
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。
平成30年6月22日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　細　田　德　治

（平成30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

埼玉維新の会川口市支部 髙橋　英明 代表者の氏名 髙橋　英明 澤田　　良 平成30年3月6日

自由民主党上福岡支部 小髙　時男 会計責任者の氏名 宮寺　康夫 石倉　俊二 平成30年3月20日

自由民主党川島支部 関口　清吉 会計責任者の氏名 飯野　徹也 笛木　　滿 平成29年7月15日

自由民主党埼玉県遺族会支部 江田　　肇 会計責任者の氏名 福居　一夫 川瀬　剛三 平成30年2月24日

自由民主党菖蒲支部 平沢健一郎 会計責任者の氏名 鈴木　富男 根岸　秀和 平成29年7月23日

自由民主党白岡支部 小島　　卓 会計責任者の氏名 渡辺聡一郎 斉藤　正夫 平成30年2月10日

日本共産党埼玉北部地区委員会 小豆島　啓 代表者の氏名 小豆島　啓 柴岡　祐真 平成30年2月11日

立憲民主党埼玉県第３区総支部 瀬戸百合子 会計責任者の氏名 大嶋　公一 千葉　　章 平成30年2月28日

立憲民主党埼玉県連合 枝野　幸男 政治団体の名称 立憲民主党埼玉県連合 立憲民主党埼玉県総支部連合会 平成30年3月3日

代表者の氏名 神崎　　功 武正　公一

国会議員関係政治団体の区分 国会議員関係政治団体以外の政治団体 法第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体

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

井上なおこ後援会 井上　満恭 会計責任者の氏名 川口　敦子 黒沢　きよ 平成30年3月16日

代表者の氏名 大木　清志 宮岡宏太郎

会計責任者の氏名 諸口　栄治 山田　英夫

遠藤英樹後援会 高橋　隆子 主たる事務所の所在地 埼玉県戸田市川岸２－５－３２－１０１ 埼玉県戸田市喜沢１－１８－７ 平成30年3月27日

大宮歯科医師連盟 菊地　宏之 会計責任者の氏名 本多　克次 黒澤　信昭 平成29年6月24日

小沢弘後援会（パンの実会） 小澤　　弘 主たる事務所の所在地 埼玉県坂戸市千代田４－６－３３　フラワーマンション１０３号 埼玉県坂戸市栄３３７－６ 平成29年12月1日

かなざわ孝太郎後援会 金澤三恵子 代表者の氏名 金澤三恵子 野本　雅一 平成30年3月20日

川口政経懇和会 小嶋　隆善 会計責任者の氏名 目良　一貴 駒　　英明 平成30年3月8日

入間郡市農協政治連盟 大木　　清志 平成29年6月27日

民進党埼玉県第１区総支部 神崎　　功 平成30年3月8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

北葛飾農協政治連盟 根岸信一郎 会計責任者の氏名 吉村　久史 田口　博幸 平成29年10月26日

北堀かずひろ後援会 北堀　勝利 会計責任者の氏名 北堀　　悟 儘田　貞男 平成30年3月14日

吉翔会 竹並　万吉 会計責任者の氏名 竹並　貴榮 竹並　貴栄 平成30年3月26日

幸福実現党朝霞・志木後援会 会計責任者の氏名 古坂　　綾 臼井　睦絵 平成30年3月3日

幸福実現党春日部後援会 佐藤　健一 会計責任者の氏名 武田　牧子 清水　鉄男 平成30年3月7日

幸福実現党川越後援会 坂東　哲郎 会計責任者の氏名 谷内　　潤 仙波　洋子 平成30年3月8日

幸福実現党久喜後援会 松本　博史 会計責任者の氏名 有賀　和子 髙橋　葉子 平成30年3月19日

幸福実現党埼玉県本部 小島　一郎 会計責任者の氏名 鈴木こず恵 松林　淳一 平成30年3月7日

幸福実現党草加後援会 内藤　博文 会計責任者の氏名 仙波　洋子 長船　夕紀 平成30年3月17日

幸福実現党所沢後援会 臼井　英夫 会計責任者の氏名 新村　文彦 北村　規子 平成30年3月14日

幸福実現党深谷本庄後援会 佐藤　光男 会計責任者の氏名 折原　　弘 森山　明子 平成30年3月12日

主たる事務所の所在地 埼玉県越谷市南越谷１－１４－１　ライオンズシティ新越谷　１０２号 埼玉県越谷市越ケ谷１－１３－２　くすりのフクダ２階

代表者の氏名 畔上　順平 瀧田　貴夫

代表者の氏名 金井　幹雄 内田　一夫

会計責任者の氏名 小暮　博光 小賀野　昇

小峯まつじ後援会 長谷部　實 会計責任者の氏名 松本　茂男 木村　晃夫 平成29年12月1日

主たる事務所の所在地 埼玉県春日部市一ノ割６８７ 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１－６－１３

代表者の氏名 内田　勝康 井上　直子

会計責任者の氏名 竹内　昭一 内田　勝康

埼玉県市民ネットワーク 大野　洋子 代表者の氏名 大野　洋子 平成30年3月22日

埼玉県電機商業政治連盟 加藤　　博 会計責任者の氏名 荒井　和彦 中井川一男 平成29年6月1日

埼玉県水落敏栄後援会 江田　　肇 会計責任者の氏名 福居　一夫 川瀬　剛三 平成30年2月24日

さいたま市民ファーストの会 小倉　雅之 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－４５３－１　大成ローズハイツ２０３ 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町３－７３－１ 新都心ハイツ２０１ 平成30年2月28日

酒井いくろう後援会 酒井　孝夫 主たる事務所の所在地 埼玉県戸田市上戸田４－５－６ 埼玉県戸田市上戸田４－２－２７－２０６ 平成29年6月23日

佐藤永子後援会 大川　君子 会計責任者の氏名 山根　信子 山形谷幸夫 平成30年3月28日

自由民権協同調査会 大島　　敦 会計責任者の氏名 高橋　節子 井上　高策 平成30年3月6日

新社会党秩父総支部 内海　勝男 主たる事務所の所在地 埼玉県秩父市寺尾１５３－１ 埼玉県秩父市寺尾１５３－１社会文化会館内 平成25年10月3日

新風会 逸見　泰司 代表者の氏名 逸見　泰司 笠原　晃二 平成30年1月15日

越谷市政を前に進める会 畔上　順平 平成30年3月2日

金井　幹雄 平成29年6月14日

埼葛土地改良政治連盟 内田　勝康 平成29年10月11日

児玉郡市農協政治連盟



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 鈴木　一郎 庄司　秀生

会計責任者の氏名 田村　　純 鈴木　利夫

関田なおこ後援会 天野　秀之 主たる事務所の所在地 埼玉県飯能市岩沢４００－１ 埼玉県飯能市岩沢８６２ 平成29年5月1日

全日本不動産政治連盟埼玉県本部 長島　友伸 会計責任者の氏名 長島　芳之 八鍬　祐一 平成29年6月9日

髙橋ひであき後援会 栗田　和男 会計責任者の氏名 髙橋真理子 田舛　　敦 平成30年3月6日

東京電力労働組合政治連盟埼玉県支部 大谷　誠一 会計責任者の氏名 金谷　慶國 福島　秀樹 平成30年3月28日

主たる事務所の所在地 埼玉県草加市稲荷３－５－２７ 埼玉県草加市稲荷４－３８－１９

代表者の氏名 浅井　博隆 関根　利幸

会計責任者の氏名 鈴木　彰彦 渡辺　正男

内藤みつお後援会 内藤　光雄 会計責任者の氏名 柿沼　　聡 岡本　　葵 平成30年3月5日

主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡滑川町福田１５６５ 埼玉県比企郡滑川町月の輪７－３０－１５

代表者の氏名 井上奈保子 長谷川元夫

会計責任者の氏名 服部　幸雄 北堀　一廣

成田ルミ子を応援する会 金子　　忠 代表者の氏名 金子　　忠 鈴木　弘道 平成30年3月18日

日本遺族政治連盟埼玉県本部 江田　　肇 会計責任者の氏名 福居　一夫 川瀬　剛三 平成30年2月24日

ネットワーク三芳 熊谷くるみ 代表者の氏名 熊谷くるみ 染谷　幾子 平成30年3月5日

根本たかよ後援会 根本　尚美 代表者の氏名 根本　尚美 平原　文男 平成30年2月1日

春山ちあき後援会 春山　綾子 会計責任者の氏名 春山　彩美 山田　明彦 平成29年5月10日

本田ようこ後援会 藤原　徹也 会計責任者の氏名 本田　景之 生沢　忠雄 平成30年1月1日

松井優美子後援会「松美の会」 松井優美子 主たる事務所の所在地 埼玉県草加市瀬崎２－４３－３８ 埼玉県草加市瀬崎２－４３－１０ 平成29年3月31日

峯岸義雄後援会 峯岸　榮一 会計責任者の氏名 峯岸　勇人 清水　孝勇 平成30年1月1日

宮島一夫を応援する会 宮島　　章 代表者の氏名 宮島　　章 金井塚徳一 平成30年3月28日

森田光一後援会 木村　忠夫 代表者の氏名 木村　忠夫 松﨑　勝治 平成29年6月1日

優しい街づくりの会 鈴木秀三郎 主たる事務所の所在地 埼玉県久喜市久喜中央２－１０－２２　田中様方 埼玉県久喜市久喜中央２－１０－２２ 平成30年3月29日

山中進地域後援会 宮下　　正 会計責任者の氏名 山中三千恵 桜沢　英司 平成30年3月27日

連合埼玉の会 近藤　　嘉 代表者の氏名 近藤　　嘉 小林　直哉 平成30年3月23日

稲松会 浅井　博隆 平成30年3月24日

滑川町議会平政会 井上奈保子 平成29年8月1日

鈴木まさる後援会 鈴木　一郎 平成29年4月1日


