
政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政治団体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、その名称等を
次のとおり公表する。
令和元年7月30日

埼玉県選挙管理委員会委員長　細田　德治

（平成31年1月1日～1月31日受理分。記載順序は五十音順。）

１　政党の支部

（ア）法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 一以上の市町村等の区域を
単位として設けられる支部 届出年月日

国民民主党埼玉県参議院選挙区第１総支部 藤田　千絵 藤田　千絵 埼玉県川口市栄町３－１４－１５－５Ｆ ○ 平成31年1月17日

国民民主党埼玉県第１１総支部 島田　　誠 高橋　能樹 ○ 平成31年1月29日

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の団体）

（ア）法第19条の７第1項第1号及び第2号に係る国会議員関係政治団体

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
公職の種類
（第1号）

公職の候補者の氏名及び
公職の種類（第2号）

届出年月日

誠山会 島田　　誠 高橋　能樹 埼玉県大里郡寄居町寄居１３０６－５ 衆議院議員 島田　　誠 平成31年1月29日

（イ）国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 届出年月日

あずさ後援会 荻野　　梓 荻野　　梓 埼玉県川口市元郷１―２―７―１０２ 平成31年1月7日

明日の越谷を創る会 山﨑　　隆 清田巳喜男 埼玉県越谷市袋山１０７－１ 平成31年1月10日

足立しづ子後援会 渡辺　政栄 早坂　忠司 埼玉県ふじみ野市築地３－３－８ 平成31年1月24日

新井武彦と吉見町の明日を考える会 新井　武彦 今西　邦男 埼玉県比企郡吉見町下細谷７４１－３ 平成31年1月28日

新井光男後援会 桜井　四郎 藤田　悦子 埼玉県ふじみ野市大井９５８－３ 平成31年1月24日

いけざわ賢也後援会 池澤　賢也 池澤　賢也 埼玉県上尾市本町１－９－２６セントリビエ３０３ 平成31年1月23日

池田ゆみこと進む会 池田裕美子 宮崎　洋子 埼玉県加須市外野４７０－１ 平成31年1月29日

伊藤たえ子後援会 伊藤　妙子 伊藤　正直 埼玉県和光市南１－２４－２０エクレール和光２０３ 平成31年1月11日

ＮＨＫから国民を守る党　川口支部 塩田　和久 塩田　和久 埼玉県川口市芝６９７５－１５－２０２ 平成31年1月11日

大上やすひこ後援会 大上　康彦 大上　康彦 埼玉県さいたま市西区指扇２７７５－２ヴィライトー３－１０３ 平成31年1月11日

越阪部征衛後援会 箱崎　尚弘 越阪部大典 埼玉県所沢市牛沼３１３－６ 平成31年1月16日

小澤よしあき後援会 小澤　祥章 小澤美知子 埼玉県羽生市東８－３－５ 平成31年1月16日

小野田和男後援会 小久保光雄 阿部　三重 埼玉県羽生市東５－７－１１ 平成31年1月21日

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

埼玉県大里郡寄居町寄居１３０６－５



加藤ともやす後援会 加藤　知泰 加藤　知泰 埼玉県川口市坂下町３－１６－１４ 平成31年1月23日

金森すみ子とあゆむ会 金子眞理子 出戸由利子 埼玉県北本市東間８－２３０－１７２ 平成31年1月15日

金子あきゆきと川口の現実を考える会 金子　晃之 金子真美子 埼玉県川口市芝５－１１－２１ 平成31年1月24日

金子ゆう太後援会 金子　裕太 金子　和枝 埼玉県鴻巣市糠田１３６３－１ 平成31年1月7日

神山かずゆき後援会 新井　彰夫 新井　彰夫 埼玉県入間郡毛呂山町前久保５４８―１ 平成31年1月4日

川辺ひろなお後援会 川邉　浩直 前原　　一 埼玉県所沢市松葉町１４―１３ 平成31年1月4日

かわめ武彦後援会 川目　武彦 川目　崇子 埼玉県川越市南通町１４－３三番町ハウス１０２ 平成31年1月17日

ｋｉｓｈｉｍａｃｈｉ．ｃｏｍ 峯岸　宗弘 峯岸　宗弘 埼玉県さいたま市浦和区岸町２－１６―１３ 平成31年1月8日

きつい公治後援会 川津　正男 市川　博美 埼玉県越谷市蒲生４―９―９ 平成31年1月8日

木村博後援会 木村　　博 木村　雅江 埼玉県行田市矢場２―１０―２９ 平成31年1月4日

久保田茂後援会 久保田　茂 久保田知美 埼玉県越谷市宮本町４―４７―１５ 平成31年1月4日

くめまみこ後援会　ＮＥＸＴ川越 水村　雅人 粂　　剛史 埼玉県川越市新宿町５－１１－２小澤方 平成31年1月22日

栗原けんしょう後援会 栗原　健昇 岡田　康男 埼玉県熊谷市新堀８１７ 平成31年1月24日

元気な草加、元気な埼玉 渡辺　真人 郡司　晃浩 埼玉県草加市弁天２―１６―１６―１１０ 平成31年1月4日

県政刷新・羽生市民の会 中島　直樹 中島　竹夫 埼玉県羽生市南羽生４－１７－２ 平成31年1月15日

小林ひとみ後援会 小林ひとみ 小林　克征 埼玉県鶴ヶ島市下新田１８５―９ 平成31年1月4日

小森しげのり後援会 小森　重紀 小森　重紀 埼玉県草加市草加３－９－４３－２０１ 平成31年1月23日

埼玉県西部魅力づくり研究会 松本　義明 松本より子 埼玉県入間市宮寺２９２５―２０４ 平成31年1月4日

さいとうまきことわくわくまちづくり 齋藤万紀子 福沢　享子 埼玉県羽生市発戸４４８ 平成31年1月15日

さくらのチカラ。林田力。 林田　　力 坂下　三浩 埼玉県さいたま市桜区道場３－５－１－５０５ 平成31年1月31日

嶋田弘二後援会 嶋田　弘二 嶋田　千文 埼玉県川越市田町２５―１１９ 平成31年1月4日

島田やすひろ後援会 松本　治夫 島田美代子 埼玉県比企郡小川町高谷１６３７－１ 平成31年1月17日

清水けんいち後援会 石崎　茂民 石崎　茂民 埼玉県北足立郡伊奈町西小針１－１０３－１６ 平成31年1月17日

清水けんいちと伊奈のくらしを考える会 清水　健一 清水　健一 埼玉県北足立郡伊奈町西小針１－１０３－１６ 平成31年1月9日

鈴木美恵後援会 鈴木　美恵 鈴木　俊弘 埼玉県ふじみ野市亀久保１７６３―１３ 平成31年1月4日

すわみつえ後援会 諏訪　晃治 鬼澤　康夫 埼玉県鴻巣市赤見台３－２－７ 平成31年1月22日

せお百合子後援会 妹尾百合子 相沢真知子 埼玉県吉川市きよみ野５－２６－１５ 平成31年1月29日

関口ユウイと共に歩む会 中山　　茂 東泉孝一郎 埼玉県川口市西新井宿９００－２ 平成31年1月21日

関根かおり後援会 杉山　加奈 榎坂　華代 埼玉県蓮田市東３－１１－９ 平成31年1月24日

関根きよたか後援会 関根　清隆 岩上　克巳 埼玉県比企郡鳩山町松ケ丘３－２５－５ 平成31年1月10日

高橋いさお後援会 高橋いさお 黒澤　　守 埼玉県比企郡小川町高見９３８ 平成31年1月30日



田中和美後援会 田中　和美 田中　　実 埼玉県行田市門井町２―２４―４１ 平成31年1月4日

田中としおの活動を支援する会 田中　寿夫 田中　寿夫 埼玉県狭山市入間川３１６１－４８ 平成31年1月16日

田中二美江後援会 田中二美江 石黒　美樹 埼玉県東松山市西本宿１５６４―１ 平成31年1月4日

チーム西区 大上　康彦 大上　康彦 埼玉県さいたま市西区指扇２７７５－２ヴィライトー３－１０３ 平成31年1月11日

床井よしのり後援会 安部　定義 原田　信次 埼玉県ふじみ野市上福岡６－３－１－１０５ 平成31年1月24日

長岡けいこを育てる会 長岡　恵子 長岡　　徹 埼玉県所沢市下安松２８６－９０ 平成31年1月15日

中野たかゆきと蕨の未来を創る会 中野　隆之 中野　隆之 埼玉県蕨市塚越３－２６－８－３０２ 平成31年1月15日

中山ひろこ後援会 中山　廣子 中山　　淳 埼玉県白岡市新白岡３－２６－１３ 平成31年1月10日

日本一元気な深谷市をつくる会 大谷　誠一 鈴木　裕幸 埼玉県深谷市岡１５６８－１ 平成31年1月16日

日本共産党秋山もえ後援会 湯沢　哲己 二見ひとみ 埼玉県上尾市小敷谷７２９－２ 平成31年1月4日

秦邦雄後援会 山本　耕治 加藤　和子 埼玉県蓮田市馬込１－３５０－８ 平成31年1月18日

はにゅう市民ネットワーク 根岸つたえ 松田　佳子 埼玉県羽生市下手子林２４２４ 平成31年1月15日

広山清志後援会 広山　清志 広山　　恵 埼玉県狭山市広瀬台３―１４―８ 平成31年1月4日

福森悦子後援会 福森　悦子 河又　寿男 埼玉県川口市西新井宿１２１―６―３０８ 平成31年1月4日

古山大輔後援会 大橋　　清 古山実嘉子 埼玉県鴻巣市鎌塚３－９－１２ 平成31年1月21日

増田敏雄後援会 儘田　義光 内田冨美夫 埼玉県羽生市下手子林９７７ 平成31年1月17日

町田光後援会 町田　　光 平社　正俊 埼玉県行田市下須戸１２０４ 平成31年1月8日

松永やすえを育てる会 安田　　勉 安田　　勉 埼玉県和光市南１－２５－３ 平成31年1月21日

三木しんや後援会 三木　伸也 三木　昌江 埼玉県日高市高萩東３－７－２０ 平成31年1月4日

みんなの未来（あした）を守る会 林田　　力 坂下　三浩 埼玉県さいたま市桜区田島９－３５１２ 平成31年1月7日

村山ひろのり後援会 村山　博紀 山下　美鶴 埼玉県川越市藤間８４７―２１ 平成31年1月8日

ももぞの典子後援会 桃園　典子 桃園羽弥斗 埼玉県入間郡三芳町藤久保２００－１７ 平成31年1月7日

安田まさひろ後援会 安田　政洋 安田　貴子 埼玉県所沢市上安松２６７－７ 平成31年1月16日

山口陽子後援会 福岡　一枝 山口　陽子 埼玉県川越市仙波町１－８－２５ 平成31年1月7日

山田たかお後援会 山田　孝夫 山田　裕美 埼玉県蓮田市末広１－３－５ 平成31年1月7日

山田ちよこと輝く未来をつくるプロジェクト 山田　　広 村松砂由美 埼玉県さいたま市大宮区宮町３－２１－１－３０６ 平成31年1月30日

ヤル気元気さえき会 佐伯加寿美 佐伯加寿美 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町２－６９－１０ 平成31年1月4日

豊かな越谷を創造する会 小林　史典 篠塚　亮太 埼玉県越谷市千間台西２－１６－１０ 平成31年1月25日

吉野まさひろ後援会 吉野　正浩 馬橋　寿枝 埼玉県比企郡滑川町水房２０８ 平成31年1月7日

四本奈緒美後援会 四本奈緒美 四本　　泉 埼玉県幸手市緑台１―２１―３ 平成31年1月7日

和田よしひろ後援会 和田　貴弘 和田　益夫 平成31年1月28日

※　令和５年１月５日に「さいとうまきことわくわくまちづくり」の会計責任者の氏名を訂正しました。

 （訂正前）　福沢　亨子　→　（訂正後）　福沢　享子

埼玉県日高市栗坪４６３－１


