
平成30年5月9日
埼玉県選挙管理委員会委員長　細田　德治

（１）政党の支部（記載順序は５０音順）

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

自由民主党桶川支部 市川　幸三 相馬　正人 埼玉県桶川市川田谷４９２３

自由民主党埼玉県保育推進支部 倉持　光恭 金子　雅美 埼玉県朝霞市膝折町１－６－２９

（２）その他の政治団体（記載順序は５０音順）

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

明るい新座市民連合 嶋野　加代 埼玉県新座市石神２－４－１０

荒井のりゆきと新座を革新する会 荒井　規行 荒井　規行 埼玉県新座市野寺３－１３－３６－１

井上けいこと市民の会 井上　慶子 井上　未来 埼玉県北本市石戸４－１８４

井上ひろふみ後援会 高橋　育男 井上　八重子 埼玉県さいたま市岩槻区仲町２－４－１１

井上洋平後援会 井上　八重子 埼玉県さいたま市岩槻区仲町２－４－１２

岩澤勝後援会 根岸　恵治 根岸　富夫 埼玉県比企郡嵐山町菅谷１６

いわつき街づくり研究会 佐藤　征治郎 佐藤　忠秀 埼玉県さいたま市岩槻区上野９６８

上杉たかや後援会 上杉　真由美 荻原　美香 埼玉県富士見市針ケ谷１－５－８アヴィオラ４０２号

うづき武彦地域後援会 多田　登 西　俊幸 埼玉県春日部市小渕１６２－１春日部サンハイツ２－４０４

岡野まさひこ友の会 新保　知義 岡野　忠彦 埼玉県比企郡ときがわ町番匠４０３－１

小川ただいち後援会 小川　真理子 小川　好子 埼玉県比企郡鳩山町奥田１１９

かたべしんぺい後援会 潟邊　心平 潟邊　心平 埼玉県吉川市保２８－１ダイアパレス吉川３０７

かとう克明後援会 加藤　克明 鳥山　照正 埼玉県吉川市栄町１４４３－２

　次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成３０年４月３日以後、政治活動
（選挙運動を含む。）のために寄附を受け又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき公表する。



かとうすえかつ後援会 澤田　貞雄 加藤　由美子 埼玉県ふじみ野市上福岡２－２－５

加藤幸雄後援会 加藤　好久 中根　栄 埼玉県久喜市菖蒲町小林３３２１

川上いさく後援会 川上　偉策 川上　勝枝 埼玉県川越市古谷上１１３５

北村ひろし後援会 北村　淳 埼玉県狭山市水野７９１－４６

「協働と創造の街づくり」市民の会 鈴木　貞子 加藤　和子 埼玉県蓮田市馬込１－１６６

玉山会 白石　貞雄 山田　義男 埼玉県久喜市中里５２

くわはた健也を応援する会 桑畠　健也 桑畠　ゆみ 埼玉県所沢市緑町４－６－１４　２－１０

県政と久喜市政を結ぶ会 岸　秀夫 埼玉県久喜市菖蒲町小林１０８１

小泉あきら後援会 小泉　陽 小泉　陽 埼玉県富士見市鶴瀬西２－７－１－５０６

越谷市薬剤師連盟 髙橋　直三郎 中島　将博 埼玉県越谷市中町６－６

小林すみ子後援会 中村　勝 山本　衛 埼玉県所沢市泉町１８１９－３

小林もりとし後援会 野口　稔 小林　美仁 埼玉県上尾市井戸木４－１６－３

こみやま進後援会 松下　明男 小見山　進 埼玉県飯能市岩渕４００－２

こやの真一真友会 朝見　政信 小谷野　晴美 埼玉県鴻巣市上谷９１

小山みきおを働かせる会 大木　勝臣 大西　弘 埼玉県志木市柏町１－２６－１８

さいたま衛生環境協議会 堺　猛 福島　幸富 埼玉県さいたま市大宮区東町２－１９２

斉藤くにあき後援会美里支部 篠原　進 橋場　倖男 埼玉県児玉郡美里町木部３８２－２

斉藤雄二後援会 藤本　修 佐竹　貞昭 埼玉県草加市谷塚町７６３

堺たけしと大宮をつくる会 堺　猛 武田　実 埼玉県さいたま市大宮区東町２－１９２

榊原秀忠後援会 榊原　秀忠 榊原　伸吉 埼玉県川口市北原台１－２７－１６

酒巻ふみ後援会 酒巻　ふみ 市川　正次郎 埼玉県加須市不動岡１０８３

坂本国広後援会 坂本　定男 坂本　秀子 埼玉県鴻巣市鎌塚３－５－１６

佐々木浩と共に歩む会 佐々木　浩 青木　衆一 埼玉県越谷市東越谷１－２１－１７

佐々木浩の会 長野　瞳 青木　衆一 埼玉県越谷市東越谷１－２１－１７



佐藤征治郎活動支える市民の会 関根　糸子 埼玉県さいたま市岩槻区上野９６８

さわらび会 高橋　節子 高橋　克己 埼玉県北本市西高尾６－７０

市政をかえようみんなの会 篠塚　多助 森　幸一 埼玉県上尾市本町１－４－３１

柴﨑勝後援会 島田　正二 柴﨑　健二 埼玉県比企郡小川町伊勢根１８０

しぶや実後援会 天沼　清一郎 兼城　真実子 埼玉県川越市古谷上５９２８－３

市民本位の民主市政をめざす会 杉村　茂 石川　千代子 埼玉県川越市元町２－４－１１

衆議院議員今野ともひろ深谷後援会 久保田　秀樹 小野　猛 埼玉県深谷市人見５３－２

秀志会 田村　秀二 加藤　光生 埼玉県狭山市青柳７４６

荘子としかず後援会 増田　浩二 森　真司 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏２０６２－６

新鴻会 藤田　昇 新井　敏次 埼玉県鴻巣市生出塚２－１０－６

新風県政 北村　浩 北村　実 埼玉県狭山市水野７９１－４６

政経ルネッサンス２１ 真田　幹雄 岩井　律雄 埼玉県草加市高砂１－５－１４ＤＳ草加ビル６Ｆ

太陽の塔 泰楽　淳 田口　信幸 埼玉県越谷市増林３－２７０

田島孝文後援会 田島　孝文 岩田　弘久 埼玉県入間郡越生町越生７９２

田中たつお後援会 矢ヶ﨑　一吾 坂ノ下　近造 埼玉県入間市小谷田４８７－１

田村秀二後援会 守屋　昭夫 加藤　光生 埼玉県狭山市青柳７４６

チェンジ市民の会 菅野　栄 土肥　悦子 埼玉県戸田市本町３－８－１３

地方政治研究会 大坂　丈夫 黒須　芳子 埼玉県川越市古谷上５９２８－３

津久井やすお後援会 岩田　豊人 津久井　大雄 埼玉県大里郡寄居町寄居１０１２－１

中島かつあき後援会 清水　孝正 林　房夫 埼玉県大里郡寄居町用土２２３０－２

中島隆一後援会 中島　隆一 親泊　未保子 埼玉県さいたま市中央区新中里１－７－１１

中野徹後援会 中野　徹 三輪　雄一郎 埼玉県草加市八幡町１５９－１

竹内　栄一 中野　進一 埼玉県蓮田市東３－４－６

二一会 細沼　武彦 高島　友行 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１３４５－１廣栄ビル２Ｆ



西川まさはる後援会 西川　政晴 三浦　輝雄 埼玉県和光市白子２－９－２２－１０５

日本共産党上尾市後援会 五十嵐　進 宮沢　正美 埼玉県上尾市向山３－４－１４

日本共産党鈴木智後援会 菅原　幸八 小宮　冨美子 埼玉県蕨市中央５－９－７

日本共産党松村としお後援会 大石　一之 宮川　卓蔵 埼玉県さいたま市緑区大間木２０１－１日本共産党緑区事務所

根岸義男後援会 井上　勝利 古沢　幾久治 埼玉県羽生市上手子林１０５２

野川ひでかず後援会 稲橋　信明 野川　憲正 埼玉県北足立郡伊奈町学園４－１０

のぐち博・博友会 野口　明男 野口　明男 埼玉県吉川市保７５９－４

野崎一則後援会 野崎　一則 森川　賢司 埼玉県川口市南鳩ヶ谷４－９－９

働くかあさんの会 藤本　初江 山内　レイ子 埼玉県上尾市小泉４１５－２

花井つよし後援会 大嶋　敏夫 花井　真由美 埼玉県加須市川口５７５－２

林冬彦後援会 洞澤　徹也 鴨下　靖 埼玉県戸田市上戸田３－８－２６－７０２

飯能２１世紀の会 渡辺　哲雄 大野　恵主 埼玉県飯能市岩沢９５８

東大成町２丁目地域を良くする会 黒須　定雄 永井　育子 埼玉県さいたま市北区東大成町２－７０９－２

福川タカ子を応援する会 福川　直 林　明絹子 埼玉県朝霞市膝折町４－８－４３

ふじまき京子後援会 藤巻　功 藤巻　仁 埼玉県本庄市児玉町児玉南１－１－２８

平和と憲法を考える会 浅古　八郎 駒崎　實 埼玉県草加市旭町２－２－１４

北埼埼葛同和対策運動会岩瀬支部河田晃明後援会 川田　富一郎 川田　治太郎 埼玉県羽生市下岩瀬８３２

細川英俊後援会 松田　一晃 島村　伸之 埼玉県鴻巣市袋９２４－１

細沼武彦後援会 榎本　房雄 高島　友行 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１３４５－１廣栄ビル２Ｆ

ほっとな上尾を創る市民の会 平野　佳洋 島村　喜美江 埼玉県上尾市上１２９６

本庄維新の会 湯浅　貴裕 湯浅　好恵 埼玉県本庄市南２－３－６

まつなみ健一郎後援会 根岸　義雄 松浪　亜矢 埼玉県比企郡鳩山町楓ヶ丘１－１１－７

松本こういちろう後援会 松本　貢市郎 長岡　昇 埼玉県熊谷市三ヶ尻５２００

未来の川越を創る会 明ヶ戸　亮太 明ヶ戸　朋子 埼玉県川越市小堤５１４－８



民力で伊奈一新する会 稲橋　信明 野川　憲正 埼玉県北足立郡伊奈町羽貫１０１４

森田泰雄後援会 森田　泰雄 原　薫平 埼玉県比企郡滑川町羽尾２２９７

友毅会 花井　毅 花井　真由美 埼玉県加須市川口２－１０－５

荒島　久美子 埼玉県入間郡三芳町上富７７３－５

四方田みのる後援会 黒沢　義幸 大嶋　文昭 埼玉県秩父郡皆野町皆野２３７１－２

渡辺政治後援会 楠　一郎 浜田　貞雄 埼玉県秩父郡小鹿野町大字下小鹿野４１４－２


