
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。
令和元年10月21日

埼玉県選挙管理委員会委員長　細田　德治

（平成31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

自由民主党埼玉県医師支部 金井　忠男 会計責任者の氏名 長又　則之 神田　　誠 平成30年7月26日

主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡小川町小川７１６－２ 埼玉県比企郡小川町大塚７９－１

代表者の氏名 根岸　成美 大塚　司朗

自由民主党埼玉県たばこ販売支部 髙沢　　啓 会計責任者の氏名 嶋田　龍二 島田　信夫 平成30年5月24日

自由民主党東秩父支部 渡辺　　均 会計責任者の氏名 渡辺　　均 平成31年3月26日

主たる事務所の所在地 埼玉県東松山市古凍４６－２ 埼玉県東松山市石橋１７１６

代表者の氏名 吉田英三郎 市川　健夫

会計責任者の氏名 島村　耕平 橋爪　克好

自由民主党富士見支部 尾崎　孝好 代表者の氏名 尾崎　孝好 𠮷野　欽三 平成31年3月23日

自由民主党宮代支部 中野　松夫 会計責任者の氏名 田島　正徳 庄司　博光 平成31年3月25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）

政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

浅井明後援会 浅井　　明 会計責任者の氏名 浅井美佐子 浅井富佐子 平成31年1月10日

主たる事務所の所在地 埼玉県朝霞市朝志ケ丘１―７－７ 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘４－７－１３

代表者の氏名 村山　正昭 浅野　　修

阿部孝後援会 植竹　髙子 会計責任者の氏名 阿部　　孝 阿部美津代 平成31年3月13日

一幸会 中根　一幸 会計責任者の氏名 犬飼　俊郎 富岡　洋子 平成31年3月6日

代表者の氏名 井上　圭子 井上喜美代

会計責任者の氏名 井上　岳史 井上　圭子

猪岡ひさし後援会 猪岡　　壽 会計責任者の氏名 猪岡ますみ 斉藤　　栄 平成30年4月10日

大沢ひろゆき後援会 石井　康雄 代表者の氏名 石井　康雄 千野　勝司 平成31年3月1日

岡村ありまさ後援会 岡村　有正 代表者の氏名 岡村　有正 岡村　千穂 平成31年3月4日

政治団体の名称 岡村さとし後援会 あかるく、たのしく、いきいきと、狭山を元気にする会

代表者の氏名 大塚　和文 萩野　一二

川口市医師連盟 鹿嶋　広久 会計責任者の氏名 長江　　厚 徳竹　英一 平成30年6月20日

川口歯科医師連盟 中村　勝文 主たる事務所の所在地 埼玉県川口市上青木３－１２－６３　ＳＫＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザ棟４階 埼玉県川口市上青木西１－２０－３ 平成30年9月1日

代表者の氏名 奥沢　和明 大越　君雄

会計責任者の氏名 江森　慈男 栗原　恒夫
河田晃明後援会 奥沢　和明 平成31年3月18日

朝霞地区医師連盟 村山　正昭 平成30年6月1日

岡村さとし後援会

自由民主党埼玉県支部連合会小川支部 根岸　成美 平成31年3月18日

井上さとし後援会 井上　圭子 平成31年3月1日

自由民主党東松山支部 吉田英三郎 平成31年3月16日

大塚　和文 平成31年3月4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

政治団体の名称 北本の未来を考える市民の会 子どもたちの未来を考える市民の会

主たる事務所の所在地 埼玉県北本市東間８－１７１ 埼玉県北本市西高尾１－２５９

代表者の氏名 金子眞理子 三宮　幸雄

熊谷市歯科医師連盟 大川　隆史 会計責任者の氏名 清水　　篤 浅見　　透 平成31年3月25日

幸福実現党朝霞・志木後援会 会計責任者の氏名 勝見八千代 古坂　　綾 平成31年3月2日

幸福実現党川口後援会 丸山　勝正 会計責任者の氏名 野口美智代 新井　　博 平成31年3月4日

埼玉県医師連盟 金井　忠男 会計責任者の氏名 長又　則之 神田　　誠 平成30年7月26日

埼玉県商工政治連盟八潮支部 古庄　正登 会計責任者の氏名 吉田　準一 多田　八郎 平成30年5月25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 埼玉県さいたま市浦和区木崎４－２０－６下木崎ハイツ２０１ 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 平成31年3月20日

さいたま市与野医師連盟 森　泰二郎 代表者の氏名 森　泰二郎 澁谷　純一 平成30年6月8日

代表者の氏名 阿部　公仁 関根　一三

会計責任者の氏名 碓井　勝也 飯田　政義

佐藤恵一後援会 丸山　貴正 代表者の氏名 丸山　貴正 山口　久実 平成31年3月13日

柴﨑登美夫後援会 金子　金造 代表者の氏名 金子　金造 坂本　雄誠 平成31年3月8日

柴﨑勝後援会 正木　佳一 代表者の氏名 正木　佳一 島田　正二 平成28年12月7日

税理士による上田清司後援会 山村　昭康 会計責任者の氏名 澁谷由美子 渡部　行光 平成30年6月13日

代表者の氏名 菅野　正幸 中磨　成己

会計責任者の氏名 新保　義昭 菅野　正幸

関野かねたろう後援会 荒引亥三男 会計責任者の氏名 清塚　俊子 清塚　好武 平成30年4月1日

全国たばこ販売政治連盟埼玉地区本部 髙沢　　啓 会計責任者の氏名 嶋田　龍二 島田　信夫 平成30年5月24日

主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡ときがわ町玉川１５４９ 埼玉県比企郡ときがわ町五明１５６６

代表者の氏名 関口　定男 市川　金雄

会計責任者の氏名 杉田　健司 岡野　政彦

中根会 篠崎　晃市 会計責任者の氏名 犬飼　俊郎 金澤　克仁 平成31年3月6日

ぬくい尚男後援会 古寺　貞雄 代表者の氏名 古寺　貞雄 古寺　貞之 平成31年3月8日

平岡利典後援会 上野　勝輝 会計責任者の氏名 上野永美子 山根永美子 平成31年3月14日

ふくしまひでき後援会 福島　秀樹 会計責任者の氏名 福島恵理子 福島　秀樹 平成31年3月27日

豊作会 古沢　耕作 会計責任者の氏名 古澤　友見 石本　玉紀 平成31年3月25日

代表者の氏名 田中　富男 鈴木　健一

会計責任者の氏名 松本　快子 高澤　　宏

みんなのあげお市民の会 互井　一臣 会計責任者の氏名 尾花　美和 加藤　正直 平成31年3月28日

むらた文一をはげます会 村田　文一 会計責任者の氏名 木島　正道 神田　紘子 平成15年12月31日

森田光一後援会 名倉　隆行 代表者の氏名 名倉　隆行 木村　忠夫 平成31年2月24日

代表者の氏名 金泉婦貴子 加藤　正三

会計責任者の氏名 山田　敏夫 川島　運永

金子眞理子 平成31年3月8日

埼玉土地家屋調査士政治連盟 阿部　公仁 平成31年3月8日

北本の未来を考える市民の会

山口たいめい市町村議会議員連絡協議会 金泉婦貴子 平成30年10月1日

松本栄一後援会 田中　富男 平成31年3月10日

平成31年3月12日関口たけおサポーターズクラブ 菅野　正幸

ときがわ町山口たいめい後援会 関口　定男 平成30年5月20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

吉川敏幸後援会 吉川　敏幸 主たる事務所の所在地 埼玉県吉川市吉川団地５－１７－４０３ 埼玉県吉川市吉川団地４－７－５０６ 平成29年8月20日

吉田えり行田スマイルの会 松岡　延勝 会計責任者の氏名 吉田　江利 刈込　愛子 平成31年3月11日

吉野いくえを応援する会 髙橋庄一郎 会計責任者の氏名 平成31年3月1日


