
平成27年5月7日
埼玉県選挙管理委員会委員長　滝瀬　副次

（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

自由民主党大利根支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青木　利雄　　　　　佐藤　好利　　　　　加須市弥兵衛４６２　　　　　　　　　　　　　　　

自由民主党熊谷支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　哲也　　　　　小林　紀子　　　　　熊谷市三ヶ尻２７０８　　　　　　　　　　　　　　

自由民主党埼玉県南第七区第一支部　　　　　　　　　　　　　　伊藤　雅俊　　　　　伊藤　靖彦　　　　　さいたま市中央区下落合４－１１－９　　　　　　　

自由民主党さいたま市中央区支部                              伊藤　雅俊　　　　　伊藤　靖彦　　　　　さいたま市中央区下落合４－１１－９              

自由民主党生命尊重支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 饗庭　暁美　　　　　朝霞市本町１－１９－７　　　　　　　　　　　　　

自由民主党深谷支部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　裕康　　　　　神尾　貞男　　　　　深谷市桜ヶ丘２８０　　　　　　　　　　　　　　　

（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

明るいふじみ野市をつくる会　　　　　　　　　　　　　　　　　東海林　秀子　　　　 村田　紀子　　　　　 ふじみ野市駒林８０８－１　　　　　　　　　　　　

あしたの飯能をつくる会                                      清水  和雄          清水  和雄          飯能市征矢町１３－１                            

足立しづ子後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　政栄　　　　　 早坂　忠司　　　　　 ふじみ野市築地３－３－８　　　　　　　　　　　　

新井保美後援会                                              小宮  栄            新井  明夫          比企郡吉見町北吉見２４７３                      

いいまち創団                                                飯塚  博之          飯塚  由利          さいたま市北区奈良町１８－２０                  

伊得一夫後援会                                              伊得  和行          伊得  光子          比企郡ときがわ町西平４６５                      

石村次郎を育てる会                                          兼子  章            千葉  茂            草加市清門町５１３－９                          

いとうけんじ後援会                                          峰尾  正治          伊藤  幌七          北本市石戸９－５３                              

伊藤まさとし後援会                                          伊藤　雅俊　　　　　 伊藤  靖彦          さいたま市中央区下落合４－１１－９              

　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２７年４月１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。



入間地区医師連盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　澤田　壽一　　　　　 細谷　雄治　　　　　 入間市上藤沢７３０－１　　　　　　　　　　　　　

岩崎公夫後援会                                              沢田  昌伍          金安  ふじ子        ふじみ野市富士見台１１－８                      

内田たつひろ後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉原　正洋　　　　　 関口　武司　　　　　 坂戸市中小坂５４７－１　　　　　　　　　　　　　

内山純夫後援会                                              内山  純夫          内山  純夫          志木市柏町２－１３－２１                        

梅山まさひろ後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小川　久子　　　　　 小野田　茂雄　　　　 加須市道目４０４　　　　　　　　　　　　　　　　

大久保たつお後援会                                          植竹  末次郎        斉藤  重治          八潮市鶴ヶ曽根２０１４                          

大野ミヨ子後援会                                            鈴木  昌国          草加市長栄町８５－１                            

小櫃市郎後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新井　徳弘　　　　　 齋藤　武志　　　　　 秩父市下吉田３２７２－１　　　　　　　　　　　　

折原基久後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引間　道行　　　　　 山口　はま子　　　　 秩父郡長瀞町長瀞５６６－３　　　　　　　　　　　

河井美久を育てる会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中山　英夫　　　　　 春日部市増富７０　　　　　　　　　　　　　　　　

臥竜の会                                                    新藤  勝男          村田　享一　　　　　 比企郡小川町大塚１２６７                        

木村広二友の会後援会                                        早野  大輔          木浪  忠夫          本庄市小島南３－１１－１５                      

Ｋ・市原サポーターズ                                        市原  兼三郎        川口市芝富士１－１６－１９                      

こうや雄三後援会                                            神谷  雄三          神谷  和恵          戸田市下前２－１－３５－１０６                  

小坂ゆたかと歩む会                                          小坂  裕            小坂  多美枝        加須市牛重１１９１－１                          

小島清人後援会                                              横田  敬二          小林  重雄          入間市河原町８－５－１０１                      

小林直太後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　直太　　　　　 小林  敏代          さいたま市南区南浦和３－３１－１５－２０１　　　

小山みきおを働かせる会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細田　博　　　　　　 小山　正規　　　　　 志木市柏町１－２６－１８　　　　　　　　　　　　

近藤豊後援会                                                近藤  豊            近藤  智明          川口市前川４－３８－１３                        

護櫻優誠会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎葉　祐一　　　　　 椎葉　法子　　　　　 新座市菅沢１－９－２５　　　　　　　　　　　　　

榊原秀忠後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　榊原　秀忠　　　　　 川口市北原台１－２７－１６　　　　　　　　　　　

坂本晃後援会                                                坂本  重憲          坂本  健司          鴻巣市赤城１６８                                

坂本正博後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長岡　成郎　　　　　 坂本　吉江　　　　　 北葛飾郡杉戸町並塚２０８　　　　　　　　　　　　

佐野昭夫後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神山  昇            田中  美知江        上尾市原市北１－１０－８　　　　　　　　　　　　



沢田力後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沢田　力　　　　　　 田端　正一　　　　　 さいたま市大宮区桜木町１－１２－４　　　　　　　

しまの加代を育てる会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋野  加代          新座市石神２－４－１０　　　　　　　　　　　　　

新世紀を考える会                                            中村  興夫          中村　興夫　　　　　 飯能市征矢町１３－１                            

順清政治懇和会                                              田口  順子          三宅  義雄          川口市並木１－７－１４                          

須藤哲也後援会                                              須藤  哲也          須藤  哲孝          草加市栄２－８－３０  クレール松原５０４        

生活応援母ちゃんず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田　せつ子　　　　 本郷　登美江　　　　 さいたま市桜区道場２－１－１－５５６　　　　　　

政治結社愛郷塾                                              増子  輝雄          池田  和照          さいたま市北区東大成１－６２－９                    

政治団体つばさの会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川上　朗彦　　　　　 飯能市青木１０－９　　　　　　　　　　　　　　　

清友会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河合　宏　　　　　　 村上  弘明          八潮市八潮２－２７－１０　　　　　　　　　　　　

せとちえこ支援する会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会田　信男　　　　　 斉藤　悌保　　　　　 八潮市八潮４－１６－５　　　　　　　　　　　　　

せとちえこ連合後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸　知英子　　　　 会田　信男　　　　　 八潮市八潮４－１６－５　　　　　　　　　　　　　

吉川市高富２－３　３－１０１　　　　　　　　　　

たかはし忠一後援会                                          久保  務            入間郡三芳町上富５４０－３                      

高橋みちお後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関野　信雄　　　　　 鈴鹿　博幸　　　　　 飯能市中藤下郷１０－９０　　　　　　　　　　　　

田んぼの会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中  龍夫          田中  京子          入間市小谷田４８７－１　　　　　　　　　　　　　

床井よしのり後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩田　圭司　　　　　 井川　昌之　　　　　 ふじみ野市西１－５－１７　　　　　　　　　　　　

とみおかしんご後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富岡　信吾　　　　　 富岡　政枝　　　　　 熊谷市樋春２０６７　　　　　　　　　　　　　　　

富沢たかし後援会                                            新井  熊太郎        市原  新也          久喜市菖蒲町菖蒲４５３１                        

中野勝守を励ます会                                          中野  勝守          中野  勝守          加須市南大桑３４０１―１                        

中村おくお後援会                                            戸田　駿　　　　　　 清水　邦男　　　　　 飯能市征矢町１３－１                            

永井さとるを支援する会                                      関  博              小山  継幸          戸田市下前２－８－１９                          

ながい誠後援会                                              永井  誠            永井  千恵子        志木市幸町４－２９－２５                        

ながぬま大芳後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神田  郷太          永沼  大芳          日高市高萩１８３－１ウォーターミル伍番館３０６　

野田直人後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野田　直人　　　　　 井田　美樹　　　　　 飯能市飯能６７１－１　　　　　　　　　　　　　　



野本順一後援会                                              清水  丈行          須永  三郎          上尾市本町２－８－２０                          

飯能まちづくり経営者同友会　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺　實　　　　　　 小坂　雅彦　　　　　 飯能市新光４２－１　　　　　　　　　　　　　　　

深井平次後援会                                              新金子  正男        原田  恒義          富士見市羽沢３－２０－４                        

藤屋きよみと地域の会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤屋　喜代美　　　　 斉藤  芙美子        富士見市東みずほ台３－１－１松の木マンション３０２

古谷松雄後援会                                              古谷  松雄          久保谷  朝男        北葛飾郡杉戸町鷲巣１１８－２                    

見沼区民の会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市見沼区堀崎町３５８－５－２０５　　　　

みらいに希望を持てる行田を創る会                            中澤  和一          中澤  和一          行田市谷郷３―７―１７                          

みんなが笑顔になれる市長を誕生させる会　　　　　　　　　　　上野　春雄　　　　　 林　一　　　　　　　 八潮市中央２－６－１６　　　　　　　　　　　　　

村岡正嗣後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　洋子　　　　　 桜井　由美子　　　　 川口市前川２－２８－１０　　　　　　　　　　　　

八木昭次後援会                                              八木  昭次          倉橋  輝男          川越市新富町１－１８－６戸田ビル２Ｆ            

やないゆき子後援会                                          関口  八重子        ポール  ステビングズ 坂戸市仲町２８－２                              

やはぎ太郎後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢作　太郎　　　　　 矢作　歌織　　　　　 蕨市中央１－２－９やまがたやビルＢ１　　　　　　

ヤマザキ達幸後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さいたま市見沼区堀崎町３５８－５－２０５　　　　

山中豊彦後援会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　良男　　　　　 山中　正彦　　　　　 秩父郡小鹿野町両神薄１０１３９　　　　　　　　　

川口市芝４－２０－１９                          

会田  秀男          会田  幸一          八潮市南後谷７３２                              


