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こ 公明党香川県本部 都築　信行 広瀬　良隆 高松市勅使町１１６８－１

公明党香川第一総支部 竹内　俊彦 春田　敬司 高松市松島町３－２７－２７

公明党香川第五総支部 若杉　輝久 寒川　佳枝 坂出市林田町１９６０－２６

公明党香川第三総支部 中村　伸一 中村　秀三 高松市高松町１７１５

公明党香川第七総支部 江村　信介 鏡原　光代 さぬき市昭和３４０２－３

公明党香川第二総支部 大山　高子 田井　久留美 高松市寺井町３０－１３

公明党香川第四総支部 内田　俊英 福部　正人 丸亀市城南町５８－３

公明党香川第六総支部 石山　秀和 込山　文吉 観音寺市原町７０５－４

こ 国民民主党香川県総支部連合会 玉木　雄一郎 鏡原　慎一郎 高松市三条町３１５－３

国民民主党香川県第２区総支部 玉木　雄一郎 根本　修二 さぬき市寒川町石田東甲８１４－１ 〇

さ 参政党香川第１支部 松本　洋美 小野　和子 高松市茜町９－３３

参政党香川第２支部 越智　祥孝 大根田　友宏 丸亀市山北町４４５－１

し 社会民主党香川県連合 三野　ハル子 篠原　清 三豊市豊中町本山甲６５５

じ 自由民主党庵治支部 嶋野　勝路 嶋野　勝路 高松市庵治町７３５－３

自由民主党綾歌支部 西浦　雅美 香川　勝 丸亀市綾歌町栗熊西１１２４

自由民主党綾上支部 碣石　眞己 植田　誠司 綾歌郡綾川町枌所東２１６１－２

自由民主党宇多津支部 大松　喜次郎 大橋　和子 綾歌郡宇多津町２２３８

自由民主党円座支部 杉本　勝利 金本　周三 高松市西山崎町１１０－１２

自由民主党王越支部 東原　章 新谷　豊敏 坂出市王越町乃生１５８２

自由民主党大川支部 国方　幸治 高嶋　正朋 さぬき市大川町富田西１２２６－３

自由民主党太田支部 十川　信孝 前田　光子 高松市太田上町４２７－２

自由民主党大内支部 津野　正好 佐藤　誠治 東かがわ市町田６１１－１

自由民主党大野原支部 高橋　賢二 柴川　道明 観音寺市大野原町中姫１６４９－２

自由民主党香川県遺族会支部 増田　榮作 白井　正彦 高松市桜町２－３－６

自由民主党香川県医療会支部 久米川　啓 小西　久典 高松市浜ノ町７３－４

自由民主党香川県観音寺市選挙区第二支部 佐伯　明浩 井下　良樹 観音寺市大野原町井関３８９

自由民主党香川県看護連盟支部 中村　明美 川田　加代子 高松市国分寺町国分１５２－４

自由民主党香川県木田郡選挙区第一支部 松原　哲也 松原　弥生 木田郡三木町大字鹿伏３

自由民主党香川県建設支部 森田　紘一 河井　淳 高松市磨屋町６－４　

自由民主党香川県港湾支部 林　和彦 松岡　太 高松市朝日新町３２－４５　

自由民主党香川県坂出市選挙区第一支部 尾﨑　道 山本　昭雄 坂出市京町３－７－４９

自由民主党香川県坂出市第一支部 有福　哲二 松浦　美恵 坂出市林田町３５３４－８

自由民主党香川県参議院選挙区第一支部 磯﨑　仁彦 田中　快治 高松市松島町１－１３－１４　 〇

自由民主党香川県参議院選挙区第二支部 三宅　伸吾 久保　純子 高松市木太町２３４３－４　 〇

自由民主党香川県歯科医師会支部 豊嶋　健治 油谷　一裕 高松市錦町２－８－３８

自由民主党香川県自治振興支部 谷川　俊博 中村　貴紀 綾歌郡宇多津町２３６５－２

自由民主党香川県自動車整備支部 向井　幸司 近藤　定則 高松市鬼無町佐藤１７－１０

自由民主党香川県支部連合会 平井　卓也 森里　浩 高松市中野町２３－４

自由民主党香川県社会保障研究会支部 吉　巖 石川　 高松市松島町３－２２－４

政党の支部

※令和４年12月31日における香川県選挙管理委員会所管の政党の支部である。（同日までの設立・異動・解散等で令和５年１月31
日までに届出のあったものは当該届出の内容によった。）

■注意事項
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自由民主党香川県食鳥肉販売業生活衛生同業組合支部 田　道数 三島　義之 高松市香南町岡５８

自由民主党香川県石油販売業支部 眞鍋　和典 岡田　朋之 高松市天神前１０－５

自由民主党香川県接骨師連盟支部 石原　誠 神高　敏伸 高松市中野町１３－１

自由民主党香川県善通寺市選挙区第一支部 山根　千佳 岡﨑　陽子 善通寺市与北町４２－２

自由民主党香川県造船支部 渡部　健司 青井　太吾 丸亀市昭和町３０　

自由民主党香川県測量設計業支部 松本　茂樹 北野　芳樹 高松市田村町４８４－４

自由民主党香川県第一支部 藤本　孝雄 河野　正幸 高松市鶴市町６３４

自由民主党香川県第一選挙区支部 平井　卓也 小出　克元 高松市古新町４－３ 〇

自由民主党香川県第三選挙区支部 大野　敬太郎 横田　飛真 観音寺市本大町１７９７－２ 〇

自由民主党香川県第二選挙区支部 瀬戸　隆一 久米　昭弘 坂出市室町２－５－２０ 〇

自由民主党香川県高松市選挙区第一支部 綾田　福雄 佐々木　昭 高松市香南町大字岡３７０－５

自由民主党香川県高松市選挙区第五支部 平木　享 谷崎　裕子 高松市仏生山町甲４３３－３

自由民主党香川県高松市選挙区第十支部 平岡　英士 鈴木　英敬 高松市松島町３－１４－２５

自由民主党香川県高松市選挙区第七支部 鎌田　守恭 金本　重孝 高松市栗林町２－１７－２

自由民主党香川県高松市選挙区第八支部 高木　英一 中村　洋三 高松市牟礼町原１９９８

自由民主党香川県高松市選挙区第六支部 宮本　欣貞 藤澤　彦 高松市西植田町２９６１－１

自由民主党香川県高松市第五支部 大浦　すみ子 河田　輝子 高松市西宝町２－１１－３０

自由民主党香川県高松市第三支部 妻鹿　常男 妻鹿　望 高松市屋島西町６８１－３

自由民主党香川県高松市第十一支部 岡下　勝彦 石井　良 高松市岡本町２９５－４

自由民主党香川県高松市第十三支部 池内　雄 池内　笑子 高松市高松町２３７９

自由民主党香川県高松市第十二支部 三笠　輝彦 川北　哲 高松市一宮町１７２２

自由民主党香川県高松市第十六支部 二川　浩三 高木　美郷 高松市成合町８２２－１

自由民主党香川県高松市第八支部 坂下　且人 池田　明彦 高松市新田町甲１４９２－３

自由民主党香川県高松市第六支部 鎌田　基志 十河　恵一 高松市川島東町２１２－２

自由民主党香川県宅建支部 岡　知徳 松下　由二三 高松市松福町１－１０－５

自由民主党香川県タクシー支部 岩﨑　康誠 佐藤　佳文 高松市朝日町５－４－２７

自由民主党香川県たばこ販売政連支部 間島　実 西山　和秀 高松市西内町３－１５

自由民主党香川県ちんたい支部 吉田　宏基 安藤　博和 高松市伏石町２０１６－２０

自由民主党香川県電気通信支部 鶴見　邦夫 平野　文夫 綾歌郡宇多津町２５０３－３

自由民主党香川県ときわ会支部 寺川　隆裕 徳弘　稔広 高松市西の丸町１２－１２

自由民主党香川県土地改良支部 大山　茂樹 山地　孝士 高松市中野町２３－４

自由民主党香川県トラック支部 楠木　寿嗣 齋藤　文克 高松市福岡町３－２－３　

自由民主党香川県長尾支部 十河　直 松原　壮典 さぬき市造田野間田６４７－１

自由民主党香川県仲多度郡第一選挙区第一支部 氏家　孝志 小亀　重喜 仲多度郡琴平町下櫛梨１２３７－１

自由民主党香川県仲多度郡第二選挙区第一支部 新田　耕造 柏木　康則 仲多度郡多度津町西浜９－２１

自由民主党香川県バス支部 佐藤　邦明 今西　照章 高松市西の丸町１－２６

自由民主党香川県ふるさと振興支部 真鍋　賢二 幸田　久 高松市番町３－６－１５

自由民主党香川県ペストコントロール協会支部 大須賀　裕康 大須賀　裕康 高松市新田町甲２１１８－１２

自由民主党香川県保育推進連盟支部 白石　義人 十河　龍太郎 高松市寺井町字片吹４５３－１

自由民主党香川県丸亀市選挙区第二支部 山本　直樹 山本　敏子 丸亀市新浜町２－１３－１６

自由民主党香川県三豊市選挙区第三支部 山下　昭史 伊藤　洋子 三豊市高瀬町新名１６１１

自由民主党香川県三豊市第一選挙区第二支部 斉藤　勝範 磯﨑　久典 三豊市三野町大見甲６６３６－２

自由民主党香川県遊技産業支部 平山　剛 渡辺　修 高松市番町２－１７－１５　

自由民主党香川県郵政政治連盟支部 高木　規男 宮脇　敏彦 高松市香南町横井７９－１９
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自由民主党香川県理学療法士連盟支部 鍋坂　信夫 山本　英徳 丸亀市綾歌町栗熊東７１－１

自由民主党香川町支部 植松　一夫 溝渕　敬 高松市香川町浅野２４０１－４

自由民主党亀阜支部 大浦　澄子 三好　美加子 高松市宮脇町１－８－３０

自由民主党加茂支部 楠井　常夫 楠井　由佳 坂出市加茂町７０１－１

自由民主党川岡支部 岡下　勝彦 三原　良子 高松市岡本町２９５－４

自由民主党川島支部 鎌田　基志 横井　紀子 高松市川島東町２１２－２

自由民主党川添支部 吉田　道数 星野　康裕 高松市東山崎町２５１－２

自由民主党川津支部 西川　昭吾 永冶　恒宏 坂出市川津町２３６０－２４

自由民主党観音寺支部 高城　宗幸 村上　敬 観音寺市本大町１７９７－２

自由民主党観音寺中央支部 石川　豊 藤目　幸枝 観音寺市吉岡町１４２－１

自由民主党木太支部 大見　昌弘 石田　剛 高松市木太町１９１４－４

自由民主党鬼無支部 北谷　悌邦 山本　進 高松市鬼無町佐藤６５０

自由民主党香西支部 笹原　勝彦 大山　史恵 高松市香西本町３０９番地

自由民主党香南支部 　正雄 田井　昇 高松市香南町西庄１１６３－１

自由民主党国分寺支部 森川　輝男 塚田　昇 高松市国分寺町国分９４７ー４

自由民主党琴平支部 氏家　孝志 奥空　利則 仲多度郡琴平町下櫛梨１２３７－１

自由民主党財田支部 丸戸　研二 安藤　重明 三豊市財田町財田上２１６－１

自由民主党坂出市東部支部 別府　健二 丸岡　豊和 坂出市京町２－５－１３

自由民主党坂出市松山支部 品治　正明 角野　正明 坂出市青海町５３－１

自由民主党坂出市与島支部 池田　勉 沖田　義貞 坂出市櫃石３６０

自由民主党坂出西部支部 尾崎　道 渡辺　恭幸 坂出市富士見町１－６－２７

自由民主党坂出中央支部 宮本　浩和 大西　照子 坂出市宮下町２－３０

自由民主党寒川支部 国方　弘 藤川　ミサヲ さぬき市寒川町石田西３１

自由民主党塩江町支部 兼若　敏文 藤川　美智子 高松市塩江町安原下第２号６６８

自由民主党志度支部 白川　真 赤澤　世士 さぬき市鴨部５２６４

自由民主党下笠居支部 山下　誠 塩田　博巳 高松市神在川窪町２７８－８５

自由民主党小豆島町支部 黒島　啓 中松　和彦 小豆郡小豆島町苗羽甲１４４０－１

自由民主党白鳥支部 寺井　和彦 大山　静代 東かがわ市湊１６９３

自由民主党新塩屋支部 角田　朝則 角田　朝則 高松市城東町１－６－５

自由民主党善通寺支部 氏家　寿士 牧田　嘉己 善通寺市善通寺町４－５－３０

自由民主党十河支部 橘　勝住 廣瀬　吉俊 高松市十川東町１１０－１

自由民主党高瀬支部 近藤　久志 小畑　忠司 三豊市高瀬町羽方２０３４－１

自由民主党高松市一宮支部 三笠　輝彦 森　勝一 高松市一宮町１７２２－１

自由民主党高松市さぬき支部 山本　啓一 川　幸治 高松市古新町４－３

自由民主党高松中央支部 大山　一郎 井元　高志 高松市香西本町１５２－６

自由民主党高松東部支部 妻鹿　常男 池内　静雄 高松市屋島西町６８１－３

自由民主党高松南支部 岡野　朱里子 松本　和子 高松市花ノ宮町３－４－２８

自由民主党詫間支部 曽根　政文 小林　昭雄 三豊市詫間町詫間６７８４－２４９

自由民主党多度津支部 新田　耕造 小川　保 仲多度郡多度津町三井４６３－４

自由民主党多肥支部 橋本　浩之 平尾　範明 高松市多肥上町３２

自由民主党檀紙支部 佃　光広 坂東　政則 高松市御厩町１３２０－２

自由民主党津田支部 名和　基延 岡本　晃 さぬき市津田町津田１０２６

自由民主党弦打支部 住谷　篤志 赤松　諭 高松市郷東町１１７

自由民主党鶴尾支部 髙尾　武臣 石井　博文 高松市西春日町１０５７－２
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自由民主党土庄支部 谷久　浩一 福本　達雄 小豆郡土庄町上庄甲１３６７－１

自由民主党豊中支部 池田　博行 高橋　尚 三豊市豊中町笠田笠岡２１３６

自由民主党豊浜支部 石川　哲夫 合田　健二 観音寺市豊浜町和田浜１４５６

自由民主党直島支部 奥田　俊彦 濵口　敏夫 香川郡直島町２３１０－３０

自由民主党仁尾支部 大矢根　捷人 吉田　誉範 三豊市仁尾町仁尾丁４１２－１

自由民主党西植田支部 宮本　欣貞 一村　久雄 高松市西植田町２９６１－１

自由民主党西庄支部 山条　忠文 荒井　秀樹 坂出市西庄町７００－１

自由民主党２１世紀香川をつくる会 斉藤　秀紀 久保　房夫 仲多度郡まんのう町買田１３７

自由民主党二番丁支部 青木　文雄 福家　孝昭 高松市古新町４－３

自由民主党林支部 喜岡　俊治 辻　道弘 高松市六条町７７０

自由民主党林田支部 十河　孝史 吉田　佳弘 坂出市林田町２８７－４

自由民主党飯山支部 香川　芳文 増田　秀雄 丸亀市飯山町上法軍寺３９５

自由民主党東植田支部 久保　征四郎 久保　善孝 高松市東植田町４５８－１

自由民主党引田支部 工藤　正和 八田　太市 東かがわ市小海１８３０－３

自由民主党府中支部 宮崎　博文 小早川　義行 坂出市府中町４０７９

自由民主党仏生山支部 平木　享 橋本　洋 高松市仏生山町甲４３３－３

自由民主党古高松支部 寺嶋　昌夫 中川　朋子 高松市春日町４３１－４

自由民主党前田支部 伏見　正範 高尾　泰宏 高松市前田西町６９６

自由民主党松島支部 齋藤　修 小笹　恭子 高松市福岡町２－２７－１６

自由民主党丸亀支部 松永　雪夫 田岡　洋司 丸亀市土器町東１－１２９－２

自由民主党まんのう支部 五所野尾　恭一 田岡　秀俊 仲多度郡まんのう町四條４５６－３

自由民主党三木支部 松原　哲也 内原　秀則 木田郡三木町鹿伏３

自由民主党三谷支部 川田　英樹 納田　誠司 高松市上林町９８９－５

自由民主党三野支部 宝城　明 図子　邦彦 三豊市三野町大見甲２８７７

自由民主党牟礼支部 井上　孝志 高瀬　松壽 高松市牟礼町牟礼３０５－２

自由民主党薬剤師支部 久間　一德 大石　英一 高松市亀岡町９－２０

自由民主党山本支部 安藤　憲章 三好　康則 三豊市山本町神田３６５１

自由民主党栗林支部 鎌田　守恭 金本　重孝 高松市栗林町２－１７－２

自由民主党理容支部 北地　一行 増田　重昭 高松市塩上町２－５－２２

自由民主党綾南支部 水本　勝規 滝川　廣男 綾歌郡綾川町大字北１４２０－２

に 日本維新の会香川県総支部 浦野　靖人 町川　順子 高松市木太町１１７６－１

日本維新の会衆議院香川県第１選挙区支部 町川　順子 町川　順子 高松市木太町１１７６－１　 〇

に 日本共産党香川県委員会 中谷　浩一 土岐　一郎 高松市藤塚町３－１３－１４

日本共産党西讃地区委員会 河村　整 河村　整 丸亀市北平山町２－１０

日本共産党東部地区委員会 田辺　健一 田辺　健一 高松市藤塚町３－１３－１４

り 立憲民主党香川県総支部連合会 小川　淳也 小島　重俊 高松市三名町５６９番地３

立憲民主党香川県第１区総支部 小川　淳也 邉見　佳枝 高松市三名町５６９－３ 〇


