
平成28年4月27日
埼玉県選挙管理委員会委員長　細田　德治

（１）政党の支部（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

自由民主党上福岡支部 加藤　末勝　　　　　勢〆　笙仔　　　　　ふじみ野市南台２－７－５－７０３                

自由民主党さいたま市桜区支部 長沼  威            三角  幹夫          さいたま市桜区西堀２－１１－３２                

自由民主党皆野町支部 大澤  径子          扇原  久栄          秩父郡皆野町皆野１３３２                        

（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

明日の川口を創る会 最上  祐次          最上  良子          川口市上青木１－１０－５                        

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

いきいき伊奈の会 徳永  伸太郎        石井  健三          北足立郡伊奈町小室１１０８６－５１              

石井直彦後援会 石井  繁            石井  トワコ        行田市持田３－１７－１６                        

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２－３－１２　　　　　　　　

「いそだたかひろ」を育てる会 初山  圭治          宮田  潤一          三郷市新和１－７８                              

井上けんじ後援会 小室  洋一郎        武井  精司          入間郡毛呂山町西戸７７１－１                    

入沢豊所沢の未来を考える会 入澤  豊            入澤  賢一          所沢市山口５０２６－３西所沢椿峰マンション４４－３－４０１

いわい定一後援会 若杉  克己          松本  良一          川口市南鳩ヶ谷７－３９－２                      

いわさき宏後援会 大沢  芳夫          真下  登            秩父郡小鹿野町両神薄２８８０                    

岩沢勝徳後援会 荏原  豊光          川口市青木４－１３－１                          

岩田とものり後援会 間々田　秀造 岡芹　孝行 児玉郡上里町金久保１５６０　（平成29年11月14日追加）

　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２８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。



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丸１－２５－３１              

浦野清後援会 宮嶋  忠            中  基              富士見市羽沢３丁目１番３０号                    

浦和三郎後援会 関口　佳男　　　　　 浦和　えみ子　　　　 上尾市向山５２７－１３　　　　　　　　　　　　　

えのもとみのるを応援する会 榎本　稔　　　　　　 榎本　稔　　　　　　 行田市斎条４０４－１斎条団地１－３０７　　　　　

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丸１－２５－３１              

エビハラ光男後援会 田中　潤一　　　　　 小暮　一博　　　　　 春日部市大畑８０　　　　　　　　　　　　　　　　

えんどう昇後援会 遠藤  昇            遠藤  昇            ふじみ野市亀久保１－７－２３西山コーポ１０１号  

大久保忠三後援会 大久保  忠三        大久保  馨          幸手市中５－１６－３                            

岡田つねお後援会 加藤  直功          岡田  昭一          鴻巣市人形１－２－５５                          

おがわら大生後援会 小河原　操　　　　　 小河原　忠　　　　　 幸手市上宇和田２０４　　　　　　　　　　　　　　

奥沢裕介政策研究会 奥沢  裕介          奥沢  美恵子        春日部市小渕５４８－１１                        

春日部新選会 篠崎　誠　　　　　　 篠崎　誠　　　　　　 春日部市八丁目５１２－７　　　　　　　　　　　　

かすかべに「新しい風」を 海老原  武士        海老原  和子        春日部市豊野町２－１６－１                      

春日部の若さと活力をとりもどす会 小野　修　　　　　　 森　雅子　　　　　　 春日部市谷原１－４－１５　　　　　　　　　　　　

かつらゆうじ市民フォーラム 桂  祐司            高橋  満寿江        北本市中丸１－１１３                            

上条あきひろ後援会 遠藤　俊作　　　　　 吉岡　憲一　　　　　 久喜市葛梅２－３－１４　　　　　　　　　　　　　

神田義行後援会 梅野　茂文　　　　　 小笠原　敏弘　　　　 さいたま市北区本郷町１７－１　３－２０１　　　　

共生のハートインブレーン真野博行事務所 真野  博行          真野  博行          秩父市荒川白久６４６－３                        

郷和護心會 鈴木  強人          栗原　亮　　　　　　 入間市野田８１５－５１                          

清宮喜三郎後援会 首藤  康夫          西村  福一          さいたま市南区南浦和２－４４－９                

きりしき光雄後援会 豊田  正信          関坂  和子          草加市瀬崎３－２３－２６                        

行田市環境改善協議会 小川  雅以          田島  信雄          行田市桜町１―１１―１９                        

久喜の会 石倉  一美          長岡  ひとみ        北本市宮内３－２７４                            

久保啓一後援会 内田  博謙          石井  房雄          川越市藤倉３３３                                



元気の出るまちづくり市民連合 橋本  啓一          小池  秀夫          新座市野火止１－２－１                          

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　　　　　　　　　　　

越谷市を盛り上げ隊（山潟隼人後援会） 山潟  隼人          栃倉  愛            越谷市赤山町２－５０－１７メゾンサンワ１０２    

小鮒賢二とふるさと熊谷の持続的な発展を目指す会後援会 小鮒  賢二          小鮒  政明          熊谷市上之３８３７－１３                        

駒井いさお後援会 後藤  徳一郎        近藤  一美          入間市豊岡３－３－１７                          

小峰としひこ後援会 小峰　清敬　　　　　 松木  カノ          ふじみ野市東久保１－１８－３                    

紺野ひろや後援会 久原　愛生　　　　　 山下　剛雄　　　　　 入間市東町４－５－１　　　　　　　　　　　　　　

さいたまから変えていく会 中川　峻一　　　　　 片野　幸富　　　　　 さいたま市浦和区本太３－２０－２３－１－２０２  

さいたま・さって創生会 増田  幹男          増田  清高          幸手市上吉羽２７１                              

埼玉無所属ネットワーク 白根  大輔          白根  和江          川口市末広３－２－６                            

さいとうゆい後援会 高橋　さかえ　　　　 秩父郡小鹿野町般若２６４７－１　　　　　　　　　

刷新の会 朝田　和宏　　　　　 福野　未知留　　　　 八潮市中央１－２－１　　　　　　　　　　　　　　

さとうりき応援する会 浦野  忠            佐藤  良恵          草加市青柳７－３４－１                          

三宮ゆきお後援会 三宮  幸雄          根岸  成子          北本市西高尾１－２５９                          

仕政会 伊藤　仕　　　　　　 伊藤　仕　　　　　　 さいたま市北区宮原町２－１０５－２９　　　　　　

しのざき誠をガンガン働かせる会 篠崎　誠　　　　　　 篠崎　誠　　　　　　 春日部市八丁目５１２－７　　　　　　　　　　　　

篠原亮太を応援する会 斉藤　隆憲　　　　　 神澤　正明　　　　　 八潮市中央２－６－１２Ｂビル３Ｆ　　　　　　　　

正造会 井上  勝臣          井上  勝臣          草加市谷塚町９２４－２                          

白石たかお後援会 関根  道翕          白石  隆廣          草加市清門町３６４白石マンション１０１          

新党・市民の力 工藤  日出夫        高橋  伸治          北本市東間５－９０－１－５０７                  

鈴木明後援会 鈴木  卓            加藤  俊治          北足立郡伊奈町大針２１７―１６                  

すずき加蔵後援会 鈴木  隆夫          鈴木  信夫          吉川市川藤３６７３                              

住みよい春日部をつくるみんなの会 小町　誠三　　　　　 大塚　孝子　　　　　 春日部市粕壁東６－７－１２　　　　　　　　　　　

住みよい加須市をつくる会 関根  由紀          関根  和夫          加須市麦倉３０７８－１２                        



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              

青年市長を働かせる会 福島  郁哉          新座市野火止５－１７－１４                      

関口いさむ後援会 関口  良子          関口  良子          川越市西小仙波町２－１９－１                    

関根由紀後援会 関根  由紀          関根  和夫          加須市麦倉３０７８－１２                        

全国人権擁護推進会 安田　隆夫　　　　　 石川　健次　　　　　 久喜市栗原４－１－１０－１０５　　　　　　　　　

草加・市民の市長をつくる会 三浦  光裕          塩谷  勇            草加市中根３－３４－２６（埼玉土建草加支部内）  

草加・埼玉つなぐ会 榎本  武彦          三輪  雄一郎        草加市中根１－２２－１８                        

竹内勝利後援会 竹内　勝利　　　　　 島田　栄一　　　　　 秩父市下吉田６２４４　　　　　　　　　　　　　　

久保  房三          大沢  房良          深谷市上原１０                                  

田中元三郎後援会 田中  由利子        田中  菊江          上尾市西宮下１－６２                            

田中丈司後援会 田中　求　　　　　　 田中　輝明　　　　　 秩父郡東秩父村坂本２０８８　　　　　　　　　　　

田中たつお後援会 坂ノ下  近造        入間市小谷田４８７－１                          

田中のりみつ後援会 榎本  武彦          田川  勇            草加市弁天１－６－１７                          

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                

大日本秀皇社 山口  雄司          藤野  光輝          本庄市児玉町共栄４５５－３ジャルディニエールＣ２０５号

チーム狭山 須藤  梓            矢野  健太郎        狭山市入間川２－５                              

チェンジ！若い市長と明日の久喜市を創る会 松本　浩司　　　　　 千葉　達　　　　　　 久喜市鷲宮４－７－３                            

津田洋一後援会 安原  国正          津田  友子          草加市小山２－１２－２                          

手塚しげみ後援会 手塚　重美　　　　　 船橋　隆正　　　　　 坂戸市南町１６－１７－１０５　　　　　　　　　　

寺島よしと後援会 寺島  義人          寺島  義人          越谷市北越谷１－３－１９                        

徳永しんたろう後援会 徳永  伸太郎        石井  健三          北足立郡伊奈町小室１１０８６－５１              

豊田義一後援会 豊田　義一　　　　　 豊田　義一　　　　　 秩父郡小鹿野町長留２２９１　　　　　　　　　　　

中島資二後援会 石井　忠弘　　　　　 諸井　道雄　　　　　 羽生市下羽生６６９                              

中島美晴後援会 中島  美晴          大谷  則子          児玉郡上里町七本木９６－３                      



中村茂後援会 山本  眞嗣          中村  治希          川口市並木２－１３－８                          

中山康を育てる会 山田  貞次郎        中山  貢            草加市新栄町７６２－２                          

永井龍男後援会 太田  登志雄        越谷市千間台西４－５－１                        

長嶋かおると笑顔あふれる戸田市をつくる会 長嶋  郁            長嶋  悦世          戸田市笹目４－２５－８－４０７                  

新座政経懇話会 須田  健治          須田  智子          新座市野火止５－１７－１４                      

２１世紀の会 秩父郡小鹿野町両神薄２８８０                    

日本共産党上尾市後援会 五十嵐  進          五十嵐  進          上尾市向山３－４－１４                          

日本共産党大木学後援会 実川  英博          笹井  敏子          さいたま市岩槻区仲町２－９－１１                

主山義雄後援会 岩田　貴良　　　　　 主山　五十三　　　　 児玉郡神川町新里１８１２                        

ネクスト草加 内藤  一夫          泉  栄嗣            草加市氷川町２１３９－１６                      

ネットワークみどり 山口  文江          比企郡小川町増尾２３１―３９                    

野口ひろあき後援会 高瀬　博　　　　　　 野口　マリ子　　　　 川口市鳩ヶ谷本町４－８－２８　　　　　　　　　　

はくしん会 大熊  実            池澤  朋洋          草加市吉町４－５－２４                          

はちす直巳を支援する会 河辺  彰男          杉山  吉雄          羽生市東４－７－３９                            

花井つよし後援会 大嶋  敏夫          森  義武            加須市川口５７５－２                            

花と緑を育てる会 荻野  耕次郎        熊谷市葛和田１４２８―５                        

原田秀一を支える市民の会 原田  秀一          原田  信二郎        越谷市千間台西３－２－１－７０６                

藤家あきら後援会 山内  芳衛          荒井  榮子          草加市長栄町８５－１                            

星野よしのり後援会 武藤  実            星野  友子          久喜市久喜東２－１５－６                        

ほそや美恵子後援会 細谷  美恵子        細谷  茂樹          行田市荒木１０１９－３                          

発知孝雄後援会 本郷  正            発知  登            川越市笠幡４４６８                              

ますだ幹男後援会 増田　清高　　　　　 増田  清高          幸手市上吉羽２７１                              

松崎誠後援会 松崎  誠            松崎  誠            吉川市下内川４５０―２                          

松田たかおの会 佐藤  達男          松田  隆夫          比企郡鳩山町松ケ丘２－５－８                    



松本さちえ後援会 岸波　誠　　　　　　 岩根　智江　　　　　 川口市前川２－２８－８                          

三郷の未来を考える会 緒方  征臣          入江  之彦          三郷市早稲田１－１４－１０                      

未来の蓮田の会 長谷部  三郎        本橋  稔            蓮田市東２－３－１７                            

みんなで草加を良くする会 東間  亜由子        坂本  広明          草加市氷川町２１１１－６レーベンハイム１１０４  

村松順子後援会 高橋  正雄          野村  恵子          さいたま市緑区大間木３３－２８                  

森伊久磨後援会 森  伊久磨          森  智子            蓮田市閏戸４１２２－１７６                      

やなぎの森会 次社　元孝　　　　　 会田　隆之　　　　　 八潮市緑町５－３０－１３　　　　　　　　　　　　

友毅会 花井  毅            花井  真由美        加須市川口２－１０－５                          

横山秀男後援会 大熊  勝            横山  恭子          日高市武蔵台１―１１―１                        

吉田豊子後援会 島村  邦夫          吉田  博紀          比企郡川島町中山１１７１―１                    

よしだ文江後援会 吉田　文江　　　　　 尾高　由希子　　　　 川越市新富町１－１３－２　４０３号室　　　　　　

若林しんいちろう後援会 若林  重夫          秩父郡横瀬町横瀬６１１０                        


