
政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、
次のとおり公表する。
平成28年6月28日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　細　田　德　治

（平成28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 代表者 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党春日部支部 時田美野吉 会計責任者 鈴木　伸雄 松本　英明 平成28年3月28日

自由民主党埼玉県介護支部 大橋　貞男 主たる事務所の所在地 埼玉県北本市西高尾１－６６ 埼玉県北本市石戸７－１９ 平成28年3月30日

自由民主党埼玉県北第五支部 小林　哲也 名称 自由民主党埼玉県北第五支部 自由民主党埼玉県北第六区第一支部 平成28年3月29日

代表者 有泉　勝之 来間　芳子

会計責任者 志村武一郎 有泉　勝之

自由民主党埼玉県東第七区第二支部 白土　幸仁 名称 自由民主党埼玉県東第七区第二支部 自由民主党埼玉県東第八区第二支部 平成28年3月24日

自由民主党埼玉県連三芳支部 古寺　貞之 会計責任者 井田　和宏 抜井　尚男 平成28年1月1日

自由民主党所沢支部 日向　貴一 代表者 日向　貴一 本橋　正夫 平成28年3月15日

自由民主党本庄支部 青木　清志 会計責任者 杉田　圭司 峯　　俊仁 平成28年3月10日

日本共産党埼玉西部・東地区委員会 山本　　浩 代表者 山本　　浩 西本秀太郎 平成27年9月27日

日本共産党埼玉西部・東地区委員会 山本　　浩 会計責任者 中野美千代 近藤　信子 平成27年10月9日

主たる事務所の所在地 埼玉県春日部市中央１－５９－８－２０２ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１６藤沼ビル

代表者 三角　創太 大島　　敦

会計責任者 紀　　智子 畠山　　稔

２　その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の団体）

政治団体の名称 代表者 異動事項 新 旧 異動年月日

生き活き朝霞 比留間　明 会計責任者 冨岡　幸雄 高橋　雅敏 平成28年3月25日

内田けんじ後援会 内田　健次 会計責任者 内田晋太郎 真野　英夫 平成28年3月29日

江田はじめ後援会 江田　　肇 会計責任者 田中　真多 田中登美夫 平成27年4月15日

岡部かずお後援会 櫻井　勲雄 会計責任者 西宮　保雄 中村　芳樹 平成28年3月28日

自由民主党埼玉県石油販売業支部 有泉　勝之 平成27年5月28日

民主党埼玉県第１３区総支部 三角　創太 平成28年3月15日



政治団体の名称 代表者 異動事項 新 旧 異動年月日

主たる事務所の所在地 埼玉県鴻巣市吹上富士見３－２－１１－３０２ 埼玉県鴻巣市吹上富士見４－８－９－４

代表者 有馬　雅喜 斉藤　政昭

会計責任者 吉田　征人 有馬　雅喜

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

代表者 鹿島　真理 船木　　淳

会計責任者 長岡ひとみ 白坂　健生

かじわら秀明後援会 主たる事務所の所在地 埼玉県蕨市北町１－２１－１９ 平成28年3月28日

金泉ふき子後援会 武田　　剛 会計責任者 武田　　剛 沢中　周平 平成28年3月1日

金子喜美子後援会 金沢　武三 代表者 金沢　武三 井田　隆雄 平成27年4月1日

川越市医師連盟 関本　幹雄 会計責任者 藤田　龍一 村上　忠也 平成26年6月24日

川村としお後援会 倉林　　豊 主たる事務所の所在地 埼玉県所沢市山口２８１－１１ 埼玉県所沢市中新井１－１０－１たつみビル３０７ 平成28年3月25日

北村あやこ後えん会 片岡富美子 代表者 片岡富美子 斉藤　良介 平成28年3月26日

吉星会 吉良　英敏 会計責任者 松田　　亮 吉良まどか 平成26年10月1日

吉良英敏後援会 吉良　英敏 会計責任者 松田　　亮 吉良まどか 平成26年10月1日

光風会 森田　光一 主たる事務所の所在地 埼玉県東松山市高坂９００－６ 埼玉県東松山市箭弓町２－３－８Ｍビル２０３号室　　 平成28年3月11日

幸福実現党春日部後援会 船見　泰市 会計責任者 清水　鉄男 酒井　春美 平成28年2月23日

幸福実現党川越後援会 坂東　哲郎 会計責任者 仙波　洋子 佐々木正子 平成27年7月7日

幸福実現党久喜後援会 松本　博史 会計責任者 新井　　博 今井めぐみ 平成28年3月13日

幸福実現党熊谷後援会 近藤　弘樹 会計責任者 西岡　　優 今井めぐみ 平成28年3月16日

幸福実現党越谷後援会 豊田　利雄 会計責任者 吉田　紀美 仙波　洋子 平成28年3月1日

主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市中央区上落合５－１７－１－３１０３　斉藤様方　　 埼玉県春日部市増富２６７－７

代表者 松林　淳一

会計責任者 松林　淳一 鈴木こず恵

幸福実現党草加後援会 内藤　博文 会計責任者 長船　夕紀 清水　鉄男 平成28年3月11日

幸福実現党所沢後援会 臼井　英夫 会計責任者 北村　規子 千葉　伸二 平成28年3月1日

幸福実現党武蔵浦和後援会 小川　孝二 会計責任者 酒井　春美 千葉　伸二 平成28年3月5日

平成28年3月5日幸福実現党埼玉県本部 松林　淳一

鹿島　真理 平成28年3月25日

平成28年2月14日変えよう鴻巣市民の会 有馬　雅喜

賢い有権者の会



政治団体の名称 代表者 異動事項 新 旧 異動年月日

代表者 尾澤あきつ 保田登美子

会計責任者 崎田美奈子 冨沢二三子

埼玉県獣医師政治連盟 高橋　三男 会計責任者 水島　健雄 林　　繁雄 平成27年6月11日

主たる事務所の所在地 埼玉県加須市中央１－１１－４１ 埼玉県加須市本町７―１７

代表者 眞中　　紀 清水　延浩

会計責任者 千葉　達也 久保田倭男

埼玉県商工政治連盟越谷支部 井橋　吉一 会計責任者 山田二三夫 中野　忠茂 平成27年6月3日

代表者 有泉　勝之 来間　芳子

会計責任者 志村武一郎 有泉　勝之

埼玉県隊友政治連盟 佐藤　常寛 会計責任者 菅谷　　榮 小池　保治 平成28年2月3日

さいとう芳久後援会 小嶋　秀一 代表者 小嶋　秀一 齊藤　貢一 平成28年3月1日

酒井いくろう後援会 酒井　孝夫 主たる事務所の所在地 埼玉県戸田市上戸田４－２－２７－２０６ 埼玉県戸田市上戸田４－２－２７－８０１ 平成27年1月1日

会計責任者 半藤　恒雄 平成27年9月29日

渋谷とみ子の会 桑畑　悦古 主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡嵐山町千手堂３９－４６ 埼玉県比企郡嵐山町平沢２５４‐６４ 平成27年12月1日

関口たけお事務所 関口　武雄 会計責任者 大辻　　猛 今井　信博 平成28年3月10日

高橋政雄後援会 高橋　政雄 会計責任者 酒井菜美絵 高橋菜美絵 平成28年1月20日

たはら亮後援会 阿部　真介 代表者 阿部　真介 田原　　亮 平成28年3月30日

地域に尽くす政治家を支援する会 大橋　貞男 主たる事務所の所在地 埼玉県北本市西高尾１－６６ 埼玉県北本市石戸７－１９ 平成28年3月30日

チェンジ市民の会 菅野　　栄 代表者 菅野　　栄 高柳美知子 平成28年1月30日

辻浩司と生け活けクラブ 辻　　浩司 会計責任者 保田登美子 平成28年1月31日

代表者 大谷　誠一 依田　　修

会計責任者 福島　秀樹 大谷　誠一

稲松会 関根　利幸 主たる事務所の所在地 埼玉県草加市稲荷４－３８－１９ 埼玉県草加市稲荷５－１８－３９ 平成28年3月20日

永沼まさと後援会 永沼　正人 会計責任者 永沼　正人 福田　　博 平成28年3月20日

長峰宏芳後援会 滝島　一郎 会計責任者 小川　早苗 八木　　繁 平成27年5月15日

西田まこと政策懇話会 高橋　信夫 主たる事務所の所在地 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１４－２２　２Ｆ 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１０－１１－１０２ 平成28年3月30日

日本共産党久保みき後援会 佐藤　雅彦 代表者 佐藤　雅彦 富永　　勇 平成28年3月6日

平成28年1月31日

平成27年5月23日

平成27年5月28日

平成27年7月28日大谷　誠一

越谷市民ネットワーク 尾澤あきつ

埼玉県商工政治連盟加須支部 眞中　　紀

有泉　勝之

東京電力労働組合政治連盟埼玉県支部

埼玉県石油政治連盟



政治団体の名称 代表者 異動事項 新 旧 異動年月日

代表者 吉澤　俊一 松本　輝夫

会計責任者 松本　輝夫 海老原夕美

日本労働党埼玉県委員会 穂積　右一 代表者 穂積　右一 吉沢　章司 平成28年3月29日

根岸成美後援会 高橋　　勇 会計責任者 山神　正弘 金子　二郎 平成27年8月4日

野原ようこ後援会 若笠　純一 代表者 若笠　純一 松本　好正 平成28年2月23日

峰友グリーンレディースクラブ連絡会 岡野とし子 会計責任者 小川　早苗 松村　久子 平成27年7月20日

星野みつひろ後援会 正木　賢一 代表者 正木　賢一 日鼻　　靖 平成27年9月25日

細川たけしサポータークラブ 細川　　威 主たる事務所の所在地 埼玉県越谷市東大沢１－１２－１５カンピジャーノ２０１ 埼玉県越谷市弥栄町３‐５２‐１１１リバーサイド弥栄１０１　　 平成27年6月30日

細川たけしサポータークラブ 細川　　威 会計責任者 玉川　正幸 平成28年3月23日

主たる事務所の所在地 埼玉県越谷市大里４０－１－３３３ 埼玉県越谷市大里５１－３

代表者 松島　孝夫 松島　茂信

会計責任者 松島　孝夫 松島　茂信

松本あやサポーターズクラブ 北村　文子 代表者 北村　文子 鳥海　　努 平成28年3月26日

三郷市医師連盟 森野　一英 主たる事務所の所在地 埼玉県三郷市中央２－２０－７ 埼玉県三郷市栄２‐１８１ 平成27年1月31日

みんなのあげお市民の会 互井　一臣 会計責任者 加藤　正直 互井　一臣 平成28年3月27日

代表者 広川千恵子 廣川千恵子

会計責任者 関根悠紀子 秋山　英子

矢作いづみ後援会 田中　久司 主たる事務所の所在地 埼玉県所沢市中新井１－８７２－５ 埼玉県所沢市中新井１－１０－１ 平成27年5月30日

山下勝矢後援会 海老原嘉一 代表者 海老原嘉一 加藤　英泉 平成27年4月1日

山下たかあき後援会 山下　隆昭 主たる事務所の所在地 埼玉県朝霞市本町２－１８－１－２０７号室　　 埼玉県朝霞市泉水３－９－２０ 平成28年3月31日

山根りゅうじ後援会 市ノ川　實 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二号に係る国会議員関係政治団体 平成28年3月22日

吉野いくえを応援する会 代表者 石川　清次 平成28年3月3日

主たる事務所の所在地 埼玉県比企郡吉見町大串２２６２－１ 埼玉県比企郡吉見町北吉見２４８８－１４

代表者 岩崎　　勤 宮崎　善雄

代表者 渡辺　　大 押田　　清

会計責任者 渡辺　　大 中谷　宗義

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 主たる事務所の所在地 埼玉県白岡市新白岡８－１６－８ 埼玉県白岡市野牛１２４１ 平成27年10月17日

平成28年3月10日

渡辺大後援会 渡辺　　大

平成28年3月1日

平成28年3月29日

平成28年3月24日

日本弁護士政治連盟埼玉支部 吉澤　俊一

松島孝夫後援会 松島　孝夫

吉見町山口泰明後援会 岩崎　　勤

みんなの会ｉｎ日高 広川千恵子

平成28年3月25日


