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秋田県告示第296号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第18条の２第１項の規定により、次のとおり指定構造計算適合性判定機関を指
定したので、同法第77条の35の５第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第297号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　道路の区域

■　目　次　■

名　　　　称 株式会社東京建築検査機構
住　　　　所 東京都中央区東日本橋一丁目１番４号 東日本橋Ｍ−１ビル

構造計算適合性判定を行う事務所の所在地 東京都中央区東日本橋一丁目１番４号 東日本橋Ｍ−１ビル
業務の開始の日 平成25年６月20日

指定年月日 平成25年６月20日

道路の
種　類 旧新別 路線名 区　　　　　　　　　間 敷地の幅員

（メートル）
延長

（キロメートル）

一般
国道

旧 282号 鹿角郡小坂町小坂字濁川24番２から字岱42番３ま
で 8.50～10.80 0.280

新 282号 〃 9.10～15.70 0.280
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２　道路の区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　鹿角地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成25年６月21日から同年７月４日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第298号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　処分をした年月日
　　平成25年６月14日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　市川工業株式会社
　　秋田市寺内字イサノ123番地２
　　代表取締役　菊　地　武　夫
　　秋田県知事許可（般−20･24）第40233号
３　処分の内容
　　土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、管工事業、タイ

ル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス
工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び水道施設工事業に係る一般建設
業許可の取消し

４　処分の原因となった事実
　　平成25年６月10日付けで土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根

工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事
業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業及び水道施
設工事業に係る廃業等の届出があった。

　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第299号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　処分をした年月日
　　平成25年４月19日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　株式会社鳥海リース
　　由利本荘市内黒瀬字小深沢108番地57
　　代表取締役　鈴　木　一　明
　　秋田県知事許可（般−22）第9883号
３　処分の内容
　　造園工事業に係る一般建設業許可の取消し
４　処分の原因となった事実
　　平成25年４月18日付けで造園工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第300号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　処分をした年月日
　　平成25年６月12日
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公 告

２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　有限会社今野舗装施設
　　大仙市協和境字下台72
　　代表取締役　今野　彦左衛門
　　秋田県知事許可（般−22）第12158号
３　処分の内容
　　土木工事業、とび・土工工事業及びほ装工事業に係る一般建設業許可の取消し
４　処分の原因となった事実
　　平成25年６月12日付けで土木工事業、とび・土工工事業及びほ装工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第301号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定したので、建
築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、特定非営利活動法人を設立しようとする
者から次のとおり設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請のあった年月日
　　平成25年５月30日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人友心
３　代表者の氏名
　　中　田　理　菜
４　主たる事務所の所在地
　　能代市字豊祥岱１番地312
５　定款に記載された目的
　　この法人は、日本国内において、人にやさしい住みよいまちづくりの推進を図る事業を行うものである。特に障害

者自立支援事業・災害被災地における被災者自立支援事業を行い、活動地域住民と連携を図りながら事業を推進し要
所にソーシャルコミュニティを確立し、生活レベルの向上と地域活性化に寄与することを目的とする。

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、特定非営利活動法人を設立しようとする
者から次のとおり設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請のあった年月日
　　平成25年６月５日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人ドリームエンジェル
３　代表者の氏名
　　糸　井　ミユキ

申請者の住所及び氏名 道路の位置の指定箇所 道路の延長 道路の幅員 指定年月日

湯沢市田町二丁目１番３号
湯沢開発株式会社　
代表取締役　高橋　正明

湯沢市岡田町257番１ 80.14 メートル 6.00メートル 平成25年６月14日
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４　主たる事務所の所在地
　　秋田市雄和田草川字太田38番地１
５　定款に記載された目的
　　この法人は、次世代を担う子どもたちの健やかな成長を育む全ての人々に対して、その方々が必要とする情報やサ

ポート事業やサービスの提供、使用済み用品の再利用で環境保全につとめ、地域のシニア世代の方と子どもたちとの
かけ橋になり、子育てに携わる人々とその子どもたちが安心して心豊かに暮らすことのできる地域社会の実現に寄与
することを目的とする。

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、能代南土地改良区から申請があった定款変更につ
いて、平成25年６月14日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、雄和土地改良区から申請があった土地改良事業
（維持管理）計画の変更について、平成25年６月14日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、左手子土地改良区から申請があった土地改良事業
（維持管理）計画の変更について、平成25年６月14日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、河辺土地改良区から申請があった土地改良事業
（維持管理）計画の変更について、平成25年６月14日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第１項の規定により、大潟土地改良区から申請があった土地改良事業
（維持管理）計画の変更について、平成25年６月14日認可したので、同条第11項の規定に基づき、公告する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

秋選管告示第59号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、次の政治団体から設立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、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　政党
　イ　国会議員関係政治団体
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選挙管理委員会告示

政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

自由民主党秋田県参議
院選挙区第二支部 中　泉　松　司 鎌　田　孝　直 秋田市下新城中野字街道端西32番地

内 平成24年11月８日

民主党秋田県第３区総
支部 三　井　マリ子 籠　山　武　志 横手市赤坂字上後野242−３ 平成24年11月15日

日本維新の会衆議院秋
田県第３選挙区支部 村　岡　敏　英 村　上　文　男 由利本荘市砂子下113−９ 平成24年11月26日

日本維新の会衆議院秋
田県第１区支部 近江屋　信　広 五十嵐　修　司 秋田市旭北栄町３番10号 平成24年12月３日

日本維新の会秋田県総
支部 村　岡　敏　英 村　上　文　男 由利本荘市砂子下113−９ 平成25年３月25日
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　ロ　国会議員関係政治団体以外の政治団体

２　その他の政治団体
　イ　国会議員関係政治団体

　ロ　国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

自由民主党男鹿市支部 菅　原　広　二 吉　田　勇　雄 男鹿市船川港船川字元浜町193−２ 平成25年３月１日

自由民主党秋田県秋田
市第八支部 最　上　英　嗣 豊　澤　榮　一 秋田市飯島字穀丁大谷地１−24 平成25年５月10日

政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

田中孝一後援会 田　中　教　雄 田　中　正　吉 鹿角市花輪字久保田39 平成24年10月４日

たかの吉孝後援会 遠　藤　誠　助 高　野　吉　孝 由利本荘市石脇字竜巻12番地２ 平成24年10月９日

石井清人後援会 石　井　秀　樹 加　藤　絹　子 南秋田郡八郎潟町字中嶋194−２ 平成24年11月８日

柳田ゆうへい後援会 柳　田　裕　平 三　戸　義　雄 南秋田郡八郎潟町字一日市69−３ 平成24年11月15日

成田一君後援会 木　村　二三男 庄　司　茂　央 鹿角郡小坂町上向字赤坂46番地 平成24年11月21日

京極巧後援会 村　木　　　均 小　野　次　夫 南秋田郡八郎潟町字昼根下150 平成24年12月３日

小田修後援会 三　村　陽　一 高　杉　　　匠 鹿角市尾去沢字六角平11−14 平成24年12月25日

なりた哲男後援会 成　田　健　吉 田　口　尚　見 鹿角市十和田岡田字中野10番地３ 平成25年１月８日

中山一男後援会 中　山　一　男 泉　澤　　　優 鹿角市花輪字下花輪109 平成25年１月９日

舘花一仁後援会 舘　花　和　明 阿　部　公　彦 鹿角市八幡平字上苗代61番地１ 平成25年１月23日

佐藤邦夫後援会 工　藤　卓　美 石　井　光　雅 南秋田郡五城目町高崎字田中131 平成25年２月８日

沓沢正雄後援会 沓　沢　正　雄 高　橋　芳　信 湯沢市駒形町字八面清水田22番地 平成25年２月22日

加藤しょうし後援会 加　藤　昭　嗣 藤　原　秀　司 湯沢市三梨町字菻田162 平成25年３月５日

川口博後援会 川　口　　　博 川　口　広　美 鹿角郡小坂町小坂字野口１番地 平成25年３月11日

最上英嗣後援会 熊　谷　嘉　樹 豊　澤　　　恵 秋田市将軍野南三丁目９−10 平成25年３月12日

住みよい北秋田市をつ
くるみんなの会 成　田　陸　雄 九　嶋　征　一 北秋田市米内沢字寺ノ下８−26 平成25年３月15日

新しい秋田をつくる若
者有志の会 赤　穂　祥　之 寺　田　耕　也 秋田市八橋本町三丁目１−20 平成25年３月21日

未来の会 伊　藤　陽　悦 遠　藤　啓　治 湯沢市前森３−９−42 平成25年３月26日

博永会 川　口　　　博 工　藤　加奈子 鹿角郡小坂町小坂字野口１番地 平成25年３月28日

政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

三井マリ子後援会事務
所 三　井　マリ子 阿　部　義　人 横手市赤坂字上後野242−３ 平成24年10月24日

松村よしやす後援会 明　石　浩　貴 大久保　　　稔 秋田市八橋イサノ２−16−29 平成25年５月８日

秋裕会 松　村　譲　裕 大久保　　　稔 秋田市八橋イサノ２−16−29 平成25年５月22日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第60号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定により、次の政治団体から届出事項に異動があった旨の届出
があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　政党

佐竹のりひさ小坂町後
援会 川　口　　　一 浅　利　和　彦 鹿角郡小坂町小坂字五十刈５−３ 平成25年４月５日

なかよしの党秋田支局 阿　部　昭　子 小　室　ヨネ子 湯沢市前森３−１−35 平成25年４月９日

秋田県歯科衛生士連盟 川　村　孝　子 佐々木　礼　子 秋田市川尻町字大川反170番102 平成25年４月15日

なかいずみ松司後援会 小山田　　　雍 能　登　祐　一 秋田市山王四丁目６−12 平成25年４月19日

二郷準一郎後援会 佐　貫　鐵　夫 奥　山　勝　彦 湯沢市佐竹町３−29 平成25年５月１日

寿松木孝後援会 寿松木　　　孝 寿松木　太　一 横手市大雄字田根森41−４ 平成25年５月８日

加藤勝義後援会 小　坂　彦　一 加　藤　由利子 横手市増田町増田字新町151 平成25年５月22日

佐藤徹後援会 清　橋　一　広 木　村　健一郎 由利本荘市西目町海士剥字海士剥下
52−38 平成25年５月31日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　　　　　容

届出年月日
新 旧

自由民主党秋田県バ
ス支部 会 計 責 任 者 佐　藤　　　憬 栗　澤　富　雄 平成24年11月８日

太陽の党秋田第一支
部 政治団体の名称 太陽の党秋田第一支部 たちあがれ日本秋田第一支

部 平成24年11月16日

国民の生活が第一秋
田県第１区総支部 政治団体の名称 国民の生活が第一秋田県第

１区総支部
国民の生活が第一衆議院東
北ブロック比例区第２総支
部

平成24年11月20日

太陽の党秋田第一支
部 代 表 者 村　上　文　男 村　岡　敏　英 平成24年11月20日

民主党秋田県第３総
支部 政治団体の名称 民主党秋田県第３総支部 民主党秋田県第３区総支部 平成24年11月20日

自由民主党秋田県第
一選挙区支部

主たる事務所の
所 在 地 秋田市高陽幸町14−30 秋田市仁井田新田３−13−

20 平成24年11月27日

自由民主党秋田県第
一選挙区支部

主たる事務所の
所 在 地

秋田市仁井田新田３−13−
20 秋田市高陽幸町14−30 平成25年１月４日

自由民主党秋田県参
議院選挙区第二支部

主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王４−６−12 秋田市下新城中野字街道端

西32番地内 平成25年２月12日

自由民主党秋田県男
鹿市第一支部 会 計 責 任 者 薄　田　信　男 大　渕　英　也 平成25年２月28日

自由民主党西木町支
部

主たる事務所の
所 在 地

仙北市西木町桧木内字小波
内382

仙北市西木町桧木内字高屋
273−１

平成25年３月４日
会 計 責 任 者 門　脇　　　均 小　林　竹　典

自由民主党秋田県に
かほ市第一支部 会 計 責 任 者 佐々木　　　臣 斎　藤　多喜子 平成25年３月15日

自由民主党大仙市西
仙北支部 会 計 責 任 者 小笠原　昌　作 髙　橋　保　博 平成25年３月19日

民主党秋田県第１区
総支部 代 表 者 松　浦　大　悟 寺　田　　　学 平成25年３月21日

民主党秋田県第２区
総支部 代 表 者 松　浦　大　悟 川　口　　　博 平成25年３月21日
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２　その他の政治団体

日本共産党仙北地区
委員会 代 表 者 千　葉　　　理 藤　田　和　久 平成25年３月28日

日本共産党山本地区
委員会 会 計 責 任 者 秋　元　　　敏 児　玉　鎌　吉 平成25年３月28日

自由民主党大内町支
部

主たる事務所の
所 在 地

由利本荘市岩谷町字西野20
−１

由利本荘市大内三川字三川
20

平成25年４月１日代 表 者 石　井　　　清 成　田　正　雄

会 計 責 任 者 鎌　田　幸　一 佐々木　　　恒

自由民主党秋田県参
議院選挙区第二支部 会 計 責 任 者 清　水　正　幸 鎌　田　孝　直 平成25年４月５日

自由民主党協和支部

主たる事務所の
所 在 地 大仙市協和稲沢字稲沢140 大仙市協和船岡字合貝56

平成25年４月24日代 表 者 茂　木　　　隆 橋　本　五　郎

会 計 責 任 者 和　田　耕　生 加　藤　喜　一

自由民主党秋田県電
気通信支部

主たる事務所の
所 在 地

秋田市御所野元町４−11−
１ 秋田市東通七丁目７−38

平成25年５月８日
代 表 者 八　鍬　一　哉 天　野　直　樹

自由民主党秋田県参
議院選挙区第二支部

主たる事務所の
所 在 地 秋田市旭北錦町１−14 秋田市山王四丁目６−12 平成25年５月10日

自由民主党秋田県支
部連合会 代 表 者 金　田　勝　年 大野忠右エ門 平成25年５月22日

民主党秋田県第２区
総支部

主たる事務所の
所 在 地 大館市字三ノ丸92 大館市清水二丁目１−68 平成25年５月22日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　　　　　容

届出年月日
新 旧

花田タマ子後援会 会 計 責 任 者 三　瓶　幸　子 渡　辺　葉　子 平成24年10月29日

三井マリ子と進む会
政治団体の名称 三井マリ子と進む会 三井マリ子後援会事務所

平成25年11月６日
会 計 責 任 者 籠　山　武　志 阿　部　義　人

みのり川信英後援会 代 表 者 佐々木　繁　治 髙　貝　久　遠 平成24年11月20日

21あきた農政推進同
志会 会 計 責 任 者 伊　豆　秀　一 成　田　金　秋 平成24年11月21日

とがし博之後援会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市高陽幸町14−30 秋田市仁井田新田３−13−

20 平成24年11月27日

髙杉正美後援会 代 表 者 関　　　　　堯 佐　藤　　　忠 平成24年12月12日

小畑元後援会 代 表 者 佐　藤　義　晃 三　浦　清　久 平成24年12月12日

大石温基後援会 代 表 者 大　石　温　基 髙　橋　傅一郎 平成24年12月26日

とがし博之後援会 主たる事務所の
所 在 地

秋田市仁井田新田３−13−
20 秋田市高陽幸町14−30 平成25年１月４日

国民の生活が第一秋
田県第１区総支部

政治団体の区分 その他の政治団体 政党の支部

平成25年１月10日
国会議員関係政
治団体の区分

（代表者である
公職の候補者に
係る公職種類）

国会議員関係政治団体以外
の政治団体

法第19条の７第１項第１号
に係る国会議員関係政治団
体
衆議院議員



国民の生活が第一秋
田県第３区総支部

政治団体の区分 その他の政治団体 政党の支部

平成25年１月15日
国会議員関係政
治団体の区分

（代表者である
公職の候補者に
係る公職種類）

国会議員関係政治団体以外
の政治団体

法第19条の７第１項第１号
に係る国会議員関係政治団
体
衆議院議員

寺田学後援会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市手形山中町２番37号 秋田市保戸野通町５−37 平成25年１月21日

渡部幸男後援会 主たる事務所の
所 在 地

男鹿市船川港船川字外ヶ沢
124 男鹿市船川港船川字泉台６ 平成25年１月23日

くらおか誠後援会
代 表 者 工　藤　喜久雄 佐々木　　　昇

平成25年１月29日
会 計 責 任 者 佐々木　義　美 太　田　和　孝

泉繁夫後援会 代 表 者 雲　然　直　兼 後　藤　豊　治 平成25年２月７日

栗林次美後援会 主たる事務所の
所 在 地 大仙市大曲住吉町１−２ 大仙市大曲栄町13−16 平成25年２月12日

加藤和夫後援会 主たる事務所の
所 在 地 八峰町八森字岩館向台145 八峰町八森字釜の上83−１ 平成25年２月15日

佐竹のりひさ後援会 主たる事務所の
所 在 地

秋田市八橋大畑一丁目１−
31 秋田市山王三丁目１−13 平成25年２月18日

松田とよおみ後援会 会 計 責 任 者 鈴　木　　　正 近　江　喜　博 平成25年２月20日

幸福実現党秋田北後
援会

主たる事務所の
所 在 地 鹿角市尾去沢蟹沢10番地 大館市東台四丁目３番35号

平成25年２月25日
会 計 責 任 者 三　國　佑　貴 小　松　輝　雄

米田健一後援会
代 表 者 米　田　京　子 工　藤　与治郎

平成25年２月26日
会 計 責 任 者 米　田　京　子 金　屋　寛　雄

下間俊悦後援会 会 計 責 任 者 薄　田　信　男 大　渕　英　也 平成25年２月28日

幸福実現党由利本荘
後援会 代 表 者 伊　藤　　　透 西　野　　　晃 平成25年３月４日

国民の生活が第一秋
田県総支部連合会 政治団体の区分 その他の政治団体 政党の支部 平成25年３月13日

川口博後援会 代 表 者 秋　本　繁　雄 川　口　　　博 平成25年３月15日

高 橋 ひ ろ と 後 援 会
（元気会） 代 表 者 伊　藤　功　正 谷　口　良　一 平成25年３月21日

最上英嗣後援会 代 表 者 畠　山　玲　二 熊　谷　嘉　樹 平成25年３月21日

ながさわ孝政後援会
代 表 者 桑　原　正　敏 高　橋　久　也

平成25年３月21日
会 計 責 任 者 長　沢　　　寿 鈴　木　一　征

小笠原正見後援会 会 計 責 任 者 小笠原　健　一 木　村　美紀子 平成25年３月26日

佐竹のりひさ後援会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王三丁目１−13 秋田市八橋大畑一丁目１−

31 平成25年３月26日

能登祐一を囲む会
代 表 者 大　高　俊　也 能　登　三　郎

平成25年３月27日
会 計 責 任 者 大　高　俊　也 能　登　三　郎

畠山きくお後援会 会 計 責 任 者 畠　山　健　正 佐々木　一　男 平成25年３月27日

ＰＲＵ秋中政治セン
ター

代 表 者 湊　　　和　則 伊　藤　正　志
平成25年３月28日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第61号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、次の政治団体から解散の届出があったので、
同条第３項の規定に基づき、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　政党

２　その他の政治団体

代 表 者 湊　　　和　則 伊　藤　正　志

会 計 責 任 者 佐々木　　　明 柴　田　澄　世

日本薬業政治連盟秋
田県支部

代 表 者 鈴　木　和　男 千　葉　重　人
平成25年４月２日

会 計 責 任 者 鈴　木　和　男 千　葉　重　人

佐々木てつお後援会
代 表 者 谷　藤　怜　子 佐々木　朋　文

平成25年４月２日
会 計 責 任 者 菊　地　菊　雄 佐々木　謙　吉

日本司法書士政治連
盟秋田県会 会 計 責 任 者 藤　田　清　則 有　馬　正　巳 平成25年４月９日

くろさき一紀後援会

主たる事務所の
所 在 地

秋田市雄和椿川字長者屋敷
48−８ 秋田市南通築地１−９

平成25年４月10日代 表 者 東海林　悟　郎 三　浦　宗　博

会 計 責 任 者 及　位　泰　敏 伊　藤　敏　雄

栗林次美後援会 主たる事務所の
所 在 地 大仙市大曲栄町13−16 大仙市大曲住吉町１−２ 平成25年４月16日

佐藤よしただ後援会 主たる事務所の
所 在 地 大館市東台六丁目７−12 大館市二井田字中台15−82 平成25年４月24日

なかいずみ松司後援
会

主たる事務所の
所 在 地 秋田市旭北錦町１−14 秋田市山王四丁目６−12 平成25年５月８日

すずきこう後援会
代 表 者 寿松木　　　孝 寿松木　太　一

平成25年５月８日
会 計 責 任 者 寿松木　太　一 寿松木　由喜子
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政治団体の名称 代表者氏名 解散年月日 届出年月日
自由民主党秋田県秋田市第２支部 中　泉　松　司 平成24年11月30日 平成24年12月11日
日本維新の会衆議院秋田県第１区支部 近江屋　信　広 平成24年12月28日 平成24年12月28日
国民の生活が第一秋田県第３区総支部 京　野　公　子 平成24年12月31日 平成25年１月30日
国民の生活が第一秋田県第１区総支部 髙　松　和　夫 平成24年12月31日 平成25年２月28日
国民の生活が第一秋田県総支部連合会 髙　松　和　夫 平成24年12月31日 平成25年２月28日
自由民主党若美町支部 三　浦　利　通 平成25年２月28日 平成25年３月１日
自由民主党男鹿支部 加　藤　義　康 平成25年２月28日 平成25年３月８日
国民新党秋田県支部 石　川　錬治郎 平成24年12月１日 平成25年４月16日

政治団体の名称 代表者氏名 解散年月日 届出年月日
花田タマ子後援会 羽　賀　幸　雄 平成24年９月20日 平成24年10月29日
佐々木幸雄後援会 佐々木　幸　雄 平成24年12月25日 平成24年12月25日
菊池ゆたか後援会 藤　田　豊　治 平成24年12月28日 平成25年１月24日
ゆたかの会 横　山　和　樹 平成24年12月28日 平成25年１月24日
一票一新の会 京　野　公　子 平成24年12月31日 平成25年１月30日
京野きみこ後援会 秋　山　光　次 平成24年12月31日 平成25年１月30日
加藤薫後援会 加　藤　喜代明 平成24年12月31日 平成25年２月６日
大里恭司後援会 奈　良　雄　一 平成24年12月31日 平成25年２月22日
小野ひろし後援会 小　野　準之助 平成25年２月22日 平成25年２月25日
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秋選管告示第62号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、政治団体から収支に関する報告書が提出され
たので、同法第20条第１項の規定に基づき、その要旨を公表する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
Ⅰ　種類　政治資金規正法第17条第１項の規定による報告書
Ⅱ　報告書の要旨
１　収入及び支出のある団体
　⑴　政党
　　　政治団体の名称　自民党秋田県軍恩総支部（平成23年分）
　　　報告年月日　平成24年１月12日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657,445円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107,378円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　550,067円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　657,445円
　　　政治団体の名称　民主党秋田県第三区総支部（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年９月13日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,961,674円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,614,210円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,347,464円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,961,674円
　　　政治団体の名称　自由民主党秋田県秋田市第二支部（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年12月11日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,307,213円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,277,075円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,030,138円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,623,149円
　　　政治団体の名称　自由民主党若美町支部（平成24年分）
　　　報告年月日　平成25年３月１日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 27,210円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,210円
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米田健一後援会 米　田　京　子 平成25年２月25日 平成25年２月26日
伊藤繁後援会 幡　江　孝　雄 平成24年12月27日 平成25年３月13日
中田俊雄後援会 安　田　武　成 平成25年２月25日 平成25年３月19日
うの木会 長　沢　孝　政 平成24年９月30日 平成25年３月21日
佐藤孝次後援会 佐々木　正　美 平成24年12月25日 平成25年３月25日
猪股竹作後援会 佐　藤　直一郎 平成25年３月25日 平成25年３月25日
猪股竹作励ます会 猪　股　竹　作 平成25年３月25日 平成25年３月25日
金沢かずお後援会 金　沢　一　男 平成25年３月25日 平成25年３月26日
阿部力後援会 遠　藤　恭　悦 平成24年12月31日 平成25年３月27日
佐々木長秀後援会 佐々木　長　利 平成25年３月20日 平成25年３月29日
千葉友悦後援会 高　橋　錬太郎 平成25年３月29日 平成25年３月29日
能登祐一を囲む会 大　高　俊　也 平成25年４月２日 平成25年４月４日
大江なおゆき後援会 佐　藤　安　治 平成25年４月17日 平成25年４月19日
佐賀正美後援会 阿　部　正　保 平成25年３月31日 平成25年４月22日
すずきこう後援会 寿松木　　　孝 平成25年４月30日 平成25年５月８日
畠山秀義後援会 佐々木　晃　吉 平成24年12月31日 平成25年５月13日
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　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,000円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,270円
　　　政治団体の名称　自由民主党若美町支部（平成25年分）
　　　報告年月日　平成25年３月１日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,940円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,940円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,000円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　自由民主党男鹿支部（平成25年分）
　　　報告年月日　平成25年３月８日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,221円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,221円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,000円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　⑵　その他の政治団体
　　　政治団体の名称　寺田典城大曲仙北後援会（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年２月23日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,903,197円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,903,197円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　秋田県造園協会政治連盟（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年３月１日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　佐藤げん一後援会（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年３月15日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,501円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,501円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200円
　　　政治団体の名称　菅原憲治後援会（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年４月２日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,760円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,760円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　柿崎八郎後援会（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年４月４日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,740円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,164円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 63,576円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,740円
　　　政治団体の名称　三浦彬後援会（平成24年分）
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　　　報告年月日　平成24年４月４日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,718円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,718円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,718円
　　　政治団体の名称　ぜにもり靖久後援会（平成24年分）
　　　報告年月日　平成24年６月５日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,298円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,298円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　加藤寿後援会市民と緑のネットワーク（平成24年分）
　　　報告年月日　平成25年７月17日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,130円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,130円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　猪股竹作後援会（平成25年分）
　　　報告年月日　平成25年３月25日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,808円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,808円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　政治団体の名称　大江なおゆき後援会（平成25年分）
　　　報告年月日　平成25年４月19日
　　　ア　収入・支出の総額
　　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124,280円
　　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124,280円
　　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124,280円
２　収入及び支出のない団体
　⑴　政党

　⑵　その他の政治団体
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政　治　団　体　の　名　称 報告年月日
日本維新の会衆議院秋田県第１区支部
（平成24年分） 平成24年12月28日

日本新党秋田県支部（平成23年分） 平成25年４月16日
日本新党秋田県支部（平成24年分） 平成25年４月16日

政　治　団　体　の　名　称 報告年月日
和泉嘉郎後援会（平成23年分） 平成24年１月23日
和泉嘉郎後援会（平成24年分） 平成24年１月23日
小塚光子後援会（平成24年分） 平成24年２月７日
藤原要司後援会（平成23年分） 平成24年２月16日
藤原要司後援会（平成24年分） 平成24年２月16日
今野勇一後援会（平成24年分） 平成24年２月28日
佐々木鐵美後援会（平成24年分） 平成24年３月５日
佐々木勇後援会（平成24年分） 平成24年３月６日
石井章司後援会（平成24年分） 平成24年３月22日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第63号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により、次の公職の候補者から資金管理団体の届出が
あったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第64号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、次の公職の候補者から資金管理団体の届出事
項の異動の届出があったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
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福田穣支援会（平成24年分） 平成24年３月26日
伊藤文雄後援会（平成24年分） 平成24年３月30日
伊藤英記後援会（平成24年分） 平成24年４月19日
吉田仁吉郎後援会（平成24年分） 平成24年４月26日
舘岡ゆきお後援会（平成24年分） 平成24年５月８日
アクティブ・あきた（平成24年分） 平成24年７月24日
佐藤竹夫後援会（平成24年分） 平成24年９月３日
花田タマ子後援会（平成24年分） 平成24年10月29日
佐々木幸雄後援会（平成24年分） 平成24年12月25日
菊池ゆたか後援会（平成24年分） 平成25年１月24日
ゆたかの会（平成24年分） 平成25年１月24日
加藤薫後援会（平成24年分） 平成25年２月６日
大里恭司後援会（平成24年分） 平成25年２月22日
小野ひろし後援会（平成24年分） 平成25年２月26日
米田健一後援会（平成24年分） 平成25年２月26日
中田俊雄後援会（平成25年分） 平成25年３月19日
猪股竹作励ます会（平成25年分） 平成25年３月25日
金沢かずお後援会（平成25年分） 平成25年３月29日
千葉友悦後援会（平成25年分） 平成25年３月29日
佐賀正美後援会（平成24年分） 平成25年４月22日
すずきこう後援会（平成23年分） 平成25年５月８日
畠山秀義後援会（平成23年分） 平成25年５月13日
畠山秀義後援会（平成24年分） 平成25年５月13日

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

公職の種類
資 金 管 理 団 体

届出年月日
名　　　　称 主たる事務所の所在地 代表者氏名

三　井　マリ子 衆議院議員
三井マリ子後援会
事務所

横手市赤坂字上後野242
−３

三　井　マリ子 平成24年10月24日

川　口　　　博 小坂町長 博永会
鹿角郡小坂町小坂字野
口１番地

川　口　　　博 平成25年３月28日

松　村　譲　裕 参議院議員 秋裕会
秋田市八橋イサノ２−
16−29

松　村　譲　裕 平成25年５月22日

資金管理団体の
届出事項の異動
の届出をした者
の氏名

公職の種類
資金管理団
体の名称

異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第65号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、次の公職の候補者等から資金管理団体の指定
の取消しの届出があったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成25年６月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
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三　井　マリ子 衆議院議員 三井マリ子
と進む会

資金管理団体
の名称

三井マリ子と進
む会

三井マリ子後援
会事務所 平成24年11月６日

渡　部　幸　男 男鹿市長 渡部幸男後
援会

主たる事務所
の所在地

男鹿市船川港船
川字外ケ沢124

男鹿市船川港船
川字泉台６ 平成25年１月23日

安　藤　　　豊 羽後町長 安藤豊後援
会 公職の種類 羽後町長 秋田県議会議員 平成25年２月18日

佐　藤　正一郎 秋田県議会議
員

佐藤正一郎
後援会 公職の種類 秋田県議会議員 秋田県知事 平成25年２月20日

船　木　正　博 男鹿市議会議
員

船木正博後
援会 公職の種類 男鹿市議会議員 秋田県議会議員 平成25年３月18日

渡　部　幸　男 男鹿市長 渡部幸男後
援会

主たる事務所
の所在地

男鹿市船川港船
川字泉台６

男鹿市船川港船
川字外ケ沢124 平成25年５月１日

資金管理団体の
取消しの届出を
した者の氏名

公職の種類
取 り 消 し た 資 金 管 理 団 体

届出年月日
名　　　　称 主たる事務所の所在地 代表者氏名

佐々木　幸　雄 市議会議員 佐々木幸雄後援会 秋田市飯島字薬師田５ 佐々木　幸　雄 平成24年12月25日

長　澤　孝　政 市議会議員 うの木会
秋田市寺内鵜ノ木３番
14号

長　澤　孝　政 平成25年３月21日

猪　股　竹　作 市議会議員 猪股竹作励ます会
秋田市楢山川口境12−
35

猪　股　竹　作 平成25年３月25日

金　沢　一　男 市議会議員 金沢かずお後援会 鹿角市花輪字間瀬川90 金　沢　一　男 平成25年３月29日
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