
■注意事項

名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

【あ】

嗚呼、当たり前！女性宮家・女系天皇反対党 門田　節代 門田　節代 三重県伊賀市桐ケ丘６－１１３ R3.4.5

ＡＡＡ不老不死時代の生命倫理を考える会 北川　ワタル 北川　エカテリーナ 大阪府大阪市住吉区我孫子３－８－７ H25.9.9

ＩＨＩ運搬機械労働組合議員を支援する会 栄田　祐治 芹澤　伸吾 東京都中央区明石町８－１ H14.1.7

ＩＨＩ労働組合連合会政治活動委員会 鴨下　和弘 伊木　昭彦 東京都江東区豊洲３－１－１ S51.1.12

ＩＨＩ労働組合連合会東京政治活動委員会 岡　晃司 熊倉　健太郎 東京都江東区豊洲３－１－１ S51.2.17

ＩＨＩ労働組合連合会武蔵政治活動委員会 対馬　潤一 吉野　雅彦 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷４６８ H1.4.17

愛煙党 渡久地　祐貴 渡久地　祐貴 埼玉県戸田市美女木１２１４－５ R2.2.6

愛煙党 小林　宏 小林　宏 東京都台東区根岸１－１－２４ R3.5.31

ＩＯＮＤＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 髙橋　斎 櫻井　誠 東京都港区西新橋１－２－９ H22.7.1

愛犬家も犬も犬が苦手な人もみんなが笑顔で
楽しく幸せな快適に暮らせる社会をつくる会

大瀧　昭一郎 大瀧　昭一郎 東京都中野区上鷺宮２－１３－３ R3.3.31

愛国会佐賀県本部 小貫　晴夫 堤　一男 佐賀県佐賀市大財４－５－２４ R3.6.15

愛国会総本部 合田　勇司 小貫　晴夫 福岡県那珂川市上梶原１０８２－１ R2.8.5

愛國菊心會 岡崎　毅 岡崎　毅 高知県高知市仁井田４６８２－２ H21.7.14

愛國菊心會 濱田　光也 尾形　弘子 千葉県木更津市太田２－３－２ H31.3.28

愛国者党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R3.2.4

愛国者の党 須澤　秀人 多田　光宏 東京都江戸川区平井３－３０－１７ R3.2.16

愛国心絆会 岩城　智也 岩城　智也 兵庫県姫路市御立西３－１４－４６－３ R3.4.21

愛国青年協議会 中川　仁志 中川　仁志 三重県四日市市伊倉１－２－３７－２ H11.9.16

愛国青年同志会 古谷　四郎 古谷　恵子 愛知県名古屋市西区鳥見町１－１７ H14.10.8

愛国戦線社 井上　隆明 長谷川　太 大分県別府市光町４－１０ H13.3.30

愛國蒼明社 二宮　明 井上　兼一 愛媛県松山市宮西３－５－３１ H30.10.17

愛国団体敬愛倭塾 小嶋　和正 𠮷田　徳一 京都府南丹市八木町南廣瀬上野１０ H15.10.10

愛國團體皇國同志会 川原　弘幸 平野　佑介 神奈川県厚木市妻田南１－２１－１１ H17.6.8

愛国団体連盟連合政治結社直嶋義友会本部 野田　忠志 野田　富夫 大阪府大阪市西成区太子１－１３－１２ H20.1.22

愛國勅使塾 浅井　圭 俵　裕之 愛知県名古屋市緑区鳴海町赤塚２５－３ H30.2.16

愛國同志會 髙野　立実 高野　照男 岐阜県多治見市山吹町２－１５４ S61.11.25

愛国党西日本総本部 岡田　敏孝 岡田　敏孝 岡山県岡山市北区吉宗５８２－７ H25.2.18

愛国保守党 大竹　誠一 剱山　清 埼玉県越谷市越ヶ谷１－３－１４ R3.1.18 有

愛国友志会 石川　寿夫 石川　寿夫 神奈川県横浜市旭区川井本町２９－１３ H16.11.29

愛食党 知久平　香 知久平　香 東京都三鷹市新川６－１６－６ H9.7.17

愛心國武会 桑田　晃治 桑田　薫 広島県福山市駅家町今岡１６４－１ H30.3.5

愛知県医療法人連盟 井手　宏 下郷　宏 愛知県名古屋市中区栄４－１４－２８ H3.10.15

愛知製鋼労組政策実現を支援する会 松田　剛 大場　正洋 愛知県東海市荒尾町ワノ割１ H24.4.12

愛と許しと感謝の党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R3.5.10

アイヌ民族党 萱野　志朗 秋辺　日出男 北海道沙流郡平取町字二風谷８０－２７ H23.12.22

あいはらくみこ後援会 相原　久美子 竹内　広人 東京都千代田区六番町１ H18.6.5

愛＆Ｌｏｖｅ友八幡愛応援団 八幡　愛 八幡　輝 兵庫県姫路市東駅前町５８ H31.2.12

青木愛と羽ばたく会 青木　伊久 小原　貞裕 東京都北区岸町１－２－９ H19.6.20

青木一彦後援会 和田　晶夫 佐々木　弘行 島根県松江市内中原町１４０－２ H4.1.30

青木一彦後援会 青木　一彦 佐々木　弘行 東京都千代田区永田町２－１－１ H22.7.27 有

※　指定の欄に「有」とあるのは、公職の候補者が資金管理団体として指定した政治団体である。

その他の政治団体一覧（２９１８団体）

※　令和３年１２月３１日における総務大臣届出の政治団体であり、内容については、令和４年６月９日までに
　　官報告示されたものを掲載している。（●は外字。別添参照。）



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

青空議会 鹿島　ひでき 廣瀬　邦男 香川県高松市田村町１１７９ S58.3.16

赤枝恒雄後援会 赤枝　恒雄 星田　美紗 東京都港区元麻布３－１－３０ H25.3.11 有

赤枝恒雄政策研究会 赤枝　恒雄 星田　美紗 東京都港区元麻布３－１－３０ H29.10.19

赤木正幸後援会 赤木　正幸 赤木　正幸 兵庫県たつの市龍野町富永３８７－３ R2.10.8

あかね会 森下　禄郎 井上　宏行 大阪府大阪市北区堂島２－３－２７ H24.7.2

赤羽かずよしと進む会 赤松　正雄 末廣　伸作 兵庫県神戸市中央区八幡通４－１－６ R2.6.29

あかり 森口　あゆみ 稲葉　朝子 三重県伊賀市緑ケ丘南町４０３６ R1.5.30 有

明るい社会をつくる会 山田　博之 出口　裕康 静岡県熱海市田原本町９－１ H16.10.7

明るい福祉を考える会 前島　富子 狩野　弥生 東京都板橋区板橋３－５７－５ S53.2.3

明るく元気な東京を創る会 中松　義郎 宮城　調二郎 東京都世田谷区下馬６－３１－１０ H15.4.7

あきの公造後援会 秋野　公造 前田　洋 福岡県北九州市戸畑区初音町６－７ H25.5.1 有

秋元司後援会 秋元　武明 橋谷田　洋介 東京都江東区東陽５－３１－２１ H15.12.4

アクティブネット 愛知　治郎 小畑　有喜子 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋１－５－２１ H15.3.10 有

浅尾慶一郎を囲む公認会計士の会 波多　康治 久保田　博 東京都新宿区四谷１－１８ H24.2.15

浅尾慶一郎を支える会 三谷　智雄 長尾　有祐 神奈川県鎌倉市大船１－２３－１１ H16.1.5

朝風会 尾身　朝子 伊藤　元万 東京都千代田区永田町２－１－２ H26.12.9 有

あさぎり会 松村　祥史 古賀　正秋 東京都千代田区永田町２－１－１ H16.9.8 有

麻の実研究所 麻生　輝久 楠本　浩子 東京都新宿区下落合４－９－２８ S54.1.22

あさひ会 朝日　健太郎 笠原　義康 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.8.26 有

麻布大学同窓有志による福山守後援会 兵藤　哲夫 上野　伸介 東京都渋谷区笹塚１－４６－６ H28.5.31

アジア一新会 工藤　義雄 工藤　義雄 大阪府大阪市淀川区新高１－１３－２４ R3.9.27

アジア新聞● 田中　健之 田中　健之 東京都千代田区平河町２－２－１ R2.6.25

亜細亜新報社 安藤　幸信 安藤　幸信 東京都杉並区浜田山４－３１－７ R2.4.6

亜細亜評議會 野﨑　利勝 野﨑　利勝 香川県さぬき市鴨庄４３７１－１ H20.7.15

亜細亜民族同盟 吉岡　正次 吉岡　正次 徳島県阿南市吉井町地神南１２－３ S57.6.14

亜細亜連合政友会 佐藤　鐵雄 樋口　武弘 東京都中野区東中野４－３０－１６ H29.6.19

アジア和平日本委員会 小林　明 千葉　秀次 東京都小金井市前原町３－４０－１ H24.12.21

足利山源氏寺足利宗雲 小澤　久 小澤　久 栃木県足利市毛野新町４－４３ H27.9.17

アシタノワダイ党 日野　照道 山本　貴宏 兵庫県尼崎市南塚口町８－６６－３ R3.10.18

阿修羅会 服部　修 服部　修 兵庫県西宮市今津水波町２－５ R3.5.20

あすなろ２１懇話会 木村　次郎 阿部　秀行 東京都千代田区永田町２－１－２ H5.11.12 有

明日の生活を考える会 山本　一雄 山本　喜美子 大阪府大阪市西成区玉出西２－１０－２２ H22.4.30

明日の長崎県を創る会 金子　原二郎 池田　介一 長崎県長崎市桶屋町３７ H2.10.5 有

『明日の日本』研究会 佐藤　ゆかり 加藤　義昭 東京都千代田区永田町２－１－２ H17.12.22 有

あぜもと将吾連合後援会 佐々木　ベジ 束村　光彦 広島県広島市中区舟入本町１３－４ R2.6.15

麻生太郎先生を囲む会 田村　一 川本　英弘 大阪府泉佐野市鶴原５－２－３２ H10.3.30

足立信也と安心な日本を創る会 足立　信也 財津　哲治 大分県大分市下郡南４－２－１３ H18.3.15 有

足立敏之後援会 足立　敏之 尾林　達成 東京都千代田区飯田橋１－４－１ H27.7.3 有

新しい政治をつくる会 岩附　宏幸 谷川　文朗 東京都港区芝公園２－４－１ S51.2.25

「新しい日本」 杉田　健 杉田　健 東京都大田区南雪谷３－７－２０ H23.2.18

新しい日本をつくる会 馬島　光男 馬島　真広 東京都品川区南大井３－２０－１ S51.2.24

新しいまちづくりに取り組むＮＷＵメンバーの会 塩田　明 伊藤　恒雄 東京都港区芝３－３９－９ H9.9.1

アッチェル・えだの幸男と２１世紀をつくる会 枝野　幸男 枝野　佐智子 埼玉県さいたま市大宮区大門町２－１０８－５ H5.4.21 有

篤姫会 門田　節代 門田　節代 三重県伊賀市桐ヶ丘６－１１３ H30.11.19

Ｕｐｒｉｇｈｔ 若子　直也 若子　洋司 愛知県長久手市武蔵塚１２２１－２ R2.11.6 有

あなたの声をきく党 重黒木　優平 重黒木　優平 神奈川県川崎市宮前区土橋２－９－１１ R3.7.19



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

あなたのための政治 松川　公浩 松川　公浩 神奈川県相模原市緑区西橋本３－５－９ H19.1.11

あなたを大切にする政治 松川　公浩 松川　公浩 神奈川県相模原市緑区西橋本３－５－９ H19.2.16

あなたを守る政治 松川　公浩 松川　公浩 神奈川県相模原市緑区西橋本３－５－９ H19.1.11

アニマリズム党 目黒　峰人 目黒　峰人 東京都国分寺市高木町１－５－３４ R1.11.1

アピール２１ 豊田　弘 青木　隆夫 東京都千代田区神田駿河台３－６ H17.1.6

あべ俊子後援会 阿部　俊子 山谷　冨美枝 岡山県津山市川崎１６２－５ H17.10.12

あべ俊子政策研究会 阿部　俊子 山本　敏明 東京都千代田区永田町２－２－１ H17.11.1 有

あらい和夫後援会 荒井　和夫 渡辺　浩志 東京都中央区銀座８－１２－６ H13.2.6 有

荒木則之後援会 荒木　則之 荒木　幸代 大阪府堺市中区陶器北１２８３－１６ H7.5.16

嵐 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.6.23

荒巻靖彦後援会 荒巻　靖彦 村上　利一 大阪府大阪市北区堂山町８－１８ R2.1.10

ありが党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R3.2.4

有田芳生後援会 有田　芳生 大歳　はるか 東京都千代田区永田町２－１－１ H23.11.8 有

ありむら治子後援会 有村　治子 髙橋　弘光 東京都千代田区永田町２－１－１ H13.3.7 有

Ｒ．Ｄ．Ｍ．サポート２１ 金光　亮典 尾林　達成 東京都港区西新橋１－１９－６ H19.3.5

暗黒党 久保田　学 久保田　学 東京都立川市柴崎町３－１２－９ R3.6.1

安藤たかお後援会 安藤　高夫 牛嶋　賢太 東京都八王子市椚田町５８４－１ H22.2.16 有

安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める関
西市民連合

塩田　潤 湊　隆介 大阪府大阪市東淀川区東中島１－１０－２６ H28.6.13

安裕会 安藤　裕 田丸　志野 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.7.5

安楽死制度を考える会 佐野　秀光 佐野　秀光 東京都大田区蒲田４－２２－２ H21.6.5

【い】

育元会 中谷　元 豊田　圭三 東京都千代田区永田町２－１－２ H3.6.6 有

池田和隆国家戦略研究会 池田　和隆 野杁　基男 東京都港区赤坂７－２－６ H27.10.2

池田黎明会 池田　佳隆 柿沼　和宏 愛知県名古屋市天白区天白町野並上大塚１２４－１ H23.10.17 有

為公会 麻生　太郎 坂本　克実 東京都千代田区平河町２－５－５ H19.1.4

いさ進一と進む会 春田　重昭 峰尾　聖志 大阪府大阪市西区新町４－１０－４ R2.6.26

石井政治経済研究会 石井　一二 中末　昭彦 東京都港区南青山１－１５－８ H13.10.12

石井一後援会連合会 石井　一 竹　伸二 兵庫県神戸市中央区北長狭通４－１－１２ H19.1.16

石井ひろおと未来を拓く会 石井　浩郎 黒川　茂雄 東京都千代田区永田町２－１－１ H22.12.6 有

石井苗子ときぼうの会 石井　苗子 三上　康太 東京都文京区湯島１－１０－５ H28.6.2 有

石井苗子を支える会 石井　苗子 三上　康太 東京都文京区湯島１－１０－５ H28.10.17

石川大我にじいろの会 石川　大我 榎本　順一 東京都千代田区永田町２－１－１ H31.1.16 有

石田まさひろ政策研究会 石田　昌宏 五反分　正彦 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.9.18 有

石破茂政経懇話会 石破　茂 杉本　訓志 鳥取県鳥取市戎町５１５－３ H19.8.20 有

石橋みちひろ後援会 石橋　通宏 太田　信一 東京都千代田区永田町２－１－１ H21.4.23 有

石原伸晃の会 石原　伸晃 伊藤　壽宏 東京都杉並区成田東４－３９－１０ H1.7.10 有

衣・食・住を考える会 岡野　陽一 岡野　陽一 福岡県朝倉郡筑前町高田２３１１ H15.4.2

維新革命党 齊藤　修一郎 齊藤　修一郎 東京都西東京市下保谷５－１３－１９ H22.10.27

維新政党・新風 魚谷　哲央 黒田　秀高 京都府京都市中京区麩屋町通二条下る H7.12.8

維新の会 松下　幸治 松下　幸治 大阪府大阪市大正区泉尾２－１４－９ H28.4.22

維新の会．東大阪 堂村　慎太郎 堂村　慎太郎 大阪府東大阪市川田１－２－２０ H26.8.1

井水会 井上　英孝 速水　眞二 東京都千代田区永田町２－２－１ H25.3.1 有

いずみ会 小泉　俊明 小泉　友梨佳 茨城県取手市井野３－１０－１７ H10.9.28 有

泉章子の子ども未来プロジェクト後援会 川崎　千恵子 泉　章子 大阪府茨木市東太田２－１６－２ H29.9.11

泉田裕彦政治経済防災研究会 泉田　裕彦 葛綿　亮子 東京都千代田区永田町２－１－２ H30.8.9 有

以正会 寺田　慶子 佐野　良伸 東京都千代田区二番町１０－３４ H16.3.11

為政会 横粂　勝仁 横粂　勝仁 東京都千代田区霞が関３－６－１４ H28.4.1



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

伊勢守會政治結社天照大東亜憂國塾 野呂　昇 野呂　昇 青森県黒石市北美町２－７６－４ R2.7.17

磯子区薬剤師連盟 岩﨑　勉 安武　恵美子 神奈川県横浜市磯子区杉田４－６－１８ H24.1.12

いそざき哲史を支援する会 岩附　宏幸 谷川　文朗 東京都港区芝公園２－４－１ H24.7.30

いそざき陽輔新風会 礒崎　陽輔 下川　ナナ子 大分県大分市長浜町２－１２－１０ H19.3.28 有

いそざき陽輔東京後援会 秋𠮷　豊治 下川　ナナ子 東京都練馬区豊玉上２－２５－７ H20.7.11

市井紗耶香後援会 渡邊　紗耶香 大村　一郎 東京都千代田区永田町１－１１－１ R1.6.27 有

一宇憂國社 若田部　安夫 川島　利幸 栃木県佐野市堀米町３６３４－２ S59.3.6

一丸研究会 馬淵　澄夫 森田　浩行 東京都台東区台東４－１７－５ H31.2.6

一丸の会 馬淵　澄夫 長安　豊 東京都台東区台東４－１７－５ H30.3.28

一丸の党 小畑　治彦 小畑　治彦 大阪府東大阪市楠根２－１２－１３ R3.5.17

一丸の党 伊藤　千穂 佐藤　憩孝 神奈川県横浜市南区高砂町１－１０－４ R3.8.30

市光工業労働組合政治活動委員会 岸　峰行 匂坂　年男 神奈川県伊勢原市板戸８０ S53.10.23

一宮市薬剤師連盟 小川　勝人 杉本　重雄 愛知県一宮市貴船町３－２ H22.11.11

一麦誠學舎 梶山　忠弘 梶山　忠弘 東京都中央区銀座８－１４－９ H22.8.10

一番星 小山　徹 小山　徹 愛知県刈谷市池田町１－１０４－４ H28.12.14

一皇會 松本　哲也 松本　さくら 群馬県邑楽郡板倉町除川１１４１－８ R2.11.12

一照会 川野　邦仁 川野　邦仁 東京都狛江市西野川４－３１－６ S62.6.13

一伸会 山本　一太 原　弘之 群馬県前橋市元総社町１－３－１０ H7.6.19 有

一新会 鈴木　克昌 樋高　剛 東京都練馬区光が丘７－８－１ H18.8.30

一心会 小松原　守 黒川　英樹 島根県松江市東朝日町７ H23.1.26

一水会 木村　三浩 永吉　晋 東京都新宿区下落合１－２－５ H12.4.6

一誠同志会 澤谷　等 澤谷　等 香川県丸亀市飯山町西坂元５６７－３ H22.1.28

一徳会 井上　一徳 中林　まり 東京都千代田区永田町２－１－２ H29.11.24 有

一般財団法人ＷＩＮ　ＷＩＮ 赤松　良子 山口　積惠 東京都渋谷区代々木２－２３－１ H15.7.1

一票一心の会 大島　九州男 菊井　正史 福岡県直方市大字感田１４６６－３ H21.9.28

ＥＴ党 神谷　昭 神谷　昭 東京都千代田区九段北１－９－５ R3.5.11

いとう会 伊藤　信太郎 熊谷　守広 東京都千代田区永田町２－１－２ H13.11.8 有

伊藤隆広後援会連合会 伊藤　隆広 倉田　直樹 千葉県千葉市美浜区幸町２－１１－２５ H28.1.7 有

伊藤忠彦後援会 伊藤　忠彦 伊藤　忠彦 愛知県知多市岡田字向田６１ H7.8.18 有

いとう渉を育てる会 伊藤　渉 村本　豊 愛知県名古屋市南区本城町３－５－１ H17.11.2 有

糸川正晃後援会 糸川　正晃 糸川　永利子 東京都世田谷区上用賀１－６－２ R1.12.13

いなつ久と進む会 風間　昶 高橋　不二峰 北海道札幌市中央区南六条西１１－１２８５－８ R2.6.26

犬猫党 堀池　宏 落合　康恵 東京都港区赤坂３－１－１６ R2.1.15

犬丸勝子と共和党 犬丸　光加 犬丸　光加 福岡県福岡市東区箱崎２－４２－１ H26.6.9

猪口邦子後援会 猪口　邦子 斎藤　久代 千葉県千葉市中央区新田町１４－５ H19.6.27

いのちの党 相田　勲 牧田　智行 東京都千代田区平河町１－５－１５ R3.2.26

イノベーティブ・ビジョン 松平　浩一 松平　亜希 東京都千代田区永田町２－１－２ H29.11.9 有

茨城石岡支部政治結社英魂塾 中村　登美雄 藤岡　洋 茨城県石岡市大砂１０３４７－３ H25.9.10

いばらき礎会 本澤　衛 多多納　貴史 茨城県東茨城郡茨城町前田１７０７－１６ H24.2.14

ＥＭＡ日本基金 寺田　和弘 寺田　和弘 東京都世田谷区三軒茶屋２－５４－３ H25.10.7

今村雅弘を支援する会 渡邊　晴一朗 久田　郁男 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－２８ H7.4.3

井本ひでおを育てる会 土佐田　秀文 土佐田　秀文 宮崎県延岡市恒富町１－８－１４ H5.3.4

医薬化粧品産業労働組合連合会政治連盟 浅野　剛志 水上　裕一 東京都中央区日本橋本町３－８－３ R2.6.1

ＩＲＡＮ　ＬＩＢＥＲＡＬ　ＤＥＭＯＣＲＡＴＩＣ　ＰＡＲＴＹ マルタニ　モハメット 石坂　匡快 東京都中央区日本橋小伝馬町９－１２ H20.10.15

医療大麻開放党 山﨑　雅之 山﨑　真紀子 兵庫県尼崎市東園田町８－９５－８ H26.7.2

医療問題懇話会 中川　俊男 釜萢　敏 東京都文京区本駒込６－１２－１ H19.11.6

岩井茂樹後援会 岩井　茂樹 勝又　康充 静岡県沼津市仲町４ H30.12.25 有

巌の会 沖本　馨 鈴木　克己 東京都渋谷区代々木２－２３－１ R3.9.6
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いわね塾 吉内　裕 吉内　裕 大阪府大阪市平野区瓜破西２－６－３５ H29.8.21

印鑑から国民を守る党 近藤　祐輝 近藤　祐輝 埼玉県さいたま市南区文蔵４－４－１１ R1.9.18

引退競走馬党 渡邊　宜昭 渡邊　宜昭 福岡県福岡市城南区東油山６－８－１６ R3.4.2

インターネット党 西銘　和男 西銘　和男 東京都港区赤坂９－１－７ H13.1.10

Ｉｎｄｉｇｏ　Ｐａｒｔｙ 三木　立 島田　健作 東京都渋谷区南平台町１８－２０ H19.10.16

インナートリップイデオローグリサーチセンター 近藤　喜彦 堀江　孝 東京都港区麻布台１－９－２ S51.4.22

【う】

ＷＥ　ＡＲＥ　ＡＬＬ　ＯＮＥ 須藤　元気 木山　和慶 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.7.3 有

ウイグルを応援する全国地方議員の会 丸山　治章 笠間　昇 神奈川県逗子市小坪３－１４－２ R3.4.7

うえだともかず後援会 植田　智一 植田　智一 神奈川県横浜市旭区柏町１３１－４ H30.5.23 有

うえの賢一郎・政経フォーラム 上野　賢一郎 浅山　禎信 滋賀県彦根市本町２－５－２ H17.7.19 有

うえの賢一郎を囲む公認会計士の会 田中　正志 田中　正志 滋賀県草津市野路１－８－１８ H29.7.3

上野宏史後援会 上野　宏史 三浦　恵美 群馬県前橋市大手町３－９－１６ H29.11.29

上畠のりひろ鎌倉後援会 水品　壮二郎 水品　壮二郎 神奈川県鎌倉市佐助１－４－７ R3.3.9

上畠のりひろ慶友会 林　剣太 林　剣太 東京都中央区晴海３－１３－１ R3.1.28

浮島とも子後援会 井之上　智子 木野　十三 大阪府大阪市中央区徳井町２－４－１５ H25.1.4 有

美しき、良き国、日本へ。 八田　晋呉 八田　晋呉 東京都台東区松が谷１－１－６ R2.1.16

宇都宮ゆうこ後援会 宇都宮　優子 佐藤　寛文 大阪府寝屋川市寿町６１－８ R2.3.23

宇都隆史後援会 森　勉 安川　和仁 東京都新宿区市谷本村町３－２０ H21.12.3

宇都隆史を支える会 宇都　隆史 安川　和仁 東京都新宿区市谷本村町３－２０ H21.12.3 有

ＷＯＭＡＮ　ＳＨＩＦＴ（ウーマンシフト） 本目　さよ 中村　延子 東京都台東区谷中３－２４－８ H29.3.24

浦口高典後援会 栩野　嘉之 浦口　孝子 和歌山県和歌山市堀止西１－１０－１４ H4.3.25

宇和島自動車労働組合交通政策研究会 岡下　啓一 高瀬　康文 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城５７１８－２ H28.6.1

【え】

えいこのかけはし 木村　英子 後藤　一輝 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.8.8 有

英仁会 西島　英利 西島　英利 福岡県北九州市小倉北区砂津１－３－２７ H16.3.31

ＨＩＴコミュニケーションズ 井上　智史 前上　明 広島県広島市南区小磯町１－１ H20.8.21

英雄の会 小畑　治彦 小畑　治彦 大阪府東大阪市楠根２－１２－１３ R3.5.17

笑顔の会 今井　絵理子 今井　絵理子 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.2.10 有

笑顔の日本 伊藤　秀正 藤末　千紗 熊本県熊本市西区二本木３－７－２３ H18.7.18

益習会 梶山　弘志 山口　栄一 東京都千代田区永田町２－１－２ S51.2.27 有

えさきたかし後援会 江﨑　孝 鳥越　保浩 東京都千代田区永田町２－１－１ H21.6.18 有

ＳＳＳ－Ｒ 秋村　太 秋村　太 東京都墨田区東向島６－４６－１０ R1.9.19

ＳＳＫ 海老根　靖典 片山　清宏 東京都新宿区四谷３－１１ H24.9.10

ＳＤＧｓ党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R3.2.12

衛藤征士郎後援会 小手川　強二 田中　一三 大分県佐伯市池船町２１－１ H7.6.12

江夏正敏後援会 佐々木　勝浩 佐々木　勝浩 東京都大田区西馬込１－２２－７ H31.4.11

ＮＥＣグループ連合政治活動委員会 伊藤　恒雄 松尾　敏光 東京都港区芝３－３９－９ H15.10.15

ＮＨＫが来たら内緒で録音して下さい党 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.2.9

ＮＨＫから国民を守る党 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.5.17

ＮＨＫから国民を守る党 原田　公成 原田　公成 埼玉県朝霞市仲町２－４ R3.5.24

ＮＨＫから国民を守る党 久保田　学 久保田　学 東京都立川市柴崎町３－１２－９ R3.6.1

ＮＨＫから国民を守る党 梶谷　秀一 梶谷　美紗子 東京都杉並区成田西２－１６－３ R3.6.8

ＮＨＫから国民を守る党 小野澤　健至 小野澤　健至 埼玉県新座市北野３－１０－１１ R3.6.15

ＮＨＫから国民を守る党 武原　正二 武原　正二 兵庫県西宮市高須町２－１ R3.6.30

ＮＨＫから国民を守る党 古谷　孝 古谷　孝 埼玉県志木市本町５－２２－２２ R3.7.8

ＮＨＫスクランブル放送実現党 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.2.9

ＮＨＫ党近畿支部 丸山　穂高 丸山　穂高 大阪府堺市堺区甲斐町東６－１－４ R3.5.19
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ＮＨＫの弁護士法７２条違反を追及する党 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.2.9

ＮＨＫから国民を守る党 佐直　友樹 佐直　友樹 千葉県市川市大洲４－７－４ R3.5.24

ＮＨＫから国民を守る党 多田　光宏 多田　光宏 埼玉県志木市柏町６－１４－７ R1.6.25

ＮＰＯ　Ｂ・Ｅ・Ｓ 橋口　洋士 眞鍋　やよい 福岡県春日市昇町５－１３２ R3.1.18

エネルギアＬ＆Ｂパートナーズ労働組合政治活
動委員会

岡垣　克治 野村　涼馬 広島県広島市中区小町４－３３ H18.12.15

エネルギア・コミュニケーションズ労働組合政
策・制度実現委員会

瀬戸丸　慶樹 亀田　泰広 広島県広島市中区大手町２－１１－１０ H11.9.24

海老名市薬剤師連盟 山名　佳見 青木　茂昌 神奈川県海老名市東柏ケ谷２－１２－４１ H23.10.3

ｆｆ研究会 井上　義行 岩﨑　達哉 神奈川県小田原市栄町１－１４－４８ H21.1.30 有

ＭＰＤ・平和と民主運動 酒井　剛 酒井　剛 東京都練馬区田柄２－４２－３ S57.10.15

エンジニアリング部会組織内議員を支援し政策
実現を推進する会

森岡　祥浩 野口　隆信 東京都中央区新川１－２３－４ H29.11.28

遠藤たかし後援会 遠藤　敬 川上　裕 大阪府高石市綾園２－７－１８ H25.7.29 有

「遠藤のぶひこ」を育てる会 遠藤　宣彦 遠藤　彰子 東京都世田谷区東玉川１－２４－２２ H18.1.12 有

塩結会 塩田　博昭 菊地　淑子 東京都世田谷区太子堂２－１４－２０ R1.12.2 有

【お】

及川幸久後援会 彦川　太志 彦川　太志 東京都大田区上池台４－１８－１８ H26.1.22

桜下塾研究会 青木　愛 小原　貞裕 東京都北区岸町１－２－９ H19.6.6 有

大家さとしを育てる会 大家　敏志 伊原　隆敏 福岡県北九州市八幡東区中央３－８－２４ H24.4.25 有

大江戸政経会 菊地　進一 菊地　栄治 東京都江東区北砂３－１６－１３ H18.8.23

大岡敏孝を支える会 大岡　敏孝 石橋　広行 東京都千代田区永田町２－２－１ H27.7.7 有

大亀やすひこ後援会 大亀　泰彦 稲石　健 愛媛県松山市星岡町１－２３－２０ H13.8.2

大河原雅子と湧く湧く会議 大河原　雅子 塩田　三恵子 東京都立川市錦町１－１０－２５ H28.6.17 有

大木さとる事務所 大木　哲 大木　八千代 神奈川県大和市下鶴間２－２－３１ H6.9.29 有

大木政経法律総合研究所 大木　直樹 石川　進 栃木県芳賀郡芳賀町大字西高橋３６９３－２ H17.5.26

大きな夢マップを描く会 松本　淳一 谷川　久美 東京都北区田端新町１－２－１５ R3.5.14

大串博志後援会 大串　博志 北島　智孝 佐賀県小城市牛津町牛津１２７－１ H17.4.28 有

大口よしのり後援会 大口　善德 山内　克則 東京都千代田区永田町２－１－２ H21.1.14 有

大阪麻生太郎後援会 田村　一 川本　英弘 大阪府泉佐野市鶴原５－２－３２ S58.4.8

おおさか維新の会 山本　一雄 山本　喜美子 大阪府大阪市西成区玉出西２－１０－２２ H27.11.2

大阪推進党 林　英樹 林　英樹 大阪府守口市金田町２－６－７ H26.6.24

大島理森政経会 大島　理森 黒保　浩介 東京都千代田区永田町２－１－２ H7.1.18 有

太田房江後援会 齊藤　房江 近藤　泰裕 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.8.9 有

大西つねき後援会 大西　恒樹 大西　恒樹 神奈川県藤沢市辻堂東海岸４－５－９ R1.8.22

大仁田厚後援会 大仁田　厚 福井　謙二 佐賀県神埼市神埼町的２６６ H30.1.30 有

大村ひであき後援会 富田　清治 堀江　順治 愛知県安城市三河安城南町１－１５－１ H7.9.27

岡下政経研究会 岡下　昌平 髙橋　友子 大阪府堺市中区深井沢町３３０１ H8.3.21 有

岡田かつや後援会 岡田　克也 嶋津　雅成 三重県三重郡川越町高松３０－１ H13.3.7 有

岡田康裕を支援する会 岡田　康裕 岡田　述史 兵庫県加古川市加古川町美乃利３５８－１ H21.10.14 有

岡本あき子の会 山下　章子 鈴木　清美 宮城県仙台市太白区長町４－４－２９ H30.10.12 有

岡本みつなりと進む会 神﨑　武法 末廣　伸作 東京都新宿区南元町１７ R2.6.25

岡山県鍼灸師政治連盟 内田　輝和 松沢　義彦 岡山県岡山市北区本町５－２０ H28.12.20

小川克巳全国後援会 柏木　哲夫 山﨑　達郎 東京都板橋区大谷口上町８１－２ H27.9.4

小川まさゆき後援会 小川　雅幸 伊藤　博美 栃木県那須烏山市興野１５６６ H14.4.15 有

ＯＫＩグループ連合政治活動委員会 中澤　孝之 溝上　靖浩 東京都港区芝浦４－１１－１６ H22.12.21

沖縄の誇りを取り戻す会 上地　国三 大塚　一夫 千葉県千葉市緑区あすみが丘３－４５－１ H25.7.3

沖縄ベストの会 上地　光士 櫨田　まゆみ 沖縄県那覇市前島３－８－１３ H29.8.15



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

ＯＫＩ　ＵＮＩＯＮ政策制度課題を考える会 溝上　靖浩 木村　雄一郎 東京都港区芝浦４－１１－１６ H21.9.2

奥下たけみつ後援会 奥下　剛光 羽矢　雅美 大阪府吹田市内本町２－６－１３ H18.10.4 有

小沢一郎政経研究会 川辺　嗣治 川辺　嗣治 東京都港区赤坂２－１４－９ H1.6.22

小沢一郎東京後援会 川辺　嗣治 川辺　嗣治 東京都港区赤坂２－１４－９ H8.5.15

小沢まさひと後援会 臼杵　博 山本　晴美 山梨県甲府市中央５－８－１７ H29.10.31

おしどり２０１９ 吉岡　雅子 吉岡　雅子 東京都新宿区四谷２－１１ H31.1.31

小田急バス交通政策研究会 落合　宏文 堀江　国人 東京都小金井市東町５－３１－２２ H27.10.1

小田急労働組合交通政策研究会 谷　昌樹 庄司　貴之 東京都世田谷区喜多見９－２５－６ H27.7.6

おだたか子を育てる会 植竹　暢茂 織田　美知子 東京都足立区保木間５－２５－１ H26.3.4

おだち源幸後援会「エフワン」 尾立　源幸 金子　裕伸 大阪府大阪市中央区内本町１－２－８ R2.1.10 有

おだち源幸猟友後援会 佐々木　洋平 浅野　能昭 東京都千代田区九段北３－２－１１ H31.2.19

おだち源幸連合後援会 佐々木　洋平 浅野　能昭 東京都千代田区九段北３－２－１１ R1.5.8

落合洋司と明日をつくる会 落合　洋司 岸尾　正博 東京都港区高輪２－１６－３８ H31.3.19

オートバイ政治連盟 吉田　純一 吉田　純一 東京都港区赤坂２－１９－５ H13.12.13

鬼木まこと後援会 鬼木　誠 石川　和正 東京都千代田区六番町１ R3.1.28 有

尾野伸一・ＥＣＯ後援会 尾野　伸一 尾野　ヒサコ 大阪府南河内郡河南町さくら坂４－１５－１ H24.7.19

小野光明と歩む会 辰野　利彦 古川　篤志 長野県塩尻市北小野３０２５－１ H29.11.6

オリーブの会 柴橋　正直 黒田　宏志 岐阜県岐阜市今沢町１３ H28.2.5

オリーブの木 瑞慶山　茂 西尾　憲一 千葉県船橋市夏見４－１６－４ R3.2.26

温故知新の会 渡辺　喜美 岡本　憲一 栃木県那須塩原市西朝日町１５－１２ H7.9.28 有

温知会 伊吹　文明 池田　賢一郎 東京都千代田区平河町２－３－１０ S63.1.8

オンブズマン四国 梶田　道男 中川　節雄 徳島県板野郡上板町鍛冶屋原字西北原３３－１ R3.4.16

オンラインカジノアフィリエイトサイト適正監視
委員会

今井　侑也 中里　秀徳 東京都新宿区西新宿３－９－３ R2.1.10

オンラインカジノ指示型配信業者規制監視委員会 今井　侑也 中里　秀徳 東京都新宿区西新宿３－９－３ R2.1.10

オンラインカジノ指示型配信業者適正化登録
審査委員会

今井　侑也 中里　秀徳 東京都新宿区西新宿３－９－３ R2.1.10

【か】

改革国民会議 平野　貞夫 平野　貞夫 東京都港区赤坂２－２０－１３ H6.10.5

改革推進党 神谷　瑛 神谷　瑛 愛知県豊川市国府町西浦４－１ R3.4.2

改革フォーラム２１ 川島　智太郎 川島　智太郎 東京都港区赤坂２－２０－１３ H5.2.5

外国の脅威から日本の自由と主権を守る会 金子　久子 三村　久美栄 熊本県熊本市東区沼山津１－１０－２３ H29.8.10

外食産業政治研究会 赤塚　保正 石井　滋 東京都港区浜松町１－２９－６ S60.7.4

化学エネルギー産業の未来を考える会 安原　三紀子 岡　光隆 東京都台東区池之端２－７－１７ H28.4.18

科学的日本国民党 中村　治正 亀井　修 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷２－５ R2.3.12

科学未来研究会 葉梨　之紀 原澤　直樹 神奈川県海老名市柏ヶ谷５２２－４ H26.1.14

輝く明日を創る会 小宮山　啓 仲　宏訓 東京都文京区春日２－２０－７ H29.4.21

輝く日本 川本　知佳 川本　知佳 大阪府羽曳野市羽曳が丘３－４－２ H7.7.21

かがやけ！北摂 藤井　宏樹 藤井　宏樹 大阪府摂津市三島３丁目１－２９ H29.7.12

格差無き平等で自由な教育を守る会 戸嶋　浩次 甲斐　達也 福岡県福岡市東区香椎照葉３－３－１ R2.5.29

格差を無くし平等で自由な社会実現活動の会 戸嶋　浩次 甲斐　達也 福岡県福岡市東区香椎照葉３－３－１ R2.5.29

鶴翔会 鶴保　庸介 小川　いお子 東京都千代田区永田町２－１－１ H11.1.7 有

革新自由党 小島　明夫 小島　秀夫 神奈川県横浜市戸塚区原宿１－２－１ H21.11.24

革新自由連合 矢崎　泰久 矢崎　泰久 静岡県伊東市松原９２６－１１ S61.1.29

岳友会 長谷川　岳 青木　誠太郎 北海道札幌市中央区北四条西４ H22.9.16 有

河西宏一事務所 河西　宏一 田邊　清二 東京都千代田区永田町２－１－２ R3.11.17 有

花斉会 藤村　修 河井　淳一 東京都目黒区柿の木坂３－１１－４ H19.1.11



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

花誠会 山本　正美 山本　剛正 東京都中野区中野４－２－１ H22.8.20

片山さつき後援会 片山　さつき 九十九　正博 東京都千代田区永田町２丁目１－１ H18.7.7 有

片山政経懇話会 木村　秀太郎 髙井　昭典 東京都千代田区九段北４－２－２ H7.2.15

片山大介事務所 片山　大介 三井　敏弘 兵庫県神戸市中央区元町通３－１７－８ H28.9.15 有

片山大介を応援する会 近藤　純子 三井　敏弘 兵庫県神戸市中央区元町通３－１７－８ H29.1.20

かつらぎ会 水野　元晴 古賀　喜久子 神奈川県平塚市四之宮６－１０－３２ S51.2.25

門山ひろあき後援会 川﨑　鉄男 櫻井　真人 千葉県千葉市中央区中央４－１３－３１ H23.2.15

神奈川県同和対策推進協議会 齊藤　孝雄 齊藤　孝雄 神奈川県横浜市西区西平沼町７－４ H4.6.4

金子やすゆきと語る会 金子　快之 金子　快之 東京都渋谷区本町２丁目３３番１６号 H31.3.18 有

カーボン０の会 松浦　喜芳 松浦　大悟 静岡県掛川市領家１４４９－１ R3.1.14

かみかわ陽子後援会 石井　洋治 村松　潮見 静岡県静岡市葵区七間町１８－１０ H6.5.27

神谷まさゆき後援会「政幸会」 神谷　政幸 神谷　仁美 愛知県豊橋市駅前大通３－９１ R2.6.5

神谷まさゆき中央後援会 山本　信夫 鳥海　良寛 東京都新宿区四谷４－３－１ R2.4.1

亀井亜紀子後援会 中嶋　春喜 林　英郎 島根県松江市御手船場町５８６－１０ H28.11.15

亀井静香後援会 亀井　静香 伊藤　竹政 東京都新宿区左門町６－４ S53.1.6

貨物ときわ会 宮澤　幸成 作山　健 東京都千代田区有楽町１－１０－１ S63.5.30

かりゆしクラブ 屋良　朝助 平良　洋一 沖縄県那覇市壺屋１－１－１ H18.9.28

かれんフォーラム 牧島　かれん 飯塚　雅啓 東京都千代田区永田町２－２－１ H30.2.8 有

河合設計総合研究所 河合　秀樹 河合　欣子 神奈川県川崎市川崎区小田４－１７－１ H7.10.23

かわいたかのりを支持する会 横田　泰文 中島　徹 東京都千代田区九段南４－８－１６ H17.9.29

川崎重工労働組合関東支部政治活動委員会 井上　雅裕 土田　勝之 東京都港区海岸１－１４－５ H9.4.1

川崎重工労働組合政治活動委員会 濱田　圭 北　幸治 兵庫県神戸市兵庫区七宮町１－７－８ S51.6.10

川崎ひでと後援会 川崎　秀人 岸田　直樹 三重県伊賀市上野車坂町８２１ R3.7.9

川条しか後援会 川条　稔子 川条　志嘉 大阪府大阪市阿倍野区文の里１－８－２９ H16.9.13

川条志嘉事務所 川条　稔子 川条　志嘉 大阪府大阪市阿倍野区文の里１－８－２９ R3.10.1

川田龍平といのちを守る会 色平　哲郎 石井　惠子 東京都港区南青山２－２－１５ H23.3.9

河内維新の会 堂村　慎太郎 堂村　慎太郎 大阪府東大阪市川田１－２－２０ H25.8.8

川村ひろあき後援会 髙﨑　時彦 鈴木　富子 千葉県千葉市中央区新千葉３－７－１４ H7.12.18

川村ひろあきを育てる会 髙﨑　時彦 鈴木　富子 千葉県千葉市中央区新千葉３－７－１４ H6.11.18

環境・エネ政策研究会 石田　昭浩 小松　聖斉 東京都港区浜松町１－２１－２ H16.9.7

環境・経済政策研究所 長浜　博行 長浜　博行 千葉県柏市中央町５－２１ H7.6.12 有

環境結社天●総興大阪総本社 辻　隆 辻　修 兵庫県伊丹市御願塚７－１－２０ H7.1.30

環境公害問題協議会 坂矢　吉秋 坂矢　吉秋 東京都台東区西浅草３－２８－１９ H30.11.6

環境推進研究会 鳥越　澄夫 森　耕三 東京都千代田区神田須田町１－２４ H21.12.22

環境対策研究会 八田　富夫 平井　作実 岡山県岡山市中区倉益３６３－２ H10.12.28

環境保全協会不退塾 西尾　修身 大熊　悟 香川県坂出市西庄町５９０－２ H13.1.29

環境保全協議会 中島　國久 中島　久乃 大阪府大阪市此花区春日出北１－６－１７ H23.5.18

環境保全政治連盟 小杉　徹四 尾﨑　洋市 東京都千代田区永田町２－９－６ H16.5.21

関西ＩＣＴ懇話会 姫野　秋雄 村中　賢良 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－７－１２ H27.4.24

関西維新の会 松宮　勝也 長山　久志 大阪府柏原市本郷５－２－４ H27.8.21

関西維新の会 喜多　義典 飯田　利信 大阪府大阪市中央区島之内１－１７－１６ H27.8.19

関西奥野会 岡本　昭 林　修一 大阪府大阪市中央区今橋１－７－３ H21.3.24

関西再生研究会 矢野　隆司 八百原　聖行 大阪府大阪市福島区福島５－９－３ H17.12.14 有

関西自警団 緒方　宏伸 高橋　英樹 大阪府柏原市本郷５－２－４ H21.1.30

関西政治研究フォーラム 岸野　孝弘 佐藤　和行 大阪府大阪市北区南扇町１－１４ H25.4.18

関西電力総連政治活動委員会 壬生　守也 的井　弘 大阪府大阪市北区紅梅町３－５ H6.12.20

関西電力労働組合政治活動委員会 岸野　孝弘 佐藤　和行 大阪府大阪市北区南扇町１－１４ S55.12.23

関西の未来を明るくする会 足立　美生代 古田　秋信 大阪府寝屋川市香里北之町７－１０ R2.2.21
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関西若手議員決起の会 和田　有一朗 南部　創 兵庫県神戸市垂水区川原４－１－１ H17.5.11

関西若手議員ネットワーク 中西　礼皇 池本　真 兵庫県神戸市灘区琵琶町１－１０－９ H29.5.1

甘山会 甘利　明 大野　治雄 神奈川県大和市桜森３－６－１４ H9.10.24 有

環整連政治連盟 玉川　福和 宮原　靖明 東京都港区新橋４－３１－７ S53.8.29

貫道舎 中田　潤 中田　潤 熊本県熊本市北区植木町岩野６２４ H27.3.18

関東信越税理士政治連盟 小林　俊一 田中　操 埼玉県さいたま市大宮区浅間町２－７ S51.2.6

関東ハイタク協議会交通政策研究会 石橋　清志 内山　篤 東京都港区高輪４－３－５ R3.5.17

関東豊穣会政治連盟 坂井　康宏 澤山　和彦 東京都港区新橋５－３３－９ S62.2.27

関東流通問題研究会 小野　翼 小橋　雅史 東京都江東区東陽２－２－２０ S61.3.6

環日本海政治経済懇話会 山崎　正昭 石山　秀樹 福井県福井市大手３－４－１ H7.1.25 有

頑張れ日本！全国行動委員会 水島　総 松浦　威明 東京都渋谷区渋谷１－１－１６ H22.3.25

頑張れ！ふじすえの会 藤末　健三 藤末　千紗 東京都千代田区永田町２－１－１ H16.2.5 有

がんばれ円より子クラブ 山﨑　順子 城　信雄 東京都千代田区二番町１－２ H5.10.19 有

がんばろう日本 片田　広明 片田　宏子 東京都中野区中央２－３０－９ H23.4.7

寛友会 今津　寛 長屋　成義 北海道旭川市秋月２条１－１０－１３ H6.3.16

関隆会 高橋　忠義 安保　利昌 大阪府大阪市淀川区西中島４－３－４ H29.7.3

咸臨倶楽部 大中　吉一 北條　和男 東京都新宿区四谷三栄町１０－１２ H17.2.1

【き】

黄色いリボンの会 鎮西　美保子 長澤　清雄 埼玉県熊谷市村岡３９９－５ H30.11.15

亀栄会 亀井　亜紀子 田畑　静吾 東京都品川区上大崎３－３－９ H19.10.31 有

機器部会組織内議員を支援し政策実現を推進
する会

森岡　祥浩 下茶　健一 東京都中央区新川１－２３－４ H29.11.29

光愛球塾 濱武　昭暢 安藤　美由紀 大分県大分市東原２－２－３９ R2.9.15

企業行政人権評議会 原　一 古矢　伸次 東京都板橋区高島平７－１４－５ H23.4.21

菊守青年同盟 麦田　直樹 牧野　隆志 東京都目黒区自由が丘１－２５－１２ H16.3.16

菊守青年同盟國心天政塾 野村　和司 石井　弘 東京都八王子市上柚木３２５－７ H24.4.3

菊水國防連合 田代　厚 佐伯　大輔 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４２０８－１０ S63.10.28

菊誠連合菊誠会 前原　隆詔 前原　隆詔 群馬県みどり市笠懸町阿左美２６８３－１９ S52.4.12

紀元政経研究会 佐々木　紀 道券　正明 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.2.22 有

樹皇義塾 伊藤　太朗 中野　英男 兵庫県尼崎市西本町２－３１－１ H30.10.11

暉士會連合 田中　茂喜 田中　茂喜 三重県津市鳥居町１５３－８ H25.1.24

岸まきこ後援会 岸　真紀子 伊藤　和寿 東京都千代田区永田町２－１－１ H29.9.4 有

義信會 水谷　隆義 三輪　昌宏 愛知県名古屋市中川区新家１－２９０１ H27.9.16

紀政会 渡海　紀三朗 濱野　守雄 東京都千代田区永田町２－２－１ S62.6.2 有

喜世会 神谷　隆一 松本　典文 東京都港区芝大門１－２－１３ H10.3.6

紀成会 世耕　弘成 川村　太祐 東京都千代田区永田町２－１－１ H11.2.8 有

喜政会 岸野　孝弘 佐藤　和行 大阪府大阪市北区南扇町１－１４ H24.8.6

義清塾 小比類巻　清規 桶谷　孟志 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷３－１０－２３ H29.9.28

議席を減らします党 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.6.23

北がわ一雄と進む会 近江　巳記夫 高橋　不二峰 大阪府大阪市西区新町４－１０－４ R2.6.25

基本政策研究会 松崎　哲久 柳谷　泉 東京都狛江市和泉本町３－２５－１５ H4.11.20 有

君津労組政治活動委員会 松井　健太 小沢　良太 千葉県君津市大和田６６６－１ S54.8.31

きみの会 長谷川　孝司 宇都宮　修身 東京都新宿区新宿４－１－２２ H29.8.7

木村弥生後援会 木村　弥生 木本　和宜 京都府京都市伏見区銀座町２－３２６－１ H27.1.23 有

木村義雄後援会 国東　照正 𠮷原　巖 香川県高松市松島町３－２２－４ H22.4.16

木村義雄後援会 国東　照正 石川　廣 香川県さぬき市津田町津田１０２６ S61.5.8

虐待から子供を守る党 南指原　正則 南指原　正則 東京都葛飾区高砂８－３１－７ R1.6.20

キャタピラー日本労働組合政治活動委員会 武井　英樹 岩屋　浩美 神奈川県横浜市西区高島２－５－４ H14.2.12
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救国同志会 山崎　剛 山崎　剛 東京都台東区西浅草３－２８－１９ H30.11.6

九洲愛國櫻輝會 山平　忠義 原　義紘 福岡県北九州市小倉北区紺屋町１１－１２ H19.6.13

九州維新の会 井手　博 松岡　一敬 熊本県熊本市西区沖新町６５８ H24.10.15

九州絆の会 吉田　喜德 間地　達雄 福岡県久留米市日ノ出町６６ R1.6.24

九州急行バス交通政策研究会 垣本　一樹 田島　聡 長崎県長崎市光町９－１ H28.1.27

九州共闘委員会 生野　英信 生野　英信 福岡県福岡市東区香椎浜２－１－２ H21.3.10

九州国会議員の会 衛藤　征士郎 谷川　弥一 東京都江東区冬木１０－１０ H16.3.9

九州住宅宅地経営政治連盟 橋本　大輔 橋本　大輔 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１１－１６ S61.4.28

九州情報通信研究会 熊本　敏彦 江口　泰憲 福岡県福岡市博多区比恵町２－１ H3.1.31

九州地連交通政策研究会 古賀　孝治 松本　洋次 福岡県福岡市中央区大手門１－４－１６ H28.2.10

九州電保労政治活動委員会 小佐々　裕 原　亮輔 福岡県福岡市博多区東比恵３－１９－２６ H8.7.31

九州電力総連政治活動委員会 林　九州男 亀﨑　弘記 福岡県福岡市中央区清川２－６－１６ H7.8.2

九州電力労働組合政治活動委員会 林　九州男 園田　立児 福岡県福岡市中央区清川２－６－１６ S51.2.26

九州ハイタク交通政策研究会 福田　博之 岡本　雅信 福岡県福岡市中央区大手門１－４－１６ R3.8.10

九州北部税理士政治連盟 上村　常憲 神原　温人 福岡県福岡市博多区博多駅南１－１３－２１ S51.2.3

九州流通政治委員会 岩尾　憲司 田尻　浩 福岡県福岡市博多区博多駅南２－９－１１ H29.3.1

九州流通問題研究会 木本　達也 大川　勝也 福岡県福岡市南区三宅１－２６－７－１ S57.12.24

九電工労組ライフプラン向上委員会 坂口　竜一 前田　悠斗 福岡県福岡市南区那の川１－２４－１ H9.7.25

九電料金ユニオン政治活動委員会 藤原　一信 佐藤　幸敏 福岡県福岡市中央区渡辺通２－１－８２ H11.6.16

Ｑ－ｔｅｃｎｏユニオン政治活動委員会 林　圭佑 添田　隼人 福岡県福岡市南区清水４－１９－１８ H29.9.29

教育刷新懇話会 水野　元晴 古賀　喜久子 東京都中央区日本橋２－１５－３ S54.9.13

共栄政治連盟 池﨑　敏郎 池崎　敏郎 熊本県天草市港町８－１ H8.2.19

行革１１０番 後藤　雄一 後藤　雄一 東京都世田谷区松原４－３７－６ H15.11.14

行財政改革推進会 川上　道大 窪田　英治 東京都千代田区永田町２－１７－５ H13.6.7

京進社 山科　勝彦 山科　勝彦 京都府南丹市八木町神吉松ケ鼻１７ H25.11.26

侠誠會 内田　康夫 熊坂　修史 神奈川県相模原市中央区相模原５－６－１８ H28.4.28

協創政策研究会 浅野　哲 小澤　弘 東京都千代田区永田町２－２－１ H30.1.4 有

京都創政塾ふくろうの会 藤崎　栄市 東　正夫 京都府京都市西京区大原野石作町３７３－９ H14.12.13

京都府中小企業振興連盟 阪口　雄次 阪口　雄次 京都府京都市伏見区淀下津町２２１ H15.10.24

京都府電気工事政治連盟 植田　隆夫 森川　賢悟 京都府京都市南区東九条宇賀辺町８ S57.12.14

恭友会 金子　恭之 立石　昭太 東京都千代田区永田町２－１－２ H12.9.5 有

協励政治連盟 小田　美良 芝田　弘之 東京都渋谷区代々木３－４６－１６ H12.8.29

共和党 坂元　直 坂元　恵子 兵庫県伊丹市昆陽池２－１０５ H17.10.17

共和党 犬丸　光加 犬丸　光加 福岡県福岡市東区箱崎２－４２－１ H25.10.2

共和党 首藤　信彦 熊倉　哲也 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－６－７ R2.1.21 有

共和党 石川　新一郎 石川　松江 埼玉県坂戸市本町７－６ R3.3.11 有

共和同志会 生方　久雄 西田　健一 群馬県高崎市下小鳥町８６－９ H10.7.15

共和リサーチセンター 首藤　信彦 熊倉　哲也 東京都千代田区永田町２－１７－１７ H31.3.22

旭日青年隊 山原　啓嘉 山原　啓嘉 大阪府岸和田市流木町７２４－６ H29.7.7

吉良州司と元気な大分を創る会 吉良　州司 安東　忠 大分県大分市西大道２－４－２ H15.1.15 有

キラリ会 三日月　大造 三日月　小巻 滋賀県大津市梅林１－１５－２７ H16.4.21 有

キリスト者政治連盟 坂内　宗男 坂内　宗男 東京都文京区向丘１－２０－６ H23.11.18

キリストの愛 石田　辰夫 石田　辰夫 沖縄県那覇市繁多川２－８－４３ H31.3.4

近畿環境公害対策協議会 山岡　治 山岡　マサヱ 京都府八幡市八幡吉原１６－５ S58.9.9

近畿政経調査会 小寺　浩二 小寺　浩二 大阪府大阪市北区中崎２－１－４ S52.3.16

近畿税理士政治連盟 久保　直己 小川　由美子 大阪府大阪市中央区谷町１－５－４ S51.3.3

近畿流通問題研究会 村上　慎一 竹内　亮二 大阪府茨木市横江２－７－５２ H21.4.6

銀座常若神社 近藤　昌平 近藤　千恵子 東京都中央区銀座８－１０－４ R3.12.16



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

琴山会 成相　安信 長岡　酉治 島根県出雲市天神町５１５ S51.2.23 有

金鵄の会 宮澤　博行 藤谷　洋平 静岡県磐田市見付５７３８－１３ H25.12.12

襟正の会 加藤　章二 加藤　章二 神奈川県横浜市港南区上大岡東１－１－１ H28.8.16

近代自治行政調査会 宮西　孝治 新海　公彦 大阪府豊中市中桜塚１－８－１２ H6.7.4

近未来政治研究会 森山　● 伊藤　壽宏 東京都千代田区平河町２－４－１６ H10.8.20

【く】

具現会 岡村　弘之 岡村　ゆかり 兵庫県神戸市兵庫区芦原通４－２－２２ H29.2.13

日下正喜後援会 日下　正喜 山田　一成 広島県広島市中区土橋町２－４３ R3.11.15 有

楠九州皇道隊 井上　直人 井上　直人 福岡県久留米市上津１－２９－３１ R2.3.27

久世公堯後援会 久世　公堯 久世　暁彦 東京都杉並区和田１－４４－２２ S57.7.16

国想う在野議員の会 中山　成彬 牛久保　敏文 東京都八王子市明神町４－１－２ H22.3.5

国重とおると進む会 峯山　昭範 末廣　伸作 大阪府大阪市西区新町４－１０－４ R2.6.29

くに創り政治経済研究所 滝波　宏文 前川　正治 福井県福井市御幸４－２０－１８ H29.11.17 有

くにのかたち基本政策研究会 福井　照 栗原　雄一郎 東京都練馬区栄町１８－７ H13.9.5

国のかたち研究会 江田　五月 石橋　通宏 東京都武蔵野市中町１－２－９ H17.4.1

国守衆全国評議会 水島　総 藤平　亘 東京都渋谷区渋谷１－１－１６ R1.11.18

熊野せいし元気会 熊野　正士 奥成　輝保 大阪府大阪市中央区島之内１－１－１４ H28.8.8 有

区役所を起業家のための金融機関にする宮田
ともきの会

宮田　朋輝 宮田　朋輝 千葉県船橋市山手１－１－３ R2.11.26

暮らし改革研究会 鈴木　克典 川井田　貴志 大阪府門真市大字門真１００６ S60.1.10

くらし向上委員会 山本　潤 佐々木　淳一 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ H26.1.31

くらしと社会の総合政策研究ネットワーク 中川　恭宏 田口　健治 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ S63.12.15

くらしの相談党 井口　渉 井口　渉 東京都葛飾区西水元５－６－１７ R3.4.21

クリエイティブドア（Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｄｏｏｒ） 道上　雅彦 道上　雅彦 東京都葛飾区高砂３－２８－１９ H30.9.20

クリーンな政治をつくる会 三好　雅子 吉田　佳代 東京都千代田区永田町２－１－１ H19.4.5 有

車と社会を考える会 並木　泰宗 鈴木　慎太郎 東京都品川区東五反田５－２１－１５ H14.6.28

呉竹会 頭山　興助 田中　豊雄 東京都千代田区平河町１－７－５ H20.4.4

黒崎塾 黒崎　伊佐平 髙橋　有三 東京都千代田区平河町２－５－５ R2.2.26

黒田清隆伯爵顕彰会 黒田　清揚 黒田　清徳 東京都港区高輪２－１４－１８ H29.11.1

クローバーの会 堀内　詔子 渡辺　明秀 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.1.24 有

ＧＬＯＢＡＬ　ＣＯＲＥ’Ｓ 𠮷井　信人 𠮷井　麻記 京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町５－１ H30.8.3

群青社別働隊 塚越　節男 塚越　志津枝 神奈川県横浜市神奈川区松見町２－１５－２ R3.3.5

薫風櫻花塾 中津川　健 中津川　健 愛知県日進市藤枝町前田５－１ H20.3.11

群馬県中古自動車販売政治連盟 神保　文明 神保　文明 群馬県高崎市中大類町１１８－１ S61.6.11

【け】

景観歴史文化研究会 加納　陽之助 州濱　純一 大阪府富田林市常盤町３－１７ R3.8.2 有

経済活性研究会 谷川　彌一 宮永　龍典 東京都千代田区永田町２－１－２ H16.1.9 有

経済泰斗の会 藤巻　健史 藤川　隆史 千葉県習志野市谷津１－１７－７ H25.6.14 有

刑事訴訟法の開示証拠の目的外使用禁止条
項を削除する党

熊丸　英治 熊丸　英治 福岡県久留米市梅満町６６９ R3.5.7

経翔会 尾身　朝子 伊藤　元万 群馬県前橋市総社町総社３１３７－１ R1.8.28

敬人会 武見　敬三 吉川　敬 東京都千代田区永田町２－１－１ H7.2.22 有

経世済民ノ会 尾山　謙二郎 浅井　秀明 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２７－５ H30.10.18

京成電鉄交通政策研究会 佐藤　孝二 川原　忍 千葉県習志野市津田沼４－８－１２ H7.3.28

敬天愛人の党 内　弘志 内　賢志 東京都千代田区内神田３－１８－５ R1.5.23

敬天会 長尾　敬 田渕　潤一 大阪府八尾市東本町３－６－１０ H27.9.7

競馬振興研究会 木村　秀太郎 髙井　昭典 東京都千代田区九段北４－２－２ H12.6.27

京阪労組交通政策研究会 杉本　哲也 谷畑　忠博 大阪府大阪市城東区蒲生１－１０－６ H9.9.19



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

京浜急行労働組合交通政策研究会 奥津　敏之 川手　元晴 神奈川県三浦市南下浦町上宮田２６３８－５０ H27.10.26

景峯会 真壁　晃 北澤　英男 東京都千代田区平河町２－１４－１ S63.9.20

啓友会 石井　啓一 杉戸　研介 東京都千代田区永田町２－２－１ H19.12.26 有

圭友会 古田　圭一 縄田　隆司 東京都新宿区下落合３－６－２０ H27.1.15

敬友会 湊　洋一 土井　強 東京都千代田区飯田橋３－４－３ H27.3.5

啓友会 佐藤　啓 小野寺　出 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.11.1 有

経友懇話会 北村　経夫 﨑山　秀夫 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.2.19 有

経和会 倉橋　昌平 大森　和己 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施７２５－３１ H25.1.30

結集日本 神戸　淳司 松前　良司 東京都台東区上野５－１５－１３ R3.4.28

血盟護國青年塾 山田　保人 本間　孝仁 静岡県伊東市宇佐美１０１６－１ H24.6.1

ケミコン労働組合連合会・政治活動委員会 宮川　和久 矢吹　涼 東京都品川区大崎５－６－４ H16.11.2

元気な大分をつくる会 吉良　州司 吉良　卓司 大分県大分市西大道２－４－２ R3.4.13

元気な山形サポーターの会 山田　彰一 伊藤　尚彦 山形県山形市小白川町５－１３－２４ H22.12.27

健康経済研究会 池田　和隆 野杁　基男 東京都港区赤坂７－２－６ H29.12.22

健康新世紀会 藤井　基之 盛　泰司 東京都中央区日本橋浜町２－３５－７ H14.7.8

けんこう冬日会 増田　修造 平田　太司 東京都新宿区下落合３－２０－３ H16.1.9

健康保険政治連盟 佐野　雅宏 森岡　昭宏 東京都港区南青山１－２４－４ S51.1.9

健康問題研究会 榛葉　道尚 山本　浩彦 東京都港区芝公園２－９－５ S58.11.25

玄心社 友廣　毅 島田　正広 北海道札幌市中央区南八条西１－１３－１２ H24.3.9

憲政会 田村　憲久 関島　正夫 東京都千代田区永田町２－２－１ H6.11.16 有

憲政会 三ツ矢　憲生 昆　麗 東京都中央区入船３－２－９ H20.8.29

健政会 大西　健介 大西　こまき 東京都千代田区永田町２－２－１ H23.6.14 有

健政会 若林　健太 浜　謙一 東京都千代田区永田町２－２－１ H22.8.5 有

健政会 野間　健 岩下　晃治 鹿児島県薩摩川内市御陵下町２７－２３ H25.9.24 有

建青会 河村　建一 白石　光芳 山口県宇部市昭和町４－１１－６６ R3.10.18 有

元政会 船田　元 盛　未来 東京都港区南青山４－８－１５ H3.2.2 有

憲政懇話会 山梨　孝夫 力丸　尚郎 東京都港区赤坂２－１５－１３ S56.10.2

建設部会組織内議員を支援し政策実現を推進
する会

上野　達也 森山　謙一 東京都中央区新川１－２３－４ H30.2.15

現代維新社 鈴木　信行 鈴木　威穂 東京都葛飾区鎌倉４－２８－２７ H6.3.18 有

現代思想研究会 熊井　昌弘 長谷川　愼治 長野県松本市旭２－１１－１ H2.2.15 有

現代日本研究会 猪口　邦子 斎藤　久代 東京都千代田区永田町２－１－１ H18.7.26 有

原電エンジニアリング労働組合政治活動委員会 千田　奈穂子 幸田　晃一 東京都台東区上野５－２－１ H10.7.27

賢友会 山岡　賢次 佐藤　昭 東京都世田谷区梅丘３－１３－１５ S59.11.24

建友会 河村　建夫 河村　建一 東京都港区赤坂２－６－１５ H2.2.23 有

玄洋社 阿部　真之助 阿部　真之助 福岡県福岡市城南区友泉亭５－５ S51.3.12

玄陽社 吉村　卓三 西本　昌之 東京都江戸川区篠崎町４－２１－５ S53.4.14

玄洋社 大場　秀樹 山根　都美 大阪府大阪市中央区上本町西５－１－３５ S57.5.18

玄洋社 清水　静観 越水　淳 茨城県日立市城南町１－７－９ H11.6.7

玄洋社関西本部 村上　強 村上　強 大阪府大阪市中央区内平野町２－１－２ S54.5.7

源流部落民連絡協議会 中村　常夫 加藤　真智子 東京都八王子市東町１－１１ S61.2.6

健旅会 小原　健史 小原　嘉文 東京都千代田区平河町２－５－５ H16.3.15

玄論新報社 藤野　太克充 安良岡　成晃 福岡県福岡市西区姪の浜６－１４－２３ H30.11.14

【こ】

興亜新聞社 岩谷　日新 岩谷　日新 大阪府東大阪市寿町２－１－３ R3.11.9

興亜連盟 山田　哲 山田　哲 東京都港区南麻布１－１５－４ H18.2.6

興栄会 亀井　久興 新川　彰人 東京都品川区上大崎３－３－９ S51.2.26

広亀会 神崎　親章 神崎　親章 東京都新宿区新宿１－３０－１６ S59.2.23
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宏輝会 中川　宏昌 大久保　智広 長野県松本市野溝西１－６－６ R3.11.18 有

皇義社 都丸　健一 西本　俊一 群馬県藤岡市上日野１６０６－１ H15.12.12

皇義誠志会 山口　二三雄 高野　実 石川県金沢市みどり２－１－１ H19.3.28

公共放送視聴者会議 神足　重治 神足　重治 神奈川県横浜市鶴見区佃野町２３－４７ H30.11.1

向公会 近江屋　信広 近藤　学 東京都あきる野市五日市１７０－３ H28.3.18

幸湖会 西川　公也 西川　侑男 栃木県さくら市馬場２９６－７ H9.1.23 有

皇国維新同盟 田村　正宣 田村　正宣 東京都豊島区東池袋２－２１－６ H31.3.29

皇國憲政会 江口　昌治 江口　昌治 福岡県北九州市門司区大久保１－７－１８ R3.5.6

皇國青年社総本部 杉山　正 杉山　正 大阪府和泉市岡町３１０ H7.3.15

皇国同和会 千葉　節雄 渡辺　樹 新潟県新発田市本町４－７－１２ R1.7.12

剛山会 山本　剛正 山本　正美 福岡県福岡市博多区大井２－１３－２３ H18.5.9

弘志会 梶原　康弘 梶原　康弘 兵庫県丹波篠山市西岡屋甲５７０－２ H9.2.13 有

豪志の会 田中　英雄 南　元一 東京都中央区日本橋人形町１－６－１０ H27.4.6

郷守會 小曽戸　清文 小曽戸　清文 栃木県鹿沼市上殿町８６１－７ H11.5.6

公職選挙法を考える党 佐々木　真呂 佐々木　真呂 北海道札幌市西区西野八条７－３－１４ R3.4.23

晃伸会 米良　晃一 米良　晃一 東京都中野区江原町１－３５ H6.5.24

宏信会 奥野　信亮 大木　三喜男 東京都目黒区青葉台３－２２－１ H15.8.21 有

宏誠会 水野　元晴 古賀　喜久子 東京都中央区築地２－１－２ S51.2.25

交政会 矢口　進 矢口　進 東京都多摩市豊ヶ丘２－１－６ S63.5.18

皇誠会 中沢　純 芦川　幸二 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南４－２－８ H19.6.12

浩政会 野上　浩太郎 野村　隆宏 東京都千代田区永田町２－１－１ H24.12.26 有

公正会 末永　公正 福盛　貫介 長崎県佐世保市烏帽子町３２８－３ H26.7.17

康政会 中曽根　康隆 加藤　佑介 東京都千代田区永田町２－１－２ H29.12.1 有

公政会 佐藤　公治 神戸　淳司 東京都千代田区永田町２－２－１ H30.5.9 有

構造改革研究会 伊吹　文明 戸井　久雄 東京都千代田区平河町２－３－１０ H9.2.5

構造改革研究会 藤原　義仁 村上　友一 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２１－１ H19.1.30

構造改革研究会 杉村　太蔵 杉村　潤 北海道旭川市春光一条９－１０－１６ H20.10.30 有

構造改革フォーラム 富田　茂之 鈴木　小百合 千葉県千葉市中央区中央４－１３－１３ H7.6.9 有

宏池政策研究会 松倉　吉弘 松倉　吉弘 東京都千代田区永田町１－１１－３２ H20.1.17

高知・徳島から日本を考える会 仁木　啓人 仁木　啓人 徳島県徳島市昭和町３－１－２ H28.3.14

交通政策をすすめる会 上村　良成 羽野　敦之 大阪府大阪市北区芝田２－１－１８ H27.2.9

皇道學舎志道塾 小松　智博 安岡　寛水 高知県高知市大津甲１２４３－３ H3.1.18

皇道旭誠会 久保田　桂次 久保田　桂次 東京都府中市白糸台１－５７－１ H29.8.3

皇統國守民族團 内田　敏幸 荻野　一善 神奈川県横浜市港南区笹下５－２０－２ H10.4.9

江東政経研究会 秋元　司 醍醐　駿平 東京都江東区東陽５－３１－２１ R2.6.23

皇道青年忍華塾 橋本　忍 村上　勝富 北海道稚内市こまどり５－１２－１４ H18.1.11

皇道青年連盟 伊藤　眞人 宮地　宏佳 東京都新宿区歌舞伎町２－４５－５ H30.10.1

皇道令和塾 杉田　信行 山口　奈緒子 滋賀県愛知郡愛荘町島川１２９０－５ R2.7.13

公認会計士による赤間二郎後援会 須田　均 須田　章 神奈川県愛甲郡愛川町中津６１４９ H25.12.12

公認会計士による甘利明後援会 須田　均 須田　章 神奈川県愛甲郡愛川町中津６１４９ H24.2.8

公認会計士による大塚耕平議員を囲む会 土方　良明 久納　幹史 三重県津市長岡町１２１３－２５ R1.9.19

公認会計士による島村大後援会 須田　均 須田　章 神奈川県愛甲郡愛川町中津６１４９ H25.12.27

公認会計士による鈴木馨祐後援会 須田　均 須田　章 神奈川県愛甲郡愛川町中津６１４９ R3.10.14

公認会計士による三原じゅん子後援会 須田　均 須田　章 神奈川県愛甲郡愛川町中津６１４９ H28.1.29

公認会計士による義家弘介後援会 須田　均 須田　章 神奈川県愛甲郡愛川町中津６１４９ H25.12.12

江風会 江島　潔 三浦　善一郎 東京都千代田区永田町２－１－１ H30.8.16 有

幸福維新の会 前道　敏仁 木下　裕子 東京都板橋区徳丸４－３２－２２ H30.1.17

幸福実現クラブ 根岸　幸一 根岸　幸一 神奈川県川崎市高津区北見方１－１８－２ R2.8.17
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幸福実現党 釈　量子 江夏　正敏 東京都港区赤坂２－１０－８ H21.5.25

幸福政治研究会 根岸　幸一 根岸　幸一 神奈川県川崎市高津区北見方１－１８－２－１ H30.10.16

公明党と未来を開く会 米村　邦彦 平木　典道 広島県広島市東区光町２－８－２７ R2.11.5

公明党を応援する会 荒木　清寛 小島　七郎 愛知県名古屋市千種区小松町６－２－４ H20.1.10

公明党を励ます東北の会 杉岡　広明 吉田　順一 宮城県仙台市若林区新寺５－９－２０ H15.8.18

紘友会 池田　徳博 角田　賢明 山形県鶴岡市大東町１７－２３ S51.1.6

弘友会 柳本　卓治 上屋　勝哉 東京都千代田区平河町２－７－４ S60.8.22

巧友会 柴田　巧 柴田　正人 富山県小矢部市岩武１０５１ R2.8.21 有

郷憂会 市原　良英 野村　勉 岐阜県美濃市蕨生７２２ H25.2.18

郷友政治連盟 寺島　泰三 新井　光雄 東京都新宿区片町３－３ S51.1.27

皇憂楠心塾 杉山　嘉寛 永松　克之 神奈川県伊勢原市下糟屋２３３５－１ H9.1.7

江洋会 並木　妙子 増永　恭志 東京都墨田区向島１－１８－１１ H4.7.21

晄洋舎 渡辺　浩一 渡辺　浩一 長野県駒ヶ根市中央１７－５ H24.8.27

耕隆会 佐藤　準 北野　光秋 東京都港区新橋５－３３－９ S51.1.8

皇竜会 梶原　忠史 梶原　忠史 福岡県北九州市小倉南区津田南町６－１４ H18.6.29

蛟龍義塾 松宮　勝也 緒方　宏伸 大阪府堺市美原区平尾２３００－１ R1.10.23

港湾運送近代化研究会 久保　昌三 片桐　将紀 東京都港区新橋６－１１－１０ H2.6.18

古賀ちかげ後援会 森越　康雄 浦田　哲也 東京都千代田区一ツ橋２－６－２ R3.1.15

国際科学技術研究所 山本　昭夫 木村　美喜男 東京都府中市本町１－１２－２ H24.1.16

国際基金運用審議会 高山　隆憲 木村　三喜男 東京都府中市本町１－１２－２ H22.7.21

国際国家日本研究会 田中　茂 野田　真一郎 東京都世田谷区新町３－１６－６ H22.3.19 有

国際勝共連合 梶栗　正義 大塚　正尚 東京都渋谷区宇田川町３６－６ S51.2.17

国際政経研究会 木村　義雄 吉原　巌 東京都中央区日本橋本町３－４－１８ S51.2.9 有

国際政経研究会 三原　朝彦 藤岡　義久 東京都千代田区永田町２－２－１ S61.11.28 有

国際政治経済文化研究会 山本　昭夫 木村　美喜男 東京都府中市本町１－１２－２ H27.9.9

国際政治結社シリア愛国戦戦 原田　泰治 原田　泰治 徳島県美馬市脇町棚田２２６１－４ R2.1.27

国際政治総合研究所 真鍋　宣忠 真鍋　宣忠 東京都足立区青井４－４６－２２ R3.11.4

国際戦略政治連盟 山田　哲 山田　哲 東京都港区南麻布１－１５－４ H20.1.15

国際ペット擁護血統証協会 大田　行秘 栫　一久 鹿児島県薩摩川内市高江町７０８０－１ H27.12.25

国際友愛党 清田　泰寛 清田　泰寛 栃木県那須郡那須町湯本２１３－１７９５ H23.11.11

國士會總本部 戸澤　晴幸 浅倉　勝 東京都新宿区歌舞伎町２－４５－５ H13.8.8

國士塾 村上　大和 村上　大和 大阪府大阪市平野区長吉出戸８－６－１６ H6.12.26

國志塾 伊藤　忠章 白井　久美子 千葉県野田市親野井１５６ H9.4.30

國志天誅塾 洞口　誠 洞口　誠 岐阜県高山市石浦町６－１１６－１ H10.8.4

國神同志會本部 奥村　康昭 浦木　健吾 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場八ノ切１２０ H30.2.20

國粹主義團體一誠塾 椎原　政義 椎原　政義 愛知県蒲郡市新井町８－５ H28.11.25

國粹青年隊 小椋　高志 土井　政人 東京都町田市三輪町１８１２ S60.4.17

國粹青年隊桜友の会 白岩　達夫 白岩　達夫 福島県郡山市亀田１－４９－１７ H21.3.13

國粹青年隊城南本部 岩井　正直 武田　和也 神奈川県川崎市多摩区東生田３－５－５ H24.3.23

國粹青年隊福島県本部 白岩　登喜夫 白岩　誠 福島県郡山市熱海町安子島字一本木１４２－６ H19.3.27

國粋大衆社 竹田　繁司 東　和夫 大阪府大阪市西成区萩之茶屋１－９－３２ R2.10.13

國政監察調査會 竹原　玉治 薬師　光年 石川県金沢市三十苅町丁１２－１ H21.4.1

国誠新報社 井上　晶文 井上　晶文 福岡県久留米市西町１０９７－１０ H31.1.21

国政政治団体国民連合 山下　數雅 山下　數雅 鹿児島県鹿児島市三和町１８－２３４５ H27.10.1

國政問題調査會 陣野　隆一 和嶋　桂子 東京都港区麻布台１－１－２０ S60.12.14

國體護持塾 𠮷岡　由郁理 𠮷岡　由郁理 京都府京都市中京区新町通り竹屋町下る H21.8.19

こくた恵二後援会 穀田　恵二 永戸　辰夫 京都府京都市中京区丸太町新町角大炊町１８６ H7.10.13

国土結社．玄志社 松﨑　学 松﨑　美紀 群馬県伊勢崎市上泉町１３３－２ H17.7.29
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国土創成研究会 中本　太衛 新崎　早織 神奈川県相模原市南区上鶴間本町３－９－１０ H5.1.22 有

国防同志會防人 高橋　浩二 久米　貴夫 愛媛県新居浜市瀬戸町５－４７ H24.5.2

國防同志會総本部 和田　勝美 熊谷　登志子 大阪府羽曳野市古市６－２７－１ H12.12.5

国保推進連盟 松本　憲治 稲垣　仁 東京都千代田区永田町１－１１－３５ S55.2.1

国民医療を考える会 釜萢　敏 今村　聡 東京都文京区本駒込６－１２－１ H23.10.31

国民改革協議会 直嶋　正行 豊原　昭二 東京都千代田区平河町２－１４－１ H8.11.1

国民健康保険組合推進連盟 水田　邦雄 西田　重之 東京都品川区南大井６－１６－１６ S58.11.9

国民志政会議國民党國思會 高橋　佳典 国府田　達也 茨城県結城郡八千代町蕗田６２３ H31.2.20

国民社会主義日本労働者党（ＮＳＪＡＰ） 上条　当麻 上条　当麻 山口県光市大字岩田２５６６－２１ H4.9.1

国民主権党 平塚　正幸 平塚　正幸 千葉県船橋市松が丘５－５－７ R2.2.6

国民進歩党 麓　祐太 麓　祐太 北海道札幌市東区北九条東８－４－２８ H27.4.23

国民生活党 鈴木　麻理子 吉村　賢一 東京都世田谷区船橋７－１３－５ R1.7.5 有

国民投票・国民会議 田所　智子 上田　順子 東京都北区滝野川６－８２－２ H11.1.18

国民のための大衆政党全国平和連合 白倉　康夫 鬼塚　修二 東京都中央区銀座１－１３－１２ H24.7.2

国民ファーストの会 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ H31.3.5

国民民主党 多田　光宏 多田　光宏 埼玉県志木市柏町６－１４－７ H30.4.25

国民民主党 深澤　宏文 深澤　宏文 東京都練馬区大泉学園町６－３－２５ H30.4.26

国民を守る党 深澤　宏文 深澤　宏文 東京都練馬区大泉学園町６－３－２５ H30.4.26

黒陽天龍塾 神崎　浩美 岩田　敬子 兵庫県明石市硯町３－６－６３ H19.3.27

護憲保守の会 西尾　憲一 桑村　純一 千葉県船橋市夏見４－１６－４ H27.4.27

護国團九州管区総本部 加藤　光 田鶴原　洋 大分県別府市石垣東２－１－１０ S51.2.24

護国の会 水間　政憲 水間　政憲 東京都杉並区阿佐谷北５－４－２０ H31.2.28

こころのやまい党 片岡　将志 片岡　将志 埼玉県さいたま市緑区三室２１２１－１０ R3.4.22

吾人会 三村　申吾 伊藤　英二 青森県上北郡おいらせ町新助川原５－４ H14.4.4 有

個人タクシー政治連盟 冨本　哲哉 田中　懐 東京都豊島区南大塚１－２－１２ H28.7.4

コスモス会 世耕　久美子 小嶋　春江 東京都千代田区二番町７－１ H20.10.17

国家構想戦略協議会 吉田　一男 吉田　一男 新潟県新潟市西区坂井東４－１２－１５ R2.10.1

国家社会主義日本労働者党 山田　一成 ●本　光司 東京都世田谷区玉川田園調布１－９ H29.10.31

国家食糧安全保障会議 小野寺　敬一 佐藤　栄美 東京都北区志茂５－９－１２ H4.4.3

国観連近畿観光協議会 岡本　厚 利光　伸彦 大阪府大阪市中央区南船場３－４－２１ H3.8.2

後藤輝樹後援会 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ H23.4.11

後藤輝樹と世界を変える党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R3.6.18

事の会 小野寺　五典 鈴木　敦 東京都千代田区永田町２－１－２ H11.1.27 有

子ども子育て支援の会 酒井　大介 酒井　大介 山梨県甲府市古府中町４９２２－１ H25.12.11

子どもたちの未来を守る地方議員の会 松長　泰幸 松長　由美絵 神奈川県藤沢市辻堂３－６－３ H30.9.27

コドモ党 藤森　正章 藤森　正章 東京都板橋区小豆沢１－１５－７ H30.4.4

子どもと未来を創る党 川本　尊道 川本　尊道 千葉県市川市北方町４－２０３７－１６ R2.10.1

子供の未来を守る党 新飯田　塁 川本　尊道 神奈川県相模原市中央区相生４－１１－３ R2.11.6

こども・保育政治連盟 近藤　遒 門脇　猛 東京都千代田区麹町３－１２－１ H29.10.4

ｇｏｎｎａ 西野　陽 花野　恭子 大阪府東大阪市岩田町５－１１－２ H27.4.21

小西ひろゆき後援会 小西　洋之 武石　仁身 千葉県千葉市中央区本町２－２－６ H22.12.27 有

吾博会 西島　大吾 西島　大吾 東京都千代田区三番町１２－６ H30.3.2

小林正夫後援会 小林　正夫 鹿島　繁文 東京都千代田区永田町２－１－１ H22.5.18 有

小林正夫を支援する会 岡崎　信勝 玉島　一吉 東京都港区三田２－７－１３ H15.8.27

小林守関西後援会 佐藤　エミ子 佐藤　エミ子 大阪府八尾市南本町７－２－７ H27.7.15

込山洋後援会 込山　洋 込山　洋 東京都豊島区長崎３－２２－１２ R2.3.2

コミュニティ・シンクタンクをつくる会 山口　和之 前野　登 福島県郡山市富久山町八山田字前林１０－４ H26.11.26 有

こやり隆史淡海経済産業研究所 小鑓　隆史 幸光　里佳子 滋賀県大津市中央３－２－１ R4.1.6 有



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

コロナ成金になるよりも市民の生命を守りたい 松下　幸治 松下　幸治 大阪府大阪市大正区泉尾２－１４－９ R2.4.17

コロナワクチン拒絶党 夏目　智 夏目　智 千葉県千葉市若葉区都賀４－１０－９ R3.3.8

コンサルティングエンジニア連盟 長谷川　伸一 磯山　龍二 東京都千代田区三番町７－１３ H13.7.16

近藤洋介と次代を創る会 近藤　洋介 菅井　源三郎 山形県米沢市鍛冶町４５４５ H11.1.28 有

【さ】

在宅医療政治連盟 島田　潔 間嶋　崇 東京都千代田区紀尾井町３－３１ H29.3.16

財団法人あすなろ会 石田　隆昭 石橋　龍也 福岡県福岡市博多区那珂６－１－２ H28.9.20

さいとう健君に夢を託す会 齋藤　健 安藤　辰生 東京都千代田区永田町２－２－１ H23.12.1 有

さいとう健君を支える会 松本　洋 寺尾　進 東京都港区白金台５－２２－１２ H27.10.23

斉藤てつおと進む会 日笠　勝之 末廣　伸作 広島県広島市東区光町２－８－２７ R2.11.27

斉藤てつおを励ます会 栗原　俊二 碓氷　芳雄 広島県広島市安佐北区可部南３－１－１０ R2.11.26

斎藤洋明政策研究会 齋藤　洋明 長谷川　智希 東京都千代田区永田町２－２－１ H26.4.2 有

さいとう弘後援会有志の会 山田　彰一 伊藤　尚彦 山形県山形市小白川町５－１３－２４ H22.12.27

在日本大韓民国評議会 任　松秀 李　教柱 東京都世田谷区粕谷２－１９－５ R1.6.24

彩の国自由フォーラム 古川　俊治 牧　健太郎 東京都千代田区永田町２－１－１ H19.9.3 有

蔵王会 君ヶ袋　准一 君ヶ袋　准一 宮城県名取市手倉田字諏訪３３３－４ R2.4.6 有

さかい学後援会 坂井　学 山田　直樹 東京都千代田区永田町２－１－２ H15.9.25 有

さがえ孝允君を応援する法律家の会 須田　清 篠崎　芳明 東京都千代田区霞が関１－４－１ H6.1.17

さがえ孝允後援会 寒河江　孝允 寒河江　孝允 東京都千代田区霞が関１－４－１ H9.3.7

さかきばら登志子の会 榊原　登志子 榊原　登志子 東京都調布市染地３－１－２４ H30.9.20

坂本てつしを支える会 坂本　哲志 山室　絢 熊本県菊池郡大津町室１２２－４ H22.12.22 有

坂本史子と地域を耕す会 坂本　史子 坂本　史子 山口県宇部市錦町９－４ H29.9.25 有

サクセス立町会 伊藤　佳記 近藤　雅彦 宮城県仙台市青葉区立町２０－１ H15.11.6

サクセス三田会 酒井　昌也 玉島　一吉 東京都港区三田２－７－１３ H6.10.31

桜井誠を応援する会 髙田　誠 髙田　誠 東京都渋谷区東２－１－４ R1.8.7 有

桜井充とともに明日の医療を考えるネットワー
ク（桜井充医師ネットワーク）

佐藤　達夫 鈴木　祥太 東京都杉並区阿佐谷北３－１－１２ H23.11.16

桜井充とともに明日の歯科医療を考えるネット
ワーク（桜井充歯科ネットワーク）

中村　昌人 大塚　勇二 東京都杉並区阿佐谷北３－１－１２ H14.10.8

桜井充とともに明日の日本を創る会 櫻井　充 鈴木　祥太 東京都杉並区阿佐谷北３－１－１２ H14.10.10

桜内文城後援会 山本　定海 桜内　友子 愛媛県宇和島市保手５－７－１５ H22.4.6

桜花会 関　健一郎 関　基衣 愛知県豊橋市東小鷹野４－３－８ H29.3.14 有

桜塾 知見寺　保孝 鍛代　秀雄 山梨県笛吹市石和町小石和１３０－３ H27.6.3

サクラダモン 山﨑　雅之 山﨑　真紀子 兵庫県尼崎市東園田町８－９５－８ R2.1.15

桜中央総合研究所 清野　浩一 柴田　江身子 東京都江戸川区平井４－３－１５ R3.7.6

サークル・孜 角地　忍 北沢　英男 東京都千代田区平河町２－１４－１ S56.4.1

佐々木秀隆中小企業政経懇話会 広本　邦幸 広本　邦幸 広島県広島市安佐南区緑井６－１４－１７ S59.8.7

ささきりかを支援する会 佐々木　里加 佐々木　和子 東京都板橋区大山東町３９－４ R3.4.1 有

篠山会 泉　信也 松田　静雄 東京都品川区西大井１－４－１５ H4.10.14

五月会 山東　昭子 前田　輝弥 東京都千代田区永田町２－１－１ S53.1.17 有

薩摩から誇りある日本をつくる会 松元　洋一 松元　洋一 鹿児島県鹿児島市自由ケ丘１－１３－１ H25.4.2

佐藤かおりとともにあゆむ会 戒能　民江 松下　恵子 北海道札幌市中央区南一条西５－８ H28.5.6

佐藤しげきと進む会 田端　正廣 高橋　不二峰 大阪府大阪市西区新町４－１０－４ R2.6.30

佐藤たかゆき出雲後援会 佐藤　貴是 佐藤　貴是 島根県出雲市東園町３８７－６ R2.1.22 有

佐藤信秋後援会 佐藤　信秋 安　和博 東京都千代田区飯田橋１－４－２ H18.7.24 有

佐藤正久後援会 森　勉 丹下　惇一 東京都新宿区市谷本村町３－２０ H20.1.22

さとう正久を支える会 佐藤　正久 丹下　惇一 東京都新宿区市谷本村町３－２０ H19.1.15 有

さとう水と土政策研究所 佐藤　昭郎 佐藤　泰史 東京都杉並区成田西２－２－１２ H9.8.8
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佐藤ゆかり経済研究会 山根　裕治 田中　督人 大阪府枚方市宮之阪１－２３－１２ H27.6.15

さとう芳博後援会 橋口　勇三郎 佐藤　芳博 宮城県多賀城市東田中２－１９－３ H8.3.18

ＳＵＭＣＯグループ労働組合連合会政策実現
を推進する会

塩田　泰三 貝賀　之信 東京都港区芝浦１－２－１ H30.9.18

山陰フォーラム 福田　美樹 福田　栄子 島根県出雲市斐川町荘原２９２５－２ H4.12.22

参議院改革政党・平成竜馬の会 清水　三雄 實川　晃 京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０ H25.3.29

参議院１００人党 藤田　尚三 藤田　尚三 東京都荒川区東尾久５－２３－１ H28.5.20

産業経済研究会 関根　利次 伊藤　恒雄 東京都港区芝３－３９－９ H7.11.20

産業政策・政策制度を充実する会 栗田　基央 長田　さおり 東京都千代田区丸の内３－２－３ H22.5.27

山幸会 山本　博信 山本　博信 東京都港区赤坂２－２１－２ H1.5.18

山幸会 山本　幸三 乙川　忠良 福岡県北九州市小倉北区大手町７－３８ H28.12.9 有

山紫会 矢野　潔 矢野　範子 島根県出雲市斐川町荘原２９２５－２ H6.11.30 有

燦正会 宇山　理穂 伊藤　浩士 東京都品川区南大井２－９－７ H22.4.22

参政党 神谷　宗幣 竹内　太司朗 大阪府吹田市千里山西１－３７－４０ R2.3.17

参政党京滋奈支部 𠮷田　功 廣田　元 京都府京都市下京区堺町通綾小路下る永原町１５３ R3.7.13

参政党北信越支部 矢島　浩 宮崎　克樹 新潟県新潟市中央区三和町８－２５ R3.1.4

参政党南九州支部 靏野　正昭 山下　智子 熊本県合志市幾久富１８６６－１５４２ R3.7.1

山石会 田中　猛 伊井　忠義 長崎県長崎市大黒町９－２２ S51.3.1

さんそう会 中村　康男 後藤　志也 東京都町田市成瀬８－２８－４ S51.1.27

山王政経研究会 真鍋　賢二 真鍋　康 香川県高松市番町３－６－１５ S51.10.26 有

山友会 山岡　達丸 根岸　庸夫 東京都世田谷区梅丘３－１３－１５ H31.1.4 有

【し】

幸・地球共生フォーラム 藤田　幸久 藤田　玲子 茨城県水戸市笠原町９７５－１１ H8.10.7 有

しいき会 椎木　保 碇　策行 千葉県浦安市北栄３－２６－２ H27.11.30 有

自営者連盟 鈴木　秀彦 島村　正己 東京都新宿区北新宿１－８－２１ H11.1.7

ＧＳ会 佐藤　宣幸 新井　基広 東京都大田区羽田５－１９－２ H27.4.2

Ｊ．Ｄ．Ｓ． 倉田　宇山 倉田　伸代 京都府京都市西京区嵐山宮ノ前町７－１ H1.5.25

Ｊ－Ｄｒｅａｍ 安藤　純子 玉井　三恵 滋賀県大津市茶が崎６－１ H27.1.23

Ｊ－ＰＯＷＥＲグループユニオン政治活動委員会 西山　道泰 下田　竜史 東京都中央区銀座６－１５－１ H17.6.23

Ｊマリン労連政策実現推進委員会 鈴木　方人 山崎　博行 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２ H22.4.19

ＪＥＲＡ労働組合政治活動委員会 栁沼　宗昭 松井　秀典 東京都中央区日本橋２－５－１ R3.10.1

志援会 秋元　司 醍醐　駿平 東京都江東区東陽５－３１－２１ R2.1.22 有

塩崎恭久後援会 村田　裕司 石崎　康雄 愛媛県松山市三番町４－７－２ H4.4.8

塩谷政治経済研究会 塩谷　立 岡本　直哉 東京都千代田区永田町２－１－２ S51.2.26 有

時局研究社 松浦　芳和 北橋　光春 東京都豊島区東池袋３－５－７ H11.2.25

資金管理団体則天の会 佐藤　政則 佐藤　政則 神奈川県横須賀市平作１－７－１０ H28.5.2 有

繁本まもるを育てる会 繁本　護 山田　正克 京都府京都市左京区下鴨高木町９ H28.10.28 有

至幸会 浜田　靖一 佐藤　元彦 東京都千代田区永田町２－１－２ S54.11.5 有

志公会 麻生　太郎 村松　一郎 東京都千代田区平河町２－５－５ H29.7.6

志向青年社 小野寺　豊 小野寺　豊 岩手県奥州市衣川区清水の上８５ H21.1.19

四国公明党と進む会 寒川　泰博 野口　勉 香川県高松市勅使町１１６８－１ R2.11.20

四国情報通信懇話会 黒石　敬博 篠原　浩邦 愛媛県松山市萱町５－５５ H4.12.1

四国税理士政治連盟 清藤　智彦 岩佐　誠志 香川県高松市番町２－７－１２ S51.2.28

志国前進会 山崎　正恭 山内　大志 高知県高知市桟橋通１－７－２ R3.12.9 有

四国でんぽろう政策・制度実現委員会 福本　康二朗 和田　竜弥 香川県高松市福岡町３－３１－１５ H25.11.26

四国電力総連政治活動委員会 橋本　文弘 豊嶋　稔 香川県高松市中央町５－３１ H6.12.26

四国電力労働組合政治連盟 橋本　文弘 古谷　淳市 香川県高松市中央町５－３１ H2.5.24

四国ときわ会 上池　裕 佐藤　嘉昭 香川県高松市西の丸町１２－１２ S63.5.30
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志國民族協議會 具志堅　馨 具志堅　馨 東京都板橋区若木１－１２－２ H30.9.7

士魂同志会 大越　一利 比留間　武 東京都北区上十条４－１５－８ H18.3.27

支持政党なし 佐野　秀光 佐野　秀光 東京都大田区蒲田４－２２－２ H25.7.1 有

歯周病をぶっ壊す党 渡辺　敏光 渡辺　敏光 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１２－４ R3.9.6

自主主義者同盟 齊藤　修一郎 齊藤　修一郎 東京都西東京市下保谷５－１３－１９ H27.11.4

自主独立党 齊藤　修一郎 齊藤　修一郎 東京都西東京市下保谷５－１３－１９ H22.10.27

志帥会 永井　等 永井　等 東京都千代田区平河町２－７－４ H11.3.23

市政改革にチャレンジする会 桑島　耕太郎 桑島　明彦 東京都府中市白糸台４－１９－１ H19.9.18

司政会議 谷脇　一幸 盛川　英治 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１－３４ H4.10.26

志誠皇道社 牧野　隆志 澤田　尚希 青森県中津軽郡西目屋村大字大秋字都谷森１１０－１ H14.11.22

次世代あらかわ 夏目　亜季 夏目　亜季 東京都台東区谷中３－１９－６ R3.6.10

次世代国家研究会 池田　健三郎 梶井　伸一 東京都中央区銀座７－２－２２ H23.2.7

次世代政策研究会 稲富　修二 稲富　修二 福岡県福岡市南区野間４－１－３５ H25.6.13

次世代政策研究機構 苫米地　英人 加藤　信彦 東京都港区六本木７－５－１１ H25.2.7 有

次世代通信研究会 三田　衛一 大谷　達也 東京都葛飾区新小岩４－２１－１５ R3.5.25

次世代の為の自由福祉党 佐々木　信夫 佐々木　登美子 山口県山口市阿東生雲東分１８７４ R3.2.12

自然共生党 谷本　誠一 長谷中　敏晴 広島県呉市本通６－２－２３ H26.2.3

自然保護の会 中谷　昌文 対島　利美 岐阜県郡上市美並町高砂１２８７ H22.4.28

持続可能な環境社会 遠藤　久美 遠藤　泰司 埼玉県幸手市北２－２－５ R3.1.25

時代を刷新する会 岸　信夫 清原　淳平 東京都中央区八重洲２－６－１６ S56.10.24

自治体政策ネットワーク 白岩　正三 小松　直人 大阪府豊中市曽根西町３－７－１６ H30.11.1

実行委員会ＴＯＫＹＯ 川口　元気 沖本　純子 大阪府茨木市大手町９－２６ H30.3.28

私鉄有田鉄道交通政策研究会 野崎　信也 小澤　薫 和歌山県有田郡有田川町徳田１７８ H29.12.11

私鉄大阪空港交通交通政策研究会 淺野　賢士 平山　幸祐 大阪府豊中市蛍池西町２－１７－３ H29.11.22

私鉄ＯＣＢ交通政策研究会 金子　祐介 矢尾板　猛 東京都世田谷区若林２－３９－４ H27.10.28

志徹会 太田　昌孝 藤田　正純 長野県長野市栗田１００９－２ H29.11.2 有

私鉄鹿児島県連絡協議会政策研究会 岡　良二 徳留　正和 鹿児島県鹿児島市照国町１１－２０ R2.3.23

私鉄関西近鉄交通政策研究会 谷　浩 宮﨑　功一 大阪府大阪市天王寺区上本町７－２－２１ H29.12.21

私鉄関西交通政策研究会 柴田　忠幸 西村　浩二 大阪府大阪市天王寺区北河堀町３－１９ H27.12.2

私鉄関東交通政策研究会 上岡　一幸 原島　賢治 東京都台東区元浅草４－６－１５ H27.9.16

私鉄京都府交通政策研究会 渡部　郁夫 藤岡　丈二 京都府京都市伏見区京町９－５８－１ H29.12.7

私鉄熊野交通政策研究会 玉石　勝也 西瀬　憲宏 和歌山県新宮市徐福２－１－１１ H29.11.1

私鉄京王交通政策研究会 野口　雅之 市川　欣伸 東京都世田谷区松原１－３４－１６ H28.1.14

私鉄京阪バス交通政策研究会 渡部　郁夫 藤岡　丈二 京都府京都市伏見区京町９－５８－１ H29.12.27

私鉄交通政策研究会 木村　敬一 小松　俊裕 東京都港区高輪４－３－５ H27.10.7

私鉄山陽交通政策研究会 森山　政行 野田　秀明 兵庫県神戸市須磨区堀池町２－３－１ H28.6.9

私鉄滋賀交通政策研究会 白﨑　直樹 田中　雅稔 滋賀県大津市大門通１４－１ H30.8.2

私鉄四国地連交通政策研究会 砂田　篤志 大塚　達夫 香川県三豊市三野町下高瀬１６７８－１１ H27.10.13

私鉄神姫交通政策研究会 濵田　崇広 小幡　修司 兵庫県姫路市北条口１－１８ H28.3.2

私鉄政策研究会 石田　保志 小林　正幸 愛知県名古屋市中村区名駅南１－１７－１４ H7.7.26

私鉄立川バス交通政策研究会 土岐　雅人 井上　健二 東京都福生市南田園３－５－３ H27.9.3

私鉄知多交通政策研究会 盛林　克浩 桑山　忍 愛知県半田市住吉町２－１６３－７ H30.10.16

私鉄中国交通政策研究会 矢田　仁志 坪内　直也 広島県広島市中区東千田町２－７－１１ H28.1.5

私鉄中部交通政策研究会 石黒　基仁 森嶋　忠久 愛知県名古屋市中村区名駅南１－１７－１４ H28.1.5

私鉄東京地下鉄交通政策研究会 篠﨑　貴之 粕川　達朗 東京都中央区日本橋人形町２－２５－１ H27.11.12

私鉄東武交通政策研究会 金崎　英明 池谷　浩一 東京都墨田区向島１－３２－９ H28.2.9

私鉄豊橋交通政策研究会 長坂　和俊 松下　裕紀 愛知県豊橋市駅前大通１－４６－１ H30.9.7

私鉄那賀バス交通政策研究会 坂前　吉信 中澤　壽文 和歌山県紀の川市藤崎２７１ H29.11.10
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私鉄南海交通政策研究会 直江　智久 岡澤　善之 大阪府大阪市浪速区日本橋西１－２－１４ H29.9.8

私鉄南海バス交通政策研究会 塚本　武司 宮武　正直 大阪府河内長野市錦町２５－１０ H29.12.26

私鉄野鉄観光交通政策研究会 北　章二 久保　智 和歌山県和歌山市吐前９９２ H29.12.11

私鉄阪堺交通政策研究会 永橋　敏夫 北岡　篤 大阪府大阪市住吉区清水丘３－１４－７２ H29.11.13

私鉄阪急交通政策研究会 徳山　勝規 藤田　剛司 大阪府大阪市淀川区十三東１－１０－２０ H9.5.14

私鉄阪急バス交通政策研究会 重澤　嘉男 日田　守 大阪府豊中市本町１－１－１ H29.9.15

私鉄兵庫神戸交通政策研究会 川部　竜二 中山　武史 兵庫県神戸市兵庫区新開地１－３－２４ H28.6.29

私鉄兵庫ブロック交通政策研究会 濵田　崇広 小幡　修司 兵庫県姫路市北条口１－１８ H28.3.2

私鉄北陸地連交通政策研究会 山田　洋秋 西能　智之 石川県金沢市西念３－３－５ H6.12.16

私鉄北海道交通政策研究会 西塚　光男 鈴木　富夫 北海道札幌市豊平区豊平四条３－４－５ H22.2.2

私鉄水間鉄道交通政策研究会 六尾　安都子 植野　友之 大阪府貝塚市水間２６０ H30.1.9

私鉄和歌山バス交通政策研究会 田村　政博 西川　徹 和歌山県和歌山市西蔵前丁４７ H29.11.10

児童虐待対策委員会 和田　明浩 岡田　麻子 福岡県福岡市西区城の原団地２ R3.7.27

自動車問題政策研究会 森　茂喜 溝口　博己 大阪府池田市満寿美町１３－１６ S56.5.15

しば慎一後援会 田村　正勝 宮越　信利 東京都台東区東上野３－２１－２ R3.3.12

柴田巧連合後援会 加藤　明博 柴田　正人 富山県小矢部市岩武１０５１ H23.11.18

柴橋正直を日本のリーダーに育てる会 青木　仁志 大垣　昌夫 東京都江東区有明３－７－１８ H23.8.10

島根博進会 比良　幸男 佐伯　和子 島根県松江市堂形町８８１ H5.3.8

島根ふるさと創生会（竹下わたる後援会） 小林　祥泰 中村　中 島根県出雲市矢野町９４１－４ H12.5.8

島村大後援会 島村　大 橋本　信子 神奈川県横浜市中区太田町１－９ H28.5.31 有

自見英子後援会 中川　俊男 釜萢　敏 東京都文京区本駒込６－１２－１ H27.1.13

市民ＳＮＳ運営政党ムスーブメント 山本　敦久 山本　敦久 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町９－１７ R2.7.7

市民が政治を変える会 川口　秀輔 川口　秀輔 大阪府寝屋川市東神田町２２－２４ H27.1.16

市民がつくる政治の会 内海　聡 内海　聡 東京都台東区台東４－１７－１ H30.8.1

市民がつくる政治の会中国支部 田邉　恵子 栗原　真理子 広島県福山市加茂町八軒屋１２３－３ R3.7.26

市民生活を守る会 服部　修 服部　修 兵庫県西宮市今津水波町２－５ R3.5.17

市民と市政を結ぶ会 池田　利恵 清水　京子 東京都日野市平山５－１９－１１ H15.4.16 有

市民と平和プロジェクト 辻元　清美 長谷川　哲也 東京都新宿区四谷三栄町４－１０ H17.12.14 有

市民の会 大貫　敏郎 大貫　敏郎 東京都八王子市叶谷町１７６２－１２ H31.3.8

市民の党 酒井　剛 酒井　剛 東京都練馬区田柄２－４２－３ H8.9.13

市民の党日本 加藤　尚彦 後藤　欽也 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町１５－２７ R1.5.8

下条みつ後援会 小野　実 片山　建治 長野県松本市深志２－５－１３ H10.11.24

下村ただしとなかまたち 下村　直資 滝井　秀和 東京都足立区梅田１－１８－６ H30.7.6 有

下村博文教育保育施設後援会 伊﨑　守 田仲　健一 東京都板橋区大山金井町３８－１２ H28.6.13

社会革命党 大西　克昌 大西　克昌 福岡県行橋市大字下稗田１６８８－６ R2.4.27

社会活力研究会 岩永　裕貴 岩永　裕貴 滋賀県甲賀市水口町新町２－４－６ H25.6.24 有

社会貢献党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R3.2.4

社会動態研究所 正田　敏春 平井　義明 大阪府大阪市北区天満４－６－１０ H6.9.30

社会保障政策研究所 林　潤 林　瞬 東京都渋谷区神山町２２－２ H28.8.19 有

社会保障政策懇話会 砂子　昌利 吉坂　純一 埼玉県越谷市蒲生愛宕町２－８ H29.1.10

社会保障政策フォーラム 鴨下　一郎 渡辺　賢 東京都中央区日本橋堀留町２－１－３ H18.4.3

社会保障問題研究会 中川　俊男 釜萢　敏 東京都文京区本駒込６－１２－１ H27.2.19

社会民主主義フォーラム 高田　良徳 中川　直人 東京都千代田区麹町１－６－９ R2.12.11

社会民主進歩党 鈴木　眞志 鈴木　眞志 東京都千代田区神田美倉町９ R2.9.16

社会民主党 内田　春雄 新田　賀子 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町３０６ H8.1.22

弱者救援社 森江　治男 小林　守良 長野県駒ヶ根市赤穂１４－１６６２ H26.12.11

釈量子後援会 彦川　太志 彦川　太志 東京都大田区上池台４－１８－１８ H26.1.22

釈量子を国政に送り出す会 安田　永一 荒巻　久美代 東京都品川区西五反田２－２９－１０ H24.6.18
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社交政治連盟 友本　正己 鈴木　悦朗 東京都港区新橋６－８－２ S51.2.27

ジャパニーズドリーム 石﨑　聖子 石﨑　聖子 東京都千代田区永田町２－１－１ H7.10.16 有

ジャパン・ビジョン・フォーラム 畑　恵 畑　克 東京都町田市玉川学園３－３９－６ H7.9.1 有

シャープ労組明日の社会をよくする会 大津　未来生 内田　弘久 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町２－５－１４ H18.7.26

ＪＡＭ青森岩手政治連盟 佐々木　正 原　利光 岩手県北上市鍛冶町１－３－７ S61.6.13

ＪＡＭ大阪政治連盟 宮本　賢一郎 椎原　俊郎 大阪府大阪市西区土佐堀１－６－３ H13.3.30

ＪＡＭ九州・山口政治連盟 横田　武士 金村　隆司 福岡県糟屋郡篠栗町中央１－７－２ H13.1.30

ＪＡＭ京滋政治連盟 鋤本　浩 鈴木　裕 京都府京都市中京区壬生仙念町３０－２ H20.6.12

ＪＡＭ甲信政治連盟 藤森　博之 櫻井　由紀夫 長野県諏訪郡下諏訪町南高木１０６１６－６６ H20.3.27

ＪＡＭ埼玉政治連盟 𠮷野　孝一 松村　敏司 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－８８３ S52.1.7

ＪＡＭ山陰政治連盟 前田　陽生 三島　皆美 島根県松江市御手船場町５５７－７ S52.1.7

ＪＡＭ山陽政治連盟 高本　利幸 国友　雅彦 兵庫県神戸市中央区中町通４－１－１９ H22.4.13

ＪＡＭ四国政治連盟 中村　亨 山中　功 香川県高松市木太町８２４－６ H12.11.2

ＪＡＭ政治連盟 菊地　栄男 相羽　迅人 東京都港区芝２－２０－１２ H12.2.18

ＪＡＭダイキン工業労働組合政治活動委員会 堀田　浩 菊池　克利 大阪府大阪市北区中崎西２－４－１２ S53.5.25

ＪＡＭ北陸政治連盟 山田　勝之 村上　和幸 石川県能美市中町ソ８２－１４ H19.12.18

寿一会 其田　寿一 宮﨑　英人 東京都千代田区二番町１－２ H28.1.4

自由愛国党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ H31.3.5

自由アジア評議会 有山　圭一 入江　淳一 大阪府吹田市江坂町１－１３－８ S51.2.23

祉由会三重県支部 上岡　千秋 上岡　ふみの 三重県尾鷲市北浦東町４５５４－３ H16.8.23

衆議院議員篠原孝全国後援会 篠原　孝 岡本　匡広 長野県長野市若里４－１２－２６ H17.12.9

宗教人の会 平　静丸 小山　弘 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－６ H10.5.18

自由国民連合 阿部　正寿 平井　智子 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１５－９ R3.5.28

衆参院外倶楽部 太田　宗克 太田　宗克 東京都杉並区天沼３－１２－９ H2.10.1

秀山会 杉尾　秀哉 濵田　和彦 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.8.1 有

自由自在党 嘉納　道哲 嘉納　道哲 岐阜県岐阜市江添３－８－４ H29.7.18

自由市民連合 藤原　啓 藤原　啓 東京都立川市幸町４－５２－１ H23.1.19

自由社会を守る国民会議（自由国民会議） 臼井　日出男 阿部　信吾 東京都千代田区平河町２－４－１６ S52.7.25

自由主義研究会 坂根　信義 三谷　正史 東京都港区南青山５－９－１２ S59.3.8

自由主義政経フォーラム 阪中　勝行 大島　康之 東京都千代田区平河町２－１６－５ H21.12.8

就職氷河期世代の人財を活かす党 福島　剛 福島　剛 岡山県津山市東一宮６２－６ H31.1.4

自由進化党 松井　アキ子 松井　アキ子 東京都世田谷区千歳台１－３０－３２ H21.6.17

秀成会 大村　秀章 堀江　順治 愛知県安城市三河安城南町１－１５－１ H7.9.12 有

秋成会 辻嶋　彰 石毛　真理子 東京都港区赤坂４－５－１７ H16.5.20

自由政経懇話会 川畑　卓也 井上　亜星 宮崎県宮崎市恒久１０１５－１ H30.9.7

自由政策懇話会 前田　真二郎 前田　真二郎 東京都千代田区平河町１－９－８ H14.4.30

修正社 浜部　一貴 大倉　靖雄 東京都世田谷区南烏山３－２３－７ H23.3.22

自由・責任・改革フォーラム 佐々木　浩 伊藤　隆広 東京都杉並区上荻１－１８－３ H31.1.15

住宅産業振興連盟 樋口　武男 堀　福次郎 東京都新宿区四谷１－２－６ H17.4.14

自由党 関口　周司 石津　一二美 東京都豊島区東池袋３－１－４ H1.5.10

柔道整復師政策研究会 関口　勝仁 堀口　成剛 東京都足立区千住龍田町８－８ H22.3.16

自由と人権を守る日米韓協議会 江利川　安栄 山下　滋子 東京都葛飾区西亀有３－１０－１２ R2.1.27

自由と責任の会 熊代　昭彦 中山　醇一 岡山県岡山市中区下３３７－１ H22.10.1

自由と創造クラブ 植木　貞夫 植木　茂子 神奈川県藤沢市辻堂元町３－１４－１９ H23.3.31

自由と民主主義を守る政経懇話会 逸見　圭二 逸見　圭二 東京都足立区綾瀬７－１３－１８ S54.3.31

自由民主党大阪同志会 上農　直紀 樋口　好生 大阪府大阪市鶴見区今津中５－３－１９ H10.2.9

自由民主党政令指定都市議会議員連盟 木下　𠮷信 高橋　克朋 東京都千代田区永田町１－１１－２３ S61.5.8

自由民主党同志会 黒田　清揚 太田　清久 東京都千代田区平河町２－１６－１５ S51.1.12



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

自由民主党同志会奈良同志会 太田　宗克 太田　宗克 東京都杉並区天沼３－１２－９ H24.5.11

自由民主党西日本同志会 太田　宗克 太田　宗克 東京都杉並区天沼３－１２－９ H6.9.2

住民による住みよい社会をつくろう会 永並　啓 永並　靖子 大阪府豊能郡豊能町新光風台５－３－１ H13.8.24

主体的に自由に考え行動する会 杉山　均 井川　竜朗 岐阜県関市肥田瀬４６７ R2.12.7

首都圏遠藤良太サポーターズクラブ 遠藤　良太 松尾　和弥 東京都千代田区永田町２－２－１ R3.12.13 有

殉國機関 真部　義一郎 石田　義之 東京都中央区銀座６－３－１６ S57.3.15

殉國社 真部　義一郎 真部　義一郎 東京都東村山市美住町１－４－１ S56.9.24

春秋会 重政　明之 重政　明之 東京都世田谷区松原６－２０－２１ S53.3.24 有

春秋会 北村　誠吾 大賀　登美子 長崎県佐世保市三浦町１－２３ H15.7.8 有

俊翔会 羽生田　俊 安部　和之 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.8.5 有

淳心会 宇都宮　崇人 本田　正美 東京都港区芝２－８－１ H21.11.30

淳風会 安住　淳 井上　久 東京都千代田区永田町２－２－１ H5.6.1 有

勝永会 金田　勝年 小田嶋　希実 東京都千代田区永田町２－１－２ H7.2.13 有

勝栄会 平沢　勝栄 熊谷　修二 東京都千代田区永田町２－２－１ H9.3.31 有

生涯現役の会九州福岡事業所 大田　真嘉 戸嶋　浩次 福岡県福岡市東区水谷１－３－７ R2.6.12

少子化解決党 河合　悠祐 河合　悠祐 東京都葛飾区金町６－１３－９ R3.1.28 有

少子化対策党 槙原　仁志 槙原　仁志 埼玉県深谷市東方３２５７－２ H29.11.22

庄子賢一東北後援会 笠原　哲 早坂　光 宮城県仙台市宮城野区岩切字水分３７－１４ R3.11.19

城島光力後援会 城島　正光 市川　浩三 東京都千代田区平河町２－１２－１５ H16.7.23

城島光力２１世紀フォーラム 城島　正光 市川　浩三 東京都千代田区平河町２－１２－１５ H30.11.29

翔進会 簗瀬　進 石田　晃一 栃木県宇都宮市一条４－３－１５ H2.12.6

庄政会 自見　庄三郎 江頭　善孝 福岡県北九州市小倉北区馬借２－７－２８ H7.1.6

彰三会 工藤　彰三 高木　久人 東京都千代田区永田町２－１－２ H30.10.3 有

商団連政経クラブ 福井　弘 神戸　厚 東京都港区赤坂５－１－３１ S59.3.30

彰道法政會 大古　正人 大古　正人 千葉県山武郡横芝光町尾垂３５１３－３９ H13.7.19

小日本会 頭山　興助 田中　豊雄 東京都千代田区平河町１－７－５ S55.1.23

勝風会 勝目　康 勝目　康 東京都千代田区永田町２－１－２ R2.6.25 有

情報公開 渡邊　大三 髙木　章成 東京都小金井市中町３－２６－１５ H29.8.17

情報公開推進ネットワーク 藤尾　潔 藤尾　千里 兵庫県加東市喜田１－５－１ H31.1.11

情報社会政策研究会 橋本　岳 藤村　健 東京都千代田区永田町２－１－２ H18.2.15 有

情報通信設備政治連盟 今井　秀昭 佐野　浩文 東京都中央区入船２－９－５ S57.9.16

情報通信設備政治連盟関西支部 栩谷　晴雄 岸村　智志 大阪府大阪市西区江戸堀１－２３－１３ S59.7.20

情報通信設備政治連盟関東地方本部 長谷川　浩正 長谷川　浩正 東京都中央区入船２－９－５ S58.3.22

消防防災政策懇話会 金森　賢治 長澤　良治 東京都港区東新橋１－１－１９ H21.10.21

城北地域振興研究会 小林　壮貴 小林　壮貴 東京都千代田区永田町２－９－６ H12.5.2

昭友会 中川　郁子 髙橋　猛文 北海道帯広市東二条南１３－１８ S58.4.5

勝友会２１（広瀬勝貞後援会） 広瀬　勝貞 薬師寺　十郎 大分県大分市東春日町６－１ H14.12.18 有

松籟維新聯合総本部 石原　幹望 石原　幹望 大阪府大阪市西成区岸里東１－２－２ H11.6.28

章瀧会 滝沢　求 田名部　博司 青森県八戸市上徒士町１５－１ H25.8.27 有

政和会 岩田　和親 尊田　重信 東京都千代田区永田町２－１－２ H30.7.10 有

食育普及調査連盟 佐々木　太郎 中村　裕美 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地３－２３－１４ H26.2.18

女性が笑顔になる党 赤座　孝明 赤座　孝明 東京都調布市国領町８－２－９ R3.10.1

女性が輝く党 本間　明子 本間　明子 東京都あきる野市草花１３１５－７ R3.6.7

女性議員５０％を目指す党 那須　愛美 那須　愛美 和歌山県橋本市神野々１０２１－６ R3.8.2

女性議員飛躍の会 大河内　茂太 椿原　伸明 東京都港区高輪１－２３－４ R2.2.4

女性のための政治スクール 山﨑　順子 城　信雄 東京都千代田区二番町１－２ H6.9.9

しょぼい政党 與儀　大介 正林　俊介 東京都豊島区千早２－１８－４ R1.12.26

庶民と動物の会 市川　浩司 市川　浩司 東京都中野区若宮３－５３－７ R2.5.25
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庶民の会 脇坂　正司 脇坂　正司 東京都八王子市別所１－４４－１ H28.9.9

白川無所属の会 白川　哲也 白川　哲也 東京都町田市藤の台２－２ R3.8.2

自立と共生 細川　博司 毛利　克彦 福岡県久留米市東町２５－３０ R3.7.7

子龍塾 山田　哲 山田　哲 東京都港区南麻布１－１５－４ H18.2.6

信越地方柘植芳文後援会 西條　英夫 原田　助俊 長野県長野市大字栗田９４８－１ H25.3.11

新環境政策研究会 早川　美恵子 高杉　朱美 三重県松阪市茶与町２８－２ H18.7.7

人権監視委員会 趙　敬鎭 趙　敬鎭 京都府京都市南区東九条南松ノ木町１－１ H21.4.7

人権と生活を守る会 奥　誠二 奥　二四子 京都府京都市伏見区両替町１５－１４２ H11.5.24

人権擁護促進協議会 竹田　武俊 西条　正章 神奈川県横須賀市大津町１－６－２１ H24.4.19

人権を考えるフォーラム 北川　朝典 湯川　恭一 京都府京田辺市三山木上谷浦７ H18.2.7

晋興会 小林　壮貴 小林　壮貴 東京都千代田区永田町２－９－６ H12.5.2

新構想政治経済研究会 木俣　佳丈 木俣　玲子 東京都世田谷区北沢２－３６－２ H8.7.25

人工知能が日本を変える党（ＡＩ党） 松田　道人 加藤　慎介 東京都府中市住吉町２－３０－４０ H31.4.2

新国土研究会 竹本　直一 辻本　馨 大阪府富田林市若松町西１－１８８７－１ H6.12.16 有

新財政研究会 松倉　吉弘 松倉　吉弘 東京都千代田区永田町１－１１－３２ H12.12.1

森山会 森山　裕 滝本　伸一 東京都千代田区永田町２－２－１ H10.9.4 有

新産業経済研究会 中島　篤 中島　篤 千葉県市川市幸１－２３－３ S51.2.3

新産業政策研究会 山本　拓 木村　治一 東京都千代田区永田町２－２－１ H16.1.5 有

新時代政経研究会 岩屋　毅 市川　忠男 大分県別府市野口元町１－３ H2.3.19 有

新時代政経懇話会 塩崎　彰久 伊藤　文雄 東京都千代田区永田町２－２－１ R3.11.9 有

新時代政策研究会 小泉　吉彦 小田　ゆき 東京都板橋区板橋３－５７－５ S52.8.3

新時代政策研究会 細田　重雄 林　利宜 島根県松江市堂形町７８９ H3.5.28 有

新時代政策研究会 髙市　早苗 木下　剛志 奈良県大和郡山市筒井町９４０－１ H4.11.16 有

新社会党 岡﨑　宏美 橘　幸英 東京都千代田区神田神保町２－１０ H8.1.8

新周山会 阿達　雅志 林　英子 東京都千代田区永田町２－１－１ H27.1.8 有

信州親和会 清水　徳重 辻　甲子郎 長野県上田市材木町１－１－１３ S61.12.27

新自由党 髙橋　妙子 関口　周司 東京都豊島区東池袋３－１－４ H1.3.6

神洲大和会 大川　尚記 服部　美治 兵庫県神戸市中央区割塚通６－２－９ H28.11.22

信心会 伊東　信久 武田　昌也 東京都千代田区永田町２－２－１ H27.7.28 有

真政会 石田　真敏 新田　耕司 東京都千代田区永田町２－１－２ H15.12.4 有

信誠会 村上　誠一郎 佐藤　洋一 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.1.9 有

新声会 鳩山　二郎 小澤　洋介 東京都千代田区永田町２－１－２ H28.12.7 有

信政会 井出　庸生 高橋　澄江 東京都豊島区目白２－３８－１３ H30.5.11

新生きさらぎ会 柳原　憲昭 曽田　昇 島根県出雲市白枝町１１２６－８ H13.6.19

新世紀社会保障政策研究会 石井　みどり 佐伯　美幸 広島県広島市中区新天地５－１２ H19.9.12

新世紀政策研究会 衛藤　晟一 北村　賢一 東京都千代田区麹町１－３－５ H7.1.11 有

新世紀政策研究会 山口　那津男 出口　俊夫 東京都千代田区永田町２－１－１ H7.1.31 有

新世紀都市研究会 松原　武久 各務　文治 愛知県名古屋市中区大須３－７－２４ H10.11.30

新政共和党 時津　勝美 時津　勝美 京都府八幡市男山石城２ H13.7.10 有

新政経研究会 二階　俊博 二階　俊樹 和歌山県御坊市島４４０－１ H6.12.22 有

新政経懇話会 花田　叶 花田　叶 東京都西東京市中町４－５－１６ S56.7.7 有

新政策研究会 大島　理森 黒保　浩介 東京都港区赤坂６－１２－１２ S57.1.6

新政策研究会 西村　明宏 伊藤　安芸雄 東京都千代田区永田町２－１－２ H16.1.6 有

新政治経済研究会 岸田　文雄 長井　洪治 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.1.9 有

新政治推進協議会 小平　忠正 大畠　秋夫 東京都港区西新橋２－１１－１４ H7.2.2 有

新政治文化フォーラム 赤松　広隆 泉　貴仁 東京都調布市布田２－３０－４ H9.5.30

神聖社 渡邊　廣海 木内　秀樹 福岡県福岡市東区香住ケ丘２－３４－２８ H25.10.15

信正塾 古井　正男 廣川　慎一 埼玉県草加市遊馬町２１６ H24.3.27
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真正保守草莽会 中臺　倉一 橋立　智典 神奈川県小田原市飯泉１３１３－３ R2.2.6

新世界創造連盟 秋村　太 秋村　太 東京都墨田区東向島６－４６－１０ H22.9.9

新世代研究会 藤井　勇治 大滝　豊 東京都港区浜松町１－２８－１３ H17.8.19 有

新撰組同士会 上条　当麻 上条　当麻 山口県光市大字岩田２５６６－２１ H16.9.1

新撰組同士会 近藤　兼定 鬼塚　修二 東京都中央区銀座１－１３－１２ H30.1.22

新総合政策研究会 笛木　彰 笛木　彰 東京都港区芝大門２－７－１０ H16.9.6

新・創造フォーラム 末松　義規 佐藤　大介 東京都小平市花小金井２－１－３９ H10.9.16 有

新谷正義後援会 山崎　正数 麻生　満理子 広島県東広島市西条栄町９－２１ R2.10.12

進藤金日子後援会 中條　康朗 北野　光秋 東京都港区新橋５－３３－９ H27.7.24

新党くにもり 本間　奈々 由井　良信 東京都渋谷区渋谷１－１－１６ R2.9.25

新党憲法９条 天木　直人 天木　幸枝 栃木県那須塩原市東三島６－３９３－２３ H28.8.29

新党国民の声 牧野　誠照 川瀬　厚美 岐阜県海津市海津町古中島３５－１ R2.4.30

人道支援推進協議会 本田　稔 前橋　勇二 東京都中央区八重洲２－８－７ R2.6.9

新党大地 鈴木　宗男 赤松　真次 東京都千代田区永田町２－９－６ H23.12.28

進藤農業農村政策研究所 進藤　金日子 馬籠　剛一 東京都千代田区永田町２－１－１ H27.7.24 有

新党ひとりひとり 山本　太郎 岡田　哲扶 東京都千代田区永田町２－１－２ H24.12.5 有

新党やまと 小林　興起 小林　壮貴 東京都千代田区永田町２－９－６ H26.4.28

新都市構想懇話会 田中　和德 高橋　光雄 東京都千代田区永田町２－２－１ H12.11.8 有

新２１世紀政治経済研究所 衛藤　征士郎 田中　一三 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.1.5 有

新日本愛心社 樋口　薫 三須磨　栄治 広島県福山市瀬戸町地頭分１０８－４ H22.3.1

新日本愛政同志会 芝﨑　有三 大渕　友康 京都府京都市伏見区深草西浦町６－７７ H9.2.6

新日本ＩＴ党 上嶋　茂 安達　紗季 東京都北区東田端１－１３－１０ H17.8.15

新日本菊水会 中嶌　則雄 亀石　達彦 奈良県奈良市南紀寺町４－１０８－１ H24.5.10

新日本煌世倭塾 笠間　道生 笠間　道生 東京都台東区浅草２－５－５ H20.6.23

新日本構想会 清水　一生 清水　一生 東京都江東区東陽３－２７－２５ S63.6.6

新日本自同政経調査会 杉井　恵次 石川　満 大阪府大阪市浪速区敷津西１－１１－１７ H30.7.9

新日本情勢調査会 三ッ林　裕巳 石井　明 埼玉県幸手市千塚４９０ H12.12.25 有

新日本政治連合党 清水　修 清水　修 岐阜県大垣市赤花町２－１３６３－１ H27.1.21

新日本青年同志連合会 笠間　直明 笠間　直明 東京都台東区浅草２－５－５ H2.6.1

新日本誠和会 曽我　信行 曽我　信行 大阪府大阪市北区天神橋７－１０－１５ R2.2.14

新日本通信 大石　裕正 松野　満直 東京都小平市美園町１－７－３ H12.10.31

新日本通信社 松野　満直 大石　裕正 東京都東村山市栄町２－９－５ H6.3.30

新日本東光会 大石　裕正 松野　満直 東京都東村山市栄町２－９－５ H5.5.7

新日本統合会議 田中　孝則 石田　儀明 東京都台東区浅草２－５－５ H11.9.16

新日本のこころ 中野　正志 伊藤　清二 東京都渋谷区神宮前３－１４－１５ H30.8.7

新日本憂国連合評議会 新井　聖動 新井　聖動 滋賀県大津市南郷４－３８－４ H11.11.30

真日本有志の会 長谷川　正 西村　明 東京都品川区戸越５－１１－６ R1.8.19

新農政研究会 松本　英達 伊井　忠義 長崎県長崎市大黒町９－２２ S54.2.8

新風会 守永　そのみ 守永　そのみ 岐阜県多治見市日ノ出町１－２９－５ S62.2.10

新風会 遠藤　利明 高橋　隆 東京都千代田区永田町２－２－１ H6.5.31 有

新風公論社 梅木　晃宏 梅木　由喜乃 大分県玖珠郡九重町大字右田７１４ S63.4.6

シンフォニアテクノロジー労組くらし委員会 東　剛寛 藤原　嵩太 三重県伊勢市竹ケ鼻町１００ H17.3.17

新邦友会 室井　邦彦 藤生　賢哉 兵庫県尼崎市東難波町５－７－１７ H20.7.30 有

新保守党日本 鐘ヶ江　健一郎 𠮷田　隆 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－２１１８－１ H25.12.27

新民主党 酒井　邦雄 酒井　邦雄 千葉県佐倉市下根２７９－１ H1.12.21

神武行動隊 前垣　秀勇旗 岡　昭夫 徳島県吉野川市鴨島町山路１７４４ H19.7.31

神武青年社 竹田　繁司 東　和夫 大阪府大阪市西成区萩之茶屋１－９－３２ R2.10.13

真友会 江﨑　鐵磨 若山　慎司 愛知県一宮市時之島字下奈良西２ S51.3.5 有
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伸雄会 小寺　浩二 小寺　浩二 大阪府堺市北区百舌鳥西之町２－５１６－２ S53.7.18

神友会 神田　憲次 谷　弘三 東京都千代田区永田町２－２－１ H25.9.10 有

伸友会東京 森　マリ 久保　純子 香川県高松市春日町１５２５－４ R3.4.14

新流会 牧原　秀樹 佐藤　亘 埼玉県さいたま市中央区上落合２－１－２４ H17.8.18 有

新流政策懇話会 小松　栄富 小松　理恵 東京都杉並区成田東５－４０－１１ S51.9.18

人類融和党運営会 岡本　倫寛 岡本　倫寛 北海道札幌市手稲区星置南２－２９ H31.4.16

親和会 北澤　英男 竹内　美枝子 東京都千代田区平河町２－１４－１ S51.1.21

晋和会 安倍　晋三 中平　大開 東京都千代田区永田町２－２－１ S51.4.16 有

信和会 和田　義明 西嶋　哲也 東京都千代田区永田町２－２－１ S57.4.19 有

森和会 亀滝　和利 坂根　裕信 島根県出雲市駅南町３－１４－６ S60.1.23

新和会 新谷　正義 平山　由美 広島県東広島市西条栄町９－２１ H25.1.31 有

真和会 飯田　真紀子 中村　紀之 新潟県三条市本町６－１３－３ H30.5.11 有

心倭塾 杉山　勝樹 倉本　康史 東京都江戸川区西小岩１－１６－５ H30.9.13

真和政経研究会 西村　眞悟 西村　眞悟 大阪府堺市堺区大町東３－２－２８ H6.7.13

信和政経懇話会 葉梨　康弘 池田　芳宏 茨城県取手市桑原１１０８ H7.1.20 有

【す】

水月会 鴨下　一郎 吉坂　純一 東京都千代田区永田町２－１７－５ H27.9.28

水産政策研究会 小坂　智規 小坂　智規 東京都港区赤坂１－９－１３ S51.2.24

救う会岡山 梅本　百合広 河井　康光 岡山県岡山市東区東平島１４２４－１０ H18.12.1

すこやかな共生社会をつくる会 長井　秀和 堀田　陽正 東京都西東京市富士町４－８－１ R3.8.4

寿々会 其田　寿一 影山　さくら 東京都千代田区二番町１－２ R3.5.25 有

鈴木たかこを育てる会 鈴木　貴子 鈴木　行二 東京都千代田区永田町２－２－１ H25.12.9 有

すてき開発部 清瀬　裕矢 清瀬　裕矢 東京都渋谷区渋谷２－１９－１５ R3.12.23

ストップ！医療崩壊 渡辺　敏光 渡辺　敏光 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１２－４ R3.5.26

スパイ防止法制定促進国民会議 阿世知　登志朗 阿世知　登志朗 東京都渋谷区宇田川町３６－６ H20.3.6

スーパークレイジー君 西本　誠 西本　絢子 東京都中央区勝どき１－７－２ R2.6.2

スーパークレイジー君党 西本　誠 西本　絢子 東京都中央区勝どき１－７－２ R3.1.19

すばらしい人生の会 中川　文藏 松本　伸 群馬県太田市下浜田町１０８４ H22.1.12

スマイル党 戸並　誠 櫻井　武 東京都港区赤坂２－１５－８ H18.8.23

住重労連政治活動委員会関西支部 大西　寿明 松本　清志 大阪府大阪市北区中之島２－３－３３ H26.1.7

住重労連政治活動委員会東京支部 氏家　正毅 増本　章 東京都品川区大崎２－１－１ H26.1.6

住政治経済研究会 住　一郎 住　一郎 東京都新宿区下落合３－１７ S63.1.7

【せ】

青雲同志会 小池　松太郎 武石　正弘 大阪府堺市美原区南余部３６１－１ H22.11.11

政栄会 住　一郎 住　一郎 東京都新宿区下落合３－１７ H27.11.24

精鋭翼賛会 吉田　敏也 遠藤　剛 東京都狛江市岩戸南２－２４－７ H22.5.17

生活応援機構 門岡　貴子 尾崎　優子 兵庫県神戸市中央区港島中町３－１ H28.5.11

生活関連産業に働く仲間の未来を考える会 下　二朗 扇谷　浩彰 東京都千代田区麹町４－４ R3.6.4

生活経済再生倶楽部 萩原　一夫 萩原　章二 東京都中央区銀座２－１２－６ H28.8.8

生活習慣病改善事業団 後藤　洋 後藤　洋 静岡県伊東市八幡野１２５３－１３９ H10.6.29

生活保護を守る党 小川　友樹 小川　友樹 千葉県船橋市二宮１－５－５ R3.6.2 有

正眼会 堀　和哉 土屋　達之介 東京都新宿区下宮比町２－２８ H28.3.3

正義会 槙　研二 槙　研二 福岡県太宰府市五条２－１９－５ H2.11.2

政輝社 田内　保臣 田内　保臣 愛媛県松山市春日町１０－７ H19.7.27

正久会 山本　剛 市岡　照男 大阪府堺市堺区栄橋町１－４－１０ H25.4.3

政圭会 古屋　圭司 渡辺　一博 東京都千代田区永田町２－１－２ H2.6.22 有

整形外科医政協議会 新井　貞男 木内　哲也 東京都台東区台東４－２６－８ H14.12.2

政経研究会２１ 中曽根　弘文 上屋　勝哉 東京都千代田区永田町２－１－１ S60.8.22 有
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政経紅台塾 尾張　正明 酒井　昇治 大阪府茨木市東太田１－１ H19.4.19

政経懇話会 小林　壮貴 小林　壮貴 東京都千代田区永田町２－９－６ H11.1.19

青警社 増田　邦彦 西山　実 三重県津市一身田中野７０ H24.10.18

政経塾連総本部 内田　藤美 福島　昌則 三重県松阪市石津町３４６－４ H10.5.13

政経創造研究会 山口　俊一 渡邉　充 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓２４７－１ H7.2.16 有

政経中央監査会 大関　健一 辻田　充利 大阪府豊中市新千里西町３－１ H15.7.10

政経調査会 石和田　義輝 石和田　さわ子 東京都北区神谷３－１８－８ H24.11.16

政経同志会総本部 長谷川　達雄 長谷川　達雄 大阪府大阪市天王寺区寺田町２－６－２ S52.2.15

政経同志会総本部大阪府本部 長谷川　芳子 長谷川　達雄 大阪府大阪市都島区都島南通２－１－４ S58.1.19

政経同志会総本部東大阪支部 長谷川　芳子 長谷川　達雄 大阪府大阪市都島区都島南通２－１－４ S61.6.11

政経同志会総本部南政経調査会 長谷川　達雄 長谷川　達雄 大阪府大阪市都島区都島南通２－１－４ S63.3.10

政経フォーラム２１ 漆原　良夫 南波　正利 新潟県燕市白山町３－１６－３３ H7.6.21

政経フォーラム２１ 渡邊　三夫 沼田　吉正 兵庫県宝塚市仁川高丸２－６－９ H12.2.24

政経文化フォーラム 齋藤　豊 三橋　旻峻 東京都品川区上大崎３－３－９ H4.11.9

政経良友会 田中　良生 板倉　啓一郎 東京都千代田区永田町２－１－２ H26.3.6 有

政財界研究会 小林　慶康 小林　慶康 東京都港区芝５－２９－２２ H3.12.25

政財界同志会 上野　裕司 上野　裕司 東京都江東区豊洲３－４－２ H20.8.5

政財界同志会 太田　宗克 東森　大介 大阪府大阪市中央区常盤町１－１－９ R3.6.14

政策情報調査機構 唯是　一寿 唯是　一寿 東京都港区六本木６－５－２０ H22.9.13

政策創造研究会 大串　正樹 浅井　勝弘 兵庫県伊丹市中央１－２－６ H23.5.13 有

成山会 中山　成彬 串間　明夫 宮崎県宮崎市清水３－５－６ H1.8.25

誠志義勇団 藤田　弘 松崎　吏祐 東京都江東区北砂４－１０－４ S63.3.7

政治行政研究会 小中　一秀 三又　藤代 大分県大分市西浜３－２７ S63.1.22

政治経済研究会 久世　公堯 久世　暁彦 東京都杉並区和田１－４４－２２ S59.1.28

政治経済懇話会全国連合会 名城　幸雄 名城　幸雄 東京都多摩市乞田１２１６－３ H12.12.12

政治結社愛皇会 福崎　博文 福崎　智子 兵庫県尼崎市杭瀬南新町４－１５－５ R3.8.10

政治結社愛国会長崎県本部 荒野　幸人 林　勇治 長崎県南島原市加津佐町丙１６１０－１ R3.5.21

政治結社愛国会福島県本部 中村　一美 中村　一美 福島県郡山市久留米４－１０８－１ R3.2.25

政治結社愛國行動評議会総本部 堀　光明 中川　和子 大阪府寝屋川市池田西町１１－２３ H20.9.1

政治結社愛國戰勇社総本部 芝﨑　治 芝﨑　治 京都府八幡市男山金振２２－１３ H16.3.2

政治結社愛國憂訂会 楫　政実 吉尾　照章 東京都北区神谷３－１０－８ R3.2.26

政治結社愛世党 池田　智子 池田　智子 群馬県高崎市貝沢町２４３０－１ R2.6.22

政治結社亜細亜青年同盟 中西　剛士 中西　剛士 兵庫県神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３１２－１ H31.3.18

政治結社亜細亜同盟義侠會 渋谷　尚央 田中　美菜 東京都板橋区三園２－１７－５ H14.5.13

政治結社亜細亜民族同盟興亜塾総本部 岩谷　日新 岩谷　日新 大阪府東大阪市寿町２－１－３ R3.11.9

政治結社呼火走 山下　弘一 西川　俊雄 静岡県沼津市大平２２６６－２ H24.6.20

政治結社維新護國同盟 植田　祥義 植田　祥義 静岡県藤枝市青南町４－１０－１４ H22.8.6

政治結社維新塾總本部 井上　孝三 桝田　敬二 大阪府堺市堺区大浜南町３－１－１３ H13.3.26

政治結社一穂会 辻元　知裕 海老原　誠 大阪府河内長野市高向６９６－２ S61.4.4

政治結社一刀社 竹原　浩司 潮　和昭 岡山県備前市鶴海３７０９－１ H19.11.15

政治結社英魂塾 金家　充幸 中村　登美雄 東京都文京区根津１－２４－１７ H18.1.27

政治結社英魂塾 杉井　和夫 杉山　直樹 神奈川県小田原市小八幡２－３－４ H25.9.11

政治結社桜花至誠塾総本部 中村　洋司 中村　洋司 大阪府和泉市北田中町５０９ H16.4.23

政治結社桜士義塾 杉山　瞬 工藤　友行 千葉県習志野市袖ケ浦２－６－１ H24.2.17

政治結社岡本會 岡本　和博 早雲　日出男 徳島県美馬市脇町字拝原４０－１９８－２ R2.2.6

政治結社嘉會塾 森田　嘉治 森田　嘉治 三重県名張市朝日町８４７－２ H30.9.13

政治結社香川誠心会 安藤　嘉英 西山　淳志 香川県観音寺市粟井町１１７１－６ H4.10.20
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政治結社我神有志会 中西　剛士 中西　剛士 兵庫県神戸市垂水区下畑町２０３５ H31.1.4

政治結社金沢翼賛会 松本　瑞樹 松本　瑞樹 石川県金沢市畝田東２－１２３ H14.8.6

政治結社神風青年会 竹道　德祥 神　一晃 北海道石狩市樽川４４５－８６ R2.7.15

政治結社臥龍塾 小井田　幸鵄 青木　均 岡山県倉敷市北畝３－７－１２ H23.8.25

政治結社関西青年協議会本部 井上　薫 井上　二郎 大阪府東大阪市御厨南２－１－３７ H21.9.14

政治結社関西青年同志会 南　照幸 南　照幸 大阪府高石市取石３－９－７１ H1.10.27

政治結社関西青年同志会岸和田支部 白山　正博 白山　正博 大阪府岸和田市田治米町４２８－２ H3.1.28

政治結社関西明誠会 髙野　義明 髙野　太亮 大阪府東大阪市川田３－３－４２ H24.5.25

政治結社菊水会 萬歳　一生 萬歳　一生 兵庫県神戸市灘区城の下通３－２－２３ H24.6.14

政治結社菊水社 山平　太一 山平　太一 福岡県久留米市南町１－１４－１２ H15.7.11

政治結社義統塾 岩崎　健一 岩崎　健一 東京都八王子市三崎町１－１ S56.8.13

政治結社救國邦憲同志會 竹内　由美子 竹内　由美子 茨城県鉾田市飯名４７４－５ H30.4.2

政治結社義友同志会 伊藤　宏季 伊藤　宏季 神奈川県横浜市旭区上川井町６８６－１ H12.12.20

政治結社侠魂塾 増中　清 増中　清 香川県丸亀市西平山町５５ H22.1.28

政治結社●倭党 白井　信之 白井　信之 茨城県つくば市花畑３－１２－１０ H27.2.3

政治結社義菱會 竺原　克也 竺原　さゆり 大阪府東大阪市若江南町４－３－６ H25.7.25

政治結社勤皇党 濱口　年雄 濱口　年雄 大阪府大阪市住之江区粉浜１－１－１０ H15.12.5

政治結社建国神風義塾 北城戸　正則 北城戸　尚美 大阪府大阪市平野区瓜破西１－１３ R3.3.5

政治結社兼心館 田中　直樹 矢沢　亜希 香川県仲多度郡多度津町青木５７３－１ H27.9.8

政治結社憲政義塾 赤澤　信 赤澤　信 兵庫県明石市小久保２－７－９ H21.2.27

政治結社憲政赤心塾 佐々木　久 佐々木　久 埼玉県春日部市薄谷６０－５ H22.5.24

政治結社玄武連合協議会 高山　正章 高山　正章 高知県香南市吉川町吉原１５６９－７９ H20.3.26

政治結社玄洋社 古藤　愼治 古藤　愼治 東京都足立区東綾瀬１－６－７ H25.10.7

政治結社興亜社 清水　凱夫 清水　凱夫 石川県金沢市矢木３－２１８ H3.11.19

政治結社皇國薫仁塾 小岡　勝重 小岡　明美 広島県広島市中区吉島新町２－２５－５ H14.12.3

政治結社皇國防人同志会 長洲　稔 長洲　稔 茨城県東茨城郡茨城町下石崎２５５０－２ H24.2.7

政治結社皇國青年隊 小見波　浩一 伊藤　忍 愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割２０ H26.8.18

政治結社興國忠誠義塾 佐藤　清次 佐藤　芳江 埼玉県和光市下新倉５－１２－２０ H14.3.13

政治結社皇國同志會 加藤　友祥 松葉　茂 愛知県みよし市三好町井ノ花８７ H21.3.16

政治結社光山会 大川　弘光 大里　高士 茨城県鉾田市串挽７０６ H14.3.19

政治結社皇守護國会 渡邉　勝久 小針　義男 福島県安達郡大玉村大山字三合目１７９－１ H28.2.2

政治結社皇心会 岩瀬　重徳 島内　初子 奈良県奈良市東九条町６７５－５ H23.8.8

政治結社皇神社 佐々木　由美 鈴木　力 東京都足立区入谷５－６－２ H14.9.17

政治結社皇心塾 森池　剛 荒木　亨 香川県善通寺市大麻町１０ H7.6.19

政治結社輝心塾総本部 田中　康師 寺本　紀規 大阪府守口市金田町５－１６－３３ H20.7.24

政治結社皇政会 桝本　純一 平本　一也 熊本県熊本市東区東本町２１－１０ H29.7.26

政治結社皇誠塾 山下　清 鈴木　健美 香川県丸亀市富士見町１－３－２３ H7.1.12

政治結社皇統塾 太田　悠斗 村上　竜起 熊本県八代市築添町１７４３－６ H30.10.23

政治結社皇道仁憂會 大路　仁 大路　仁 兵庫県加古郡稲美町中村１８３０－１８ R1.5.30

政治結社行動戦線壬生義塾 石川　德廣 石川　德廣 東京都荒川区南千住１－４１－１２ H4.10.12

政治結社行動戦線壬生青年塾 松澤　正明 北畑　博 埼玉県所沢市荒幡７７２－１ S62.5.14

政治結社皇道忠義会 石川　朋之 伊藤　宏之 千葉県千葉市緑区高田町１９３７－１２３ H25.1.7

政治結社皇道陽明塾 酒井　栄一 酒井　清雅 大阪府高槻市八幡町１０－４ H6.10.12

政治結社興風同志会 藤田　充宏 藤田　充宏 大阪府堺市堺区海山町４－１６８－４２ H14.1.11

政治結社皇豊塾 ●野　澄雄 近藤　明彦 埼玉県和光市白子２－１－８ H23.7.11

政治結社皇方朋友社総本部 網渕　里志 菅野　広成 石川県金沢市深谷町チ１７１ H11.5.27

政治結社皇民愛国塾総本部 青木　源吾 長山　哲也 埼玉県三郷市戸ヶ崎３－３８６－１ H21.3.6

政治結社晃瀧会 江田　勉 小幡　博之 岡山県倉敷市玉島１－８－５５ H29.3.14
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政治結社皇和同志會總本部 山口　政志 前田　哲男 大阪府寝屋川市大成町５－２ H23.11.1

政治結社國志會 伊藤　忠章 白井　久美子 千葉県野田市親野井１５６ H14.4.12

政治結社國士社総本部 宮田　将典 宮田　将典 福岡県大牟田市宝坂町２－５８－７ H9.11.28

政治結社國将會 高橋　正彦 高橋　正彦 岐阜県中津川市中津川３４４９－３ H24.8.2

政治結社國彰挺身隊 瀧野　明 梶原　功治 愛媛県松山市正円寺４－４－１２ H29.6.22

政治結社國志連合会 小林　史明 宮崎　誠 静岡県静岡市駿河区丸子７１０７－６７ H12.6.6

政治結社國心會 土屋　忠雄 土屋　蘭子 福島県伊達郡国見町大字藤田字沢田四２ H24.2.6

政治結社國心攻勇塾 仲林　博隆 仲林　博隆 大阪府大阪市住之江区御崎５－１－１８ H20.2.13

政治結社國政會 坪田　昌大 藤原　和樹 島根県松江市浜佐田町５００－２ H2.5.21

政治結社國政義塾 長峰　貞夫 大里　高士 茨城県鉾田市串挽７０６ H14.3.19

政治結社国風塾 藤井　功二 舩橋　信昭 神奈川県横浜市神奈川区菅田町２９７５－８８ H19.4.27

政治結社國防彰心会 居川　彰次郎 居川　彰次郎 大阪府大阪市北区西天満５－１３－３ H11.10.1

政治結社国防戦線社 申田　徳是 日吉　正義 宮崎県延岡市北浦町市振４８９ R1.5.17

政治結社國防挺身會 朝倉　拓彦 近藤　修 福岡県春日市ちくし台４－８－１ H1.12.15

政治結社国防東海塾 申田　徳是 日吉　正義 宮崎県延岡市北浦町市振４８９ R1.5.17

政治結社国民協議会 清水　政男 小山　秀雄 茨城県古河市上和田８０－７ H4.2.17

政治結社國憂会 松浦　芳和 北橋　光春 東京都豊島区東池袋３－５－７ H11.2.25

政治結社國憂義塾 堀越　亮 鶴町　良 茨城県鉾田市串挽７０６ R2.4.23

政治結社護國會 前田　昌雄 今村　聿呂 鹿児島県指宿市十二町５５９ H29.2.8

政治結社護●皇誠会総本部 寺方　禎康 小出　英夫 大阪府豊中市庄内宝町２－４－２ H30.4.27

政治結社護國修義塾 森田　敦史 森田　敦史 東京都町田市相原町２０８３－２ H27.10.21

政治結社護国青年社 造田　憲孝 造田　憲孝 大阪府大阪市淀川区西中島１－１－２７ H6.2.18

政治結社国警塾 渋谷　和久 小笠原　義通 東京都墨田区横川２－１１－１ H7.2.8

政治結社西行社 𠮷田　時忠 黒田　英一 愛媛県松山市下伊台町５７－６ H17.3.17

政治結社山憂連合総本部 大久保　明 赤石　圭吾 山梨県甲斐市大久保１４００－１０２ H24.4.12

政治結社三和塾 茂田井　広幸 山下　弘一 静岡県沼津市大平２２６６－２ H25.9.30

政治結社志皇會 坂井　清一 藤岡　由道 岡山県岡山市北区奥田２－１－２８ H13.7.30

政治結社志國塾 具志堅　馨 具志堅　馨 東京都板橋区若木１－１２－２ H30.9.7

政治結社士魂塾北海道総支部 宮本　盛 小畑　●紀子 北海道札幌市中央区宮の森三条６－９－８ H25.4.2

政治結社志政会 加藤　勝治 加藤　勝治 宮城県仙台市若林区若林４－２－２０ H15.7.11

政治結社至誠会 大串　政生 糸田川　直樹 大阪府枚方市樋之上町２－３５ R2.3.27

政治結社志政塾 瀧本　明利 瀧本　明利 岡山県津山市井口１４３ H21.6.17

政治結社侍闘塾総本部 西口　虎男 西口　虎男 大阪府四條畷市岡山５－１３－７ H27.1.15

政治結社秀皇会 安藤　淳 藍　正和 千葉県長生郡長生村驚１５４－３ H21.6.15

政治結社守魂正道會 他力　隆行 井上　富夫 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台１０－６ H5.4.20

政治結社純血党 山本　清 山本　清 千葉県千葉市花見川区長作町２００８ H26.4.22

政治結社殉國洞海塾 中山　晃成 吉武　成悟 福岡県北九州市戸畑区中原西１－７－１ H21.4.17

政治結社勝共塾 鹿又　勝 小澤　正志 東京都品川区豊町５－９－５ H11.9.9

政治結社昭魂塾 杉田　和男 鈴木　勝之 静岡県浜松市浜北区宮口４１１－１ H25.2.22

政治結社丈心塾 海老原　直樹 蛯名　邦彦 千葉県印西市小林６３２－１０ H16.7.2

政治結社松道会 樋口　博一 樋口　博一 東京都足立区梅田２－４－１５ H23.4.7

政治結社尚馮会総本部 尾﨑　行雄 尾﨑　行雄 大阪府岸和田市大北町１９－３ H9.10.16

政治結社松籟會 石原　幹望 石原　幹望 大阪府大阪市西成区岸里東１－２－２ S61.12.24

政治結社眞雅青年社 安部　倉義 内野　真二 大阪府守口市金田町１－４６－９ H17.8.26

政治結社神教戦闘狼會 原田　泰治 原田　泰治 徳島県美馬市脇町字拝原４０－１９８－２ R3.1.25

政治結社新光社 斉藤　光明 中居　年夫 埼玉県北本市中央４－６－１ H13.5.29

政治結社神皇同志会 合田　真治 吉野　敦士 岡山県岡山市東区瀬戸町弓削８６０－２ H8.11.29

政治結社神皇同志会長野県本部 菅沼　昌平 森本　博之 長野県飯田市育良町３－４－１０ H19.9.7
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政治結社神攻道陣会 鈴木　明子 丸山　正人 愛知県名古屋市西区笹塚町２－５９－２ R3.4.21

政治結社神國青年社総本部 畝本　靖司 畝本　靖司 大阪府堺市美原区阿弥５１－５ H14.4.19

政治結社神州憂國會 神谷　亮ディビッド 神谷　亮ディビッド 千葉県船橋市大穴北１－２５－２７ R3.12.23

政治結社神聖会 大城　勝 大城　勝 東京都東久留米市前沢２－６－５ H24.8.2

政治結社新誠同志会 森田　正人 鎗内　宏行 香川県仲多度郡多度津町西浜１２－１８ H3.6.15

政治結社神誠同志會 山本　貴之 日樫　麻耶 三重県伊賀市八幡町３１９７－１ H11.12.24

政治結社眞生倭同志會 眞木　司 眞木　司 滋賀県湖南市東寺５－２－２０ H18.11.1

政治結社神誠連合 山本　貴之 日樫　麻耶 兵庫県神戸市中央区中山手通２－１５－１３ H8.5.31

政治結社神勅匡弼社 安藤　雄二 山田　秀和 北海道苫小牧市ときわ町１－１０－１８ H26.3.7

政治結社新日本育成會 中村　信廣 林　昌孝 香川県木田郡三木町田中５１１６－９ H14.2.15

政治結社新日本會 長山　久志 長山　久志 大阪府堺市中区深阪２丁１０－１０ H23.4.25

政治結社新日本義央塾 田中　孝則 佐藤　謙一 栃木県宇都宮市瑞穂２－２－６ H14.5.24

政治結社新日本侠栄会 中上　章文 中上　章文 三重県伊賀市上之庄１２９５ H31.2.22

政治結社新日本広靖社 杉本　瑛郎 藤田　正博 大阪府大阪市城東区東中浜５－７－１９ R3.12.9

政治結社新日本志誠会 萩野　健司 萩野　健司 大阪府大阪市浪速区浪速西２－５－１ H17.11.25

政治結社新日本神風会大阪本部 小澤　昌平 小澤　美穂 大阪府貝塚市清児１２４４－６ R2.8.11

政治結社新日本創政會 正村　勇治 中沢　清高 東京都新宿区西新宿３－５－３ H14.12.26

政治結社新日本誠塾 大髙　吾郎 沖田　厚志 大阪府交野市私部西４－１５－３ H12.7.10

政治結社仁乃会 山中　守 町田　勝 埼玉県秩父市金室町１８－２ H23.11.1

政治結社新風義勇隊 鈴木　浩己 鈴木　佐登美 神奈川県川崎市川崎区川中島１－２４－１４ H23.4.12

政治結社神風創竜會 田尻　竜一 田尻　竜一 熊本県熊本市北区清水東町２－２５ R3.12.13

政治結社心武館日本成道塾 髙橋　祐介 髙橋　祐介 茨城県かすみがうら市田伏３２８７－１ H19.5.30

政治結社政栄義塾 赤嶺　滋 太田　靖子 兵庫県宝塚市野上５－１－１４ H28.1.21

政治結社政栄同志社 藤原　秀憲 藤原　秀憲 兵庫県神戸市中央区二宮町１－１４－１９ H22.3.29

政治結社正氣塾 若島　和美 若島　和美 長崎県長崎市三川町１３０８－５ S56.4.28

政治結社正氣塾千葉県本部 橋本　勝昭 橋本　勝昭 千葉県銚子市植松町６２０２－８ R2.7.17

政治結社政経塾 平山　真一 上田　達也 大阪府南河内郡河南町平石２９６－３ S62.10.15

政治結社政経同友会 佐々木　千之介 宮岡　秀子 東京都新宿区大久保２－７－１ H19.6.1

政治結社政治運動研究所 富施　光治 富施　光治 茨城県水戸市河和田１－１６１４－５ H21.6.29

政治結社政心会 村上　彰 佐野　昭弘 愛媛県西条市石田４９４－８ S57.5.17

政治結社政進会 小山　秀雄 渡部　健一 茨城県古河市上和田８０－７ H6.3.23

政治結社●心会総本部 田中　太一 中川　和寿 大阪府門真市御堂町１８－２５ R3.8.24

政治結社誠憂義塾総本部 的場　貴昭 河東　成烈 愛知県岡崎市小呂町２－３８ H10.5.14

政治結社政友皇志会 加藤　信市 加藤　信市 神奈川県相模原市南区新戸２１０２－２ S61.9.8

政治結社政雄社 宮本　政幸 山本　春三 兵庫県尼崎市塚口本町２－３２－３ H30.5.17

政治結社清龍会 山道　敏彦 山道　敏彦 香川県丸亀市川西町南２３３－９ H26.1.22

政治結社晴龍義塾総本部 小原　健一 小原　健一 神奈川県横浜市南区若宮町２－７ R1.5.24

政治結社晴龍義塾西東京本部 天野　光輝 大塚　厚範 東京都日野市万願寺１－２６－４ H21.5.26

政治結社盛和塾総本部 宮本　盛 小畑　●紀子 北海道札幌市中央区宮の森三条６－９－８ H25.4.2

政治結社紲道会総本部 斉藤　康司 北嘉多　将 北海道札幌市白石区菊水元町七条１－８－２２ H14.11.29

政治結社全国全農ＪＡ美馬覚醒舎 原田　泰治 原田　泰治 徳島県美馬市脇町字拝原４０－１９８－２ R2.1.7

政治結社千翔塾 大西　和美 大西　和美 岡山県岡山市中区平井１１７４－２９ R1.5.7

政治結社「全日本愛國者共闘會議」 横山　和之 横山　和之 兵庫県神戸市兵庫区新開地４－５－１５ H29.1.11

政治結社全日本監視同盟 岡本　和博 早雲　日出男 徳島県美馬市穴吹町穴吹宇西成戸１４５ H20.12.19

政治結社宗心塾 大野　勝人 大野　勝人 北海道札幌市北区新琴似町２５７－８ H23.4.22

政治結社祖國防衛隊 和田　恒一 木下　健児 大阪府大阪市中央区徳井町２－１－１１ S51.1.12

政治結社祖國防衛隊香川県本部 和田　恒一 新地　栄司 香川県綾歌郡綾川町陶７０１７－２ H4.6.2

政治結社祖國防衛隊熊本県本部 松永　昭浩 松永　昭浩 熊本県山鹿市大字山鹿１３１６ H14.3.7
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政治結社祖國防衛隊島根県本部 山口　寛 稲村　幹夫 島根県松江市東出雲町春日８３２ H12.7.25

政治結社祖國防衛隊徳島県本部 楠　伸二 楠　伸二 徳島県鳴門市撫養町黒崎字磯崎５９ H14.3.8

政治結社祖國防衛隊中大阪本部 中辻　孝仁 小野　嘉夫 大阪府大阪市住吉区苅田６－１１－１６ H14.3.5

政治結社祖國防衛隊中九州本部 大津　幸男 野田　秀晴 福岡県久留米市螢川町７－９ H14.3.13

政治結社祖國防衛隊北海道本部 寺分　良男 池田　義範 北海道函館市東山町１４４－３１ H14.3.15

政治結社祖國防衛隊南大阪本部 芝田　功 辻　重夫 大阪府大阪市住吉区苅田６－１１－１６ H14.6.24

政治結社大行社岡山支部 久長　剛 北口　大倫 岡山県岡山市南区藤田７２４－１１３ H4.7.1

政治結社大真塾 岩元　賢次 岩元　賢次 岡山県真庭市台金屋４５９－１７ H7.2.28

政治結社大日本愛国正導会 三上　誠司 久保倉　久夫 神奈川県横須賀市阿部倉１７ R3.11.15

政治結社大日本愛国赤心塾 佐野　城二 後藤　基治 神奈川県秦野市柳町２－８－９ H24.1.4

政治結社大日本愛国連盟 石堂　英明 石堂　英明 埼玉県春日部市中央５－５－１８ H10.9.24

政治結社大日本亜細亜連合 小見波　浩一 上山　一也 愛知県豊橋市神野新田町字ハノ割２０ H26.8.18

政治結社大日本維新同志會 堀　光明 堀　光明 大阪府寝屋川市池田西町１１－２３ H12.2.10

政治結社大日本維新同志會総本部光和維新塾 中川　貴美子 中川　和子 大阪府寝屋川市池田西町１１－２３ H17.10.18

政治結社大日本菊水会 並木　寛 吉井　正夫 東京都大田区西蒲田８－７－１３ S60.10.21

政治結社大日本菊誠会 中村　俊秋 中村　俊秋 福岡県久留米市白山町４８９－８ R2.3.12

政治結社大日本義神塾本部 藤村　義史 藤村　義史 大阪府寝屋川市大成町２９－５ H27.2.20

政治結社大日本義烈社 長谷川　良一 長谷川　良一 千葉県船橋市三咲５－９－１０ H30.11.27

政治結社大日本皇海団総本部 前代　まゆみ 前代　まゆみ 徳島県美馬市脇町字井口９９－３ H18.4.10

政治結社大日本興志会 井手　利徳 磯畑　元二 福岡県福岡市南区柳河内２－３－４１ H11.5.7

政治結社大日本光志会 阿部　真澄 阿部　真澄 大分県中津市鍋島７７２ H24.6.12

政治結社大日本皇心会総本部 山本　晴男 山本　晴男 岐阜県中津川市手賀野１７６－３ H4.9.21

政治結社大日本皇誠同志會 大越　浩一 大越　浩一 栃木県宇都宮市南大通り１－４－２０ H23.6.27

政治結社大日本光誠同志塾 朝田　誠治 海谷　庄司 東京都立川市幸町２－３１－２２ H11.4.8

政治結社大日本皇道國士義勇会 小椋　亮 谷　元樹 神奈川県茅ヶ崎市西久保１５２８ R3.12.6

政治結社大日本晃勇社 谷石　敏人 井口　穣 福岡県田川市川宮１３５７－４ S62.7.6

政治結社大日本煌翼会 池田　益男 丸山　将司 福岡県飯塚市大字八木山２６８８ H15.7.31

政治結社大日本國士會 引地　孝八 八巻　裕一 福島県伊達市梁川町古町３８－１ S60.11.7

政治結社大日本國心塾 髙橋　典子 髙橋　幸一 群馬県みどり市笠懸町阿左美１１７３－８ H21.2.17

政治結社大日本国命会総本部 森　浩二 森　浩二 神奈川県横浜市旭区南希望が丘２－２ R3.4.12

政治結社大日本思想同志会 菊地　英晴 菊地　英晴 東京都立川市幸町５－７６－１５ S55.3.19

政治結社大日本実誠塾 逆井　徹 逆井　徹 埼玉県春日部市備後東７－２－１７ H9.4.21

政治結社大日本至道会 早野　岳志 早野　岳志 埼玉県本庄市小島南３－７－１５ H28.7.28

政治結社大日本自由民主国勇士隊 藤田　元義 藤田　かよ 宮城県仙台市太白区東中田６－１２－３５ H22.8.17

政治結社大日本殉誠会 田渕　健二 沖　浩之 大阪府池田市豊島南１－１１－２２ H11.2.5

政治結社大日本定士団 緒方　宏伸 松宮　勝也 大阪府堺市美原区平尾２３００－１ H14.2.14

政治結社大日本定士団奈良本部 松宮　勝也 松宮　勝也 奈良県天理市石上町６１３－２９ H18.2.7

政治結社大日本昇龍会 掛野　泉 掛野　泉 岐阜県関市柳町７－１ S56.4.9

政治結社大日本神國社 延原　誠 延原　正治 岡山県勝田郡奈義町馬桑１１５－６ H11.1.18

政治結社大日本新政會山陰本部 秋葉　智典 秋葉　智典 島根県浜田市殿町１３１－３０ H17.10.21

政治結社大日本神風会 桝田　恭典 桝田　恭典 三重県尾鷲市矢浜４－５－１５ H12.12.12

政治結社大日本心和會 松前　喜代治 松前　喜代治 奈良県天理市石上町６１３ H20.1.23

政治結社大日本眞和同志會 川原　健太 中西　亨 広島県福山市紅葉町６－６ H23.12.21

政治結社大日本靖守会 渡邉　勝広 吉田　美重子 大阪府大東市三箇２－２－２１ H20.9.5

政治結社大日本清導会 百武　次郎 百武　次郎 京都府亀岡市北河原町１－４－１８ H13.5.23

政治結社大日本政友会 青田　信也 青田　信也 福岡県北九州市戸畑区牧山海岸１－２０ H22.5.14

政治結社大日本西雷會総本部 横山　千明 三原　康男 兵庫県明石市鍛冶屋町１－６ S62.4.14

政治結社大日本政鈴会 下林　幸秀 下林　幸秀 山口県下関市安岡駅前１－１１－１１ H3.3.13
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政治結社大日本忠義塾 岸川　隆久 岸川　隆久 東京都北区岸町２－２－３ H29.9.7

政治結社大日本月美会本部 山下　上一 山下　上一 福井県福井市月見５－３－１１ H18.8.28

政治結社大日本天誠会総本部 横田　健 松下　和久 愛知県豊橋市西岩田２－５－９ H24.11.5

政治結社大日本天政会本部 出雲　祥邦 出雲　祥邦 大阪府東大阪市新家中町１－８ H25.5.17

政治結社大日本天命塾 青木　和男 青木　和男 新潟県北蒲原郡聖籠町大字藤寄５０２－２ H18.5.26

政治結社大日本燃乃魂塾 田中　和弘 石戸　広樹 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央１－４－４５ R3.4.28

政治結社大日本日ノ丸会 上田　徳司 手島　力 福岡県大牟田市天領町１－３３ R2.5.18

政治結社大日本轟会総本部 吉田　敦喜 吉田　敦喜 宮崎県延岡市北川町川内名４９９７ H2.6.12

政治結社大日本大和会 原　健二 原　健二 長崎県佐世保市鵜渡越町４５ H27.1.26

政治結社大日本憂國天●塾大阪総本部 辻　隆 辻　修 兵庫県伊丹市御願塚７－１－２０ H5.9.3

政治結社大日本憂国勇士會 山本　竜也 横山　周市 岡山県津山市押入１０９５－５ H2.4.2

政治結社大日本友志會 井関　輝顕 鬼沢　伸 茨城県神栖市平泉東３－５－１３ H28.4.4

政治結社大日本憂志塾 竹内　真一 竹内　真一 愛知県名古屋市港区浜２－２－１２ H29.1.19

政治結社大日本祐進会 郡山　嗣史 堤　英夫 福岡県福岡市南区高宮２－１－４０ S62.10.16

政治結社大日本戮粋社 是永　英樹 佐々木　零 福岡県田川郡川崎町大字田原１１６－７ S56.10.3

政治結社大日本龍愛会総本部 福田　龍司 木下　達司 大阪府大阪市北区長柄東２－４－１ H10.2.18

政治結社大日本和皇塾 大野　健太郎 大野　健太郎 埼玉県春日部市増戸６０４－１６ H29.12.12

政治結社太平洋協会 白崎　雅博 加藤　俊勝 千葉県八街市東吉田５６１－６２ H15.2.24

政治結社忠孝塾護国豊饒隊総本部 佐々木　秀三 岡本　武 宮城県仙台市宮城野区小田原１－９－３３ H16.4.13

政治結社中部維新同志會 寺田　敦夫 寺田　敦夫 愛知県瀬戸市北松山町２－１００ R1.6.28

政治結社長州塾 小田島　洋之 飯田　勉 山口県光市島田２－１１－２８ H7.3.16

政治結社帝昌会総本部 花谷　富司 花谷　富司 和歌山県海草郡紀美野町長谷１０６１－１ H7.3.10

政治結社天道義神塾 古賀　天明 古賀　天明 長崎県佐世保市鵜渡越町４５ H27.7.2

政治結社天武会 篠原　宏 篠原　宏 香川県丸亀市今津町７４１－１８ H2.8.22

政治結社天祐同志會大阪本部 橋野　研一 島内　勉 大阪府堺市西区浜寺石津町西４－２０－３６ H16.3.24

政治結社天祐同志會総本部 千﨑　勉 千﨑　勉 岡山県岡山市南区三浜町１－１－２１ S61.7.23

政治結社天祐同志會三重県本部 小林　良隆 小林　良隆 三重県鳥羽市安楽島町６３７－１ H14.11.5

政治結社東志会 東　孝一 笠原　大輔 千葉県柏市増尾５－１７－９ R1.6.11

政治結社稲信義塾 三輪　昌宏 兵頭　玲吾 愛知県名古屋市中川区新家１－２９０１ H22.8.26

政治結社道仁社 坂東　信仁 山本　裕輔 北海道札幌市東区北十六条東１２－２－１５ H23.10.14

政治結社東誠塾 松本　豪 坂田　綾御 神奈川県相模原市中央区東淵野辺４－３５－４４ H30.8.1

政治結社東方社 北島　泰三 米川　雅実 兵庫県西宮市江上町６－４ H11.12.27

政治結社統友会 本松　英介 甲田　誠也 熊本県八代市鏡町芝口１９９－１ H23.7.19

政治結社朋会 茂田井　広幸 西川　寿男 静岡県沼津市大平２２６６－２ R1.6.12

政治結社日公社青年同盟 松本　征男 木村　仁 埼玉県新座市畑中１－１７－４９ H17.11.15

政治結社日本一光塾 中澤　成光 中澤　成光 愛知県名古屋市中川区中郷３－３９６ H24.11.2

政治結社日本凱誠塾 藤本　展紀 秋山　智之 東京都足立区谷在家３－２６－９ H3.2.8

政治結社日本義結團 神津　正 神津　正 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１５－８ H31.4.18

政治結社日本宮清塾 大宮　俊英 大宮　俊英 広島県福山市柳津町５１６－１０ H21.2.17

政治結社日本玄洋社茨城県本部 西川　泰功 師岡　光徳 茨城県神栖市知手中央２－５－２５ H16.10.25

政治結社日本玄洋社関東総本部 山崎　潤一 金田　慎太郎 茨城県神栖市知手中央２－５－２５ H23.1.28

政治結社日本玄洋社京都本部 足立　崇 横山　真一 京都府福知山市字和久寺小字下山３－２１ H24.1.23

政治結社日本厚誠社 沖田　厚志 高橋　美智子 大阪府寝屋川市緑町１６－５ H28.3.23

政治結社日本皇民党 大島　竜珉 中釜　信行 香川県高松市屋島西町６７８－１１ S55.5.22

政治結社「日本國土死守党」 三間　主人 三間　主人 兵庫県神戸市兵庫区新開地４－５－１５ H24.1.10

政治結社日本國輝塾総本部 奥田　利一 奥田　利一 大阪府摂津市千里丘５－２－２７ H21.5.7

政治結社日本信皇会総本部 田中　義信 湯野　謙 熊本県八代市永碇町１０６５－１４ H21.6.25
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政治結社日本誠照社 小坂　威喜男 小坂　威喜男 福岡県福岡市城南区長尾１－１８－１ H30.11.14

政治結社日本誠心貫行社 菅原　敦 菅原　敦 大阪府枚方市茄子作１－１２－１２ H27.3.24

政治結社日本青年大志党 稲葉　眞 伊藤　雄一 静岡県伊豆市瓜生野３９７ H29.6.26

政治結社日本青年党 行安　直一 山口　正 香川県綾歌郡綾川町陶７０１７－２ H13.1.4

政治結社日本誠和同志会 栗原　淳 栗原　浩 神奈川県相模原市緑区長竹３６４－６ H9.7.4

政治結社日本赤心会 亀澤　浩 山内　政人 鹿児島県鹿児島市城山１－７－６５ H23.7.14

政治結社日本赤心社 寺田　裕也 寺田　裕也 東京都江戸川区春江町４－８－５ H22.5.27

政治結社日本壮士会 平野　幸男 平野　幸男 群馬県館林市苗木町２６４６－１２ H1.10.16

政治結社日本天眞塾総本部 藤澤　眞二 藤澤　眞二 長崎県長崎市三川町１３０８－５ H7.7.3

政治結社日本同盟 生方　武美 生方　武美 東京都荒川区西尾久２－２５－６ H23.6.21

政治結社日本民族同盟 野口　義隆 小島　諭 東京都江戸川区一之江８－１８－１４ R2.2.25

政治結社日本民族文化協会 田中　春悟 田中　春悟 香川県高松市屋島西町２４７５－２ R2.5.27

政治結社日本猶興社 福山　辰男 新井　秀行 埼玉県川越市松江町２－２－１５ H27.6.19

政治結社日本翼誠會 塚木　直美 杉山　豊 岡山県津山市大吉７４８－６ H11.8.16

政治結社日本労使協議会総本部 殿川　純弘 殿川　純弘 大阪府大阪市平野区平野南１－４－１７ H24.4.27

政治結社葉隠道士会 佃　裕一 佃　裕一 東京都目黒区八雲２－１９－８ H9.3.10

政治結社博心塾 千秋　博正 千秋　博正 香川県三豊市豊中町笠田笠岡６００－１ H16.10.13

政治結社白龍会 内田　敏幸 荻野　一善 神奈川県横浜市港南区笹下５－２０－２ H6.3.25

政治結社八州宗心塾 吉野　信幸 中村　泰之 福岡県田川郡添田町大字野田３５０ H11.4.8

政治結社撥乱翼賛会 藤村　義史 藤村　繚子 奈良県奈良市北登美ケ丘６－６－２５ H21.4.1

政治結社播心塾 山口　直輝 山口　直輝 兵庫県佐用郡佐用町金屋５６０－１ H26.1.31

政治結社播政会 田中　弘幸 岸田　壮平 広島県広島市安佐南区長束５－１５－７ H16.4.8

政治結社伴東社左図 池谷　幸雄 金沢　進二 東京都中野区沼袋４－２－１１ R2.7.30

政治結社日の丸惟神義塾 西口　哲也 西口　哲也 大阪府松原市東新町１－１０－２３ H24.3.30

政治結社日の丸昂揚会 稲本　邦夫 稲本　邦夫 大阪府大阪市生野区小路３－５－８ H16.6.7

政治結社日ノ丸國防隊総本部 田仲　洋子 田仲　洋子 大阪府泉南郡岬町淡輪３７４３－１１０ H15.8.18

政治結社日乃丸青年隊 山崎　吉明 緒方　孝名 東京都台東区北上野２－３２－１０ S62.4.6

政治結社日の丸同志会 帯刀　将智 林　憲慈 大阪府豊能郡能勢町平通１０１－３８６ H27.4.27

政治結社日の丸連合愛国会北海道本部道北
支部

橘　政雄 小松田　満 北海道樺戸郡新十津川町字花月１５６６－１ R3.4.7

政治結社白皇社 田口　輝夫 吉田　宏行 東京都世田谷区千歳台５－３－３３ H30.2.26

政治結社飛龍會総本部 手代木　斉 手代木　浩子 埼玉県鴻巣市滝馬室９８１－７ H17.11.11

政治結社風神会 高橋　信吾 高橋　信吾 神奈川県逗子市小坪２－１１－１３ H8.6.18

政治結社武德の會 塚原　貴之 比留川　隆之 広島県広島市中区舟入本町１０－１２ H25.2.22

政治結社部落解放同盟北海道連合会陸奥（み
ちのく）支部

大井　孝夫 松尾　欣也 福島県南相馬市原町区上北高平字高松２０７－１１ H17.1.27

政治結社芳国市民連合 千﨑　勉 千﨑　勉 岡山県倉敷市日ノ出町１－７－１５ S61.2.24

政治結社報徳会 中村　広仁 堀越　久雄 千葉県君津市北久保１－１－５ R3.11.22

政治結社望楠社 小田　昇 早坂　徹也 宮城県仙台市宮城野区新田３－６－１９ H13.6.14

政治結社豊雄塾 本宮　浩行 井川　隆行 千葉県東金市台方３５６－２ H5.4.20

政治結社北櫻塾 新井　利光 平井　明 埼玉県北本市本町８－１３９－１ H16.7.28

政治結社北心会 長峰　貞夫 大堀　益弘 茨城県鉾田市串挽７０６ H14.3.19

政治結社北雷社 河野　利光 長　正澄 石川県金沢市平和町２－３－４ H13.8.22

政治結社ポポロの騎士団 德野　陽子 德野　陽子 千葉県柏市新逆井２－１１－３０ H22.5.11

政治結社ますらお会 杉本　茂光 河野　光宏 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４７０３－１ H27.4.7

政治結社御國塾 中村　浩将 大関　強 神奈川県相模原市緑区西橋本４－５－２１ R3.4.22

政治結社瑞穂赤心同盟 小出　雄之 梅澤　耕二 広島県広島市中区平野町２－１ H8.12.6

政治結社緑会 柿野　雅則 柿野　道男 兵庫県明石市大観町１６－４ H10.8.4
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政治結社民族評議会 酒井　達也 辻　克義 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１－６－１５ S59.5.22

政治結社無学玄機塾 佐藤　勝人 菱沼　寛 宮城県仙台市太白区金剛沢２－７－６１ H18.7.21

政治結社無学舎 中西　光公 尾谷　春男 兵庫県神戸市垂水区下畑町字鷲ヶ尾３１２－１ H29.4.24

政治結社明信義塾サットン調査団 赤松　純子 赤松　純子 三重県名張市新田１３０４－５ H21.10.13

政治結社八紘会 松本　豪 坂田　綾御 神奈川県相模原市中央区東淵野辺４－３５－４４ H14.6.3

政治結社大和維新会 筆保　重美 成田　勝彦 京都府宇治市安田町大納言３１－１０ H13.10.2

政治結社大和維新塾 松永　航 滝口　光 愛知県名古屋市北区水草町２－６０－２ H25.9.24

政治結社大和義皇社 中川　公一 中川　公一 奈良県北葛城郡広陵町沢１８４－３ H22.2.24

政治結社大和皇司塾総本部 藤家　正美 原田　和人 佐賀県鹿島市大字高津原４３１４－３ H16.9.9

政治結社大和塾 守分　四郎 守分　四郎 香川県仲多度郡多度津町家中７－１３ H3.6.3

政治結社大和勇和塾 嶋田　朋広 嶋田　朋広 奈良県桜井市阿部４９４－１１ R2.2.19

政治結社山秀塾 山本　秀樹 三浦　義彦 大阪府大阪市港区弁天４－７－１４ R2.7.10

政治結社憂國維誠會 渡邊　建也 渡邊　建也 大阪府大阪市西区九条１－２－２０ H14.4.4

政治結社憂国会議 大島　伸浩 羽太　辰騎 茨城県結城郡八千代町若１７３３－１ H18.2.1

政治結社憂國捷和會 石川　豪泰 石川　豪泰 東京都江東区東雲２－７－１ H30.5.8

政治結社憂国清神塾 松居　秀憲 松居　秀憲 大阪府大阪市西淀川区歌島２－９－３１ H10.4.13

政治結社憂國青年塾総本部 西ノ薗　利昭 石井　精一郎 大阪府藤井寺市大井４－１１－５０ H13.12.28

政治結社憂國大義会 白川　憲一 松本　英一 香川県善通寺市与北町１３３２ H9.8.7

政治結社憂国日本飛翔会 田中　春悟 田中　春悟 香川県高松市屋島西町２４７５－２ R2.5.27

政治結社雄龍会 石川　雄一郎 伊藤　開 愛媛県四国中央市妻鳥町１５－１３ H27.1.6

政治結社雄龍会観音寺支部 高橋　本壽 信藤　充広 香川県観音寺市大野原町花稲４１５－２ H27.7.10

政治結社雄龍会三豊支部 相良　和城 矢野　伸明 香川県三豊市山本町河内３７０３－３ R2.2.5

政治結社翼心同志会 齋藤　翼 齋藤　翼 宮城県仙台市若林区大和町５－１８－１２ H25.7.18

政治結社義徳塾 手塚　智 徳田　つや子 鹿児島県鹿児島市平川町４５５４－１ H14.11.27

政治結社誉心会 石川　雄一郎 伊藤　開 愛媛県四国中央市妻鳥町１５－１３ S60.4.6

政治結社龍心社聖史塾総本部 市川　智和 市川　智和 山梨県富士吉田市向原３－１４－３２ H15.4.4

政治結社綾勇同盟 櫻井　翔太郎 加藤　友祥 愛知県名古屋市中川区万場５－１４０５ H27.5.1

政治結社励心会 𠮷原　和弘 瀬尾　勝彦 千葉県長生郡長生村驚１５４－３ H26.2.13

政治結社令和維新塾総本部 中野　伸吾 中野　伸吾 兵庫県丹波市山南町和田４７２－２ H31.4.1

政治結社烈風塾 板垣　洋介 板垣　哲也 北海道伊達市中稀府町７６－１ R3.4.9

政治結社廉清会 小室　浩 国富　貴也 鳥取県岩美郡岩美町浦富２８７７－４ H19.6.11

政治結社和興起塾 染谷　惠一 菅沼　康夫 東京都武蔵野市吉祥寺東町３－１４－２３ R1.6.25

政治研究会コスモ 加藤　二朗 長谷部　千尋 東京都立川市柴崎町２－１７－２ H11.9.22

政治工学研究所 池田　正顕 張戸　英子 東京都港区虎ノ門３－８－２６ H24.3.5

青史塾 林　隆広 林　隆広 神奈川県厚木市宮の里４－１－４ H24.4.24

政治政策研究会 齋藤　國男 中村　真優 埼玉県入間市東藤沢４－９－２３ R3.4.5

政治団体アカデメイア 中山　晋隆 中山　朋子 東京都府中市押立町１－３５－７１ H22.6.17

政治団体亜細亜総研 上原　健次 上原　健次 東京都台東区根岸４－１９－６ H16.2.6

政治団体亜細亜民族運動社連合 張本　政文 張本　政文 三重県員弁郡東員町笹尾東３－１０－１２ H24.7.20

政治団体活動法人寿生会 杉本　松雄 越山　洋子 静岡県沼津市西椎路９３３－１ H14.9.19

政治団体関西平和塾総本部 今井　宏和 今井　宏和 大阪府寝屋川市黒原旭町２５－３ R3.4.9

政治団体矜持会 竹井　信一 竹井　信一 大阪府寝屋川市太間東町７－７ R2.11.18

政治団体国士会 谷田　充 富田　朝久 愛媛県松山市祝谷東町４３６－２ S61.9.3

政治団体国政調査研究会 安達　美夫 安達　美夫 東京都千代田区東神田２－６－２ H28.11.2

政治団体国歌啓蒙委員会 野崎　幸三 市川　重幸 東京都練馬区関町東１－２０－１４ H20.3.21

政治団体札幌日の丸掲揚会 秋庭　一仁 平野　豊 北海道札幌市白石区米里三条２－８－１２ H22.10.26

政治団体三徳会 川枝　宏美 川枝　カンナ 大阪府松原市高見の里２－１２－１２ H21.4.14

政治団体獅子会 岡本　尊仁 倉橋　さゆり 大阪府枚方市牧野北町１０－３３ H13.7.3
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政治団体勝義 抦脇　勝二 抦脇　義幸 大阪府大阪市鶴見区放出東３－１１－１０ R3.11.16

政治団体新政経同志会 山本　英信 山本　英信 兵庫県尼崎市潮江１－１５ S56.6.13

政治団体新日本楠公会 松下　一彦 竹之内　伸司 茨城県常陸大宮市野上２６８－７ H12.2.4

政治団体新日本立風会 清水　武 小林　茂 山梨県甲府市中央５－６－１８ H30.11.1

政治団体政道會義塾 小出　邦之 笠島　昭男 東京都昭島市田中町２－５－１２ H21.6.23

政治団体世界環境保全推進機構 古津　英明 古津　美江子 大阪府岸和田市天神山町２－１４－１１ H20.7.15

政治団体全国天祐連合会 千﨑　勉 千﨑　勉 岡山県岡山市南区三浜町１－１－２１ H3.3.28

政治團体蒼心聯盟 岩城　誠太郎 坂倉　安夫 愛媛県松山市三番町８－３５４－４ H19.7.17

政治団体創清会 川口　晃一郎 川口　晃一郎 大阪府大阪市西成区岸里東１－４－１８ H16.7.8

政治団体尊皇大和会 岡田　博史 佐竹　奈美絵 奈良県天理市丹波市町４７７－３ H28.11.11

政治団体天奉の会 濱松　光 濱松　光 山口県山口市吉敷下東３－３ H25.7.19

政治団体「道路法を追求・救済する会」 稲本　邦夫 稲本　邦夫 大阪府大阪市生野区小路３－５－８ H13.7.12

政治団体日本救世学会 池本　宗将 後藤　恵美子 大分県大分市長浜町１－１２－３ S63.2.9

政治団体日本皇心館 堀　秀一 池田　美智子 熊本県球磨郡あさぎり町上西１２ R2.1.30

政治団体日本皇政同盟 加藤　清貴 鈴木　司 愛知県西春日井郡豊山町豊場伊勢山２８０ H30.6.21

政治団体日本国政党 佃　裕一 佃　裕一 東京都目黒区八雲２－１９－８ H4.1.23

政治団体日本青風同盟東北本部 加藤　隆義 来栖　繁 宮城県遠田郡美里町二郷字佐野１－１６ H14.4.30

政治団体日本同和清光会 田邊　満智雄 永井　景士 東京都足立区千住大川町１１－１７ H30.4.24

政治団体日の丸会総本部 矢倉　弾正 梶　正勝 東京都江戸川区中葛西２－２３－３ H5.10.29

政治団体民主同和連合会 太田　克美 辻　芳樹 愛知県知多市岡田字宝ノ脇１－１ H20.8.7

政治団体ＹＫＺＣ静岡 茂田井　広幸 山下　弘一 静岡県沼津市大平２２６６－２ H22.11.24

政治に世代交代を求める会 八田　伸吾 菱沼　博之 千葉県浦安市明海４－２－５ H23.3.24

政治のコンビニ松ぼっくりの松ちゃん 松川　公浩 松川　恭子 神奈川県相模原市緑区西橋本３－５－９ H25.6.27

政治発明党 中松　義郎 宮城　調二郎 東京都世田谷区下馬６－３１－１０ H4.6.3

青嶂会 細田　秀雄 林　利宜 島根県松江市堂形町７８９ S53.5.15

政治連盟新労働研究会 出井　智将 野口　正一 東京都港区新橋４－５－１ H4.11.16

政治連盟大日本國榮会本部 安福　太一 安福　太一 大阪府大阪市港区弁天４－１３－１０ H8.3.18

政治連盟日本柔整総研 成清　圭吾 重松　美紀 福岡県筑後市尾島１２１ H21.11.5

政治を考える会 伏見　隆太郎 伏見　隆太郎 東京都中央区築地５－６－４ S51.7.7

西伸会 村山　好弘 出口　孝二郎 東京都荒川区町屋６－２４－１２ S51.1.7

誠信会 岸　信夫 堀　渉 東京都千代田区永田町２－２－１ H15.8.22 有

誠臣塾 新宅　満 中島　啓晶 広島県広島市安佐南区西原１－９－４ H8.12.17

税政經済懇話会 西澤　康郎 西澤　康郎 京都府八幡市男山石城２ H1.8.24

成長戦略研究会 三宅　伸吾 中谷　百合子 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.1.30 有

誠導一靖聯合誠導一靖会 義川　裕全 谷川　澄江 大阪府寝屋川市御幸東町１７－６ R3.5.28

正道社 坂本　圭介 岡田　州平 京都府京都市山科区大宅早稲ノ内町３１－１０２ H20.3.6

盛道烈士會 赤嶺　義一 赤嶺　義一 東京都江戸川区瑞江１－６１－１０ H20.12.17

清風会 濵地　雅一 吉田　直樹 福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－６ H25.1.9 有

清風政経研究会 戸井田　祐輔 戸井田　真太郎 東京都豊島区雑司ヶ谷２－３－６ S51.2.25 有

誠風同志會 中野　佳孝 中野　佳孝 兵庫県姫路市四郷町東阿保５０７－１５３ H22.1.6

清明会 千田　博通 千田　修平 岡山県倉敷市広江２－６－３２ H7.1.6 有

製薬産業政治連盟 眞鍋　淳 宮島　俊彦 東京都中央区日本橋本町３－７－２ H12.5.23

盛友会 𠮷川　貴盛 千種　教子 北海道札幌市北区篠路二条７－２－１４ H11.10.6 有

清友会 大屋　俊弘 寺戸　久朋 島根県浜田市下府町４９２－２ H11.7.22 有

靖友会 大石　竜次 小宮　久 東京都港区新橋５－３４－６ H31.1.9

政友会本部 大本　正義 大本　正義 愛媛県松山市東方町甲１５５０ H30.1.24

青鷹会 遠藤　敏郎 重坂　雅之 静岡県静岡市清水区辻１－９－３ H9.1.14

税理士による青木一彦後援会 細木　貞彦 安原　満 島根県出雲市武志町１０１７ H28.3.25



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

青竜会 山崎　結子 山﨑　晃子 青森県青森市本町５－７－２６ S51.1.21 有

正流会 斎藤　正美 斎藤　浩喜 宮城県石巻市蛇田字新丸井戸３９－１ H3.2.20 有

正流会 高村　正彦 上田　将祐 東京都港区赤坂２－２－２１ H7.1.18

清流会 松山　政司 佐々木　久之 東京都千代田区永田町２－１－１ H14.4.5 有

政竜会 山口　雅光 井上　かずよ 熊本県菊池郡菊陽町大字原水４９３０－１ H17.4.6

清流会 三盃　幸久 三盃　幸久 東京都江東区大島８－２８－２４ H29.12.1

清流会 清水　真人 三留　哲郎 東京都千代田区永田町２ー１－１ R2.1.8 有

清鈴会 鈴木　俊一 平賀　一彦 岩手県滝沢市鵜飼狐洞１－４３２ H2.9.7 有

政令指定都市政策協議会 森　敏明 山田　益男 神奈川県川崎市川崎区宮本町１ H22.3.31

政令指定都市薬剤師連盟 小野　春夫 田中　泰三 神奈川県横浜市磯子区西町１４－１１ H16.4.27

晴朗会 髙原　朗子 池田　顕吾 福岡県福岡市南区屋形原３－４４－１０ R1.5.7

正論社 鈴木　誠一 佐々木　博 東京都板橋区板橋１－１６－３ H27.1.6

正和会 脇　正則 中原　英雄 鹿児島県奄美市住用町城８９ H25.8.21

清和会 甘利　晴彦 甘利　晴彦 東京都文京区向丘１－６－１３ H26.12.3

政和会 植山　和久 植山　和久 東京都千代田区永田町１－１１－４ R3.8.12

清和塾東北本部 佐藤　幸雄 佐藤　幸雄 宮城県刈田郡蔵王町円田字屋敷２５ R2.3.13

清和政策研究会 松本　淳一郎 松本　淳一郎 東京都千代田区平河町２－７－１ H7.4.7

世界共生党 奥冨　藤男 奥冨　広美 東京都墨田区墨田５－４２－１３ H26.11.18

世界統一党 齊藤　修一郎 齊藤　修一郎 東京都西東京市下保谷５－１３－１９ H25.11.5

世界党日本 鈴木　俊雄 杉山　将輝 千葉県松戸市中金杉１－１５８ H24.5.14

世界の平和と人類の共生を実現する会 坂瀨　秀之 坂瀨　秀之 福岡県遠賀郡岡垣町大字手野１１２７－７ H30.9.4

世界の平和と調和連盟 馬島　光男 馬島　真広 東京都品川区南大井３－２０－１ S59.1.18

世界リラクゼーション業協議会 渡邉　栄一 打田　幸司 東京都千代田区神田平河町１ H18.3.9

赤心會 柴田　一成 土居　俊也 岡山県津山市杉宮７３１－５ H27.4.30

赤心同志会 山田　薫 山田　利男 愛知県名古屋市中川区中島新町２－８０１ H20.7.14

関よしひろ囲む会 森本　孝弘 髙谷　理恵 兵庫県神戸市須磨区大池町２－３－７ H28.10.5

瀬戸内運輸労働組合交通政策研究会 砂田　篤志 秋川　剛 愛媛県今治市常磐町５－８－２０ H28.11.7

瀬戸内共同火力労働組合・政治活動委員会 今城　直之 政近　稔 広島県福山市鋼管町１ H18.10.20

瀬戸内政経研究会 木村　秀太郎 髙井　昭典 東京都千代田区九段北４－２－２ H22.6.9

瀬戸内同和政治研究会 原　一志 原　和也 愛媛県新居浜市瀬戸町５－４５ H24.5.2

瀬戸隆一後援会 瀬戸　隆一 久米　昭弘 香川県坂出市室町２－５－２０ H24.8.14 有

全喫連倶楽部 舟橋　左門 村社　道 東京都台東区根岸１－６－１２ H25.8.26

扇幸会 東　忠義 今田　行彦 大阪府大阪市北区大淀中１－１－３０ H19.4.25

全国医療福祉政策調査会 海野　美佳 山﨑　美智子 埼玉県さいたま市南区別所２－３２－６ H16.11.2

全国印章政治連盟 松島　寬直 福島　恵一 東京都千代田区神田神保町２－４ H30.7.4

全国飲食政治連盟 亀岡　育男 中田　正己 東京都中央区築地２－７－１２ S51.2.27

全国運転代行政治連盟 隅　泰男 隅　泰男 東京都中央区八丁堀３－９－８ H17.11.1

全国ＬＰガス政治連盟 秋元　耕一郎 村田　光司 東京都港区新橋１－１８－６ S51.2.26

全国塩業政治連盟 山本　博 阿部　雅春 東京都中央区日本橋小網町１７－１７ S51.2.24

全国介護事業者政治連盟 久野　義博 鶴村　剛 東京都港区南青山２－２－１５ H31.3.7

全国介護福祉政治連盟 久藤　妙子 太田　二郎 東京都千代田区平河町２－７－１ H12.2.15

全国貸地貸家協会 宮地　忠継 宮地　忠継 東京都中野区野方１－２９－１ S59.6.8

全国環境問題推進協議会 飯島　攝二 飯島　攝二 大阪府大阪市北区中津６－５－３ H6.8.3

全国管工事業政治連盟 藤川　幸造 松本　淳司 東京都豊島区北大塚３－３０－１０ H8.10.2

全国企業経営研究会 海野　美佳 山﨑　美智子 埼玉県さいたま市南区別所２－３２－６ H14.11.19

全国企業保証協会 西澤　敏男 前橋　勇二 東京都港区新橋２－１６－１ R2.5.27

全国クリーニング協議会政治連盟 髙木　健志 鈴木　和幸 東京都品川区大崎３－６－１７ S57.11.10

全国クリーニング業政治連盟 小池　広昭 金子　征実 東京都新宿区若葉１－５ S57.6.23
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全国警察ＯＢ調査会 植田　吉和 植田　吉和 大阪府大阪市中央区安土町１－６－１９ H19.7.2

全国警備業連盟 青山　幸恭 井澤　卓司 東京都港区元赤坂１－１－２ R1.5.14

全国建産連政治連盟 岡野　益巳 篠原　敬 東京都港区虎ノ門４－２－１２ H29.7.3

全国建設業協同組合連合会政治連盟 青柳　剛 小池　英雄 東京都中央区八丁堀２－５－１ H27.6.22

全国江栄会 田中　洋子 水落　敏幸 東京都千代田区神田佐久間町４－１６－４ H16.12.13

全国興行自由国民会議 佐々木　伸一 大出　俊彦 東京都豊島区東池袋１－１４－３ S53.7.26

全国公共福祉協議会 小林　純一 小林　純一 神奈川県厚木市東町６－１３ H25.3.29

全国公衆浴場業政治連盟 近藤　和幸 石田　眞 東京都千代田区東神田１－１０－２ S51.1.27

全国小売酒販政治連盟 吉田　精孝 渋木　昭仁 東京都目黒区中目黒２－１－２７ S51.3.4

全国小売薬業政治連盟 堀本　文男 堀本　文男 奈良県橿原市久米町９２６ S58.10.12

全国個室ユニット型施設推進政治連盟 佐々木　亀一郎 八木　郁夫 東京都千代田区一番町１５－６ R1.7.18

全国コロナワクチン被害者の会 中根　淳 中根　野枝 東京都杉並区成田東５－２８－１１ R3.4.12

全国産業資源循環連合会政治連盟 國中　賢吉 森谷　賢 東京都港区六本木３－１－１７ H8.9.2

全国自動車共済政治連盟 小長谷　政幸 中易　正幸 東京都千代田区神田三崎町２－２０－７ H6.6.9

全国自動車総合研究所 霜越　宣幸 染谷　明 埼玉県所沢市牛沼７１２－５ H8.6.5

全国市民環境オンブズマン 船崎　帆洸 大谷　茂 神奈川県川崎市麻生区栗木１－２４－４ H11.7.29

全国社会福祉政治連盟 磯　彰格 金井　正人 東京都千代田区霞が関３－３－２ S53.10.11

全国社会福祉法人政治連盟 櫛田　匠 石渡　健太郎 東京都千代田区霞が関３－３－２ H26.11.28

全国社会保険労務士政治連盟 堀谷　義明 山中　不二雄 東京都中央区日本橋本石町３－２－１２ S52.7.12

全国社会保険労務士政治連盟関東甲信越地
域連絡会

柏木　弘文 石川　公一 東京都千代田区神田駿河台４－６ H20.7.4

全国社会保険労務士政治連盟九州・沖縄地域
連絡会

間部　勝幸 緒方　幸治 大分県大分市府内町１－６－２１ H20.7.1

全国社会保険労務士政治連盟近畿地域連絡
会

木山　成人 樋口　英彰 大阪府大阪市北区天満２－１－３０ H20.7.3

全国社会保険労務士政治連盟中国・四国地域
連絡会

井出　邦良 横手　裕康 広島県広島市中区橋本町１０－１０ H20.7.7

全国社会保険労務士政治連盟中部地域連絡
会

富田　謙 山本　厚 愛知県名古屋市熱田区三本松町３－１ H20.7.8

全国社会保険労務士政治連盟北海道・東北地
域連絡会

舘岡　睦彦 榊　秀雄 秋田県秋田市大町３－２－４４ H20.7.2

全国秀山会 松尾　有嗣 松尾　有嗣 東京都江戸川区小松川１－２－２ H14.2.5

全国柔整鍼灸政治連盟 岸野　雅方 中村　雅恵 大阪府大阪市北区曽根崎２－２－１ H17.12.27

全国珠算教育普及政治連盟 山戸　克弘 川口　嘉治 東京都台東区下谷２－１７－４ S55.2.1

全国浄化槽推進政治連盟 上田　勝朗 中田　直幸 東京都新宿区市谷八幡町１３ S54.8.3

全国商工政治連盟 田上　好道 轡田　倉治 東京都千代田区有楽町１－７－１ S51.2.20

全国商店街政治連盟 坪井　明治 菊池　恒 東京都中央区新川２－２２－６ S55.2.4

全国食鳥肉販売業生活衛生同業組合連合会
政治連盟

新井　眞一 越村　良久 東京都台東区下谷２－１－１０ S58.4.19

全国食肉生衛連合会政治連盟 肥後　辰彦 肥後　辰彦 東京都港区赤坂６－１３－１６ S51.3.11

全国人権解放連盟 藤本　俊昭 山形　明 大阪府大阪市西区立売堀１－９－１０ H8.1.18

全国水産加工業政策研究会 中山　嘉昭 竹葉　有記 東京都中央区日本橋人形町１－９－２ S62.4.9

全国すし商団体政治連盟 山縣　正 増田　茂 東京都江東区豊洲６－５－１ S51.3.12

全国生衛中央会政治連盟 近藤　和幸 舟橋　左門 東京都千代田区東神田１－１０－２ S51.2.2

全国製パン産業自由国民会議 長嶌　達夫 海老澤　伸一 東京都足立区六木１－８－１４ S53.9.13

全国石材業政治連盟 吉田　剛 中本　泰輔 東京都品川区上大崎２－７－１６ H31.1.4

全国石油政治連盟 西尾　恒太 岡田　昌之 東京都千代田区永田町２－１７－１４ S51.2.10

全国石油政治連盟関東支部 岡田　昌之 田村　惠昭 東京都千代田区永田町２－１７－１４ S51.3.1
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全国石油政治連盟九州地区連合会 平岡　務 難波　治 福岡県福岡市博多区下呉服町１－１５ S51.2.25

全国石油政治連盟近畿支部 中村　彰一郎 綾田　學 大阪府大阪市北区南森町１－４－１９ S51.2.25

全国石油政治連盟四国支部 眞鍋　和典 岡田　朋之 香川県高松市天神前１０－５ S55.5.30

全国石油政治連盟中部支部 太田　啓一 近藤　修一 愛知県名古屋市中区正木３－２－７０ S51.1.20

全国石油政治連盟東北支部 野口　春幸 樋口　幸一 宮城県仙台市青葉区二日町１２－６ S51.8.30

全国セールスマン協会 大橋　正嘉 大橋　正嘉 群馬県太田市牛沢町８８７－３７ H2.6.14

全国測量設計政治連盟 野瀬　操 手塚　明宏 東京都新宿区山吹町１１－１ H18.1.26

全国損害保険代理業政治連盟 小平　髙義 野元　敏昭 東京都千代田区有楽町１－１２－１ S52.1.21

全国泰山会 小里　泰弘 山崎　定男 東京都千代田区永田町２－２－１ H17.10.24 有

全国宅建政治連盟 瀬川　信義 新谷　健二 東京都千代田区岩本町２－６－３ S51.1.30

全国たばこ耕作者政治連盟 寺井　正邇 滝沢　正一 東京都港区芝大門１－１０－１ S51.1.13

全国たばこ耕作者政治連盟四国支部 寺井　正邇 谷　正美 香川県高松市西内町７－２３ H20.4.16

全国たばこ耕作者政治連盟中部支部 中島　和則 伴　佳年 愛知県豊橋市南大清水町字元町２６８ H2.6.21

全国たばこ耕作者政治連盟中日本支部 菱沼　利弘 立原　勲 茨城県石岡市若宮３－１－４０ H27.9.29

全国たばこ耕作者政治連盟西日本支部 長岡　肇太郎 園山　昌延 鳥取県西伯郡南部町東町６２－１ H28.4.5

全国たばこ耕作者政治連盟北越支部 川上　明穂 矢田　義彦 新潟県新発田市豊町２－８－１ H28.4.26

全国たばこ販売政治連盟 益田　龍朗 松宮　昭夫 東京都港区芝１－６－１０ S51.1.9

全国たばこ販売政治連盟愛知支部 今枝　和義 河野　章 愛知県名古屋市中区伊勢山２－７－２８ S60.4.2

全国たばこ販売政治連盟関西地区本部 室　肇 豊島　敏夫 大阪府大阪市浪速区難波中２－７－６ S57.5.24

全国たばこ販売政治連盟九州中部地区本部 益田　龍朗 尾上　匡 熊本県熊本市中央区練兵町６１－１ S51.2.25

全国たばこ販売政治連盟九州南部地区本部 二之宮　行宣 井上　俊洋 鹿児島県鹿児島市荒田１－２－３ S51.2.19

全国たばこ販売政治連盟九州北部地区本部 加藤　正信 川原　正幸 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１４－２５ S57.2.26

全国たばこ販売政治連盟四国地区本部 玉井　芳二 西山　和秀 香川県高松市西内町３－１５ S57.4.26

全国たばこ販売政治連盟上信越地区本部 伊藤　公夫 関　雅利 群馬県高崎市高松町５－１６ S56.6.15

全国たばこ販売政治連盟中国地区本部 伊勢　榮一 岩佐　育男 広島県広島市中区富士見町８－７ S51.2.24

全国たばこ販売政治連盟東海地区本部 石原　央 石原　央 愛知県名古屋市中区伊勢山２－７－２８ S57.6.16

全国たばこ販売政治連盟東北地区本部 平賀　ノブ 堀　信広 宮城県仙台市青葉区一番町１－８－１７ S57.4.30

全国たばこ販売政治連盟東中国地区本部 増中　憲明 横田　敏廣 岡山県岡山市北区厚生町２－２－３４ S56.8.25

全国たばこ販売政治連盟北陸地区本部 西田　修三 田嶋　正敏 石川県金沢市芳斉１－１６－２８ S56.12.23

全国たばこ販売政治連盟南四国地区本部 河野　利英 踊場　良明 徳島県徳島市助任橋３－５－１ S57.2.24

全国地域改善促進協議会 中江　優 岡田　弘子 福岡県田川郡川崎町大字田原１４６ H9.2.5

全国畜産政治連盟 斉藤　功 白岩　茂樹 東京都中央区新川２－６－１６ S53.6.19

全国中小企業政治協会 森　洋 森　洋 東京都中央区日本橋兜町１９－８ S52.5.14

全国賃貸住宅経営者政治連盟 高橋　誠一 宮野　純 東京都千代田区大手町２－６－１ H18.7.7

全国澱粉流通対策政治連盟 中原　浩一 齋藤　誠 東京都港区赤坂６－５－３８ S62.1.14

全国豆腐業界政治連盟 東田　和久 東田　和久 東京都台東区上野１－１６－１２ S54.8.28

全国同友会大阪本部 白澤　日出海 岩田　定生 大阪府堺市東区引野町３－１ S56.1.21

全国道路標識・標示業政治連盟 東　久雄 長坂　達哉 東京都千代田区麹町３－５－１９ H28.5.18

全国同和会 市川　良治 川島　和人 東京都杉並区阿佐谷北１－４－１２ S63.6.28

全国同和総連盟 杉瀬　俊弘 杉瀬　澄子 東京都江東区東砂２－１２－３ H19.10.18

全国同和対策推進連合会 長谷川　達雄 長谷川　達雄 大阪府大阪市天王寺区寺田町２－６－２ S52.2.15

全国同和対策推進連合会東大阪支部 長谷川　芳子 長谷川　達雄 大阪府大阪市都島区都島南通２－１－４ S61.4.22

全国土地改良政治連盟 佐藤　準 北野　光秋 東京都港区新橋５－３３－９ S58.6.10

全国土地家屋調査士政治連盟 椎名　勤 久保田　英裕 東京都千代田区神田三崎町１－２－１０ H13.6.28

全国内水面政治連盟 三浦　渉 内田　和男 東京都港区赤坂１－９－１３ S54.9.6

全国２１世紀の会 北川　房雄 大島　正春 北海道札幌市北区北三十五条西５－２－３０ H21.11.30

全国農業会議農政推進連盟 中谷　清 柚木　茂夫 東京都千代田区二番町９－８ H13.3.14

全国配置薬業政治連盟 塩井　保彦 清水　剛 富山県富山市千歳町１－４－１ H3.10.14
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全国美術商懇話会 浅木　正勝 岡﨑　守一 東京都港区新橋６－１９－１５ S53.8.21

全国１１０番奨励振興会 井村　昭治 宮澤　昭夫 東京都品川区大井１－４３－１０ H2.12.19

全国病院理学療法連盟 平野　五十男 小田木　宏江 東京都品川区大崎３－６－２１ S54.7.18

全国美容政治連盟 𠮷井　眞人 細井　重憲 東京都渋谷区代々木１－５６－４ S51.1.19

全国ビルメンテナンス政治連盟 木下　雅俊 人見　嘉伸 東京都荒川区西日暮里５－１２－５ S56.8.31

全国藤井もとゆき薬剤師後援会 山本　信夫 鳥海　良寛 東京都新宿区四谷４－３ H12.3.22

全国不正問題調査庁 緒方　宏伸 吉津　順司 大阪府堺市美原区平尾２３００－１ H14.7.11

全国文教政策調査会 海野　美佳 山﨑　美智子 埼玉県さいたま市南区別所２－３２－６ H16.11.15

全国平和連合東北本部東北維新の会 土屋　忠雄 江戸　光弘 福島県伊達郡国見町大字藤田字沢田四２ H28.10.25

全国保育推進連盟 大島　和彦 吉岡　伸太郎 東京都千代田区平河町１－６－１５ H27.1.7

全国保育政治連盟 森田　昌伸 池永　滿子 和歌山県和歌山市直川３２６－９ H26.7.24

全国マスコミ研究会 海野　美佳 山﨑　美智子 埼玉県さいたま市南区別所２－３２－６ H8.4.8

全国民主同和対策連合会 勝山　茂 丸山　忠生 東京都渋谷区笹塚１－６１－８ S60.5.30

全国民族連合会 原　潔 松原　芳克 東京都台東区東上野３－１２－５ H20.1.29

全国麺類飲食業政治連盟 田中　秀樹 野澤　功 東京都千代田区神田神保町２－４ S53.2.16

全国木材産業政治連盟 吉条　良明 米望　孝男 東京都千代田区永田町２－４－３ S51.2.20

全国療術師政治連盟 松本　徳太郎 早瀬　治 東京都千代田区飯田橋１－５－７ H11.10.12

全国理容政治連盟中央会 大森　利夫 若山　有 東京都渋谷区代々木１－３６－４ S51.2.27

全国旅館政治連盟 多田　計介 清澤　正人 東京都千代田区平河町２－５－５ S51.1.6

全国旅館政治連盟栃木県支部 君島　則夫 飯野　哲也 栃木県宇都宮市一番町３－１７ S53.11.27

全国林業政治連盟 上田　和久 肱黒　直次 東京都千代田区鍛冶町１－９－１６ S51.2.5

全国令和党 山口　勝巳 山口　勝巳 京都府宇治市宇治宇文字２７－２ R1.10.1

全国老人保健施設連盟 福嶋　啓祐 藤岡　康彦 東京都港区芝公園２－６－１５ H13.2.13

全国労働者日本共産党後援会 小畑　雅子 前田　博史 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２９－１２ S58.2.7

先﨑れい後援会 尾﨑　玲 石原　明希徳 福岡県福岡市中央区今泉１－１０－２１ R3.7.26

前翔会 前田　一男 中村　高彦 北海道函館市美原３－６－１６ H25.1.28 有

泉進会 小泉　進次郎 鍋倉　正樹 東京都千代田区永田町２－２－１ H20.10.3 有

先進友愛会 鳩山　紀一郎 鳩山　紀一郎 東京都文京区音羽１－７－１ R3.6.28

全水卸政策懇談会 篠田　幸昌 大石　一雄 東京都港区赤坂１－９－１３ S58.5.26

全水協政治連盟 及川　龍治 西村　勝彦 東京都千代田区平河町２－１２－２ H18.6.20

全知党 夏目　智 夏目　智 千葉県千葉市若葉区都賀４－１０－９ R3.3.8

全中連政治連盟 林　龍二 長谷川　勝保 東京都千代田区平河町１－５－３ H4.2.17

全電機商連政治連盟 峯田　季志 福田　勝則 東京都文京区湯島３－６－１ H19.8.17

仙導館 南　寬幸 南　アメリア 愛知県犬山市羽黒字水井戸１７－１６ R2.3.6

全トヨタ政治に参加する会 影山　純一 武田　清 愛知県豊田市大林町１０－１０－１ H9.4.16

全日政治経済研究所 苅部　嘉仁 城内　真樹子 神奈川県横浜市中区弥生町２－１５－１ S57.10.2

全日電工連政治連盟 米沢　寛 藤沢　一三 東京都港区芝２－９－１１ S53.8.10

全日産・一般業種労働組合連合会政治活動委
員会

岩附　宏幸 谷川　文朗 東京都港区芝公園２－４－１ S51.2.26

全日本医薬品登録販売者政治連盟 杉本　雄一 大房　勝三 東京都文京区小石川５－２０－１７ S51.1.7

全日本印刷産業政治連盟 橋本　唱一 生井　義三 東京都中央区新富１－１６－８ H11.7.28

全日本海員組合政治活動委員会 松浦　満晴 立川　博行 東京都港区六本木７－１５－２６ S51.1.23

全日本冠婚葬祭互助会政治連盟 齋藤　斎 三宅　忠良 東京都港区西新橋１－１８－１２ S53.10.6

全日本自由国民会議 石田　清成 石田　清成 大阪府大阪市中央区南船場１－３－２７ H31.4.9

全日本鍼灸マッサージ師連盟 伊藤　久夫 長嶺　芳文 東京都新宿区四谷３－１２－１７ S59.12.12

全日本政経調査会 市川　學 市川　學 神奈川県厚木市長谷１１７５－１ H7.3.23

全日本葬祭業政治連盟 濵名　雅一 松本　勇輝 東京都港区港南２－４－１２ H26.10.28

全日本たたみ振興政治連盟 藤本　正 藤本　正 東京都台東区上野３－４－６ H17.8.19
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全日本調理師政治連盟 前田　洋三 小田　稲子 神奈川県横浜市磯子区西町１４－３ S51.6.22

全日本同和事業会 草薙　義治 早乙女　榮三 東京都杉並区荻窪２－２８－５ H10.4.28

全日本トラック事業政治連盟 桝野　龍二 板倉　一壽 東京都新宿区四谷３－６－２ S51.6.4

全日本病院政治連盟 猪口　雄二 中村　康彦 東京都千代田区神田猿楽町２－８－８ S58.6.30

全日本福祉対策緑風会 加藤　順司 加藤　幸子 静岡県浜松市西区西山町１８４４－２ H18.5.24

全日本不動産政治連盟 秋山　始 原口　正子 東京都千代田区紀尾井町３－３０ S54.1.31

全日本分権自治フォーラム 岡部　謙治 伊藤　和寿 東京都千代田区六番町１ H15.4.1

全日本遊技産業政治連盟 伊坂　重憲 佐藤　孔一 東京都台東区東上野２－９－１ H31.3.5

全日本旅客輸送研究会 川鍋　一朗 井出　信男 東京都千代田区九段南４－８－１３ S51.6.2

千方ノ池廷内 相澤　秀昭 相澤　和子 神奈川県相模原市中央区相模原８－３－１７ H16.5.26

全友会 春日　克之 田中　森 東京都千代田区麹町５－１ H10.7.30

川友政治研究会 川端　達夫 佐々木　英人 滋賀県大津市馬場３－１３－２８ H5.2.2

千里同風の会 加藤　竜祥 山岸　直嗣 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.4.10 有

【そ】

創意塾 永島　守 佐藤　勝広 福岡県大川市大字大野島１８２１ H12.4.7

総合政策研究会 西村　康稔 平野　勝敏 兵庫県明石市相生町２－８－２１ H11.9.27 有

総合政策懇話会 福山　守 伊澤　良和 徳島県徳島市八万町大野１２３－１ H25.12.9 有

草志会 菅　直人 菅　源太郎 東京都武蔵野市中町１－２－９ H9.1.24

創史会 川内　博史 小森　芳郎 鹿児島県鹿児島市下荒田１－６－２３ H9.5.19 有

創新会 山田　和治 櫻井　知英 東京都中央区月島１－２１－３ H29.4.5

創世会 堀　武秀 堀　武秀 熊本県球磨郡あさぎり町上西１２ H21.1.28

創税会 木下　盛弘 岩本　一志 長野県伊那市境１５５０－３ S57.12.15

創世カウンシル 野村　一也 野村　一也 北海道磯谷郡蘭越町富岡１０３５－３ R3.2.15

創成館 丸山　有太 丸山　有太 東京都台東区台東３－２７－１０ R1.9.13

造船政策研究会 矢部　哲 立石　学 東京都千代田区神田佐久間町１－９ S58.9.6

造船部会組織内議員を支援し政策実現を推進
する会

森岡　祥浩 椎野　幸作 東京都中央区新川１－２３－４ H30.4.12

創風会 宮下　一郎 髙橋　達之 東京都千代田区永田町２－２－１ S54.7.10 有

総務大臣届出社会システム研究協会 大田　真嘉 田中　正三郎 福岡県福岡市博多区綱場町９－１１ R2.6.16

草莽維新塾 北川　澄雄 北川　澄雄 京都府京都市山科区日ノ岡鴨土町３１－１ H22.12.21

草莽全国地方議員の会 松浦　芳子 小林　ゆみ 東京都杉並区高円寺南１－３２－６ H24.6.22

聡友会 江渡　聡徳 日置　龍晴 東京都千代田区永田町２－１－２ H9.3.31 有

蒼友会 今村　俊治 今村　俊治 大阪府大阪市中央区本町４－６－２８ H30.4.2

総理をめざす小野みつあき政策研究会 小野　光明 古川　篤志 長野県塩尻市北小野３０２５－１ H29.11.6 有

創和会（宮下一郎後援会） 宮下　一郎 髙橋　達之 長野県伊那市境１５５０－３ H15.8.8

祖国再生同盟 木原　功仁哉 木原　功仁哉 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通２－４－１４ R3.11.17

組織内議員を支援し政策実現を推進する会 和田口　具視 中田　節樹 東京都中央区新川１－２３－４ H22.2.5

ソーシャルデザイン 廣岡　純二 廣岡　純二 東京都東村山市富士見町４－６－２０ H26.8.18

素心会 江口　茂勇 江口　茂勇 千葉県八千代市勝田台１－６－２ H26.7.1

そのだ修光全国老施協後援会 石川　憲 大山　知子 東京都世田谷区桜丘４－２４－２０ H29.8.8

素淮会 麻生　太郎 麻生　逸雄 東京都千代田区永田町２－１７－３ S55.3.7 有

尊皇義塾蒼龍社 橋口　撤也 竹内　勝昭 鹿児島県肝属郡肝付町後田５０８１－３ H7.1.10

【た】

第一貨物労働組合政治連盟 水戸　吉一 佐藤　隆文 山形県山形市諏訪町２－１－２０ H6.12.26

第一政治経済研究所 大沢　宣男 大沢　宣男 愛媛県今治市北高下町３－４－１０ H3.2.8

大化会 内田　敏幸 荻野　一善 神奈川県横浜市港南区笹下５－２０－２ H4.1.17

大喜の会 中村　勇太 谷中　勝一 東京都大田区田園調布１－４６－１ H22.4.8

大功会 桜内　文城 桜内　友子 東京都港区東麻布２－１７－１１ H23.4.1 有
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大行社 石井　忠彦 早瀬　内海 東京都港区芝４－５－１２ S56.3.30

大行社護皇連合 植田　信春 植田　信春 東京都大田区西蒲田７－２３－６ S61.12.4

大豪塾 大内　豪 大内　豪 茨城県常総市水海道栄町２６４９ S60.12.11

泰士会 大野　泰正 小川　修 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内３－２５－１ H30.3.12 有

大志塾 小曽戸　清文 小曽戸　清文 栃木県鹿沼市上殿町８６１－７ H9.4.9

第四政財界同志会 小林　慶康 小林　慶康 東京都港区芝５－２９－２２ H2.10.24

大樹会 林　幹雄 宇井　洋子 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.1.9 有

大川会 井林　辰憲 井上　篤 東京都千代田区永田町２－２－１ H30.9.7 有

大知会 津島　淳 浅田　裕之 青森県青森市大字浜田字豊田１４８－６ H7.1.12

大地の会 鈴木　貴子 鈴木　行二 東京都千代田区永田町２－９－６ H22.9.29 有

大東亜國榮社 安田　征義 安田　征義 福島県郡山市大槻町字針生下９０－１ S60.10.8

大道会 藤後　幸生 宇留野　眞喜 東京都千代田区紀尾井町３－１０ H25.8.15

だいとうりょう 角田　統領 中村　聖重 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１８３－３ R3.6.21

大統領会 角田　豊治 角田　多代 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１８３－３ H5.3.3

大都市日本研究会 西村　宏之 中塚　太一 大阪府大阪市生野区新今里６－６－１５ H27.10.7

第二院クラブ 辺見　廣明 原　秀介 東京都大田区北千束２－３２－１１ S58.5.26

第二政財界同志会 石原　興一 石原　興一 東京都新宿区西落合３－２７－３ H5.3.11

大日本愛國党大分県支部 河野　善企 河野　美紀子 大分県佐伯市弥生大字床木４９０ H20.10.3

大日本愛国党岡山県本部 藤原　伸一郎 藤原　伸一郎 岡山県岡山市中区桜橋２－１８－３６ H31.1.4

大日本愛国党九州連合会 生野　英信 生野　英信 福岡県福岡市東区香椎浜２－１－２ H22.2.22

大日本愛国党福岡県本部 宮崎　義隆 宮崎　義隆 福岡県福岡市東区香椎浜２－１－２ H18.11.15

大日本愛国党福島県本部 渡邊　和夫 渡邊　和夫 福島県郡山市三穂田町山口字堂前７－３ S57.4.16

大日本一誠会四扇塾 大塚　文雄 阿部　晋也 熊本県熊本市北区龍田３－１２－１５ H28.3.29

大日本小名義塾 大村　克宏 菅野　通雄 福島県いわき市小名浜玉川町西２０－７ H16.12.16

大日本菊水会青年隊三重県本部 青山　博美 鈴木　健太郎 三重県津市庄田町６６８ R1.10.7

大日本菊水会北海道本部 齋藤　楠生 齋藤　楠生 北海道上川郡清水町南七条７－３ S62.4.6

大日本暉士會 宮下　克己 宮下　克己 三重県四日市市別名２－５－８ H20.4.30

大日本義正会 永島　哲 永島　哲 三重県松阪市飯南町粥見２５５２－１ H21.6.22

大日本義友党正國塾通心塾総本部 山口　徹 山口　徹 茨城県常総市菅生町４７６６－１ H19.3.30

大日本義勇同盟 森田　昭男 森田　昭男 三重県津市垂水２９４０－３ H23.9.2

大日本軍剣党護國桜花隊 小川　和彦 斉藤　誠 神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂２－８－３８ H13.4.4

大日本決起憂國塾 江崎　貴博 江崎　貴博 千葉県船橋市新高根２－５－７５ R3.4.21

大日本血盟護國塾 原島　健 原島　健 東京都武蔵野市関前３－２４－１２ H6.9.2

大日本建國同志会 持田　芳久 佐々木　英樹 神奈川県平塚市浅間町２－２０ R3.12.15

大日本憲正塾 門脇　啓二 吉原　賢至 神奈川県横浜市鶴見区下末吉４－３０－２１ H28.12.21

大日本神志會 佐々木　浩幸 千葉　政博 宮城県加美郡加美町平柳字谷地７６－２ H11.2.3

大日本宏心塾 井坂　博信 井坂　博信 京都府京都市左京区八瀬秋元町９２０－１１ H27.2.19

大日本皇神党 小林　雅美 小川　栄子 群馬県渋川市北橘町真壁１２１４－２１ H30.3.16

大日本皇道會 木下　明彦 小田切　照代 大阪府八尾市都塚１－１６１ H20.9.3

大日本國桜會 垣花　孝浩 垣花　孝浩 沖縄県うるま市勝連平安名３７６３－１ H19.12.5

大日本國基團 井上　基 井上　基 滋賀県大津市一里山３－１２－２９ H12.1.13

大日本國士同盟 竹沢　由春 竹沢　由春 群馬県太田市岩松町６１５－１ H1.5.11

大日本国守会 露口　憲志 三木　通代 大阪府堺市西区浜寺元町３－３９１ H11.11.4

大日本國守会 三木　通代 三木　幸子 大阪府堺市中区深井中町２０１１－３５ H21.4.13

大日本国守会 安田　智夫 安田　智夫 大阪府堺市南区美木多上２７５５－４ H28.11.11

大日本國防塾 森永　孜 森永　孜 三重県伊賀市上野桑町１９２６ H13.4.2

大日本國勇会 山田　敏春 山田　敏春 大阪府堺市西区北条町２－２０－８ H14.11.25

大日本黒龍塾 小林　晃寿 室塚　正幸 福島県会津若松市八角町１５－２６ H21.2.10



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

大日本護国会 小出　弘治 小出　弘治 愛知県海部郡蟹江町富吉１－２３４ H20.4.3

大日本護國櫻聯合 宮園　貢 宮園　貢 島根県松江市栄町３９－２０ H24.12.21

大日本護国団 奥村　繁信 山崎　希 鳥取県米子市皆生温泉３－１－２８ H12.6.27

大日本思考塾 村上　勝富 原田　雄司 北海道稚内市栄１－２７－５ H14.7.23

大日本士憂會 萩原　吉久 萩原　吉久 神奈川県大和市中央林間６－１０－４ H13.9.18

大日本殉皇会 小川　和彦 斉藤　雄一 神奈川県中郡大磯町寺坂７５９ H26.11.5

大日本親衛隊 中野　冬樹 中野　冬樹 群馬県渋川市渋川３６６２－１４ R1.7.3

大日本神聖會 木内　秀樹 占部　加津明 福岡県福岡市東区香住ケ丘２－３４－２８ H21.7.28

大日本神誠學舎 島崎　昭貮 髙尾　要 岡山県倉敷市広江７－１４－５ H14.5.29

大日本神道國衆党 永月　永治 永月　永治 大阪府河内長野市小塩６１２ H20.12.16

大日本神民塾 五十嵐　博臣 平野　達也 東京都江戸川区東葛西５－１８－２２ H19.6.11

大日本正義会 上田　利彦 上田　利彦 福岡県久留米市西町１０６５ S60.11.13

大日本政経懇話会 石田　公知 石田　公知 東京都東村山市萩山町３－４－４１ H8.8.2

大日本靖献党 千田　一朗 千田　亜弥 大阪府寝屋川市日之出町１５－５ R2.7.9

大日本生産党 森田　淳 杉山　清一 東京都世田谷区上祖師谷５－８－９ S51.3.30

大日本誠心塾 岩崎　和夫 小野　龍夫 神奈川県藤沢市藤沢９２２－１ H15.7.29

大日本政道会 山田　三六 山田　三六 福岡県久留米市南町４５１－２０ S63.3.14

大日本西憂会 末石　透 矢野　享一 福岡県太宰府市北谷４１３－４ H23.4.25

大日本靖勇會 野之上　朝晴 野之上　順道 大阪府南河内郡河南町持尾１０２５ H24.12.19

大日本政論社 表野　勝 阿部山　明 奈良県五條市須恵２－４－１３ H12.6.21

大日本赤誠会 笠原　正敏 岩崎　輝雄 東京都豊島区南長崎２－２－７ S59.1.25

大日本赤誠会愛知県本部 長谷川　裕行 河合　政彦 愛知県名古屋市名東区引山３－６０５ S60.4.5

大日本忠仁社総本部 新垣　亨 新垣　亨 沖縄県糸満市糸満２４３２－２ H24.12.12

大日本帝國青年会議 田中　満 田中　満 東京都台東区根岸１－８－１２ H23.8.25

大日本天誠團 内田　春雄 前原　一治 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町３０６ H2.12.7

大日本東神会 須藤　芳久 須藤　芳久 埼玉県八潮市緑町２－１４－３ H25.2.18

大日本同胞社 棚田　靖 棚田　靖 埼玉県戸田市新曽１８４０－１８ S57.4.14

大日本防衛党 河合　康弘 河合　康弘 兵庫県川西市清和台西１－５－２０ S57.10.15

大日本民族思想髙揚会 筌口　俊彦 江口　弘幸 大分県宇佐市安心院町大字筌ノ口２１２７ S57.3.16

大日本憂國協議會 井川　隆行 井川　隆行 千葉県東金市台方３５６－２ H6.9.9

大日本憂国党總本部 石田　隆昭 石田　隆昭 福岡県福岡市博多区那珂６－１－２ H27.4.14

大日本憂青同 黒崎　忠彦 寺坂　勝明 岐阜県安八郡安八町東結１８３６ H5.3.9

大日本猟友政治連盟 佐々木　洋平 浅野　能昭 東京都千代田区九段北３－２－１１ H22.10.26

大日本了和會 川添　和彦 木村　昌子 愛知県岡崎市東大友町字塚本３３－１ H22.8.4

ダイバーシティＴＯＫＹＯ 立澤　晴美 立澤　龍太郎 東京都あきる野市下代継１１２－５ H31.3.28 有

大悲会 志村　馨 志村　馨 神奈川県横浜市南区大橋町２－４７ H5.1.26

大邦政策研究所 山田　哲 山田　哲 東京都港区南麻布１－１５－４ H18.2.6

太陽 北澤　英男 竹内　美枝子 東京都千代田区平河町２－１４－１ H10.4.10

太陽政治研究会 谷　公一 磯　篤志 東京都千代田区永田町２－１－２ S52.3.7 有

平将明後援会 平　将明 山森　寛之 東京都大田区蒲田５－３０－１５ H18.5.18 有

大流会 高村　正大 上田　将祐 東京都千代田区永田町２－２－１ H29.10.25 有

大和塾防人連 園田　修 滝　光晴 岐阜県岐阜市宇佐南１－１８－１０ H2.5.15

高市早苗を日本初の女性総理大臣にする会 塚田　和哉 塚田　和哉 東京都港区六本木６－１０－１ R3.11.1

たかがい恵美子と未来を創る会 髙階　恵美子 池田　和正 東京都千代田区永田町２－１－２ H22.8.26 有

高木美智代後援会 髙木　美智代 海野　奈保子 東京都江東区門前仲町１－２０－５ H19.2.16

高野光二郎後援会 高野　光二郎 向井　和至 高知県高知市本町５－６－３５ H30.12.25

高野光二郎政治研究会 高野　光二郎 向井　和至 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.10.21 有

髙橋昌尚後援会 髙橋　昌尚 髙橋　昌尚 香川県善通寺市大麻町１０９８ R2.12.10
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高橋みほ後援会 髙橋　美穂 藤川　武人 静岡県静岡市葵区鷹匠３－２２－７ H27.3.26 有

たかまろう２１ 福岡　資麿 小部　茂俊 佐賀県佐賀市白山１－４－１８ H15.9.26 有

高山智司後援会 高山　智司 高山　紗代子 東京都文京区春日２－１５－９ R2.6.11 有

鷹之政経フォーラム 小林　鷹之 渡邊　寛 東京都千代田区永田町２－２－１ H25.6.24 有

瀧川一平後援会・日輝會 瀧川　一平 瀧川　一平 佐賀県佐賀市川副町大字大詫間４９４－１ H30.4.6

拓翔会 宮路　拓馬 田中　彰吾 東京都千代田区永田町２－２－１ H26.11.20 有

卓燭会 池下　卓 池下　卓 東京都千代田区永田町２－２－１ R3.12.10 有

拓政会 真次　道夫 柴田　徹 東京都千代田区平河町２－４－１６ S51.2.27

卓然会 平井　卓也 新谷　清二 香川県高松市古新町４－３ H17.12.20 有

田口まゆと明日をつむぐ会 田口　まゆ 田口　まゆ 東京都国分寺市泉町１－１１－２ H25.4.10

タクティクス・リサーチング 山本　卓 山本　卓 東京都千代田区永田町２－１４－３ H14.4.1

匠フォーラム 根本　匠 赤松　一男 東京都千代田区永田町２－１－２ H4.11.11 有

竹内いさお後援会 竹内　功 中村　栄一郎 鳥取県鳥取市西町１－１１８ H27.12.24

竹内いさお鳥取政策研究会 竹内　功 中村　栄一郎 鳥取県鳥取市西町１－１１８ H28.1.13 有

竹内真二後援会 竹内　真二 金田　守正 千葉県千葉市中央区中央４－１３－１３ H29.11.2 有

竹内ゆずる後援会 竹内　譲 山本　大樹 京都府京都市上京区今出川通大宮南西角 H7.1.4 有

たけしやすし政治団体 森山　典英 川村　貴志 東京都中央区日本橋２－１６－３ R2.5.1

武田良太政経研究会 武田　良太 佐々木　史尚 東京都千代田区永田町２－２－１ H17.2.24 有

竹詰ひとしを支援する会 岡崎　信勝 玉島　一吉 東京都港区三田２－７－１３ R3.4.9

武見敬三後援会 中川　俊男 釜萢　敏 東京都文京区本駒込６－１２－１ H12.7.26

武村展英を囲む公認会計士の会 田中　正志 田中　正志 滋賀県草津市野路１－８－１８ H26.11.27

確かな明日をつくる会 高崎　照雄 齋藤　善久 千葉県千葉市美浜区幸町１－２－３ R2.10.30

確かな未来をつくる会 宮地　正介 和田　清志 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１５ H28.12.12

田城郁後援会 千葉　勝也 永島　守 東京都品川区西五反田３－２－１３ H21.12.17

正しい広島市政をすすめる会 飯島　攝二 飯島　攝二 広島県広島市西区草津南３－１－６ H6.9.5

脱原発社会を実現する会 藤島　利久 村岡　美仁 高知県長岡郡本山町本山１０１０－１ H29.10.12

脱原発政治連盟 竹村　英明 高橋　喜宣 東京都新宿区新宿２－４－２ H25.3.13

達山会 亀岡　偉民 久保田　千尋 東京都新宿区矢来町９４－６ H1.11.2 有

田中けい後援会 田中　慧 田中　るり子 東京都葛飾区西水元２－６－９ H29.3.21

田中昌史全国後援会 半田　一登 友清　直樹 東京都港区芝浦４－２－２２ H29.11.14

棚橋泰文後援会連合会 堤　俊彦 足立　敬子 岐阜県大垣市桐ケ崎町９３ H20.1.16

田名部匡代後援会 松尾　芳明 角田　淳 青森県八戸市大字岩泉町４－７ H12.4.21

田辺とおると明日を創る会 田邊　徹 小畑　朱実 東京都板橋区小茂根２－３０－１５ R2.1.28 有

田辺まさゆき東京後援会 齊藤　榮一 田邊　正幸 東京都江東区亀戸７－１１－１７ R3.8.31

谷あい正明後援会 谷合　正明 角屋　忍 岡山県岡山市南区福富西１－２０－４８ H15.12.12 有

楽しく社会を学ぶ会 酒井　大介 酒井　大介 山梨県甲府市古府中町４９２２－１ H25.12.11

田淵正文後援会 安井　潤一郎 原田　晃 東京都目黒区青葉台１－２７－１０ H25.4.22

たぶち正文後援会 田淵　正文 原田　晃 東京都目黒区鷹番３－３－３ H28.3.16

玉野の環境を守る会 角南　良彦 種　光男 岡山県玉野市宇野４－１３－１５ H20.4.10

田宮かいちを育てる会 田宮　嘉一 田宮　卓 東京都北区王子５－１０－５ H25.6.4 有

田村まみを支持する会 八野　正一 中島　徹 東京都千代田区九段南４－８－１６ H30.2.15

Ｔａｒｏ’ｓ　ＮＥＴＷＯＲＫ 広瀬　隆 岡田　哲扶 東京都千代田区麹町２－５－２０ H26.1.22

団塊の世代の会 山口　健司 水野　正則 東京都千代田区三番町３０－６ H21.2.10

丹波・関西・日本を守る会 羽馬　宏明 仁科　満利子 兵庫県丹波篠山市本郷６６５ R2.3.5

ダンプカー組合 漆原　綾 漆原　綾 埼玉県新座市片山３－８－２４ H21.8.10

【ち】

地域課題を解決する会 熊倉　哲也 熊倉　哲也 東京都中央区明石町４－３ H30.9.5

地域活性化未来産業研究会 荒川　俊明 倉本　惣市 東京都渋谷区広尾１－１４－１５ H26.8.27
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地域活性政党新市民 米橋　清治 米橋　清治 兵庫県明石市別所町１８－１８ H23.6.16

地域再生・活性化研究会 森屋　隆 大塚　照代 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.9.27 有

地域振興研究会 浅田　宗彦 吉田　成美 奈良県橿原市内膳町４－４－１ H23.1.25

地域新党はしま 田中　勝士 田中　瑞穂 岐阜県羽島郡笠松町米野５８９ H11.1.20

地域政経研究会 山本　公一 新津　昌雄 東京都千代田区永田町２－１－２ H4.8.5 有

地域政策研究会 務台　俊介 赤羽　俊太郎 長野県安曇野市豊科４６６７－１４ H28.2.25 有

地域政策研究会 尾﨑　充典 尾﨑　充典 奈良県香芝市下田西２－３－９ H28.5.24

地域政党ピース 有村　進 堂面　祐子 兵庫県尼崎市若王寺３－１５－２６ R2.7.1

地域の党 松下　幸治 松下　幸治 大阪府大阪市大正区泉尾２－１４－９ H27.7.27

地球環境研究会 山本　有二 松村　雄太 東京都千代田区永田町２－２－１ H17.2.15 有

地球環境研究会 酒井　貴文 醍醐　駿平 東京都江東区東陽５－３１－２１ R1.12.20

地球環境問題会議 堂村　慎太郎 堂村　慎太郎 大阪府東大阪市川田１－２－２０ H25.7.22

地球未来の会 木梨　盛祥 木梨　盛祥 東京都杉並区浜田山３－１－１５ H6.12.26

千葉政策研究会 門山　宏哲 櫻井　真人 千葉県千葉市中央区中央４－１３－３１ H23.1.4 有

千葉藤蓮塾 阿部　敏春 阿部　敏春 千葉県旭市ロ８７３ R2.12.4

地方行政浄化審議委員会 長峰　貞夫 大堀　益弘 茨城県鉾田市串挽７０６ H14.3.19

地方自治研究会 森元　恒雄 森元　つる子 東京都豊島区東池袋２－５７－４ H12.5.18

地方自治法研究会 永月　永治 永月　永治 大阪府河内長野市小塩６１２ H20.12.16

地方主権を確立する会 水本　隆明 水本　隆明 東京都新宿区西早稲田２－２０－１０ H16.3.26

地方制度研究会 渡辺　勝幸 坂元　大輔 兵庫県尼崎市昭和通５－１６５ R3.4.8

地ボ活党 金城　信夫 金城　涼子 沖縄県中頭郡読谷村字比謝４９４ R3.8.10

チーム荒川 荒川　順子 荒川　順子 神奈川県綾瀬市上土棚南１－６－３４ R3.11.4

チーム大阪・ボランティア関西 古木　真里 川口　秀輔 大阪府大阪市天王寺区玉造元町６－２ R1.11.27

チームふなＧＯ！ 舩後　靖彦 岡田　哲扶 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.8.20 有

チャレンジド日本 藤代　洋行 石倉　京 東京都板橋区板橋４－３４－２ H28.5.2

チャレンジ！山崎泰とチーム２１ 山﨑　泰 細畑　卓 東京都新宿区四谷４－１３－１ H25.5.29 有

中央政経協議会龍志会 石田　幸治 石田　幸治 大阪府大阪市中央区南船場１－３－２７ H27.4.16

中央政経工学研究機構 佐武　俊彦 佐武　みどり 東京都板橋区熊野町３７－１９ H30.9.26

中国情報通信懇話会 西田　吾郎 黒田　宏幸 広島県広島市中区大手町１－１－２３ H3.1.17

中国税理士政治連盟 重近　實 中原　教 広島県広島市中区袋町４－１５ S51.2.23

中国素淮会 奥原　征一郎 内海　康仁 広島県呉市中通２－６－６ H11.2.25

中国地方電力総連政治活動委員会 鳴石　章彦 中嶋　謙二 広島県広島市中区平野町６－２９ H6.9.21

ちゅうごくでんぽ生活向上委員会 川上　泰幸 畠岡　洋平 広島県広島市東区二葉の里３－５－７ H9.1.7

中国電力検針集金員労働組合・政治活動委員会 溝口　聡 野﨑　隆幸 広島県広島市中区平野町６－２９ H9.7.10

中国電力労働組合政治連盟 中嶋　謙二 吉田　智彦 広島県広島市中区平野町６－２９ S51.2.26

中国電力労働組合政治連盟山陰統括本部 門脇　直人 安藤　光平 島根県松江市母衣町１１５ H19.12.6

中古車政治連盟 海津　博 永井　保典 東京都渋谷区代々木３－２５－３ S61.6.6

中小企業共済制度拡充協議会 川瀬　重雄 川瀬　重雄 東京都中央区日本橋浜町２－１１－２ S51.1.7

中小企業振興政治連盟 川口　義彦 川口　士郎 東京都台東区松が谷１－３－５ S56.4.21

中小企業日本政治同友会 馬島　光男 馬島　真広 東京都品川区南大井３－２０－１ H1.7.25

忠政会 伊達　忠一 吉村　知見 東京都千代田区麹町１－５－４ R1.6.28

中電工業労働組合政治活動委員会 小迫　和彦 牛尾　哲也 広島県広島市南区出汐２－３－２４ H18.9.7

中電工労組政策・制度実現委員会 長谷　進 伊藤　栄治 広島県広島市中区小網町６－１２ H8.1.5

中電不動産労働組合政治活動委員会 森　裕昭 青山　智一 愛知県名古屋市中区栄２－２－５ H9.1.24

中電プラント労働組合政治活動委員会 駒澤　寛士 澤﨑　敬士 広島県広島市南区出汐２－３－１８ H8.7.12

中販連近畿地区政治連盟 財藤　和喜男 田川　博樹 大阪府大阪市中央区本町橋２－５ S62.1.17

中部エネルギーフォーラム 勝岡　信明 渡邊　経士郎 愛知県名古屋市東区東桜２－６－６ H14.6.6



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

中部環境福祉協議会 浜口　晴 中岡　誠次 愛知県名古屋市中村区城屋敷町２－２７ H29.2.7

中部検集労政治活動委員会 中村　敏弘 中村　敏弘 愛知県名古屋市東区東新町１ H7.8.18

中部電力総連政治活動委員会 西野　幸介 近藤　康晴 愛知県名古屋市東区東桜２－６－６ H7.6.1

中部電力労働組合政治連盟 勝岡　信明 影山　享 愛知県名古屋市東区東桜２－６－６ S51.2.25

中部電力労働組合政治連盟本店総支部 林　泰雄 深尾　栄治 愛知県名古屋市東区東新町１ S56.5.23

忠盟塾 牧口　敏則 田中　裕之 鹿児島県鹿児島市下福元町８６２４－５ H16.10.8

忠友会 伊藤　忠彦 上田　恵利 東京都港区南青山２－２２－１４ R2.3.16

長秋会 西　良典 東　雄一 長崎県長崎市籠町５－２４ H28.3.15

長心会 東　雅行 田中　誠 広島県竹原市田ノ浦２－１－８ H27.2.10

朝鮮人のいない日本を目指す会 川東　大了 川東　大了 大阪府枚方市村野東町４７－２０ H28.12.27

超党派会議 山内　和彦 山内　和彦 東京都江戸川区南篠崎町３－６－１１ H27.3.18

直心会 中川　俊直 竹本　翔太 東京都大田区東雪谷３－２５－９ H24.12.27 有

直諫の会 重徳　和彦 源馬　謙太郎 東京都千代田区九段北２－３－２５ R1.10.24

鎮世会 福本　淳三 横山　国代 東京都新宿区百人町１－２１－１ H31.4.10

鎮西美保子と新しい日本を創る会 鎮西　美保子 長澤　清雄 埼玉県熊谷市村岡３９９－５ H30.11.15

【つ】

通商産業エネルギー政策研究会 細田　博之 椎名　雄一 東京都千代田区永田町２－１－２ S61.2.17 有

つげあつひと後援会 柘植　厚人 橘　敏彦 兵庫県加古川市野口町野口１２９－４６ H30.1.10

つげ芳文関東地方後援会 三神　一朗 神保　一雄 埼玉県さいたま市中央区新都心４－３ H25.3.22

つげ芳文九州地方後援会 宮下　民也 木下　仁弘 熊本県熊本市中央区水道町３－３７ H25.4.1

つげ芳文近畿地方後援会 柴田　邦夫 庭崎　信之 大阪府大阪市中央区天満橋京町２－６ H25.3.15

柘植芳文後援会 柘植　芳文 増田　隆一 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.3.4 有

柘植芳文四国地方本部後援会 加藤　博史 亀井　慎滋 愛媛県松山市三番町８－１２－４ H30.7.30

柘植芳文東海地方後援会 羽根渕　光秋 木塚　一男 愛知県名古屋市中村区亀島１－１１－１４ H25.3.22

柘植芳文東北後援会 髙島　貞邦 志賀　祥一 宮城県仙台市青葉区錦町１－１２－１５ H25.3.11

角田秀穂後援会 角田　秀穂 鈴木　隆 千葉県船橋市湊町１－７－４ H27.1.6 有

つばさ日本 小林　興起 小林　壮貴 東京都千代田区永田町２－９－６ H25.4.25

つばさの会 石井　準一 森崎　大輔 東京都千代田区永田町２－１－１ H19.8.28 有

つばさの党 黒川　敦彦 根本　良輔 東京都千代田区隼町２－１２ R2.11.13

つぼいえみ後援会 坪井　恵美 坪井　まり 東京都中野区弥生町１－６－５ H19.9.12

強い福島を創る会 上杉　謙太郎 中川　博登 東京都千代田区永田町２－１－２ H30.11.1 有

【て】

ＴＭネットワーク 田村　麻美 西村　正光 東京都千代田区永田町２－１－１ R2.8.27 有

ティグレフォーラム 橘　悦二 清岡　和彦 東京都新宿区下宮比町２－２６ H5.2.1

ＴＫＣ関東信越政経研究会 原田　伸宏 原田　伸宏 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－２３－１ S55.8.4

ＴＫＣ九州政経研究会 黒岩　延峰 吉野　充俊 福岡県福岡市中央区西中洲１２－３３ S61.1.29

ＴＫＣ近畿京滋政経研究会 川添　渉 新見　和也 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル H4.7.6

ＴＫＣ四国政経研究会 三好　豊 市　和直 香川県高松市紺屋町９－６ S54.11.26

ＴＫＣ全国政経研究会 坂本　孝司 服部　久男 東京都新宿区揚場町２－１ S54.8.17

ＴＫＣ中部政経研究会 井ノ上　由貴男 谷口　将門 愛知県名古屋市中村区名駅４－２３－１３ S55.5.29

ＴＫＣ東北政経研究会 植松　正美 佐々木　泰司 宮城県仙台市青葉区大町１－１－１ S59.4.16

ＴＫＣ西東京山梨政経研究会 川西　京也 内山　治彦 東京都八王子市横山町１－６ H7.7.4

ＴＫＣ北陸政経研究会 橋本　佳和 木下　加代子 石川県金沢市南町４－６０ S60.11.6

ＴＫＣ南近畿政経研究会 今仲　清 田坂　隆司 大阪府大阪市中央区難波２－２－３ H4.7.6

帝国組織 大﨑　貴之 大﨑　剛男 鹿児島県霧島市隼人町真孝１５１－６ R3.2.5

テクノ中部労働組合政治活動委員会 河合　章仁 中西　義孝 愛知県名古屋市港区大江町３－１２ H9.1.28

てつお国土研究会 沓掛　哲男 沓掛　真一 東京都荒川区東日暮里４－１－４ H7.1.5



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

鉄鋼一般部会組織内議員を支援し政策実現を
推進する会

和田口　具視 村上　浩規 東京都中央区新川１－２３－４ H30.1.23

鉄鋼関連部会組織内議員を支援し政策実現を
推進する会

和田口　具視 佐藤　忍 東京都中央区新川１－２３－４ H29.11.14

哲仁会 中●　哲 井上　卓 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.9.8 有

鉄輪２１・政策研究会 今村　雅弘 田雑　正信 東京都千代田区永田町２－１－２ H7.2.16 有

寺前秀一政治経済観光研究会 寺前　秀一 寺前　早苗 石川県加賀市山代温泉神明町７－３ H22.2.4

寺村こころ後援会 寺村　心 滝井　秀和 東京都足立区梅田１－１８－６ H30.7.6 有

寺山政縁会 寺山　智雄 丹野　明法 東京都世田谷区上祖師谷１－２－９ H27.11.30

テレパ党 小山　恵吾 小山　恵吾 東京都大田区東糀谷４－４－５ R3.8.25

田園都市問題研究会 多々納　剛人 日下　雅彦 島根県出雲市武志町７５５－２ S54.7.17

天桜会 渡邊　一幸 鍛代　秀雄 山梨県笛吹市石和町小石和１３０－３ H22.11.5

電機連合山陰政治活動委員会 小松原　直樹 筧　憲之介 鳥取県鳥取市富安２－１５９ H15.11.13

電機連合政治活動委員会 近藤　英弘 秋　元成 東京都港区三田１－１０－３ H15.8.20

電機連合中国政治活動委員会 和田　晴彦 角　直樹 広島県福山市南蔵王町４－５－１８ H15.12.3

電機連合西九州政治活動委員会 矢ヶ部　教馬 川田　隆往 長崎県長崎市丸尾町６－１４ H15.10.21

電機連合西四国政治活動委員会 芥川　正 上甲　章史 愛媛県松山市宮田町１３２ H15.12.4

電機連合東四国政治活動委員会 門　裕介 門　裕介 香川県丸亀市蓬莱町８ H15.10.8

天元会 園田　修光 元山　寿哉 鹿児島県鹿児島市和田２－３９－１ H29.5.15

天正塾 長谷川　辰男 長谷川　明美 愛知県北名古屋市六ツ師町田２１ H24.2.7

天誅組 永月　永治 永月　永治 大阪府河内長野市小塩６１２ H22.3.5

天誅塾 飯島　二郎 松田　晃平 山梨県甲府市川田町９３４－１ H4.3.5

・津山８０票男 福島　剛 福島　剛 岡山県津山市東一宮６２－６ R3.7.9

天皇守護委員会 工藤　義雄 工藤　義雄 大阪府大阪市淀川区新高１－１３－２４ R3.10.20

天明塾 糸井　廣志 岡田　靖 京都府京丹後市網野町浜詰３２８ H30.2.28

電力業界による不法投棄被害の会 竹原　玉治 竹原　トミ子 石川県金沢市三十苅町丁１２－１ H19.5.22

電力サポート中国政策制度委員会 浅野　裕也 村上　瑛太郎 広島県広島市中区竹屋町２－４２ H16.7.28

電力総連政治活動委員会 岡崎　信勝 玉島　一吉 東京都港区三田２－７－１３ S51.2.26

【と】

東亜政経調査会 大西　裕一 大西　裕一 大阪府東大阪市上四条１０－９ H13.10.1

東海神谷まさゆき後援会 岩月　進 加藤　廣人 愛知県名古屋市中区丸の内３－４－２ R3.4.20

東海コンクリート工業労働組合政治活動委員会 内藤　博考 三治　晃介 三重県いなべ市大安町大井田２２５０ H8.11.7

東海情報通信懇話会 片桐　清志 小路　一 愛知県名古屋市中区千代田２－１５－１８ H4.12.16

東海政治経済研究会 神田　真秋 宅見　照男 愛知県名古屋市中区錦２－１５－２０ H11.1.4

東海税理士政治連盟 田中　克明 秋田　聡 愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９ S51.1.20

東海ときわ会 坪内　良人 堀田　昌子 愛知県名古屋市中村区太閤１－３－１６ S63.6.3

東海ときわ会大阪支部 吉川　直利 安藤　貞典 京都府京都市南区西九条北の内町４１ S63.6.2

東海ときわ会静岡支部 長谷川　泰 笠井　隆夫 静岡県静岡市葵区黒金町４９ S63.6.1

東海ときわ会東京支部 藤川　紳 蒲生　信二 東京都中央区日本橋３－１－１７ S63.6.1

東海ときわ会名古屋支部 浜田　賢治 堀田　昌子 愛知県名古屋市中村区太閤１－３－１６ S63.6.3

東急バス労働組合交通政策研究会 佐藤　光夫 大関　巧 東京都目黒区東山２－６－１９ H27.11.26

東急労働組合交通政策研究会 平森　悟 本木　典昭 東京都目黒区東山２－６－１９ H27.11.9

東京小川淳也後援会 宇都宮　崇人 本田　正美 東京都港区芝２－８－１ H22.12.20

東京北未来同友会 船橋　利実 鈴木　智貴 北海道札幌市中央区大通西８－２－３２ H29.12.20 有

東京・幸志会 柿澤　幸絵 野上　七郎 東京都江東区富岡１－２６－２１ H18.2.7

東京公司大麻党連邦捜査局 山﨑　雅之 山﨑　真紀子 兵庫県尼崎市東園田町８－９５－８ R1.12.11

東京康友会 古川　康 澁田　聡士 東京都千代田区永田町２－１－２ H27.2.9 有

東京宏友会 村上　太一 横山　まゆ 東京都港区港南３－６－２１ R3.12.14



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

東京修友会 髙鳥　修一 長　和秀 東京都千代田区永田町２－２－１ H20.12.25

東京進政会 逢沢　義朗 横山　義弘 東京都中央区勝どき２－８－１２ S51.3.1

東京政経研究会 阿立　豊彦 阿立　豊彦 山口県下関市東大和町１－８－１６ S54.6.29

東京政経調査会 宮田　正直 宮田　正直 千葉県勝浦市新官４８０ H15.10.16

東京青少年政談倶楽部 木村　優磨 小西　渉 東京都北区東十条２－１４－１ R2.5.7

東京地方税理士政治連盟 三堀　孝夫 中川　公登 神奈川県横浜市西区花咲町４－１０６ S51.2.10

東京電力労働組合政治連盟 小松　聖斉 深山　敏顕 東京都港区浜松町１－２１－２ S51.2.23

東京都維新の会 中松　義郎 宮城　調二郎 東京都世田谷区下馬６－３１－１０ H25.6.24

東京都公衆浴場業政治連盟 近藤　和幸 石田　眞 東京都千代田区東神田１－１０－２ S51.1.27

東京都日本共産党後援会 横田　和俊 千葉　治男 東京都豊島区東池袋２－５－８ S51.1.21

東京日新会 佐々木　豊 後藤　秀一 東京都杉並区上高井戸１－２２－１２ H25.3.4

東京野田会 福川　伸次 村山　眞美子 東京都新宿区市谷左内町３２ H23.9.7

東京逢友会 坂根　信義 二嶋　宣人 東京都港区南青山５－９－１２ S59.3.8

東京湾政策研究会 髙﨑　時彦 鈴木　富子 千葉県千葉市中央区新千葉３－７－１４ H5.5.7

東山会 伏見　義明 伏見　義明 奈良県香芝市今泉５６－２ H15.11.7

藤信会 後藤　茂之 小林　勇郎 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.7.3 有

闘心塾 石田　義之 阿部川　英輝 東京都中央区銀座６－３－１６ H11.1.20

闘心塾九州本部 小川　泰幸 小川　泰幸 福岡県古賀市今の庄３－４－１１ H27.11.17

東政会 清水　俊治 青木　浩一 大阪府茨木市双葉町１３－１１ S51.7.15

藤生塾総本部 藤原　秀策 上野　隆史 岐阜県岐阜市長住町７－２ H9.1.23

動態政経研究会 森　英介 勝地　邦男 東京都港区赤坂６－９－５ S51.2.28 有

東都総合研究所政治連盟 木下　茂樹 木下　茂樹 東京都葛飾区西水元４－１７－１７ H13.6.1

動物愛護推進党 藤田　幹雄 藤田　幹雄 東京都港区芝浦４－２２－１ R3.6.10

動物愛護党 福島　景 福島　景 大阪府柏原市平野２－８－２０ H26.4.3

東北検集労政治活動委員会 早坂　康市 渡部　英毅 宮城県仙台市青葉区立町２０－１ H18.8.23

東北建設業政治連盟 大槻　良子 大槻　良子 宮城県仙台市青葉区支倉町２－４８ H21.1.6

東北情報懇話会 松坂　吉章 結城　澄雄 宮城県仙台市若林区清水小路８－３６ H5.3.2

東北税理士政治連盟 青木　正 吉田　恵幸 宮城県仙台市若林区新寺１－７－４１ S51.2.27

東北素淮会 飯岡　智 飯岡　智 宮城県仙台市宮城野区清水沼３－１－３８ H7.6.19

東北拓沃会政治連盟 及川　和彦 畠山　修世英 宮城県仙台市青葉区本町１－１４－１８ S59.3.5

東北地区農業会議農政推進連盟 中村　功 後藤　久美 宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台字洞１８ H13.3.15

東北でんぽろう政治委員会 佐藤　雅宏 赤石　丈起 宮城県仙台市太白区あすと長町３－２－３６ H18.10.3

東北電力労働組合政治連盟 伊藤　佳記 瀬川　敬二 宮城県仙台市青葉区立町２０－１ S51.2.27

東北道州制懇話会 塚田　幸芳 谷　照美 宮城県仙台市若林区古城３－２０－６ H16.6.18

東北発電工業労働組合政治活動委員会 岡澤　正孝 玉澤　寿一 宮城県仙台市青葉区大町２－１５－２９ H17.8.1

東北フロンティア研究会 庄子　賢一 九鬼　秀俊 東京都千代田区永田町２－１－２ R3.11.12 有

とうほく未来創生 熊谷　一平 畠山　恵美子 宮城県気仙沼市唐桑町明戸６２ R1.6.21

東洋政経研究会 宮路　和明 杉山　靖夫 東京都新宿区水道町１－２４ S60.8.5

東洋民族派評議会・易水会 木本　豊次 井坂　博信 京都府京都市伏見区納所北城堀１０－２９ H23.5.16

桃李会 野田　福美 久保谷　幸雄 広島県福山市船町２－５ H9.3.12

登龍政経懇話会 笹山　登生 笹山　ヒサ子 東京都杉並区阿佐谷北１－１１－７ H6.8.19

燈籠の会 米津　等史 渡久地　政見 東京都港区西新橋３－１１－７ H8.10.11 有

ＤＯＷＡ労連政策実現の会 片山　享 小野寺　法子 東京都千代田区外神田４－１４－１ H22.3.16

トーエネック労組生活向上委員会 朝倉　紀和 横原　宏治 愛知県名古屋市中区栄１－２０－３１ H9.7.29

とおる会 石﨑　徹 石﨑　真理子 新潟県新潟市中央区関屋本村町１－３４－１ H25.12.13 有

渡海会 石見　満寿太 加茂　朋章 兵庫県高砂市曽根町２２４８－１１ S51.2.27

とがし政経フォーラム 冨樫　博之 山田　修市 東京都千代田区永田町２－１－２ H27.9.1 有

どがんかせんば！の会 酒井　剛 大城　陽一郎 沖縄県那覇市安謝１－３－１０ H20.7.16



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

ときた敦後援会 鴇田　敦 鴇田　恭子 千葉県市川市行徳駅前２－２１－１１ H29.10.3 有

徳恵会 金子　恵美 中川　誠一郎 福島県伊達市保原町字旭町６８－１ H19.9.5 有

徳茂雅之関東地方本部後援会 三神　一朗 神保　一雄 埼玉県さいたま市中央区新都心４－３ H28.2.3

とくしげ雅之九州地方本部後援会 宮下　民也 木下　仁弘 熊本県熊本市中央区水道町３－３７ H28.2.16

徳茂雅之近畿地方後援会 清元　正昭 庭崎　信之 大阪府大阪市中央区天満橋京町２－６ H28.4.6

徳茂雅之後援会 徳茂　雅之 水谷　善次 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.1.13 有

徳茂雅之四国地方本部後援会 加藤　博史 亀井　慎滋 愛媛県松山市三番町８－１２－４ H28.1.22

とくしげ雅之信越地方後援会 西條　英夫 原田　助俊 長野県長野市大字栗田９４８－１ H28.2.16

徳茂雅之東海地方本部後援会 小田　英紀 木塚　一男 愛知県名古屋市中村区亀島１－１１－１４ H28.1.22

徳茂雅之東北地方本部後援会 髙島　貞邦 志賀　祥一 宮城県仙台市青葉区錦町１－１２－１５ H28.1.26

特種運送事業政経研究会 小西　幸治 酒井　好道 東京都新宿区四谷３－２－５ S54.4.17

特殊鋼部会組織内議員を支援し政策実現を推
進する会

和田口　具視 宮本　明 東京都中央区新川１－２３－４ H30.1.23

徳人会 鈴木　隼人 丸山　響 東京都千代田区永田町２－１－２ H26.12.25 有

徳田毅政経研究会 徳田　毅 山中　一正 鹿児島県鹿児島市東谷山１－７５－１６ H19.1.19 有

ドクター・党 中松　義郎 宮城　調二郎 東京都世田谷区下馬６－３１－１０ H10.7.23

徳知主義の社会を実現する会（略称：徳知会） 新垣　辰雄 新垣　辰雄 沖縄県沖縄市比屋根６－３０－５ H29.4.14

独立環境調査研究所 池田　孝幸 増田　晴美 福岡県田川郡川崎町田原１９２１ H29.3.13

独立部門組織内議員を支援し政策実現を推進
する会

森岡　祥浩 小西　啓介 東京都中央区新川１－２３－４ H29.12.1

所沢市医師連盟 京谷　圭子 大場　忍 埼玉県所沢市上安松１２２４－７ S52.5.31

土佐民族協議会 中平　洋輝 大楠　将之 高知県高知市大津乙２５９２－６ H11.3.17

都市再生機構テナント事業者協議会 趙　敬鎭 畑谷　みゆき 京都府京都市南区東九条南松ノ木町１－１ H25.3.14

都市政策研究会 武正　公一 武正　智子 埼玉県さいたま市浦和区北浦和３－６－１１ H16.11.30 有

豊島清風会 熊﨑　碧 熊﨑　碧 東京都豊島区南長崎４－６－１４ H23.2.10

富電工政治連盟 渋谷　武 藤田　淳一 富山県富山市上冨居１－７－１２ H22.4.2

とものうりおを応援する会 髙原　静子 髙原　静子 東京都渋谷区神宮前１－１０－３４ R3.8.26

ともみ組 稲田　朋美 井本　幸三 東京都千代田区永田町２－１－２ H17.12.6 有

豊嶋晃弘後援会 豊嶋　洋子 宇井　裕貴 東京都中央区東日本橋２－１６－１１ H30.8.23

ドラフト・ポリシィー２１ 中村　時広 本川　憲子 東京都新宿区西早稲田２－２０－１０ H5.10.28 有

トランスヒューマニスト党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ H31.4.1

トランプ勝利党 新倉　将之 新倉　初子 神奈川県相模原市緑区中野１２７３－７ R3.7.9

トランプは勝ったそして庶民第一党 新倉　将之 新倉　初子 神奈川県相模原市緑区中野１２７３－７ R3.7.9

トランプは勝った党 新倉　将之 新倉　初子 神奈川県相模原市緑区中野１２７３－７ R3.7.9

努力をすれば報われる社会を実現する会 松村　喜代重 保泉　思郎 埼玉県秩父郡東秩父村坂本３３ H25.7.19

泥かきの会 江頭　孝博 江頭　孝博 京都府京都市西京区樫原平田町１４－１１ H30.11.21 有

呑舟会 麻生　逸雄 野田　友視 東京都千代田区永田町２－１７－３ S62.4.3

【な】

内外先物研究会 細金　鉚生 鈴木　敏夫 東京都中央区日本橋蛎殻町１－１５－５ H4.6.4

内外政経研究会 角田　益雄 角田　房栄 東京都世田谷区砧１－１４－１６ H2.7.20

内部告発者を守る党 齊藤　忠行 齊藤　忠行 東京都板橋区高島平２－２８ R3.4.22

内部告発情報センター 小中　一秀 三又　藤代 大分県大分市西浜３－２７ H20.10.6

中家康之後援会 佐々木　勝浩 佐々木　勝浩 東京都大田区西馬込１－２２－７ H30.11.8

なかえともや後援会 中江　友哉 中江　友哉 東京都板橋区成増３－３－３ R3.11.11

中川康洋後援会 中川　康洋 石井　隆 三重県四日市市芝田１－１０－２９ H27.1.6 有

長崎政経懇談会 西岡　秀子 清水　勝彦 長崎県長崎市新地町５－６ H30.5.2 有

永田町政経調査会 中島　篤 波多野　誠 東京都千代田区平河町２－７－４ S51.2.12

中谷ひろゆき後援会 岸野　庸平 藤田　知伸 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－９ H27.10.29



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

中田ひろし事務所 中田　宏 小田原　恵美子 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４ H30.4.2

「中田ひろし」と共に日本を良くする万縁の会 石川　哲也 小田原　恵美子 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４ H9.5.9

中西けんじ政経研究会 中西　健治 阿部　裕子 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川２－２－１ H23.5.30 有

中西けんじを囲む公認会計士の会 中川　隆之 北方　宏樹 東京都江東区亀戸７－５９－５ H24.5.1

中●さとし後援会 高柳　光明 井上　卓 高知県宿毛市中央７－４－９ H28.2.22

中西祐介後援会 三木　康弘 喜多村　旬 徳島県徳島市問屋町３１ H27.11.5

中野洋昌後援会 杉安　保宣 能村　清人 兵庫県尼崎市七松町３－１７－２０ H24.10.3

中野ひろまさと進む会 但馬　久美 峰尾　聖志 兵庫県神戸市中央区八幡通４－１－６ R2.6.30

中村かずひろ後援会 中村　和弘 玉川　晃嗣 神奈川県相模原市南区東大沼２－１９－５ R3.3.24 有

中本太衛後援会 永保　固紀 新崎　早織 神奈川県相模原市南区上鶴間本町３－９－１０ H5.10.28

奈義明日会 山本　盛雄 山本　盛雄 岡山県勝田郡奈義町小坂２７０－２ H29.11.27

名古屋税理士政治連盟 菱田　裕之 小島　善弘 愛知県名古屋市千種区覚王山通８－１４ S51.2.10

名古屋税理士政治連盟高山支部 三野島　徹 米澤　久二 岐阜県高山市石浦町３－４５４－１ H5.11.10

なたにや正義後援会 那谷屋　正義 山村　幸雄 東京都千代田区一ツ橋２－６－２ H15.9.22 有

なつみの会 比嘉　奈津美 岡田　英 東京都千代田区永田町２－１－１ H31.4.11 有

なでしこの会 中川　郁子 國枝　千秋 北海道帯広市東二条南１３－１８ H23.9.1 有

七海ひろこ後援会 彦川　太志 彦川　太志 東京都大田区上池台４－１８－１８ H26.1.22

鍋島祐徳会 田淵　正文 原田　晃 東京都目黒区青葉台１－２７－１０ H25.4.23

生コン政治協会 吉野　友康 原田　修輔 東京都中央区八丁堀２－２６－９ H4.11.17

なみほの会 松本　なみほ 松本　洋子 兵庫県神戸市北区有野台３－８－３ H25.4.11

南国交通労組交通政策研究会 板山　修治 松脇　博 鹿児島県鹿児島市照国町１１－２０ H27.12.9

難波奨二後援会 難波　奨二 金丸　安彦 東京都練馬区南大泉５－７－１８ H21.9.4 有

南風会 野間　健 山本　求之 東京都江東区東雲１－９－３２ H24.12.25

南風会政治連盟 田上　秀彦 白石　喜一 熊本県熊本市中央区新町４－９－１９ S59.2.1

楠風敬神塾 内田　寿哉 井上　直人 佐賀県佐賀市諸富町大字山領１６９－７ H28.12.16

楠朋会 岩永　浩美 田澤　千春 東京都新宿区若葉１－２１－４ H8.3.26 有

【に】

新倉将之後援会 新倉　将之 新倉　将之 神奈川県相模原市緑区中野１２７３－７ R2.9.3

新妻ひでき後援会 松波　克英 萱原　信英 愛知県名古屋市中区栄１－１４－１５ H25.1.21

二次加工部会組織内議員を支援し政策実現を
推進する会

和田口　具視 井出　智則 東京都中央区新川１－２３－４ H30.1.5

西島だいごを育てる会 西島　大吾 西島　大吾 東京都千代田区三番町１２－６ H30.2.28 有

西鉄グループバス交通政策研究会 筬島　健嗣 加賀　利広 福岡県福岡市中央区大手門１－４－１６ H28.11.16

西日本プラント工業労働組合政治活動委員会 原田　清俊 後藤　信幸 福岡県福岡市中央区高砂１－１０－１ H11.9.7

西日本獅子の會 大島　竜珉 前谷　祐一郎 愛媛県四国中央市中之庄町３８０ S59.6.26

西日本ときわ会 坂田　英洋 中野　勝昭 大阪府大阪市北区芝田２－８－１０ S63.5.13

西日本ときわ会福知山支部 桐村　博之 加藤　英二 京都府福知山市駅前町４２８ H13.3.15

西村まさみお茶の水後援会 奥村　弘一郎 浅野　正樹 東京都北区田端１－２１－８ H22.4.8

２１ＩＣＴ協議会 塩塚　直人 加部　有三 東京都千代田区内神田２－１１－５ H3.1.29

２１世紀「つよく美しい女性」を再成し社会を支
える会

安藤　純子 安藤　純子 滋賀県大津市茶が崎６－１ H26.7.1

２１世紀懇話会 佐々木　俊一 佐々木　俊一 東京都中央区銀座７－４－１２ H15.7.11

２１世紀政経会 原田　義昭 倉島　守 東京都千代田区永田町２－１７－５ H8.12.26 有

２１世紀政経懇話会 石田　祝稔 山内　大志 高知県高知市福井東町１５－１６ H7.1.23

２１世紀政策研究会 鈴木　宗男 赤松　真次 東京都千代田区永田町２－９－６ S58.6.8

２１世紀政策研究会 細田　健一 細田　眞司 東京都千代田区永田町２－１－２ H26.4.18 有

二十一世紀政治研究会 柳田　稔 久保谷　幸雄 広島県福山市船町２－５ H2.7.18

２１世紀政文会 玄葉　光一郎 濵　秀夫 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.1.6 有
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２１世紀日韓交流研究会 新井　賢太郎 本庄　政之 東京都千代田区永田町２－１７－５ H21.7.17

二十一世紀日本維新会 中村　勝 中村　勝 大阪府堺市南区庭代台１－３０－３ H23.2.25

二十一世紀の会 野田　聖子 半田　亘 岐阜県岐阜市加納新本町２－２３ H9.1.6 有

２１世紀の会 小川　惠里子 福元　亮次 東京都千代田区永田町２－１－１ H12.6.13 有

２１世紀の政治経済を考える会 山際　大志郎 吉野　哲平 東京都千代田区永田町２－２－１ H19.10.18 有

２１世紀の世界を創る会 水野　優子 水野　義文 岐阜県岐阜市大縄場４－１５－３ H6.12.9

二十一世紀ビジョン研究会 井上　義久 九鬼　浩一郎 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－５－２４ H7.3.20

２１世紀福祉政策フォーラム 中村　太一 伊藤　瞳 東京都世田谷区砧２－２３－７ H16.6.1

廿一世紀問題懇話会 塩崎　恭久 遠藤　新治 東京都港区虎ノ門５－３－２０ H1.3.7

２１世紀を拓く会 棚橋　泰文 足立　敬子 岐阜県大垣市桐ケ崎町９３ H7.1.6 有

２０５０年の明るい「みらい」研究会（Ａｓｓｏｃｉａｔｉ
ｏｎ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｂｒｉｇｈｔ　Ｆｕｔｕｒｅ　２０５０）

村瀨　茂高 山口　専太郎 東京都新宿区新小川町３－３３ H30.8.29

２０２０東京五輪「台湾正名」推進協議会 水島　総 三輪　和雄 東京都渋谷区渋谷１－１－１６ H29.3.23

日越政治経済研究会 鬼頭　国彦 原　明雄 東京都港区西新橋１－６－１２ H23.4.13

日電工業労働組合政策制度実現委員会 中山　聡 中野　奈穂子 広島県広島市南区出汐２－３－２９ H18.8.4

にちほ政治連盟 川合　善大 川合　善大 大阪府大阪市中央区平野町４－５－７ H15.4.2

日露善隣協會 田中　健之 田中　健之 東京都千代田区平河町２－２－１ H28.7.21

日韓親善社会福祉連合会岡山県本部 西田　幸夫 髙田　理恵 岡山県勝田郡勝央町勝間田４２４－４ H15.11.17

日新会 武部　新 後藤　秀一 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.3.4 有

日鳶連政策懇話会 清水　武 坪内　太一 東京都港区芝公園３－５－２０ S61.2.18

日販協政治連盟 本橋　常彦 渡部　俊美 東京都中央区入船２－５－１１ H8.4.18

にとう泰明後援会 宮本　剛志 宮本　剛志 鳥取県境港市外江町３１００－２ R3.1.6

ニート党 嶌内　一樹 嶌内　一樹 神奈川県横浜市南区永田東２－１４－７ R3.4.16

日本愛国舎 大和田　貴弘 羽谷　正明 大阪府柏原市玉手町１９－８ H14.3.1

日本愛国同志会 中西　忠則 赤嶺　芳信 大分県別府市石垣東７－２－２ S63.8.3

日本愛する会 橋間　実 橋間　千春 福岡県大野城市御笠川５－４－１ R3.5.24

日本明日の会 小宮　秀介 小宮　秀介 埼玉県さいたま市岩槻区本町４－２－３５ H28.1.6

日本ＲＶ協会政治連盟 荒木　賢治 佐藤　正 神奈川県横浜市港北区新横浜２－７－１９ R2.2.5

日本安心党 山田　幸治 山田　幸治 東京都江戸川区春江町３－２８－６ R2.9.18

日本あん摩マッサージ指圧師政治連盟 安田　和正 小谷田　作夫 東京都新宿区西早稲田２－１８－２ R1.6.21

日本医業経営コンサルタント連盟 木村　光雄 根本　清規 東京都千代田区三番町９－１５ R3.6.14

日本医師連盟 中川　俊男 小林　博 東京都文京区本駒込６－１２－１ S51.1.8

日本維新党 𠮷岡　曉亜 𠮷岡　曉亜 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町２－４２－２ H5.5.13 有

日本維新の会 原口　一博 池田　勝 東京都港区赤坂２－１７－１０ H23.2.18

日本維新聯合総本部 石川　竜也 石川　竜也 大阪府羽曳野市野々上４－６－３ H10.2.18

日本遺族政治連盟 宇田川　剱雄 盛川　英治 東京都江戸川区松島３－８－１６ S51.1.30

日本一新会 工藤　義雄 工藤　義雄 大阪府大阪市淀川区新高１－１３－２４ R3.9.28

日本イノベーション研究会 中川　幸司 中川　光代 埼玉県熊谷市銀座１－１１６ H24.7.13 有

日本鋳物政治連盟 藤原　愼二 鈴木　晴光 東京都港区芝公園３－５－８ H8.9.12

日本医薬品登録販売者協会政治連盟 内藤　隆 本吉　淳一 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１０ H28.4.13

日本医療法人連盟 加納　繁照 伊藤　伸一 東京都千代田区富士見２－６－１２ S51.1.24

日本衛生検査所連盟 伊達　忠一 小林　直哉 東京都文京区後楽２－３－２８ S55.5.30

日本栄養士連盟 井上　幸子 長谷川　克己 東京都港区新橋５－１３－５ H16.8.16

日本英霊御心顕彰会 吉田　強 吉田　強 大阪府羽曳野市野々上４－６－３ H23.9.6

日本干支歴廃止維新の会 清水　孝雄 清水　孝雄 東京都大田区池上８－１５－１ H26.9.8

日本塩業協会 野﨑　泰彦 ●住　陽一 東京都港区六本木７－１５－１４ S53.1.27

日本応援隊 守屋　智明 守屋　智明 長野県駒ヶ根市赤穂北割一区切石原上４９７－４０５ H23.6.1

日本恩返しの会 永井　敏勝 川田　昌成 東京都新宿区北新宿４－２０－１２ R2.7.14
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日本オンブズマンクラブ 小中　一秀 三又　藤代 大分県大分市西浜３－２７ H14.12.2

日本オンラインカジノ委員会 今井　侑也 松永　剛柱 東京都新宿区西新宿３－９－３ R2.8.3

日本改革政治連盟 森　康佳 森　康佳 東京都豊島区池袋４－２９－１１ H22.3.5

日本改革党 沓澤　亮治 沓澤　亮治 東京都豊島区東池袋２－１－１２ H29.6.29

日本介護支援専門員連盟 藤岡　三之輔 坪根　雅子 東京都中央区八丁堀４－１０－８ H21.8.21

日本海事代理士政治連盟 松居　紀男 澤井　正勝 東京都中央区日本橋堀留町１－４－１６ H28.7.1

日本カイロプラクティック振興財団 森口　和晃 寺岡　達哉 神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町１－１８－５ H18.6.20

日本が生まれ変わるための党（日生党） 吉田　明弘 吉田　彩華 鹿児島県伊佐市大口大島９８８－１ R3.10.29

日本革新党関●府本部 瀧川　勉 瀧川　勉 京都府城陽市寺田深谷８９－３ H29.11.1

日本革新党九州府本部 梅木　晃宏 梅木　由喜乃 大分県玖珠郡九重町野上 H2.5.8

日本革新党中部府地区本部 新井　修一 平田　欣広 福井県福井市開発１－１１０２ S62.2.17

日本廓清共同聯盟 西山　実 外山　学也 三重県津市雲出伊倉津町９８１－４ H31.3.11

日本から世界平和党 吉田　憲治 吉田　達郎 富山県富山市中央通り２－４－２１ H28.4.11

日本眼科医連盟 白根　雅子 柳田　和夫 東京都港区港南２－１６－４ S60.7.5

日本眼鏡政治連盟 風早　昭正 平岩　幸一 東京都中央区日本橋３－１３－１１ H23.3.15

日本環境保全監視協議会 松浦　直彦 西原　尊久 広島県尾道市久保３－２－１９ H20.8.4

日本看護連盟 大島　敏子 和田　幸恵 東京都渋谷区神宮前５－８－２ S51.3.1

日本看護連盟後援会 大島　敏子 和田　幸恵 東京都渋谷区神宮前５－８－２ S59.3.5

日本菊心会 堀　武秀 平野　昭彦 熊本県球磨郡あさぎり町上西１２ H16.11.15

日本義肢装具等製作事業者政治連盟 相馬　充晴 平井　正利 東京都文京区本郷５－３２－７ H20.5.23

日本共産党後援会近畿ブロック連絡会 山口　隆 伊部　健一 大阪府大阪市東成区中道１－１０－１０ R2.5.13

日本共産党後援会全国連絡会 小森　香子 前野　秀雄 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２９－１２ H1.12.2

日本共産党後援会南関東ブロック連絡会 岡村　共栄 足立　善彦 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－１０－１６ H24.3.12

日本共産党・全国業者後援会 太田　義郎 土井　淳子 東京都豊島区西池袋２－２４－７ S51.9.9

日本共産党全国女性後援会 柴田　真佐子 細川　葵 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２６－７ S51.9.18

日本共産党全国農業・農民後援会 笹渡　義夫 吉川　利明 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２６－７ S58.6.2

日本行政書士政治連盟 園田　由美子 若林　三知 東京都港区虎ノ門４－１－２８ S56.7.6

日本行政調査会 森　太平 高梨　恒弘 東京都町田市木曽町８５０－４５ S55.5.20

日本共和党 角田　統領 中村　聖重 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１８３－３ R3.6.21

日本キリスト教共産党 石田　辰夫 石田　辰夫 沖縄県那覇市繁多川２－８－４３ H31.3.20

日本銀行黒田東彦総裁の金融政策に敬意を
表する会

戸嶋　浩次 甲斐　達也 福岡県福岡市東区香椎照葉３－３－１ R2.5.29

日本金融経済研究フォーラム２１ 長崎　幸太郎 斉藤　友美 山梨県富士吉田市松山１－６－１４ H17.10.19 有

日本経綸社 山田　哲 山田　哲 東京都港区南麻布１－１５－４ H20.1.15

日本謙国会 三瓶　謙治 佐々木　嘉和 東京都葛飾区西亀有３－３４－９ R2.3.10

日本原子力発電労働組合政治活動委員会 岩本　正雄 権守　飛鳥 東京都台東区上野５－２－１ S60.10.31

日本憲政社 牧島　憲一 牧島　憲一 埼玉県さいたま市浦和区上木崎１－７－３ H3.4.4

日本建設職人社会振興連盟 石原　信雄 東尾　正 東京都中央区日本橋小伝馬町１５－１８ H22.5.27

日本建設職人社会振興連盟選挙対策委員会 近藤　昌三 東尾　正 東京都中央区日本橋小伝馬町１５－１８ H29.3.24

日本建築士事務所政経研究会 庄司　雅美 丸川　眞太郎 東京都中央区八丁堀２－２１－６ S59.3.8

日本講座 林　万平 林　万平 岡山県総社市福井５１７－５ H16.3.5

日本宏道会 津波古　博 津波古　博 東京都新宿区歌舞伎町２－４２－１３ H26.6.2

日本皇道塾 田山　学 田山　学 千葉県船橋市二和東５－６４－３ R3.6.24

日本皇道同志社大分県本部 伊達　猛昌 井上　秀樹 大分県大分市葛木９９６－１６ H1.12.28

日本公認会計士政治連盟 森　公高 加藤　達也 東京都千代田区九段南４－４－１ S51.4.10

日本合板産業政治連盟 井上　篤博 上田　浩史 東京都千代田区神田三崎町２－２１－２ S56.3.23

日本皇武心党 大石　満夫 園田　竜也 熊本県宇城市松橋町久具２３６２－１ H18.4.19

日本交友会 鹿島　日出喜 廣瀬　邦男 香川県高松市田村町１１７９ S51.1.29



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

日本国救済会 新　裕史 新　裕史 京都府京都市伏見区淀木津町２５４ R4.2.2

日本国国旗掲揚の会 竹原　玉治 竹原　トミ子 石川県金沢市三十苅町丁１２－１ H19.5.22

日本国策評議会 池田　秀明 池田　明美 兵庫県神戸市垂水区上高丸２－１－８ H29.11.1

日本国政財官調査会北海道本部 伊東　廣司 相原　良一 北海道札幌市西区八軒五条東３－７－３４ H18.8.22

日本国防誠志会 伊藤　義孝 田中　俊作 大阪府大阪市淀川区東三国５－１５－７ H9.4.1

日本国民会議 龍　誠一 龍　淳一 佐賀県佐賀市昭栄町４－２８ H23.4.4

日本国民党 鈴木　信行 荒木　紫帆 東京都中央区日本橋蛎殻町１－６－４ R2.7.3

日本国家戦略フォーラム２０２５ 鈴木　馨祐 早川　昭太郎 東京都千代田区永田町２－２－１ H17.12.7 有

日本ゴルフ党 上杉　隆 上杉　隆 東京都中央区勝どき１－１－１ R2.12.15

日本婚礼党 坂本　雅彦 坂本　幸栄 東京都中央区銀座６－２－７ R3.5.21

日本再生運動 居上　顕一 居上　里佳 東京都渋谷区恵比寿４－２０ R3.4.23

日本再生研究会 髙橋　英明 板倉　勝教 東京都千代田区永田町２－１－２ R3.11.19 有

日本済世党 嶌内　一樹 嶌内　一樹 神奈川県横浜市南区永田東２－１４－７ R2.12.21

日本再生・途上国支援協働機構 永井　敏勝 永井　敏勝 東京都新宿区北新宿４－２０－１２ R2.6.25

日本再生プロジェクト 赤野　孝之 大曾根　靖 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－６３－８ H30.5.9

日本在宅介護連盟 市川　明壽 佐々木　隆之 東京都新宿区新宿１－１８－１４ H19.2.7

日本作業療法士連盟 平田　素子 比留間　ちづ子 東京都台東区寿１－５－９ H21.12.1

日本産業政策研究会 石上　俊雄 土師　康孝 神奈川県横浜市港北区新吉田東２－１１－１５ R2.4.22

日本産業政策調査センター 川口　良治 川口　陽子 東京都大田区北千束３－９－３ H29.6.13

日本産婦人科医師連盟 木下　勝之 栗林　靖 東京都新宿区市谷八幡町１４ S57.12.17

日本歯科医師連盟 高橋　英登 神田　晋爾 東京都千代田区九段北４－１－２０ S51.1.30

日本歯科衛生士連盟 富田　基子 久野　郁子 東京都新宿区大久保２－１１－１９ S55.1.23

日本歯科技工士連盟 杉岡　範明 阿部　正從 東京都新宿区市谷左内町２１－５ S51.2.27

日本歯科材料工業政治連盟 横江　浩司 横江　浩司 東京都台東区小島２－１６－１４ S60.8.5

日本歯科用品商連盟 宮内　啓友 谷口　ゆたか 東京都文京区本郷１－２５－２５ S55.12.1

日本始幸民元年 守田　勝正 守田　聖恵 山口県下松市美里町１－３－１６ H22.6.8

日本志士の会 齊藤　修一郎 齊藤　修一郎 東京都西東京市下保谷５－１３－１９ H27.11.4

日本自然愛護同志会 七枝　巌 七枝　理恵子 鹿児島県鹿児島市田上７－１－１０ H4.11.16

日本実践自由党 高木　義明 丸山　良三 東京都目黒区上目黒３－６－５ S58.5.20

日本士道会 福島　達範 高畠　守 香川県高松市東ハゼ町１７－７ H12.4.13

日本自動車整備政治連盟 木場　宣行 齋藤　裕人 東京都港区六本木６－１０－１ S54.12.15

日本司法書士政治連盟 酒井　寿夫 大竹　由美子 東京都新宿区四谷本塩町４－３７ S53.10.20

日本社会正義塾 井内　修一 井内　修一 香川県木田郡三木町下高岡２２２６－４ H20.1.4

日本獣医師連盟 北村　直人 境　政人 東京都港区南青山１－１－１ S51.5.31

日本柔道整復師連盟 工藤　鉄男 三橋　裕之 東京都台東区上野公園１６－９ S53.4.1

日本障害者最幸会議 峯尾　聡太 峯尾　聡太 千葉県流山市南流山７－２７－８ R3.1.18

日本商工連盟 三村　明夫 米田　千鶴子 東京都中央区銀座２－２－１７ S57.9.1

日本彰國社 高橋　徹 松田　雄大 神奈川県海老名市門沢橋４－１７－３２ H15.4.4

日本小児科医連盟 松平　隆光 三平　元 東京都新宿区西新宿５－２５－１１ H19.4.4

日本女性薬剤師連盟 近藤　由利子 渡部　シゲ子 東京都墨田区太平３－１－１ H12.11.24

日本白百合学徒隊 原　美紀 一井　隆志 熊本県球磨郡あさぎり町上西１２ H25.10.8

日本鍼灸師連盟 仲野　彌和 日野　博 東京都豊島区西巣鴨２－１－１９ S51.8.27

日本人権協会 寺元　修 前田　光信 大阪府大阪市旭区新森１－７－３ H20.7.8

日本神光創世会 余郷　勉 余郷　勉 愛知県名古屋市中川区昭和橋通５－２９－１ H15.4.30

日本新進党 橋間　実 橋間　千春 福岡県大野城市御笠川５－４－１ R3.5.24

日本新世紀ビジョン研究会 山本　順三 能登　祐克 東京都千代田区永田町２－１－１ H17.7.14 有

日本新党 小泉　修平 小泉　久美子 大阪府大阪市中央区南船場１－３－１４ H29.8.30

日本診療放射線技師連盟 芳士戸　治義 木暮　陽介 東京都港区三田１－４－２８ H18.5.2
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日本スマイル党 込山　洋 込山　洋 東京都豊島区長崎３－２２－１２ R2.3.2

日本誠愛会 反町　一夫 反町　一夫 群馬県安中市上間仁田９３ S58.5.26

日本請願権運動 角田　豊治 角田　多代 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１８３－３ H4.7.30

日本政経調査会 佐田　治夫 三村　邦彦 神奈川県横浜市港北区大倉山４－５－２ S61.10.7

日本政経調査会 谷　貞男 坂田　ひとみ 神奈川県平塚市上吉沢７２０－１ H4.10.16

日本政興同志会 加藤　順司 加藤　幸子 静岡県浜松市西区西山町１８４４－２ H8.5.24

日本政策研究会 伴　良隆 三國　晶子 北海道札幌市北区屯田九条２－７－５ H22.2.19 有

日本政策研究所 白坂　健生 白坂　健生 東京都三鷹市下連雀７－１０－５ R2.1.16

日本政策総合研究所 遠藤　宣彦 遠藤　彰子 東京都世田谷区東玉川１－２４－２２ H28.1.22

日本政治教育推進会議政治結社皇國憂和会 張貝　芳雄 前田　勝 東京都江戸川区南葛西４－２－９ S62.6.2

日本政治経済同志会 東森　大介 大西　正泰 大阪府大阪市中央区常盤町１－１－９ H19.4.5

日本精神科病院政治連盟 鮫島　健 長瀬　輝諠 東京都港区芝浦３－１５－１４ S51.7.13

日本精神研究所 山田　哲 山田　哲 東京都港区南麻布１－１５－４ H18.2.6

日本税制改革協議会 内山　優 野原　治人 埼玉県行田市中央１３－１５ H9.9.22

日本製鉄阪神労組政治活動委員会 古関　信昭 明瀬　和紀 大阪府堺市西区石津西町５ R3.9.1

日本製鉄労働組合連合会政治活動委員会 平田　健吾 峰　健太郎 東京都千代田区丸の内２－６－１ S54.2.5

日本製鉄和歌山労働組合政治活動委員会 中濱　秀之 中野　敬浩 和歌山県和歌山市湊１８５０番地 S56.1.24

日本青年社 松尾　和也 大塚　直樹 東京都八王子市南浅川町２８１９ S51.2.27

日本青年社茨城県本部 富施　光治 富施　光治 茨城県水戸市河和田１－１６１４－５ H7.1.30

日本青年社城東本部 篠塚　栄一 林　清次 東京都足立区入谷２－２１－９ H13.5.17

日本青風同盟 江口　明昇 中野　彦 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田５００－６ H5.2.15

日本青風同盟九州統括本部 原田　あらし 猪口　孝郎 熊本県人吉市南泉田町４３ H27.3.11

日本政物多様性保全チーム 植村　和彦 植村　明日香 東京都小笠原村母島字元地 R3.4.18

日本政友同志会 加藤　順司 加藤　幸子 静岡県浜松市西区西山町１８４４－２ H4.11.30

日本税理士政治連盟 太田　直樹 田　達満 東京都品川区大崎１－１１－８ S51.1.22

日本先進会 鳩山　紀一郎 鳩山　紀一郎 東京都文京区音羽１－７－１ R2.12.10

日本専門新聞政治連盟 大塚　一雄 長島　貴好 東京都港区虎ノ門１－２－１２ S53.9.8

日本戦略会議 福田　達夫 堤　岳志 東京都千代田区永田町２－２－１ H24.11.15 有

日本造船協力集団政治連盟 河西　良二 野口　雅史 東京都港区虎ノ門１－１１－２ S54.12.12

日本創造研究会 古川　禎久 西田　育生 東京都千代田区永田町２－１－２ H8.5.27 有

日本第一党 髙田　誠 藤井　資子 東京都渋谷区東２－１－４ H28.8.29

日本第一党茨城県本部 島﨑　篤志 古谷　真美 茨城県水戸市大塚町１９００－１２ R2.12.24

日本第一党徳島県本部 福田　智幸 岩佐　法晃 愛媛県四国中央市中之庄町２９５－２ R3.8.3

日本第一党福島県本部 大槻　徹 山岸　秀実 福島県福島市松川町浅川字川久保９ R3.8.6

日本第三民主同盟 多田　龍生 多田　龍生 静岡県伊豆の国市奈古谷７１８－２ S51.2.17

日本大導会大阪総本部 松田　浩明 松田　浩明 大阪府柏原市平野１－１０－７ H30.3.23

日本台湾自由連盟 上畠　誠大 上畠　寛弘 兵庫県神戸市東灘区住吉本町２－１４－２０ R1.5.10

日本魂再興協議会 石川　竜也 石川　竜也 大阪府羽曳野市野々上４－６－３ H23.3.4

日本チェーンドラッグストア協会政治連盟 松本　南海雄 根津　孝一 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１０ H13.8.1

日本致公黨 田中　健之 田中　健之 東京都千代田区平河町２－２－１ R2.6.10

日本中小企業政治連盟 左近充　尚典 村田　堅一 東京都大田区下丸子２－１３－３ S51.2.13

日本道義主義の党 早川　幹夫 早川　祐夫 東京都千代田区平河町２－５－７ H31.4.16

日本東西南北融和党運営会 岡本　倫寛 岡本　倫寛 北海道札幌市手稲区星置南２－２９ H31.4.16

日本同志会 畑井　良輔 畑井　良輔 大阪府枚方市翠香園町２０－１ H30.3.16

日本同志社 田中　英二 田中　夕貴 大分県別府市新別府３組 R2.4.9

日本同盟正義塾 畑中　正行 前地　由紀夫 三重県南牟婁郡御浜町大字下市木３３２５－１ H29.7.31

日本同盟宮崎県本部 平野　栄一 日高　正信 宮崎県宮崎市新別府町麓４５８ H23.5.31

日本同和解放全国連合会 奥田　秀雄 中村　好秀 京都府京都市南区吉祥院西定成町３８ H6.3.17
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日本トランプ党 𠮷次　圭一 𠮷次　基宣 神奈川県横浜市緑区青砥町１５６－１ R3.10.13

日本ならできる 中野　博 中野　博 愛知県豊田市高岡本町秋葉８８－３ R3.9.21

日本南学党運営会 岡本　倫寛 岡本　倫寛 北海道札幌市手稲区星置南２－２９ H31.4.16

日本に住む子ども達を守る党 小畑　治彦 小畑　治彦 大阪府東大阪市楠根２－１２－１３ R3.5.17

日本の健康と医療を良くする会 原田　晃 田淵　百合 東京都目黒区青葉台１－２７－１０ H28.3.14

日本の原点 森川　成之 伊藤　俊哉 三重県津市城山３－１３－３７ H23.3.8

“日本の国防を考える会” 岡本　倫寬 岡本　倫寬 北海道札幌市手稲区星置南２－２９ R2.1.29

日本のすべてをスマイルでいっぱいにする会 井上　朋子 永田　淳子 京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町５－１ R2.6.5

日本の生態系を取り戻す政策協会 池谷　奉文 畠山　泰章 東京都豊島区西池袋２－３０－２０ H8.10.4

日本の物流を改革する党 小島　糾史 小島　糾史 群馬県前橋市下新田町６４０－６ R3.11.18

「日本の道」政策研究会 松本　剛明 梅津　徳之 兵庫県姫路市手柄１－１２４ H27.12.11

日本の未来を考える会 松原　仁 関根　勉 東京都品川区東大井５－１７－４ H30.5.16

日本の未来を創造する会 濵田　和幸 久保田　泰夫 東京都世田谷区深沢７－１３－４ H22.3.19 有

日本バチカン友好親善協会 山本　昭夫 木村　美喜男 東京都府中市本町１－１２－２ H25.3.21

日本番外議員連盟 角田　豊治 角田　多代 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１８８－１ H3.10.16

日本・ビジョンを拓く会 上川　陽子 村松　潮見 静岡県静岡市葵区七間町１８－１０ H7.1.12 有

日本病院会政治連盟 相澤　孝夫 生野　弘道 東京都千代田区三番町９－１５ S51.11.5

日本福祉用具供給事業者連盟 小野木　孝二 後藤　憲治 東京都中央区日本橋兜町１１－７ H31.3.7

日本武士道塾 竹田　繁司 東　和夫 大阪府大阪市西成区萩之茶屋１－９－３２ R2.10.13

日本武士道精神伝承の会日本会議 横山　千明 三原　康男 兵庫県明石市鍛治屋町１－６ H26.1.17

日本不動産鑑定士政治連盟 神戸　冨吉 近藤　実 東京都港区虎ノ門３－１１－１５ S57.6.2

日本米穀商政治連盟 山崎　政治 平澤　敦 東京都千代田区岩本町３－４－５ R1.5.7

日本ペット産業健全育成機構 服部　章平 真鍋　洋 東京都港区芝大門２－８－１３ R3.10.11

日本弁護士政治連盟 菊地　裕太郎 若林　茂雄 東京都千代田区霞が関１－１－３ S54.9.17

日本弁理士政治連盟 水野　勝文 福田　伸一 東京都千代田区霞が関３－４－２ S51.1.6

日本法理規正会 池本　宗将 後藤　恵美子 大分県大分市長浜町１－１２－３ H2.5.16

日本ボウリング振興政治連盟 池田　朝彦 池田　朝彦 東京都品川区南品川２－２－１０ S62.7.22

日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会
政治連盟

岸野　雅方 渡部　典郎 東京都品川区西五反田７－２２－１７ H25.6.21

日本保険薬局政治連盟 首藤　正一 野澤　充 東京都中央区日本橋３－１２－２ H19.5.18

日本保守党 石濱　哲信 石濱　哲信 東京都豊島区駒込１－４２－２ R3.5.27

日本ボランティア会 和田　秀麿 沼辺　豊弘 東京都台東区浅草６－４２－１２ H2.7.19

日本水を守る会 前田　昌雄 米山　栄作 鹿児島県指宿市十二町５５９ H29.2.8

日本未来開発研究会 中村　裕之 髙橋　知久 東京都千代田区永田町２－１－２ R2.9.25 有

日本民主教育政治連盟 神本　美恵子 筒井　龍児 東京都千代田区一ツ橋２－６－２ S51.3.5

日本民政党 東條　哲也 小野　光明 東京都文京区本郷３－４３－８ H9.1.29

日本民族協議会 善生　善彦 善生　勇介 香川県高松市常磐町２－９－２４ H2.9.6

日本民族研究会政治結社日本新和者 奥村　清英 馬場　正光 福岡県行橋市大字東徳永２１９ H14.7.29

日本民族行動会議 神津　正 神津　正 兵庫県尼崎市南武庫之荘１－１５－８ H10.5.1

日本民族青年同盟 中野　順二 小澤　利都 東京都新宿区南榎町７２ S57.4.14

日本民族青年同盟岡崎支部 堀之内　淳二 堀之内　淳二 愛知県岡崎市大門３－９－２６ H29.1.23

日本無党派党運営会 岡本　倫寛 岡本　倫寛 北海道札幌市手稲区星置南２－２９ H31.4.16

日本名誉毀損防止同盟 高山　隆憲 木村　三喜男 東京都府中市本町１－１２－２ H22.7.21

日本薬業経済研究協会 樋口　俊一 亀田　綱介 大阪府東大阪市鴻池徳庵町１－６ H5.8.3 有

日本薬業政治連盟 鹿目　広行 牛之濱　貴正 東京都中央区八重洲１－７－２０ S51.2.9

日本薬剤師連盟 山本　信夫 荻野　構一 東京都新宿区四谷４－３ S51.1.6

日本憂国青年同盟 長谷川　裕行 河合　政彦 愛知県名古屋市名東区引山３－６０５ S60.4.5

日本養豚振興政治連盟 香川　雅彦 石川　輝芳 東京都渋谷区代々木２－２７－１５ H24.3.7



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

日本予防医学推進委員会 兼杉　浩 兼杉　浩 埼玉県さいたま市北区大成町４－１４８－１ H24.9.4

日本酪農政治連盟 佐藤　哲 柴田　輝男 東京都渋谷区代々木１－３７－２ S51.7.5

日本理学療法士連盟 半田　一登 齋藤　弘 東京都港区六本木７－１１－１０ H16.5.21

日本理美容教育政治連盟 谷本　穎昭 塚本　明弘 東京都渋谷区代々木３－４６－１８ H27.7.2

日本料理政治連盟 三田　芳裕 浅田　松太 東京都中央区日本橋小伝馬町１７－１４ S51.2.25

日本林業の政策を推進する政治連盟 篠原　明 鳴川　康也 東京都文京区大塚３－２８－７ H7.1.18

日本臨床漢方医会 石川　友章 古田　誠 東京都日野市高幡６－３ H10.5.22

日本臨床検査技師連盟 椙山　広美 深澤　恵治 東京都大田区大森北４－１０－７ H10.7.16

日本臨床工学技士連盟 肥田　泰幸 肥田　泰幸 東京都文京区湯島１－３－４ H25.7.1

日本老人党（老人党） 中田　久義 中田　初代 東京都葛飾区鎌倉１－１７－３ R3.10.18

日本労働党 秋山　秀男 平石　義則 東京都千代田区飯田橋４－１－５ S51.6.11

日本を正す政治連盟 佐藤　昇 国吉　優之 東京都江東区亀戸２－４２－６ H28.3.22

日本を良くする会 白石　暁子 白石　暁子 東京都大田区中馬込１－１４－１６ H8.9.20

ニューアクション 勝岡　信明 渡邊　経士郎 愛知県名古屋市東区東桜２－６－６ S57.3.10

ニューリバー政治経済文化研究会 荒井　広幸 荒井　望 東京都新宿区若葉１－１４－１ H28.9.9

任侠団体志政塾 杉谷　正文 石本　キヨカ 福岡県北九州市八幡東区上本町１－１１－１ R2.2.21

認定こども園・子ども子育て政治連盟 越智　瑞啓 白井　慶子 東京都港区新橋４－３１－３ R2.9.17

認定こども園振興連盟 小笠原　文孝 崎村　英樹 宮崎県串間市大字北方７３６３ H27.7.27

【ね】

ＮＥＸＴ５０ 輿水　恵一 輿水　恵一 埼玉県さいたま市緑区下野田４６３－１ H25.1.9 有

ネクスト山形４７の会 齋藤　弘 伊藤　尚彦 山形県山形市小白川町５－１３－２４ H22.12.27 有

根っこから真改革 松下　幸治 松下　幸治 大阪府大阪市大正区泉尾２－１４－９ R3.6.22

熱誠 花野　恭子 西野　香織 東京都千代田区永田町２－１７－３ H30.1.24

ネットワーク日本再建 田村　秀二 岡田　邦宏 東京都千代田区飯田橋２－１－２ S61.6.3

練馬政経研究会 新井　友和 増島　光博 東京都練馬区石神井町３－１７－１１ H23.10.6

【の】

農業党 渡邉　晋宏 渡邉　晋宏 千葉県我孫子市柴崎１３－１０ R3.7.9

野田毅会 野田　毅 村山　眞美子 東京都新宿区市谷左内町３２ S51.1.24 有

野中かずひで後援会和衆会 野中　一秀 山田　広郷 京都府南丹市園部町新町火打谷１－３ H31.1.11

野原善正希望創造の会 野原　善正 松茂良　安子 沖縄県浦添市伊祖１－２０－７ R2.7.20

野村こういち後援会 野村　紘一 前北　恵里 東京都港区北青山３－３－１３ H22.3.3 有

野村秋介思想研究会 藤巻　強 藤巻　龍馬 神奈川県横浜市西区西戸部町２－２０１ H8.1.10

ＮＯＲＩＫＯＲＯＣＫ 小川　のり子 青木　まり子 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.8.13 有

【は】

パイオニアグループ労働組合連合会・議員を
応援する会

古庄　孝和 萩原　賢征 東京都文京区本駒込２－２８－８ H15.1.14

葉隠会 江島　正純 吉丸　泰嗣 佐賀県杵島郡白石町大字福田１５４６－２ H11.6.2

芳賀みちや道優会 芳賀　道也 江口　忠博 山形県山形市城北町１－２４－１５ R1.10.23 有

白椹会 北村　茂男 大畑　豊 石川県輪島市水守町タキシヤ１０ H18.1.19

白しんくん後援会 土屋　紀一 本庄　政之 東京都千代田区永田町２－１７－５ H27.7.24

博青会 佐藤　芳博 佐藤　芳博 宮城県多賀城市東田中２－１９－３ H8.3.6 有

白・天馬の会 白　眞勲 土屋　紀一 東京都千代田区永田町２－１－１ H16.3.19 有

白鳳会 川崎　秀人 岸田　直樹 東京都千代田区永田町２－２－１ S51.2.27 有

伯友会 髙橋　伯雄 丸山　亮 東京都豊島区東池袋３－８－５ R2.1.7 有

橋本聖子後援会 原　武彦 長崎　博 東京都足立区鹿浜５－１２－６ H12.8.1

バス交通懇話会 三澤　憲一 高橋　芳則 東京都千代田区丸の内３－４－１ S51.2.18

ＰＡＳＳ総合政策研究会 時岡　淳 時岡　みどり 東京都港区白金３－１１－８ H16.5.20

長谷川ひではる関東地方後援会 三神　一朗 神保　一雄 埼玉県さいたま市中央区新都心４－３ R3.7.8



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

長谷川ひではる九州地方後援会 宮下　民也 木下　仁弘 熊本県熊本市中央区水道町３－３７ R3.10.1

長谷川ひではる近畿地方後援会 柴田　邦夫 庭崎　信之 大阪府大阪市中央区天満橋京町２－６ R3.9.27

長谷川英晴後援会 岡田　裕昭 藤田　悦弘 東京都港区六本木１－７－２７ R3.6.10

長谷川ひではる後援会中国地方本部 末武　晃 田村　和雄 広島県広島市中区幟町３－５７ R3.10.1

長谷川ひではる四国後援会 加藤　博史 亀井　慎滋 愛媛県松山市三番町８－１２－４ R3.10.19

長谷川ひではる東海地方後援会 中本　薫 木塚　一男 愛知県名古屋市中村区亀島１－１１－１４ R3.10.27

長谷川ひではる東北後援会 髙島　貞邦 志賀　祥一 宮城県仙台市青葉区錦町１－１２－１５ R3.10.13

長谷川英晴北陸後援会 石田　尚史 宇野　憲二 石川県金沢市十間町５ R3.10.6

はたともこ後援会 はた　ともこ 湯川　憲比古 東京都中央区明石町６－１３ H21.9.2 有

働くもののくらしを良くする会 柳谷　卓 新宅　豪 広島県呉市昭和町１１－１ H22.5.14

８０票 福島　剛 福島　剛 岡山県津山市東一宮６２－６ R3.10.26

八八会 海野　美佳 山﨑　美智子 埼玉県さいたま市南区別所２－３２－６ H5.6.16

パチンコ党 宮川　直輝 小林　宏 埼玉県さいたま市緑区大字三室２１２１－１０ R3.4.26

パチンコの違法化・大幅課税を求める議員と国
民の会

小坂　英二 田口　賀都子 東京都荒川区東尾久４－２－８ H23.3.25

八心会 八木　哲也 蜷川　徹 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.1.25

発明政治 中松　義郎 宮城　調二郎 東京都世田谷区下馬６－３１－１０ H11.2.10

羽生田俊後援会 中川　俊男 釜萢　敏 東京都文京区本駒込６－１２－１ H25.1.16

パブリックパーティー（公益党） 松本　孝一 田中　太郎 東京都千代田区麹町１－３ R3.6.10

浜口誠後援会 浜口　誠 岡村　敏郎 愛知県豊田市桜町２－１５－１ H28.3.25

はまぐち誠を支援する会 堀内　清明 渡部　修 東京都港区高輪４－１８－２１ R3.7.2

浜誠会 浜口　誠 石綿　慶子 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.7.27 有

浜田和幸後援会 川上　喜代實 久保田　泰夫 東京都世田谷区深沢７－１３－４ H28.3.8

はまたけはばたけ会 濱武　振一 徳田　博之 福岡県筑紫野市大字山口１９１３－８ H27.5.26 有

浜田まさよしを励ます会 浜田　昌良 田中　正勝 愛知県名古屋市西区名駅２－３４－１７ H16.1.5 有

浜野喜史後援会 濱野　喜史 下橋　佑治 東京都千代田区永田町２－１－１ R2.8.27 有

浜野よしふみを支援する会 酒井　昌也 玉島　一吉 東京都港区三田２－７－１３ H24.6.4

早川皇慶後援会 早川　皇慶 早川　悟子 東京都葛飾区青戸７－３７－５ H25.6.10

早川久美子後援会 早川　久美子 早川　久美子 東京都葛飾区立石２－１３－３ H23.11.17

早川党 早川　皇慶 早川　悟子 東京都葛飾区青戸７－３７－５ H25.6.10

早坂信一東京後援会 早坂　信一 早坂　京子 東京都千代田区有楽町２－１－１０ H31.1.28

林芳正を支える会 林　芳正 田中　邦治 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.1.23 有

はやぶさ党 岡村　幹雄 岡村　和代 東京都八王子市大船町３７８－１４ R3.11.2

原口一博後援会 原口　一博 池田　勝 東京都千代田区永田町２－２－１ H13.2.1 有

はるか 伊藤　央 竹内　太司朗 大阪府守口市大門町２－８ R2.1.6

晴義会 今野　克義 今野　義夫 東京都世田谷区桜丘３－９－２４ H24.12.4 有

バレエ大好き党 猪野　恵司 猪野　恵司 東京都渋谷区代々木２－２６－５ R3.7.12

反共主義者同盟 金　得洙 金　得洙 大阪府八尾市恩智南町２－１３６ H27.5.19

反グローバリズム国際保守連合 遠藤　修一 安田　美絵 東京都品川区北品川５－１６－１９ H29.10.6

【ひ】

ＰＲＵ小豆島政治センター 三枝　千司 大森　裕之 香川県小豆郡土庄町甲５３７３－１ H7.4.12

非営利団体国際人権擁護協会 大田　行秘 栫　一久 鹿児島県薩摩川内市神田町４－１７ H26.3.7

東トルキスタン共和党 波拉帝　ケユム 武佐　サライデン 大阪府寝屋川市池田旭町２４－１５ R2.11.12

東日本匡愛会 田名部　匡代 田名部　政志 青森県八戸市岩泉町４－７ H18.5.22 有

東日本ときわ会 鈴木　俶也 大橋　光雄 東京都渋谷区代々木２－５－１ S63.3.23

東日本の税理士による片山さつき後援会 柴崎　一男 鈴木　誠 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１１－１ H31.2.13

非公然政治結社民族姓名人権守護社 関　太子夫 増田　誠 愛知県名古屋市熱田区一番１－２８－１０ H30.1.29

ピーコさん党 森下　裕史 森下　津多子 東京都渋谷区本町３－４１－１８ R1.8.1



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

ビジョン２１ 川上　義博 安藤　一嘉 鳥取県米子市冨士見町２－１１１ H6.4.6 有

ピジョンブラッド 小串　聖子 中山　裕美 東京都中央区銀座８－１４－９ H22.6.17

ひだか剛政経研究会 樋高　剛 川原　忠夫 神奈川県川崎市高津区久地１－８－５ H12.8.8 有

日立グループ連合政治活動委員会 石川　裕士 有吉　雅幸 東京都千代田区岩本町２－９－６ H16.9.1

日立造船労働組合政治活動委員会 芝　恵造 木島　正道 大阪府大阪市住之江区南港北１－７－８９ S51.11.1

ＨＩＤＥ政策研究会 中島　秀記 松本　祐昌 大阪府東大阪市加納４－１３－４ R2.11.9

非鉄関連部会組織内議員を支援し政策実現を
推進する会

上野　達也 木村　暢之 東京都中央区新川１－２３－４ H30.1.23

火の鳥党 徳野　陽子 徳野　陽子 千葉県柏市新逆井２－１１－３０ H11.9.20

日の丸会 芝田　智司 芝田　智司 兵庫県神戸市西区岩岡町野中１１７１ S55.8.1

日の丸世直し大日本誠心義塾総本部 平田　安幸 平田　千代子 三重県津市安濃町内多１１０７ H16.8.23

ＰＰ（英語名　Ｐｉｒａｔｅｓ　Ｐａｒｔｙ　Ｊａｐａｎ） 松田　直 松田　直 東京都目黒区中町２－６－１１ H31.4.25

ひまわり会 自見　英子 藤田　秀男 東京都千代田区永田町２－１－１ H27.1.15 有

ひまわり市民会 梶岡　孝俊 辻田　充利 大阪府大阪市東成区大今里南２－６－１１ R3.3.16 有

姫の会 姫井　由美子 姫井　一裕 岡山県岡山市北区学南町２－５－３３ R1.8.1 有

百花会 濱村　進 濱村　進 兵庫県姫路市佃町２６－１ H30.5.21 有

飛友会 金子　俊平 渡辺　真理 東京都千代田区永田町２－１－２ S61.12.8 有

飛雄会 江藤　拓 三野　晃 東京都千代田区永田町２－１－２ H14.10.25 有

病院政治連盟 難波　義夫 脇田　誠司 東京都渋谷区神宮前２－６－１ S51.2.27

表現の自由を守る会 山田　太郎 荒井　理沙 東京都大田区千鳥１－１５－１ H28.1.20

兵庫政経調査会 竹中　直代 衣笠　有紀 兵庫県姫路市小姓町３５－１ S63.4.14

平塚正幸後援会 平塚　正幸 平塚　正幸 千葉県船橋市松が丘５－５－７ R2.8.7 有

平林晃後援会 平林　晃 西岡　稔 広島県広島市安佐南区山本１－１４－１５ R3.11.16 有

広島おさむる会 前島　修 前島　修 広島県広島市南区宇品西１－７－１２ H18.7.7 有

広島県電気工事工業組合政治連盟 髙野　憲一郎 前田　清志 広島県広島市中区大手町５－１５－５ S53.6.17

広島の明日を考える会 落合　洋司 岸尾　正博 東京都港区高輪２－１６－３８ H29.9.1

広田一改新の会 広田　一 溝渕　大司 高知県高知市土居町９－７ H25.1.28 有

貧困庶民党 髙橋　昌尚 髙橋　昌尚 香川県善通寺市大麻町１０９８ R2.12.10

敏聡会 福田　敏明 福田　敏明 大阪府大阪市東淀川区東淡路１－５－３ H2.10.18 有

【ふ】

１ｓｔ会 金沢　政志 金沢　光章 長野県長野市北尾張部７８０－３ H5.5.12

ファーストの会 荒木　千陽 本橋　弘隆 東京都中野区中野２－１２－５ R3.9.27

ファッションフォーラム２１ 頭山　秀徳 田中　豊雄 東京都千代田区平河町１－７－５ H30.12.25

フェア党 大西　恒樹 池田　新吾 神奈川県藤沢市辻堂東海岸４－５－９ H23.7.11

フェアな民主主義 奈須　利江 吉井　早苗 東京都大田区北千束１－１１－８ H26.10.15

フェロアロイ部会組織内議員を支援し政策実現
を推進する会

和田口　具視 黒島　巌 東京都中央区新川１－２３－４ H30.1.23

フォーラム共生社会２１ 福山　哲郎 正木　幸一
京都府京都市上京区河原町通丸太町下る伊勢屋
町４０６

H10.8.5 有

フォーラムＫ 大野　敬太郎 奴賀　裕行 東京都千代田区永田町２－２－１ H25.2.4 有

Ｆｏｒｕｍ２１（フォーラム２１） 川村　博章 鈴木　富子 千葉県千葉市中央区新千葉３－７－１４ H7.12.18 有

フォーラム・フロンティア 伊藤　達也 田辺　一男 東京都調布市布田１－３－１ H23.12.28 有

深沢ひろふみ後援会 深澤　宏文 深澤　宏文 東京都町田市本町田９４７－１ H30.4.26 有

福音宣言舎 安部　尚登 安部　尚登 北海道札幌市中央区南五条西２６－２－２２ H30.9.3

福志政経懇話会 額賀　福志郎 平川　大輔 東京都千代田区永田町２－１－２ S59.4.17 有

福島から日本の未来を考える会 柴橋　正直 坪井　永光 福島県郡山市清水台２－１０－１１ H26.8.27

福島啓史郎後援会 芝田　博 中山　信雄 東京都港区白金２－７－４１ H12.6.20

福島けいしろう山口宇部後援会 東田　浩幸 國村　禎夫 山口県周南市徳山６７８１－１４ H12.8.4



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

福徳会 福重　隆浩 西口　香 群馬県高崎市下中居町３８１－３ R3.12.10 有

福原みらい後援会 福原　未来 福原　未来 三重県四日市市上海老町７７３－１ H27.10.5

ふくろうの会 齊藤　了介 加藤　佑介 東京都中央区八重洲１－３－７ H30.1.5

藤井孝男後援会 藤井　孝男 小林　麻子 東京都中央区銀座１－１５－６ S51.3.5

藤井裕久を支える会 藤井　裕久 大貫　英範 東京都港区白金台３－１３－１ H19.7.20

藤川政人政経懇話会 藤川　政人 藤原　勝彦 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田７１３ H23.5.6

藤木しんや後援会 山野　徹 大西　茂志 東京都千代田区神田錦町１－２３ H27.10.20

富士急交通政策研究会 宮下　竜三 堀内　直英 山梨県富士吉田市新西原１－２－２ H27.10.26

富士政治経済研究会 澤辺　正恭 石川　二比古 東京都目黒区五本木１－５－１３ S51.2.19

富士通フロンテック労働組合「夢を育てる会」 海津　武彦 岩川　晃 東京都稲城市矢野口１７７６ H26.4.30

扶桑会 山本　昭夫 草住　雅文 東京都府中市本町１－１２－２ H1.8.21

普通鋼部会組織内議員を支援し政策実現を推
進する会

和田口　具視 坪田　英明 東京都中央区新川１－２３－４ H29.11.16

ぶっ壊す党 山田　秀樹 山田　愛子 大阪府大阪市大正区千島１－７－１５ R1.8.19

不登校を考える党 立花　孝志 立花　孝志 東京都葛飾区東新小岩１－１－１ R3.6.7

武道・文化・スポーツ振興政治連盟 笹川　堯 糸川　正晃 東京都千代田区内幸町１－１－７ H29.6.5

ふなびきこうこ後援会 船曳　鴻紅 船曳　鷹青 東京都品川区東五反田５－２５－１９ H25.4.10 有

不弁会 森　陽一郎 森　千代子 埼玉県川口市芝園町２ R1.8.19

ブラック校則をぶっ壊す党 矢島　秀平 矢島　秀平 東京都葛飾区亀有１－２４－７ R3.2.15

ふるげん未来塾 古川　元久 花井　孝之 愛知県名古屋市千種区内山３－８－１６ H6.8.1 有

ふるさと研究会 波多野　誠 波多野　誠 東京都千代田区平河町２－７－４ H23.1.17

古本伸一郎後援会 古本　伸一郎 山内　健二 愛知県豊田市桜町２－１５－１ H15.4.9

古屋圭司を育てる会 阿部　龍輔 守永　そのみ 岐阜県恵那市長島町正家１－１－２５ H3.1.11

古屋事務所 守永　そのみ 守永　そのみ 岐阜県恵那市長島町正家１－１－２５ H18.4.4

古屋範子後援会 古屋　範子 中島　順一 神奈川県横須賀市米が浜通１－７－２ H15.7.23 有

古屋慶隆先生顕彰会 水野　正敏 水野　正敏 岐阜県恵那市大井町１０１ S51.2.20

フレッシュ石井の会 石井　正弘 石田　栄章 岡山県岡山市北区内山下１－９－１５ H8.7.30 有

フロンティア日本 川口　富士子 笹岡　典之 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根６２９－２ H24.10.1

文化後援会 澤田　章子 和泉　壽子 東京都渋谷区代々木２－１８－８ H14.7.22

【へ】

平成改新 田村　雄二 田村　雄二 埼玉県朝霞市栄町４－１－３ H23.11.22

平成研究会 茂木　敏充 大橋　弘一 東京都千代田区永田町１－１１－３２ S62.7.13

平和の潮 鈴村　秀男 鈴村　文子 愛知県名古屋市守山区廿軒家１－８ H12.11.22

平和の党 西尾　憲一 野瀬　美徳 千葉県船橋市夏見４－１６－４ H29.7.18

ベーシックインカム改正党 松井　忠弘 松井　忠弘 大阪府守口市北斗町１－６ R2.5.28

ベーシックインカム党 後藤　輝樹 後藤　輝樹 東京都葛飾区四つ木１－４７－１４ R2.1.30

ベーシックインカムを実現する党 千葉　康治 瀬口　隆志 岩手県奥州市前沢駅東４－５－１７ R1.7.19

【ほ】

豊栄社 葛岡　司 葛岡　司 埼玉県さいたま市見沼区東大宮６－３５－３ H28.1.6

防共挺身隊 大港　道弘 長沼　利幸 千葉県松戸市牧の原４３５－１ S53.9.14

鵬皇社 河野　通博 跡部　正憲 岐阜県瑞穂市本田８８２－２ H16.10.7

報國社 岩瀬　泰雄 本屋　朋弘 東京都大田区田園調布本町２７－７ S62.4.28

報國団 丹内　輝夫 丹内　常道 岩手県一関市山目字館６４－１９０ S58.3.18

宝樹会 三浦　千春 関　惠千子 東京都江戸川区西瑞江５－１２－６ H8.9.19

法制調査会 星　隆 星　隆 神奈川県大和市下鶴間８０１－１ H17.5.16

豊友倶楽部 大川　信幸 大川　信幸 兵庫県神戸市垂水区上高丸３－１８－２４ H24.7.6

北州菊守会 髙橋　隆三 湊　満夫 福岡県田川市大字伊田５０１５ H13.11.26

牧樹会 江尻　隆 佐藤　亘 埼玉県さいたま市中央区上落合２－１－２４ H18.3.3



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

北辰会 黒田　雄 石原　洋三郎 東京都新宿区北新宿３－２－１６ H22.12.1

北農会政治連盟 大伏　直 宮野　祐彰 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻ム１ S59.3.12

北裕会 神谷　裕 大原　弘一 東京都千代田区永田町２－１－２ H30.1.5 有

北陸税理士政治連盟 森陰　輝夫 中村　淳 石川県金沢市北安江３－４－６ S51.2.28

北陸素淮会 小田　禎彦 鶴賀　裕行 石川県金沢市桜田町１－１ H9.8.18

北陸電気工業労働組合・議員を応援する会 柳瀬　良則 古谷　将吾 富山県富山市下大久保３１５８ H16.1.14

北陸電気工事労働組合生活環境向上委員会 小笠原　弘二 奥園　裕 富山県富山市小中２６９ H11.11.12

北陸電力総連政治活動委員会 中谷　宗義 三野　修一 富山県富山市東田地方町１－２－４５ H6.11.30

北陸電力労働組合政治連盟 山内　正人 竹原　康裕 富山県富山市東田地方１－２－４５ S51.2.19

北陸民族青年会議 網渕　里志 松本　瑞樹 石川県金沢市畝田東２－１２３ R2.2.12

保護施設連盟 品川　卓正 相原　弘子 東京都千代田区霞が関３－３－２ H24.4.20

誇りある日本をつくる会 千田　昌寛 岡　浩司 岡山県倉敷市倉敷ハイツ３－１１ R1.6.12

保守愛国党 岩田　翼 岩田　翼 石川県小松市串町南１６３－２ R3.4.13

細川護熙を支援する会 細川　護熙 勝見　圭太 東京都港区白金台５－２２－１１ H26.1.17

北海道を愛するみんなの会 高橋　はるみ 藤部　英一 北海道札幌市中央区大通西１０ R1.9.19 有

北海道を元気にする会 小熊　聡 原　武彦 北海道札幌市中央区北一条西５－２ H21.2.27

北極星の会 石川　輝久 上垣　敬祐 神奈川県横浜市緑区台村町２９２ H24.8.1

北方領土返還要求促進奈良県本部 中　秀幸 中　秀幸 奈良県吉野郡下北山村大字上池原５５１ S59.3.3

堀川バス交通政策研究会 木村　憲治 松永　和徳 福岡県八女市本町１ H28.11.16

本庄さとし後援会 本庄　知史 石田　智太郎 千葉県柏市豊四季９４９－９ R1.5.24 有

本田あきこ中央後援会 山本　信夫 大澤　泰輔 東京都新宿区四谷４－３ H29.4.5

【ま】

毎朝読新聞政治団体 森山　典英 川村　貴志 東京都中央区日本橋２－１６－３ R2.5.1

まえはら誠司後援会連合会 小林　祥一 木元　俊大 京都府京都市左京区山端壱町田町８－４６ R2.12.7

牧義夫君を育てる会 牧　義夫 北村　礼文 愛知県名古屋市熱田区熱田西町１－１７ H11.10.26 有

ま心 松田　健哉 松田　エレーナ 秋田県秋田市中通４－１－５２ R1.9.6

誠会 栢原　英郎 花澤　功 東京都港区愛宕１－３－４ H16.11.5

勝会 加藤　勝信 新井　智明 岡山県笠岡市中央町３１－１ H24.5.28 有

マスタリークラブ「関よしひろを囲む会」 磯野　昌彦 髙谷　理恵 兵庫県神戸市須磨区大池町２－３－７ H28.4.28

増山としかずの会（中小・小規模事業を元気に
する会）

増山　壽一 北澤　孝太郎 東京都目黒区東山１－１１－１５ H27.8.17 有

松浦かつゆき後援会 松浦　克行 辻　奈那子 東京都足立区谷中１－２２－１３ R3.5.20

松岡広隆後援会 松岡　広隆 松岡　嘉子 大阪府大阪市北区天神橋２－５－２５ H22.2.19 有

松下こうじちゃんと地域を考える会 松下　幸治 松下　幸治 大阪府大阪市大正区泉尾２－１４－９ H29.3.3

松下新平国会事務所 松下　新平 大出　浩己 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.5.31 有

松島弘典後援会 佐々木　勝浩 佐々木　勝浩 東京都大田区西馬込１－２２－７ H26.5.28

松田直久後援会 松田　直久 河内　孝治 三重県津市桜橋３－４４６－４３ H10.11.13 有

松ぼっくりが目印！ 松川　公浩 松川　恭子 神奈川県相模原市緑区西橋本３－５－９ H25.6.27

松村よしふみ後援会 岩下　忠 春日　堅一 熊本県球磨郡あさぎり町上北２５１ H16.1.20

松本たけあき後援会 松本　剛明 小松　利仁 兵庫県姫路市手柄１－１２４ H17.12.28 有

まほろば会 荒井　正吾 東口　哲夫 奈良県奈良市芝辻町５０８ H13.2.13 有

麻薬追放国土浄化同盟 安東　美樹 安東　美樹 兵庫県神戸市灘区篠原本町４－３－１ H4.1.24

麻立会 亀田　隆明 前川　圭吾 東京都千代田区霞が関１－４－１ S63.3.30

丸川珠代の会 大塚　珠代 三浦　基広 東京都千代田区永田町２－１－１ H20.11.10 有

マルハンユニオン政治連盟 森　厚 山田　浩佑 埼玉県八潮市茜町１－１１－１２ R3.3.3

【み】

三ヶ尻亮子後援会 山本　忠智 佐藤　彰 高知県高知市上町２－４－１９ H27.12.15

三河道州制研究会 重徳　和彦 植村　耕作 東京都千代田区永田町２－１－２ H25.1.16 有



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

みずおか俊一後援会 森越　康雄 小西　清一 東京都千代田区一ツ橋２－６－２ H30.3.29

水落敏栄後援会 藤田　芳子 野田頭　佑 東京都港区赤坂２－２１－６ H15.3.3

水循環２１あり方研究会 尾沼　好博 酒井　悟 長野県佐久市岩村田１２７１－７ H22.6.14

瑞穂と一緒に国会へ行こう会 福島　みずほ 石川　顕 東京都千代田区永田町２－１－１ H10.4.15 有

未創研 田野瀬　太道 櫻本　和子 奈良県橿原市大軽町５９－１ H24.11.21 有

みたぞのさとし後援会三訓会 三反園　訓 肥後　貞人 鹿児島県鹿児島市皇徳寺台３－１６－３ H28.1.5 有

道の会 佐藤　英道 向田　貴 北海道札幌市中央区北一条西１９－２－１ R1.5.16

みちのく旅館ホテル政経懇話会 佐藤　勘三郎 岩松　廣行 宮城県仙台市若林区新寺２－１－１ H3.8.12

三井Ｅ＆Ｓ労働組合連合会政治活動委員会 大河原　明 新井田　真史 東京都港区芝２－２０－１２ S52.3.29

三井金属鉱業労働組合連合会政策実現推進
の会

小松﨑　雄一 渡邉　祐一郎 東京都品川区大崎１－１１－１ H22.3.17

ミッション２１ 山口　壯 前田　紀佳 兵庫県相生市大石町１９－１０ H7.11.13 有

三菱自工労組政治活動委員会 平川　秀行 有本　正憲 東京都港区芝４－１０－１ H23.4.1

三菱重工グループ労働組合連合会高砂地区
本部政治活動委員会

石谷　嘉英 大谷　和弘 兵庫県高砂市荒井町新浜２－７－４７ H14.1.4

満和道志会 平岡　義一 向　宏之 埼玉県草加市松江３－１５－２６ H13.12.13

みどり会 松島　みどり 染谷　優佳 東京都千代田区永田町２－２－１ H7.2.22 有

緑の地球ナンバーワンの会 山下　容子 小山　タカ 東京都立川市柴崎町１－１７－１６ R1.6.14 有

緑の党 対馬　テツ子 荒木　秀子 東京都豊島区池袋本町２－６－３ S56.12.24

緑の党・九州連絡協議会 大塚　龍昇 本河　知明 福岡県福岡市早良区有田５－１７－７ H25.2.28

緑の党グリーンズジャパン 橋本　久雄 八木　聡 東京都中野区新井２－７－１０ H19.2.6

緑の党グリーンズジャパン京都府本部 大井　哲郎 大井　哲郎
京都府京都市中京区醒ヶ井通六角下る越後突抜
町３０１

H26.5.12

緑の党グリーンズジャパン東海本部 尾形　慶子 岸　孝憲 愛知県豊田市寺部町３－７８ H26.6.4

緑の日本 内田　美弥子 小島　敏郎 東京都渋谷区富ヶ谷１－４６－７ H24.1.12

緑フォーラム 三橋　牧 渡辺　千鶴 東京都北区神谷３－１９－１２ H12.11.16

みどりポリティカルアソシエーション 小宮　自由 小宮　自由 東京都新宿区北新宿１－１－４ R1.6.19

みなづき会 中島　孝晃 松本　美和子 島根県出雲市大社町杵築東５８０ S52.4.8

南大阪政経懇話会 浦野　靖人 藤鷹　英雄 東京都千代田区永田町２－２－１ H25.1.10 有

南大隅に新しい風を 田中　慧 田中　正紘 東京都世田谷区松原２－３８－９ R3.2.8

南九州税理士政治連盟 宮本　律夫 米川　健一 熊本県熊本市中央区大江５－１６－９ S51.1.12

南東北たばこ耕作者政治連盟 佐藤　正則 佐々木　信長 福島県田村市船引町船引字上江１７２－２１ H30.4.3

みなもと波動研究所 近藤　剛広 近藤　美恵子 愛知県知多市清水が丘１－１３１１ H18.4.20

みのる会 寺田　稔 石山　優子 東京都千代田区二番町１０－３４ H16.3.11 有

三原じゅん子後援会 三原　順子 武原　美佐 東京都千代田区永田町２－１－１ H22.3.30 有

見張り番．東大阪 堂村　慎太郎 堂村　慎太郎 大阪府東大阪市川田１－２－２０ H27.7.27

みやかわ伸後援会 宮川　伸 藤田　聡 千葉県鎌ケ谷市南初富６－１－７ H29.11.16 有

三宅藤原氏族会 三宅　英雄 三宅　英雄 群馬県邑楽郡大泉町中央２－１０－１９ H21.10.1

宮崎酒造研究会 渡邊　眞一郎 山野内　仁 宮崎県宮崎市老松２－１－３７ S61.4.3

宮崎農業農村政策研究所 宮崎　雅夫 木村　充 東京都千代田区永田町２－１－１ H30.1.22 有

宮崎ＰＲＵ交通政策研究会 西村　仁 川西　康司 宮崎県宮崎市太田４－４－３２ H28.9.23

宮崎雅夫後援会 太田　信介 松元　清孝 東京都港区新橋５－３３－９ H30.1.22

宮崎まさる後援会 宮崎　勝 新保　正則 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－７－４ H28.8.1 有

宮沢会 宮澤　洋一 牟田　茂 東京都千代田区永田町２－１－１ H6.1.31 有

宮島よしふみ後援会 宮島　喜文 田中　徳明 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.5.16 有

宮津を元気にする会 星野　和彦 中野　朋世 京都府宮津市字松原５４６ H26.3.17

宮永ゆきのり後援会 宮永　幸則 宮永　幸則 兵庫県三田市下槻瀬６３７ R1.7.11

宮柱会 宮澤　博行 藤谷　洋平 静岡県磐田市見付５７３８－１３ H25.9.27 有
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宮本剛志後援会 宮本　剛志 宮本　剛志 鳥取県境港市外江町３１００－２ H31.1.17

未来会議ＮＩＰＰＯＮ 岸本　周平 加藤　康之 東京都新宿区市谷砂土原町３－８－３ H20.2.7

未来経営研究会 中田　宏 小田原　恵美子 神奈川県横浜市港北区新横浜２－１４－１４ H30.4.2

未来産業研究会 小渕　優子 石川　豊 東京都千代田区永田町２－１－２ H12.11.2 有

未来自由党 菊本　孫思郎 菊本　しゅうこ 大阪府堺市北区金岡町１９７７－６２ R2.2.14

みらい政経懇話会 片庭　正雄 佐藤　伸一 茨城県つくばみらい市川崎１４１３ H22.10.26

未来政治経済社会研究会 福島　啓史郎 中山　信雄 東京都港区白金２－７－４１ H12.6.20 有

未来創世研究機構 河合　勇司 河合　富子 愛知県豊橋市南大清水町字富士見４２５－３ R1.9.17

未来都市政策研究会 福田　正明 野津　誠一郎 島根県松江市末次町６０ H7.1.23 有

未来を育む会 串田　久子 板倉　則子 神奈川県横浜市中区相生町２－２７ R1.6.26

民間公益研究会 青木　研輔 定森　光 三重県津市東丸之内１８－３２ H29.12.1

民社協会 小林　正夫 原　健太郎 東京都港区西新橋２－１１－１４ H6.10.19

民衆の会 妹尾　義太郎 妹尾　義太郎 岡山県岡山市南区千鳥町２２－２２ H16.9.1

民主社会主義にもとづく未来をつくる会 木暮　弘 中島　徹 東京都千代田区九段南４－８－１６ S51.2.27

民主・主権国民会議 吉川　世津男 吉川　世津男 三重県亀山市井尻町１７５９－１ H17.8.5

民主党 内田　春雄 新田　賀子 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町３０６ H8.9.13

民族運動大日本旭日團 柳瀬　英司 柳瀬　英司 大阪府泉佐野市大西町１－７－１７ H23.9.9

民族運動同胞義塾 市来崎　信夫 市来崎　信夫 大阪府羽曳野市野々上４－６－３ H19.2.28

民族運動倭義塾本部 石川　竜也 石川　竜也 大阪府羽曳野市野々上４－６－３ H13.1.18

民族運動聯心会本部 吉田　啓太 吉田　啓太 大阪府大阪市平野区瓜破東２－２－３ H25.4.15

民族青年同盟連合会 角田　忠一 菅　石子 東京都千代田区飯田橋１－９－５ H12.9.18

民族同志會 伊藤　広司 伊藤　広司 三重県いなべ市員弁町畑新田４４４ R3.4.13

みんなの党 須田　賢 須田　賢 東京都渋谷区元代々木町４９－２０ H26.12.3

みんなの党 渡辺　喜美 渡邉　文久 栃木県那須塩原市西朝日町１５－１２ H26.12.16

民民党の会 石丸　綾子 小松　和久 千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷７－１２－５３ H29.2.28

【む】

無限責任中間法人政治結社護誠塾国誠会 久門　竜也 久門　竜也 愛知県名古屋市瑞穂区明前町１８－１５ H12.11.6

むすびの集い 阿部　一雄 谷田　透 兵庫県尼崎市西立花町１－１－５ S63.5.27

無党派パーティー政治団体 森山　典英 川村　貴志 東京都中央区日本橋２－１６－３ R2.5.1

武藤容治政経フォーラム 武藤　容治 工藤　智 岐阜県各務原市那加信長町１－９１ H20.6.26

武藤容治を励ます会 武藤　容治 工藤　智 岐阜県各務原市那加信長町１－９１ H18.9.22 有

夢遊会 宇田　正典 久保谷　幸雄 広島県福山市船町２－５ H11.1.22

村岡敏英後援会 村岡　敏英 村上　文男 東京都目黒区五本木１－１３－１７ H22.5.10

村田きょうこ後援会 村田　享子 井出　智則 東京都中央区新川１－２３－４ R3.2.12

室井邦彦後援会 室井　邦彦 藤生　賢哉 兵庫県尼崎市東難波町５－７－１７ H26.7.9

【め】

名香会 中川　雅彦 伊藤　尚子 愛知県名古屋市中区栄３－３２－２０ H17.1.18

明電舎労働組合くらしに政治を活かす会 今井　康志 森　広之 東京都品川区大崎２－５－１５ H16.3.24

明風会 伊吹　文明 戸井　久雄 東京都千代田区平河町２－３－１０ S63.1.8

明豊会 西野　弘一 藤木　光裕 東京都葛飾区西水元２－６－９ H25.5.29

明悠会 五百川　純寿 池尻　克則 島根県松江市宍道町宍道９５９－６ H5.4.1 有

盟友会 三宅　智 柳田　高志 鹿児島県鹿児島市谷山中央７－２７－１ H17.8.8

目覚めよ日本人日本守り隊 藤川　昇三 藤川　昇三 大阪府大阪市西成区千本南１－２２－１ R3.7.13

目覚めよ日本党 押越　清悦 押越　清悦 東京都八王子市暁町１－３０－９ R3.5.14

ＭＥＤＩＣＡＬ　ＤＲＡＧＯＮ　ＳＯＣＩＥＴＹ 髙宮　眞樹 鳴川　泰弘 岡山県岡山市北区中山下１－２－４０ S61.7.31

ＭＥＬＯＮ丸亀社会活動委員会 門　裕介 峯原　将志 香川県丸亀市蓬莱町８ H16.1.16

【も】

孟志会 渡辺　猛之 長谷川　英樹 岐阜県美濃加茂市本郷町６－１１－１２ R1.7.30 有



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

茂木敏充後援会総連合会 菊地　義治 降矢　武夫 栃木県足利市伊勢町４－１４－６ H3.7.18

茂木敏充政策研究会 茂木　敏充 降矢　武夫 栃木県足利市伊勢町４－１４－６ H5.2.1 有

もとゆき会 中通　慎二 団野　浩 東京都中央区日本橋浜町２－３５－７ H14.4.17

ものづくり推進フォーラム 新妻　秀規 松浦　美喜子 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.8.15 有

森下けい子後援会 森下　桂子 北川　洋 高知県高岡郡日高村岩目地９７０－４１ H23.1.13 有

森博幸関東後援会 宮地　正治 芝﨑　辰郎 東京都中央区銀座６－４－６ H18.4.3

森まさこ政経研究会 三好　雅子 吉田　佳代 福島県いわき市平五色町１ H29.2.9

もりやたかし後援会 木村　敬一 樋口　和司 東京都港区高輪４－３－５ H27.2.12

森山ひろゆき東京応援団 中本　篤司 千葉　珠央 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町１０－４０ R1.5.30

盛山正仁後援会 盛山　正仁 伊藤　雅子 兵庫県神戸市中央区加納町２－４－１０ H18.8.21

【や】

八代英太後援会 小早川　正一 狩野　弥生 東京都板橋区板橋３－５７－５ H7.2.24

保岡興治東京後援会 岩元　章則 黒川　路子 東京都千代田区麹町２－５－４ S51.7.14

保岡宏武後援会連合会 保岡　広武 保岡　広武 鹿児島県鹿児島市荒田１－１０－８ R3.11.12 有

安来政治経済懇談会 島田　和子 安藤　博國 島根県安来市安来町１６１９ S58.8.22

「矢田わか子」と明るい未来を創る会 矢田　稚子 澤田　茂 大阪府門真市大字門真１００６ H27.5.19 有

やながせ裕文後援会 柳ヶ瀬　裕文 柳ヶ瀬　裕文 東京都千代田区永田町２－１－１ R1.11.15 有

柳沢伯夫後援会 中村　雄次 中野　良之 東京都港区芝公園３－６－２２ S54.7.11

やなぎさわみつよしを支持する会 石田　一夫 大場　光夫 東京都千代田区九段南４－８－１６ H19.11.13

やなぎだ稔後援会 柳田　稔 久保谷　幸雄 広島県福山市船町２－５ H7.10.18 有

山内康一後援会 山内　康一 佐藤　功 東京都三鷹市井の頭１－２７－７ H21.9.18 有

山川百合子後援会（山百合会） 瀬戸　百合子 﨑田　美砂 埼玉県草加市神明１－２－２９ H29.12.19 有

山口あずさと原発ゼロにする会 山口　あずさ 山口　あずさ 東京都西東京市向台町４－８－７ H24.9.20 有

山口晋友会 畑村　剛 畑村　剛 山口県下関市東大和町１－８－１６ S57.4.10

山崎摩耶後援会 山崎　摩耶 村中　まゆみ 東京都新宿区百人町３－２２－１２ H18.12.22 有

山田太郎事務所 山田　太郎 荒井　理沙 東京都大田区千鳥１－１５－１ H24.12.21 有

山田としお後援会 飛田　稔章 今野　正弘 東京都千代田区神田錦町１－２３ H18.7.13

山谷えり子を支える会 福元　亮次 速水　美智子 東京都千代田区麹町１－８－６ H22.4.6

山田宏後援会 高橋　英登 新良　薫 東京都千代田区平河町２－１６－５ R3.12.13

山田宏事務所 山田　宏 大島　康之 東京都千代田区永田町２－１－１ H27.10.21 有

山田宏よい国後援会 大島　康之 新良　薫 東京都千代田区平河町２－１６－５ H22.12.15

ヤマダホールディングス未来を考える会 山田　昇 金子　利昭 群馬県高崎市栄町１－１ H17.10.20

大和塾総本部 梅本　百合広 梅本　百合廣 岡山県岡山市東区瀬戸町森末２３１ H3.3.1

大和脊梁協議会黎明学舎愛知県本部國防義
仁會

有馬　一敏 有馬　一敏 愛知県稲沢市祖父江町四貫北中桐８８０－３ R3.12.10

大和挺身隊 田村　雅昭 田村　雅昭 東京都中央区勝どき４－１１－８ H15.4.18

大和民族共闘会議 村上　大和 村上　大和 大阪府大阪市平野区長吉出戸８－６－１６ R1.12.6

大和民族同盟 長峰　貞夫 大里　高士 茨城県鉾田市串挽７０６ H20.6.6

山梨フォーラム 赤池　誠章 河井　淳 山梨県甲府市中央１－１－１１ H7.1.25 有

山梨を元気にする会 酒井　大介 酒井　大介 山梨県甲府市古府中町４９２２－１ H25.12.11

ヤマハ労働組合政治活動委員会 守重　勝文 田宮　哲 静岡県浜松市中区新津町７２９－１ H16.8.26

山本かずお後援会 山本　一雄 山本　喜美子 大阪府大阪市西成区玉出西２－１０－２２ H22.4.30 有

山本かなえ後援会 池田　香苗 西村　晴天 大阪府大阪市中央区上汐２－６－１３ H13.3.23 有

山本左近後援会 山本　左近 森　みのり 愛知県豊橋市豊岡町１２９ H31.1.11

山本左近政策研究会 山本　左近 森　みのり 愛知県豊橋市豊岡町１２９ H30.11.9 有

山本太郎となかまたち 岡田　哲扶 後藤　一輝 東京都千代田区麹町２－５－２０ H26.12.15

山本博司を励ます会 山本　博司 鈴木　孝久 香川県高松市木太町９区６０７－１ H18.8.3 有



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

弥生会 中村　典子 中村　典子 神奈川県川崎市麻生区古沢３６－１ H4.2.1

【ゆ】

ユアテックユニオン政治連盟 菅原　伸輝 佐藤　大祐 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１－１ H10.2.2

友愛協会 川合　孝典 濱野　喜史 東京都港区西新橋２－１１－１４ H10.3.16

友愛政経懇話会 鳩山　由紀夫 長田　正太郎 東京都千代田区永田町２－９－６ H7.1.9

友樹会 佐藤　茂樹 松浦　弘尚 大阪府大阪市西成区岸里３－１－２９ H7.3.27 有

友貴会 織田　貴子 笠倉　利之 東京都足立区保木間５－２５－１ H26.3.4 有

勇気の党 髙橋　佑介 髙橋　佑介 京都府京都市伏見区深草瓦町５２－４ R2.5.7 有

優港会 三田　勝久 柴橋　伸恵 大阪府大阪市港区夕凪２－１－７ H10.12.22

裕交会 田畑　裕明 高原　理 富山県富山市東田地方町２－２－５ H29.12.14 有

悠國會 小島　啓嗣 小島　啓嗣 愛知県一宮市今伊勢町宮後字宮代６６－１ H31.2.5

憂国誠道会 原口　幸三 原口　幸三 福岡県大牟田市一浦町１９１－１ H24.3.28

憂国誠導連合会 藤村　義史 藤村　義史 大阪府寝屋川市御幸東町１７－６ R3.5.28

憂国誠和会 渡邊　浩 渡邊　浩 東京都江東区北砂３－３５－９ S62.11.13

憂國團体松魂塾 渡邊　智洋 渡邊　智洋 東京都町田市本町田２３７９ S63.4.21

憂国道志会 志村　馨 千葉　幸夫 神奈川県横浜市南区大橋町２－４７ H8.1.10

祐國同心會 永井　一男 永井　一男 岡山県久米郡美咲町打穴中１０３３－１ H24.3.15

憂國楠志会 小松　良匡 中　儀則 埼玉県入間市狭山台１－９－１０ H21.1.30

雄志会 玉木　雄一郎 有塚　照夫 香川県さぬき市寒川町石田東甲８１４－１ H22.12.17 有

有志共闘会議 中村　洋司 中村　洋司 大阪府和泉市北田中町５０９ H13.12.27

有志の会 石﨑　英幸 吹田　英駿 千葉県市川市南行徳３－２１－４ R3.12.2

雄翔会 山下　雄平 石井　久起 佐賀県佐賀市駅前中央３－６－１１ H25.4.11 有

有志連合 松尾　裕朗 二見　大二朗 兵庫県尼崎市大物町１－２－１３ H16.8.11

雄親会 丹羽　雄哉 海老澤　昌枝 東京都千代田区紀尾井町３－８ S52.6.1

酉政会 大倉　治彦 古賀　明 東京都港区西新橋１－６－１５ S51.3.27

郵政政策研究会 末武　晃 藤田　悦弘 東京都港区六本木１－７－２７ H15.3.26

郵政政策研究会関東地方本部 三神　一朗 神保　一雄 埼玉県さいたま市中央区新都心４－３ H15.7.10

郵政政策研究会九州地方本部 宮下　民也 木下　仁弘 熊本県熊本市中央区水道町３－３７ H15.6.24

郵政政策研究会近畿地方本部（略称「近畿郵
政研」）

土田　茂樹 庭崎　信之 大阪府大阪市中央区天満橋京町２－６ H15.6.20

郵政政策研究会四国地方本部 宮川　大介 亀井　慎滋 愛媛県松山市三番町８－１２－４ H15.6.20

郵政政策研究会信越地方本部 西條　英夫 中村　重光 長野県長野市大字栗田９４８－１ H15.6.27

郵政政策研究会中国地方本部 末武　晃 田村　和雄 広島県広島市中区幟町３－５７ H15.6.30

郵政政策研究会東海地方本部 遠藤　一朗 木塚　一男 愛知県名古屋市中村区亀島１－１１－１４ H15.6.19

郵政政策研究会東北地方本部 髙島　貞邦 志賀　祥一 宮城県仙台市青葉区錦町１－１２－１５ H15.7.3

郵政政策研究会北陸地方本部 石田　尚史 中島　辰史 石川県金沢市十間町５ H15.7.3

憂誠同志會 平栗　房美 平栗　房美 愛知県東海市富木島町貴船５４－１ H20.12.2

郵政未来研究会 林郷　俊也 渡辺　由美子 東京都台東区東上野５－２－２ H20.10.10

猶存社北陸 本林　勝輝 脇田　茂 石川県金沢市新神田３－６－２７ S59.10.15

祐徳会 上月　良祐 坪井　幹憲 東京都千代田区永田町２－１－１ H28.12.27 有

有隣会 須藤　孝治 豊田　圭三 東京都北区浮間２－２－１２ H25.3.22

ゆたかな明日を築く会 小鷲　良平 竹内　宏子 東京都千代田区二番町８－８ H13.1.9

夢東京 新井　富行 芦川　一重 埼玉県三郷市早稲田１－２２－６ H22.11.22

【よ】

洋幸会 鰐淵　洋子 上松　満義 大阪府大阪市西区新町３－５－８ H29.11.6 有

横綱塾 福原　未来 福原　未来 三重県四日市市上海老町７７３－１ H28.7.15

横浜政経懇話会 菅　義偉 新田　章文 東京都千代田区永田町２－１－２ H8.12.19 有

横路孝弘東京後援会 阿部　武彦 池田　修義 東京都杉並区高円寺南２－８－１ S61.4.16
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よこやま信一東北後援会 植田　耕資 吉田　順一 宮城県仙台市若林区新寺５－９－２０ H28.2.18

義家弘介後援会 義家　弘介 佐々木　由 東京都千代田区永田町２－２－１ H19.6.29 有

よしい清明後援会 吉井　清明 吉井　清明 広島県広島市安佐南区伴南１－２８－１６ H20.6.6

吉岡伸太郎と保育の未来を考える会 吉岡　伸太郎 根岸　広幸 東京都千代田区平河町１－６－１５ R3.7.7 有

吉川さおり後援会 吉川　沙織 松本　雄三 東京都千代田区永田町２－１－１ H19.4.27 有

吉川ゆうみを育てる会 吉川　有美 伊藤　守 東京都千代田区永田町２－１－１ H26.4.22 有

吉田久美子を励ます会 吉田　久美子 吉田　久美子 福岡県筑紫野市天拝坂２－２－１８ R3.11.15 有

吉田とも代後援会 吉田　知代 坂本　龍一 徳島県徳島市幸町３－４８ R3.12.9 有

吉田宣弘政策研究会 吉田　宣弘 柴田　康一 熊本県熊本市東区健軍本町２６－１０ R3.2.19 有

よしつね会 吉田　統彦 竹田　卓弘 愛知県名古屋市北区山田１－１０－８ H21.10.23 有

吉留厚宏後援会 吉留　厚宏 吉留　晴美 鹿児島県いちき串木野市緑町１３１ H1.9.11 有

吉野正芳政治経済研究会 吉野　正芳 髙橋　彰 東京都千代田区永田町２－１－２ H12.10.6 有

世問う国民党 小田々　豊 岩城　留美子 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江３３１８ H27.10.16

夜の議会を勧める会 三上　元 村松　隼次 静岡県湖西市新所５９５７－８ H16.8.23

４０代までの国民が安心して暮らせる党 野田　健一 野田　健一 東京都港区赤坂９－１－２ R3.7.20

四電工労働組合政策・制度実現委員会 久米　清治 兼近　傑史 香川県高松市西宝町１－８－２４ H11.4.7

【ら】

ライチさん党 森下　裕史 森下　津多子 東京都渋谷区本町３－４１－１８ R1.7.24

雷鳴塾 牧之瀬　康 上田　力 福井県福井市西学園１－１１２ S58.8.1

【り】

陸山会 小沢　一郎 川辺　嗣治 東京都港区赤坂２－１４－９ S51.2.27 有

六志館 𠮷田　茂正 久保田　寛治 岐阜県養老郡養老町大跡８２０－２ H13.10.25

陸友会 宮元　陸 宮元　陸 石川県加賀市片山津温泉セ１－５ H22.8.20 有

理想政治研究会 山田　智信 永瀬　欽司 神奈川県横浜市港北区新横浜２－２－１ R1.9.2

立憲共和党 角田　統領 中村　聖重 東京都西多摩郡瑞穂町大字武蔵１８３－３ R3.6.22

立憲君主党 須田　秀明 須田　秀明 千葉県船橋市三山９－３２－１０ R2.8.25

立憲民主党 多田　光宏 多田　光宏 埼玉県志木市柏町６－１４－７ H29.10.2

立憲民主党と共産党の選挙協力を許さない市
民の会

大塚　奈央 大塚　奈央 大阪府枚方市楠葉野田２－３０－５ R3.4.16

立国党 犬丸　光加 犬丸　光加 福岡県福岡市東区箱崎２－４２－１ H25.4.26

立誠舘政治局 新田　雅昭 橋本　友俊 兵庫県佐用郡佐用町佐用９８１－１ H28.4.8

柳栄会 柳本　卓治 熊谷　志保 大阪府大阪市西成区松１－１－４ S51.12.15

琉球独立党 屋良　朝助 平良　洋一 沖縄県那覇市壺屋１－１－１ H19.6.28

隆元会 前田　隆秋 豊田　圭三 東京都渋谷区本町５－２６－１５ H2.4.17

瀧政会 高森　和雄 野月　法文 青森県八戸市八太郎２－１０－１９ H6.5.6

隆盛会 盛山　正仁 伊藤　雅子 東京都千代田区永田町２－２－１ H17.10.31 有

流通・サービス産業に働く者の未来を考える会 伊藤　潤 片下　恵理 東京都江東区東陽２－２－２０ S56.6.19

柳桃会政治経済研究所 栗林　功 投野　洋一 福岡県福岡市東区馬出３－１４－２４ S61.5.7

龍の風 川田　龍平 石井　惠子 東京都港区南青山２－２－１５ H25.1.17 有

柳美政治研究会 柳澤　光美 大川　八郎 千葉県習志野市花咲２－１６－１７ H20.9.8

笠ひろふみ応援団 笠　浩史 今林　正 神奈川県川崎市多摩区登戸１６４４－１ H15.7.25 有

凌雲会 前原　誠司 城井　崇 東京都港区赤坂２－１７－１０ H14.8.9

遼扇会 山本　和嘉子 山本　智史 京都府福知山市字内記３９－７ H31.3.6 有

龍馬プロジェクト全国会 神谷　宗幣 石川　勝 大阪府吹田市千里山西１－３７－４０ H22.6.7

旅館ホテル政経懇話会 濱野　浩二 金原　貴 東京都千代田区平河町２－５－５ H3.7.17

旅館ホテル中国政経懇話会 永山　久徳 松崎　滋 広島県広島市中区基町５－４４ H3.8.8

旅館ホテル中部政経懇話会 中村　一 市川　行雄 愛知県名古屋市中村区井深町１－１ H3.8.8

緑山会 梶山　哲 梶山　純 神奈川県横浜市西区南幸２－１７－７ H15.10.17



名　　　　　           　　　称 代表者氏名 会計責任者氏名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 設立届届出日 指定

林業経営者林政会 速水　亨 今野　直史 東京都港区赤坂１－９－１３ S52.5.18

林土連懇話会 新谷　龍一郎 三谷　靖二 東京都千代田区永田町２－４－３ H11.8.20

【れ】

令面党 本田　直輝 本田　直輝 岡山県岡山市北区島田本町２－４－１７ H31.4.9

励志救國協議會 長谷川　良一 長谷川　良一 東京都葛飾区新小岩４－３１－２ H29.9.13

励志救國協議会光輝社 中村　信広 小林　天 埼玉県川口市東本郷８９０－３ H31.3.20

励眞会 花田　励 花田　励 高知県安芸市染井町６－２２ H17.10.25

黎明社 長澤　正弘 明石　和雄 神奈川県横浜市南区中島町２－２７－２ H18.11.29

令和シュールレアリスム宣言 岡本　輝起 岡本　輝起 奈良県大和高田市東三倉堂町１１－３４ R3.4.8

れいわ新選組 多田　光宏 多田　光宏 埼玉県志木市柏町６－１４－７ R1.6.25

令和政経懇話会 青木　重孝 近藤　久之 三重県津市博多町５－６３ R1.8.30

令和政策研究会 玉木　雄一郎 古川　元久 東京都江東区牡丹２－８－７ R1.12.23

令和の時代を創る会 李　燁明 山田　直樹 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１４２ R2.9.7

レボリューション２１ 秋野　景春 秋野　景春 茨城県北相馬郡利根町布川２０９０－５６ H24.1.16

れ若連 木村　優綺乃 稲葉　匠 東京都羽村市羽東１－３１－３ R3.7.26

練成塾義榮館 上野　周良 中山　雅人 香川県高松市田村町１１７９ H27.9.2

【ろ】

老櫻会 中田　久義 中田　初代 東京都葛飾区鎌倉１－１７－３ R3.10.18

労働政策研究会 川合　孝典 和田　照男 東京都千代田区永田町２－１－１ H20.9.5 有

労働の解放をめざす労働者党 田口　騏一郎 渡辺　宜信 東京都練馬区春日町１－１１－１２ H29.9.19

【わ】

ＹＭＦ経済研究会 森　裕子 関熊　千穂子 東京都千代田区永田町２－１－１ H23.5.30 有

わいわいネットワーク 藤本　泰子 坂下　光子 大阪府大阪市城東区鴫野西２－５－２２ H19.7.6

若い政治リーダーを育てる会 中根　善弘 髙野　亮 東京都豊島区北大塚２－２８－７ H30.12.25

和諧党 清田　健一 清田　健一 埼玉県入間郡毛呂山町中央２－６－８ H29.10.16

若手全国地方政治ネットワーク 熊木　義城 河村　諒 富山県高岡市京町１４－７ R3.3.22

若葉政経懇話会 後藤田　正純 伊藤　亨 東京都千代田区永田町２－２－１ H11.1.11 有

若林ともこ応援団 新藤　宗幸 竹中　麻美 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１１５１－１ H30.12.28

若松かねしげ東北後援会 石橋　信勝 佐藤　大作 宮城県仙台市若林区新寺５－９－２０ H31.1.29

若松かねしげを励ます会 針生　雄吉 吉田　順一 宮城県仙台市若林区新寺５－９－２０ H25.3.13

若者党 西田　悠真 小本　英輔 千葉県千葉市稲毛区小深町６０１－４ R3.7.9

和歌山環境保全団体 山本　譲一 山本　譲一 和歌山県御坊市湯川町財部４８２ R3.8.6

和歌山地域戦略研究会 浦口　高典 浦口　孝子 和歌山県和歌山市今福１－１０－１２ S63.12.1 有

脇雅史政策研究会 脇　雅史 星野　ふさ子 東京都千代田区麹町４－８－２６ H9.8.22

わくちん党 須沢　秀人 須沢　秀人 埼玉県志木市柏町６－１４－７ R3.6.1

「わくわく」がとまらない街づくりの会 若松　尚利 若松　尚利 秋田県秋田市手形字大沢４４－１３ R2.12.8

和秋会 安井　忠行 松村　善治 長崎県長崎市籠町４－２４ R1.11.1

和心会 大塚　喜晴 大塚　喜晴 東京都東久留米市下里４－１－４ R2.1.28

私たちが拓く日本の未来会議と政議のミカタ 鈴木　萌友 鈴木　紗織 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１２３９－１ H29.7.28

轍の会 礒﨑　哲史 小松　暢 東京都千代田区永田町２－１－１ H25.11.11 有

渡辺浩一郎を育てる会（渡辺浩一郎事務所） 渡辺　浩一郎 渡辺　浩一郎 東京都小平市美園町３－１４－１１ H3.1.4

渡辺猛之後援会 渡辺　猛之 長谷川　英樹 岐阜県美濃加茂市本郷町６－１１－１２ R1.7.30

渡辺てる子と未来を照らす会 渡辺　照子 町田　栄利子 東京都新宿区原町２－１９ R1.9.6

渡辺美智雄政治経済研究所 渡辺　喜美 岡本　憲一 栃木県那須塩原市西朝日町１５－１２ S54.8.23

和田政宗後援会 和田　政宗 千葉　富士男 宮城県仙台市青葉区上杉１－５－１３ H26.6.6 有


