
（１）　政　　党

ｷ 希望の党京都府衆議院第５選挙区支部 井上　一徳 中林　まり 舞鶴市字森５３４ H30.5.18

京都維新の会 森　夏枝 大槻　明德 京都市中京区三条通新町西入釜座町２２　ストークビル三条烏丸３０５ H28.1.6

京都維新の会京都市伏見区支部 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 H29.2.8

ｺ 公明党京都第１総支部 青野　仁志 小鍛治　義広 京都市中京区西ノ京船塚町１５－７５ H6.12.27

公明党京都第５総支部 上羽　和幸 大谷　洋介 舞鶴市溝尻町３９－９ H9.3.6

公明党京都第３総支部 曽我　修 京都市伏見区向島清水町２１５ H9.3.6

公明党京都第２総支部 久保　勝信 国本　友利 京都市山科区音羽前出町２５－４ H6.12.27

公明党京都第４総支部 湯浅　光彦 平山　賀一 京都市右京区太秦上刑部町１９－２５ H9.3.6

公明党京都第６総支部 村井　弘 池田　輝彦 宇治市小倉町中畑６０－５ H9.3.6

公明党京都府本部 竹内　譲 山口　勝 京都市下京区西七条北衣田町４７ H6.12.27

国民民主党京都府宇治市支部 田中　美貴子 石田　正博 宇治市伊勢田町６９－１ H26.9.9

国民民主党京都府京田辺市支部 北川　剛司 藤本　みゆき 京田辺市三山木中央５－１－１０－１Ｆ H17.12.16

国民民主党京都府参議院選挙区第１総支部
斎藤　勇士アレ
ックス

斎藤　勇士アレ
ックス

京都市下京区松原通烏丸西入玉津島町３１６－２　川南ビル７Ｆ H30.11.20

国民民主党京都府城陽市支部 酒井　常雄 上原　敏 城陽市寺田市ノ久保２番地の１６５ H15.8.14

国民民主党京都府総支部連合会 前原　誠司 酒井　常雄 京都市中京区御池通間之町東入高宮町２０６　御池ビル２Ｆ H10.11.20

国民民主党京都府第１総支部 前原　誠司 徳田　愛士 京都市中京区御池通間之町東入高宮町２０６　御池ビル２Ｆ H30.8.10

国民民主党京都府第５区総支部 北仲　篤 佐々木　幹夫 綾部市駅前通５１－１　ＡＲＡＩビル２Ｆ H10.6.17

国民民主党京都府第３区総支部 泉　健太 野本　菜生 京都市伏見区深草加賀屋敷町３－６　ネクスト２１－Ⅱ　１Ｆ H10.3.13

国民民主党京都府第２区総支部 前原　誠司 齋藤　博史 京都市左京区山端壱町田町８－４６ H8.12.25

国民民主党京都府第４区総支部 天方　浩之 岡本　和徳 京都市西京区樫原江の本町１２－２ H10.3.13
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ｺ 国民民主党京都府第６区総支部 山井　和則 宮地　俊之 城陽市平川茶屋裏５８－１－２Ｆ H15.9.4

ｼ 社会民主党京都府第一区支部連合 西田　輝雄 三輪　一雄 京都市北区紫野雲林院町４６番地　桂ビル３階 H7.1.4

社会民主党京都府第五区支部連合 木内　利明 大槻　正則 綾部市並松町上溝口９番地 H7.1.4

社会民主党京都府第三区支部連合 中村　在男 飛鳥井　佳子 京都市伏見区桃山町泰長老１２６－４　中村方 H7.1.4

社会民主党京都府第二区支部連合 佐藤　大 園田　重夫 京都市左京区高野西開町３４－１　高野第１住宅１棟３０３号佐藤方 H7.1.4

社会民主党京都府第六区支部連合 本田　克巳 白井　慶三 京田辺市三山木道中１０　農民文化会館内 H7.1.4

社会民主党京都府連合 桂川　悟 野崎　靖仁 京都市中京区富小路通御池上ル橘町６３１－３　三洋橘ビル２階 H7.1.4

自由党京都府総支部連合会 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番地の９ H28.10.25

自由党京都府第５区総支部 鈴木　麻理子 下村　直資 舞鶴市字浜６２６ H29.6.5

自由党京都府第４区総支部 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番地の９ H25.1.24

自由民主党綾部支部 四方　源太郎 熊谷　正章 綾部市並松町上溝口２０－３ H6.12.27

自由民主党井手支部 中谷　英輔 市場　和男 綴喜郡井手町井手南玉水４８－３　中和建設（株）内 H6.12.27

自由民主党伊根町支部 濱野　茂樹 橋本　弘 与謝郡伊根町字津母５７０ H6.12.27

自由民主党右京支部 二之湯　真士 森田　守 京都市右京区太秦多薮町４４－１ H6.12.27

自由民主党宇治支部 村田　正治 木本　裕章 宇治市宇治妙楽１７１番地の７　三千堂ビル２階２号室 H6.12.27

自由民主党宇治田原町支部 上田　徳蔵 西谷　茂 綴喜郡宇治田原町湯屋谷南石詰１１　上田方 H6.12.27

自由民主党大山崎町支部 山中　一成 伊集院　智 乙訓郡大山崎町字大山崎小字岩崎２８－４ H6.12.27

自由民主党笠置町支部 瀧口　一弥 森　保男 相楽郡笠置町笠置市場４１ H6.12.27

自由民主党上京支部 林田　洋 中村　三之助 京都市上京区椹木町通小川東入東魚屋町３６２　林田方 H6.12.27

自由民主党亀岡支部 井上　良雄 森　茂 亀岡市西竪町４ H21.8.6
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ｼ 自由民主党北支部 山本　恵一 北本　和彦 京都市北区西賀茂神光院町１０５ H6.12.27

自由民主党木津川市支部 兎本　和久 谷口　雄一 木津川市木津南後背１６４　（有）京和システム内 H26.6.2

自由民主党京田辺支部 尾形　賢 仲井　敏雄 京田辺市田辺南里３８－５８ H6.12.27

自由民主党京丹後網野支部 堀　一郎 室野　二三子 京丹後市網野町浜詰４６－２ H20.1.7

自由民主党京丹後大宮支部 松本　博之 水野　孝典 京丹後市大宮町周枳２２１２－２ H20.1.7

自由民主党京丹後久美浜支部 岡田　修 野村　睦巳 H20.1.7

自由民主党京丹後総支部 吉岡　和信 高橋　茂 京丹後市丹後町間人４６１７ H16.12.10

自由民主党京丹後丹後支部 野木　武 祝前　貞一郎 京丹後市丹後町大山１２２５ H20.1.7

自由民主党京丹後峰山支部 安井　美佐子 平井　良行 京丹後市峰山町安１６４－１３ H20.1.7

自由民主党京丹後弥栄支部 坪倉　好保 上田　龍男 京丹後市弥栄町鳥取１７２５－１ H20.1.7

自由民主党京丹波町支部 大崎　薫 太田　明平 船井郡京丹波町橋爪桧山５７－２　太田明平方 H19.3.26

自由民主党京都府愛宕政経塾支部 北川　明 安藤　輝雄 京都市西京区桂春日町５８ H17.1.17

自由民主党京都府遺族会支部 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 H6.12.27

自由民主党京都府医療会支部 城守　国斗 禹　満 京都市左京区岩倉上蔵町１２３ H10.7.24

自由民主党京都府宇治市第一支部 村田　正治 杉本　ルミ子 宇治市宇治妙楽１７１番地の７　三千堂ビル２階２号室 H27.5.18

自由民主党京都府ＬＰガス支部 小中　達磨 笹部　忠嗣 京都市右京区西院東中水町１７　京都府中小企業会館６Ｆ H6.12.27

自由民主党京都府看護連盟支部 澤井　美智子 寺村　理恵子 京都市南区東九条西山王町１１　白川ビルⅡ３０２ H6.12.27

自由民主党京都府教育研支部 山仲　修矢 山仲　稔也 京都市伏見区桃山町山の下３２ H6.12.27

自由民主党京都府京丹後市第一支部 巽　昭 小森　悟 京丹後市峰山町杉谷７３３－３　巽方 H19.2.23

自由民主党京都府京都市右京区第五支部 二之湯　真士 浅香　隆男 京都市右京区太秦多薮町４４－１ H21.5.28
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ｼ 自由民主党京都府京都市右京区第四支部 田中　崇則 竹下　昭一 京都市右京区西京極西池田町４１ H27.6.18

自由民主党京都府京都市右京区第六支部 森田　守 山口　千佳 京都市右京区西院松井町２０ H30.12.17

自由民主党京都府京都市上京区第一支部 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 H12.3.31

自由民主党京都府京都市上京区第二支部 中村　三之助 小林　泰之 京都市上京区小川通寺之内下ル射場町５６８ H12.8.10

自由民主党京都府京都市北区第一支部 岸本　裕一 横山　典明 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町２７－２　アクアエルフ上賀茂２０７ H28.2.18

自由民主党京都府京都市左京区第一支部 櫻井　泰広 藤本　就一 京都市左京区静市市原町１２９１－２４ H30.11.1

自由民主党京都府京都市下京区第一支部 下村　明 北原　道子 京都市下京区楊梅通新町東入上柳町２２５　ランドマークシティ京都烏丸五条３０１ H26.11.7

自由民主党京都府京都市中京区第一支部 津田　大三 山内　武司 京都市中京区三条通千本東入 H12.5.30

自由民主党京都府京都市中京区第三支部 加藤　盛司 加藤　貴史 京都市中京区壬生上大竹町１５－６　加藤方 H12.11.10

自由民主党京都府京都市中京区第二支部 植田　喜裕 細川　真司 京都市中京区夷川通室町西入南側 H12.5.30

自由民主党京都府京都市西京区第三支部 近藤　永太郎 京都市西京区桂乾町７５　近藤方 H12.12.8

自由民主党京都府京都市東山区第一支部 荒巻　隆三 八木　広繁 京都市東山区本町１丁目６０ H12.8.10

自由民主党京都府京都市伏見区第五支部 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 H12.5.30

自由民主党京都府京都市伏見区第三支部 橋村　芳和 田中　豊 京都市伏見区醍醐構口町３２－２　構口マンション１０１ H27.8.3

自由民主党京都府京都市伏見区第二支部 繁　隆夫 繁　弘子 京都市伏見区深草直違橋１０丁目１４８ H12.4.12

自由民主党京都府京都市南区第三支部 嶋本　京司 嶋本　芳和 京都市南区吉祥院観音堂南町１ H27.3.2

自由民主党京都府京都市山科区第三支部 富　喜久夫 山田　洋平 京都市山科区勧修寺東栗栖野町６８－９ H13.11.14

自由民主党京都府京都市山科区第二支部 菅谷　寛志 奥田　純江 京都市山科区小野御所ノ内町１－２９８ H13.6.11

自由民主党京都府京都市山科区第四支部 進藤　秀保 京都市山科区西野岸ノ下町５５－５ H21.3.9

自由民主党京都府軽自動車販売支部 佐倉　重則 京都市伏見区竹田向代町５１－５　京都府軽自動車協会 H6.12.27
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ｼ 自由民主党京都府港運支部 田端　昭則 林　竜紀 舞鶴市字松陰１８番地７　Ａ－ＳＥＮビル１階 H6.12.27

自由民主党京都府交通交友連合会支部 海津　実 笹島　徳之 京都市伏見区羽束師鴨川町３０２－６　海津方 H18.4.13

自由民主党京都府港湾支部 政安　誠三 常盤　俊行 京都市中京区蛸薬師通高倉西入泉正寺町３３４　東洋建設（株）京都営業所内 H6.12.27

自由民主党京都府参議院選挙区第三支部 二之湯　智 佐藤　大地 京都市右京区西院坤町２　ハウスドゥ四条ビル６０１ H16.3.15

自由民主党京都府参議院選挙区第四支部 西田　昌司 大場　秀住 京都市南区東九条河辺町２３－１９ H18.9.12

自由民主党京都府歯科医師連盟支部 寺本　武史 河野　亘 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 H6.12.27

自由民主党京都府歯科技工士支部 小川　博和 田中　康宏 向日市上植野町庄ノ内１番地の９ H15.7.25

自由民主党京都府自動車整備支部 中村　斉 德田　悦生 京都市伏見区竹田向代町５１－５　京都自動車会館内　京都府自動車整備振興会室 H6.12.27

自由民主党京都府自動車販売支部 小寺　雅夫 齋藤　昭夫 京都市伏見区竹田向代町５１－５　京都自動車会館内 H6.12.27

自由民主党京都府支部連合会 二之湯　智 西村　義直 京都市中京区御池通堀川東入押油小路町２３４ H6.12.27

自由民主党京都府支部連合会建設支部 岡野　益巳 平岡　幹弘 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 H6.12.27

自由民主党京都府住宅建築同友会支部 木村　忠紀 竹内　一二三 京都市上京区葭屋町通下立売下ル H6.12.27

自由民主党京都府酒販小売支部 脇田　捷治 土田　勲司 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 H8.10.4

自由民主党京都府生命尊重支部 牧草　弘師 木村　嘉孝 京都市下京区五条通堀川西入ル柿本町５７９番地　五条堀川ビル９Ｆ牧草総合設計（株）内 H6.12.27

自由民主党京都府倉庫支部 湯浅　康平 岩野　正義 京都市下京区中堂寺壬生川町２０番地２　ＫＳＲビル１階　京都倉庫協会内 H6.12.27

自由民主党京都府第一選挙区支部 伊吹　文明 大森　英彦 京都市下京区四条通東洞院長刀鉾町３３　京都フコク生命四条烏丸ビル３階 H6.12.27

自由民主党京都府第五選挙区支部 本田　太郎 今井　一雄 舞鶴市引土１－１　長久ビル１階 H29.10.2

自由民主党京都府第三選挙区支部 木村　弥生 藤田　清 京都市伏見区桃山町松平筑前１１－１　２階
異動届
H28.7.8

自由民主党京都府大都市政策推進支部 二之湯　智 佐藤　大地 京都市右京区西院坤町２　ハウスドゥ四条ビル６０１ H7.9.22

自由民主党京都府第二選挙区支部 繁本　護 坂井　佐和 京都市左京区下鴨高木町９番地　福助ビル１Ｆ H27.11.30
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（１）　政　　党

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50音
届　出
年月日

ｼ 自由民主党京都府第四選挙区支部 田中　英之 眞継　進吾 H22.11.30

自由民主党京都府第六選挙区支部 安藤　裕 井上　玲子 宇治市小倉町神楽田３５－１　ＭＳＫビル１階 H6.12.27

自由民主党京都府宅建支部 伊藤　良之 苗村　豊史 京都市上京区中立売通室町西入三丁町４５３番地３　京都府宅建会館 H6.12.27

自由民主党京都府地方振興支部 出野　一成 神原　正治 京都市中京区油小路通押小路下ル押油小路町 H19.11.6

自由民主党京都府ちんたい支部 平岡　元博 山本　末生 京都市中京区御池通烏丸東入梅屋町３６１－１　アーバネックス御池ビル東館３階 H26.5.26

自由民主党京都府電気通信支部 畑　武司 竹田　千鶴雄 京田辺市山手東１－３７－８ H6.12.27

自由民主党京都府同和会支部 上田　藤兵衛 山口　勝広 京都市山科区川田欠ノ上１０　ヒューマンセンター内 H6.12.27

自由民主党京都府ときわ会支部 菊川　弘 橋本　鎌一 京都市南区東九条上殿田町５２　ケイ・ケイ・ディ商事内 H6.12.27

自由民主党京都府土地改良支部 田中　英夫 谷垣　俊輔 船井郡京丹波町水原中里４２－２ H6.12.27

自由民主党京都府トラック支部 荒木　律也 井尻　憲司 京都市伏見区竹田向代町４８－３ H6.12.27

自由民主党京都府農業団体支部 牧　克昌 藤本　伸幸 京都市南区東九条上殿田町２６ H10.7.24

自由民主党京都府明風支部 浦川　逸子 戸井　久雄 京都市下京区四条通東洞院長刀鉾町３３　京都フコク生命四条烏丸ビル３階 H6.12.27

自由民主党京都府木材産業支部 野間　理恵子 京都市中京区西ノ京内畑町４１番３ H6.12.27

自由民主党京都府薬剤師支部 川勝　一雄 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 H6.12.27

自由民主党京都府郵政政治連盟支部 長谷部　好紀 阪口　佳史 京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５－１６５ H25.12.25

自由民主党京都府陸運支部 鈴木　一也 川合　宏和 京都市伏見区竹田向代町５１－５　京都自動車会館内（（社）京都府バス協会内） H6.12.27

自由民主党京都府理容支部 長野　紘一 田辺　正治 京都市中京区西ノ京両町５－８ H10.10.30

自由民主党京都府旅客船支部 小倉　信彦 谷口　秀一 与謝郡与謝野町字上山田６４１－１　丹後海陸交通（株）内 H6.12.27

自由民主党京都府林業支部 青合　幹夫 森井　一彦 H6.12.27

自由民主党京都府連合会東山支部 荒巻　隆三 木村　信夫 京都市東山区本町２丁目８５ H6.12.27
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（１）　政　　党

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50音
届　出
年月日

ｼ 自由民主党久御山町支部 林　勉 岡井　温宜 久世郡久御山町田井荒見９９－４ H6.12.27

自由民主党左京支部 上田　行男 木本　和宜 京都市左京区吉田河原町２１ H16.4.15

自由民主党下京支部 小巻　實司 見塚　正博 京都市下京区西洞院六条上ル金屋町４－４８３ H6.12.27

自由民主党城陽支部 園崎　弘道 岡本　勝一 城陽市平川大将軍８８－３号室 H6.12.27

自由民主党精華町支部 森元　茂 奥野　弘佳 相楽郡精華町植田上山５９ H6.12.27

自由民主党長岡京支部 能勢　昌博 中小路　貴司 長岡京市開田４－１７－１ H6.12.27

自由民主党中京支部 坂田　憲男 加藤　盛司 京都市中京区西ノ京西円町１９　坂田方 H6.12.27

自由民主党南丹市支部 高橋　芳治 川勝　儀昭 南丹市八木町上野３６番地２ H19.10.16

自由民主党南丹園部支部 片山　誠治 斎藤　武志 南丹市園部町新町２ H28.1.19

自由民主党西京支部 近藤　永太郎 京都市西京区桂乾町７５　近藤方 H6.12.27

自由民主党２１世紀京都をつくる会支部 荒川　佶 原田　治紀 京都市北区大北山原谷乾町５５－４ H6.12.27

自由民主党福知山大江支部 岸根　壯一 河田　正志 福知山市大江町金屋９１７－１ H25.11.18

自由民主党福知山支部 井上　重典 香月　芳雄 福知山市天田西本町１２６ H6.12.27

自由民主党福知山三和支部 細見　隆 小原　公義 福知山市三和町中出８５６ H25.11.18

自由民主党福知山夜久野支部 小西　允 衣川　豊 福知山市夜久野町直見２２６８ H25.11.18

自由民主党伏見支部 前波　健史 中川　善夫 京都市伏見区向島中島町１２６ H6.12.27

自由民主党舞鶴支部 池田　正義 伊藤　清美 舞鶴市字浜２００６－１８ H13.1.4

自由民主党南支部 秋田　公司 島本　京司 京都市南区西九条御幸田町２９－２ H6.12.27

自由民主党南山城村支部 吉岡　克弘 北久保　浩司 相楽郡南山城村田山小字上出３ H6.12.27

自由民主党宮津支部 中島　武文 久保　光孝 宮津市小寺８９７番地 H6.12.27
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（１）　政　　党

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50音
届　出
年月日

ｼ 自由民主党向日支部 磯野　勝 岡田　弘毅 向日市上植野町御塔道４１－２　磯野方 H6.12.27

自由民主党山科支部 菅谷　寛志 粟津　正規 京都市山科区小野御所ノ内町１－２９８　菅谷方 H6.12.27

自由民主党八幡支部 中川　貴由 森田　昌子 八幡市八幡三ノ甲１１－３ H6.12.27

自由民主党与謝野町支部 武田　眞太郎 岸部　敬 与謝郡与謝野町三河内６５ H18.12.11

自由民主党和束町支部 籠島　孝幸 村山　一彦 相楽郡和束町石寺初尾平５－７　籠島方 H6.12.27

ﾆ 日本維新の会衆議院京都府第３選挙区支部 森　夏枝 森　恵子 京都市伏見区桃山町丹後１０－６　伴ビル２０３号室 H28.3.17

日本共産党京都乙訓地区委員会 堀川　圭太 福島　寛喜 長岡京市長岡二丁目６－１０ H7.1.4

日本共産党京都北地区委員会 福田　陽介 畠山　昭雄 京都市北区紫野雲林院町７８ H7.1.4

日本共産党京都左京地区委員会 森下　強視 河田　勲 京都市左京区岡崎徳成町２７番地 H7.1.4

日本共産党京都中京地区委員会 福井　英俊 内川　博 京都市中京区壬生中川町１４番地の２１ H7.1.4

日本共産党京都西地区委員会 松野　好秀 福本　聰 京都市右京区西院西淳和院町２６－２ H7.1.4

日本共産党京都東地区委員会 穀田　全 黒川　純 京都市山科区西野大手先町８－８ H7.1.4

日本共産党京都府委員会 渡辺　和俊 金森　亨 京都市中京区丸太町新町角大炊町１８６ H7.1.4

日本共産党京都南地区委員会 河合　秀和 中村　姫世 京都市下京区夷馬場町１ H7.1.4

日本共産党口丹地区委員会 小林　毅 苗村　活代 亀岡市大井町並河２丁目２９－１３ H7.1.4

日本共産党丹後地区委員会 福代　慶典 真下　相一 京丹後市峰山町荒山下湯田１５１－１ H7.1.4

日本共産党中丹地区委員会 山内　健 大槻　公一 福知山市字堀下高田２３７４の４ H7.1.4

日本共産党伏見地区委員会 鈴木　貴之 山田　省之輔 京都市伏見区新町１０丁目３８１番地 H7.1.4

日本共産党舞鶴地区委員会 杉本　玄太郎 常塚　和夫 舞鶴市字浜７５６－２ H7.1.4

日本共産党山城地区委員会 谷口　清久 村城　恵子 京田辺市河原御影３０－２４ H7.1.4
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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50音
届　出
年月日

ﾆ 日本共産党与謝地区委員会 野村　生八 久古　真二 宮津市字白柏１２４２ H7.1.4

日本共産党洛南地区委員会 田村　和久 奥西　ちひろ 宇治市宇治里尻１７ H7.1.4

ﾘ 立憲民主党京都府京都市中京区支部 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 H30.6.8

立憲民主党京都府参議院選挙区第１総支部 福山　哲郎 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 H29.11.10

立憲民主党京都府第５区総支部 山本　和嘉子 山本　智史 福知山市字内記３９番７　栄ビル１階
異動届

H30.12.3

立憲民主党京都府連合 福山　哲郎 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 H29.12.5

－9－


