
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

　　令和２年４月１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

山川典二 那覇市国場1169番地５号ＪＫコー 令和２年１月６日主たる事務所の自由民主党 新

ポラス102号所在地沖縄県那覇

市区第八支

那覇市天久２－22－８部 旧

大城　佐一 大宜味村塩屋409 令和１年12月18日主たる事務所の自由民主党 新

所在地大宜味村支

大宜味村字塩屋613番地１部 旧

大城　佐一 大城　佐一 令和１年12月18日代表者自由民主党 新

大宜味村支

宮城貢部 旧

喜納　正誠 恩納村仲泊877 令和２年２月７日主たる事務所の自由民主党 新

所在地恩納村支部

恩納村山田12番地旧

喜納　正誠 喜納　正誠 令和２年２月７日代表者自由民主党 新

恩納村支部

志喜屋文康旧

喜納　正誠 佐渡山　明 令和２年２月７日会計責任者自由民主党 新

恩納村支部

長浜善巳旧

國場幸之助 西田大作 令和２年２月20日会計責任者自由民主党 新

沖縄県第一

松川久雄選挙区支部 旧

瑞慶山良一郎 沖縄市室川２－８－13 令和２年３月15日主たる事務所の自由民主党 新

所在地沖縄市支部

沖縄市室川２－27－53旧

亀谷浩昌 川満　直紀 令和１年６月16日会計責任者自由民主党 新

沖縄県薬剤

山里勇師支部 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

那覇市松尾１－９－50　山里ビル 令和２年１月１日主たる事務所の城の会 新玉城康裕

４階所在地

沖縄市美原３－２－15旧

那覇市松尾１－９－50　山里ビル 令和２年１月１日主たる事務所の玉城デニ－ 新呉屋守將

４階所在地後援会

沖縄市美原３－２－15旧

名護市大西１－４－３　宮里アパ 平成30年10月１日主たる事務所の日本共産党 新具志堅徹

ート101号室所在地吉居俊平後

援会

名護市大東１－14－12　パークア旧

ベニュー103号

新垣　久美子 令和２年１月10日会計責任者新垣安彦後 新新垣安彦

援会

新垣安徳旧

那覇市国場1169番地５号ＪＫコー 令和２年１月６日主たる事務所の山川典二後 新山川典二

ポラス102号所在地援会

那覇市天久２－22－８旧

名護市為又492番地49 令和１年12月30日主たる事務所の翁長クミコ 新又吉康弘

所在地後援会

名護市為又513－１旧

那覇市小禄381番地　後原共同住 令和１年12月１日主たる事務所のきゆな智子 新喜友名　静子

宅１階所在地後援会

那覇市泉崎２丁目３－20　石川ビ旧

ル４Ｆ　立憲民主党沖縄県連内

喜友名　静子 令和１年12月１日代表者きゆな智子 新喜友名　静子

後援会

喜友名　智子旧

大城　勝成 令和２年１月３日会計責任者幸福実現党 新大城　勝成

宮古島後援

下地恵子会 旧



宮古島市平良字東仲宗根639番地 令和２年１月６日主たる事務所の幸福実現党 新大城　勝成

２号コーポ下地103所在地宮古島後援

会

宮古島市平良字下里651番２号旧

大城　勝成 令和２年１月６日代表者幸福実現党 新大城　勝成

宮古島後援

宮城隆会 旧

沖縄市胡屋１－18－17 令和１年12月１日主たる事務所の比嘉なつみ 新安里哲好

所在地連合後援会

沖縄市高原７丁目23番２号104号旧

室

新川　善一郎 令和２年１月24日代表者サキハラ盛 新新川　善一郎

秀後援会

崎原盛友旧

宮古島市平良西仲宗根537－４ 令和２年１月27日主たる事務所の狩俣政作後 新狩俣政作

所在地援会

宮古島市字平良西仲宗根531県営旧

平良北団地４棟304号

山田マドカ 令和１年12月27日代表者山田マドカ 新山田マドカ

後援会

山田朋子旧

吉田義明 令和１年９月27日代表者ＮＥＸＴ沖 新吉田義明

縄

楚南留美旧

玉城優 令和２年２月１日会計責任者たまき健一 新玉城健一郎

郎後援会

玉城健一郎旧

与那原町東浜82－１（株式会社ア 平成31年４月１日主たる事務所の日本薬業政 新大瀬　一修

トル沖縄営業部内）所在地治連盟沖縄

県支部

南風原町字新川436番地１旧

大瀬　一修 平成31年４月１日代表者日本薬業政 新大瀬　一修

治連盟沖縄

井元哲郎県支部 旧

川上　雄一朗 令和１年10月１日会計責任者日本薬業政 新大瀬　一修

治連盟沖縄

田盛隆則県支部 旧



仲本　政哲 平成31年４月１日会計責任者赤嶺政賢後 新仲山忠克

援会

島袋恵祐旧

糸満市武富574－２ 平成30年10月１日主たる事務所の当銘シンエ 新當銘　真栄

所在地イ後援会

糸満市字武富574－８メゾン当銘旧

１Ｆ

當銘　真栄 平成30年10月１日代表者当銘シンエ 新當銘　真栄

イ後援会

当銘優旧

沖縄市比屋根７－29－43 令和２年２月１日主たる事務所の金城勉後援 新金城勉

所在地会

沖縄市安慶田１－３－９　１Ｆ旧

沖縄市比屋根７－29－43 令和２年２月１日主たる事務所の金城ツトム 新金城安雄

所在地支援の会

沖縄市安慶田１－３－９　１Ｆ旧

宜野湾市愛知３－11－10 令和２年２月14日主たる事務所のうえざと広 新宮里学

所在地幸後援会

宜野湾市愛知３－１－２－102旧

利岡　孝紘 令和２年２月12日会計責任者なかまつ勤 新仲松勤

後援会

宇江城昌実旧

西田大作 令和２年２月25日会計責任者コクバ幸之 新國場幸之助

助後援会

松川久雄旧

屋良　香里 令和２年２月21日会計責任者屋良朝助後 新平良洋一

援会

前泊盛康旧

上地　寿賀子 令和２年２月27日会計責任者上地すがこ 新上地寿賀子

後援会

具志有希子旧

ヨダ・ケイジと創る、とにかく明 令和２年２月26日政治団体の名称ヨダ・ケイ 新依田　啓示

るい沖縄の会ジと創る、

とにかく明

依田啓示を沖縄県議会に送る会るい沖縄の 旧

会

那覇市鏡原町２－２　たか千代第 令和２年２月26日主たる事務所のヨダ・ケイ 新依田　啓示

２ビル　１階所在地ジと創る、



とにかく明

那覇市古波蔵２－１－６－201るい沖縄の 旧

会

桃原　範夫 令和２年１月10日会計責任者桃原朗後援 新桃原朗

会

桃原秀幸旧

那覇市識名３－18－45　永大ＭＯ 令和２年１月20日主たる事務所の改革クラブ 新下地　肇

１Ｆ所在地政策研究会

那覇市識名1108番地の６号旧

下地　肇 令和２年１月20日代表者改革クラブ 新下地　肇

政策研究会

比嘉栄徳旧

普久原　朝健 令和２年２月20日代表者沖縄市東部 新普久原　朝健

地域の発展

を考える会

伊佐真一郎政治連盟 旧

渡口　彦則 平成31年４月１日代表者沖縄県ＬＰ 新渡口　彦則

ガス政治連

森永浩之盟 旧

有銘　豊 令和１年５月27日会計責任者沖縄県ＬＰ 新渡口　彦則

ガス政治連

喜納政次盟 旧

南城市大里稲嶺2013－26 令和２年２月10日主たる事務所の大城たみお 新大城　慶則

所在地後援会

南城市玉城字志堅原196番地旧

大城　慶則 令和２年２月10日代表者大城たみお 新大城　慶則

後援会

神谷常直旧

大城　晃 令和２年２月10日会計責任者大城たみお 新大城　慶則

後援会

鉢嶺晃美旧

浦添市仲西３－15－２フェニック 令和２年１月31日主たる事務所のギマ光男後 新儀間光男

ス21－205号所在地援会

浦添市内間１－10－７　イースト旧

ビル201号



浦添市前田１－33－27 令和２年３月19日主たる事務所の仲間レツ後 新仲間烈

所在地援会

浦添市字前田969の１番地旧

南城市大里仲間1141番地 平成31年４月25日主たる事務所のみんなが主 新親川盛一

所在地役・南城市

南城市大里字仲間482番地民の会 旧

安里　繁信 令和２年３月１日代表者小渕優子沖 新安里　繁信

縄後援会

安次富修旧

久田　浩也 令和２年３月25日代表者クダ浩也後 新久田　浩也

援会

謝花弘旧

白橋道代 令和２年３月25日会計責任者幸福実現党 新天久光雄

沖縄北部後

富川将充援会 旧

那覇市松尾１－９－50　山里ビル 令和２年３月20日主たる事務所の平和・誇り 新呉屋守將

４Ｆ所在地ある豊かさ

を！ひやみ

那覇市古島２－６－５　古島テラかちうまん 旧

スちゅの会

大嶺　健太郎 令和１年５月21日代表者沖縄県ビル 新大嶺　健太郎

メンテナン

新垣淑典ス政治連盟 旧

翁長　昌子 令和２年３月25日会計責任者オナガ雄志 新國吉眞太郎

後援会

仲宗根寛明旧

豊見城市根差部727　エクセルビ 令和２年３月30日主たる事務所の島袋ダイ後 新金城豊明

ル207号所在地援会

豊見城市字饒波1087－８旧

糸満市兼城513－５ 平成31年３月30日主たる事務所の上原マサル 新上原勝

所在地後援会

糸満市西崎６丁目16番13号（102旧

）

名護市宮里１－11－28　オアシス 令和２年３月25日主たる事務所の仲尾チアキ 新山入端忍

セレッソ４－Ｃ所在地後援会

名護市宮里三丁目26番８号旧



比嘉義男 令和２年３月31日代表者安里ヨシ子 新比嘉義男

後援会

安里仁栄旧

川満　直紀 令和１年６月16日会計責任者沖縄県薬剤 新亀谷浩昌

師連盟

山里勇旧

川満　直紀 令和１年６月16日会計責任者沖縄県藤井 新亀谷浩昌

基之薬剤師

山里勇後援会 旧

大城純孝 令和２年３月31日代表者大城ヨシタ 新大城純孝

カ後援会

新垣佳宏旧

玉栄登次 令和２年３月31日代表者たまえ登次 新玉栄登次

後援会

玉栄千賀旧

金城正則 令和２年３月31日会計責任者たまえ登次 新玉栄登次

後援会

玉栄千賀旧

上原裕常 令和２年３月27日代表者当銘シンエ 新上原裕常

イ後援会

當銘　真栄旧

仲村貴之 令和２年３月27日会計責任者当銘シンエ 新上原裕常

イ後援会

當銘克子旧

宜野湾市普天間１－20－14　ひま 令和２年１月１日主たる事務所の栄田なおき 新栄田直樹

わりアパート302号所在地後援会

宜野湾市普天間２丁目31－14　２旧

Ｆ


