
ので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。

沖縄県選挙管理委員会　　　　　　　　　

　委員長　　当　山　尚　幸

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定による政治団体の届出事項の異動があった

　　平成30年４月４日

（１）政党の支部

    

代表者の氏名 　　    異　動　内　容 　 異動年月日　 異動事項　　政治団体 新

   　の名称 旧

宮城光正 北大東村南182の８番地 平成30年１月24日主たる事務所の自由民主党 新

所在地北大東村支

北大東村中野218部 旧

石垣亨 石垣市字宮良245 平成30年２月19日主たる事務所の自由民主党 新

所在地石垣市支部

石垣市桃里165－279旧

石垣亨 石垣亨 平成30年２月19日代表者自由民主党 新

石垣市支部

砂川利勝旧

石垣亨 我喜屋隆次 平成30年２月19日会計責任者自由民主党 新

石垣市支部

田村博孝旧

（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）

    

　　    異　動　内　容 　 異動年月日　 異動事項　　政治団体 新代表者の氏名

   　の名称 旧

仲元典允 平成29年６月10日代表者沖縄県建築 新仲元典允

士事務所政

野原勉経研究会 旧

外間守光 平成29年10月５日代表者とくもと敏 新外間守光

之後援会

徳元健也旧

名護市為又1219－151 平成30年１月26日主たる事務所のくらしを豊 新宮里達也

所在地かにする市

名護市大南１丁目10－12　101号民の会 旧

石垣市字浜崎町２－１－40 平成30年１月22日主たる事務所の中山よした 新中山義隆

所在地か後援会

石垣市字登野城２番地の30　木田旧

アパート202号室



松下正 平成30年２月２日会計責任者松下美智子 新松下美智子

後援会

松下義丸旧

豊見城市字高安493 平成30年２月８日主たる事務所の沖縄公正取 新西慈法

所在地引調査同志

本部町字山里479番地会 旧

名護市大南一丁目10番18号比嘉ビ 平成30年２月８日主たる事務所の稲嶺ススム 新渡具知武明

ル101号所在地後援会

名護市名護2494番地旧

國仲勝則 平成29年７月13日代表者沖縄税理士 新國仲勝則

政治連盟

松川吉雄旧

屋比久功 平成29年７月13日会計責任者沖縄税理士 新國仲勝則

政治連盟

羽地明人旧

宮城貴 平成30年２月１日会計責任者沖縄県柔道 新平良光政

整復師連盟

國吉正人旧

北谷町字吉原464－８ 平成30年２月28日主たる事務所のノグニ昌春 新瑞慶覧功

所在地後援会

北谷町字桑江616－２旧

宜野湾市喜友名１－１－16コーポ 平成30年１月１日主たる事務所の呉屋宏後援 新呉屋宏

丸新201所在地会

宜野湾市野嵩２丁目７番地３号旧

那覇市天久２丁目２－35レジデン 平成30年２月14日主たる事務所のおくまあや 新奥間綾乃

ス新垣２－Ｂ所在地の後援会

那覇市泊１－１－３堀川産業ビル旧

１Ｆ

名護市大西一丁目20番１号202 平成30年２月28日主たる事務所のくらしを豊 新宮里達也

所在地かにする市

名護市為又1219－151民の会 旧

仲間忠 平成29年９月１日代表者山里マサヒ 新仲間忠

コ後援会

本村恵彦旧



宮古島市平良字下里812番地 平成30年３月６日主たる事務所のハマモトマ 新濱元雅浩

所在地サヒロ後援

宮古島市平良字西里984番３号平会 旧

良マンション102号室

南城市知念字知名1243番地 平成30年３月７日主たる事務所の古謝景春後 新與那嶺紘也

所在地援会

南城市佐敷字新開１番地12旧

豊見城市字嘉数675－３ 平成30年１月10日主たる事務所の徳元つぐと 新赤嶺哲也

所在地後援会

豊見城市高安878ガーデンヒルズ旧

Ｂ－12

真境名勉 平成29年６月25日代表者石井みどり 新真境名勉

後援会

比嘉良喬旧

宜野湾市喜友名１丁目28番２－30 平成30年３月１日主たる事務所の知念秀明後 新知念秀明

1号メゾン・オアシス所在地援会

宜野湾市喜友名１丁目１番16号コ旧

ーポ丸新201号室

沖縄市山内４－３－Ｂ－305 平成30年３月12日主たる事務所の阿多利修後 新阿多利修

所在地援会

沖縄市胡屋５丁目４番地８号　丸旧

正マンション303

那覇市泉崎１丁目９番７号国場薬 平成29年４月３日主たる事務所の笑顔かがや 新稲嶺成祚

品ビル201所在地くうまんち

ゅ市民の会

那覇市長田１－16－10　長田ハイ旧

ツＢ　101

渡久地栄子 平成30年３月15日代表者西中間久枝 新渡久地栄子

後援会

名嘉山兼英旧

那覇市三原１－26－１メゾンみは 平成29年７月16日主たる事務所の下地あつし 新与那嶺義雄

ら503号室所在地と琉球の自

己決定権の

那覇市三原１－10－１メゾンさく会 旧

もと205号室

与那嶺義雄 平成29年10月26日代表者下地あつし 新与那嶺義雄

と琉球の自

己決定権の

上原成信会 旧



儀間美明 平成30年３月20日会計責任者ギマ光秀後 新儀間光秀

援会

大城哲也旧

打樋タカ子 平成30年３月22日会計責任者幸福実現党 新天久光雄

沖縄北部後

東郷美奈子援会 旧

那覇市前島２丁目12番12号セント 平成30年２月26日主たる事務所の沖縄県社会 新上原豊充

ラルコーポ兼陽205所在地保険労務士

政治連盟

那覇市松山２丁目１番12号合人社旧

那覇松山ビル６階

南風原町字新川436番地１ 平成29年４月１日主たる事務所の日本薬業政 新西田正

所在地治連盟沖縄

浦添市牧港五丁目６番５号県支部 旧

西田正 平成29年４月１日代表者日本薬業政 新西田正

治連盟沖縄

稲嶺侃県支部 旧

嘉数大河 平成29年４月１日会計責任者日本薬業政 新西田正

治連盟沖縄

宮良的求県支部 旧

笑顔かがやく八重山郡民の会 平成27年５月７日政治団体の名称笑顔かがや 新次呂久成崇

く八重山郡

笑顔かがやく石垣市民の会民の会 旧

石垣市字大浜479番地９ 平成29年２月10日主たる事務所の笑顔かがや 新次呂久成崇

所在地く八重山郡

石垣市字大浜311番地民の会 旧

次呂久成崇 平成29年２月10日代表者笑顔かがや 新次呂久成崇

く八重山郡

高嶺善伸民の会 旧

福島英光 平成29年２月10日会計責任者笑顔かがや 新次呂久成崇

く八重山郡

當山信佳民の会 旧

藤山亜希子 平成30年３月27日会計責任者藤山勇一後 新藤山勇一

援会

藤山義孝旧

那覇市字国場1164－15カツラマタ 平成29年10月11日主たる事務所の新崎しんや 新新崎進也



ハイム302所在地後援会

那覇市長田２丁目23－５嘉数マン旧

ション１階

那覇市真嘉比１－13－12エスペラ 平成29年８月１日主たる事務所の上原カイザ 新国吉真徳

ンサ203所在地後援会

那覇市真嘉比２－20－14旧

浦添市港川２－21－14　606ライ 平成29年３月１日主たる事務所の伊礼研一後 新伊礼研一

オンズステージ浦添壱番館所在地援会

浦添市城間２－22－１　２Ｆ旧

那覇市大道151－２新地マンショ 平成30年３月28日主たる事務所の翁長タケハ 新新里叡

ン603所在地ル後援会

那覇市大道55番地　２階旧

那覇市壺川二丁目９番地１ 平成30年３月29日主たる事務所の沖縄県山田 新仲宗根良和

所在地としお後援

那覇市楚辺２丁目33－18会 旧

那覇市壺川二丁目９番地１ 平成30年３月29日主たる事務所の沖縄県農業 新仲宗根良和

所在地政治連盟

那覇市楚辺２丁目33－18旧

那覇市三原２－６－15（３階） 平成28年８月１日主たる事務所のニシメ啓史 新西銘啓史郎

所在地郎後援会

那覇市長田２－23－３旧

糸満市字潮平47番地 平成30年３月30日主たる事務所の金城ヒロシ 新具志堅　光吉

所在地後援会

糸満市字潮平152番地旧


