
政治団体設立届

（１）政党の支部

政治団体の名称
主たる事務所の

所在地

一以上の
市町村等の
区域を単位
として設けら

れる支部

届出年月日

参政党熊本第４支
部

寺田 博信 西 弘敬
熊本県八代市千丁町新
牟田２５００－４

○ 令和4年(2022年)10月26日

参政党熊本第１支
部

森下 伯司 筑紫 るみ子
熊本県熊本市東区東本
町２１－１－６０４

○ 令和5年(2023年)1月10日

自由民主党熊本県
水産政治連盟支部

藤森 隆美 田代 龍也
熊本県熊本市西区中原
町６５６

○ 令和4年(2022年)10月28日

自由民主党熊本県
石油販売業支部

浜 徹雄 硴塚 祐生
熊本県熊本市中央区黒
髪１－１１－１０

○ 令和5年(2023年)1月17日

日本維新の会熊本
県総支部

井上 英孝 前田 真治
熊本県熊本市北区植木
町投刀塚１０１

○ 令和5年(2023年)1月16日

（２）その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称
主たる事務所の

所在地

あないとも子後援
会

穴井 智子 吉田 三十志
熊本県上益城郡嘉島町
鯰１８４８－１

「有明の新しい力」 城戸 淳 川島 喜晶
熊本県玉名市中１６７５
－１

岩見よしゆき後援
会

永田 太 西坂 弘幸
熊本県熊本市東区尾ノ
上１－９－１６－１Ｆ

浦本晴美後援会 浦本 哲矢 浦本 百合子
熊本県宇土市長浜町８５
３

太田とおる後援会 太田 徹 太田 徹
熊本県合志市御代志１８
１０－１

オール人吉 田中 信孝 田中 信孝
熊本県人吉市駒井田町
１０５７－１２

小国の未来 西田 直美 原田 由美子
熊本県阿蘇郡小国町上
田１９５－２

かい純一郎後援会 甲斐 純一郎 甲斐 一誠
熊本県阿蘇市一の宮町
中通１６７７

きくちなぎさ後援会 菊地 渚沙 菊地 誠
熊本県熊本市東区新南
部３－６－４１ーＤ１０２

北島ゆう後援会 北島 佑 北島 峰典
熊本県熊本市中央区出
水７－７０－６

木下武後援会 木下 武 渕上 昭六
熊本県上益城郡嘉島町
上島２０８６－１３

さいとうよう子後援
会

三池 陽子 三池 和臣
熊本県菊池郡大津町大
津１４２４－１７

杉谷保信後援会 杉谷 保信 杉谷 保信
熊本県阿蘇市内牧３２７
－１

住永栄一郎後援会 住永 栄一郎 神山 三郎
熊本県上益城郡益城町
惣領１５１７

高井ちとせを育て
る会

髙井 千歳 寺田 博信
熊本県熊本市中央区国
府２－１０－４７

竹の下のぶゆき後
援会

竹ノ下 信幸 竹ノ下 信幸
熊本県菊池郡菊陽町光
の森１－５－１２

筑紫るみ子後援会 筑紫 るみ子 村上 岳晴
熊本県熊本市中央区国
府２－１０－４７

知将会 村上 知賀生 本田 慶信
熊本県熊本市南区富合
町国町１９８

なかもとみどりと合志
市をよくするネット
ワーク

中元 緑 中元 緑
熊本県合志市須屋２８４
－２

なるせいくえ後援
会

成瀬 育枝 中村 実幸
熊本県上益城郡御船町
滝尾１３５１

令和4年(2022年)10月27日

令和5年(2023年)1月13日

令和4年(2022年)11月21日

令和5年(2023年)1月16日

令和4年(2022年)12月12日

令和4年(2022年)12月16日

令和5年(2023年)1月10日

令和5年(2023年)1月10日

令和4年(2022年)11月30日

令和5年(2023年)1月5日

令和5年(2023年)1月12日

令和5年(2023年)1月20日

令和5年(2023年)1月6日

令和4年(2022年)12月7日

  政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定
に基づき、その名称等を次のとおり公表する。
　  　令和５年（２０２３年）１月２７日
                  　                                                                                 　熊本県選挙管理委員会委員長　松　永　榮　治

代表者の氏名
会計責任者の

氏名

令和4年(2022年)12月15日

代表者の氏名
会計責任者の

氏名
届出年月日

令和5年(2023年)1月10日

令和4年(2022年)12月6日

令和4年(2022年)10月6日

令和4年(2022年)10月3日

令和5年(2023年)1月17日



日本共産党いせり
栄次後援会

小手川 宏明 安達 純子
熊本県熊本市東区新生
２－５－１８

ほかむら剛後援会 外村 剛 齋藤 壽賀子
熊本県熊本市東区尾ノ
上２－１５－１０

星山こうしろう後援
会

星山 幸司朗 星山 ひとみ
熊本県荒尾市本井手１５
５２－３０

松川善範後援会 藤井 修一 石本 智美
熊本県熊本市北区植木
町大和５７－１５

むらかみせいや後
援会

村上 誠也 緒方 公
熊本県熊本市南区並建
町３５５－７

村上まろ後援会 村上 麿 村上 龍一
熊本県熊本市東区小山
５－２－１５

やがみ雅義と人吉
の未来を創る会

矢上 雅義 池田 ケイ子 熊本県人吉市五日町１７

幸村かよこ後援会 中野 美江 西田 久美子
熊本県八代市本野町２０
２７－１

渡辺裕之後援会 渡邊 裕之 桑野 雅弘
熊本県菊池郡菊陽町杉
並台１－７－１１

令和4年(2022年)10月14日

令和5年(2023年)1月16日

令和4年(2022年)12月7日

令和4年(2022年)10月6日

令和4年(2022年)12月12日

令和5年(2023年)1月16日

令和4年(2022年)11月4日

令和4年(2022年)12月20日

令和4年(2022年)12月12日


