１－２ H27.5.7

いだ悦子はげます会 生水　武男 荒木　正男 舞鶴市白浜台６３５－１ H10.8.17

井田かよ子後援会 丸山　進 森　美子 綾部市味方町畦田３０番地 H22.6.7

一公党 出田　豊 出田　豊 舞鶴市万願寺８－１１４番地 H21.9.8

一緒にやろうはたのひさご後援会 波多野　庇砂 波多野　庇砂 乙訓郡大山崎町字円明寺小字鳥居前４８番地 H18.10.27

伊藤きみえネット（伊藤きみえ後援会） 伊藤　初男 伊藤　淳 木津川市木津町内垣外５２ H15.3.27

伊藤きよみ後援会 川島　進一 伊藤　則子 舞鶴市丸山中町６８－２ H26.4.25

いとう康二後援会 伊藤　康二 伊藤　康二 船井郡京丹波町蒲生蒲生野３８３番地４３ R3.2.17

井上一徳後援会 三浦　学 佐々木　幹夫 舞鶴市字森５３４番地 H29.11.20

井上しげのりを励ます会 田嶋　洋三 土屋　潔 福知山市宮１１６番地 H6.12.9

井上ひろあき後援会 井上　博明 井上　博明 乙訓郡大山崎町字円明寺小字西法寺１番地３９ H30.8.6

井上ムツオ後援会 井上　武津男 井上　あつ子 相楽郡和束町大字釜塚小字前田３番地 H19.3.23

いのち輝き和がひろがるふるさとの会 中西　定征 安達　康高 京丹後市峰山町杉谷６９９ R1.12.25

伊吹文明を囲む公認会計士の会 堀村　不器雄 堀村　不器雄 京都市下京区鍛冶屋町４３６番地２ H27.11.5

今川みや事務所 武部　亮太郎 今川　美也 宇治市小倉町西浦８８－７０　ヴィラ小倉１０４ H27.1.26

今西克己後援会 稲垣　守一 大田　えり子 舞鶴市字志高１２１７番地 H26.6.19

今、未来につなげる市政改革～玉川実二後援会～ 玉川　実二 玉川　実二 木津川市木津川台７丁目１５番地８ H30.7.30

ｳ 上田たけし後援会 竹村　情次 上田　昌男 京田辺市薪水取２５－６ H30.3.2

上田雅後援会 上田　勉 上田　雅美 向日市鶏冠井町北井戸１７－１、１８－１合地 H27.5.25

－3－



（３）　その他の団体

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

ｳ 上野おさみ後援会 安原　信男 石川　明 舞鶴市字多門院７４４ H18.2.16

上原さとし後援会 上原　健 能登　秀雄 城陽市寺田深谷６４番地の３４２ H26.9.12

植山米一後援会 植山　順子 植山　順子 相楽郡精華町山田中村３３ R1.8.21

宇佐美けんいち後援会 河野　誠司 山田　信雄 京都市左京区松ケ崎海尻町１１番地７ H27.3.9

宇治維新の会 秋月　新治 秋月　康成 宇治市宇治東内６５－５ H24.10.4

宇治田原町政を刷新する会 大平　勲 本庄　かおる 綴喜郡宇治田原町立川高橋３ R3.1.5

内田たかし後援会 内田　孝司 内田　孝司 久世郡久御山町東一口大島３１番地２ H22.9.13

美しい未来の会 山田　啓二 習田　豊 京都市山科区音羽野田町７－５－７０８　習田豊方 H16.7.5

馬谷明美後援会 馬谷　明美 馬谷　富士子 福知山市大江町二俣１４０５番地 H31.2.7

梅原てつし後援会 奈島　正倫 梅原　光紘 綾部市中ノ町３丁目３６－３ H30.6.19

ｴ えがしら孝博後援会 江頭　孝博 江頭　孝博 京都市西京区樫原平田町１４番地１１ R1.12.18

えのもとこうすけ後援会 榎本　昂輔 榎本　昂輔 京田辺市山手東１－４－９ H31.1.17

ｵ おおたのぼる後援会 太田　匠 川勝　郁子 船井郡京丹波町富田坪井６８－１ H29.8.15

大塚たてひこ後援会 大塚　建彦 大塚　実知代 亀岡市本町７３番地 H30.7.23

大槻泰徳を励ます会 和泉　すゑ子 今川　丈夫 福知山市字三俣４３３番地 H30.9.28

大津ゆうたチャレンジャーズ倶楽部 大津　裕太 大津　裕美子 京都市中京区壬生下溝町５７番地４５ H30.2.5

大伴まさのり後援会 下村　敬 大伴　純子 長岡京市八条ヶ丘一丁目二番地三棟５０１号 H13.7.2

大伴るい後援会 矢代　政人 大伴　一真 長岡京市八条が丘１丁目２　長岡天神ハイツ３－５０１ R3.6.29

大山崎町明るい民主町政をすすめる各界連絡会 井上　治夫 東　和美 乙訓郡大山崎町円明寺脇山１－８６ S53.10.27

大山崎町日本共産党後援会 井手　啓二 安田　久美子 乙訓郡大山崎町円明寺松田５５の９　安田方 H6.3.16
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ｵ 大山崎町民の幸福を考える会 宗光　敏彰 衣川　一成 乙訓郡大山崎町字円明寺小字殿山１－１１２　円明寺ヶ丘団地Ｄ－２０６ H30.2.14

おかじま一晃後援会 嶋村　憲司 奥西　雄二 京田辺市草内穴口２９番地 H31.1.11

おがたけんを育てる会 林　善嗣 安部　陽 京田辺市田辺南里３８－５８ H18.8.22

岡田三郎後援会 岡田　三郎 岡田　美由紀 相楽郡精華町下狛車付７の２７ R3.4.5

岡田泰正後援会 岡田　泰正 中井　通夫 相楽郡和束町大字原山小字西ノ谷３７ H23.4.13

岡本篤後援会 尾﨑　清則 澤田　学 相楽郡精華町大字北稲八間小字中垣外３３番地 H25.4.15

岡本里美後援会 太田　普 岡田　知子 宇治市槇島町薗場３３－２ H26.11.6

小川かつみ後援会 小川　敬治 中西　誠 亀岡市千代川町小川１丁目５番５号 H26.12.25

おくだ健次後援会 奥田　健次 奥田　健次 船井郡京丹波町実勢大平４５－９７ R3.10.6

奥田敏晴後援会 村　芳雄 上田　康博 城陽市寺田北東西９７ H11.1.26

奥藤あきら後援会 藤原　正明 谷垣　孝由紀 福知山市堀水内３４７１番地の９ H19.2.14

おくの正三後援会 山内　安 山内　悟 亀岡市畑野町広野平井６－１７ H26.12.17

奥野弘佳後援会 古川　晃 奥野　美加枝 相楽郡精華町大字祝園小字二ノ坪９番地 H29.2.2

奥村文浩後援会 安田　隆 奥村　瑞穂 城陽市寺田中大小３０ H22.11.26

長村善平後援会 北村　肇 長村　善和 八幡市内里宮ノ前１８ H10.12.22

尾嶋あつみ後援会 尾嶋　厚美 赤井　和美 福知山市字荒河９番地の９９ H30.12.17

尾関よしゆき後援会 嵯峨根　俊文 尾関　日出子 舞鶴市字南田辺１３１－２３ H14.7.16

乙訓未来計画 堤　淳太 堤　淳太 長岡京市井ノ内下印田３－８　サイラムハイム３０２ H30.10.31

小野さとる後援会 伊藤　信正 植田　嘉忠 向日市上植野町円山２ H18.12.25

小野ひろし後援会 岡本　博 小野　八重子 長岡京市井ノ内北内畑１３番地 H30.11.2
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ｵ おはら舞後援会 中島　則明 佐々木　幹夫 舞鶴市字余部下９１２番地２ H20.9.30

思いやりと絆で築く住みよい京丹後をつくる会 岡　重喜 吉奥　弘 京丹後市弥栄町木橋７８７番地 H20.1.16

おんづか功後援会 中山　修一 松宮　政夫 京都市左京区北白川上終町１１－２－５０３ H11.2.18

ｶ 懐仁会 小牧　義昭 小牧　義昭 与謝郡与謝野町字加悦奥１３１６ H26.1.15

変える姿勢・変わる市政の会 小谷　宗太郎 小谷　英次郎 長岡京市奥海印寺森ノ下２６ H13.9.5

変える姿勢・変わる府政の会 小谷　宗太郎 小谷　博子 長岡京市奥海印寺森ノ下２６ H27.2.17

かがやく宇治の会 野川　正克 野川　正克 宇治市小倉町天王２１番地の３ H30.9.10

輝く京田辺 林　善嗣 上島　竜太郎 京田辺市田辺中央三丁目３－９　シークビル２Ｆ H31.3.26

輝く長岡京をつくる会 柊　彰 新井　英司 長岡京市馬場２丁目３番２４号　柊彰方 H29.6.7

かじわら英樹を育てる会 梶原　英樹 梶原　美和子 京都市山科区川田菱尾田４３－８ H30.6.27

片岡つとむ後援会 北尾　清晴 片岡　もと子 京田辺市興戸東垣内１３番地１ H30.10.29

片岡ひであき後援会 杉山　俊平 片岡　勇 綾部市広瀬町伊神２３ H26.3.27

片岡ひろし後援会 片岡　 片岡　学 木津川市南加茂台７－７－１０ H23.1.11

片山せいじ後援会 伊藤　整一 齊藤　武志 南丹市園部町美園町７号２４－８ H22.12.1

桂川たかひろ後援会 木戸　邦考 桂川　智恵 亀岡市曽我部町穴太東ノ４６　穴太寺内 H14.12.5

活力ある亀岡をつくる会 木戸　邦考 岸　親夫 亀岡市余部町宝久保１－１　（亀岡商工会議所内） S57.2.15

活力ある京都をつくる会 塚本　能交 菅谷　寛志 京都市中京区御池通堀川東入北側　自由民主会館内 S56.9.7

活力ある京都をつくる会和束支部 岡田　勇 村城　信隆 相楽郡和束町大字中小字平田７７の１９ R2.1.31

活力ある京都をつくる福祉の会 櫛田　匠 荻野　修一 京丹後市峰山町室２４ H9.9.24

活力ある村政をつくる会 小西　郁夫 大久保　広志 相楽郡南山城村田山割尾坂３６番地１ R1.5.7
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（３）　その他の団体

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

ｶ 活力ある南山城村をつくる会 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

活力ある向日市をつくる会 磯野　勝 守井　直樹 向日市上植野町御塔道４１番地の２ H22.3.10

活力京都・綾部会 塩田　展康 酒井　裕史 綾部市並松町上溝口２０－３　自民党綾部支部内 H30.2.28

活力京都井手町の会 村田　清和 田中　義孝 綴喜郡井手町大字井手小字南玉水４８の３ H14.2.28

活力京都宇治田原の会 谷口　整 西谷　茂 綴喜郡宇治田原町奥山田宮垣内８１ S61.2.26

活力京都宇治の会 山仲　修矢 文字　正 宇治市木幡平尾２８－１００８ H14.2.26

活力京都乙訓の会 能勢　昌博 中小路　貴司 長岡京市開田４丁目１７－１ H30.2.16

活力京都木津川の会 山本　和延 高橋　良成 木津川市相楽大里５５ H14.3.18

活力京都京丹後の会 行待　佳平 谷津　伸幸 京丹後市峰山町新町１９１９－３ R3.5.31

活力京都久御山の会 林　勉 樋口　房次 久世郡久御山町田井向野２５番地１ H14.3.12

活力京都城陽の会 堀井　美郎 古瀬　善啓 城陽市枇杷庄大堀６６ H22.3.12

活力京都福知山の会 谷村　紘一 野田　隆 福知山市北本町一区１２４　野田隆気付 H30.3.6

活力京都舞鶴の会 小西　剛 川口　孝文 舞鶴市字浜２００６－１８ H14.3.14

活力京都宮津の会 竹中　史朗 今井　一雄 宮津市字鶴賀２０７０の１ H2.3.13

活力京都八幡の会 赤川　行男 藤林　一慶 八幡市美濃山井ノ元７５ H10.3.6

活力京都よさの 足立　経彦 武田　眞太郎 与謝郡与謝野町三河内６５番地 H22.3.10

活力とやすらぎのある井手町をつくる会 福田　宏司 中井　芳春 綴喜郡井手町大字井手小字西垣内５５番地 H11.7.21

かとう盛司後援会 本　完治 加藤　公彦 京都市中京区壬生上大竹町１５－６　加藤方 H3.1.7

かとう昌洋後援会 坂田　大樹 加藤　公彦 京都市中京区壬生上大竹町１５－６　加藤方 H26.12.24

かどかわ元気会 木村　裕一 林　弘子 京都市右京区嵯峨梅ノ木町６－２７　堀内宏彰方 H11.4.27
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（３）　その他の団体

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

ｶ 門川大作京都市長と共汗する「子都」の会 山手　重信 植松　三博 京都市南区久世築山町１４８ H22.9.22

門川大作氏を支援する教育関係退職者の会 岡本　達治 梶村　健二 京都市北区紫野上門前町７－１５　（野田卓郎氏宅） H20.1.7

かどや陽平後援会 木原　道照 木下　隆一 宇治市志津川西組６７番地 H30.12.10

金ヶ﨑秀明後援会 金ヶ﨑　秀明 金ヶ﨑　秀明 宇治市木幡御蔵山４５－４ H22.1.23

金沢えい子後援会 足立　 阪本　裕行 福知山市かしの木台１丁目９番地 H31.2.8

金田そうじん後援会 藤村　肇 小川　透 京丹後市峰山町丹波９１３－１ H24.3.7

かみね史朗後援会 勝浦　典子 勝浦　典子 京都市右京区西京極下沢町９－２５ H14.11.21

上村真造後援会 中澤　大藏 並川　匡伸 長岡京市友岡西山１７ H17.2.22

上村たかし後援会 山地　俊成 上村　きよみ 京田辺市花住坂１丁目６５－１ H11.12.27

かめおか大好きの会 湊　誉貴 湊　朝美 亀岡市大井町並河２丁目１８－２ H30.8.28

亀岡農業農村整備政治連盟 桂川　孝裕 酒井　愛夫 亀岡市篠町柏原町頭７５ H13.4.9

鴨田あきつ後援会 瀬野　幹男 四方　謙次 舞鶴市字境谷１５８ H27.1.5

河井のりこ後援会 東　義昭 河井　洋子 木津川市木津町内垣外４１番地 H7.2.15

河合ようこ後援会 鈴村　堯 鈴村　堯 京都市西京区樫原蛸田町５２－９ H14.11.21

川内のり子後援会 坪倉　武雄 対馬　則昭 京丹後市大宮町三坂１４１－１ R2.1.20

川勝のりあき後援会 國府　正典 川勝　実 南丹市八木町青戸大浦１０番地 H30.1.10

川口たかふみ後援会 福村　暉史 遊里道　春朗 舞鶴市字鹿原８番地１５ H30.8.20

河口靖子後援会 川﨑　學 河口　宏 木津川市南加茂台８丁目９番地１ H18.10.6

川口よしえ後援会 川口　良江 小野原　範男 長岡京市高台１丁目１６番地１０号 R3.1.29

川戸いつお後援会 川戸　新一 上田　哲志 京丹後市弥栄町和田野５４４番地 R2.2.27
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（３）　その他の団体

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

ｶ 河東大樹後援会 河東　大樹 河東　智恵 京都市北区紫野泉堂町１４－２ H25.5.21

川辺の明日を考える会平野きよひさ後援会 坂矢　一博 内藤　彰 南丹市園部町船岡小前田３番地 H29.12.27

河本たかし後援会 河本　博志 河本　美子 京田辺市薪岸ノ下３－４２ H19.1.9

環境を守るみどりの会 小川　真三 岩井　由美子 京都市左京区下鴨西高木町１２番地 H15.2.21

関西市民オンブズマン行政監察委員会 川村　昌義 間宮　文徳 京都市右京区太秦御所ノ内町７　ＫＣＳビル１Ｆ中山総合経営研究所内 R2.4.3

ガンバレあすかいさん・市民の会 沼田　勝彦 南　俊秋 向日市寺戸町西垣内１５－２７ S62.6.16

ｷ 菊川かずしげを支援する会 森本　亮造 菊川　小百合 京田辺市山手東１－４２－８ H30.7.25

岸孝雄事務所 岸　孝雄 岸　祐子 乙訓郡大山崎町字円明寺小字里ノ後１４番地の３１ H22.3.29

きし百合子後援会 衣川　利章 近藤　輝雄 福知山市夜久野町畑２２６２番地 H27.3.24

絆で創る宇治田原の会 奥谷　茂和 西谷　茂 綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字東奥谷２７ H24.12.27

木曽利廣後援会 中井　利通 西田　幸廣 亀岡市篠町野条イカノ北８５－３ H16.12.27

北岡ちはる後援会 長谷川　綉二 堤　雄 京都市左京区岩倉長谷町５１７－６８ H6.1.18

北神圭朗後援会 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

北川たかし後援会 北川　剛司 本田　克巳 京田辺市三山木谷垣内３６番地 H27.2.9

北近畿の明日をつくる会 塩見　聡 森本　修 福知山市篠尾新町１－６６ H29.11.21

北区から共生社会の実現を 北方　知嗣 平井　有里 京都市北区紫野上御輿町３０－３　ミルノール７号 H30.10.15

きたむら史後援会 今村　隆一 井深　博保 乙訓郡大山崎町円明寺殿山１の４０ H13.11.12

木津川市・相楽兎本和久後援会 新田　晴美 谷口　雄一 木津川市木津南後背１６４番地 H23.1.21

木津川市高岡伸行後援会 前野　光義 高岡　くみ子 木津川市山城町上狛山神２－１ H23.3.2

木津川市未来会議 呉羽　真弓 井上　君子 木津川市兜台３－１０－８ H19.5.28
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（３）　その他の団体

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

ｷ 希望の城陽俊敏会 西山　和彦 上田　康博 城陽市寺田北東西９７ H18.12.14

木村いさお後援会 木村　明子 木村　桃子 亀岡市大井町南金岐清水２７ H30.10.26

木村武壽後援会 木村　雄一 木村　英昭 綴喜郡井手町大字井手小字南猪ノ阪８５ H18.2.23

木村ひろし後援会 木村　義一 森　順二 南丹市園部町黒田西片山１１番地 H29.12.8

木村やよい後援会 木本　和宜 嶋田　光紗 京都市伏見区銀座町二丁目３２６－１ H28.7.11

肝付りゅうじ後援会 肝付　隆治 紀田　宏 舞鶴市字上安５８０番地 H26.8.21

木本裕章後援会 木本　裕章 木本　雅夫 宇治市広野町東裏１１６－４ H26.10.7

京建政経懇話会 小﨑　学 中村　敬二 京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町６４５　（京都建設会館内） S58.6.14

京田辺維新の会 秋月　健輔 秋月　康成 京田辺市草内八田４６－１８ H31.3.1

京丹後宇川の風 永井　友昭 永井　昭美 京丹後市丹後町上野４１２ R2.2.10

京丹後市政の会 奥野　宏 奥野　宏 京丹後市網野町浅茂川２８４番地 H24.5.23

京丹後市政を考える市民の会 奥野　重治 奥野　重治 京丹後市網野町浅茂川２８４ S60.7.3

京丹後の明日をひらく会 西村　恒彦 小牧　嘉晴 京丹後市大宮町口大野１１０　三﨑政直方 H28.2.25

京丹後の夢を語る会 松本　努 松本　昌子 京丹後市大宮町周枳６８２番地 H15.6.9

京都医療政策フォーラム 久野　成人 田中　正一 京都市南区東九条河辺町２３－１９ R1.6.3

京都織物卸商振興連盟 野瀬　兼治郎 大坪　宏 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町７８　京都経済センター６階 S57.2.26

京都から美しい日本を創る会 赤畠　貞宏 岡本　将人 京都市右京区太秦多薮町４４－１ H23.8.8

京都から日本をあらためる 藤木　光次 藤木　光次 京都市右京区太秦安井松本町１ H30.10.1

京都環境フォーラム 松村　茂 松村　茂 京都市右京区西院松井町３１－１　市田方 H23.2.15

京都北神会 村田　純一 北川　和也 京都市伏見区竹田向代町１３６番地　村田機械（株）秘書室内 H26.7.7
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ｷ 京都基本問題研究会 松村　多恵子 松村　多恵子 京都市右京区西院松井町３１－１　市田様方 H23.2.15

京都近未来政策研究会 坂田　緑郎 久保　誠志郎 京都市中京区壬生仙念町３０－２　ラボール京都６階 H31.1.23

京都市高齢者介護フォーラム 山内　幸雄 西村　久史 京都市伏見区醍醐下端山町２９番地 H16.3.10

京都市獣医師連盟 森　尚志 中村　仁 京都市南区上鳥羽仏現寺町１１　京都動物愛護センター内 H9.1.31

京都市私立幼稚園振興協議会 日野　昭文 植村　義弘 京都市西京区川島東代町４－３ H5.4.13

京都市政安穏会 椋田　隆知 山崎　功詔 京都市南区唐橋高田町５２ H26.3.11

京都獅生会 高松　章三 高松　章三 宇治市小倉町蓮池１７１番地１１　ＭＭハウスビル２０１ H26.1.23

京都市長と福祉を語る会 小石　玖三主 小山　幸誠 京都市西京区桂木ノ下町２５番地の２ H9.12.26

京都市日本保育推進連盟 河原　善雄 植松　三博 京都市南区久世築山町１４８ H16.6.14

京都社会福祉政治連盟 櫛田　匠 荻野　修一 京丹後市峰山町室２４ H9.9.24

京都私立病院政治連盟 久野　成人 中野　種樹 京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０番地　ＣＯＣＯＮ烏丸８階　京都私立病院協会内 H3.3.4

京都私立幼稚園振興政治連盟 日野　昭文 中浦　正音 京都市西京区川島東代町４－３ S61.6.14

京都政策フォーラム 松村　多恵子 松村　多恵子 京都市右京区西院松井町３１－１　市田様方 H23.2.15

京都精神科病院協会連盟 三木　秀樹 畑　典男 京都市伏見区深草佐野屋敷町１１番地の１ S60.8.9

京都創政会 松村　茂 松村　茂 京都市右京区西院松井町３１－１　市田方 H23.2.15

京都創政塾 笹野　貞子 東　正夫 京都市西京区大原野石作町３７３－９ H14.2.7

京都隊友連盟 土居　一豊 土居　盟子 城陽市富野北垣内６２－１２ H20.5.1

京都土地家屋調査士政治連盟 信　秀起 森本　隆 京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町４３９番地 H13.6.21

京都南部維新連合 秋月　新治 秋月　康成 宇治市宇治東内６５番地５ H31.3.18

京都南部の未来を創る会 宮地　俊之 宮地　甫光 城陽市平川茶屋裏５８－１－２Ｆ R3.5.28
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ｷ 京都ねくすと 寺田　浩彦 丸山　美和 京都市中京区堺町通姉小路下ル大阪材木町６８５ R2.1.17

京都ビルメンテナンス政治連盟 山口　勝広 山元　孝信 京都市伏見区竹田北三ツ杭町４５番地　アイビー・ビル２Ａ内 H11.3.25

京都ファーストの会 増田　真知宇 増田　真知宇 長岡京市奥海印寺太鼓山２２－３９　クレセント山双３０１ H29.8.7

京都府医師連盟 松井　道宣 武田　貞子 京都市中京区西ノ京東栂尾町６ S51.2.24

京都府医薬品登録販売者政治連盟悠久会 畑　忠夫 川端　鎭 京都市中京区西ノ京南上合町６４　京薬協会館内 S55.9.18

京都府ＬＰガス政治連盟 畑　廣彦 小川　優 京都市南区吉祥院宮ノ西町９－１　（ＫＯＮＡビル２階） S56.6.26

京都府改革協議会 酒井　常雄 隠塚　功 京都市中京区御池通間之町東入高宮町２０６　御池ビル２Ｆ R2.8.31

京都府神谷まさゆき後援会 河上　治 石原　順也 京都市東山区東大路通五条上ル梅林町５６３　京都府薬剤師会館内 R2.8.25

京都府環衛政治連盟 山岡　景一郎 森田　朗 京都市左京区田中西樋ノ口町９０番地　公益財団法人京都府生活衛生営業指導センター内 S57.2.1

京都府看護連盟 澤井　美智子 前田　恵美子 京都市南区東九条西山王町１１　白川ビルⅡ３０２ H9.1.7

京都府行政書士政治連盟 堀井　泰史 髙梨　千春 京都市南区東九条南河辺町８５番地３ H1.8.18

京都府警備業連盟 藤野　祐司 吉松　正博 京都市下京区五条通堀川西入柿本町５７９番地　ＡＬＳＯＫ京滋（株）内 R3.5.14

京都府建築士事務所政経研究会 木村　智 小川　敬雄 京都市北区小山南大野町１番地　紫明会館１階 H10.6.17

京都府歯科医師連盟 寺本　武史 佐藤　雅之 京都市中京区西ノ京東栂尾町１番地　京都府歯科医師会館 H9.4.7

京都府歯科衛生士連盟 吉本　美枝 谷内　妙子 京都市西京区上桂森下町１－８ H10.3.18

京都府歯科技工士連盟 髙橋　祥高 髙橋　祥高 京都市中京区西ノ京西中合町５９番地３　宏栄ビル２階３号室 H13.4.4

京都府自動車整備政治連盟 城谷　忠 德田　悦生 京都市伏見区竹田向代町５１番地の５　一般社団法人京都府自動車整備振興会内 H4.12.9

京都府社会保険労務士政治連盟 堀谷　義明 岸本　伸也 京都市上京区今出川通新町西入弁財天町３３２番地 S55.7.1

京都府獣医師連盟 若松　久雄 上村　浩一 京都市下京区西七条掛越町６５ H8.10.11

京都府柔道整復師連盟 長尾　淳彦 柴田　宗宣 京都市右京区西京極新明町６番地 H9.5.30
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ｷ 京都府商工政治連盟 沖田　康彦 高橋　信吾 京丹後市網野町木津２５３　（株）アウルコーポレーション内 S61.3.13

京都府私立幼稚園教育振興協議会 日野　昭文 中浦　正音 京都市西京区川島東代町４－３ H9.7.1

京都府鍼灸師連盟 田島　好明 奥村　祐加 京都市上京区葭屋町通椹木町下ル直家町２１５－５ H22.1.29

京都府石油政治連盟 吉井　大祐 鳥山　正未 京都市伏見区深草堀田町１０番地１　京阪藤の森ビル８階 S51.2.27

京都府宅建政治連盟 北川　安彦 武市　清浩 京都市上京区中立売通室町西入三丁町４５３番地の３　（京都府宅建会館） S53.7.28

京都府地域創生研究会 荒巻　隆三 大里　茂美 京田辺市草内五反田１９番地の８ H24.3.9

京都府土地改良政治連盟 田中　英夫 久田　吉治 宇治市小倉町山際５８－１１ S58.1.12

京都府トラック運送事業政治連盟 荒木　律也 井尻　憲司 京都市伏見区竹田向代町４８－３ S51.6.4

京都府内水面漁業振興政治連盟 栗山　正隆 和田　洋藏 京都市下京区朱雀分木町市有地　関連１０号棟２階 H2.2.2

京都府日本共産党後援会 久保田　憲一 北山　忠生 京都市中京区丸太町新町角大炊町１８６ S51.5.15

京都府農協政治連盟 牧　克昌 中川　和弘 京都市南区東九条西山王町１番地 S58.3.28

京都府美容業生活衛生同業組合政治連盟 奥田　英一 宜本　一之 京都市中京区御池通猪熊西入俵屋町１８５番地 H9.12.15

京都府藤井基之薬剤師後援会 河上　英治 石原　順也 京都市東山区東大路通五条上ル梅林町５６３　京都府薬剤師会館内 H12.4.7

京都府不動産鑑定士政治連盟 藤原　陽 津田　浩伸 京都市中京区三条通烏丸東入る梅忠町２２－２　中井ビル３Ｆ H21.7.21

京都府本田あきこ後援会 河上　英治 石原　順也 京都市東山区東大路通五条上ル梅林町５６３　京都府薬剤師会館内 H29.11.24

京都府水落敏栄後援会 中村　秀男 里　和 京都市西京区上桂東居町３１ H15.3.31

京都府木材産業政治連盟 井　重 愛甲　政利 京都市中京区西ノ京内畑町４１番３ R1.10.16

京都府薬剤師連盟 河上　英治 石原　順也 京都市東山区東大路通五条上ル梅林町５６３　京都府薬剤師会館内 H7.12.8

京都府理学療法士連盟 並河　茂 麻田　博之
京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町２９－７　ラッジングハウス蘭Ⅴ２階　一般社団法人京
都府理学療法士会内

H27.9.30

京都府理容政治連盟 西堀　愼介 宮崎　憲治 京都市中京区西ノ京両町５番地８ S51.2.9
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ｷ 京都府林業政治連盟 青合　幹夫 森井　一彦 京都市中京区西ノ京ノ口町１２３番地　京都府森林組合連合会内 S57.5.18

京都みらい会議 酒井　常雄 中野　洋一 京都市中京区御池通間之町東入高宮町２０６　御池ビル２Ｆ R2.11.17

京峰会 北村　宗彦 北村　宗彦 京都市伏見区醍醐和泉町６－２ H12.6.5

京焼中野会 中野　洋一 中野　美智代 京都市東山区東大路松原通上ル毘沙門町３５ H20.3.6

近畿税理士政治連盟京都府支部連合会 木村　敏之 松村　一郎 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町２５８－２　京都税理士会館内 S57.7.30

ｸ 草水基成後援会 草水　基成 湊　和憲 木津川市加茂町駅東２丁目５－３－１３０６ H30.10.29

久保田幹彦を育てる会（幹の会） 久保田　康弘 小泉　正宏 宇治市小倉町東山２４－４３ H10.11.16

久保のりひこ後援会 久保　典彦 井上　宏 京田辺市薪山垣外１－１３６ H31.1.22

久御山町を創新する会 田　祐介 田　祐介 久世郡久御山町島田古堤防中村２９－３　豊マンション２０１ H26.2.14

倉かつよし後援会 杉山　末一 倉　宏輔 木津川市山城町平尾越中谷３番地８ H24.10.10

くらた共子後援会 山本　定夫 大西　弘恭 京都市上京区千本通出水下ル十四軒町３９３－２ H13.6.15

倉林あき子後援会 久保田　憲一 浅井　寿子 京都市中京区丸太町新町角大炊町１８６ H5.12.21

ｹ 京阪京バス交通政策研究会 俣野　健二 岡本　弘樹 亀岡市篠町篠向谷１０番　京阪京バス労働組合内 H30.8.20

元気かめおか 土岐　新 土岐　志穂 亀岡市大井町小金岐２丁目１９－７　ミューマツヤマ２０５ R3.8.10

元気塾 前川　光 前川　修次 乙訓郡大山崎町大山崎西高田３－６ H30.6.13

元気都市やわたの会 横須賀　生也 林　幸子 八幡市八幡広門５８ H15.12.1

元気な亀岡をつくる会 楠　善夫 佐々木　弘明 亀岡市北町４２番地 H30.11.30

元気な京丹波をつくる会 太田　匠 川勝　郁子 船井郡京丹波町富田坪井６８－１ H29.8.15

元気な南丹市を取り戻す会 細見　直美 村上　友一 南丹市船枝里ノ内５６ H26.3.17

ｺ 荒翔会 武田　隆男 馬場　益弘 京都市東山区本町２－８５ H23.1.14
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ｺ 公正会 公文代　憲篤 田畑　桂介 木津川市山城町平尾城垣内１番地　公文代　憲篤方 H5.12.7

康風会 勝目　康 勝目　康 京都市下京区四条通東洞院長刀鉾町３３番地　京都フコク生命四条烏丸ビル３階 R3.7.29

幸福実現党京都中央後援会 藤田　勝久 細見　俊介 京都市下京区西七条比輪田町６－１　イーグルコート西大路７１２ H22.2.1

幸福実現党京都府本部 青木　豊司 青木　豊司 宇治市広野町丸山５２－１５ H21.7.14

幸福実現党京都平安後援会 油淺　保雄 藤山　茉妃 京都市山科区御陵久保町３０－１ H30.10.26

幸福実現党京都南後援会 尾崎　明 尾崎　ゆり 京都市伏見区榎町７８１－２ H21.6.17

幸福実現党京都山城後援会 園原　康夫 尾崎　正二郎 京田辺市大住ヶ丘２－１４－１６ H22.1.22

幸福実現党京都洛南後援会 川勝　長 日原　幸江 京都市南区久世大薮町１７７番地１号　ライオンズマンション桂川久世３１１号室川勝方 H28.3.2

幸福実現党御所東後援会 田中　実 丹羽　華奈子 京都市北区衣笠高橋町３９ H21.6.23

幸福実現党丹後後援会 大森　健守 松村　雅代 京丹後市弥栄町堤１０１７ H22.2.1

幸福実現党福知山後援会 大槻　千晴 大槻　千晴 舞鶴市万願寺２８６－３－１ H22.2.1

幸福実現党洛西後援会 小山　幸二 白土　奈津美 京都市西京区大枝北福西町１丁目３－１　３０－２０３ H21.6.12

高味たかし後援会 高味　たかし 吉川　達也 木津川市木津町南垣外１５番地 H11.4.13

小北ゆきひろ後援会 小北　幸博 小北　千美子 八幡市男山八望３番地１Ｂ４８－１４０３ H11.3.23

国際勝共連合京都府本部 富永　貴也 浅平　美智代 京都市右京区太秦百合ケ本町８－１３１ H21.6.9

国民ファーストの会 増田　真知宇 増田　真知宇 長岡京市奥海印寺太鼓山２２－３９　クレセント山双３０１ H29.9.7

心のふれあう町民の会 長谷川　清 勝瀬　光裕 乙訓郡大山崎町字円明寺小字東ノ口１３ S61.3.13

心豊かな久御山の会 稲村　正樹 信貴　貞治 久世郡久御山町佐山双置４７ H24.6.22

小杉えつ子はげます会 奥野　重夫 田村　政己 舞鶴市大俣９７０番地 H10.8.17

こたき真里をささえる会 小　鉄兵 芦田　弘子 福知山市字長田２５７１の１ R2.4.22
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ｺ 小谷宗太郎後援会 宇治田　秀 小谷　英次郎 長岡京市奥海印寺森ノ下２６ H13.9.5

こども・保育政治連盟京都府支部 山口　昌保 藤田　実 宇治市小倉町南浦６２－５７ R3.4.28

小中あきら後援会 菅生　宏 川勝　雅幸 南丹市美山町萱野道野間１４ H18.1.16

小西ひらく後援会 小西　啓 小西　啓 相楽郡和束町大字湯船小字五の瀬１４５－１ R3.2.3

小西洋一後援会 坂本　和夫 坂本　和夫 舞鶴市字公文名９７番地の４ H30.10.10

小林きよし後援会 小林　豊 小林　喜春 京田辺市田辺稲葉２３番地 H15.1.21

小松りょうた後援会 小松　遼太 小松　康 福知山市桔梗が丘６－１５－５ H31.2.4

近藤永太郎後援会 近藤　永太郎 近藤　和雄 京都市西京区桂乾町７５ H9.12.8

こんな宇治プロジェクト 田　劭 本庄　豊 綴喜郡宇治田原町岩山隠谷３８－３１ R2.11.19

ｻ さいじょう利洋後援会 西條　利洋 西條　利洋 長岡京市長法寺清水ヶ瀬４－１ R3.7.6

斉藤かずよし後援会 酒井　美明 和田　茂明 亀岡市曽我部町春日部西山田１０番地 H23.10.24

酒井ひろふみ後援会 稲葉　勝 藤田　義 綾部市上杉町門ノ坪２８番地 H30.6.11

さが賢次と語る「市民参加の会」 松山　正治 中井　幸子 福知山市字川北１９９番地 H16.5.25

左京からＡｌｌ　ｆｏｒ　Ａｌｌ 島内　研 島内　由紀子 京都市左京区松ケ崎三反長町３２－１０３ H30.3.22

さくらい泰広後援会 桜井　泰広 桜井　真里子 京都市左京区静市市原町１２９１－２４ H22.9.30

桜井ゆうさく後援会 畑中　一則 俣野　裕哉 京丹後市丹後町宮２４９番地 H28.4.4

さこ祐仁後援会 村上　栄一 柳楽　幸 京都市上京区千本通出水下ル十四軒町３９３－２ H19.2.23

笹野貞子を応援する会 西田　毅 坂田　和子 向日市寺戸町二枚田１２－２６ H4.12.11

佐藤正久京都後援会 清澤　伸幸 山田　尚矢 京都市東山区東大路松原上る五丁目月見町８番地　ケーズビル５階 H21.4.20

佐藤正久を支える会京都支部 横田　泰彦 寺川　成人 京都市下京区室町通高下ル　井登美株式会社内 H19.2.22
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ｻ 真田ホット 中谷　宗樹 真田　松寿 宇治市莵道田中３－２６ H20.10.30

澤田長利後援会 澤田　長利 本多　智一 京都市中京区壬生坊城町２４－３　第２正美堂ビル４０１ H25.6.12

さわだふみこと共に羽ばたく会 池　博敏 澤田　政信 城陽市久世里ノ西２１２－３ H30.7.18

山秋会 田井　博行 山下　秋則 南丹市園部町小山西町柿ノ木谷９番地８ H25.1.8

ｼ ＣＤＰ京都 田中　健志 正木　幸一 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町４０６　マツヲビル１階 R2.8.24

ジェイ・エス・エス京都２１の会 園崎　弘道 中井　英貴 城陽市平川大将軍８８ H17.3.31

塩井みきお後援会 塩井　隆 井口　健 相楽郡精華町精華台１－３７－２　アネシス１１６ H17.4.5

塩貝たかゆき応援隊 阪口　浩之 小林　孝宏 南丹市園部町小山西町ビンゴ７番地８ R3.12.28

塩貝たかゆき後援会 野々口　志朗 道端　正棟 南丹市園部町小山西町ビンゴ７番地８ R3.12.28

しおみ明男後援会 村田　清和 中井　芳春 綴喜郡井手町大字井手小字西高月６０番地の４４ H7.8.4

塩見うたろう後援会 塩見　正悟 塩見　實 福知山市中２０３の１ H18.11.2

塩見さとる後援会 塩見　聡 塩見　進 福知山市篠尾新町１－６６ H26.10.6

塩見すすむ後援会 塩見　晋 塩見　洋子 与謝郡与謝野町岩屋５７８番地 H25.10.9

塩見まりこ後援会 長島　勝信 長島　さおり 綾部市里町向屋敷１番地 H14.5.22

四方源太郎後援会 鹿子木　旦夫 大槻　悟 綾部市並松町上番取２５ H19.1.11

しげ隆夫後援会 繁　夫 繁　弘子 京都市伏見区深草直違橋１０丁目１４８番地 H5.7.22

じちろう京都 高橋　直樹 中原　慎太郎 京都市中京区丸太町通烏丸西入北側　ＮＨＫビル２階 H19.2.9

柴田まこと後援会 塩見　義光 富田　豊彦 福知山市篠尾新町２丁目５１番地 H26.11.25

しまうち研後援会 島内　技 島内　研 京都市左京区松ケ崎三反長町３２－１０３ H19.1.4

島かずよし後援会 平井　敏彦 並川　勝信 乙訓郡大山崎町字下植野小字梅ヶ畑１５番地 H30.3.23
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ｼ 島田けい子後援会 山口　節子 山口　節子 京都市右京区西院西淳和院町２６－２ H6.10.31

島田けんじ後援会 島田　賢治 島田　賢治 長岡京市友岡４丁目１１－１１ R3.8.27

島ひろき後援会 島　宏樹 松岡　孝和 久世郡久御山町栄３丁目１－１８４番地 H23.2.23

清水鴻一郎後援会 清水　幹久 石田　直浩 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町１５３番地７ H5.7.16

市民が主人公の２１世紀宇治を創るネットワーク 山崎　彰 村田　勝彦 宇治市宇治壱番１２０－１共栄ビル２階　宇治民主商工会内 H16.3.12

市民が主人公の民主市政をつくる会 奥井　正美 塩見　正 福知山市字堀２４３８－２　福知山民主商工会内 H6.2.4

市民が主役のまちをつくる会 川口　良江 小野原　範男 長岡京市高台１丁目１６番地１０号 R3.4.12

市民参加で元気な南丹をつくる会 山下　秋則 山下　秋則 南丹市園部町小山西町柿ノ木谷９番地８ H21.11.30

市民のための市政をすすめる八幡市民の会　（略称　八幡市民の
会）

碩　健一郎 安藤　伸代 八幡市八幡山下２１－１　八幡民主商工会内 S62.10.12

市民本位の明るい民主市政をつくる会 高向　吉朗 藤野　広司 亀岡市余部町上条１３　亀岡教育会館内新日本婦人の会亀岡支部気付 H14.11.26

市民本位の民主市政をつくる会 梶川　憲 大井　健 京都市中京区壬生仙念町３０番地の２　京都労働者総合会館内京都自治体労働組合総連合気付 S60.1.25

下間やすひろ後援会 下間　康広 下間　美香 南丹市園部町南八田宮ノ越５２ R3.12.22

下村あきら後援会 薮下　清二 下村　初子 京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２５ H21.3.2

下村たかお後援会（翠隆の会） 小牧　幸雄 和田　匡司 与謝郡与謝野町加悦４４９番地 H31.4.1

自由党 滝井　秀和 大野　廣明 京都市左京区松ヶ崎三反長町１７－３ R1.6.3

職別国保組合政経懇話会 細川　哲夫 信　秀起 京都市中京区壬生坊城町２４の１　古川勘ビル内 H10.6.30

白坂有子後援会 上瀧　浩子 新開　純也 京都市東山区今熊野池田町４－１３ H30.10.17

しらつか悦子と南区のｅ未来をつくる会 加藤　悦子 南　俊二 京都市南区吉祥院石原長田町１－８－４－９０２ H30.9.20

信貴けいた後援会 稲村　正樹 坂部　英一 久世郡久御山町佐山双置１－１９ H27.3.19

信貴康孝後援会 林　勉 信貴　百世 久世郡久御山町佐山双置４７ H22.2.23
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ｼ 新京都政経会 橋元　城太郎 大森　剛 京都市西京区桂南巽町３８－１ S56.1.8

新時代福知山の会 大西　利明 鈴木　修 福知山市字篠尾１３０７－２ R2.5.11

新社会党京都府本部 森山　康弘 駒井　高之 京都市右京区鳴滝般若寺町２４－１３　小西晴也方 H19.4.13

新風会 大久保　稚夫 浦川　逸子
京都市下京区四条通東洞院長刀鉾町３３番地　京都フコク生命四条烏丸ビル３階　新しいいぶき
の会内

S58.8.2

ｽ すがや浩平と共に歩む会 林　怜子 大矢　学 京都市北区西賀茂柿ノ木町３５－１　サンクタス賀茂川３０６号室 R3.2.22

すがや寛志後援会 西岡　達雄 川崎　均 京都市山科区小野御所ノ内町１－２９８ H10.9.7

杉浦まさみ後援会 伊藤　義明 杉嶋　茂孝 相楽郡精華町乾谷北里内３７番地 H9.4.1

杉上忠義後援会 杉上　節子 筑郷　俊明 与謝郡与謝野町字算所１１５番地 H18.2.14

鈴木たかよし後援会 鈴木　崇義 鈴木　崇義 宇治市六地蔵町並４２　町並ビル３－Ｃ H31.2.7

すみやま卓夫後援会 吉田　昭 藤田　義幸 船井郡京丹波町本庄小田中１０－１ H29.9.26

住みよい長岡京をつくる市民の会 冨岡　浩史 岸　貞義 長岡京市勝竜寺１９番２１号　冨岡浩史方 S51.2.9

ｾ 盛栄会 加藤　盛司 加藤　公彦 京都市中京区壬生上大竹町１５－６　加藤方 H4.2.20

精華市をめざす会 島田　正則 島田　憲子 相楽郡精華町大字南稲八妻小字丸山３２番地 R1.9.30

精華町民主町政の会 信田　宜司 信田　宜司 相楽郡精華町光台六丁目２９番地２７ H15.9.22

青樹会 青木　義照 中井　秀己 京都市中京区富小路通二条下る俵屋町１８５－３ H30.12.19

政策集団超田辺 井出　哲正 山際　雅詩 京田辺市花住坂一丁目６５－１－２Ｆ H27.3.16

政治結社綱紀粛正会総本部 藤田　一義 畑　健吾 福知山市堀１６８６番地 H1.6.12

誠心会 西田　昇二 斎藤　武志 南丹市園部町美園町７号２４－８ H28.4.13

誠友会 小林　祥一 齋藤　博史 京都市左京区山端壱町田町８－４６ H2.11.30

税理士による安藤裕後援会 片野　晏弘 村岡　大輔 宇治市広野町西裏４６－３　ＭＧビル１Ｆ H26.8.8
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ｾ 税理士による泉ケンタ後援会 谷　明憲 植田　順 京都市伏見区深草加賀屋敷町３－６　ネクスト２１－Ⅱ－１Ｆ H24.2.9

税理士による伊吹文明後援会 室谷　澄男 松村　一郎 京都市上京区浄福寺通中立売下る菱丸町１７９　室谷事務所内 S58.10.13

税理士による西田昌司後援会 中江　嘉和 福島　重典 京都市右京区西院高田町１７番地１　ヴェスト・ノーヴァ西院９０２号 H18.12.13

税理士による二ノ湯さとし後援会 船越　善博 伊良知　弘敏 京都市右京区西院坤町２　ハウスドゥ四条ビル６０１ H16.11.16

税理士による福山哲郎後援会 作見　藏市 今西　到 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町４０６番地　マツヲビル１階 H16.8.30

税理士による本田太郎後援会 中井　正紀 清水　靖昭 福知山市字中ノ１００番地の５　中井税理士事務所内 H30.11.20

税理士による前原誠司後援会 吉澤　俊二 中川　勉 京都市左京区山端壱町田町８－４６　まえはら誠司事務所 H16.8.27

盛隆会 若林　卯兵衛 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 H30.10.24

政令指定都市薬剤師連盟京都市支部 河上　英治 石原　順也 京都市東山区東大路通五条上ル梅林町５６３　京都府薬剤師会館内 H16.5.18

全国小売酒販政治連盟京都府支部 脇田　捷治 塩谷　幸三 京都市中京区東洞院通蛸薬師下ル元竹田町６３１－３　エステートビル四条烏丸３０５号室 H8.9.26

全国産業資源循環連合会政治連盟京都府産業資源循環協会京都府地
区政治連盟

田端　俊三 三宅　正之 京都市南区東九条中御霊町５３番地の４　Ｊｏｈｎｓｏｎビル２階 H27.3.19

全国たばこ販売政治連盟関西地区本部京都支部 佐々木　和男 山本　重雄 京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４４１　京都たばこ会館内 H24.3.14

全国たばこ販売政治連盟関西地区本部京都府下支部 南　明男 南　吉郎 京田辺市三山木中央１－８－４－４０３ H18.11.24

全国同和地域改善対策連合会 安藤　令子 安藤　令子 京都市伏見区深草祓川町１９－１－１０６ H7.3.13

全国旅館政治連盟京都府支部 小野　善三 大藤　政治 京都市中京区御池通御幸町亀屋町３７０の２　京都府旅館会館６Ｆ S53.11.14

染色伊吹文明後援会 田村　輝男 林　多聞 京都市中京区西洞院通四条上ル蟷螂山町４８１　京染会館内 S58.9.26

全日本不動産政治連盟京都府本部 坊　雅勝 田中　勇人 京都市中京区柳馬場通三条下ル槌屋町９８－２ S57.3.19

全力かめおか 田中　利彦 田中　健二 亀岡市保津町上大年６７－２ R3.8.10

ｿ 相楽医師連盟 小澤　勝 松森　篤史 相楽郡精華町大字乾谷小字金堀３－２　ＪＡ京都やましろ２Ｆ H17.8.2

ﾀ 鯛慶一後援会 生田　年幸 小田島　大輔 舞鶴市字余部下９６１番地 H24.11.15
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ﾀ 泰山会 杣田　勇市 牧　克昌 京都市右京区西院上今田町１７－１ H30.7.31

大愉会 西田　一弘 木村　文彦 京都市中京区西ノ京南聖町２１　津田ビル H14.8.13

たがの一彦後援会 多賀野　孝子 岡田　憲孝 京丹後市峰山町荒山１３７３ R2.1.16

たかの雅生後援会 森口　智之 西川　喜治 八幡市八幡垣内山４７ H23.1.4

高橋しゅうさく後援会 瀬野　義信 鈴木　直 舞鶴市字余部下６８２番地の３　髙橋　秀策方 H2.4.20

高橋輝後援会 大槻　直人 大槻　悟 綾部市高津町坂本１５ H18.6.30

高橋まさき後援会 織田　繁樹 高橋　宏 福知山市字長田７６７－１ H22.10.13

たきわき正明後援会 瀧脇　正明 瀧脇　英正 京都市伏見区向島津田町１０２　第２長栄マンション２０６ H30.2.23

田口こうじ後援会 小嶋　直樹 田口　倫子 久世郡久御山町相島正蓮寺５－１ H24.7.24

竹田幸生後援会 片桐　享 芦原　剛 亀岡市千代川町今津２－１３－５ H18.2.23

確かな未来の会 平井　誠一 奥井　寛之 京都市右京区西院三蔵町３５　田ビル２Ｆ H27.5.13

田島よしみつ後援会 田島　祥充 田島　佳子 八幡市八幡南山９－１２ H26.7.30

たたみ良三後援会 荒木　義正 尾関　善之 舞鶴市字浜２００６－１８ H22.12.27

多津の会 白石　多津子 中村　百合子 長岡京市井ノ内横ヶ端１番５号 H25.4.25

田中けんじ後援会 杉山　修 田中　香 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

田中健志政経懇話会 北村　壽朗 田中　香 京都市中京区東堀川通蛸薬師上る壺屋町２６７番地１Ｆ H25.5.22

田中たかのり後援会 中尾　邦彦 田中　慊二 京都市右京区西京極西池田町４１ H26.11.13

田中のりお後援会 福山　正昭 田中　芳男 福知山市字戸田１０８３番地 H23.2.17

田中ひでお後援会 足立　守衛 野原　一郎 亀岡市北町４２番地 H3.3.11

田中美貴子「宇治・久御山」後援会 　昌美 藤川　明子 宇治市槇島町落合９７－６０ H28.9.12
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ﾀ 田中美貴子後援会貴輪の会 田邉　まゆみ 林　義彦 宇治市槇島町落合９７－６０ H10.12.14

田中豊後援会 成田　則男 田中　亮 亀岡市ひえ田野町天川溝尻２８ H10.12.3

谷川しんじ後援会 伊庭　八郎 谷川　鈴美 舞鶴市字浜４２１－２番地 H22.9.27

谷川みつおと歩む会 高田　明 谷川　光男 木津川市山城町椿井北代６５－２ H23.2.28

谷口かつみ後援会 片山　道幸 谷口　誠 船井郡京丹波町安栖里橋戸２番地 H29.10.17

谷口ただし後援会 谷口　整 谷口　郁子 綴喜郡宇治田原町奥山田宮垣内８１ H28.9.16

谷口雅昭後援会 黒﨑　英男 種池　栄 京丹後市久美浜町１７９１ H29.4.3

谷口みゆき後援会 谷口　晋也 谷口　和弘 京都市北区大将軍一条町３５ H31.2.7

谷口雄一後援会 谷口　雄一 谷口　利絵 木津川市木津川台６丁目２－２　ローレルスクエア木津川台１２－３０３ H27.2.20

谷尻のぶお後援会 谷尻　宣雄 井上　泰利 南丹市八木町西田北條６４番地 H26.1.16

谷尻まさし後援会 中西　興 矢野　巧己 南丹市園部町本町７０番地 H30.1.19

谷津のぶゆき後援会 谷津　伸幸 谷村　公章 京丹後市網野町網野１０５４番地の３ H24.4.3

種清よしゆき後援会 山本　新吉 岡本　教雄 綾部市物部町城山５９番地 H26.4.28

田畑あつ子後援会 田畑　良弘 山本　達文 舞鶴市字与保呂５７６番地 H30.5.11

田原延行後援会 三﨑　唯義 吉森　秀雄 京田辺市大住大欠１６－５９ H30.8.1

田渕ゆうじ後援会 道下　雅昭 人見　豊 福知山市駅前町３８３番地 H23.3.1

玉本なるみ後援会 太田　三智 小川　寿雄 京都市北区紫野雲林院町７８番地 H11.1.28

田村けんじ後援会 田村　謙二 田村　紀子 福知山市字中ノ１９３－１ H27.2.5

田村ただよし後援会 鈴木　勉 有井　純一 長岡京市一文橋１丁目１０－４３　グリーンフォート長岡京５２６ H25.7.31

田村ゆうき後援会 光田　英明 高橋　喜代江 舞鶴市行永東町２９－１ H22.7.12
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ﾀ 丹後織物振興連盟 今井　英之 安達　昇平 京丹後市大宮町河辺３１８８ S53.10.7

丹後機械金属政経会 廣瀬　正貴 中村　基彦 京丹後市峰山町長岡１６２０－１ H6.2.7

丹後町の明日を考える会 相見　裕孝 大西　明 京丹後市丹後町間人２２９０番地 H6.12.20

丹後未来の学びを作る会 岡村　芳広 岡村　容子 京丹後市網野町浅茂川２７３ R2.4.13

たんぽぽの会 白石　多津子 中村　百合子 長岡京市井ノ内横ヶ端１番５号 H25.6.24

ﾁ 地域医療研究会 松村　茂 松村　茂 京都市右京区西院松井町３１－１　市田方 H23.2.15

地域経済懇話会 松村　多恵子 松村　多恵子 京都市右京区西院松井町３１－１　市田様方 H23.2.15

地域政党京都宇治党 金ヶ﨑　秀明 金ヶ﨑　秀明 宇治市木幡御蔵山４５番地の４ H30.6.25

地域政党京都久御山党 芦田　祐介 芦田　祐介 久世郡久御山町島田古堤防中村２９－３　豊マンション２０１ H31.1.25

地域政党京都党 平野　理紗 金森　隆 京都市中京区壬生下溝町５７－４５ H22.8.26

地域政党ふくちやま 荒川　浩司 荒川　静子 福知山市字堀１９４７－１５ H26.11.17

地域政党まいづる 森本　隆 森本　隆 舞鶴市田園町２丁目３０番地 H30.10.11

地球環境を守る会 仲道　俊博 村上　友一 京都市中京区烏丸御池上ル東側二条殿町５４１ R1.11.8

竹園会 北村　宗彦 北村　宗彦 京都市伏見区醍醐和泉町６－２ H12.4.6

地方から日本を変える会 佐々木　幹夫 平賀　万寿夫 綾部市高津町小山下２の３ R3.2.4

ﾂ つきがしら久美子はげます会 高橋　日光三 田中　昭義 綾部市大島町梶長１６の１２ H9.11.21

次田のり子とスイトピーの会 石打　澄枝 次田　哲治 京田辺市大住ヶ丘４－５－１３ H28.10.6

堤征一郎後援会 堤　征夫 堤　文子 木津川市兜台２丁目２番地１　高の原アーバンＦ３０７号 R3.9.22

つなぐ東山 上瀧　浩子 新開　純也 京都市東山区今熊野池田町４－１３ H30.10.17

ﾃ ディスカッション！長岡京！！ 冨田　達也 冨田　小夜 長岡京市花山１丁目５４ H26.7.25
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ﾃ 寺嶋智美後援会 寺嶋　弘和 寺嶋　弘和 長岡京市竹の台３番地　（Ｄ２－３０１）竹の台団地 H29.6.9

寺田かずひろ後援会 伴戸　恒夫 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 H19.3.6

電機連合京都政治活動委員会 山本　敏明 玉利　誠司 京都市中京区壬生仙念町３０－２　京都労働者総合会館６階電機連合京都地協内 H15.12.25

ﾄ 土居一豊後援会 土居　一豊 土居　盟子 城陽市富野北垣内６２－１２ H23.2.2

土居一豊を応援する会 土居　一豊 土居　盟子 城陽市富野北垣内６２－１２ H30.8.10

德谷契次後援会 畑峯　博 加立　茂雄 相楽郡南山城村大字高尾小字猿ケ久保３９番地１の乙 H24.1.4

徳本良孝後援会 大井　平一 亀井　泰成 宮津市字住吉１８０１－１ H8.6.28

とト屋池田恵一後援会 池田　香代子 池田　栄 京丹後市丹後町間人１４９６ H16.2.19

とみおか浩史後援会 水谷　博俊 久貝　和夫 長岡京市勝竜寺１９番２１号 H9.6.30

とみたけいすけ後援会 上田　邦男 冨田　文子 京丹後市大宮町森本１３９０ R2.2.27

冨田達也と長岡京市政を考える会 冨田　達也 冨田　小夜 長岡京市花山一丁目５４番地 H25.2.1

東夢創矢の会 中野　誠 中野　美智代 京都市東山区東大路松原通上ル毘沙門町３５ H14.7.16

ともおか誠後援会 鞆岡　誠 鞆岡　誠 南丹市美山町田歌建岩３番地３ H26.1.10

ともに京丹後 源　進一 尾崎　敏 京丹後市峰山町杉谷１８９番地　（丹労連内） R2.2.27

とよだ恵美後援会 松下　修治 豊田　恵美 京都市左京区岩倉三笠町１９６－２ H30.12.13

ﾅ 中井たかのり後援会 村田　和弘 中井　亜希子 久世郡久御山町東一口４１ H18.10.5

永井照人と共に歩む会 永井　美喜雄 安田　徳治 向日市上植野町南小路６２番地 H19.5.2

仲井れい子後援会 仲井　博幸 仲井　博幸 舞鶴市字上安５４６番地 H30.5.21

長岡一夫後援会 前川　佳央 長岡　里美 木津川市相楽大仙堂４ H26.8.13

長岡京市民ファーストの会 増田　真知宇 増田　真知宇 長岡京市奥海印寺太鼓山２２－３９　クレセント山双３０１ H29.8.7
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ﾅ 長岡京市をよくする会 市川　哲 小出　たか子 長岡京市友岡１丁目２０－８　乙訓向日民主商工会内 S53.7.14

長岡京の未来を創る会 寺家　照二 福井　久 長岡京市下海印寺西条５１ H30.10.31

中川きよし後援会 開原　菜稲美 中川　幹子 八幡市八幡三ノ甲１１－３ H21.12.21

中川やすひろ後援会 八木　眞 村上　友一 京都市右京区西院上今田町１７－１ H14.3.20

中京区日本共産党後援会 松家　幸男 増田　正昭 京都市中京区壬生高町８番地 S57.3.15

中小路健吾後援会 寺家　照二 中小路　加代子 長岡京市下海印寺西条３９ H14.6.14

中小路たかし後援会 玉井　俊彦 奥野　学 長岡京市下海印寺上内田７０番地 H26.10.7

長沢みつる後援会 馬場　隆 西垣　伸子 亀岡市古世町２丁目１－３２ H30.12.10

中島たけふみ後援会 中島　武文 中島　敏栄 宮津市小寺８９７番地 H29.10.31

中島たけふみ後援会伊根の会 澤田　孝典 松田　文彦 宮津市小寺８９７番地 R1.5.7

中島たけふみ後援会宮津の会 山根　行雄 松田　文彦 宮津市小寺８９７ R1.5.7

中島たけふみ後援会与謝野の会 足立　経彦 松田　文彦 宮津市小寺８９７番地 R1.5.7

なかじまひでき後援会 中嶋　秀樹 小央　絵理 八幡市八幡清水井２番地 H30.8.13

なかじま守後援会 田　修一 山根　真理子 福知山市字前田７４番地の１０ H27.3.12

中島ゆうこ後援会 堀口　達也 塚崎　圭 綾部市有岡町志庭垣３－１ H30.8.8

ながた和也後援会 木村　幹雄 北川　欽造 京田辺市薪茶屋前２７番地の２ H30.12.21

中西なおこ後援会 中西　直子 南　智嘉子 木津川市加茂町里東里２９番地 H30.9.13

中野洋一後援会 中野　洋一 中野　美智代 京都市東山区東大路松原通上ル毘沙門町３５ H19.6.7

中野洋一を支援する会 中野　洋一 中野　美智代 京都市東山区東大路松原通上ル毘沙門町３５ H18.4.12

中村あゆみ後援会 中村　邦良 山本　真弓 長岡京市八条ヶ丘１丁目２－４　天神ハイツ４棟５０２号 R3.6.30
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ﾅ 中村ありおを支える会 山本　良雄 中村　美智子 京都市伏見区桃山町泰長老１２６ H10.10.5

中村はつよ後援会 森畑　哲夫 志賀　美津代 福知山市大江町南有路１４１７ H31.1.18

中村まいこ後援会 高崎　尚之 湯上　裕之 宇治市大久保町上ノ山５５－６－６１５ H26.9.10

中村まさおみ後援会 平井　勝義 中村　仁美 八幡市八幡月夜田３９－２　清水第１ハウス１１号 H28.3.25

中村やすろうを育てる会 中村　安良 八田　勝子 京都市西京区桂上豆田町３８　中村事務所内 S56.5.11

中山やすし後援会 稲葉　悦男 中西　敬一 京丹後市峰山町杉谷６９９ H16.3.12

並河愛子後援会 西森　睿治 河合　良治 亀岡市大井町並河神田７２－１ H10.12.3

苗村かつよ後援会 山木　潤治 藤野　広司 亀岡市大井町並河２丁目２９番１３号 H10.12.3

鳴海まさのり後援会 鳴海　公軌 櫃割　仁平 京丹後市網野町小浜９３２－２　サンリードあみの２０２ R1.12.27

成宮まり子後援会 福本　聰 福本　聰 京都市西京区樫原平田町１５－４　日本共産党西京事務所 H23.11.29

南丹を良くする会 中川　圭一 中井　順市 南丹市園部町木崎町正尺１８ R2.10.19

南部ネット（南部としこ後援会） 南部　子 南部　登志子 京田辺市河原北口３２－１　シャルマンコーポ新田辺２０１ H15.2.24

ﾆ 仁木也後援会 村上　安子 平井　とし子 与謝郡伊根町字本庄宇治２６１番地 H30.12.10

西川ともやす後援会 西川　博司 西川　 宇治市伊勢田町中山６９－１ H26.6.2

西川やすし後援会 西川　康史 西川　喜佐代 宇治市伊勢田町名木２丁目１－１８１　（２階） H31.1.16

西京会 大前　皓生 山本　哲夫 京都市西京区大枝西新林町６－１１－９ H17.12.20

西口すみお後援会 塚田　勇 大橋　幸久 亀岡市保津町六条口２０－１６ H14.12.2

西陣新しい”いぶきの会 滋賀　宏務 柴田　肇男 京都市上京区寺ノ内通千本東入二丁目新猪熊東町３４７番地　洛陽織物㈱内 S58.8.1

西陣織物振興連盟 舞鶴　一雄 冨家　靖久 京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町４１４番地　西陣織会館内 S54.1.30

西田会 大場　秀住 柿本　大輔 京都市南区東九条河辺町２３－１９ H21.2.25
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ﾆ 西田昌司京都府市町村議会推薦議員連盟 松村　博司 高橋　輝 京都市南区東九条河辺町２３－１９ H25.5.29

西田昌司経世済民塾「ガルーダベース」 今井　重憲 柿本　大輔 京都市南区東九条河辺町２３－１９ R2.2.14

西田昌司後援会 辻　繁信 大場　秀住 京都市南区東九条河辺町２３－１９ H2.2.22

西田昌司与謝野町後援会 赤松　孝一 武田　眞太郎 与謝郡与謝野町幾地３２８－２ H20.4.23

西田てるひろ後援会 武田　雅隆 山口　里美 乙訓郡大山崎町字大山崎小字西谷３－３ H26.5.13

西村克己後援会 西村　彰芳 西村　千嘉子 亀岡市薭田野町奥条大仲４０番地 H18.11.24

西村正後援会 橋本　定 西村　保治 京田辺市大住三野４５ H31.3.15

西村正之後援会 木畑　雅信 西村　鎮子 舞鶴市高野台１－５ H18.6.20

西村よしたか後援会 村　皓次 村　和也 南丹市八木町船枝妙見５ H26.1.7

西村よしみ後援会 松永　雅明 松永　雅明 京都市右京区西院西淳和院町２６－２ H18.12.25

西村良平後援会 麻田　健治 村上　友一 南丹市八木町船枝里ノ内５６ H26.3.18

西山たけし後援会 山　傑 山　傑 京都市伏見区向島庚申町１０　インペルアルパレスリバーサイド５１１ H30.9.10

西山緑の会 築山　祐介 築山　和子 乙訓郡大山崎町字円明寺小字佃１０番６ H25.9.20

にしわき隆俊後援会 出野　一成 神原　正治 京都市下京区七条通烏丸西入東境町１７６ H30.1.31

西脇隆俊城陽後援会 堀井　美郎 生駒　智史 城陽市枇杷庄大堀６６ H17.12.20

西脇隆俊を励ます宇治の会 森下　康弘 西村　三典 宇治市小倉町久保７８ H17.4.27

日本司法書士政治連盟京都会 三野　和也 藤井　春樹 京都市中京区柳馬場通夷川上る５丁目２３２番地の１　京都司法書士会内 S57.6.17

日本第一党京都府本部 西山　傑 西村　斉 京都市右京区山ノ内御堂殿町７－１　ＷＥＳＴ．ＶＩＬＬＡ．ＯＩＫＥ１１０号 H29.2.28

二ノ湯さとし後援会 森　義治 吉川　外貴枝 京都市右京区西院坤町２　ハウスドゥ四条ビル６０１ S61.10.13

二ノ湯しんじ後援会 高屋　宏章 二之湯　真理子 京都市右京区太秦下刑部町１９０　アイキューブビル２階 H21.3.25
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（３）　その他の団体

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

ﾆ 日本遺族政治連盟京都府本部 里　和 中村　秀男 京都市西京区桂徳大寺北町８１番地　京都府遺族会内 S51.2.27

日本栄養士連盟京都府支部 澤田　典子 菅森　悦子 京都市伏見区深草西浦町１丁目１４番５　京都栄養士会館内 H20.3.10

日本共産党あさこ直美後援会 安田　義明 馬場　康子 乙訓郡大山崎町円明寺山田１－１８ H18.8.18

日本共産党井上けんじ後援会 田原　勲 堀川　圭太 京都市下京区夷馬場町１　日本共産党南地区委員会内 H2.3.3

日本共産党井上はるお後援会 大西　恭子 井上　直枝子 乙訓郡大山崎町円明寺脇山１－２５７ H30.8.13

日本共産党小原明大後援会 佐野　政行 永富　憲司 長岡京市東神足１丁目６－６　小原方 H17.5.11

日本共産党加藤あい後援会 山田　清 石井　毅 京都市左京区田中飛鳥井町６４ R1.5.15

日本共産党かまの敏徳後援会 加山　武 鈴木　卓夫 京都市下京区夷馬場町１　日本共産党南地区委員会 H30.11.20

日本共産党北林さとこ後援会 柏木　信博 則包　修 向日市物集女町ヲサン田１０番地の３８ R2.2.14

日本共産党佐藤新一後援会 山本　恵三 市田　克己 向日市上植野町桑原１０番地の１２ R1.7.1

日本共産党しぶや進後援会 今井　利寿 松島　朱美 乙訓郡大山崎町円明寺殿山１－２５　渋谷　進方 H14.7.18

日本共産党住田初惠後援会 本多　三郎 竹本　邦彦 長岡京市神足芝本１６－２　住田初惠方 H29.3.30

日本共産党たけやま彩子後援会 杉山　正道 杉山　正道 長岡京市八条が丘二丁目６－１０ H13.3.26

日本共産党田中くにお後援会 田中　生 谷口　光 京丹後市峰山町橋木３９４ H19.11.13

日本共産党丹野直次後援会 千脇　隆一 高橋　夫 向日市寺戸町大牧１－１２８ S54.6.5

日本共産党ちさか拓晃後援会 森下　強視 梶山　耕一 京都市左京区田中飛鳥井町６４　生活相談所内 R2.9.14

日本共産党まりこ後援会 小山　孝夫 阿部　幸恵 乙訓郡大山崎町大山崎西高田５－７ H26.6.25

日本共産党とがし豊後援会 川村　比射志 荻野　幸夫 京都市左京区岡崎徳成町２７ H29.10.26

日本共産党ときわゆかり後援会 重本　信子 堀井　輝夫 向日市寺戸町向畑１－５６ H15.5.14

日本共産党二階堂惠子後援会 岩間　正和 松下　保夫 長岡京市天神１丁目１－１５　アルファ長岡天神１０４号室（二階堂方） H29.3.30
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（３）　その他の団体

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

ﾆ 日本共産党にしわきいく子後援会 山谷　克利 大橋　正夫 京都市下京区夷馬場町１　日本共産党南地区委員会 H11.3.25

日本共産党橋本まり子後援会 橋本　まり子 松田　成渓 京丹後市久美浜町芦原６１８ H24.2.6

日本共産党はまの利夫後援会 安井　正 中井　幸一 長岡京市野添１－９－１０　浜野方 H5.5.19

日本共産党口英明後援会 河田　勲 北村　茂 京都市左京区田中飛鳥井町６４ H26.8.11

日本共産党平林ちえみ後援会 平林　智江美 隅野　順治 京丹後市弥栄町井辺７５６ H16.1.29

日本共産党垣栄治後援会 大下　信夫 林　昭男 長岡京市長岡３丁目１９－６　（垣方） H29.3.30

日本共産党松本なおき後援会 森　勝 源　進一 京丹後市網野町郷１０２９ H27.12.17

日本共産党向日市後援会 大畑　進 大畑　進 向日市寺戸町中ノ段７　岡本　種子方 S62.6.9

日本共産党森田ゆみ子後援会 佐野　春枝 中村　姫世 京都市下京区夷馬場町１　日本共産党南地区委員会 H27.2.12

日本共産党山田ちえ子後援会 山田　義則 米重　節男 向日市寺戸町山縄手２７番地の５２ S62.6.30

日本共産党八幡市後援会 日名子　大介 蓮川　悦子 八幡市八幡高畑１０－７ H30.10.25

日本共産党米重健男後援会 辰本　正憲 和田　正子 向日市森本町下森本４７番地の１　米重健男方 H27.1.7

日本国救済会 新　裕史 新　裕史 京都市伏見区淀木津町２５４番地　ディオ・フェルティ淀リヴィエール７１０号室 R3.12.8

日本サブカル党 秋月　健輔 秋月　康成 京田辺市草内八田４６－１８ H31.2.19

日本人工知能化党 秋月　健輔 秋月　康成 京田辺市草内八田４６－１８ H31.2.19

日本成功党 上出　圭一 上出　圭一 京都市伏見区堀詰町５４３番地３－２０２ H28.7.13

日本同和会京都府・市連合会 山口　展彦 山元　道夫 長岡京市今里ノ尻８－４ S60.7.16

日本弁護士政治連盟京都支部 浜垣　真也 木内　哲郎 京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町１番地　京都弁護士会館内 H16.12.28

日本薬業政治連盟京都支部 寺村　明 成川　正重 京都市中京区二条通室町東入ル東玉屋町４８７　（二條薬業会館内） H6.7.7

日本臨床検査技師連盟京都府支部 小澤　優 早瀬　泰行 京都市上京区千本通竹屋町東入主税町９１０　京都保健衛生専門学校内 H27.11.13
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（３）　その他の団体

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

ﾆ 日本労働党京都府委員会 由良　隆 河本　巧 京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町８０－１　西大路ハイツ５０６号 S53.10.31

ニュースタイルかめおか党 岩　 岩　 亀岡市河原町１１６　アペックスビル１階 H30.3.16

ﾉ 野川まさかつ後援会 野川　正克 野川　正克 宇治市小倉町天王２１番地の３ H30.9.10

野瀬たかのり後援会 和佐谷　寛 野瀬　文貴 舞鶴市字女布８００番地５ H30.8.22

のせまさひろ後援会 五十棲　孝司 四　雅人 長岡京市開田４丁目１７番地１号 H13.6.25

野田かつやすはげます会 野田　勝康 野田　勝康 福知山市北平野町４６番地 H31.1.31

ﾊ 芳賀裕治後援会 宇野　駿 芳賀　敏子 京丹後市丹後町成願寺６２３ H24.2.23

橋本よしゆき支援の会 西川　眞次 小西　幸治 京田辺市田辺稲葉１６番地 H30.11.13

長谷川羽衣子とｅみらいをつくる会 朴　羽衣子 大井　哲郎 京都市下京区西七条南衣田町６３ H25.2.5

はたけなか源一後援会 村上　影次 岩崎　弘一 船井郡京丹波町下大久保久保地１６番地 R3.4.20

畑武志後援会 岸田　清一 畑　新喜 相楽郡和束町大字釜塚小字南部９番地の１ H12.3.15

服部正後援会 北川　浩 服部　正吉 宇治市白川山本２－４ H26.11.4

浜岡大二郎後援会 浜岡　美也子 浜岡　大二郎 京丹後市網野町網野２７７５番地 H28.3.15

浜田よしゆき後援会 福田　陽介 福田　陽介 京都市北区紫野雲林院町７８ H22.10.29

浜野しげき後援会 濱野　茂樹 濱野　茂樹 与謝郡伊根町字津母５７０番地 H30.1.10

はやし一後援会 原田　幸行 林　登美子 久世郡久御山町田井荒見３ H27.2.26

原田完後援会 村端　豊資 山田　和伸 京都市中京区壬生髙町８ H14.9.9

ﾋ 東田まき後援会 東田　一馬 鈴木　秀彦 京丹後市大宮町下常吉３４３番地 H11.4.12

ヒグチヒロユキ後援会 船越　潤 高橋　圭 南丹市園部町宮町６１ R3.12.28

菱田明儀後援会 西村　喜良 安田　新治 八幡市下奈良一丁地２２－１８ H18.10.11
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（３）　その他の団体

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

ﾋ ひしだみつのり後援会 矢田　順司 菱田　英司 亀岡市上矢田町下垣内４２番地 H18.9.27

響く京都の会 松田　裕一郎 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 H30.12.7

平井邦生後援会 鵜飼　利之助 小牧　裕明 京丹後市大宮町口大野１０２番地の１ H28.3.7

平井良人後援会 松家　幸男 小林　史郎 京都市中京区壬生高町８ H18.10.18

平本英久後援会 木村　忠志 木村　博好 亀岡市篠町篠下中筋７番地２ H26.10.28

ﾌ 福井英昭後援会 藤村　幸二 萩野　昌彦 亀岡市余部町上条３０番地 H22.12.15

福井平和後援会 堀井　佳久 福井　晴美 木津川市山城町椿井坂ノ下３番地 H30.11.9

福祉を拓く綾部市民の会 玉川　弘信 大槻　悟 綾部市寺町堂ノ前４５番地 S62.2.2

福田さよこ後援会 内藤　一豊 岡田　良子 八幡市戸津北小路７１番地・７２番地合地 H23.1.28

福知山市のあすを築く会 佐竹　守 須藤　悦夫 福知山市字拝師１８４８ H9.4.9

福知山市民党 清水　三雄 木村　くみ子 福知山市三和町下川合コノ７１０－３ H20.5.29

福知山日本共産党後援会 大槻　公一 坂上　淳一 福知山市字堀下高田２３７４の４　日本共産党中丹地区委員会内 S57.3.10

福知山の未来を創る「市民参加の会」 井上　修 山本　誠 福知山市字堀２３２３番地の６ H27.2.6

福山哲郎後援会 福山　俊郎 正木　幸一 京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋町４０６番地　マツヲビル１階 H7.12.5

藤岡こうじ後援会 木下　和義 塩見　松夫 綾部市桜が丘一丁目１１番地１１ H30.6.15

ふじた太後援会 安達　雄一 吉村　幸夫 京丹後市弥栄町和田野６８８番地 H24.3.29

藤本よしあき後援会 足立　武司 岸田　健 福知山市かしの木台３丁目５５－５ H30.10.31

府民クラブ 酒井　常雄 平井　斉己 京都市上京区下立売通新町西入薮の内町 H9.4.15

府民本位の新しい民主府政をつくる会（略称、新しい民主府政の
会）

梶川　憲 森　吉治 京都市中京区壬生仙念町３０番地の２　京都労働者総合会館内京都自治体労働組合総連合気付 S56.9.12

ふるさと向日市を創る会 西川　克巳 井上　隆司 向日市物集女町クヅ子１９安田方 H27.2.19
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ﾌ 文化芸術を守ろうアーティスト有志の会 中　嘉子 池田　智子 京都市北区上賀茂朝露ケ原町８番地の１６ R2.9.18

ﾎ 豊泉会 石原　政則 溝口　久也 船井郡京丹波町和田大下３３ H17.3.29

ほうれんそうの会 増田　真知宇 増田　真知宇 長岡京市奥海印寺太鼓山２２－３９　クレセント山双３０１ R3.9.10

北請右京会 請田　修一 請田　眞弓 京都市右京区太秦森ヶ東町３１－１５ H18.12.19

ほり明人を励ます会 堀　侑稔 堀　文香 宇治市莵道田中３４番地の５ H14.11.8

堀一郎後援会 堀　一郎 堀　緑 京丹後市網野町浜詰４６番地の２ H24.4.2

ほりぐち文昭後援会 岡本　正廣 堀口　由美子 八幡市美濃山野神６ H23.12.13

堀ただお後援会 奥　和雄 植村　宗伯 相楽郡和束町大字門前小字谷２４ H17.3.28

ほり信子後援会 木下　義昭 尾　日出男 京都市右京区西院西淳和院町２６－２ H27.2.13

本城隆志後援会 本城　隆志 本城　隆志 城陽市寺田塚本１０８ H31.3.14

本田太郎後援会 本田　太郎 本田　雄三 宮津市鶴賀２１０９－１９ H27.1.16

本田ふみお後援会 井上　吉夫 河田　隆之 綾部市志賀郷町家際３７番地 H30.6.27

ﾏ 舞鶴市日本共産党後援会 生水　武男 常塚　和夫 舞鶴市字浜７５６－２ H5.3.25

前川光後援会 前川　光 前川　修次 乙訓郡大山崎町大山崎西高田３－６ H26.9.2

前田よしあき後援会 前田　義明 前田　義明 南丹市園部町木崎町東川端１番地２ H25.12.5

まえなみ健史後援会 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

前原誠司を囲む会 中村　正機 森里　秀夫 京都市東山区泉涌寺山内町２０－１ H15.10.8

真下たかし後援会 梅原　正昭 森下　敏彦 舞鶴市字平４５２番地 H26.7.11

増尾たついち後援会 増尾　辰一 松田　治孝 八幡市八幡山下２３－１　第２山下ハイツ３０５号 H11.1.6

増田真知宇政策研究会 増田　真知宇 増田　真知宇 長岡京市奥海印寺太鼓山２２－３９　クレセント山双３０１号 H25.5.22
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ﾏ 松尾あきら後援会 長岡　幸夫 愛宕　成 久世郡久御山町栄二丁目１－６５ H27.3.6

松尾たけじを励ます会 横田　恭治 吉田　好男 南丹市日吉町胡麻八反田２９－２ H26.7.7

松村あつこ後援会 堀　明人 中井　英貴 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 R2.11.6

松村ひろし後援会 古川　昇 北尾　敏之 京田辺市東古森１４－９ H10.12.28

松本けいいち後援会 岡　賢一 松本　努 京丹後市大宮町周枳６８２ H15.6.9

松本幸子後援会 松本　浩明 大槻　悟 綾部市岡町弓場１番地の２ H22.4.27

松本美由紀後援会 松本　美由紀 中田　貴広 向日市寺戸町西田中瀬８－１９ H31.2.7

松山まさゆき後援会 松山　雅行 松山　麻紗美 亀岡市千代川町今津３丁目１３－１５ H30.12.20

ﾐ 三上きよし後援会 立花　武子 山本　春榮 亀岡市篠町見晴４丁目２－４ H29.10.30

三木つねてる後援会 中野　種樹 瀬戸口　悠 長岡京市開田４丁目１０番１号 H25.7.11

みさき政直後援会 荒田　ケイ 小牧　嘉晴 京丹後市大宮町口大野１１０番地 H11.4.1

水嶋かずあき後援会 小谷　要一 古田　幸史 舞鶴市字引土６０８ H22.8.23

水野たかのり後援会 荒田　俊彰 吉岡　静雄 京丹後市大宮町河辺１５８ H27.4.1

みちはた弘之を育てる会 小野　荘司 道端　絹代 京都市伏見区上油掛町３６－２－９０５ H27.1.29

三菱自工労組政治活動委員会京都支部 大　稔 清本　善治 京都市右京区太秦巽町１番地 H23.4.1

湊泰孝後援会 湊　和美 湊　誉貴 亀岡市大井町並河２丁目１８－２ H14.11.29

三原和久後援会 西平　信盛 三原　亜実 相楽郡精華町桜が丘四丁目１２番４号 H13.3.16

三宅一宏後援会 三宅　誠人 田中　和則 亀岡市大井町並河１－３１－５ H30.10.26

宮小路康文後援会 宮小路　正次 宮小路　ひとみ 長岡京市開田三丁目８番３０号 H29.5.23

宮園昌美後援会 井須　紀夫 梨子本　貞僖 城陽市寺田正道９９－６ H11.1.26
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ﾐ ミライデザイン会議 髙　裕佳子 髙　良和 京田辺市宮津宮ノ下３５－４ H31.1.31

未来の京都をつくる会 塚本　能交 菅谷　寛志 京都市中京区御池通堀川東入　自由民主会館内 H27.4.17

みらいを考える会 坂根　栄六 坂根　俊裕 宮津市字須津１７０９番地１ H22.7.9

魅力のある和束町を創る会 宗　健司 宗　健司 相楽郡和束町湯船中山３０ R2.11.5

みんなで変えよう　いのち・くらし・防災　城陽の会 岩佐　英夫 谷　祐一郎 城陽市寺田市ノ久保３３－１６９ H21.8.17

みんなで政治を考える会 森　義治 吉川　外貴枝 京都市右京区西院坤町２　ハウスドゥ四条ビル６０１ H15.7.28

みんなで育てるうもと会 駒谷　享洋 谷口　雄一 木津川市木津南後背１６４ H26.11.19

みんなでつくる綾部民主市政の会 山口　昭雄 新田　敬治 綾部市青野町西青野４３番地　山口昭雄宅 H29.12.25

みんなの木津川市をつくる市民の会 霜田　勤 尾野　芳夫 木津川市木津川台７－２９－５　霜田勤方 H26.9.9

現場の声をとどける会 上久保　功一 上久保　みやぎ 福知山市末広町３丁目２１ R2.4.17

みんなの南丹市政の会 井尻　勇助 坂井　隆雄 南丹市園部町木崎町上ヲサ２９－３ H30.3.14

ﾑ 向島国道１号線周辺創出の会 金子　義治 金子　正子 京都市伏見区雁金町７１０番地 R3.4.7

村尾れいじ後援会 村尾　礼示 村尾　比登美 相楽郡精華町光台七丁目２６－１ H21.3.11

村田みつたか事務所 村田　光隆 村田　正子 向日市寺戸町二枚田１０－３９ H26.10.17

村山一彦後援会 岩崎　勝一 竹内　正己 相楽郡和束町大字園小字下出４０ H27.3.19

村山祥栄後援会 村山　政雄 村山　祥栄 京都市左京区下鴨貴船町４６　グランディール堤２０１ H14.10.16

村山よしあき後援会 田中　賢祐 村山　太三 南丹市日吉町佐々江明日谷４１－１ R3.12.28

室町伊吹文明後援会 小澤　淳二 土肥　光四郎 京都市中京区室町通四条上る　大松㈱内 S59.4.23

ﾒ ＭＥＬＯＮ京都社会活動委員会 古瀬　友博 古瀬　友博 長岡京市馬場図所一番地　三菱電機労働組合京都支部内 H16.2.3

ﾓ 森下けんじ後援会 大嶋　忠志 森下　賢司 福知山市字猪崎１３５５番地の１ H23.2.25
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ﾓ 森田守後援会 森田　守 山口　千佳 京都市右京区西院松井町２０ H27.1.6

森田喜久後援会 中岡　充 浦井　隆春 相楽郡精華町大字東畑小字北山中１７ H21.3.9

森本茂後援会 森本　恭有 森本　敦子 木津川市鹿背山東大平１７の３ H15.2.25

森元茂後援会 松井　進 森元　和央 相楽郡精華町植田上山５９ H21.2.16

ﾔ 八木のぶき後援会 八木　信樹 八木　信樹 南丹市八木町八木杉ノ前２５番地 H30.1.15

八木浩後援会 小曽根　政司 山本　康雄 長岡京市神足二丁目１６番５号 H9.5.26

躍動する南丹市をつくる会和衆会 小泉　顕雄 野中　好 南丹市園部町新町火打谷１－３ H25.11.19

安田守後援会 岡﨑　誠之 山本　治三 向日市物集女町クヅ子１９番地 H14.11.6

やなぎはら秀一後援会 栁原　秀一 坂本　成樹 綾部市物部町広畑１２番地 H30.8.6

山岸たかゆき後援会 村山　登 山岸　隆行 京都市伏見区桃山町丹後７－１　シャトレカルマン１階 H14.8.1

山崎ぜんや後援会 大槻　浩平 安藤　和明 綾部市青野町西青野７番地 H21.10.22

山下芳一後援会 山下　芳一 山下　理恵 相楽郡精華町光台四丁目７番地４ R2.6.2

山田あいき後援会 村端　豊資 内川　博 京都市中京区壬生中川町１４－２１ H26.6.24

山田こうじ後援会 西村　英弥 西村　英弥 京都市右京区西院西淳和院町２６－２ H22.8.31

山田としお京都府後援会 藤田　正 中川　和弘 京都市南区東九条西山王町１番地 H18.11.8

山田よしひこ後援会 樋田　忠一 山田　能子 八幡市男山金振２１番地７　サニービレッジ男山２０８号 H15.1.9

山中イッセイ後援会 坂本　博士 山中　敏弘 乙訓郡大山崎町字大山崎小字岩崎２８－４ H26.5.2

やまのい和則後援会（やまのいネット） 福井　孝巳 山井　武夫 城陽市平川茶屋裏５８－１ H7.10.27

山本和延を励ます会 辰村　秀樹 山本　功 木津川市相楽大里５５番地 H19.3.12

山本けいいち後援会 津田　定明 川崎　慶治 乙訓郡大山崎町字円明寺小字西法寺１番地１３３－２０２号 H18.9.5
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ﾔ 山本恵一後援会 川内　哲淳 山本　和正 京都市北区西賀茂神光院町１０５ H18.9.29

山本けんやを励ます会 山本　賢哉 山本　全康 京都市右京区西院松井町１６ H19.3.14

やまもとじへえ後援会 堂本　正好 西村　寛貴 舞鶴市字引土７９－２ H24.7.30

山本せいご後援会 坂本　良太 中畔　秀昭 相楽郡精華町大字南稲八妻小字門口７１ H21.3.9

山本のりまさ後援会 藤本　秀延 植木　良一 長岡京市野添１丁目１９－２　ノアコート森田４０３ R3.6.30

山本わか子後援会 山中　源一郎 山本　智史 福知山市字内記３９番７　栄ビル１階 H31.2.21

弥生会 木本　和宜 嶋田　光紗 京都市伏見区銀座町二丁目３２６－１ H29.11.20

ﾕ 豊かな郷土をつくる会 岡本　英夫 小長谷　佳正 与謝郡与謝野町岩屋３７８　安達方 H18.2.3

ユニチカユニオン京都地区協議会 山田　良尚 鵜ノ口　悟 宇治市宇治戸ノ内５番地 H14.9.11

夢と希望の与謝野町をつくる会 宮﨑　輝彦 山添　明子 与謝郡与謝野町字弓木４９３番地 H22.5.10

由良ひろみ後援会 河合　正臣 河合　正臣 京都市西京区樫原平田町１５－４　日本共産党西京事務所 H27.2.19

由利あきもと後援会 由利　順子 由利　朝成 京丹後市峰山町泉１１６７－３番地 R2.2.3

由利としお後援会 森　行雄 西田　一義 京丹後市峰山町泉１１６７－３番地 H24.3.7

ﾖ 横川ひでや後援会 横川　秀哉 西村　正大 宮津市字魚屋９８３番地 H30.2.14

よこすか昭男後援会 山下　正恒 林　幸子 八幡市八幡広門５８ H15.12.8

よこすか生也後援会 坂本　啓文 横須賀　佳美 八幡市男山泉１０－９ H31.3.20

井あきら後援会 井　章 進藤　秀保 京都市山科区西野岸ノ下町５５－５ H18.2.1

吉岡とよかず後援会 吉岡　正二 吉奥　弘 京丹後市弥栄町木橋７８７番地 H20.1.16

吉崎ひさし後援会 田中　昭義 大島　孝恵 綾部市岡町四ツ尾下２６－２　吉崎　久方 H3.2.12

吉高ゆかことミライデザイン会議 髙　裕佳子 浦田　ヒロ子 京田辺市興戸久保１７　龍馬館２Ｆ H30.11.1
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ﾖ 吉田幸一後援会 藤原　冬樹 藤原　冬樹 京都市右京区西院西淳和院町２６－２ R3.7.14

吉田ひろこ後援会 中川　智晴 吉田　隆市 南丹市日吉町殿田前田１１－１１ H29.12.18

吉見すみお後援会 細見　和巳 樋口　忠之 福知山市三和町９５２番地 H17.9.27

ﾘ 隆心会 安道　光二 下岡　久五郎 綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚１２番地の２ R1.5.20

隆成会 松井　昭男 田端　俊三 京都市東山区本町２－８５ H22.9.1

緑水会政治連盟 平林　詩朗 井手　洋一 京都市上京区堀川通リ椹木町上ル長尾町８４　（寺崎ビル５Ｆ） S59.2.6

ﾜ わがまちトーク 伊藤　初男 伊藤　卓也 木津川市木津町内垣外５２ H15.3.27

和島一行事務所 和島　一行 和島　一行 向日市物集女町南条４７－１１ H27.6.23

「わたし」からはじめるまちづくりの会 佐々木　真由美 佐々木　真由美 宇治市宇治妙楽６番地の２０ H26.10.20

「和田すすむ」を励ます会 和田　晋 和田　聡 京丹後市久美浜町湊宮１７０５番地 R2.1.6

綿谷正已後援会 綿谷　正已 四方　貴之 長岡京市奥海印寺南垣外８－５ H21.3.25

わたなべ貫治後援会 白数　直樹 渡邉　安子 与謝郡与謝野町字岩滝２４０７番地４ H18.3.15

わたなべ邦子とともに歩む会 内海　景蔵 奥野　美代子 京都市伏見区醍醐下山口町７番地Ａ１－４０４ H18.1.17

渡辺こうぞう後援会 熊内　久志 阪田　宗夫 綾部市睦合町小田３３ H30.8.9

渡辺ともこ後援会 山本　紀代子 上野　裕嗣 長岡京市今里南平尾３番６号 R3.4.21
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