
令和4年6月1日

埼玉県選挙管理委員会委員長　岡田　昭文

（令和4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

主たる事務所の所在地 埼玉県行田市埼玉３７６０－２ 埼玉県行田市荒木２０１５

代表者の氏名 髙橋　宏 鈴木　聖二

自由民主党埼玉県理容支部 若山　有 会計責任者の氏名 浜島　近 大関　嗣久 令和3年5月21日

日本共産党埼玉南部地区委員会 金子　幸弘 代表者の氏名 金子　幸弘 須田　幾世志 令和4年2月13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

石井平夫後援会 篠崎　久雄 代表者の氏名 篠崎　久雄 廿浦　茂 令和4年3月25日

江森せいいち後援会 白子　敏夫 主たる事務所の所在地 埼玉県桶川市上日出谷南３－１０－２３ 埼玉県桶川市上日出谷９１９－３ 令和4年2月19日

小川ひさしと歩む会 小川　寿士 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市北区植竹町１－３６２－４－１０４ 埼玉県さいたま市北区植竹町１－３６２－４－３０１ 令和3年9月22日

河井美久後援会 髙橋　則義 政治団体の名称 河井美久後援会 河井美久を育てる会 令和4年3月31日

北埼玉歯科医師連盟 増田　幸樹 会計責任者の氏名 新井　裕之 長谷川　裕晃 令和3年4月1日

熊谷薬剤師連盟 坂田　浩一 代表者の氏名 坂田　浩一 牛島　裕陽 令和3年5月27日

小池ゆうや後援会 関口　恭史 会計責任者の氏名 山崎　亮一 小池　千保子 令和4年1月1日

幸福実現党浦和後援会 高槻　靖 会計責任者の氏名 森　健二 萩原　佐久子 令和4年3月7日

幸福実現党春日部後援会 佐藤　健一 会計責任者の氏名 仙波　洋子 武田　牧子 令和4年3月1日

幸福実現党川越後援会 坂東　哲郎 会計責任者の氏名 勝見　八千代 野口　美智代 令和4年3月7日

幸福実現党久喜後援会 松本　博史 会計責任者の氏名 野口　美智代 有賀　和子 令和4年2月26日

幸福実現党埼玉県本部 斉藤　芳男 代表者の氏名 斉藤　芳男 増島　千尋 令和4年3月7日

幸福実現党坂戸後援会 佐藤　文彦 会計責任者の氏名 竹中　伸明 濱口　光 令和4年3月1日

幸福実現党草加後援会 内藤　博文 会計責任者の氏名 髙橋　靖典 仙波　洋子 令和4年3月15日

彩英会 武笠　光明 代表者の氏名 武笠　光明 小川　逸郎 令和4年3月4日

埼玉県社会保険労務士政治連盟 瀬谷　卓美 会計責任者の氏名 大澤　直樹 木村　光一 令和4年3月30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。

自由民主党行田支部 髙橋　宏 令和3年11月18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

代表者の氏名 岸　生子 秋山　典久

会計責任者の氏名 相川　幸永 植野　正子

代表者の氏名 吉澤　進 加藤　博

会計責任者の氏名 中井川　一男 荒井　和彦

埼玉スポーツ振興議員連盟 川内　鴻輝 会計責任者の氏名 川内　彩 岡嶋　彩 令和4年3月4日

彩の国ネットワークの会 野本　順一 代表者の氏名 野本　順一 尾花　正明 令和4年3月10日

すとうさとる後援会 須藤　悟 主たる事務所の所在地 埼玉県深谷市針ケ谷９６１－１ 埼玉県深谷市榛沢２３５ 令和4年3月29日

髙橋まゆみ後援会 髙橋　まゆみ 主たる事務所の所在地 埼玉県北足立郡伊奈町中央１－１１０ 埼玉県北足立郡伊奈町小室５０５７―１ 令和2年11月21日

主たる事務所の所在地 埼玉県秩父市上町３－１０－５ 埼玉県秩父市大野原９５３－３

代表者の氏名 吉田　明弘 萩原　昇

会計責任者の氏名 勅使河原　靖史 落合　芳郎

津田まさのり後援会 津田　賢伯 主たる事務所の所在地 埼玉県上尾市小泉８－１３－２５　ルミナス２０１ 埼玉県上尾市小泉４－１３－７－１０３ 令和4年3月28日

双木小百合後援会 小野　悦男 会計責任者の氏名 双木　小百合 双木　佳一 令和4年3月29日

代表者の氏名 松本　邦義 塩原　崇

会計責任者の氏名 杉山　智哉 納谷　英樹

日本共産党久保みき後援会 佐藤　雅彦 会計責任者の氏名 清水　昇 石川　厳 令和4年3月1日

野口俊彦後援会 秋山　勝彦 代表者の氏名 秋山　勝彦 上原　宗一 令和4年3月23日

はせば優といきいき街づくりの会 長谷場　優 会計責任者の氏名 長谷場　水月 長谷場　保美 令和3年12月26日

羽生のこれからを考える会 横島　幸英 政治団体の名称 羽生のこれからを考える会 よこしま幸英「羽生みらい研究会」 令和4年3月22日

古川としはる岩槻区後援会「岩槻創俊会」 金沢　和俊 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１２－２４ 小峰ビル３階 古川俊治事務所内 埼玉県さいたま市岩槻区本町２－２－１０ 令和4年3月24日

松﨑哲久後援会 佐藤　尚武 会計責任者の氏名 上林　眞一 柳谷　泉 令和4年3月23日

宮前まもる後援会 宮前　浩子 代表者の氏名 宮前　浩子 宮前　晴之 令和4年1月3日

秩父郡市歯科医師連盟 吉田　明弘 令和3年4月10日

なや克俊後援会 松本　邦義 令和4年2月28日

埼玉県電機商業政治連盟 吉澤　進 令和3年6月18日

埼玉県税理士政治連盟 岸　生子 令和3年4月1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

みよしをやさしい街にする会 高橋　恒彦 会計責任者の氏名 菊地　浩二 小澤　賢 令和4年3月24日

むとう葉子後援会 柳田　多恵子 会計責任者の氏名 山田　鐡雄 志村　越子 令和4年3月1日

代表者の氏名 大島　愛音 畔上　愛音 令和3年11月16日

会計責任者の氏名 溝口　晃一 高　郁美 令和4年3月29日

『夢は力』うめざわ佳一後援会 浅川　実 主たる事務所の所在地 埼玉県久喜市栗橋中央２－９－１４ 埼玉県久喜市栗橋中央２―１９―５ 令和3年3月30日

吉川松伏医師連盟 平井　真実 主たる事務所の所在地 埼玉県吉川市中央２－７－１０ 埼玉県吉川市平沼１２３５－１ 令和3年8月7日

主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市中央区本町東４－４－３　３階 埼玉県さいたま市中央区八王子５－１２－２４ 令和4年3月19日

代表者の氏名 金子　久章 渡辺　裕

会計責任者の氏名 坪井　栄範 杉山　英雄

主たる事務所の所在地 埼玉県熊谷市小江川８９４ 埼玉県熊谷市本町１－１８１

代表者の氏名 杉田　茂実 岡部　重雄
令和4年3月14日杉田　茂実ワクワク・ドキドキの県政をつくる会

令和3年6月30日

やしおファイトの会 大島　愛音

与野歯科医師連盟 金子　久章


