
平成26年4月22日
埼玉県選挙管理委員会委員長　滝瀬　副次

（１）政党の支部

なし

（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

彩研究の会 大川  久夫          鈴木  三利          草加市中央１－５－７                            

有賀ちとし後援会 大上　道孝　　　　　 岡本　美枝子　　　　 志木市柏町５－１８－３３コーポヤナセ１０１　　　

飯島まさおを育てる会 根本　藤一郎　　　　 八木　茂樹　　　　　 北葛飾郡松伏町大川戸８８４－２　　　　　　　　　

井口りょういちをそだてる会 市川　正司　　　　　 比企郡小川町みどりが丘５－５－５　　　　　　　　

池田のり子後援会 池田  則子          水島  清治          志木市中宗岡２‐２５‐２２                      

石田まさお後援会 石田  昌生          石田  昌生          さいたま市浦和区常盤９－３２－２０－５０２　　　

維新八策で日本再構築を実現する会 石井　幸子　　　　　 石井　幸子　　　　　 北葛飾郡杉戸町宮前１３７－５４　　　　　　　　　

市川こうぞう後援会 中村  弘義          斉藤  和美          桶川市川田谷４９２３                            

いながわ晴彦後援会 土橋  章次          稲川  智美          さいたま市西区宝来１５４７－５　　　　　　　　　

今家元治後援会 大里  哲二          片山  直美          戸田市早瀬１－５－１０                          

いわさき正男後援会 渡辺  正敏          大塚  茂            桶川市加納６８１                                

岩澤勝後援会 青木　孝　　　　　　 根岸　富夫　　　　　 比企郡嵐山町菅谷１６　　　　　　　　　　　　　　

うりた清後援会 瓜田  清            瓜田  淑子          比企郡ときがわ町番匠１７１－２                  

えのもとけんじを育てる会 榎本  賢治          榎本  靖子          新座市堀ノ内１－７－２５                        

えはらだいすけ後援会 中山  輝男          藤村  順            さいたま市岩槻区本町４－２－１１                

オール桶川２１ 藤沢  久男          加藤  茂            桶川市加納９３３                                

　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２６年４月１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。



大島勉後援会 野口　克博　　　　　 野口　克博　　　　　 白岡市新白岡２－２２－８　　　　　　　　        

大高かおる後援会 斉藤  英治          倉持  建一          白岡市爪田ヶ谷１９６－１                        

大谷和子後援会 大澤  郁夫          山口  みちよ        久喜市桜田１－４－１－３２０                    

大山さとる後援会 大山　智　　　　　　 大山　悌子　　　　　 新座市新堀３－１１－４４サンフラワー清瀬壱番館５

興淳明後援会 井上  昭助          伍井　浩　　　　　　 白岡市白岡９６１                                

片山錬太郎埼玉の未来をきり拓く会 片山  錬太郎        片山  登            さいたま市北区宮原町３―６０２―１０２          

勝浦あつし後援会 日森  文尋          松澤  悦子          蓮田市関山２－８－６－５　　　　　　　　　　　　

かねこ勝後援会 金子　勝　　　　　　 金子　栄　　　　　　 富士見市上沢１－１７－３０　　　　　　　　　　　

金子よしのり後援会 安藤  郁夫          岩崎　信子　　　　　 比企郡小川町下里８０９                          

鎌田忠保後援会 松岡  利男          斉藤  栄一          久喜市菖蒲町新堀５９９                          

川上ちよえ後援会 中山　茂　　　　　　 天野　幸男　　　　　 川口市西新井宿９００－２　　　　　　　　　　　　

川口けいすけ応援団 川口  啓介          川口  良美          川越市古谷上６０８３－８  Ｂ１－４０８          

輝泉会 横田  薫            比企郡吉見町長谷１８５２－２８                  

北村たかゆき後援会 小出  雅士          金子  徳子          さいたま市岩槻区小溝９７－３１                  

吉星会 吉良  英敏          吉良  まどか        幸手市惣新田１４６５                            

吉良英敏後援会 吉良  英敏          吉良  まどか        幸手市惣新田１４６５                            

草の根・富士見市民の会 金子  勝            金子  栄            富士見市上沢１‐１７‐３０                      

光悦会 新井　悦二　　　　　 新井  直美          深谷市原郷５００　　　　　　　　　　　　　　　　

広友会 高瀬  定夫          川畑  敏子          さいたま市西区指扇領辻１４６－２                

高齢者を大切にする町づくりの会 星野　芳久　　　　　 北葛飾郡松伏町上赤岩１１０７　　　　　　　　　　

小島浩後援会 新井  則夫          長谷川  辰男        比企郡ときがわ町五明６５９                      

子どもの未来を明るくする会 内田　剛史　　　　　 川谷　勝晃　　　　　 戸田市川岸２－３－１－４０７　　　　　　　　　　

斉藤哲雄後援会 齋藤　ユリ子　　　　 齋藤　伸哉　　　　　 上尾市二ツ宮９９９　　　　　　　　　　　　　　　

さいとう芳久後援会 齊藤  貢一          持木  眞夫          鶴ヶ島市五味ヶ谷１５２－１０                    



彩の国を拓く浦和市民の会 中村  金次郎        近藤  豊            さいたま市緑区下野田４６６近藤豊方              

ささやかな政治活動をする会 野本　翔平　　　　　 野本　翔平　　　　　 行田市荒木１０６４　　　　　　　　　　　　　　　

さわやかとだフォーラム２１ 細田  米蔵          細田  八重子        戸田市氷川町２－１０－５                        

しきなみ泰明と新しい住民自治をつくる会 敷波　泰明　　　　　 敷波　泰明　　　　　 志木市本町２－５－１５敷島コーポ３号室　　　　　

市政の見える化を実現する会 稲川  晴彦          渡部  直美          さいたま市西区宝来１５４７－５　　　　　　　　　

篠田文男後援会 篠田  文男          篠田  和子          川口市西川口３－７－２４                        

島田豊後援会 島田  豊            秋田谷  文勝        東松山市加美町１３－３７                        

市民会議 千葉　良雄　　　　　 千葉　良雄　　　　　 川口市川口１－１－３－１６０３　　　　　　　　　

市民の役所をつくる会 古山  和子          利根川  由行        鴻巣市原馬室３７０２                            

市民目線の会 杉山　捷治　　　　　 新井　幸子　　　　　 入間市小谷田４８７－１　　　　　　　　　　　　　

尚友会 佐野  尚子          鹿嶋　徹　　　　　　 さいたま市南区辻４－１７－２                    

新党市民の力 工藤  日出夫        工藤  剛            北本市東間５－９０－１－５０７                  

杉本かよ後援会 早舩　健　　　　　　 斉藤　功　　　　　　 川口市赤山１２３０                              

清新で活力ある鳩ヶ谷を築く市民の会 高橋  雅則          市川  孝次          川口市桜町２－４－２５                          

正男会 大塚  茂            桶川市加納６８１                                

高瀬広子と歩む会 高瀬  広子          川畑  敏子          さいたま市西区指扇領辻１４６－２                

高田まさひと後援会 高田  虎明          高田  ツギ子        東松山市材木町１８－９                          

高橋ひでお後援会 安藤  輝義          高橋  芳風          比企郡小川町大塚５４０                          

高橋弘行後援会 北岡  英二          新井  美恵          行田市行田１３－３７                            

高橋睦後援会 大沢  源一          内田  一至          大里郡寄居町桜沢１５２６－４                    

田中たつお後援会 坂ノ下  近造        入間市小谷田２１６－１                          

田中秀雄後援会 田中　秀雄　　　　　 江原　國利　　　　　 秩父郡東秩父村坂本１９８６　　　　　　　　　　　

田中まどかさんを応援する会 紙　愛　　　　　　　 松田　陽子　　　　　 日高市清流１１７　　　　　　　　　　　　　　　　

玉井よしあき後援会 玉井  信            館野  洋子          川口市辻６９４                                  



千葉よしひろ後援会 千葉  義浩          森  博              熊谷市曙町５－２５                              

戸田をよくする会 冨岡  節子          冨岡　節子　　　　　 戸田市中町２‐１７‐５‐１０９                  

戸田に活力を！市民の会 今家  元治          片山  直美          戸田市早瀬１－５－１０                          

とねがわ永司を育てる会 室谷  秀男          渡辺  秋夫          鴻巣市原馬室３７０２　　　　　　　　　　　　　　

名倉隆後援会 狩野  修輔          岸野  靖            川口市南鳩ヶ谷７－３９－２                      

西田まことを応援する会 増田  真一          新座市畑中１－１３－１５                        

西田米蔵後援会 小林　賢司　　　　　 大久保　修司　　　　 上尾市今泉１－３１－２７　　　　　　　　　　　　

西村しげゆき後援会 西村  繁之          藤掛　孟士　　　　　 三郷市鷹野４－３４－１－６０２                  

２１世紀ふきあげの会 長嶋  貞造          長嶋  沙和子        鴻巣市吹上富士見２－６－１３－２                

根岸義男後援会 井上  勝利          古沢  幾久治        羽生市上手子林１０５２                          

野口  利治          武笠  修            さいたま市南区大谷口２０１５                    

野本勇後援会 野本  辰江          野本  敦子          加須市東栄２－１８－１２                        

長谷川こうせい後援会 長谷川  幸世        長谷川　晃子　　　　 熊谷市曙町４－７６                              

半田かほる後援会 小林  洋子          半田  フミ          羽生市中央２―４―３４グリーンミユキ羽生２０５  

氷川会 武笠  修            さいたま市南区大谷口２０１５                    

開かれた川口市政と議会を実現する会 永瀬  一浩          永瀬  一浩          川口市川口６－４－２９－１０８号室              

平田よしお後援会 高山  敏郎          岩本  誠            北足立郡伊奈町小室６２５１－３                  

平松だいすけサポーターズクラブ 浪川  功次          塩野  義浩          新座市東北２‐２１‐３  森川ハイム２０１号      

敏捷会 矢部　敏明　　　　　 矢部　ビルマ　　　　 吉川市きよみ野３－１３－１７　　　　　　　　　　

藤田みつぐ後援会 藤田  貢            藤田  貢            川口市川口６－４－２９、１０８号室              

富士見市元気計画を支援する会 西山　ひろみ　　　　 斉藤　良夫　　　　　 富士見市針ヶ谷２－９－９－３０３　　　　　　　　

誇れる草加をつくる会新田支部 鷲見  明            千葉  茂            草加市新善町４０３－２                          

細井ただし後援会 細井  藤夫          細井  加奈子        白岡市小久喜１１５７－１                        

細田米蔵育てる会 八木橋  幾太郎      中島  繁雄          戸田市氷川町２－１０－５                        



本田ようこといっしょに子どもの未来を考える会 藤原  徹也          本田  浩範          幸手市香日向３－１０－１６                      

本間とし子後援会 内田  富治          小川  泉            大里郡寄居町寄居９５５－１                      

睦歩会 大川  和男          大里郡寄居町桜沢１５２６－４                    

前田亜希後援会 前田　亜希　　　　　 及川　修　　　　　　

松浦きいち後援会 松浦  紀一          松浦  紀一          熊谷市石原１５１‐２０                          

松田まさよを育てる会 松田　雅代　　　　　 松田　昭博　　　　　 幸手市香日向１－１２－１７　　　　　　　　　　　

松山直樹後援会 松山　直樹　　　　　 松山　由紀子　　　　 戸田市新曽１０５３－７０１　　　　　　　　　　　

三郷を改革する市民の会 藤掛　孟士　　　　　 西村　繁之　　　　　 三郷市彦成３－１１－３－６０７　　　　　　　　　

南田かずみ後援会 南田  和実          田村  二郎          北葛飾郡松伏町松伏２２２９‐７                  

みんなＤｅ会（みんなで市政をつくる会） 中野  雄司          利根川  由行        鴻巣市原馬室３７０２　　　　　　　　　　　　　　

みんなの蕨をつくる会 田辺　靖爾　　　　　 相澤　節夫　　　　　 蕨市南町１－２１－１４　　　　　　　　　　　　　

八潮市議会自民クラブ 吉田　準一　　　　　 瀬戸　知英子　　　　 八潮市南後谷７３２　　　　　　　　　　　　　　　

矢野ゆき子後援会 星野  秀輔          坂巻  京子          川口市川口５－２１－１茂呂様宅                  

矢部勝巳後援会 矢部  ユキ子        松本  貞子          上尾市中分５－２２７                            

やべ敏明後援会 矢部　ビルマ　　　　 本田　栄子　　　　　 吉川市きよみ野３－１３－３７　　　　　　　　　　

山城屋せき後援会 吉田　章　　　　　　 坂田　進　　　　　　 さいたま市西区指扇２７６５－２　　　　　　　　　

山本軍四郎後援会 山本  軍四郎        山本  義子          和光市新倉２－１７－８５                        

吉川元気会 篠田　竜美　　　　　 上野　春雄　　　　　 吉川市吉川１－２６－３－３０３　　　　　　　　　

寄居町の明日を創る会 小此木  道郎        大川  和男          大里郡寄居町桜沢１５２６－４                    

若林全後援会 栗島  信一          若林  由規          秩父郡東秩父村大字御堂４１９番地２              


