
令和元年5月10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

自由民主党神川支部 江川 進 北原 賢治 埼玉県児玉郡神川町熊野堂１４１－９

（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

新しい上尾をつくる会 畠山 稔 畠山 岩子 埼玉県上尾市川１５６－１　サマーマンション１０１号室

あらい正夫会 新井 正夫 新井 典子 埼玉県熊谷市久下７６６

あらい正夫後援会 大嶋 保男 太田 頼三郎 埼玉県熊谷市久下７６６

新井康夫後援会 渡辺 五十二 新井 和子 埼玉県秩父郡皆野町皆野２４２

新井やすみ後援会 岩崎 英樹 新井 明夫 埼玉県比企郡吉見町北吉見２４７３

荒船功後援会 五野上 智三 堀口 旭 埼玉県秩父市大野原１０４１

池田まさよと歩む会 日森 文尋 川村 訓史 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－３７－５

石川克正後援会 石川 克正 髙田 勇三 埼玉県深谷市本住町７－５４

維新政党・新風埼玉県本部 梅澤 正樹 梅澤 正樹 埼玉県志木市館２－５－２鹿嶋ビル４階梅沢事務所

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

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

大倉秀夫後援会 吉田 和雄 大倉 秀夫 埼玉県白岡市小久喜１２６４―１

おおつつとむ後援会 大津 力 大津 明 埼玉県飯能市東町１９－９

小河原正後援会 野口 圭太郎 手塚 悦郎 埼玉県南埼玉郡宮代町姫宮３７１―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３１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。



小川匠後援会 張替 寿彦 高草木 鉄子 埼玉県富士見市ふじみ野東３－１４－１３

小川たつお後援会 小川 達夫 小川 智子 埼玉県坂戸市元町５９－５

奥沢和明後援会 関口 貫市 栗田 健一 埼玉県羽生市三田ケ谷１８

落合周一後援会 星野 勇 内海 孝 埼玉県児玉郡神川町関口９７－３

落合芳樹後援会 小池 文喜 吉橋 徹 埼玉県秩父市上吉田１２３

介護情報を共有する仲間の会 山口 豪一 松下 良男 埼玉県比企郡鳩山町今宿５２２－１３

柿沼秀雄後援会 柿沼 秀雄 石井 優夫 埼玉県加須市柳生２５３９

笠幡地区倉ヶ谷を考える会 発知 一郎 佐藤 記代志 埼玉県川越市仲町１－１４

笠原こうへい後援会 江田 篤弘 三橋 操 埼玉県秩父市荒川上田野１２９３－２

かぶらぎ幸代後援会 鏑木 幸代 鏑木 幸代 埼玉県坂戸市塚越５３－１

かわいた八潮を潤す会（川井たかし後援会） 川井 貴志 川井 清子 埼玉県八潮市中央１－５－１１

河井美久を育てる会 髙橋 則義 中山 英夫 埼玉県春日部市増富７０

川﨑智後援会 川﨑 智 川﨑 明美 埼玉県本庄市小島南３－７－１７

川畑勝弘後援会 五十嵐 剛 馬場 厚吉 埼玉県富士見市諏訪１－６－２３

きしき賢一郎後援会 北沢 明 吉敷 滿夫 埼玉県川越市久下戸３４８３－１

きとうたつや後援会 木藤 達哉 木藤 葉子 埼玉県飯能市仲町６－７

希望に満ちた社会をつくる会 井能 康行 竹村 圭司 埼玉県草加市中央２－２－３

木村邦憲後援会 松島 和幸 近藤 信子 埼玉県富士見市関沢２－２７－７

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 埼玉県秩父市荒川白久６４６－３

圏央・南部地域の創生を考える会 北原 正勝 御幡 郷勝 埼玉県北本市下石戸上１９２０－４５

県政刷新の「若き力！」の会 松岡 耕一 松岡 耕一 埼玉県さいたま市緑区太田窪１－１４－１３－２０１

県北の未来を語る会 山田 孝代 山田 孝代 埼玉県熊谷市籠原南３－２５８ＹＭＤビル２０１

県民ファーストの会 山下 浩昭 中澤 俊一 埼玉県朝霞市本町２－１８－１－２０７

小池ゆりこ後援会 山下 浩昭 山下 浩昭 埼玉県朝霞市本町２－１８－１－２０７



高野貞宜後援会 小林 良一 高野 俊司 埼玉県秩父郡東秩父村安戸１８１－１

小島文男後援会 早川 芳夫 石川 雅章 埼玉県春日部市樋堀２９

後藤香絵後援会 芥川 富士男 川上 進 埼玉県草加市住吉２－３－９

小林司事務所 小林 司 長岡 ひとみ 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－８－３第２アルクビル２階

埼玉県創生 大澤 雄一 大澤 千代子 埼玉県和光市新倉２－２１－４７

埼玉県南西部魅力づくり研究会 安田 義広 安田 登起子 埼玉県所沢市上安松５２１－１

斉藤くにあき後援会 関根 孝道 竹鼻 弘 埼玉県児玉郡上里町三町８５９

斉藤詔治後援会 豊田 勉 戸部 勲 埼玉県吉川市吉川１－２６－１５

設楽五郎後援会 深石 五助 相﨑 道夫 埼玉県児玉郡神川町植竹５６３－５

しのだ正巳後援会 加藤 久子 篠田 尚久 埼玉県三郷市戸ヶ崎４－７

しぶや真実子後援会 鹿倉 正美 河又 昇治 埼玉県川越市古谷上５９２８－３

市民と共に上尾を変える会 大畠 淳彦 内田 辰郎 埼玉県上尾市春日２－２７－２４

市民ファーストの市政を創る会 田口 クニ江 長森 宏 埼玉県さいたま市南区白幡５－１９－１９

市民目線による改革推進の会 山﨑 昭彦 山﨑 昭彦 埼玉県三郷市中央５－２６－３

社会福祉政策推進党 石川 智 石川 智 埼玉県熊谷市楊井８６－１

城下のり子後援会 海東 孝之 笠井 康弘 埼玉県所沢市こぶし町１６－２８

鈴木きよし後援会 大木 善男 鈴木 澄子 埼玉県志木市本町２－４－３５

住みごこち１００％のまちづくりを応援する会 秋葉 宏之 豊島 亮介 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西５－１５－８

政治結社愛郷塾 増子 輝雄 池田 和照 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６２－９

政治結社秋風会 斎藤 登喜夫 藤岡 実 埼玉県さいたま市緑区太田窪１－５－３コーポ石井１０２

西友会 中嶋 善文 中嶋 隆英 埼玉県八潮市西袋８４１－１

せとちえこ後援会 瀬戸 知英子 会田 信男 埼玉県八潮市八潮４－１６－５

五月女経夫後援会 榎原 清 遠藤 俊次 埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣１１０－７

大日本剣山塾 杉山 英夫 生島 利代 埼玉県八潮市鶴ケ曽根８１５番地１イイジマハイツ１０１



だいゆう会 大澤 雄一 大澤 千代子 埼玉県和光市新倉２－２１－４７

高田まさひと後援会 高田 正人 高田 まゆみ 埼玉県東松山市材木町１８－９

高橋みちお後援会 高橋 道雄 高橋 優子 埼玉県飯能市中藤下郷１０－９０

竹美会 石川 光三 竹村 圭司 埼玉県草加市中央２－２－３３

谷田裕之後援会 谷田 裕之 山本 則夫 埼玉県本庄市銀座１－８－２７

塚田桂祐を応援する会 塚田 真之介 塚田 裕美 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２６－４－２０３

寺田玲後援会 峠 徳美 大渕 芳雄 埼玉県富士見市下南畑３２７３－６

戸張胤茂後援会 加﨑 勇 永瀬 隆弘 埼玉県吉川市会野谷１－１２５

とみおかしんご後援会 富岡 信吾 富岡 政枝 埼玉県熊谷市樋春２０６７

とよさわ朱門後援会 豊沢 朱門 豊沢 朱門 埼玉県八潮市中央３－１３－１１　メルツ１０１号

豊原邦明後援会 豊原 邦明 豊原 芳夫 埼玉県秩父郡小鹿野町長留９２９－７

中嶋善文後援会 小早川 喜一 中嶋 隆英 埼玉県八潮市西袋８４１－１

仲間と歩む介護の会 松下 良男 山口 豪一 埼玉県入間郡三芳町北永井８７１－６－１－３０３

中村こうぞう後援会 宮田 茂 成 康弘 埼玉県幸手市北１－１０－２４

名細地区会 松井 釜太郎 宮崎 年之 埼玉県川越市天沼新田３４５－７

ななえ会 加賀 奈々恵 加賀 奈々恵 埼玉県富士見市鶴瀬東２－１６－２３レフィナード１０２

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

西村しげゆき後援会 西村 繁之 西村 繁之 埼玉県三郷市鷹野４－３４－１－６０２

日本共産党松本ひろかず後援会 大塚 稔 清水 雅子 埼玉県春日部市小渕１３３４―１

根岸文雄後援会 小林 金一 野澤 作二 埼玉県秩父郡東秩父村安戸２８１－４

ネクスト八潮 千村 周平 千村 周平 埼玉県八潮市中央３－１３－１１　メルツ２０２

野口ひろあき後援会 永瀬 弘 野口 マリ子 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町４－８－２８

野村徹後援会 韮澤 志津江 内田 勲 埼玉県三郷市戸ケ崎２１２８

野本一幸後援会 相ノ谷 政夫 和智 繁明 埼玉県朝霞市本町２－１１－２８



波賀野と市政を学ぶ会 波賀野 悠太 波賀野 智哉 埼玉県本庄市見福２－８－１１　見福ビル３０１

はぎわら義典後援会 萩原 義典 萩原 守 埼玉県狭山市新狭山２－２１－６－３０４

長谷川和久後援会（長和会） 松澤 元久 小林 德四 埼玉県さいたま市見沼区東新井１５９－３

飛田和秀治「観光・所沢」を推進する会 飛田和 秀治 飛田和 陽子 埼玉県所沢市青葉台１２５８－１ライオンズマンション小手指３０９号

日の出会 堤 日出喜 堤 日出喜 埼玉県さいたま市緑区東浦和７－１３－５

平井喜一朗後援会 平井 喜一朗 平井 恵一 埼玉県加須市飯積１１８５

平川みちや後援会 金子 信男 野呂 久 埼玉県川口市元郷１－２６－８

広瀬伸一後援会 永尾 暢栄 広瀬 紀子 埼玉県本庄市児玉町金屋１０７０－１

ふくだ悟郎後援会 福田 悟郎 福田 悟郎 埼玉県所沢市東所沢和田３－１３－５３

平間益美後援会 平間 益美 針谷 和雄 埼玉県久喜市本町８－４－１

邦明会 齊藤 邦明 竹鼻 弘 埼玉県児玉郡上里町三町８５９

星野しんご後援会 狩野 勲 市川 柳一 埼玉県富士見市鶴馬２－２１－３０

松岡こういち後援会 松岡 耕一 松岡 耕一 埼玉県さいたま市緑区太田窪１－１４－１３－２０１

松本あきらを励ます会 松本 章 内田 俊雄 埼玉県幸手市中１－１－４０

小嶋 宏二 小嶋 宏二 埼玉県川越市霞ヶ関北４－１７－１０

宮崎克彦後援会 宮崎 克彦 宮崎 克彦 埼玉県ふじみ野市亀久保１８１１－４

宮原一夫後援会 宮原 一夫 宮原 洋子 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台２－７－１７

魅力ある里山づくりを考える会 金澤 他司人 伊得 好治 埼玉県比企郡ときがわ町西平６４８－２

八潮市民ファーストの会 豊沢 朱門 豊沢 朱門 埼玉県八潮市中央３－１３－１１　メルツ１０１号

安田よしひろ後援連合会 安田 義広 安田 登起子 埼玉県所沢市上安松５２１－１

山木綾子を支える会 山木 綾子 山木 綾子 埼玉県川越市砂新田５－２７－９

吉川政経研究会 加崎 勇 加崎 美代子 埼玉県吉川市高久１－３－１０

𠮷田たかやす後援会 𠮷田 耕 𠮷田 恵美 埼玉県久喜市菖蒲町小林１０８１

吉田つよし後援会 山﨑 進 吉田 謙一 埼玉県春日部市南４－６－１６



吉田光雄後援会 吉田 榮子 吉田 榮子 埼玉県川越市南通町１６－５

𠮷野きんぞう後援会 新井 康之 𠮷野 茂 埼玉県富士見市東大久保８５

令和元年11月13日

　渋沢高雄後援会を誤って掲載しておりました。お詫びして訂正します。


