
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8月22日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　細　田　德　治

（平成30年5月1日～5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

国民民主党埼玉県参議院選挙区第５総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県参議院選挙区第５総支部 民進党埼玉県参議院選挙区第５総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県総支部連合会 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県総支部連合会 民進党埼玉県総支部連合会 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第９総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第９総支部 民進党埼玉県第９総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第５総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第５総支部 民進党埼玉県第５総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第３総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第３総支部 民進党埼玉県第３総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第１１区総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第１１区総支部 民進党埼玉県第１１区総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第１５総支部 阪本　克己 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第１５総支部 民進党埼玉県第１５総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第１０総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第１０総支部 民進党埼玉県第１０総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第１２区総支部 森田　俊和 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第１２区総支部 民進党埼玉県第１２区総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第１４総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第１４総支部 民進党埼玉県第１４総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第７区総支部 小宮山泰子 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第７区総支部 民進党埼玉県第７区総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第２総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第２総支部 民進党埼玉県第２総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第８総支部 大野　元裕 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第８総支部 民進党埼玉県第８総支部 平成30年5月12日

国民民主党埼玉県第４区総支部 山下　隆昭 政治団体の名称 国民民主党埼玉県第４区総支部 民進党埼玉県第４区総支部 平成30年5月12日

政治団体の名称 国民民主党埼玉県第６区総支部 民進党埼玉県第６区総支部

会計責任者の氏名 小川　壽一 青木　久男

自由民主党埼玉県北第五区第一支部 小林　哲也 政治団体の名称 自由民主党埼玉県北第五区第一支部 自由民主党埼玉県北第五支部 平成30年5月16日

自由民主党埼玉県第十二選挙区支部 野中　　厚 会計責任者の氏名 中里　昌弘 小泉　誠一 平成30年4月30日

政治団体の名称 自由民主党埼玉県西第七区第一支部 自由民主党埼玉県西第八区第二支部

主たる事務所の所在地 埼玉県川越市小仙波町２－１８－４ 埼玉県川越市久保町５－３

自由民主党埼玉県福祉支部 山本　良治 会計責任者の氏名 原田　達雄 岸　　大藏 平成30年4月1日

自由民主党埼玉県理容支部 若山　　有 代表者の氏名 若山　　有 白岩　一雄 平成30年5月21日

国民民主党埼玉県第６区総支部 大島　　敦 平成30年5月12日

自由民主党埼玉県西第七区第一支部 中野　英幸 平成30年5月24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

自由民主党草加支部 木村　忠義 代表者の氏名 木村　忠義 増田　好男 平成30年4月14日

主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡嵐山町川島１５９４－３０ 埼玉県比企郡嵐山町鎌形１２２９

代表者の氏名 青柳　賢治 長島　邦夫

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

主たる事務所の所在地 埼玉県川口市西川口２－１６－２３－４０１ 埼玉県川口市西川口６－１６－２－２０３

会計責任者の氏名 青山　幸成 青山　聖子

川島町山口泰明後援会 菊地　敏昭 会計責任者の氏名 持木　　尊 牛村　　實 平成30年5月21日

代表者の氏名 内田　　治 渡辺　正敏

会計責任者の氏名 山田　憲次 黒沼　幸雄

きたずみよしゆき政策研究会 北角　嘉幸 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及び第二号に係る国会議員関係政治団体 平成30年5月1日

厚友会 小川　明彦 会計責任者の氏名 中里　昌弘 小泉　誠一 平成30年4月30日

埼玉県歯科衛生士連盟 代表者の氏名 宮岡　清美 平成30年4月1日

主たる事務所の所在地 埼玉県富士見市羽沢３－２－６ 埼玉県富士見市水子５００３－３

代表者の氏名 栁田　政男 大久保義海

会計責任者の氏名 関野兼太郎

埼玉県隊友政治連盟 浦山　長人 代表者の氏名 浦山　長人 佐藤　常寛 平成30年5月23日

埼玉県宅建政治連盟 三輪　昭彦 会計責任者の氏名 奥冨　　浩 内田　　茂 平成30年5月30日

埼玉県理容政治連盟 若山　　有 代表者の氏名 若山　　有 白岩　一雄 平成30年5月21日

主たる事務所の所在地 埼玉県草加市谷塚１－１１－３０　コーポ高橋１０１ 埼玉県草加市谷塚町７６３

代表者の氏名 澤口　幸人 藤本　　修

税理士による枝野幸男後援会 川手今朝人 代表者の氏名 川手今朝人 羽入田　天 平成29年7月7日

主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市南区南浦和２－１６－１７ 埼玉県さいたま市緑区東浦和９－１７－２０

代表者の氏名 高野　久芳 平山　正夫

代表者の氏名 今村真由子 浅野　　修

会計責任者の氏名 松森眞理子 山城　朗美

国会議員関係政治団体の区分 法第十九条の七第一項第一号及び第二号に係る国会議員関係政治団体 法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体

公職の種類（第一号） 衆議院議員

自由民主党嵐山支部 青柳　賢治 平成30年5月20日

青山聖子後援会 青山　聖子 平成28年10月1日

斉藤雄二後援会

北足立郡市医師連盟 内田　　治 平成30年5月22日

埼玉県商工政治連盟富士見支部 栁田　政男 平成30年5月17日

税理士による武正公一後援会 高野　久芳

澤口　幸人 平成28年5月1日

平成30年4月27日

とよた真由子連合後援会 今村真由子 平成30年5月30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

中島隆一後援会 中島　隆一 会計責任者の氏名 中島　令子 親泊未保子 平成29年12月31日

ネクスト草加 小野里雅司 主たる事務所の所在地 埼玉県草加市栄町１－３－５ 埼玉県草加市草加３－８－７－１０１ 平成30年5月21日

政治団体の名称 久松ゆうき後援会 一日三善の会

代表者の氏名 遠藤　信子 久松　祐樹

会計責任者の氏名 久松　祐樹 河原多江子

まごころ会 今村真由子 会計責任者の氏名 松森眞理子 山城　朗美 平成30年5月30日

久松ゆうき後援会 遠藤　信子 平成30年5月3日


