
平成29年4月17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

自由民主党埼玉県板金工業組合支部 山田　上 加藤　英雄 川越市南通町９－１０

（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

青山聖子後援会 青山　聖子 青山　聖子 川口市西川口６－１６－２－２０３

秋元良夫後援会 神保　博士 秋元　祐子 戸田市美女木２－９－４

秋山もえ後援会 五十嵐　進 二見　ひとみ 上尾市向山３－４－１４

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

あったかまちづくり 村松　由美子 村松　由美子 蓮田市蓮田５－１３８

安藤欣男後援会 安藤　昇 安藤　勲 比企郡嵐山町古里７７０－１

池田たつお後援会 星　芳継 林　章子 上尾市向山３－４－１４

石井ひろし後援会 西川　一秀 石井　保雄 坂戸市多和目８３０

石田昇後援会 斉藤　金蔵 石田　敏夫 川口市辻１１５２

石田政大後援会 石田　昇 岩野　佳子 川口市坂下町４－３－１３

いとう光広後援会 伊藤　光廣 伊藤　睦子 東松山市松山１９５１－６

井上こうへいサポーターズクラブ 井上　浩平 井上　富子 東松山市松風台３－１４

井上なおき後援会連合会 細井　欽作 古澤　稔久 白岡市小久喜９４２－２

井上なおき宮代町後援会 相島　英雄 庄治　博光 南埼玉郡宮代町本田５－１５－１１

　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２９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。



いのまた直行後援会 鍛治田　宙一 上田中　美己 坂戸市厚川１２３－４

今村のり子後援会 芥川　富士男 太田　秀

岩崎のぶひろ後援会 岩崎　信裕 三角　清一郎 本庄市銀座２－２－１１

岩瀬たけひこ後援会 岩瀬　雄彦 左藤　律子 北葛飾郡杉戸町倉松１－１４－２２

うえたけ正美後援会 植竹　正美 植竹　初江 加須市戸崎３０９－８

うえの広をそだてる会 飯塚　正夫 上野　房春 比企郡滑川町大字羽尾１１５９－３

内田三郎後援会 鈴木　清作 山本　文子 児玉郡美里町古郡９３０

梅田修一後援会 武井　恒夫 梅田　典子 久喜市中妻２５７

えのもとけんじを育てる会 榎本　賢治 榎本　靖子 新座市堀ノ内１－７－２５

江原チエコと共に歩む会 江原　千恵子 島根　美代子 越谷市東越谷１０－３６－１

遠藤ひろし後援会 遠藤　洋 遠藤　洋 狭山市入間川２－５－１６

おおすみ俊和後援会 大隅　俊和 小高　正之 桶川市若宮１－３－９

大谷順子後援会 門田　雅臣 小堀　達代 富士見市関沢３－３３－１１

興淳明後援会 井上　昭助 伍井　浩 白岡市白岡９６１

越阪部征衛後援会 箱崎　尚弘 越阪部　大典 所沢市牛沼３１３－６

笠原きへい後援会 小久保　文雄 笠原　茂平 比企郡小川町笠原２９２

笠原のりひろ後援会 樺澤　総一郎 山﨑　茂 比企郡小川町大塚２０９

かし村きげん後援会 千葉　政男 青木　秀夫 越谷市七左町１－３３２－９

加藤利明後援会 波多野　幸一 稲橋　由紀子 北足立郡伊奈町小室１１１３６－３

加藤ひでき後援会 加藤　英樹 五味　弘典 鴻巣市生出塚２－１９－１９

かない智彦と朝霞の路を創る会「大利」 金井　智彦 金井　孝子 朝霞市溝沼３－９－１３

神山しゅん後援会 神山　正 日峰　弘道 比企郡ときがわ町玉川４２８９

河井美久を育てる会 髙橋　則義 大沢　幸恵 春日部市増富７０

寛和会 石井　寛 石井　晶子 坂戸市多和目８３０



木岡たかし後援会 木岡　崇 神　博則 川口市東川口２－４－１６

紀志会 岸　紀之 岸　孝子 さいたま市浦和区神明２－１６－８

紀風会 樫村　紀元 千葉　政男 越谷市七左町１－３３２－９

木部信夫レディース後援会 木部　信夫 腰塚　美代子

行政研究会 新井　利朗 新井　友子 秩父郡長瀞町長瀞１１１９－１

国島としお後援会 國嶋　寿夫 國嶋　武 東松山市和泉町７－４６

くらしま美恵子と歩む会 倉嶋　美恵子 倉嶋　拓史 川越市広谷新町２９－１３富士見ハイツ４３－９

栗原けんしょう後援会 栗原　健昇 橋本　恒政 熊谷市新堀８１７

栗原隆司後援会 江口　博 藤巻　今朝男 戸田市笹目南町１７―３１

車に関する研究とジャーナリズムについて考える会 太田　政克 安野　誠一 吉川市保７８０－１７

くろさわ健一後援会 黒澤　健一 松崎　政子 北本市東間４－５７

黒澤秀雄後援会 黒澤　秀雄 黒澤　賢二 児玉郡美里町白石９３４

減税川口 富澤　太志 土屋　晴行 川口市前上町２９－３０

減税日本埼玉 石田　昇 岩野　佳子 川口市辻１１５２

県北から女性県議を実現する会 井上　恵 尾畑　有美子 深谷市西島町西島５－８７２－２

国際社会政治経済政策研究所 金沢　豊 中村　栄一

小林甚一友の会 堀口　賢次 内田　藤子 熊谷市妻沼１３８６

小林ひろし後援会 竹内　彰 小林　桃子 川口市栄町２－５－１３

斉藤てつお後援会 齋藤　哲雄 齋藤　ユリ子 上尾市二ツ宮９９９

斉藤はるまさ後援会 斎藤　治正 酒井　智恵 所沢市北有楽町２１－５

斉藤よしのり後援会 伊藤　勝男 橋本　信男 春日部市芦橋９６５－１

坂本こうじ後援会 坂本　考司 堀口　次郎 児玉郡美里町甘粕９１６－３

坂本正博後援会 長岡　成郎 北葛飾郡杉戸町並塚２０８

酒見和平後援会 土屋　恒雄 鴻巣市赤見台４－２１－２



さやま２０２７ 熊谷　崇士 熊谷　知子 志木市幸町１－６－１１

市庁舎問題を考える市民の会 楡井　猛 南　泉 川口市新井宿１１１２－２２

しばさき清を育てる会 河内　秀男 榎本　晃 新座市馬場１－１０－３

柴﨑とみお後援会 坂本　雄誠 柴﨑　典子 行田市埼玉５４４９－２

市民会議 千葉　良雄 千葉　良雄 川口市川口１－１－３－１６０３

市民のための明るい川口市政をつくる会 鈴木　幸二 工藤　充 川口市芝中田２－４７－２３

地元国会議員を支援する会 黒澤　健一 工藤　日出夫 北本市東間４－５７

自由民主党さいたま市議会議員団政治連盟 中山　欽哉 桶本　大輔 さいたま市見沼区深作３－４－１７

森友会 森　伸一 森　伸一 八潮市緑町４－２５－３

スキップシティに新市庁舎建設を要望する市民の会 袴田　光春 南　芳忠 川口市道合５６５－４

杉山捷治後援会 藤田　勝元 入間市扇台５－９－１０

鈴木久才後援会 鈴木　久才 鈴木　淳子 加須市南町１４－６７

鈴木啓太郎後援会 小川　愛子 渡辺　文博 ふじみ野市上福岡４－１２－１－４０５

鈴木健一後援会 中村　達 鈴木　一郎 東松山市桜山台６－２２

須藤あずさを応援する会 須藤　梓 須藤　梓 狭山市富士見１－１６－１３－２０７

須永賢治連合後援会 須永　賢治 須永　めぐみ 草加市谷塚上町７０７－１

関根しょうじ後援会 村岡　猛 関根　頌二 白岡市高岩２２１５－３

関根孝道後援会 関根　孝道 関根　千恵子 児玉郡上里町七本木３３６８－４

仙田さだむ後援会 仙田　定 仙田　美幸 ふじみ野市西２－１－２５

たかなしとし子と歩む会 安斉　咲紅良 川越市福田９５３

高橋とくよし後援会 殖木　高徳 高橋　百合子 羽生市東１－１－４６

高橋としまさ後援会 高橋　淨 高橋　佳子 鴻巣市中井２４０－１

たきざき明彦後援会 金井　茂夫 滝﨑　賢二 朝霞市三原１－１６－１０－２０６

瀧澤忍後援会 内田　平三 内田　照正 大里郡寄居町牟礼１４６８－１０



田中たねお後援会 田中　実 田中　友子 比企郡鳩山町赤沼１１６－２４

田中てるこ後援会「小川の杜」 田中　照子 神部　悦男 比企郡小川町小川１０６

田村有仁後援会 田村　有仁 青木　聡吉 児玉郡神川町新里１６６９－５

田村勝後援会 田村　勝 田村　君子 児玉郡神川町植竹５４３－１

チャレンジ草加 菊池　義明 橋本　初雄 草加市新里町６６０

富沢たかし後援会 新井　秀 市原　新也 久喜市菖蒲町菖蒲４５３１

富田勝後援会 富田　勝 富田　学 深谷市武蔵野３４００

ないとう慎と住みたい狭山をつくる会 内藤　慎 内藤　慎 狭山市狭山台２－１狭山台団地２－９－５０１

内藤すみお後援会 花坂　努 加藤　良一 秩父郡横瀬町横瀬５３５４

中川ひろしを応援する会 中川　浩 中川　浩 狭山市富士見１－３－６クレアメゾン狭山６０１

中嶋敬子後援会「葦の会」 中嶋　敬子 片山　美知子 児玉郡美里町小茂田３４６－１３

長島祥二郎後援会 武藤　道義 長島　正子 入間郡越生町越生８００

なかむら和平後援会 西口　誠次 中村　克彦 新座市石神３－１７－１９

中村清治後援会 友光　豊 中村　信幸 上尾市浅間台２－１１－２

中村ひろゆき後援会 荒井　清隆 中村　芳 行田市旭町１３－２６

野口　利治 武笠　修 さいたま市南区大谷口２０１５

野村徹後援会 韮沢　達弥 内田　勲 三郷市戸ケ崎２１２８

のもと恵司後援会 府川　昭男 森田　均 鴻巣市本町１－８－１４

野本順一後援会 野本　順一 須永　三郎 上尾市本町２－８－２０

氷川会 武笠　修 さいたま市南区大谷口２０１５

比企孝司後援会 高橋　源右衛門 松本　秀子 蕨市塚越５－５１－２１

平社輝男後援会 秋山　登 増田　隆治 行田市下須戸１４５２－１

平野すすむ後援会 平野　一夫 平野　均 戸田市笹目６－７－１

広瀬伸一後援会 永尾　暢栄 戸谷　一雄 本庄市児玉町金屋１０７０－１



深谷市薬剤師連盟 岩﨑　健太 中里　範子 深谷市西島町２－１３－３

福村光泰と進む会（福進会）後援会 藤本　元彦 高柳　勝夫 ふじみ野市南台２－７－５ライオンズマンション上福岡７０３

ふじしろかずみ後援会 藤城　一巳 藤城　一巳 北葛飾郡杉戸町杉戸３－１２－１４

ふるさとづくり懇話会 笠原　英彦 吉田　泰明 比企郡小川町笠原１７０－３

平成維新の会 鈴木　健一 鈴木　一郎 東松山市桜山台６－２２

ホワイトパレス 井上　直樹 古澤　稔久 白岡市小久喜９４２－２

増田ますみ後援会 下田　武男 田沼　弘子 入間郡三芳町藤久保３８５７－５９

町田としろう後援会 町田　俊朗 町田　美佐子 桶川市川田谷４３８

町田のぼる後援会 須田　勉 鴨下　文明 飯能市平戸２１２－１

まちづくり市民の会 横手　政博 横手　政博 飯能市仲町２２－１１

待鳥よしこと安心まちづくりネット・和光 待鳥　美光 待鳥　美光 和光市本町３１－８－２１４

松岡力雄後援会 松岡　力雄 鳥山　昌則 朝霞市田島２－１４－１－１０６　（平成２９年１１月１４日追加）

松下高広後援会 谷　光男 羽田　輝男 越谷市南越谷１－１２－１３

松田元後援会 松田　元 白鳥　翔 狭山市入間川２－５－１６

松田まさよを育てる会 松田　雅代 松田　昭博 幸手市香日向１－１２－１７

松本翔と槻の会 堀本　秀雄 松澤　悦子 さいたま市岩槻区小溝９２１－１３５

松本ミコ後援会 丸山　洋子 松本　明男 比企郡嵐山町吉田２１４６－１

三宅じゅん子後援会 江森　より子 五十嵐　米子 行田市小見１４１４－２

三輪かずよし後援会 田邊　靖爾 関　賢治 蕨市南町１－４１－１

民政クラブ 服部　清二 篠原　亮太 八潮市中央１－２－１

持田朋春後援会 持田　朋春 持田　陽子 行田市忍２－１４－１４

もとばやし善隆後援会 新井　正明 塚越　照代 鴻巣市宮前３８－２４

森新一後援会 森　喜雄 四分一　福治 熊谷市弥藤吾２４０９

八木三治郎後援会 森　泰三 八木　美津子 志木市柏町６－２３－９



躍進する埼玉 進藤　秋太郎 藤本　初江 桶川市上日出谷４２－７４

安田真也後援会 安田　真也 安田　真也 吉川市美南４－２５－４３

矢野ゆき子後援会 星野　秀輔 坂巻　京子 川口市川口５－２１－１

山口ひろし後援会 田口　文安 山口　要 蓮田市関山３－１２－１０

山田ちづこと市民の居場所を作る会 山田　ちづ子 山田　洋 さいたま市中央区上落合２－１１－７－２６０７

山中進後援会 藤元　勝夫 千島　正行 秩父市中津川２３３

やまびこ会 森田　輝雄 田中　順一 新座市野火止６－５－２３

吉川敏幸後援会 吉川　敏幸 吉村　岳哲 吉川市吉川団地４－７－５０６

吉田光雄後援会 吉田　光雄 吉田　栄子 川越市南通町１６－５

吉場道雄後援会 千野　雅之 吉場　久代 比企郡嵐山町古里１３７５

ｒｅｄｅｍｐｔｉｏｎｓｏｎｇ 吉田　昌平 吉田　保子 さいたま市桜区上大久保２０１－１０１

和光市を良くする会 深野　悟 川島　孝一 和光市下新倉５－２－２６


