
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1月1日～1月31日受理分。記載順序は五十音順。）

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

新しい市長と共に次の吉川を創る会 内水　龍子 松田　孝之 平成27年1月5日

いいじまあきお後援会 金子　達也 飯嶋　友朗 平成27年1月14日

飯塚孝行後援会 飯塚　孝行 飯塚　哲夫 平成27年1月21日

いきいき『まち』づくりの会 中村　義勝 小澤　悦子 平成27年1月27日

池田年美後援会 池田　年美 池田　正紀 平成27年1月6日

石関ひろおみ後援会 石関　洋臣 石関　美津子 平成27年1月7日

井上薫後援会 丸山　純夫 山田　清 平成27年1月23日

井上こうへいサポーターズクラブ 井上　浩平 井上　富子 平成27年1月27日

井上なおき後援会連合会 細井　欽作 古澤　稔久 平成27年1月16日

臼田喜之後援会 池田　雅之 臼田　喜之 平成27年1月21日

江川直一後援会 江川　直一 江川　典子 平成27年1月6日

岡島貴弘後援会 岡島　貴弘 岡島　貴弘 平成27年1月21日

小川茂後援会 高野　光長 浅見　豊 平成27年1月13日

小川大二郎後援会 小川　大二郎 小川　大二郎 平成27年1月7日

おぎはら慎太郎を育てる会 荻原　慎太郎 荻原　裕次郎 平成27年1月23日

おくぬき真紀後援会 奥貫　眞紀 奥貫　洋介 平成27年1月7日

越阪部征衛後援会 箱崎　尚弘 越阪部　大典 平成27年1月27日

加須市の未来を語る会 清水　豊一 会森　静江 平成27年1月27日

金子正則水深区後援会 藤井　洋 斉藤　勇 平成27年1月30日

からさわのぞみ後援会「Ｗｅ」 唐澤　のぞみ 田代　美智代 平成27年1月26日

きしけいすけ後援会 岸　啓祐 岸　美恵子 平成27年1月9日

川口市戸塚３－１１－８－１０１アスナロハイツ

加須市上種足４５６－２

桶川市西１－１２－１３

さいたま市緑区三室４１４－１－２０２

川口市木曽呂８７６－２

東松山市松風台３－１４

行田市藤間４９４

主たる事務所の所在地

白岡市小久喜９４２－２

川口市東本郷１－７－２４

志木市柏町１－６－３５－２０５

鶴ヶ島市下新田１７９－４

さいたま市見沼区中川７６７

吉川市新栄２－６－６

東松山市神明町２－６－１６

川越市的場１３３０－１

越谷市登戸町３７－２５

川越市中原町２－１３－１０

所沢市牛沼３１３－６

加須市礼羽１６２－２

加須市水深８９５

川口市幸町２－６－１０－２Ｆ



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

希望溢れる埼玉へＲＯＡＤ ＴＯ ２０４５ 細田　耕造 細田　智子 平成27年1月5日

暮らしやすい埼玉県をつくる駒井いさおを応援する会 宮岡　治郎 若山　三郎 平成27年1月23日

栗原みつはる後援会 宮岡　寛 川股　秀之 平成27年1月13日

県政刷新の「若き力！」の会 松岡　耕一 松岡　耕一 平成27年1月9日

県北の未来を語る会 山田　忠之 山田　孝代 平成27年1月15日

減税川口 富澤　太志 土屋　晴行 平成27年1月8日

こしづかなほこを応援する会 腰塚　菜穂子 腰塚　菜穂子 平成27年1月13日

後藤香絵後援会 芥川　富士男 馬場　昭男 平成27年1月23日

埼玉県民党の会 藤井　健志 藤井　裕子 平成27年1月21日

酒見和平後援会 土屋　恒雄 平成27年1月15日

佐藤泰彦後援会 府川　昭男 秋元　一浩 平成27年1月21日

柴﨑とみお後援会 坂本　雄誠 柴﨑　典子 平成27年1月15日

鈴木貴美子後援会 鈴木　貴美子 鈴木　健二 平成27年1月5日

鈴木けいいちろう後援会 鈴木　敬一郎 鈴木　敬一郎 平成27年1月6日

鈴木啓太郎後援会 小川　愛子 渡辺　文博 平成27年1月9日

鈴木淳後援会 中嶋　晴夫 塩野　和雄 平成27年1月7日

須永賢治連合後援会 須永　賢治 須永　めぐみ 平成27年1月30日

関根ひでひろ後援会 関根　文男 関根　文男 平成27年1月19日

崇翔会 星　正男 佐々木　聡一 平成27年1月14日

高田まさひと後援会 高田　正人 高田　まゆみ 平成27年1月20日

高橋健一郎後援会 高橋　健一郎 高橋　まゆみ 平成27年1月9日

田畑たき子後援会 田畑　たき子 田畑　光男 平成27年1月7日

玉井哲夫後援会 玉井　哲夫 玉井　哲夫 平成27年1月8日

チャレンジ草加 菊池　義明 橋本　初雄 平成27年1月30日

都築龍太後援会 都築　龍太 都築　龍太 平成27年1月23日

利根川たかゆき後援会 利根川　敬行 山田　友恵 平成27年1月6日

戸張光枝後援会 戸張　光枝 戸張　和人 平成27年1月5日

富田勝後援会 富田　勝 富田　学 平成27年1月8日

ないとう慎と住みたい狭山をつくる会 内藤　慎 内藤　慎 平成27年1月20日

中島かつあき後援会 清水　孝正 林　房夫 平成27年1月5日

熊谷市籠原南３－２５８ＹＭＤビル２０１

川口市前上町２９－３０

熊谷市見晴町２４４

さいたま市緑区太田窪１－１４－１３－２０１

戸田市氷川町１－１４－１７

入間市仏子３５７－１

川越市岸町１－２５－１８

草加市住吉２－３－９

さいたま市大宮区天沼町２－９３７－１－１０８

鴻巣市赤見台４－２１－２

鴻巣市人形４－６－３０

行田市埼玉５４４９－２

蓮田市高虫２８９－２

和光市丸山台３－１－２４

ふじみ野市上福岡４－１２－１－４０５

入間郡三芳町藤久保８１７

草加市谷塚上町７０７－１

東松山市上野本１２５４

上尾市西宮下１－６２

東松山市材木町１８－９

蓮田市黒浜３４２０－９

川越市吉田１５２

さいたま市浦和区上木崎４－４－３２

草加市新里町６６０

さいたま市緑区中尾１５０８

東松山市田木８１９－３

北足立郡伊奈町西小針４－３６－１

深谷市武蔵野３４００

狭山市狭山台２－１狭山台団地２－９－５０１

大里郡寄居町用土２２３０－２



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

永沼博昭後援会 永沼　博昭 永沼　洋子 平成27年1月5日

日本共産党大塚たけひで後援会 吉田　章 坂田　進 平成27年1月29日

野中一城後援会 野中　一城 野中　昌美 平成27年1月5日

橋本ひろし後援会 宮澤　金次 橋本　里美 平成27年1月28日

氷川会 関　勝 藤井　健志 平成27年1月21日

東松山立志の会 大内　一郎 蛭間　松男 平成27年1月19日

平川みちや後援会 金子　信男 野呂　久 平成27年1月23日

福室武尊後援会 福室　武尊 福室　武尊 平成27年1月15日

豊作会 古沢　耕作 石本　玉紀 平成27年1月13日

穂坂やすし後援会 白鳥　成章 秋山　享 平成27年1月23日

細川英俊後援会 松田　一晃 島村　伸之 平成27年1月16日

細田よしのり後援会～希望～ 細田　耕造 細田　智子 平成27年1月5日

ホワイトパレス 井上　直樹 古澤　稔久 平成27年1月26日

松島修一後援会 松島　修一 島村　裕治 平成27年1月9日

松田のりこをもっと大きく育てる会 松田　典子 松田　典子 平成27年1月7日

松田まさよを育てる会 松田　雅代 松田　昭博 平成27年1月8日

松本翔と槻の会 植田　千芳 松澤　悦子 平成27年1月6日

三宅じゅん子後援会 江森　より子 五十嵐　米子 平成27年1月29日

宮原みさ子後援会 宮原　みさ子 宮原　照男 平成27年1月6日

吉村ゴースケ後援会 吉村　豪介 吉村　豪介 平成27年1月5日

連携して政治を動かす会 小林　甚一 大嶋　和浩 平成27年1月14日

（イ）法第19条の７第1項第1号に係る国会議員関係政治団体

政治団体の名称 代表者の氏名 会計責任者の氏名 公職の種類 届出年月日

未来の埼玉を創る会 山﨑　邦子 永沼　宏之 参議院議員 平成27年1月20日

　

さいたま市浦和区高砂２－３－１８セキモトビル４階

主たる事務所の所在地

幸手市香日向１－１２－１７

鴻巣市新宿２－９－２

さいたま市西区指扇２２２６－２若月コーポ１階

羽生市東３－３０－１３

熊谷市樋春２００２－１

さいたま市大宮区天沼町２－９３７－１－１０８

東松山市松山町２－４－５０

川口市元郷１－２６－８

和光市南１－７－５８和光グレイスハイム２０５

春日部市藤塚１４９１－５

志木市本町５－１０－２７

和光市丸山台２－５－１１フィレンツェ１０２

熊谷市弁財１８０

行田市小見１４１４－２

秩父郡横瀬町横瀬１１９８－１０

鴻巣市袋９２４－１

戸田市氷川町１－１４－１７

白岡市小久喜９４２－２

北本市石戸宿６－５０

越谷市袋山１０１０－４

さいたま市岩槻区小溝９２１－１３５


