
令和2年5月19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

明るいみらいを創る会 楠田 真悟 楠田 真悟 埼玉県さいたま市桜区田島３－１９－１４

朝霞の未来を拓く会 入江 修 入江 千恵子 埼玉県朝霞市根岸台２－１－４７

あさのめ後援会 浅野目 義英 埼玉県さいたま市浦和区大東１－１１－１－５０１

阿部弘明後援会 阿部 弘明 横田 武春 埼玉県比企郡滑川町羽尾１８７１－１

阿部義治後援会 阿部 義治 関口 健一 埼玉県羽生市須影５１９－２

新井昭安後援会 新井 昭安 新井 昭安 埼玉県熊谷市万吉２２７３－１

新井貞夫後援会 板橋 もと 新井 光夫 埼玉県草加市氷川町５５－１

池田学後援会 池田 学 細見 昌弘 埼玉県熊谷市桜木町１－３２　３Ｆ

石川正明を囲む会 小高 俊男 石川 正江 埼玉県比企郡滑川町福田２１３４

石津けんじ後援会 秋元 良夫 前島 盛一 埼玉県戸田市南町７－３０－６１０

いずも敏太郎後援会 奥田 善胤 滑川 裕子 埼玉県鶴ヶ島市下新田５８６－４９

井上えいじを育てる会 井上 英治 岡安 光男 埼玉県春日部市粕壁東３－６－８

今井はつえ後援会 秋藤 勇夫 小出 錦一郎 埼玉県川口市芝新町８－２９

入沢豊後援会 入沢 豊 入沢 賢一 埼玉県所沢市山口５０２６－３　４４－３－４０１

岩崎つとむ後援会 金子 利樹 埼玉県比企郡吉見町大串２２６２―１

上野葉月と子どもを守る会－滑川 上野 葉月 上野 葉月 埼玉県比企郡滑川町羽尾３９４１

牛くぼひさし後援会 粂原 恒久 牛窪 喜史 埼玉県川越市南田島２４２－１

宇田川宣三後援会 中山 修 中山 茂治 埼玉県入間市久保稲荷１－２－３

　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２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。



江原大輔後援会 斉藤 寿 中山 充且 埼玉県さいたま市岩槻区本丸１－２５－３１

おおしま公一後援会 大嶋 公一 大嶋 公一 埼玉県蕨市南町２－３０－６

大村真樹を育てる会 手島 幸成 手島 富江 埼玉県幸手市上高野３０３７

大和田哲後援会 三枝 薫 加賀見 蒔子 埼玉県越谷市赤山町５－９－１１

小川ただいち後援会 小川 真理子 小川 好子 埼玉県比企郡鳩山町奥田１１９

おんだひろし後援会博友会 岩崎 秀夫 恩田 理 埼玉県加須市南篠崎１７８

貝塚順一後援会 貝塚 順一 貝塚 利雄 埼玉県春日部市榎９２１

変えよう鴻巣市民の会 有馬 雅喜 三前 勝信 埼玉県鴻巣市吹上富士見３－２－１１－３０２

かすかべ再輝動の会 山口 剛一 篠崎 年男 埼玉県春日部市梅田本町１－１０－３７

春日部市健康寿命を伸ばす会 山本 健𠮷 山本 健𠮷 埼玉県春日部市大枝８９武里団地１－２９－１０４

春日部市の教育を考える会 中塚 睦仁 中塚 ひとみ 埼玉県春日部市一ノ割４－１８－４６

かねはまこうけん後援会 金濵 高顕 金濵 高顕 埼玉県ふじみ野市清見２－３－１４

神谷大輔後援会 神谷 大輔 橋本 利弘 埼玉県朝霞市東弁財３－４－６

川口私立幼稚園政治連盟 田中 親男 小泉 清太郎 埼玉県川口市安行慈林８８０

菅野淳後援会 菅野 淳 菅野 裕子 埼玉県狭山市富士見１－２９－１

岸川みつしげ後援会 岸川 彌生 岸川 右子 埼玉県ふじみ野市北野１－８－２

岸輝美君を励ます会 正倉 勝治 飯島 祐紀夫 埼玉県久喜市本町２－１－３７

旧大宮の復権を目指す会 窪田 朝岳 窪田 朝岳 埼玉県さいたま市大宮区北袋町２－７８－４

行田街づくり向上委員会 小林 義和 山崎 恵一 埼玉県熊谷市久下４－１

工藤しゅうじ後援会 江利川 嘉造 関根 和夫 埼玉県越谷市大成町１－２１４４ポラリス弐番館２０５

県政を身近にする草の根の会 金子 勝 金子 勝 埼玉県富士見市上沢１－１７－３０

小井戸英夫後援会 北嶋 一男 山﨑 直樹 埼玉県児玉郡神川町小浜５７５

國誠会 小島 丈幸 増田 幸男 埼玉県さいたま市岩槻区本丸１－４－７

小久保博史後援会 関口 守弘 小久保 恭子 埼玉県春日部市備後東８－５４－５



小島まさやす後援会 小島 正泰 浅見 陽一 埼玉県熊谷市円光１－１５－２４

児玉郡市農協政治連盟 金井 幹雄 小暮 博光 埼玉県本庄市早稲田の杜１－１４－１

五野上しげじ後援会 関根 菊雄 五野上 初江 埼玉県秩父市山田６１－２

小林リキ後援会（Ｔｅａｍ―Ｒｉｋｉ） 町田 新一郎 大河原 恵美子 埼玉県蕨市中央２―２８―１

小森しげのり後援会 小森 重紀 小森 重紀 埼玉県草加市草加３－９－４３－２０１

今野ともひろ　深谷後援会 久保田 秀樹 小野 猛 埼玉県深谷市人見５３－２

埼玉司法書士政治連盟 早川 敏夫 大山 明 埼玉県上尾市錦町３８－２

さいとう和雄後援会 斉藤 政久 斉藤 和雄 埼玉県加須市間口１１７６－２

斉藤よしのり後援会 伊藤 勝男 橋本 信男 埼玉県春日部市芦橋９６５－１

酒井いくろう後援会 酒井 孝夫 酒井 孝夫 埼玉県戸田市上戸田４－５－６

坂戸新時代プロジェクト 弓削 勇人 弓削 恵子 埼玉県坂戸市清水町４５－６

佐藤勇後援会 佐藤 勇 川越 邦由 埼玉県草加市谷塚仲町２９１－２

狭山のかたち研究会 中村 正義 中村 三誠 埼玉県狭山市北入曽１３５１

三宮ゆきお後援会 三宮 幸雄 根岸 成子 埼玉県北本市西高尾１－２５９

島村みきこ後援会 村田 和三 滝沢 正佶 埼玉県桶川市下日出谷２５５

市民のための明るい川口市政をつくる会 高井 純一 山本 昌樹 埼玉県川口市芝中田２－４７－２３

真援隊 長谷川 幸世 長谷川 幸世 埼玉県熊谷市曙町４－７６

伸清会 醍醐 清 醍醐 ふじ世 埼玉県朝霞市田島２－１５－９１

真の公平・公正・公開の戸田市政を実現する会 峯岸 光夫 峯岸 晶子 埼玉県戸田市本町３－６－６

すがかつみ連合後援会 須田 清 菅 千代子 埼玉県川口市仲町２－３３

すずはた尚光後援会 鈴畑 尚光 鈴畑 文雄 埼玉県川越市天沼新田１８７－１

住みよい飯能市をつくるみんなの会 杉田 實 本多 芙美枝 埼玉県飯能市原町１４２－５

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

関根ひでひろ後援会 関根 文男 関根 文男 埼玉県東松山市上野本１２５４



関根由紀後援会 関根 由紀 関根 和夫 埼玉県加須市麦倉３０７８－１２

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

大日本憂国連合会 加藤 健二 加藤 健二 埼玉県比企郡小川町角山５３４－８

たじまかずのぶを育てる会 田嶋 哲雄 田嶋 さよ子 埼玉県春日部市八木崎町３－１１

田中けんじ後援会 瀧原 包治 埼玉県久喜市久喜中央２－１０－２２

田中ひでゆき後援会 村山 忠雄 松澤 悦子 埼玉県蓮田市閏戸２０７５－５

ためがやごお後援会 為谷 剛 高田 果奈実 埼玉県深谷市西島４－４－５

津田洋一元気の会 津田 勇人 津田 友子 埼玉県草加市小山２－１２－２

つなげる力！さいたまの会 本山 千絵 中村 薫 埼玉県さいたま市南区別所７－２－１－７０１

手島こうせい後援会 鎌田 清久 手島 富江 埼玉県幸手市上高野３０３７

寺島義人後援会 寺島 義人 寺島 幸代 埼玉県越谷市北越谷１－３－１９

戸田の未来を考える会 依田 修一 髙橋 慎慈 埼玉県戸田市下前１－７－７－１０４

冨田俊和後援会 斉藤 憲義 富田 和雄 埼玉県秩父市太田１２８４

ともにここで生きる 寺島 義人 寺島 幸代 埼玉県越谷市北越谷１－３－１９

とよた真由子和光後援会 齋藤 和康 冨岡 健治 埼玉県和光市本町１－１７

中塚よしひと後援会 中塚 睦仁 中塚 ひとみ 埼玉県春日部市一ノ割４－１８－４６

中村正義後援会 根津 光興 中村 重子 埼玉県狭山市北入曽１３５１

日本第一党　埼玉県本部 瀧澤　豊 大岩 光輝 埼玉県川口市柳崎５－８－２０　ホワイトパレーシャル１０１

日本共産党秋山もえ後援会 湯沢 哲己 二見 ひとみ 埼玉県上尾市小敷谷７２９－２

野口けいじ後援会 野口 佳司 芝崎 幸子 埼玉県越谷市七左町７－１７５

野口吉明後援会 野口 利治 武笹 修 埼玉県さいたま市南区大谷口２０１５

長谷部よしあき君を県政に送る「蓮田創生」市民の会 長谷部 章 長谷部 憲一 埼玉県蓮田市東１－４－１５

花井伸子後援会 伊藤 皆人 山岡 小麦 埼玉県戸田市新曽９４２－１２

比企孝司後援会 植木 忠 松本 秀子 埼玉県蕨市塚越５－５１－２１



平山五郎後援会 三島 久雄 長沢 正雄 埼玉県入間市南峯３６７―２

福島弘文後援会 北 孝行 南 幸一郎 埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢１３６３

福田誠一後援会 関根 喜代寿 関根 禮一 埼玉県草加市瀬崎２－５０－３０

福野幸央後援会 岩澤 善和 斉藤 忠彦 埼玉県八潮市八潮７－１－１３

福本正幸と共に秩父の未来を育む会 福本 正幸 森 秀樹 埼玉県所沢市緑町４－３５－１５－５０８

藤倉あきら後援会 藤倉 憲 新井 秋宜 埼玉県東松山市松葉町３－６－１１

ふじみ野市に若い力で貢献する会 金濵 高顕 金濵 高顕 埼玉県ふじみ野市清見２－３－１４

舟橋一浩後援会 舟橋 一浩 佐々木 了 埼玉県川越市通町２４－１４

舟橋かずひろ総合後援会 亀田 仁 埼玉県川越市通町２４－１４

芳友会 吉田 芳朝 吉田 真由美 埼玉県新座市野寺２－８－４８

星野文男後援会 小佐野 擁山 入江 千恵子 埼玉県朝霞市根岸台２－１－４７

ほそや美恵子後援会 細谷 美恵子 細谷 茂樹 埼玉県行田市荒木１０１９－３

前原博孝後援会 前原 博孝 前原 浩代 埼玉県川口市江戸２－４－１６

真木大輔後援会 真木 大輔 真木 大輔 埼玉県戸田市新曽１０５７－８０３

松本しょうと槻の会 平田 穆 松澤 悦子 埼玉県さいたま市岩槻区小溝９２１－１３５

松本富男後援会 松本 富男 小林 壮吉 埼玉県熊谷市榎町３８６

松本やすお行田の明日を考える会 堀井 利久 松本 英朗 埼玉県行田市富士見町２－２５－２１

峯岸光夫後援会 峯岸 冨士松 峰岸 正行 埼玉県戸田市本町３－６－６

三輪かずよし後援会 田邊 靖爾 関 賢治 埼玉県蕨市南町１－４１－１

森大助後援会 森 大助 杉本 美恵 埼玉県川口市木曽呂７６６－８

谷古宇勘司後援会連合会 浅古 八郎 小澤 敏明 埼玉県草加市高砂１－７－１３ヤマトヤビル３Ｆ

優しい街づくりの会 鈴木 秀三郎 埼玉県久喜市久喜中央２－１０－２２　田中様方

矢作太郎後援会 矢作 喜久安 矢作 とよ子 埼玉県川口市安行領根岸１１７１－１

矢部一夫後援会 岡田 林三 矢部 敏夫 埼玉県鴻巣市下谷１６４４－１



矢部松男後援会 小高 茂治 上田 勝利 埼玉県北足立郡伊奈町小室９６２７

山口ごういち後援会 山口 剛一 山口 玲子 埼玉県春日部市梅田本町１－１０－３７

山口浩治後援会 伊藤 圭一 山口 むつ子 埼玉県蓮田市椿山１－８－２

山田だいすけ後援会 伊東 正隆 阿部 実 埼玉県越谷市上間久里３７４－１

やまわき紀子後援会 木戸 保 木戸 保 埼玉県蕨市南町２－３１－１４

ゆげ勇人サポーターズクラブ 弓削 勇人 弓削 恵子 埼玉県坂戸市千代田１－４－１７

陽舟会 秋山 きよ子 宮崎 和子 埼玉県川越市通町２４－１４

吉田みのる後援会 吉田 稔 吉田 智恵子 埼玉県春日部市西宝珠花５２

吉田よしのりと歩む会 吉田 芳朝 吉田 真由美 埼玉県新座市野寺２－８－４８

隆盛会 藤倉 憲 新井 秋宜 埼玉県東松山市松葉町３－６－１１

和田英二後援会 和田 英二 和田 英二 埼玉県さいたま市南区別所３－３８－２９

私たちの市長をつくる戸田市民の会 米倉 洋子 土肥 悦子 埼玉県戸田市本町３－８－１３

渡辺つよしと白岡をやさしく暮らせる街にする会 渡邊 剛 渡邊 剛 埼玉県白岡市新白岡８－１６－８


