
政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、次の政治団体から異動の届出があった。

平成26年6月19日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　滝　瀬　　副　次

（平成26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 異動事項 新 旧 届出年月日

会計責任者 加藤　光生 藤原　義春

主たる事務所の所在地 北足立郡伊奈町大針２１７－１６ 北足立郡伊奈町小室９１３６―１

自由民主党春日部支部 代表者 時田　美野吉 佐久間　実 平成26年3月10日

代表者 小島　卓 井上　昭助

主たる事務所の所在地 白岡市高岩１２９８ 白岡市白岡東１０‐１６

自由民主党羽生支部 会計責任者 諸井　奈津子 羽鳥　正行 平成26年3月31日

自由民主党八潮支部 主たる事務所の所在地 八潮市南川崎９３３ 八潮市八潮２－１８－８－１１１ 平成26年3月31日

日本共産党埼玉県委員会 代表者 荻原　初男 小松崎　久仁夫 平成26年3月19日

自由民主党伊奈支部 平成26年3月26日

自由民主党白岡支部 平成26年3月17日



２　その他の政治団体

政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

秋本昌治後援会 主たる事務所の所在地 さいたま市南区辻４－７－２７ さいたま市南区辻４―７―２７秋本武道館内 平成26年3月26日

朝霞を笑顔にする会 会計責任者 丸山　明美 丸山　英三 平成26年3月25日

朝霞を元気にする会 会計責任者 柏谷　亜紀子 丸山　英三 平成26年3月25日

朝霞地区薬剤師連盟 主たる事務所の所在地 新座市東北２－２４－３（有）ＫＰＳ内 和光市諏訪４－１０ 平成26年3月26日

明日の加須市をつくる会 会計責任者 笹原　捷夫 松本　匡史 平成26年3月10日

代表者 篠田　壽和 佐藤　裕之

会計責任者 篠田　雅央 篠田　寿和

主たる事務所の所在地 三郷市戸ヶ崎２４６５－１ 三郷市高州３－８

安全・安心の越谷をめざす市民の会 主たる事務所の所在地 越谷市砂原５４－６ 越谷市越ヶ谷２－２－１クローバービル１Ｆ 平成26年3月24日

いせだ幸正を応援する会 主たる事務所の所在地 富士見市ふじみ野東１－２３－１－５０３ 富士見市ふじみ野東２－１２－１０－１０５ 平成26年3月7日

いわや一弘後援会 主たる事務所の所在地 春日部市粕壁３ － １ ０ － ４ ５ － ９ ０ ４ 春日部市粕壁３ － １ ０ － ４ ５ － ７ ０ ５ 号 平成26年3月7日

かとう克明後援会 主たる事務所の所在地 吉川市栄町１４４３－２ 吉川市平沼２４６－１ 平成26年3月12日

名称 川口市医師連盟 川口医師連盟

会計責任者 八代　利伸 篠田　仲正

主たる事務所の所在地 川口市本町４－１－８川口センタービル４Ｆ 川口市本町４－１－８

代表者 鈴木　強人 清水　洋介

主たる事務所の所在地 入間市野田８１５－５１ 入間市高倉４－１２－１若宮ハイツ２０３

小泉初男後援会 会計責任者 加藤　弘 加藤　喜一 平成26年3月26日

幸福実現党朝霞・志木後援会 会計責任者 髙橋　葉子 北村　規子 平成26年3月17日

幸福実現党大宮後援会 会計責任者 吉田　紀美 狭間　絵里 平成26年3月4日

幸福実現党久喜後援会 会計責任者 千葉　伸二 岩井　宏太 平成26年3月10日

幸福実現党熊谷後援会 会計責任者 今井　めぐみ 清水　鉄男 平成26年3月12日

幸福実現党越谷後援会 会計責任者 仙波　洋子 平成26年3月12日

幸福実現党さいたま東後援会 会計責任者 森山　明子 酒井　春美 平成26年3月5日

幸福実現党坂戸後援会 会計責任者 清井　美穂 千葉　伸二 平成26年3月18日

川口市医師連盟 平成26年3月14日

郷和護心會

新しい三郷をつくる会 平成26年3月31日

平成26年3月31日



政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

幸福実現党幸手後援会 会計責任者 越智　孝世 植村　大生 平成26年3月13日

幸福実現党富士見後援会 会計責任者 増島　千尋 北村　規子 平成26年3月17日

幸福実現党武蔵浦和後援会 会計責任者 千葉　伸二 岩井　宏太 平成26年3月10日

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に係る国会議員関係政治団体 国会議員関係政治団体以外の政治団体

公職の候補者の氏名 輿水　恵一 －

公職の種類 衆議院議員 －

代表者 星田　憲二郎 富田　隆夫

会計責任者 斉藤　祐二 星田　憲二郎

こんの桃子後援会 主たる事務所の所在地 戸田市上戸田２－４６－９－１０１ 戸田市氷川町２－８－２８－１０８ 平成26年3月26日

ごとう孝江さんを支持する会 主たる事務所の所在地 越谷市宮本町１－６６－４越谷ニューライフ２０５号 越谷市越ヶ谷３－３－２６ 平成26年3月26日

会計責任者 上田　千津子 伊藤　謙三

主たる事務所の所在地 越谷市東越谷１－５－１７共生第二ビル１階 鶴ヶ島市富士見２－１２－１５プラザ横山クラブメゾン鶴ヶ島内

代表者 弓木　裕一 常見　義旭

会計責任者 弓木　裕一 常見　義旭

主たる事務所の所在地 白岡市西７－９－２８ 白岡市白岡１２０３

埼玉県電機商業政治連盟 主たる事務所の所在地 上尾市本町１－１－５ 上尾市本町４－９－２１ 平成26年3月19日

埼玉政経工学研究所 主たる事務所の所在地 さいたま市南区辻４－７－２７ さいたま市南区辻４―７―２７ 秋本武道館内 平成26年3月26日

酒井いくろう後援会 主たる事務所の所在地 戸田市上戸田４－２－２７－８０１ 戸田市上戸田５‐２‐９‐５０３ 平成26年3月27日

島田正一後援会 代表者 立野　修市 泉　豊 平成26年3月10日

島田正一後援会連合会 代表者 金刺　英雄 湯本　稔 平成26年3月10日

代表者 中山　欽哉 萩原　章弘

主たる事務所の所在地 さいたま市見沼区深作３－４－１７ さいたま市南区鹿手袋７－１３－３

すずき加蔵後援会 会計責任者 鈴木　信夫 上原　正二 平成26年3月28日

須永よしのぶ後援会 会計責任者 須永　国雄 神田　勇平 平成26年3月26日

代表者 美田　長彦 美田　富由

主たる事務所の所在地 三郷市彦成１－９８－１ 三郷市彦成１－２８６

埼玉県市民ネットワーク

埼玉県商工政治連盟白岡支部

自由民主党さいたま市議会議員団政治連盟

平成26年3月24日

平成26年3月24日

こしみず恵一後援会

小菅髙信後援会

住みよい三郷をつくる会

平成26年3月28日

平成26年3月25日

平成26年3月31日

平成26年3月26日



政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

関一幸後援会 会計責任者 山根　典子 関　由加里 平成26年3月26日

関根孝道後援会 主たる事務所の所在地 児玉郡上里町七本木３３６８－４ 児玉郡上里町三町５７８－４ 平成26年3月12日

関由紀夫後援会 主たる事務所の所在地 川口市八幡木３－２７－３０  川口市八幡木３－７－１グリーンパーク鳩ケ谷B-３０４ 平成26年3月26日

瀬戸健一郎とともに「だれもが幸せなまち」をつくる会 会計責任者 瀬戸　秀次郎 瀬戸　百合子 平成26年3月12日

税理士による神風英男後援会 会計責任者 須田　啓資 手塚　英夫 平成26年3月27日

税理士による山口泰明後援会 会計責任者 田端　正義 鈴木　義明 平成26年3月19日

全日本不動産政治連盟埼玉県本部 会計責任者 藤間　金吾 真壁　光夫 平成26年3月13日

高橋つとむ後援会 主たる事務所の所在地 越谷市砂原５４－６ 越谷市神明町３－４９７－３ 平成26年3月24日

秩父郡市農協政治連盟 主たる事務所の所在地 秩父市上野町２９－２０ 秩父市東町２９－２３ 平成26年3月28日

藤和会 主たる事務所の所在地 さいたま市大宮区天沼町２－９３７－１－１０８ さいたま市大宮区天沼町２－７６９－７０６ 平成26年3月28日

中野ジョーを育てる会 主たる事務所の所在地 東京都西東京市下保谷１－９－２３ 三郷市早稲田１－１２－３弥藤壱番館３０３号 平成26年3月12日

原口けんじ後援会 主たる事務所の所在地 熊谷市下奈良６３６－２０ 熊谷市中奈良１０６１ 平成26年3月14日

代表者 堀部　和政 平澤　健一郎

会計責任者 平澤　利恵 荒井　一平

町田美津子後援会 主たる事務所の所在地 本庄市小島３－３－１７ 本庄市小島２－９－１６（木村ビル） 平成26年3月31日

代表者 秋本　高幸 伍賀　喜代子

主たる事務所の所在地 さいたま市南区辻４－７－２７ さいたま市南区辻４―７―２７秋本武道館内

民政クラブ 会計責任者 篠原　亮太 宇田川　幸夫 平成26年3月25日

みんなの会ｉｎ日高 主たる事務所の所在地 日高市高麗川１－６－１０ 日高市原宿３１６－１みんと 平成26年3月17日

本木茂入間川東部後援会 会計責任者 粕谷　紀仁 安藤　努 平成26年3月25日

代表者 後藤　忠彦 増島　一正

主たる事務所の所在地 狭山市下奥富７７８ 狭山市下奥富１３４４

森田光一後援会 会計責任者 森田　昭也 石橋　久夫 平成26年3月31日

平沢健一郎後援会

みずきの会

本木茂奥富地区後援会

平成26年3月28日

平成26年3月26日

平成26年3月20日



政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

名称 躍進する埼玉 躍進する上尾の会

代表者 進藤　秋太郎 新井　英雄

会計責任者 藤本　初江 進藤　久美子

主たる事務所の所在地 桶川市上日出谷４２－７４ 上尾市小泉４１５－２

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に係る国会議員関係政治団体 国会議員関係政治団体以外の政治団体

公職の候補者の氏名 谷古宇　勘司 －

公職の種類 衆議院議員 －

山下ひろかず後援会 主たる事務所の所在地 児玉郡上里町神保原町４１６－４ 児玉郡上里町神保原町５９３－２ 平成26年3月5日

代表者 新井　康之 新井　久雄

会計責任者 島田　金次

やこう会

平成26年3月20日躍進する埼玉

平成26年3月26日

平成26年3月27日


