
政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により、次の政治団体から異動の届出があった。

平成27年6月5日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　滝　瀬　　副　次

（平成27年3月1日～3月31日受理分。記載順序は五十音順。）

１　政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

次世代の党衆議院埼玉県第十三支部 国会議員関係政治団体の区分 国会議員関係政治団体以外の政治団体 法第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体 平成27年3月12日

自由民主党埼玉県遺族会支部 代表者 江田　肇 勝間　周作 平成27年3月27日

自由民主党埼玉県第四選挙区支部 主たる事務所の所在地 新座市東北２－１３－２５ 城取ビル 新座市東北２－１３－２５．城取ビル１Ｆ 平成27年3月6日

代表者 中島　弘道 穐谷　清

会計責任者 小暮　正明 熊谷　初雄

主たる事務所の所在地 桶川市坂田１２１４－９７ 上尾市柏座３－１－４８－２－７２４

代表者 古寺　貞之 森田　陽太郎

主たる事務所の所在地 入間郡三芳町竹間沢６５７－２ 入間郡三芳町北永井８１２

自由民主党さいたま市南区支部 会計責任者 西川　博之 新藤　昇二 平成27年3月18日

自由民主党毛呂山支部 代表者 堀江　快治 丸木　清浩 平成27年3月26日

日本共産党埼玉西部・東地区委員会 会計責任者 近藤　信子 中野　美千代 平成27年3月25日

２　その他の政治団体

政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

代表者 青柳　京子 関口　大介

会計責任者 青柳　京子 関口　大介

主たる事務所の所在地 和光市本町３－２－４０２ 朝霞市本町２－２０－９

浅野みえ子と地域の会 主たる事務所の所在地 所沢市北秋津８７６－３　所沢コーポラスＨ２０４ 所沢市北秋津７９２－３ プチ・プラゴウ１０１ 平成27年3月24日

有山しげる後援会「有政会」 代表者 有山　正巳 有山　茂 平成27年3月9日

飯塚俊彦後援会 代表者 杉原　範之 早野　公春 平成27年3月24日

代表者 　岩田　和幸 　勅使河原　侃

会計責任者 岩田　光 岩田　正子
平成27年3月26日岩田和幸後援会

あおやぎ仁士後援会 平成27年3月9日

自由民主党埼玉県電気通信職域支部 平成27年3月30日

平成27年3月31日自由民主党埼玉県連三芳支部



政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

名称 　宇田川ゆきおを応援する会 宇田川幸夫応援する会

代表者 新井　孝一 会田　辰雄

主たる事務所の所在地 八潮市八條３９３ 八潮市八条３９５

宇田川ゆきお連合後援会 主たる事務所の所在地 八潮市中央１－５－２１ 八潮市八條３９３ 平成27年3月30日

大嶋和浩を応援する会 代表者 小林　芳雄 大嶋　清和 平成27年3月4日

大宮医師連盟 代表者 松本　吉郎 湯澤　俊 平成27年3月31日

おかざき郁子後援会 代表者 工藤　孝司 川原　清春 平成27年3月17日

名称 海沼ひでゆき後援会 かいぬま秀幸後援会

会計責任者 春山　武樹 山田　圭輔

柿沼秀雄後援会 会計責任者 石井　優夫 中里　辰夫 平成27年3月31日

代表者 船木　淳 鹿島　真理

主たる事務所の所在地 さいたま市浦和区領家３－５－１２ さいたま市浦和区前地２－１４－４

春日部市医師連盟　 代表者 　山﨑　典之 神田　誠 平成27年3月24日

会計責任者 三上　智也 須山　忠夫

主たる事務所の所在地 さいたま市北区宮原町１－４７４－２ さいたま市北区大成町４－８３ＪＳＴビル５Ｆ

北足立郡市医師連盟 会計責任者 鳥山　義仁 鳥山　義人 平成27年3月12日

代表者 坂本　富雄 坂本　健次

会計責任者 野々山　和博 坂本　富雄

「協働と創造の街づくり」市民の会 代表者 鈴木　貞子 須賀　久美子 平成27年3月10日

久保田茂男後援会 代表者 久保田　政男 久保田　茂男 平成27年3月5日

栗原たけし後援会 代表者 浅見　久次 小林　謙一 平成27年3月30日

幸福実現党春日部後援会 会計責任者 酒井　春美 越智　孝世 平成27年3月2日

会計責任者 今井　めぐみ 千葉　伸二

主たる事務所の所在地 白岡市小久喜６７５－１ パークシティー白岡Ｂ６０２ 白岡市小久喜６７５－１ パークシティ白岡６０２

幸福実現党さいたま東後援会 会計責任者 有賀　和子 森山　明子 平成27年3月11日

幸福実現党坂戸後援会 会計責任者 青木　幸江 清井　美穂 平成27年3月5日

幸福実現党幸手後援会 会計責任者 武田　牧子 越智　孝世 平成27年3月2日

平成27年3月17日海沼ひでゆき後援会

平成27年3月6日賢い有権者の会

平成27年3月31日かねすぎふみこ後援会

平成27年3月31日宇田川ゆきおを応援する会

北埼玉農協政治連盟 平成27年3月24日

幸福実現党久喜後援会 平成27年3月20日



政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

代表者 臼井　英夫 斉藤　治正

主たる事務所の所在地 所沢市小手指町５－２－１－４０４ 所沢市北有楽町１９－１３

幸福実現党．深谷本庄後援会 会計責任者 森山　明子 新井　博 平成27年3月5日

国際勝共連合埼玉県本部 主たる事務所の所在地 さいたま市浦和区高砂４－２－３ アルシュ瀬島２０１ さいたま市大宮区大成町２－１７８－４ 坂口ビル３Ｆ 平成27年3月31日

小林司後援会 会計責任者 粟野　彰啓 長岡　ひとみ 平成27年3月26日

埼玉を日本一にする県民の会 代表者 野本　喜夫 川本　宜彦 平成27年3月3日

埼玉県水落敏栄後援会 代表者 江田　肇 勝間　周作 平成27年3月27日

さいたま市政経フォーラム 会計責任者 武藤　誠 藤井　健志 平成27年3月4日

さいとう直子後援会 代表者 石塚　桂助 齊藤　和夫 平成27年3月13日

名称 斉藤まさお後援会 さいとうまさお後援会

代表者 齋藤　雅男 大塚　幟

笹本えいすけ後援会 会計責任者 笹本　麻子 笹本　美智子 平成27年3月6日

志木市を変える市民の会 代表者 西川　和人 西川　武重郎 平成27年3月30日

島村みきこ後援会 主たる事務所の所在地 桶川市下日出谷２５５ 桶川市下日出谷３１８－４ 平成27年3月31日

庄司博光を育てる会 主たる事務所の所在地 南埼玉郡宮代町笠原２－２－７－２ 南埼玉郡宮代町百間２－４－７ 平成27年3月20日

真友会 名称 真友会 もろい真英後援会 平成27年3月31日

神友会 代表者 林　俊昭 米田　一男 平成27年3月13日

須賀敬史後援会 会計責任者 宇佐見　政二　 田村　幸司 平成27年3月27日

政治結社紘樹塾 主たる事務所の所在地 草加市苗塚町３４４－１ 東１号 草加市青柳７－１９－８ 青柳ハイツ１０３ 平成27年3月12日

瀬戸健一郎とともに「だれもが幸せなまち」をつくる会 会計責任者 瀬戸　百合子 瀬戸　秀次郎 平成27年3月31日

税理士による神風英男後援会 会計責任者 高野　進 須田　啓資 平成27年3月31日

全国小売酒販政治連盟埼玉県支部 会計責任者 渡邊　栄 加島　哲雄 平成27年3月18日

全国産業廃棄物連合会政治連盟埼玉県
環境産業振興協会埼玉県地区政治連盟

会計責任者 大木　貞幸 山野辺　靖 平成27年3月26日

代表者 石川　光三　 井能　康行

主たる事務所の所在地 　草加市中央２－２－３３ 草加市中央２－２－３

代表者 田中　和明 宇田川　昌雄

会計責任者 野島　敏行 舩戸　清光

チーム狭山 主たる事務所の所在地 狭山市入間川２－５ ふじみ野市上福岡４－１３ 平成27年3月17日

竹美会 平成27年3月16日

平成27年3月13日幸福実現党所沢後援会

斉藤まさお後援会 平成27年3月31日

平成27年3月25日田中和明後援会



政治団体の名称 異動事項 新 旧 届出年月日

稲松会 代表者 関根　利幸 浅井　武志 平成27年3月26日

代表者 中野　伸也 広鰭　共和

会計責任者 中野　伸也 広鰭　共和

主たる事務所の所在地 　　所沢市下安松１５７０－２３ 所沢市西所沢１－１３－１６

会計責任者 豊田　清子 豊田　徹

主たる事務所の所在地 川口市戸塚南４－２－１４ 川口市戸塚４６７６

内藤みつお後援会 会計責任者 山端　智寛 安藤　洋太 平成27年3月5日

なかやしき慎一後援会こうのすチャレンジクラブ 代表者 秋葉　省三 生川　明 平成27年3月26日

日本遺族政治連盟埼玉県本部 代表者 江田　肇 勝間　周作 平成27年3月27日

羽鳥健後援会 会計責任者 羽鳥　健 羽鳥　正義 平成27年3月5日

東入間医師連盟 代表者 小木曽　正勝 安田　福輝 平成27年3月26日

名称 平野すすむ後援会 平野進後援会

代表者 平野　一夫 平野　錦一

会計責任者 平野　均 池上　竹治

深谷市・大里郡医師連盟 代表者 緒方　伸男 佐々木　優至 平成27年3月4日

富士見明るい市政をすすめる市民の会 会計責任者 竹村　正 宮本　春雄 平成27年3月10日

帆足和之後援会 会計責任者 櫻井　繁 関根　武 平成27年3月25日

代表者 細田　昌孝 細田　耕造

会計責任者 細田　耕造 細田　智子

巻島幸男後援会 主たる事務所の所在地 　幸手市東４－２７－３ 幸手市東４－５－２２ 平成27年3月4日

松島孝夫後援会 名称 松島孝夫後援会 松島孝夫を育てる会 平成27年3月30日

松本あきらを励ます会 会計責任者 内田　俊雄 松本　のぶ子 平成27年3月31日

松本翔と槻の会 代表者 堀本　秀雄 植田　千芳 平成27年3月26日

松本英彦後援会 代表者 小島　五男 中野　勇一 平成27年3月31日

まゆずみ宮男後援会 会計責任者 黛　宮男 黛　有美子 平成27年3月26日

みつるフォーラム“２１ 会計責任者 豊田　清子 豊田　徹 平成27年3月31日

八潮絆の会 主たる事務所の所在地 八潮市中央２－１－１９ 八潮市緑町１－３４－２５－１ 平成27年3月30日

やべ節後援会 名称 やべ節後援会 矢部操後援会 平成27年3月10日

山下ひろかず後援会 主たる事務所の所在地 児玉郡上里町神保原町５９３－２ 児玉郡上里町神保原町４１６－４ 平成27年3月20日

平成27年3月5日平野すすむ後援会

平成27年3月9日細田よしのり後援会～希望～

平成27年3月4日所沢市歯科医師連盟

豊田みつる後援会 平成27年3月31日


