
令和4年4月12日
埼玉県選挙管理委員会委員長　岡田　昭文

（１）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

赤川ようじを支援する会 島田 実 橋本 英世 埼玉県所沢市若狭３－２３８３－２５

新しい上尾をつくる会 畠山 稔 畠山 岩子 埼玉県上尾市向山２－４５－１９

新井こういち後援会 平井 穣 平澤 庄次 埼玉県加須市飯積１２７６

荒川ひろし後援会 水戸 守 関口 茂夫 埼玉県所沢市下安松５２４－１

安全安心元気な蕨をつくる会 玉井 基義 高 義雄 埼玉県蕨市中央３－１８－６

安保友博に安心を保障させる会 安保 友博 庄司 拡 埼玉県和光市下新倉３－２４－５６

池上ともやす後援会 瀧澤 林三 白石 宏之 埼玉県蕨市北町２－１０－９

池田たつお後援会 松橋 一男 戸谷 和男 埼玉県上尾市向山３－４－１４

石原茂後援会 石原 和紀 石原 博 埼玉県朝霞市根岸台８－２－６０

逸気会 岡部 逸雄 高橋 良明 埼玉県川越市仙波町３－２３－３－モアステージ川越グランデュール７０３

いな元気世代の会 上野 尚徳 上野 尚徳 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台５－６９

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

井上さとし後援会 井上 圭子 井上 岳史 埼玉県秩父郡長瀞町井戸７３

井上日出巳と明日の市政を考える会 井上 日出巳 井上 欣也 埼玉県白岡市白岡９９４

井上ひでみ連合後援会 藤沼 貞夫 滝澤 茂夫 埼玉県白岡市白岡９９４

いのまた直行後援会 猪俣 直行 上田中 美己 埼玉県坂戸市厚川１２３－４

上野なおのり後援会 内田 惠三 上野 幸子 埼玉県北足立郡伊奈町内宿台５－６９

梅津雄司後援会 梅津 雄司 梅津 雄司 埼玉県朝霞市朝志ケ丘４－１－１４

江原博之後援会 江原 博之 小磯 幸雄 埼玉県羽生市加羽ケ崎８３－１

　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４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。



大橋まさよしをサポートする会 髙徳 由子 鈴木 千栄子 埼玉県朝霞市膝折町４－８－５３

岡田かずみ後援会 岡田 和己 細野 俊文 埼玉県児玉郡美里町中里４９－１

岡部いつお後援会 高橋 良明 岡部 みゆき 埼玉県川越市仙波町３－３２－３－７０３

川越を日本一良くする会 秋庭 敏男 小池 陸嗣 埼玉県川越市松郷１１０７

川島イッセイ後援会 川島 一省 川島 恵子 埼玉県加須市三俣１－１６－５

吉翔会 竹並 万吉 竹並 貴榮 埼玉県本庄市小島南１－７－６

希望の会 前田 亜希 前田 亜希 埼玉県川口市前川３－５２－１０－２０１

元気な吉川をつくる会 奥居 義久 小川 芳子 埼玉県吉川市きよみ野２－８－２

県政にチャレンジ 金野 孝吉 金野 孝吉 埼玉県戸田市本町１―２１－８－１Ｆ

埼玉県介護政治連盟 岡芹 正美 阿部 俊郎 埼玉県本庄市緑１－９－１

埼玉県商工政治連盟白岡支部 弓木 裕一 弓木 裕一 埼玉県白岡市西７－９－２８

さいとうゆい後援会 齋藤 正夫 浅見 精一 埼玉県秩父郡小鹿野町般若２６４７－１

坂戸で幸せ集める会 安澤 美佳 安澤 美佳 埼玉県坂戸市中富町６１－１８

坂本としお後援会 坂本 俊夫 坂本 恵子 埼玉県東松山市六反町１１－８

しばさき和好後援会 芝嵜 和好 石井 清子 埼玉県鴻巣市小谷２１６１

清水けんいちと伊奈のくらしを考える会 清水 健一 清水 健一 埼玉県北足立郡伊奈町西小針１－１０３－１６

市民と政治を考える会 小西 七郎 小西 輝明 埼玉県加須市花崎１－４２－１１

自由民主党さいたま市議会議員団政治連盟 青羽 健仁 江原 大輔 埼玉県さいたま市浦和区元町１－３２－１０

尚の会 田並 尚明 田並 胤明 埼玉県熊谷市末広４－８－１７

城下のり子後援会 砂山 元明 笠井 康弘 埼玉県所沢市こぶし町１６－２８

伸清会 醍醐 清 醍醐 ふじ世 埼玉県朝霞市田島２－１５－９１

新藤たか子後援会 石井 博行 小谷野 京子 埼玉県上尾市向山３－４－１４

鈴木のぶひろ後援会 鈴木 光義 米山 立夫 埼玉県入間郡毛呂山町中央３－１０－２３

強矢好光後援会 黒沢 雅幸 強矢 栄子 埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野１８８１

青藍舎 加藤 裕康 飛田 治雄 埼玉県深谷市藤野木１１８



創健の會 柾木 鍾伍 渡辺 弘史 埼玉県比企郡小川町大塚８１６－２

そうま正人後援会 相馬 正人 相馬 正人 埼玉県桶川市坂田１９－１

だいご清後援会 小寺 仁 醍醐 ふじ世 埼玉県朝霞市田島２－１５－９１

高山ひさと後援会 大島 恵己 伊東 生明 埼玉県新座市栄１－１２－１５

たけなみ万吉後援会連合会 平野 克幸 遠藤 英生 埼玉県本庄市小島南１－７－６

武原誠と富士見市民の心を守る会 武原 誠 武原 誠 埼玉県富士見市鶴瀬西２－７－６－１０６

田村しゅうじ後援会 戸門 徳司 加藤 光生 埼玉県狭山市青柳７４６

秩父をもっと面白くする会 保泉 昌広 保泉 敏江 埼玉県秩父市宮側町７－６

塚村かおりと宮代の笑顔をつくる会 塚村 香織 塚村 香織 埼玉県南埼玉郡宮代町道佛１－５－２８

中村かずひら後援会 中村 和平 中村 克彦 埼玉県新座市石神３－１７－１９

西山こういち後援会 秦 哲美 佐々木 ゆかり 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４６２

西山こういちの会 西山 晃一 西山 晃由 埼玉県さいたま市大宮区桜木町３－２５４－１

日本共産党金子幸弘後援会 須田 豊亨 堀部 悦子 埼玉県川口市里１１１９－６１

ネクスト鴻巣 芝嵜 和好 石井 清子 埼玉県鴻巣市小谷２１６１

野村浩之と三郷市の向上を目指す会 野村 浩之 野村 和子 埼玉県三郷市栄１－１８５

のもと恵司後援会 府川 昭男 森田 均 埼玉県鴻巣市本町４－１－５３

はせがわ元夫を励ます会 原 侃也 長谷川 和久 埼玉県比企郡滑川町月の輪７－３０－１５

パタソンひとみ後援会 パタソン ひとみ 加治 武司 埼玉県飯能市平戸１４３－１１

林富司後援会事務所 五十嵐 藤昭 原名 すみ子 埼玉県本庄市久々宇１６５

ひでみ会 井上 日出巳 井上 英子 埼玉県白岡市白岡９９４

福川タカ子を応援する会 福川 直 林 明絹子 埼玉県朝霞市膝折町４－８－４３

藤田泰利を育てる会 藤田 泰利 保坂 緑 埼玉県児玉郡美里町阿那志２８５－１

三郷市　市民ファーストの会 野村 浩之 野村 和子 埼玉県三郷市栄１－１８５

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

みんなの手で新しい町政をつくる会 光下 重之 杉本 しげ 埼玉県入間郡三芳町藤久保６２１１　日本共産党三芳町委員会内



結びの会 松森 俊逸 松森 悠 埼玉県新座市東北２－３４－１５－９０１

村井英樹を囲む公認会計士の会 久保 直生 青山 裕之 埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２７－９

八潮市薬剤師連盟 伊藤 裕一 村木 雅美 埼玉県八潮市中央４－１－１３

山下たかあき後援会 山下 隆昭 吉田 小百合 埼玉県朝霞市本町２－１８－１－２０７

弓田しげき後援会 片山 七男 遠田 浩紀 埼玉県入間郡毛呂山町市場４６２－９

吉田英三郎後援会 埼玉県東松山市古凍４６－２

より良い伊奈・まちづくり委員会 永末 厚二 村山 正弘 埼玉県北足立郡伊奈町寿５－１９

稜友会 増島 稜 増島 稜 埼玉県狭山市狭山２－３３

れいわ戸田市民の会 尾坂 矯 金沢 一 埼玉県戸田市喜沢２－４－５０


