
平成25年5月1日
埼玉県選挙管理委員会委員長　滝瀬　副次

（１）政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

自由民主党加須支部 服部  登志雄 鎌田  勝義 加須市睦町２―７―４宮崎重寿方

自由民主党埼玉県保育推進支部 倉持　光恭 水村  吉伸 秩父郡皆野町皆野１３３７－２

みんなの党埼玉県議会第３支部 武捨  裕太 武捨  かよ子 三郷市上彦名３３３－７

（２）その他の政治団体（記載順序は５０音順）

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 主たる事務所の所在地

赤岩森夫後援会 村越　文雄 赤岩　正夫 秩父郡横瀬町大字芦ケ久保１０８０

秋山かほると市民のネットワーク 秋山  かほる 今井  敏江 上尾市平方領領家５４７

上尾の甘くないを実現する市民の会 奥　沙織 小山　求 上尾市川２０８－２

上尾の安心安全なまちづくりの会 奥　沙織 小山　求 上尾市川２０８－２

上尾の絆市民の会 小山　求 奥　沙織 上尾市川２０８－２

上尾の福祉を充実市民の会 小山　求 奥　沙織 上尾市川２０８－２

上尾の文化芸術をめる市民の会 小山　求 奥　沙織 上尾市川２０８－２

浅川万次郎後援会 高橋  松治 浅川  幸子 朝霞市溝沼４－８－４３

浅野ひろこ後援会 浅野　寛子 星野　令光 新座市畑中１－８－７

新しい市政を創る会 大熊  実 吉沢  一彦 草加市吉町４―５―２４

阿部東悦後援会 栗加  正 平田  博子 北本市二ツ家１―３３３（２―１１１０）

甘くない！上尾市民の会 小山　求 奥　沙織 上尾市川２０８－２

　次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成２５年４月２日以後、政治活動
（選挙運動を含む。）のために寄附を受け又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき公表する。



『新井いたる』と県政を考える会 新井  格 新井  馨 入間市仏子７６９－２ダイアパレス５１４

新井金作後援会 渡辺　賢蔵 新井　美恵子 上尾市谷津２－１－５０－４２

新井せいじ後援会 根岸　光男 新井　清貴 熊谷市新堀新田２３１

池上東二後援会 宮  多吉 池上  恒雄 蕨市錦町５－３－１０

石井康二後援会 清水  紀男 村田  宗久 大里郡寄居町寄居３５２－１

石川新一郎後援会 石川  新一郎 石川  松江 富士見市東大久保１６１９

いそだ和男後援会 磯田  和男 磯田  奈緒美 さいたま市浦和区常盤１－５－１

一新の会 大嶋　洋介 大嶋　千恵 北本市中丸２－６９

伊藤あきら後援会 斉藤　達 伊藤　三郎 狭山市入間川３－３０－９

伊藤岳後援会 川野  幸徳 酒井  隆三 さいたま市浦和区仲町３－２－２４品田ビル２０１

井上けんじ後援会 福田　建二 山下　浩行 入間郡毛呂山町西戸７７１－１

井上茂後援会 根本  護 井上  道太郎 上尾市東町二―４―１１

入間市から埼玉県政を考える会 藤木  照治 横田  康博 入間市宮寺２９９７－１

岩槻を応援する会 江原  大輔 江原  幸枝 さいたま市岩槻区本町４－２－１１

新井金作を埼玉県議会へ送る会 三澤  春樹 新井  美恵子 上尾市谷津２－１－５０－４２

臼田喜之後援会 池田  雅之 青木  啓一 桶川市西１－１２－１３

浦和政経調査会 近藤  豊 近藤  輝次 さいたま市緑区下野田４６６

浦和の未来を３６５日考える会 野上  美樹 野上  潤 さいたま市浦和区前地３－１１－１５－２０２

江原チエコと共に歩む会 江原　千恵子 島根　美代子 越谷市東越谷１０－３６－１

大久保博幸後援会 大久保  一男 大久保  智治 大里郡寄居町赤浜６９９

大沢のぶゆき後援会 大沢  信幸 西田  忠 桶川市坂田３３２‐３

大島輝雄後援会 大島  英雄 大島  喜久男 児玉郡美里町阿那志１０１２

大島まさのり後援会 吉川  貞治 大島  ミエ子 狭山市狭山台１－１８－３

岡野つとむ後援会 岡野　敏和 清水　弘 入間郡毛呂山町西大久保６９４－１



小川健一後援会 小川　伊七 小林　あや子 北葛飾郡杉戸町杉戸４４９－２

越阪部征衛後援会 箱  尚弘 越阪部  大典 所沢市牛沼３１３－６

小野幸夫後援会 小野  幸夫 小野  勝八 羽生市西４‐６‐７  シティパレス羽生７‐１０７

賢い有権者の会 鹿島  真理 伊藤  千穂 さいたま市浦和区前地２－１４－４

合併完結市民の会 磯貝  隆三郎 玉井  恵章 川口市辻６９４

唐沢しょういち後援会 唐沢  捷一 唐沢  捷一 南埼玉郡宮代町中央２－１７－９

川島よしのりを応援する会 吉田  正 川島  裕子 蕨市塚越５－３９－１４

木岡たかし後援会 木岡  崇 神  博則 川口市東川口２－３－６－５０４

きたもと未来の会“自立と協働、責任ある改革” 伊藤  堅治 桂  祐司 北本市本町１－１１１北本市議会議員控室内

行政手続研究会 島村  充 島村  洋子 上尾市平塚７５８－１

きりしき光雄後援会 豊田  正信 今村  一恵 草加市瀬崎町１３３１－３

木を実らせる会 木下  博信 泉  栄嗣 草加市吉町５－１１－３６

クリーン鳩ヶ谷市民の会 菅野  勲 石田  奉子 川口市辻１１５２

栗原英夫後援会 栗原  英夫 栗原  博之 比企郡鳩山町奥田４０３

郡心会 程島　明 程島　正直 狭山市水野４４３－８

けやきの会 岡地  優 細谷  良作 桶川市坂田１６

減税川口 富澤  太志 立花  猛 川口市前上町２９－３０

小池厚と未来を考える会 小池  厚 和泉  優 熊谷市沼黒１２

鴻巣維新クラブ 瀧澤  浩 瀧澤  利治 鴻巣市郷地６９０

こうのよしとくを応援する会 河野　芳徳 河野　英男 志木市本町６－２７－８－２０３

こうろく栄助後援会 利根川  直行 高鹿  栄美子 吉川市保６５０ 

国柱社 若林　良二 下田　清 狭山市笹井２９９２－１

小暮一後援会 清水  一郎 小暮  作次 鴻巣市関新田１０６

小林一雄後援会 青木　恒夫 櫻井　幸次郎 比企郡小川町青山８３６－１



小林秀年後援会 小林  秀年 小林  秀年 大里郡寄居町秋山１２８

小林ひろし後援会 竹内  彰 小林  桃子 川口市朝日２－２０－１４－１０２

小林もりとし後援会 小林　守利 小林　美仁 上尾市井戸木４－１６－３

こやの剛後援会 小谷野  剛 金子  純也 狭山市東三ツ木６９－３２

近藤豊後援会 石井  金三郎 宮沢  又吉 さいたま市緑区下野田４６６

埼玉県政を刷新する会 坪田  光治 坪田  正治 北葛飾郡杉戸町杉戸７－５－１７

さいたま市の未来を考える会 中村  正直 小池  豊和 さいたま市南区文蔵１－１６－１０細井ビル２Ｆ

埼玉政経懇話会“かがやき” 高橋  信次 宮本  栄次 坂戸市関間２－９－７

榊原秀忠後援会 榊原  秀忠 榊原  伸吉 川口市北原台１－２７－１６

さくら草倶楽部 島崎　豊 島崎　千代子 さいたま市桜区西堀２－７－１６第１さくら荘５号室

刷新の会 朝田　和宏 福野　未知留 八潮市中央１－２－１

佐藤秀雄後援会 新藤  雄三 新藤  勝子 さいたま市中央区本町東４－１５－１０

さやま新政策研究会 伊藤　彰 伊藤　三郎 狭山市入間川３－３０－９

狭山．見 田中  寿夫 田中  紀子 狭山市水野５０７－１

三宮ゆきお後援会 三宮  幸雄 根岸  成子 北本市西高尾１－２５９

試験制度を透明化し、明るい社会を作る会 武田　信弘 武田　キミ子 上尾市上町２－１２－４

島村みつると上尾市を考えるネットワーク 島村  充 島村  洋子 上尾市平塚７５８―１

島村みのる後援会 岡村  洋 大野  勇 上尾市大字上１２９６

市民の手で新しい入間市をつくる会 曽雌  正一 柴田  睦子 入間市仏子６０３‐１  １７号棟２０４

昌道義塾 千葉　昌司 紺野　雅男 蕨市塚越７－３７－１１第１新和ハイツ３０５号

翔雄会 谷  哲 阿部  東悦 北本市宮内７－７０

しらね大輔鳩ヶ谷後援会 礎貝  隆三郎 鈴木  尹宏 川口市里３４２

新風２１ 田中  寿夫 田中  紀子 狭山市水野５０７－１

親和会 内田  重義 扇原  稔夫 秩父市下影森６９３－２９



スイカの会 相馬　正人 相馬　正人 桶川市坂田１９－１

すがわら恵子後援会 佐藤  要 川村  俊雄 所沢市宮本町２－２４－１８

「好きです！和光」の会 岸菜  靖夫 笠井  登 和光市白子２―９―２２―１０５

すずき明子を育てる会 木　一光 木　一光 新座市東２－１０－１３

鈴木春雄を支える会 和田  孝夫 藤井  徳平 入間郡越生町越生６７４―４

砂川ただしげ後援会 砂川  育之 岩田  博明 桶川市川田谷２３９７－１

すみよい朝霞市の未来をつくる会 黒川　滋 小堀田　忍 朝霞市三原３－３１－９－４０４黒川方

清一会 秋本  清一 秋本  一男 さいたま市南区辻４－７－４

政治結社　心會 北原　裕作 平岡　真奈武 入間市小谷田３－６－４５

政治団体ＹＫＺＣ 永井  敬八 永井  明美 戸田市中町１－２１－１７

正清会   正夫   三枝 吉川市会野谷１－１－１

税理士による石田勝之後援会 小内　利博 小林  政氏 川口市差間３－２－４０

青流会 諸口  高男 三ッ木  茂夫 狭山市青柳７２６

関根ともみと歩む会 関根　知実 須田　賢 新座市野火止８－２１－２－６０３

せき勝後援会 関  勝 黒澤  幸司 鶴ヶ島市富士見２―３５―２５―１０５

泰山会 福原  秀夫 高橋  泰夫 川口市並木１‐１０‐１８

太陽の会 丹羽  國臣 田中  紀子 狭山市水野５０７－１－１Ｆ

田博之後援会 井田  良夫 田  清治 深谷市上敷免３２２

たかなしとしこと歩む会 高梨　耕治 小　清次 川越市福田９５３

野勝盟後援会 井上  玉三 浅見  芳雄 秩父市滝の上町２‐１

高橋信次後援会 遠藤  達夫 富沢  忠三郎 坂戸市関間２―９―７

橋たつお後援会 原  千里 橋  満子 入間郡毛呂山町中央１－１２－２

高橋哲夫と秩父を元気にする会 橋  哲夫 橋  昭子 秩父市熊木町２－３

高橋伸治後援会 若山　徳司 橋　成治 北本市西高尾１－２１４



武会 野  勝盟 川澄  満夫 秩父市滝ノ上町２－１

立川あすか街づくりの会 半澤　優子 橋　由紀子 新座市新堀３－１０－５ハレースター２０１

田中たねお後援会 田中　実 田中　和子 比企郡鳩山町赤沼４５９

谷てつひろ後援会 市川  松樹 阿部  東悦 北本市本宿５－１４６

地域から埼玉を変える県民会議 桂  祐司 依木  令子 北本市中丸１－１１３

地域の明日を考える会 秋本  清一 高橋  央 さいたま市南区辻４－７－４

地方政治経済研究グループ「一心会」 後藤  久雄 広嶋  孝文 鶴ヶ島市鶴ヶ丘２８－１

津久井やすお後援会 岩田　豊人 津久井　大雄 大里郡寄居町寄居９１６－１２

強い杉戸をつくる会 新井　雅樹 菅原　政規 北葛飾郡杉戸町宮前１６７－９６

とぐち佐一後援会 神宮　勝雄 高野　昇時 上尾市原市３２０６－６

冨永ゆかを育てる会 齊藤  剛 堀切  順子 三郷市早稲田３－７－１－１０２

豊島亮介後援会 馬島  友二郎 市毛  大助 北葛飾郡杉戸町杉戸２－３－６ＮＴＴ杉戸ビル２ＦソプレSUGITO内

中川浩を応援する会 中川  浩 中川  浩 狭山市富士見１－３－６クレアメゾン狭山６０１

中沢さだお後援会 井上  和夫 福島  恵美子 児玉郡美里町甘粕３７９－２

長島しげる後援会 長島  茂 浅見  世次 比企郡吉見町北吉見７２６－２

中野徹後援会 上手  一雄 榎本  武彦 草加市中根２－１９－３

中村和平後援会 中村　和平 中村　和平 新座市石神３－１７－１９

新島みつあき後援会 福本　憲生 新島　俊雄 桶川市下日出谷６８４－４３

西村たけじ後援会 松本  清一郎 田中  怜 鶴ヶ島市上広谷１６１‐３９

日本共産党鳥海敏行後援会 鈴木  勝代 山田  美代子 さいたま市浦和区北浦和３－１４－１６

日本政治経済研究会 川村  忠義 川村  幸子 さいたま市北区日進町２－１２８８

野上じゅんサポーターズクラブ 野上  潤 野上  潤 さいたま市浦和区前地３－１１－１５－２０２

のざき一則を育てる会 野崎  輝男 佐野  美律雄 川口市南鳩ヶ谷４‐９‐９

のだ貞之後援会 野田  貞之 大束  祥喬 本庄市四季の里１－１５－１１



野村正幸後援会 北岡  近男 野村  義孝 行田市荒木３６１５

野本一幸後援会 相ノ谷　昌男 和智　繁朗 朝霞市本町２－１１－２８

はくしん会 大熊  実 池沢  政男 草加市吉町４―５―２４

橋本設世後援会 飯島  安雄 飯  操 深谷市北阿賀野５７‐１

原田みつお後援会 原田  三男 薄田  政記 北葛飾郡杉戸町宮前３４１‐４

飯能市議会政策協議会 加藤  由貴夫 野田  直人 飯能市飯能６７１－１

人と自然にやさしい鶴ヶ島をつくる会 田口  幸央 田口  美恵子 鶴ヶ島市富士見３－１５－２０１

平田みち子後援会 石戸　修蔵 村上　綾子 上尾市瓦葺１７７９－１

広瀬伸一後援会 永尾　暢栄 戸谷　一雄 本庄市児玉町金屋１０７０－１

藤澤はるみ活きいきネット皆さんと共に歩む会 藤澤  治美 赤塚  理砂 秩父郡横瀬町横瀬４９４－３

ふじみ野コミュニティクラブ 飯沼  潤子 柴村  静子 ふじみ野市上福岡３－１６－１０－４０８号室 

藤原けんし後援会 榎本  秀一 金子  善信 鶴ヶ島市脚折１４２６－３３

ふるかわ歩後援会 染谷　一子 佐藤　博 蕨市中央５－１０－１６

平友会神山佐市を支援する会 遠藤  義輝 遠藤　義輝 富士見市羽沢３―２５―１６

誇れる草加をつくる会 内藤  一夫 玄内  三喜男 草加市氷川町２１３９－１６

星名さとる後援会 星名  悟 本川  道弘 鴻巣市八幡田７８１－２

ほっとな上尾を創る市民の会 平野　佳洋 大野　勇 上尾市上１２９６

前原博孝後援会 前原　博孝 前原　浩代 川口市江戸２－４－１６

増田ますみ後援会 下田  武男 田沼  弘子 入間郡三芳町藤久保３８５７－５９

松崎良一後援会 進藤  秀雄 石川  務 さいたま市浦和区仲町１－９－１５

丸岡治雄後援会 丸岡  治雄 丸岡  恵子 鴻巣市吹上本町５－５－５

丸山眞司政策研究所 丸山  真司 川  智 児玉郡上里町神保原町２６８

丸山しんじ連合後援会 丸山  眞司 川  智 児玉郡上里町七本木６３２－４

みどりの会 藤波  貢 新井  美恵子 上尾市谷津２－１－５０－４２



みなみ和夫後援会 南  和夫 南  和夫 大里郡寄居町桜沢２７２７－５

三宅じゅん子後援会 江森　より子 五十嵐　米子 行田市小見１４１４－２

宮雄一後援会 宮  登央 宮  好子 比企郡吉見町本沢１９－２

宮原一夫後援会 宮原　一夫 宮原　洋子 南埼玉郡宮代町学園台２－７－１７

みらい 大　義人 大　義人 新座市馬場４－５－１１－１０２

未来の上尾を考える会 小山　求 奥　沙織 上尾市川２０８－２

武捨ゆうた後援会 武捨  裕太 武捨  皓介 三郷市上彦名３３３－７

無所属ネットワーク 河野　芳徳 河野　英男 志木市本町６－２７－８－２０３

村田哲一の会 村田  哲一 村田  哲一 所沢市美原町２－２９３６－１コーポレート美原２－１０２

村田徹也後援会 近藤　秀雄 里見　誠 秩父郡長瀞町本野上４９０－３

もてぎみつお後援会 茂木  三雄 茂木  真澄 川越市三久保町１５－１６

森一人後援会 安藤　淳之介 野　栄一 比企郡嵐山町菅谷４８７－８

森田くにおを励ます会 石井  長男 武内  博和 比企郡滑川町伊古１１６３

森田ゆきお後援会 森田  志夫 森田  和生 東松山市東平１８６－７

もろぐち高男後援会 多加谷  一夫 中田  健治 狭山市青柳７２６

柳勝次を応援する会 長島  貢 内田  清 比企郡嵐山町菅谷６０９―６

豊かな朝霞をつくる市民の会 久保木  栄 左右田　猛 朝霞市岡３‐２４‐３７  埼玉土建朝志和支部内

豊かな彩の国をつくる会 岩田  清 諸口  政人 狭山市青柳１６５４

夢川 上野  春雄 芦川  一重 北葛飾郡松伏町魚沼２１１７金子方

吉川敏幸後援会 吉川　敏幸 吉川　敏幸 吉川市吉川団地４－７－５０６

吉田弘後援会 阪  信 布施  洋一 さいたま市中央区新中里５―１０―３６

吉場道雄後援会 千野　雅之 吉場　久代 比企郡嵐山町古里１３７５

水みち子後援会 水  昭 岩崎  秀男 久喜市上内１２３８－３

寄巻・鎌倉木津まさあき後援会 阿藤  一男 原口  健作 三郷市鷹野５－３９２

わたなべ良太後援会 橋  和行 渡  恭子 北本市二ツ家３－１１０


