
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25年5月7日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　滝　瀬　　副　次

（平成25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

代表者 大塚　司朗 関口　修

会計責任者 大戸　久一 松葉　幸雄

主たる事務所の所在地 比企郡小川町大塚７９－１ 比企郡小川町小川１２３０

自由民主党埼玉県第一選挙区支部 主たる事務所の所在地 さいたま市浦和区常盤９－２７－９ さいたま市浦和区高砂１－１０－１８コスモビル４Ｆ 平成25年3月4日

自由民主党埼玉県理容支部 会計責任者 若山　有 近衛　正芳 平成25年3月19日

自由民主党庄和支部 会計責任者 前島　喜一 鈴木　保 平成25年3月29日

自由民主党生命尊重支部 代表者 手塚　邦智 饗庭　暁美 平成25年3月13日

自由民主党吉川支部 会計責任者 中嶋　通治 斉藤　詔治 平成25年3月28日

代表者 大島　敦 山根　隆治

会計責任者 阪本　克己 森岡　洋一郎

民主党埼玉県第１３区総支部 主たる事務所の所在地 春日部市粕壁１－４－２８－３Ｆ 春日部市粕壁東１－１－７Ｍビル２Ｆ 平成25年3月6日

会計責任者 嶋田　淳 畠山　稔

主たる事務所の所在地 川越市新富町２－３０－３－１Ｆ 川越市渋井９７６－１

みんなの党埼玉県第１５区支部　 主たる事務所の所在地 さいたま市南区南浦和１－３０－１４ さいたま市南区白幡５－６－２９－１０６ 平成25年3月6日

みんなの党埼玉県第１区支部 会計責任者 早野　啓子 日色　麗 平成25年3月28日

自由民主党埼玉県支部連合会小川支部 平成25年3月21日

平成25年3月12日民主党埼玉県総支部連合会

民主党埼玉県第７総支部 平成25年3月12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

石川ともあき励ます会 会計責任者 佐藤　智彦 渋谷　高弘 平成25年3月1日

うるしばた和司後援会 代表者 佐藤　八十春 平成25年3月12日

加那友の会・田島加那子後援会 主たる事務所の所在地 上尾市西門前２８６ 上尾市西門前２７１ 平成25年3月8日

川辺よしのぶ後援会 代表者 佐藤　文雄 山中　礼一 平成25年3月28日

寛和会 会計責任者 石井　晶子 石田　雅靖 平成25年3月18日

北足立郡市医師連盟 会計責任者 宮坂　良介 仁科　哲雄 平成25年3月21日

郷和護心會 主たる事務所の所在地 入間市高倉４－１２－１若宮ハイツ２０３ 狭山市笹井１－１５－１２けやきマンション２３０３ 平成25年3月25日

行田から国会議員をつくる会 代表者 瀬山　文孝 今村　武蔵 平成25年3月14日

工藤まさじ後援会 名称 工藤まさじ後援会 工藤正司後援会 平成25年3月21日

県北から女性県議を実現する会 主たる事務所の所在地 熊谷市石原４７９－１０ 深谷市上野台２３９０－２ 平成25年3月8日

幸福実現党朝霞・志木後援会 会計責任者 北村　規子 金子　肇 平成25年3月8日

代表者 豊田　利雄 渡辺　元春

会計責任者 野口　佐知子

主たる事務所の所在地 越谷市宮本町２－１３６ 越谷市東町３－２３１－８

会計責任者 鈴木　こず恵 金澤　千鶴子

主たる事務所の所在地 春日部市増富２６７－７ さいたま市北区大成町４－１３４武州ビル２０２

幸友会田島照幸後援会 主たる事務所の所在地 上尾市西門前２８６ 上尾市西門前２７１ 平成25年3月8日

越谷市医師連盟 代表者 天草　大陸 藤田　安幸 平成25年3月28日

子どもにツケをまわさない＠狭山市民倶楽部 会計責任者 大島　章子 山屋　哲志 平成25年3月27日

五野上しげじ後援会 会計責任者 五野上　初江 五野上　正雄 平成25年3月29日

埼玉県介護老人保健施設連盟 会計責任者　 八木　久美子 日景　潤 平成25年3月29日

埼玉県商工政治連盟宮代支部 会計責任者 鈴木　充 野口　秀雄 平成25年3月29日

代表者 森田　重之 齋藤　正

会計責任者 飯田　政義 碓井　勝也

幸福実現党越谷後援会 平成25年3月4日

幸福実現党埼玉県本部

埼玉土地家屋調査士政治連盟

平成25年3月22日

平成25年3月13日



埼玉未来２１ 主たる事務所の所在地 川越市新富町２－３０－３－１Ｆ 川越市渋井９７６－１ 平成25年3月12日

斉藤かつみ後援会 主たる事務所の所在地 和光市中央１－２－１３－２０６ 和光市中央１―３―４９ 平成25年3月1日

しんげの会 代表者 越司　弘 吉岡　秀一 平成25年3月28日

女性市長で明るい桶川をつくる会 名称 女性市長で明るい桶川をつくる会 新しい市長をつくる会 平成25年3月5日

名称 鈴木よしひろ後援会連合会 鈴木よしひろ後援会

会計責任者 内田　和夫 大久保寛行

誠色会 会計責任者 早野　啓子 日色　麗 平成25年3月28日

代表者 河合　宏 畠山　正良

主たる事務所の所在地 八潮市八潮２－２７－１０ 八潮市木曽根３６０‐１

関口まさかず埼玉県歯科医師後援会 代表者 野本　清福 井口　務 平成25年3月29日

全日本不動産政治連盟埼玉県本部 主たる事務所の所在地 さいたま市浦和区高砂３－１０－４全日埼玉会館 さいたま市桜区西堀１―１１―３９ 平成25年3月19日

たけなみ万吉後援会連合会 代表者 平野　克幸 川瀬　康彰 平成25年3月21日

所沢未来塾 会計責任者 佐藤　三雄 伊藤　太士郎 平成25年3月11日

中村正義後援会 代表者 根津　光興 鈴木　邦彦 平成25年3月25日

なるみ和美後援会 名称 なるみ和美後援会 鳴海和美後援会 平成25年3月21日

日本共産党松本ひろかず後援会 会計責任者 清水　雅子 渡辺　伸也 平成25年3月1日

日本労働党埼玉県委員会 代表者 吉沢　章司 安藤　正之 平成25年3月5日

代表者 日色　隆善 日色　麗

会計責任者 早野　啓子 新井　富之

東入間医師連盟 会計責任者 岸　昌哉 竹下　得三 平成25年3月15日

松本あやサポーターズクラブ 代表者 鳥海　努 築根　英樹 平成25年3月25日

代表者 岸波　誠 河村　斌

会計責任者 岩根　智江 大堀　幹雄

松本英彦後援会 代表者 中野　勇一 一柳　悦蔵 平成25年3月27日

宮沢則之後援会 会計責任者 宮澤　恵里子 伊藤　武夫 平成25年3月19日

みよしをやさしい街にする会 代表者 高橋　恒彦 鈴木　正武 平成25年3月28日

みんなの会ｉｎ日高 主たる事務所の所在地 日高市上鹿山１０１－２ファミールアイド１０２ 日高市新堀２５４－４ 平成25年3月14日

日色たかよし後援会 平成25年3月28日

松本さちえ後援会 平成25年3月18日

鈴木よしひろ後援会連合会

清友会 平成25年3月28日

平成25年3月12日



もりおか洋一郎後援会 主たる事務所の所在地 春日部市粕壁１－４－２８－３Ｆ 春日部市粕壁東１－１－７Ｍビル２Ｆ 平成25年3月6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
かつ法第十九条の七第一項第二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 森田　俊和　 －

公職の種類 衆議院議員 －

代表者 白石　昌之 坂本　友雄

会計責任者 大門　憲一

勇政会 主たる事務所の所在地 さいたま市見沼区東大宮７－７０－３－１Ｆ さいたま市見沼区風渡野４３０－６１－１Ｆ 平成25年3月28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
かつ法第十九条の七第一項第二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　 神山　佐市 －

公職の種類 衆議院議員 －

森田としかず後援会 平成25年3月13日

優しい街づくりの会 平成25年3月22日

ラブリ－ふじみ 平成25年3月29日


