
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

（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

自由民主党所沢支部 柴山  昌彦          齋藤  祐次          所沢市小手指町１－３９－９大城ビル３Ｆ

（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

あおぞら 小川  利八          佐藤  利器          草加市青柳８－７－２３

明日を拓くみよしの翼 中嶋  晴夫          江原  弘志          入間郡三芳町藤久保６５６－３

明日の環境と政治を考える会 手塚  貢            田中  恵美子        北葛飾郡杉戸町倉松２－８－３

明日の県南東部を創る会 蓮見  昭一          上原  浩一          吉川市吉川１－３０－２６

足立しづ子後援会 渡辺  政栄          内山  岩夫          ふじみ野市築地３－３－８

新井重一郎後援会「新風会」 笠原  正昭          大場  正紀          秩父市上吉田２５７３

荒井はじめ後援会 板垣  英雄          荒井  良子          児玉郡上里町勅使河原１３０８

新井光男後援会 桜井  四郎          藤田  悦子          ふじみ野市大井９５８－３

飯塚あさし後援会 大塚  清一郎        坂本  清            秩父郡小鹿野町小鹿野４７２

飯塚勇一後援会 藤原  茂            深谷市榛沢新田４３－２

伊勢谷憲一後援会 小澤  栄一          伊勢谷  敏雄        蓮田市黒浜４６

市川こういち後援会 五十嵐  昭夫        市川  雅雄          加須市騎西３０－６

伊藤邦夫後援会 齊藤  貢一          佐野  正勝          鶴ヶ島市五味ヶ谷１０２

いながき稔後援会 稲垣  啓子          伊藤  芳紘          比企郡鳩山町松ヶ丘１－２０－１１

　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２４年４月３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。



井上なおきとみんなの会 細井  欽作          弓木  貞夫          南埼玉郡白岡町小久喜９４２－２

植井敏夫後援会 小林  實            岩田  誠            児玉郡上里町七本木６１４－３

内田けんじ後援会 野辺  信勝          内田  啓一          深谷市永田１９６５

内山英明後援会 木村  俊雄          畑中  恵            児玉郡上里町堤６３５

うづき武彦後援会 多田  登            西  俊幸            春日部市小渕１６２－１春日部サンハイツ２－４０４

梅田修一後援会 武井  恒夫          梅田  典子          久喜市中妻２５７

浦和薬剤師連盟 堀野  忠夫          小島  祐三          さいたま市浦和区岸町４－２６－２４

えのきだ達治後援会 安野  幸治          浅見  光雄          東松山市若松町１－２－９

おおくま恒雄後援会 小森宮  健一        加須市川口３－６－４

大鹿良夫後援会 稲葉  秀夫          橋本  久夫          久喜市高柳１３４

大宮薬業政治連盟 野口  大吉          さいたま市北区東大成１－４１－２

おがわ愛子を支える会 渡辺  栄一          ふじみ野市上福岡１－１２－６

小高はるお後援会 牛村  新作          山崎  昭司          比企郡川島町上伊草６１５－５

落合周一後援会 星野  勇            内海  孝            児玉郡神川町関口９７－３

角田一夫後援会 角田  一夫          萩原  秀咲          さいたま市岩槻区西町１－３－２４

笠原重男後援会 笠原  輝夫          秩父市下吉田７６３５

春日部を埼玉一のたすけ合いのまちにする会 西川  克己          小笠原  大全        春日部市小渕４９３－１

かとう正二後援会 加藤  正二          加藤  聡            鴻巣市宮前１９９

加藤正三後援会 福田  義夫          野口  昌秀          東松山市松葉町４－５－３５

新井  治男          東松山市箭弓町３－４－１４

河井美久を育てる会 斎藤  尚久          春日部市増富７０

川口私立幼稚園政治連盟 田中  親男          小泉  清太郎        川口市安行慈林８８０

きさらぎ会 松本  敏雄          小島  臣雄          さいたま市大宮区三橋１－１１４２－５

木下たつのり後援会 小原  貞二          細井　幸夫　　　　　川口市坂下町１－８－１６－４０３



栗原けんしょう後援会 栗原  健昇          橋本  恒政          熊谷市新堀８１７

黒田重晴後援会 黒田  重晴          越谷市北越谷２－４２－１０黒田ビル３階

グロゥイング草加 桜井  俊一          真田  幹雄          草加市住吉１－１１－１ソフィア草加エスフォート５

県政刷新の会 鈴木  正人          江野  幸一          志木市下宗岡２－９－２８

県政に新しい風を送る会 江森  孝治          奈良  悦治          幸手市南３－２４－１

元気な蓮田を作る会 金子  一郎          本橋  トシヱ        蓮田市馬込２７２６－１

小久保博史後援会 関口  守弘          小久保  恭子        春日部市備後東８－５４－５

小林しょうじ後援会 増田  信次          小林  絹江          川越市霞ヶ関北３－１

こまい貞夫後援会 清水  孝晏          駒井  禎輔          日高市鹿山５１８

小森谷あきら後援会 江森  俊幸          吉岡  和彦          幸手市南３―２４―１

小柳幸一郎後援会 沖田  洋一          小林  登            比企郡吉見町上砂６１２－１

ごとう克則後援会 上妻  由佳          桜井  敬記          草加市草加１－１０－１

さいたまガバナンス 吉山  悟            添野  ふみ子        さいたま市見沼区御蔵１３２７－１４

埼玉県政を改革する会 河野  芳徳          河野  芳徳          志木市本町６－２７－８－２０３

さいたま市の安全．安心の街づくりを考える会 小沢  正康          岡本  陽子          さいたま市大宮区天沼町２－２４８－１

斉藤くにあきを育てる会 渋澤  栄一          茂木  金次郎        児玉郡上里町三町８５９

さいど昇後援会 矢部  英男          道祖土  浩治        比企郡川島町吹塚２１１

栄ひろみ後援会 栄  美千代          島田  桂蔵          春日部市粕壁１－９－４３

坂本国広後援会 坂本  定男          坂本  秀子          鴻巣市鎌塚３－５－１６

幸手の未来を見すえる会 松田  純一          中嶋  美奈子        幸手市中１－１３－１５

佐藤泰彦後援会 府川　昭男　　　　　斉藤  覚            鴻巣市人形４－６－３０

島村しみ子後援会 原田  高雄          久喜市菖蒲町三箇４２１―４

しまむら伸夫後援会 坂田  勝義          武藤  健一          川越市新富町１－１８－１

清水たかし後援会 忍田  隆幸          矢島  敏夫          久喜市除堀９９２



翔武会 筒井  隆司          島村  豊            春日部市立野６７２

昭友会 小森谷  昭          持木  勇            幸手市南３－２４－１

庄和町井上直子後援会 川鍋  昇            島村  豊            春日部市水角４７９

白石孝志後援会 白石  孝志          白石  和江          さいたま市岩槻区東岩槻４－１０－１０２Ｆ

新時代の幸手・埼玉を築く会 松本  操            吉岡  和彦          幸手市南３―２４―１

新市政研究会 田中  幸弘          片山  厳            新座市大和田５－１５－１３

須賀敬史後援会 須賀  敬史          田村  幸司          蕨市中央１－１４－１０．６０２

すぎた伸子友の会 杉田  伸子          向所  ふみ代        比企郡小川町木部２９３－９

鈴木啓太郎を支える会 金子  謙次          岩村  清克          ふじみ野市上福岡１－１２－６神山ビル３Ｂ

鈴木英美後援会 山田  政弘          塩野  和雄          入間郡三芳町藤久保８１７

鈴木万里子後援会 船津  徳英          鈴木  三郎          川口市鳩ヶ谷本町１－３－１２

鈴木実後援会 岸川  暁            西原  暁子          ふじみ野市霞ヶ丘３－３－３０－８０７

須永賢治を育てる会 入江  信夫          小松崎  文雄        草加市谷塚上町６１４－１

すわ善一良後援会 大沢  芳秋          諏訪  みつ江        北本市中丸７－３

政治経済新報社 市川  忠彦          木村  秀利          熊谷市小江川２１８７

政治結社大行社埼玉盟心塾 加藤  明彦          竹林  神矢          川口市八幡木２－１３－１３－１０３

政治結社大日本光心会 林  光之            毛塚  悟            坂戸市東坂戸２－２１－６０６

清貧会 井上  直樹          弓木  貞夫          南埼玉郡白岡町小久喜９４２－２

せきね和代と歩む会 関根  和代          関根  のぶ          本庄市児玉町蛭川１１３－１

関根孝道後援会 渋澤  栄一          朝賀  儀人          児玉郡上里町三町５７８－４

全国人権擁護推進会埼玉県連合会 石川  健次          石川  健次          久喜市栗原４－１－１０－１０５

そめや一子後援会 上野  梢            加藤  仁弥          蕨市中央５－１０－１９

戸部  勲            戸部  勲            吉川市会野谷１－１－１

高橋つよし後援会 大塚  八寿男        高橋  正平          川越市古谷上４００９－２



武居弘治後援会 小松平  善夫        武居  しのぶ        三郷市栄３－１９５－１

竹内勝利後援会 新井  弘一          竹内  定男          秩父市下吉田６２４４

竹内たかし後援会 田中  由夫          堀中  正和          幸手市下川崎１８１－２

田島行雄後援会 小熊  秀之          田島  幹雄          久喜市久本寺２９０

田中勝後援会 富岡  政洋          田中  喜恵子        久喜市菖蒲町菖蒲５０１３－１５５

田中やすのり後援会 田中  雍規          田中  純子          ふじみ野市川崎９７－３

田中ゆきひろと２１世紀の会 片山  厳            西田  隆彦          新座市大和田５－１５－１３

タナゴ再生の会 水沼  日出夫        水沼  日出夫        春日部市南中曽根３５７－３

チェンジ市民の会 高柳  美知子        土肥  悦子          戸田市本町３－８－１３

ちとせと明日をつくる会 渡辺  司郎          宮田  浩太郎        久喜市桜田４－３５－９

忠誠会 鈴木  一徳          大里郡寄居町桜沢１０２８－１

ちょっとうるさい市民の会 西田  龍馬          新座市本多１－１６－２－６０２２

つかこし洋一後援会 斉藤  本子          中山  絹子          ふじみ野市大井中央２－５－１４

とみおかしんご後援会 富岡  信吾          富岡  政枝          熊谷市樋春２０６７

富田勝後援会 富田  峯雄          富田  義次          深谷市武蔵野３４００番地

中村泰典後援会 真下  生久          中村  勝夫          深谷市本田１９４５

ながしまかおると笑顔あふれる行田市をつくる会 長嶋　郁　　　　　　長嶋　郁　　　　　　行田市谷郷４６６－１０

長島重夫を励ます会 長島  富男          長島  虎雄          比企郡滑川町福田６３６―１

長島重夫後援会 長島  虎雄          長島  富男          比企郡滑川町福田６３６―１

長橋こうすけ後援会 長橋  孝典          長橋  正巳          所沢市山口２０２２－４

滑川みつや後援会 奥田  善胤          遠山  泰人          鶴ヶ島市脚折町３－１６－５

２１世紀の春日部市を考える会 山嵜  頼一          栗原  安太郎        春日部市西宝珠花１３９－１

野枝直治後援会 野枝  直治          野枝  直治          本庄市見福４－３－５

野口克博後援会 野口  克博          池田  享一          南埼玉郡白岡町新白岡２―２２―８



野口ひでお後援会 鈴木  武男          野口  イツ          南埼玉郡宮代町和戸４－３－２３

ＫＮＯＣＫｓ 阿部  渡            中川  幸司          富士見市関沢２－４－３０－１０６

一会 染谷  一子          加藤  仁弥          蕨市中央５－１０－１９

はすみ昭一後援会 須藤  喜悦          菅沼  祥祐          吉川市吉川１－３０－２６

はつらつ会議 打越  紀子          高野  あゆみ        鴻巣市吹上富士見４－１２－２５－１０７

鳩ヶ谷市を守る会 鈴木  万里子        鈴木  三郎          川口市鳩ヶ谷本町１－３－１２

鳩ヶ谷市政策研究会 舩津  徳英          舩津  由徳          川口市里１１８０

原口孝（孝友会）後援会 神谷  敏正          斉藤  和博          大里郡寄居町鉢形８４５－１

春山純子といきいき幸手を語る会 春山  純子          正村  久美子        幸手市中５－１０－１９

平井明美後援会 富宇賀  孝          所沢市和ヶ原１－２２４

平野佳洋後援会 平野  修一          平野  きみ子        上尾市菅谷３０８

昼間英司後援会 大山  幸男          船津  三郎          川口市鳩ヶ谷本町３―８―１

福田聖次後援会 福田  要子          福田  桐枝          蓮田市黒浜３５３５－２４０

舩津徳英後援会 岡野  勇            舩津  由徳          川口市里１１８０

フレッシュみんなの会 広田  実            蕨市北町１―１０―１

前田さかえ後援会 前田  栄            堀口  浩            比企郡ときがわ町大野３０９

松本敏雄後援会 小島  臣雄          さいたま市大宮区三橋１－１１４２－５

宮代町政策研究会 野口  秀雄          山下  明二郎        南埼玉郡宮代町和戸４－３－２３

宮代町の発展をすすめる会 金子  正志          金子  大成          南埼玉郡宮代町百間２－２－１９

未来の会 田所  和雄          松村  春美          鴻巣市鴻巣１０６６－１常久ビル２Ｆ

もうほっとけない・にいざ市民の会 半田  広樹          新座市大和田５－１５－１３

森いくまと新しい蓮田を創る会 森  伊久磨          森  智子            蓮田市東２－８－１７

森克彦後援会 中村  彦四郎        加藤  修            川口市三ツ和１－１３－５

やこ朋弘応援団 八子  朋弘          八子  尚美          富士見市西みずほ台３－９みずほ台団地９－１－１



やすだ敏男を市議会でガンガン働かせる会 吉本  理            鹿島  孝彦          所沢市上安松４７６の１

安田よしひろ後援会 安田  義広          安田  広司          所沢市上安松５２１－１

山川すみえ後援会 斉藤  輝雄          小荷田  京子        ふじみ野市富士見台１１－８

山口こうえつ後援会 生方  武夫          山口  悦子          ふじみ野市上福岡４－１２－１

山田忠之後援会 山田  忠之          山田  孝代          

やまわき紀子後援会 木戸  保            木戸  保            蕨市南町２－３１－１４

夢チャレンジ２０１１ 戸部  勲            戸部  勲            吉川市会野谷１－１－１

横山いさお後援会 関根  幹雄          柳瀬  卓也          北本市中央２－１０３

よしだ昇後援会 吉田  昇            小林  健治          比企郡滑川町福田２７３６

リベラルクラブ 鈴木  英美          中嶋  晴夫          入間郡三芳町藤久保８１７

わかば会 神崎  有人          山岡  ふさ子        川口市桜町４―３―９

若山かつひこ後援会 若山  勝彦          若山  夏子          加須市戸室１００４

渡辺ただお後援会 渡辺  忠夫          増田  敏子          北葛飾郡松伏町上赤岩１２６７

わたなべ利文後援会 奈良原  光衛        奥野  ミチ          ふじみ野市亀久保１２１７


