
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3月29日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　滝　瀬　　副　次

（平成25年2月1日～2月28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 松本　徹 神谷　雄三

主たる事務所の所在地 蕨市錦町１－２－１７ 戸田市下前２－１－３５－１０６

代表者 船橋　延嘉 山中　礼一

会計責任者 田村　昌子 小林　芳雄

自由民主党上尾支部 会計責任者 箕輪　登 平野　佳洋 平成25年2月26日

自由民主党埼玉県北第一区第一支部 会計責任者 大野　守 藤井　重美 平成25年2月27日

自由民主党埼玉県第十二選挙区支部 会計責任者 長濱　憲 髙鹿　三恵子 平成25年2月26日

自由民主党埼玉県第七選挙区支部 主たる事務所の所在地 富士見市鶴瀬東２－１４－３ 富士見市東みずほ台２－９－５ 平成25年2月5日

自由民主党草加支部 会計責任者 中野　修 小澤　敏明 平成25年2月12日

自由民主党秩父支部 会計責任者 大野　守 藤井　重美 平成25年2月27日

代表者 星野　光弘 神山　佐市

主たる事務所の所在地 富士見市鶴瀬２６１２－７ 富士見市針ヶ谷２－１０－１４

名称 日本維新の会衆議院埼玉県第１０選挙区支部 日本維新の会衆議院埼玉県第１０区選挙区支部

主たる事務所の所在地 東松山市材木町２０－９ 東松山市材木町６－１６

みどりの風埼玉県支部 会計責任者 叶　俊寛 有働　正 平成25年2月19日

民主党埼玉県第９区総支部 会計責任者 原澤　久 岡田　哲朗 平成25年2月15日

日本維新の会衆議院埼玉県第１０選挙区支部

平成25年2月5日公明党戸田総支部

平成25年2月1日社会民主党久喜支部

平成25年2月22日自由民主党富士見支部

平成25年2月26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

新井実後援会 代表者 新井　實 新井　実 平成25年2月25日

井上なおこ後援会 代表者 井上　満恭 井上　岩男 平成25年2月22日

宇田川宣三後援会 代表者 中山　修 田中　眞藏 平成25年2月8日

名称 大空会 ゆう友会

主たる事務所の所在地 東松山市材木町２０－９ 東松山市材木町６－８

代表者 黒澤　英典 中川　幸廣

主たる事務所の所在地 白岡市小久喜１２０３－１ 白岡市西２－８－２７

名称 岡地まさる後援会 おかちまさる後援会

代表者 和久津　和夫 小林　孫一

代表者 関口　貫市 栗原　光由

会計責任者 早川　昭 立花　勝蔵

桶川・伊奈の明日を考える会 名称 桶川・伊奈の明日を考える会 おかちまさるを応援する会 平成25年2月12日

環境保護団体政治結社清流無限塾 会計責任者 山口　秀男 金原　好明 平成25年2月21日

北堀あつし後援会 会計責任者 大野　守 大嶌　好男 平成25年2月27日

代表者 森山　明子 原　研二

会計責任者 森山　明子 須永　利江

主たる事務所の所在地 北本市本宿６－１９１－２ 北本市本宿６－２６２－１

幸福実現党入間後援会 会計責任者 青木　幸江 冨山　健二 平成25年2月28日

幸福実現党浦和後援会 会計責任者 増島　千尋 櫻井　万里子 平成25年2月6日

幸福実現党大宮後援会 会計責任者 狭間　絵里 吉野　弘通 平成25年2月27日

大空会 平成25年2月26日

平成25年2月20日岡しげお後援会

岡地まさる後援会 平成25年2月28日

平成25年2月25日奥沢和明後援会

幸福実現党上尾後援会 平成25年2月27日



代表者 船見　泰市 黒田　祐弘

会計責任者 越智　孝世 渡辺　千代子

主たる事務所の所在地 春日部市内牧２２７５－８ 春日部市武里中野６９２－５

幸福実現党川口後援会 会計責任者 萩原　佐久子 高橋　豊子 平成25年2月12日

幸福実現党川越後援会 会計責任者 佐々木　正子 伊藤　弘子 平成25年2月21日

幸福実現党久喜後援会 会計責任者 岩井　宏太 工藤　由美 平成25年2月25日

幸福実現党熊谷後援会 会計責任者 清水　鉄男 岩井　宏太 平成25年2月20日

幸福実現党坂戸後援会 会計責任者 千葉　伸二 田中　美津代 平成25年2月28日

幸福実現党幸手後援会 会計責任者 植村　大生 河原　多江子 平成25年2月4日

幸福実現党秩父後援会 会計責任者 新井　二三子 飯野　悟美 平成25年2月7日

幸福実現党所沢後援会 会計責任者 團　千尋 佐藤　初枝 平成25年2月13日

幸福実現党武蔵浦和後援会 会計責任者 岩井　宏太 高橋　淳子 平成25年2月7日

行和会 会計責任者 叶　俊寛 有働　正 平成25年2月19日

埼玉県商工政治連盟富士見支部 会計責任者 栁田　政男 斉藤　重治 平成25年2月25日

埼玉県商工政治連盟松伏支部 代表者 小島　朗 横川　勲 平成25年2月26日

しもだのりこ後援会 代表者 島内　利行 峰岸　岩雄 平成25年2月4日

国会議員関係政治団体の区分 法第19条の７第１項第１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 松本　佳和 －

公職の種類 衆議院議員 －

新和会 会計責任者 佐藤　剛 馬場　勉 平成25年2月5日

関一幸後援会 会計責任者 関　由加里 渡辺　陽子 平成25年2月22日

関野かねたろう後援会 代表者 小峰　一夫 細谷　昇 平成25年2月13日

全国小売酒販政治連盟埼玉県支部 会計責任者 加島　哲雄 齋藤　芳男 平成25年2月27日

中村ただし後援会 主たる事務所の所在地
さいたま市大宮区桜木町１－９－１８
Ｍｉｏ大宮１偕　中村国際事務所内

春日部市中央１－５７－３
プレアビタシオン春日部Ⅱ７０４号室

平成25年2月8日

並木正芳後援会連合会 会計責任者 和田　毅 本橋　正夫 平成25年2月4日

白鳩会 平成25年2月15日

平成25年2月4日幸福実現党春日部後援会



西沢かしゅくを育てる会 会計責任者 西沢　文隆 三木　数一 平成25年2月1日

２１世紀みらい倶楽部 会計責任者 大野　守 大嶌　好男 平成25年2月27日

はまの好明後援会 会計責任者 浜野　春美 山岸　武男 平成25年2月18日

代表者 瀬川　豊 門脇　脩

会計責任者 内田　博之 松山　眞記子

広沢文隆後援会 代表者 川原崎　暢雄 折原　四郎 平成25年2月20日

藤林ふみお後援会 会計責任者 藤林　玉江 関　文雄 平成25年2月8日

富士見市民ネットワーク 代表者 野村　静香 丸山　あき子 平成25年2月12日

勇志の会 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2月6日

吉田竹雄後援会 会計責任者 嶋﨑　清 坂上　明 平成25年2月18日

平成25年2月22日比企医師連盟


