
政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により、次の政治団体から設立の届出があった。

平成27年5月29日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　滝　瀬　　副　次

（平成27年2月1日～2月28日受理分。記載順序は五十音順。）

政党の支部

（ア）国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 届出年月日

自由民主党川里支部 坂本　晃 坂本　浩司 平成27年2月2日

日本を元気にする会埼玉県川口市議会第１支部 近藤　智明 近藤　豊 平成27年2月19日

その他の政治団体

（ア）国会議員関係政治団体以外の政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 届出年月日

青山聖子後援会 青山　聖子 青山　聖子 平成27年2月25日

明日の幸せを考える市民会議 冨田　かおり 中村　薫 平成27年2月6日

あったかまちづくり 村松　由美子 村松　由美子 平成27年2月6日

新井もりお後援会 新井　森夫 新井　初子 平成27年2月10日

稲川さとみ後援会 稲川　智美 稲川　貴大 平成27年2月4日

井上さとし後援会 大澤　正義 井上　圭子 平成27年2月4日

井上なおき宮代町後援会 相島　英雄 庄治　博光 平成27年2月2日

今関まさ美後援会 今関　公美 今関　和之 平成27年2月3日

桜勇会 土橋　勇司 鈴木　和子 平成27年2月26日

大北ひさかつ後援会 大北　久勝 大北　秀子 平成27年2月12日

小高ひろゆき後援会 髙梨　耕治 小髙　清次 平成27年2月18日

かおる会 戸田　馨 松田　孝之 平成27年2月9日

笠幡地区倉ヶ谷を考える会 発知　一郎 佐藤　記代志 平成27年2月20日

粕谷ふじお後援会 粕谷　憲一 粕谷　高子 平成27年2月2日

加藤ひでき後援会 加藤　英樹 五味　弘典 平成27年2月27日

川村としお後援会 倉林　豊 山本　治 平成27年2月18日

川口市芝樋ノ爪１－９－１３

さいたま市岩槻区徳力８６　２０２号

さいたま市西区西遊馬１２７２－１

大里郡寄居町今市２１２－１

秩父郡長瀞町井戸７３

南埼玉郡宮代町本田５－１５－１１

北本市西高尾６－１７６－１０

川越市福田９５１－５

主たる事務所の所在地

さいたま市桜区宿１１０－４

蓮田市蓮田５－１３８

吉川市保４６２－１

川越市仲町６－３

所沢市山口２８１４－１

主たる事務所の所在地

鴻巣市赤城１６８

川口市西川口６－１６－２－２０３

さいたま市南区別所３－１３－２２－５０４

鴻巣市生出塚２－１９－１９

所沢市中新井１－１０－１たつみビル３０７ 



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 届出年月日主たる事務所の所在地

旧大宮の復権を目指す会 窪田　朝岳 窪田　朝岳 平成27年2月4日

「協働と創造の街づくり」市民の会 須賀　久美子 加藤　和子 平成27年2月20日

栗原けんしょう後援会 栗原　健昇 橋本　恒政 平成27年2月16日

栗原けいこ後援会 小坂　兵七郎 小高　茂治 平成27年2月6日

黒澤秀雄後援会 黒澤　秀雄 黒澤　賢二 平成27年2月18日

圏央・南部地域の創生を考える会 北原　正勝 御幡　郷勝 平成27年2月9日

県政と久喜市政を結ぶ会 岸　秀夫 平成27年2月12日

小泉龍司女性の会 清水　時子 新井　敏之 平成27年2月6日

小江戸川越をより良くする会 濱田　幸介 長井　孝二 平成27年2月13日

国際社会政治経済政策研究所 金沢　豊 中村　栄一 平成27年2月13日

小林ひろし後援会 竹内　彰 小林　桃子 平成27年2月20日

斉藤はるまさ後援会 斎藤　治正 酒井　智恵 平成27年2月24日

坂本こうじ後援会 坂本　考司 堀口　次郎 平成27年2月20日

さわだいわお後援会 澤田　巌 澤田　洋子 平成27年2月17日

市庁舎問題を考える市民の会 楡井　猛 南　泉 平成27年2月23日

市民と共に新しいきたもとを創る会 竹村　元宏 松本　進 平成27年2月4日

住みよい蓮田をつくる会 齋藤　齊 齋藤　齊 平成27年2月27日

せがみ邦久後援会 瀬上　勉 瀬上　和男 平成27年2月10日

高橋つよし後援会 高橋　友三郎 高橋　正平 平成27年2月16日

田中たねお後援会 田中　実 田中　友子 平成27年2月27日

ＴＲＹみさと 白井　伸幸 千代田　賢司 平成27年2月23日

中島たかし後援会 中島　隆 中島　隆 平成27年2月3日

中島たかし政読会 中島　隆 中島　隆 平成27年2月18日

西川まさはる後援会 西川　政晴 三浦　輝雄 平成27年2月3日

野口　利治 武笠　修 平成27年2月2日

野本翔平後援会 野本　翔平 野澤　健 平成27年2月2日

蜂巣良久後援会 蜂巣　良久 蜂巣　良久 平成27年2月17日

氷川会 武笠　修 平成27年2月2日

日高ひでき後援会 日高　英城 河井　宏暢 平成27年2月24日

プロジェクトせんたく 鈴木　正人 鈴木　正人 平成27年2月13日

熊谷市籠原南１－１１２ツインスクエアⅡ２０１

川口市栄町２－５－１３

所沢市北有楽町２１－５

川越市新宿町６－５－２２－２０１

児玉郡美里町白石９３４

北本市下石戸上１９２０－４５

久喜市菖蒲町小林１０８１

深谷市上柴町東３－１７－１９

さいたま市大宮区北袋町２－７８－４

蓮田市馬込１－１６６

熊谷市新堀８１７

北足立郡伊奈町小室９３６１－５

児玉郡美里町甘粕９１６－３

入間郡毛呂山町岩井西２－２４－５

川口市新井宿１１１２－２２

北本市北本２－２７（吉井ビル）

蓮田市東１－４－２１

比企郡滑川町伊古９９８

さいたま市浦和区高砂４－６－４－１０５

川越市古谷上４００９－２

比企郡鳩山町赤沼１１６－２４

三郷市彦成１－９８－１

越谷市宮本町２－１５

越谷市宮本町２－１５

和光市白子２－９－２２－１０５

さいたま市南区大谷口２０１５

行田市忍２－１４－６

行田市佐間１－２８－３７

さいたま市南区大谷口２０１５

北本市朝日２－２３８ワコーレＲＧ北本Ａ－１１０２



政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 届出年月日主たる事務所の所在地

平間益美後援会 平間　益美 針谷　和雄 平成27年2月12日

ほそや三男後援会 日下部　辰男 細谷　洋子 平成27年2月10日

前原かづえ後援会 渡辺　政栄 小野　嘉幸 平成27年2月13日

松本いくお後援会 大島　郁夫 近藤　幸治 平成27年2月26日

宮﨑正人後援会 奥富　陽太郎 渡辺　美津男 平成27年2月24日

宮島一夫を応援する会 金井塚　徳一 宮島　成夫 平成27年2月6日

もとばやし善隆後援会 新井　正明 塚越　照代 平成27年2月26日

矢部操後援会 矢部　操 横山　肇 平成27年2月24日

友雅会 横川　雅也 松本　正 平成27年2月2日

坂本　裕二 平成27年2月23日

吉野おさむ後援会 今田　博 吉野　一郎 平成27年2月16日

（訂正前）　さいたま市岩槻区徳力８６　→　（訂正後）　さいたま市岩槻区徳力８６　２０２号　

入間郡越生町大谷９９４

比企郡滑川町月輪１６１９－７

鴻巣市宮前３８－２４

川越市南台３－２－１０山大マンション３０４

東松山市美土里町７－９

大里郡寄居町三品３９８－１

行田市南河原７６５－１

久喜市本町８－４－１

入間郡三芳町北永井８８５－３

ふじみ野市ふじみ野３－１０－３９

比企郡滑川町月輪１３５６－５

※　令和４年１月２５日に「新井もりお後援会」の主たる事務所の所在地を訂正しました。


