
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2年6月30日

埼玉県選挙管理委員会委員長　岡田　昭文

（令和2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

代表者の氏名 川合　昭 吉村　克昌

会計責任者の氏名 積田　優 川合　昭

主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷１－８－１８（株）積田電業社内 埼玉県さいたま市北区日進町３－３７－１（株）八洲電業社内 令和2年3月23日

自由民主党鳩山支部 小鷹　房義 会計責任者の氏名 田中　亮圭 田中　種夫 令和2年3月27日

自由民主党川越支部 中野　英幸 会計責任者の氏名 吉敷　賢一郎 荻窪　利充 令和2年3月1日

自由民主党入間支部 近藤　常雄 会計責任者の氏名 長谷川　渉 鈴木　洋明 平成31年3月31日

自由民主党埼玉県石油販売業支部 有泉　勝之 会計責任者の氏名 石川　忠 志村　武一郎 令和元年5月29日

自由民主党埼玉県中古自動車販売支部 薄　辰美 会計責任者の氏名 野口　雅之 須賀　隆 令和2年3月31日

日本共産党埼玉西南地区委員会 神田　三春 代表者の氏名 神田　三春 辻　源巳 令和2年3月8日

代表者の氏名 苗村　京子 上村　聡 令和2年3月10日

会計責任者の氏名 藤家　靖夫 廣瀬　伸一 令和2年3月13日

立憲民主党埼玉県第１３区総支部 三角　創太 主たる事務所の所在地 埼玉県春日部市中央１－８－２１ニュー吉田ビル３０２ 埼玉県蓮田市蓮田１－２５５　ヴィラ蓮田２０３ 令和2年3月18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

あいだ幸一後援会 清水　博 会計責任者の氏名 會田　吉幸 野口　精一 令和2年3月22日

上尾まちづくり研究会 海老原　直矢 会計責任者の氏名 海老原　薫 小川　壽一 令和2年3月30日

天野あつし後援会 長岡　和明 代表者の氏名 長岡　和明 倉林　豊 令和2年3月23日

新井こういち後援会 平井　穣 代表者の氏名 平井　穣 新井　俊雄 平成31年2月10日

石田けい子後援会 鈴木　進一 主たる事務所の所在地 埼玉県草加市松原５－１３－２ 埼玉県草加市松原５－１１－２３ 令和元年11月30日

代表者の氏名 篠田　和男 篠田　裕康

会計責任者の氏名 堀切　房男 信田　敏男

金子　俊雄 主たる事務所の所在地 埼玉県入間市豊岡１－２－２３清水ビル2階 埼玉県入間市豊岡１－２－２３清水ビル１階 令和2年1月1日

大橋よしひさ後援会 大橋　芳久 代表者の氏名 大橋　芳久 小林　昭男 令和2年3月19日

自由民主党さいたま市電業支部 川合　昭

日本共産党埼玉東部南地区委員会 苗村　京子

市川文雄後援会 篠田　和男

平成31年2月1日

令和2年1月10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

小川たつおサポートクラブ 小川　達夫 主たる事務所の所在地 埼玉県坂戸市仲町９－８ 埼玉県坂戸市元町５９－５ 令和2年3月17日

代表者の氏名 小髙　清次

会計責任者の氏名 金子　雄二

海沼ひでゆき後援会 海沼　秀幸 会計責任者の氏名 海沼　幸一 春山　武樹 令和2年3月5日

加藤ただし後援会 大木　一男 代表者の氏名 大木　一男 村田　四郎 令和元年8月1日

かとう則夫後援会 加藤　則夫 代表者の氏名 加藤　則夫 宮田　宣之 令和2年3月24日

神山かずゆき後援会 新井　彰夫 会計責任者の氏名 小室　貴史 新井　彰夫 令和2年3月27日

川口政経懇和会 児玉　洋介 代表者の氏名 児玉　洋介 小嶋　隆善 令和2年2月26日

川越の未来を考える会 西澤　堅 主たる事務所の所在地 埼玉県川越市仙波町１－８－２５ 埼玉県川越市仙波町３－３２－３－７０３ 令和2年3月25日

県政にチャレンジ 金野　孝吉 会計責任者の氏名 金野　孝吉 金野　妙子 令和2年3月31日

幸福実現党川口後援会 丸山　勝正 会計責任者の氏名 谷内　潤 野口　美智代 令和2年3月6日

幸福実現党川越後援会 坂東　哲郎 会計責任者の氏名 野口　美智代 谷内　潤 令和2年3月14日

幸福実現党熊谷後援会 松岡　延勝 会計責任者の氏名 吉田　江利 西岡　優 令和2年3月6日

代表者の氏名 増島　千尋 小島　一郎

会計責任者の氏名 土居　俊夫 鈴木　こず恵

幸福実現党草加後援会 内藤　博文 主たる事務所の所在地 埼玉県草加市松江２－９－１２　彌冨様方 埼玉県草加市松原５－１－２ 令和2年3月16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 西岡　優 折原　弘 令和2年3月14日

小林まさよし後援会 小林　成好 会計責任者の氏名 小林　成好 小林　みどり 令和2年3月15日

代表者の氏名 小山　典宏 波澄　哲夫

会計責任者の氏名 内田　淳一 天野　利彦

埼玉県市民ネットワーク 辻　浩司 主たる事務所の所在地 埼玉県越谷市千間台西１－９－３ヴェルエールメゾンＢ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋１－５－３ひゅうまんポスト内 令和2年3月2日

埼玉県社会保険労務士政治連盟 瀬谷　卓美 会計責任者の氏名 木村　光一 若山　茂 令和2年3月31日

代表者の氏名 秋山　典久 大石　敬

会計責任者の氏名 植野　正子 渡部　行光

埼玉県石油政治連盟 有泉　勝之 会計責任者の氏名 石川　忠 志村　武一郎 令和元年5月29日

埼玉県理学療法士連盟 佐々木　和人 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市見沼区東宮下西１９６さいたま記念病院リハビリテーション科内 埼玉県さいたま市見沼区東宮下西１９６さいたま記念病院リハビリテーション部内 平成29年4月1日

政治団体の名称 さいたま市薬剤師連盟 政令指定都市薬剤師連盟さいたま市支部 令和2年1月1日

代表者の氏名 堀野　忠夫 小泉　勝暉 令和元年7月1日

主たる事務所の所在地 埼玉県川口市西川口１－５－９ 埼玉県川口市飯原町１―５

代表者の氏名 滝沢　豊広 葛生　惠二

埼玉県行政書士政治連盟 小山　典宏

埼玉県税理士政治連盟 秋山　典久

幸福実現党埼玉県本部 増島　千尋

小高ひろゆき後援会 小髙　清次

埼玉自由党 滝沢　豊広

さいたま市薬剤師連盟 堀野　忠夫

令和2年3月7日

令和2年3月16日

令和元年5月27日

令和元年7月3日

令和2年2月15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

代表者の氏名 篠原　千賀子 篠原　進

会計責任者の氏名 高橋　俊 橋場　倖男

政治結社紘樹塾 今村　雅之 会計責任者の氏名 安住　秀一 田中　照也 令和2年3月25日

主たる事務所の所在地 埼玉県志木市本町５－２２－１３桂ビル荻野税理士事務所内 埼玉県さいたま市大宮区大成町１－２８９－２

代表者の氏名 荻野　光一 山村　昭康

会計責任者の氏名 手塚　英夫 澁谷　由美子

関口たけお事務所 関口　武雄 会計責任者の氏名 亀井　毅 大辻　猛 令和2年3月15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 大澤　栄 長島　芳之 令和元年5月21日

そごう拓也後援会 十川　拓也 主たる事務所の所在地 埼玉県戸田市喜沢１－２６－１－２０６ 埼玉県戸田市上戸田３－１９－１２－３０３ 令和2年2月20日

高野ひできと２１世紀のいわつきを創る会 高野　秀樹 会計責任者の氏名 高野　幸恵 須藤　順子 令和2年3月25日

髙橋ひであき後援会 髙橋　英明 代表者の氏名 髙橋　英明 栗田　和男 令和2年2月28日

たきせ光一後援会 栗山　浩 代表者の氏名 栗山　浩 春山　芳輝 平成31年1月26日

政治団体の名称 田島純後援会 田島じゅんと街づくりと地域おこしを話し合う会

代表者の氏名 河原塚　袈裟一 佐々木　好文

代表者の氏名 水溜　誠一 舘　誠一

会計責任者の氏名 水溜　誠一 舘　誠一

つちやえみこ後援会 浅野　浩一 代表者の氏名 浅野　浩一 工藤　孝司 令和元年10月1日

代表者の氏名 金谷　慶國 大谷　誠一

会計責任者の氏名 中野　秀一 金谷　慶國

主たる事務所の所在地 埼玉県所沢市小手指町２－１３－７フェリス小手指１０２ 埼玉県所沢市下安松１５７０－２３

代表者の氏名 塩原　丞司 中野　伸也

会計責任者の氏名 塩原　丞司 中野　伸也

日本をよくする埼玉県民の会 飯野　稔 会計責任者の氏名 関根　正 令和元年5月25日

主たる事務所の所在地 埼玉県東松山市和泉町３－１５山口泰明事務所内 埼玉県東松山市古凍４６－２

代表者の氏名 伊田　登喜三郎 吉田　英三郎

富士見市民ネットワーク 加藤　久美子 代表者の氏名 加藤　久美子 野村　静香 令和2年3月16日

藤原けんし後援会 後藤　久雄 会計責任者の氏名 藤原　康秀 紙田　和由 令和2年1月1日

主たる事務所の所在地 埼玉県朝霞市本町３－４－１７ 埼玉県朝霞市朝志ケ丘３－１２－６－２Ｆ

代表者の氏名 松井　弘 本多　武

道添隆寛後援会 道添　隆寛 会計責任者の氏名 道添　隆寛 伊藤　雄介 令和2年3月20日

税理士による上田清司後援会 荻野　光一 令和元年12月6日

所沢市歯科医師連盟 塩原　丞司 令和元年7月1日

田島純後援会 河原塚　袈裟一

令和元年10月1日

令和2年2月28日

斉藤くにあき後援会美里支部 篠原　千賀子

たて誠一後援会 水溜　誠一

東京電力労働組合政治連盟埼玉県支部 金谷　慶國

東松山市山口泰明後援会 伊田　登喜三郎

松井ひろし後援会 松井　弘

令和2年3月31日

令和元年12月16日

令和元年11月7日

令和2年3月23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

主たる事務所の所在地 埼玉県入間郡三芳町藤久保６２１１日本共産党三芳町委員会内 埼玉県入間郡三芳町北永井８７１－６（２－４０４）瀬尾方

代表者の氏名 光下　重之 瀬尾　勇

会計責任者の氏名 杉本　しげ 中山　信代

代表者の氏名 堀越　博文 金泉　婦貴子

会計責任者の氏名 森田　敏男 山田　敏夫

山田としお後援会 星野　忠義 代表者の氏名 星野　忠義 冨田　金治 令和元年12月1日

連合埼玉の会 近藤　嘉 会計責任者の氏名 平尾　幹雄 佐藤　道明 令和2年3月16日

※　令和３年１１月２９日に「髙橋ひであき後援会」の代表者の氏名を訂正しました。

　（訂正前）高橋英明　→　（訂正後）髙橋英明

みんなの手で新しい町政をつくる会 光下　重之

山口たいめい市町村議会議員連絡協議会 堀越　博文 令和元年12月1日

令和2年3月30日


