
令和3年5月11日

埼玉県選挙管理委員会委員長　岡田　昭文

（令和3年3月1日～3月31日受理分。記載順序は五十音順。）

1　政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

国民民主党埼玉県総支部連合会 淺野　克彦 主たる事務所の所在地 埼玉県新座市東北２－２９－２６　松栄ビル４０５号 埼玉県朝霞市三原３－３４－１２ グリーンハイム２０２ 令和3年3月9日

主たる事務所の所在地 埼玉県深谷市上柴町西６－４－１２（原田様方） 埼玉県深谷市畠山２４０５

会計責任者の氏名 大図　早孝 田嶋　雄治

自由民主党埼玉県連三芳支部 抜井　尚男 会計責任者の氏名 林　善美 細谷　三男 令和3年3月29日

自由民主党埼玉県郵政政治連盟支部 竹田　洋一郎 会計責任者の氏名 三田　浩嗣 前田　健造 令和3年3月15日

代表者の氏名 根岸　広幸 倉持　光恭

会計責任者の氏名 木村　和孝 金子　雅美

代表者の氏名 安達　敏夫 斉藤　功

会計責任者の氏名 青柳　伸二 斉藤　幸雄

立憲民主党埼玉県参議院選挙区第１総支部 熊谷　裕人 会計責任者の氏名 田中　道代 谷澤　道代 令和3年3月1日

2　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

新井富士男後援会 新井　富士男 政治団体の名称 新井富士男後援会 生活を守る会 令和3年3月15日

代表者の氏名 荒川　昌佑 古守　洋三

会計責任者の氏名 荒川　昌佑 大久保　良

石関ひろおみ後援会 石関　洋臣 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市緑区三室６９１－１ 埼玉県さいたま市緑区三室４１４－１－２０２ 令和2年4月1日

糸井まさき後援会 榎本　敬 会計責任者の氏名 糸井　恵美子 小川　由次 令和3年3月29日

いなうらいわお後援会 会計責任者の氏名 稲浦　巌 島崎　泉 令和3年3月1日

岩田つとむ後援会 宮崎　裕明 政治団体の名称 岩田つとむ後援会 岩田つとむを育てる会 令和3年3月8日

浦和三郎後援会 上野　正二 主たる事務所の所在地 埼玉県上尾市向山５－１４－１５ 埼玉県上尾市向山５２７－１３ 令和3年3月21日

浦和三郎をはげます会 浦和　三郎 主たる事務所の所在地 埼玉県上尾市向山５－１４－１５ 埼玉県上尾市向山５２７－１３ 令和3年3月21日

尾花あきひと後援会 甲斐　茂夫 会計責任者の氏名 星野　茂 佐藤　長一 令和3年3月25日

金子喜美子後援会 金子　記代江 代表者の氏名 金子　記代江 金沢　武三 令和3年1月8日

川口歯科医師連盟 岩渕　法一 会計責任者の氏名 柳澤　伸行 宮岡　義尚 令和2年6月1日

日本共産党さいたま地区委員会 安達　敏夫 令和3年3月14日

荒川昌佑後援会 荒川　昌佑 令和3年3月22日

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、次のとおり公表する。

自由民主党埼玉県土地改良支部 大野　貞二 令和3年3月1日

自由民主党埼玉県保育推進支部 根岸　広幸 令和2年6月15日



政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

主たる事務所の所在地 埼玉県三郷市戸ケ崎１６８９－１１４ 埼玉県三郷市半田１２１６

代表者の氏名 篠田　和廣 宮田　卓

代表者の氏名 河本　英敏 根本　和雄

会計責任者の氏名 河本　英敏 池畑　信正

久喜市をもっと良くする会 夢川　善裕 代表者の氏名 夢川　善裕 鈴木　弘道 令和2年6月30日

久保けんじ後援会 宇山　康男 代表者の氏名 宇山　康男 工藤　民雄 令和2年5月13日

くまがい裕人と歩む会 原島　良幸 会計責任者の氏名 田中　道代 谷澤　道代 令和3年3月1日

幸福実現党入間後援会 高橋　憲治 会計責任者の氏名 内村　雅一 北村　規子 令和3年2月27日

主たる事務所の所在地 埼玉県東松山市松山１６８４－１１ 向台住宅１号棟１１５号室 埼玉県東松山市御茶山町９－２４

会計責任者の氏名 濱口　光 内村　雅一

幸福実現党所沢後援会 臼井　英夫 会計責任者の氏名 森　大吾郎 北村　規子 令和3年3月1日

小髙時男後援会 岡崎　孝雄 代表者の氏名 岡崎　孝雄 竹本　英夫 令和3年3月22日

主たる事務所の所在地 埼玉県北葛飾郡杉戸町椿１４４ 埼玉県春日部市一ノ割６８７

代表者の氏名 増山　貞男 内田　勝康

埼玉県行政書士政治連盟 小山　典宏 会計責任者の氏名 磯野　和夫 内田　淳一 令和2年7月8日

埼玉県中小企業団体政治連盟 伊藤　光男 会計責任者の氏名 須藤　喜弘 飯塚　孝 令和2年6月11日

主たる事務所の所在地 埼玉県深谷市上柴町西６－４－１２（原田様方） 埼玉県深谷市畠山２４０５

会計責任者の氏名 大図　早孝 田嶋　雄治

埼玉土地家屋調査士政治連盟 関根　一三 代表者の氏名 関根　一三 阿部　公仁 令和3年3月9日

埼玉２１世紀研究会 野本　昭子 代表者の氏名 野本　昭子 野本　陽一 令和3年2月28日

斉藤正明後援会 斎藤　武弘 代表者の氏名 斎藤　武弘 横田　敬二 令和3年3月26日

主たる事務所の所在地 埼玉県幸手市中川崎７５６－８ 埼玉県幸手市中５丁目１２番７号

代表者の氏名 西塔　慎也 目　繁明

会計責任者の氏名 西塔　慎也 増田　隆雄

佐藤恵一後援会 丸山　貴正 主たる事務所の所在地 埼玉県東松山市松山１６８４－１１　向台住宅１号棟１１５号室 埼玉県東松山市御茶山町９－２４ 令和3年3月7日

司憲の会 三浦　憲行 主たる事務所の所在地 埼玉県桶川市川田谷７３３７番地の１ 埼玉県桶川市坂田西２丁目３７番地の２５ 令和3年2月25日

会計責任者の氏名 河又　昇治 大山　巌 令和3年3月22日

会計責任者の氏名 大山　巌 河又　昇治 令和3年3月31日

誰もが安心してくらせる杉戸町をつくる会 木村　芳裕 会計責任者の氏名 秋葉　孝雄 石川　敏子 令和2年5月4日

会計責任者の氏名 金子　昌一郎 大木　貞幸

幸手市薬剤師連盟 西塔　慎也 令和3年3月29日

しぶやまみこ後援会 河又　昇治

幸福実現党坂戸後援会 佐藤　文彦 令和3年3月7日

埼葛土地改良政治連盟

埼玉県土地改良政治連盟 大野　貞二 令和3年3月1日

全国産業廃棄物連合会政治連盟埼玉県
環境産業振興協会埼玉県地区政治連盟

小林　増雄 令和3年3月18日

増山　貞男 令和2年8月4日

令和2年6月5日

キッズファミリー 篠田　和廣 令和3年3月10日

行田市医師連盟 河本　英敏



政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

代表者の氏名 飯塚　利男 伊藤　幹男

会計責任者の氏名 小飯塚　宏 岡村　宣夫

強い秩父を創る会 岩﨑　節子 代表者の氏名 岩﨑　節子 岩﨑　宏 令和3年2月28日

寺沢みさ後援会みさと三郷をつくる会 寺沢　美紗 主たる事務所の所在地 埼玉県三郷市三郷１－１０－１３ 埼玉県三郷市三郷１－２－４－２０３ 令和3年1月20日

外山まき後援会 外山　麻貴 主たる事務所の所在地 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘３－５－２ エクシード高野２１０ 埼玉県朝霞市東弁財２－１２－２３ ＶＯＸ－Ｈ３－２１１ 令和3年2月15日

中野あきらとともに歩む会 中野　昭 会計責任者の氏名 本橋　武志 菅原　誠 令和2年11月1日

にいつま亮後援会 新妻　亮 主たる事務所の所在地 埼玉県桶川市坂田西３－２９－４　シエルブルーＢ２０１ 埼玉県桶川市坂田１３７３－１ シエルブルーＢ２０１ 平成31年2月9日

主たる事務所の所在地 埼玉県三郷市早稲田２－１６－３ 埼玉県深谷市中瀬１３０２－１５

代表者の氏名 竹本　裕司 飯野　稔

日本共産党松村としお後援会 大石　一之 会計責任者の氏名 菊地　博 宮川　卓蔵 令和3年3月1日

ぬくい尚男後援会 古寺　貞雄 会計責任者の氏名 抜井　尚男 抜井　俊 令和3年3月31日

代表者の氏名 野崎　信行 須田　清美

会計責任者の氏名 河野　貴文 内田　博之

みやした奈美後援会 尾崎　陸記 会計責任者の氏名 宮下　幸子 大山　政雄 令和3年3月25日

主たる事務所の所在地 埼玉県戸田市下前１丁目１０－３５ 埼玉県戸田市喜沢南２－５－１６ 令和3年2月28日

代表者の氏名 柳田　多恵子 高坂　陸子

会計責任者の氏名 志村　越子 望月　なつえ

政治団体の名称 明市政会 そごう拓也後援会

会計責任者の氏名 鈴木　里菜 十川　勝美

主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡嵐山町杉山１０８０－５ 埼玉県比企郡嵐山町杉山８１４―１

代表者の氏名 水島　晴夫 奥田　定男

裕友会 熊谷　裕人 会計責任者の氏名 田中　道代 谷澤　道代 令和3年3月1日

Ｗａｎ－ｈａｐｐｙ草加 関　勝重 代表者の氏名 関　勝重 室永　喜久 令和3年3月17日

比企医師連盟 野崎　信行 令和2年6月12日

むとう葉子後援会 柳田　多恵子
令和3年3月28日

「チーム白川」 飯塚　利男

山田良秋を育てる会 水島　晴夫 令和3年3月15日

明市政会 十川　拓也 令和3年3月12日

日本をよくする埼玉県民の会 竹本　裕司 令和3年3月23日

令和3年3月18日


