
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24年4月27日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　滝　瀬　　副　次

（平成24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

公明党羽生総支部 会計責任者 大内　清心 斎藤　隆 平成24年3月14日

自由民主党騎西支部 会計責任者 二宮　良 石川　隆夫 平成24年3月14日

自由民主党埼玉県遺族会支部 会計責任者 川瀬　剛三 双木　甲司 平成24年3月8日

自由民主党埼玉県生命尊重支部 会計責任者 饗庭　暁美 手塚　利夫 平成24年3月13日

自由民主党埼玉県トラック支部 会計責任者 無川　一男 小松崎　義彦 平成24年3月12日

会計責任者 田口　幸隆 神保　淳

主たる事務所の所在地 さいたま市大宮区桜木町１－１１－９
さいたま市中央区上落合９－９－４

－２０２日本環境クリアー株式会社内

代表者 小林　周三 中村　健

主たる事務所の所在地 比企郡吉見町北吉見２４８８－１４ 比企郡吉見町和名７０８

代表者 須賀　敬史 岡田　栄次

会計責任者 保谷　武 比企　孝司

民主党埼玉県総支部連合会 会計責任者 森岡　洋一郎 小野塚　勝俊 平成24年3月26日

自由民主党埼玉ビルメンテナンス支部 平成24年3月21日

自由民主党吉見支部 平成24年3月27日

自由民主党蕨支部 平成24年3月30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

明るい未来をつくる越谷市民の会 主たる事務所の所在地 吉川市きよみ野２－１４－６－１０２ 越谷市東越谷９－２６－３－２ 平成24年3月27日

代表者 鈴木　秀昭 加藤　喜重

主たる事務所の所在地
日高市原宿３３６－７タワー
マンションToshi２０２号

日高市原宿３２７－７

いきいき鳩ヶ谷みんなの会 主たる事務所の所在地 川口市芝下３－６－１２ 川口市三ツ和１－１３－５ 平成24年3月28日

伊東康夫後援会 会計責任者 伊東　進 神山　家立 平成24年3月28日

井上えいじ後援会 会計責任者 岡安　光男 小川　登志雄 平成24年3月27日

井上えいじを育てる会 会計責任者 岡安　光男 小川　登志雄 平成24年3月27日

代表者 宮岡　宏太郎 小澤　稔夫

会計責任者 大河内　裕之 小髙　儀三郎

枝久保喜八郎後援会 会計責任者 枝久保　礼子 加藤　尚武 平成24年3月30日

大沢よしお後援会 代表者 鈴木　秀昭 加藤　喜重 平成24年3月26日

大舘たかゆき後援会 会計責任者 澤田　博 大舘　甚平 平成24年3月30日

岡部かずお後援会 代表者 櫻井　勲雄 中村　勝由 平成24年3月1日

桶本大輔後援会 主たる事務所の所在地 さいたま市南区根岸１－６－１６ さいたま市南区神明２－３－５ 平成24年3月26日

春日部市医師連盟 主たる事務所の所在地
春日部市南１－１－７　東部
地域振興ふれあい拠点施設６階

春日部市中央６－６－１１ 平成24年3月29日

名称 春日部市薬剤師連盟 春日部薬剤師連盟

主たる事務所の所在地
春日部市南１－１－７　東部
地域振興ふれあい拠点施設６階

春日部市中央２－１７－１４
マルタカマンション２０６号

勝浦あつし後援会 主たる事務所の所在地 蓮田市関山２－８－６－５ 蓮田市関山２－８－２８　クレストール２０３ 平成24年3月30日

加藤清後援会 主たる事務所の所在地 日高市高岡４６３ 日高市高岡１８１－２ 平成24年3月5日

代表者 加藤　由利子 斉藤　栄作

会計責任者 飛田　治雄 田口　実

金井塚徳一後援会 会計責任者 鈴木　国雄 金井塚　健治 平成24年3月16日

平成24年3月21日加藤ひろやす後援会

明るく元気な日高をつくる会 平成24年3月26日

入間郡市農協政治連盟 平成24年3月26日

春日部市薬剤師連盟 平成24年3月13日



川辺よしのぶ後援会 会計責任者 田村　晶子 小林　芳雄 平成24年3月27日

岸川みつしげ後援会 会計責任者 岸川　右子 橋本　喜行 平成24年3月23日

北足立農協政治連盟 会計責任者 神田　隆雄 山根　信夫 平成24年3月28日

郷和護心會 主たる事務所の所在地
狭山市笹井１－１５－１２
けやきマンション２－３０３

入間市野田９５７－５ 平成24年3月30日

均友会 主たる事務所の所在地 戸田市新曽２４３１ 戸田市喜沢南２－９－１１ 平成24年3月28日

名称 県北振興懇話会「青藍」 北部地域懇話会「青藍」

会計責任者 飛田　治雄 森田　慎一

代表者 山野　智彦 佐々木　正子

主たる事務所の所在地 さいたま市北区日進町２－１７７６－７ さいたま市北区別所町４６－２８

幸福実現党埼玉県本部 代表者 鈴木　こず恵 大塚　祐子 平成24年3月1日

幸福実現党草加後援会 会計責任者 仙波　洋子 新井　博 平成24年3月1日

代表者 山田　長蔵 鈴木　拓哉

会計責任者 北村　規子 清水　好江

主たる事務所の所在地 富士見市鶴馬２－６－１９
富士見市西みずほ台２－８－１６
第一村田ロイヤルハイツ３０６

小林ひでお後援会 会計責任者 小林　薫 橋本　英和 平成24年3月19日

埼玉から地域が主役の改革を推進・
支援する会（略称埼玉改援隊）

会計責任者 清水　典子 大島　義信 平成24年3月27日

埼玉県行政書士政治連盟 会計責任者 波澄　哲夫 堀切　定夫 平成24年3月14日

埼玉県鍼灸師連盟 会計責任者 大塚　仁 柴田　浩平 平成24年3月5日

埼玉県電気工事政治連盟 会計責任者 細田　和成 井上　吉造 平成24年3月12日

埼玉県電機商業政治連盟 代表者 加藤　博 荒井　昇 平成24年3月26日

埼玉県トラック政治連盟 会計責任者 無川　一男 小松崎　義彦 平成24年3月12日

埼玉県水落敏栄後援会 会計責任者 川瀬　剛三 双木　甲司 平成24年3月8日

斉藤くにあき後援会 会計責任者 竹鼻　弘 坂本　康高 平成24年3月27日

市民がつくる地域の福祉 主たる事務所の所在地 新座市新座２－１８－１４－１０１ 新座市新座２－１７－７ 平成24年3月22日

下田かずすけ後援会 会計責任者 吉田　千恵子 藤山　公道 平成24年3月14日

県北振興懇話会「青藍」 平成24年3月21日

幸福実現党大宮後援会 平成24年3月14日

幸福実現党富士見後援会 平成24年3月9日



しもだのりこ後援会 会計責任者 髙杉　睦 霜田　輝雄 平成24年3月19日

新社会党埼玉県本部 会計責任者 後藤　孔達 新井　勝 平成24年3月27日

新時代の風 代表者 高橋　利金 平野　正光 平成24年3月21日

新政経調査会 代表者 松永　寿恵 松永　桂子 平成24年3月26日

住み良い故郷を創る市民の会 主たる事務所の所在地 北本市高尾４－２３７ 北本市中央３－７０　妹尾ビル２階 平成24年3月29日

政経ルネッサンス２１ 主たる事務所の所在地 草加市高砂１－５－１４　ＤＳ草加ビル６Ｆ 草加市草加１－１０－１　グリーンヒルズ１Ｆ 平成24年3月22日

青藍舎 会計責任者 飛田　治雄 斉藤　栄作 平成24年3月21日

全日本不動産政治連盟 会計責任者 真壁　光夫 八鍬　祐一 平成24年3月19日

髙木まり「さいたま」変革プロジェクト 主たる事務所の所在地 さいたま市北区宮原町２－１６－１８ さいたま市北区宮原町２－１６－１９ 平成24年3月29日

高田栄後援会 代表者 高津　八郎 高田　栄 平成24年3月30日

「チーム白川」 会計責任者 岡村　宣夫 浅子　勝美 平成24年3月30日

土屋惠一後援会 代表者 久保　久次 雪平　好次 平成24年3月29日

稲松会 主たる事務所の所在地 草加市稲荷５－１８－３９ 草加市稲荷４－６－２０ 平成24年3月28日

中島隆一後援会 会計責任者 佐田　庸夫 佐藤　正巳 平成24年3月19日

中野あきらとともに歩む会 会計責任者 菅原　誠 鈴木　恒志 平成24年3月23日

代表者 戸田　駿 斉藤　文雄

会計責任者 清水　邦男 中里　功

滑川町議会平政会 会計責任者 北堀　一廣 金井塚　徳一 平成24年3月28日

成田のぶよし後援会 会計責任者 成田　靖子 竹腰　毅 平成24年3月26日

日本遺族政治連盟埼玉県本部 会計責任者 川瀬　剛三 双木　甲司 平成24年3月8日

橋本利弘後援会 代表者 加賀美　幸夫 橘川　了 平成24年3月29日

日高市民ネットワーク２１ 日高のビタミン 代表者 加藤　清 浅野　博 平成24年3月5日

平社輝男後援会 代表者 秋山　登 渡辺　岩雄 平成24年3月30日

富士見明るい市政をすすめる市民の会 代表者 竹村　正彦 萩原　武 平成24年3月13日

藤屋きよみと地域の会 主たる事務所の所在地
富士見市東みずほ台３－１－１

松の木マンション３０２
富士見市鶴馬３２９６－２７ 平成24年3月29日

舟橋功一後援団体連絡協議会 代表者 久保田　孝男 井上　精一 平成24年3月23日

中村おくお後援会 平成24年3月27日



星野みつひろ後援会 代表者 日鼻　靖 正木　照男 平成24年3月27日

名称 本多正樹政治研究会 本多正樹後援会

代表者 本多　正樹 本多　民明

ますだ幹男後援会 代表者 増田　清高 富張　勉 平成24年3月28日

三神たかしと未来の見沼区を創る会 会計責任者 三神　洋子 三神　満雄 平成24年3月6日

宮田利雄後援会 代表者 栗原　文雄 小柳　明雄 平成24年3月26日

森田精一後援会 代表者 加藤　正勝 三田　良作 平成24年3月29日

代表者 吉田　準一 柳沢　功一

会計責任者 瀬戸　知英子 大山　安司

主たる事務所の所在地 八潮市南後谷７３２ 八潮市南川崎１７８

代表者 佐藤　七郎 石渡　昶

会計責任者 梁瀬　尚子 梁瀬　修一

勇志の会 会計責任者 清水　典子 大島　義信 平成24年3月27日

勇政会 会計責任者 清水　典子 大島　義信 平成24年3月27日

吉田光雄後援会 代表者 吉田　光雄 高橋　佐太郎 平成24年3月27日

吉野いくえを応援する会 会計責任者 榎本　秀雄 平成24年3月15日

本多正樹政治研究会

八潮市議会自民クラブ 平成24年3月23日

やなせさとし後援会 平成24年3月27日

平成24年3月14日


