
令和3年4月22日
埼玉県選挙管理委員会委員長　岡田　昭文

（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

自由民主党上尾支部 中根 一幸 田中 一崇 埼玉県上尾市本町２－２－３

自由民主党神川支部 森 勇 古川 征治 埼玉県児玉郡神川町渡瀬７６２

自由民主党さいたま市北区支部 鈴木 弘 鈴木 弘 埼玉県さいたま市北区別所町５０－１

（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

愛と地球フォーラム 石津 賢治 小屋 米子 埼玉県北本市中丸３－９６－１０

青木秀雄後援会 青木 喜久枝 青木 喜久枝 埼玉県深谷市後榛沢３１０

青羽あきひと後援会 青羽 章仁 青羽 章仁 埼玉県さいたま市中央区本町西５－１－５

秋山よしゆき後援会 川久保 太子夫 秋山 二郎 埼玉県行田市荒木２０７１

浅井まさし後援会 浅井 博隆 鈴木 彰彦 埼玉県草加市稲荷４－３５－２１

明日の吉川市長をつくる会 名倉 勇 八木 良明 埼玉県吉川市平沼２７１－１

足立しづ子後援会 渡辺 政栄 早坂 忠司 埼玉県ふじみ野市築地３－３－８

新井光男後援会 桜井 四郎 藤田 悦子 埼玉県ふじみ野市大井９５８－３

井口亮一サポーターズクラブ 井口 亮一 菅原 葉子 埼玉県比企郡小川町みどりが丘５－５－５

石津けんじ後援会 山崎 征雄 小屋 米子 埼玉県北本市中丸３－９６－１０

市川こうぞう後援会 中村 弘義 天沼 宏𠮷 埼玉県桶川市川田谷４９２３

稲垣喜代久後援会 稲垣 喜代久 奥田 一郎 埼玉県川口市青木５－２－２１

稲垣喜代久を応援する会 稲垣 喜代久 奥田 一郎 埼玉県川口市青木５－２－２１

　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、令和３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。



井上まさかつ後援会 井上 將勝 井上 將勝 埼玉県さいたま市見沼区東大宮１－８７－４ホジョウレジデンス１０１

岩沢つぎお後援会 小山 弘 竹澤 庸介 埼玉県川越市小仙波町３－８－９

うるしばた和司後援会 佐藤 八十春 成田 正二 埼玉県鶴ヶ島市中新田３６０－３０

江田はじめ後援会 江田 肇 田中 真多 埼玉県川越市石田本郷１２０６

大上やすひこ後援会 大上 康彦 大上 康彦 埼玉県さいたま市西区指扇２７７５－２ヴィライト－３－１０３

大戸ひさかず後援会 関口 修 大戸 玲子 埼玉県比企郡小川町小川１１２０－３

岡安政彦後援会 富田 幸一 野頭 國郎 埼玉県桶川市寿２－１５－１６

越阪部征衛後援会 箱崎 尚弘 越阪部 大典 埼玉県所沢市牛沼３１３－６

活動の見える無所属議員の会 津覇 高久 津覇 高久 埼玉県朝霞市朝志ケ丘３－６－３８－２０１

かとう克明後援会 加藤 克明 鳥山 照正 埼玉県吉川市栄町１４４３－２

加藤清後援会 加藤 清 浅野 博 埼玉県日高市高岡４６３

加藤ともやす後援会 加藤 知泰 加藤 知泰 埼玉県川口市坂下町３－１６－１４

かとう久子とやさしい街づくりをすすめる会 小林 勇 石澤 弘美 埼玉県鴻巣市吹上富士見２－６－１２－３

門倉道雄後援会 門倉 道雄 門倉 道雄 埼玉県本庄市見福１－７－１７

金井直樹後援会 金井 正人 金井 正人 埼玉県越谷市平方６２－１

金子あきゆきと川口の現実を考える会 金子 晃之 金子 真美子 埼玉県川口市芝５－１１－２１

金子美登後援会 安藤 武 岩崎 信子 埼玉県比企郡小川町下里８０９

「川口を住み続けたいまちにしたい！」猪狩じゅん後援会 猪狩 淳 猪狩 美穂 埼玉県川口市原町９－１ハヤテ食堂内

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

木岡たかし後援会 木岡 崇 神 博則 埼玉県川口市東川口２－４－１６

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

行政研究会 新井 利朗 新井 友子 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞１１１９－１

栗原けんしょう後援会 栗原 健昇 岡田 康男 埼玉県熊谷市新堀８１７

栗原はじめ後援会 栗原 肇 毛塚 諭 埼玉県加須市細間１１１８



減税川口 富澤 太志 土屋 晴行 埼玉県川口市前上町２９－３０

小泉しんじ後援会 小泉 晋史 小泉 瑞枝 埼玉県鴻巣市大芦１１９３

こうさか清二後援会 高坂 清二 高坂 衣里奈 埼玉県比企郡滑川町月輪８１４－１

国民と行政書士の会 江川 藤太郎 須藤 信吾 埼玉県日高市馬引沢１５０－１

小嶋隆後援会 小嶋 隆 小島 金治郎 埼玉県深谷市本田１００９－１

子ども未来総合政策研究会 垣花 卓信 金重 章子 埼玉県さいたま市浦和区上木崎２－１４－８

コミネフミオ好縁会 小峰 文夫 小峰 もと子 埼玉県比企郡鳩山町赤沼１９３６－２

近藤ともあき応援団 近藤 智明 近藤 豊 埼玉県川口市芝樋ノ爪１－９－１３

近藤善則後援会 牛窪 紀夫 埼玉県ふじみ野市中ノ島１－３－１

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

崎山和隆を育てる会 岡部 登美男 崎山 京子 埼玉県白岡市小久喜１４３７－３３

佐藤正樹後援会 佐藤 正樹 佐藤 俊江 埼玉県吉川市美南３－７－１４

柴﨑勝後援会 正木 佳一 柴﨑 健二 埼玉県比企郡小川町伊勢根１８０

芝間衛後援会 山口 伸広 清水 實 埼玉県さいたま市北区日進町２－１３９３－１１

芝間衛を育てる会 岡野 作蔵 埼玉県さいたま市北区日進町２－１３９３－８

清水よしのり後援会 清水 眞奈美 大島 一夫 埼玉県上尾市谷津２－５－１０

市民の声あげお 鈴木 茂 鈴木 多美江 埼玉県上尾市春日２－２７－２４

翔友會 佐久間 翔一 佐久間 翔一 埼玉県さいたま市中央区上落合７－１０－２８

新党市民の力 工藤 日出夫 高橋 伸治 埼玉県北本市東間５－９０　サンマンション北本１－５０７

末吉みほこを応援する会 末吉 美帆子 池田 妙子 埼玉県所沢市小手指町４－１７－４８光ビル１Ｆ

杉戸町三ツ林ひろみ後援会 三浦 修 野口 勝久 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地２－１６－７

鈴木久才後援会 鈴木 久才 鈴木 久才 埼玉県加須市南町１４－６７

鈴木けいいちろう後援会 鈴木 敬一郎 鈴木 敬一郎 埼玉県和光市丸山台３－１－２４

鈴木啓太郎後援会 小川 愛子 渡辺 文博 埼玉県ふじみ野市上福岡１－６－３４ＤＭビル５０１



鈴木たかし後援会 鈴木 陽子 鈴木 陽子 埼玉県入間郡毛呂山町下川原４５９－２２

「ずっと暮らしたい」北本市民の会 新井 妙子 小屋 米子 埼玉県北本市中丸３－９６－１０

政治結社大日本松勇會 市川 茂喜 大越 正美 埼玉県草加市住吉２－１１－３４メゾンドリッツ２０１

せお百合子後援会 妹尾 百合子 相沢 真知子 埼玉県吉川市きよみ野５－２６－１５

関口ユウイと共に歩む会 中山 茂 東泉 孝一郎 埼玉県川口市西新井宿９００－２

せき裕通後援会 関 裕通 吉井 孝 埼玉県川口市東領家２－２２－１

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

田中えい後援会 田中 栄 石川 義吉 埼玉県坂戸市泉町３－２６－６

チーム西区 大上 康彦 大上 康彦 埼玉県さいたま市西区指扇２７７５－２ヴィライト－３－１０３

つづきよしお後援会 谷部 計助 金子 滋夫 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸３－３－５

つは高久を育てる会朝霞 津覇 高久 津覇 高久 埼玉県朝霞市朝志ケ丘３－６－３８パレス朝志ヶ丘２０１

とぐち佐一後援会 石原 輝夫 北原 きよ子 埼玉県上尾市原市３３３６原市団地４－７－４０５

床井よしのり後援会 安部 定義 原田 信次 埼玉県ふじみ野市上福岡６－３－１－１０５

所沢未来塾 木村 喜保 佐藤 三雄 埼玉県所沢市狭山ヶ丘１－３００３－１０９

利根川たかゆき後援会 利根川 敬行 山田 友恵 埼玉県東松山市田木８１９－３

ともえたかし後援会 巴 高志 巴 高志 埼玉県本庄市前原１－５－２４マツドビル３Ｆ

中川ひろしを応援する会 栗原 浩 栗原 浩 埼玉県狭山市中央４－２５－４

長倉正弥後援会 福島 有造 吉野 由貴男 埼玉県比企郡小川町飯田７９０－４

中里幸一後援会 中里 和夫 中里 夏江 埼玉県蓮田市東１－２－１５

中島ちひろを応援する会 中島 千尋 飯塚 京子 埼玉県熊谷市本石２－２０４

永田飛鳳後援会 山﨑 進 永田 裕夫 埼玉県春日部市豊町６－１－６

永沼まさと後援会 永沼 正人 永沼 正人 埼玉県羽生市西５－２６－７

日本共産党坂巻かつのり後援会 原 徹 加藤 洋 埼玉県春日部市八丁目１４６８

日本共産党松本ひろかず後援会 大塚 稔 玉木 真知子 埼玉県春日部市小渕１３３４－１



野口たつろう応援団 野口 啓造 野口 昭彦 埼玉県行田市須加３８０８

野本順一後援会 野本 順一 野本 順一 埼玉県上尾市本町２－８－２０

橋本ひろし後援会 宮澤 金次 橋本 里美 埼玉県熊谷市樋春２００２－１

橋本ゆういち後援会 橋本 祐一 持田 雅美 埼玉県行田市門井町３－２０－３４

はまだ隆之後援会 濱田 隆之 濱田 隆之 埼玉県富士見市鶴瀬西３－３－１０

はまだ義彦後援会 濱田 義彦 濱田 祐子 埼玉県川口市宮町１４－２０

原田よしあき後援会 𣘺本 博 曽根 晶子 埼玉県上尾市小敷谷３２２

日高市民ネットワーク２１日高のビタミン 加藤 清 浅野 博 埼玉県日高市猿田３７－４

日高ひでき後援会 日高 英城 河井 宏暢 埼玉県北本市朝日２－２３８ワコ－レＲＧ北本Ａ－１１０２

藤田みつぐ後援会 藤田 貢 藤田 貢 埼玉県川口市飯塚２－１４－２３　共栄荘５号室

古山大輔後援会 大橋 清 古山 実嘉子 埼玉県鴻巣市鎌塚３－９－１２

ふれあいたうん杉戸宮代 金子 正志 金子 大成 埼玉県南埼玉郡宮代町百間２－２－１９

松岡兵衛後援会 松岡 兵衛 江守 貞夫 埼玉県熊谷市大塚５８

松崎まこと後援会 松﨑 誠 松﨑 誠 埼玉県吉川市下内川４４９－２

松沢一雄後援会 淺見 佳久 引間 和彦 埼玉県秩父市阿保町４－１

松下幸之助さんの教えを実現する会 樫井 靖臣 樫井 靖臣 埼玉県蓮田市蓮田５－８３

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

松葉幸雄後援会 北川 秀樹 樺澤 邦夫 埼玉県比企郡小川町小川９６４－４

松本修三後援会 田端 良平 宮澤 正温 埼玉県比企郡小川町青山４５８

見沼の未来をつくる会 閑野 竜明 山田 慎子 埼玉県さいたま市見沼区東大宮１－３０－１４山田ハイツ１Ａ

宮入さんと上尾をスマートにする会 宮入 勇二 宮入 勇二 埼玉県上尾市上町２－９－１０

宮杉勝男後援会 中村 政信 宮杉 光枝 埼玉県幸手市中４－１３－１９

未来の草加を創る会 榎本 武彦 市川 雅保 埼玉県草加市稲荷４－３５－２１

村田文一を応援する会 村田 文一 木島 正道 埼玉県東松山市幸町１０－８



明鴻会 秋丸 和公 和田 雄司 埼玉県鴻巣市袋９１６－３

持田敏明後援会 持田 敏明 持田 敏明 埼玉県鶴ヶ島市脚折１９２２－４

森伊久磨後援会 森 伊久磨 森 加奈子 埼玉県蓮田市閏戸４１２２－１７６

森一人後援会 安藤 淳之介 森 久子 埼玉県比企郡嵐山町平沢２４－１

安田まさひろ後援会 安田 政洋 安田 貴子 埼玉県所沢市上安松２６７－７

矢野間規後援会 田中 弘和 間庭 照雄 埼玉県本庄市寿１－２２－９

矢野ゆき子後援会 星野 秀輔 坂巻 京子 埼玉県川口市川口５－２１－１

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

山中進地域後援会 宮下 正 山中 三千恵 埼玉県秩父市中津川２３３

豊かな越谷を創造する会 小林 史典 篠塚 亮太 埼玉県越谷市千間台西２－１６－１０

吉川敏幸後援会 吉川 敏幸 吉村 岳哲 埼玉県吉川市吉川団地５－１７－４０３

吉村ゴースケ後援会 吉村 豪介 吉村 豪介 埼玉県さいたま市北区日進町３－６３－１サンヴァリ－エ３０２

竜政会 閑野 竜明 閑野 泰子 埼玉県さいたま市見沼区東大宮１－３０－１４山田ハイツ１Ａ

和光市商工政治連盟 斎藤 和康 本橋 昭蔵 埼玉県和光市本町１－１７


