
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29年4月28日

埼玉県選挙管理委員会委員長　　細　田　德　治

（平成29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 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

公明党参議院埼玉選挙区第１総支部 矢倉　克夫 会計責任者の氏名 川人　通男 井上　龍雄 平成29年3月22日

自由民主党越谷支部 伊藤　　治 会計責任者の氏名 畔上　順平 河合　勝郎 平成29年3月23日

自由民主党埼玉県福祉支部 山本　良治 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１５－１６浦和常盤１０丁目ビル４階 埼玉県さいたま市浦和区高砂４－７－７小林ビル２Ｆ 平成29年3月21日

自由民主党埼玉県福祉支部 山本　良治 会計責任者の氏名 岸　　大藏 山本　良治 平成29年3月27日

自由民主党埼玉県南第九区第一支部 荒川　岩雄 会計責任者の氏名 春日　和教 村田　源治 平成28年4月1日

自由民主党さいたま市岩槻区支部 小島　信昭 会計責任者の氏名 新井　重男 真々田富男 平成28年7月1日

自由民主党草加支部 増田　好男 会計責任者の氏名 白石　孝雄 中野　　修 平成29年3月14日

主たる事務所の所在地 埼玉県飯能市岩沢７２９－２ 埼玉県飯能市双柳９４－２７

代表者の氏名 内沼　博史 長坂　　悟

日本共産党埼玉東部南地区委員会 上村　　聡 会計責任者の氏名 廣瀬　伸一 苗村　光雄 平成29年3月12日

主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１６ＲＫビル 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－６－１６藤沼ビル

代表者の氏名 大野　元裕 大島　　敦

会計責任者の氏名 菅原　　満 浜口　健司

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 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

朝霞地区医師連盟 浅野　　修 会計責任者の氏名 滝澤　義和 村山　正昭 平成28年6月1日

朝霞地区薬剤師連盟 小田　美良 主たる事務所の所在地 埼玉県朝霞市西弁財１－１０－２１ブリランテ朝霞台３１２ 埼玉県新座市東北２－２４－３（有）ＫＰＳ内 平成28年6月1日

上杉たかや後援会 上杉真由美 主たる事務所の所在地 埼玉県富士見市針ケ谷１－５－８アヴィオラ４０２号 埼玉県富士見市針ケ谷１－２－１３ベレーシース西原２０３ 平成29年3月13日

内沼ひろし後援会 宮内　重利 会計責任者の氏名 内沼　里美 宮内　　亮 平成28年9月1日

ヴァンベール（緑の風）後援会 矢島　萇子 会計責任者の氏名 西本　則子 奥田　伸子 平成29年3月19日

尾花正明後援会 増山　一豊 会計責任者の氏名 尾花　裕子 塚越　　勇 平成29年3月27日

平成29年3月11日

民進党埼玉県総支部連合会 大野　元裕 平成29年3月30日

自由民主党飯能支部 内沼　博史



政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

変えよう鴻巣市民の会 有馬　雅喜 会計責任者の氏名 三前　勝信 吉田　征人 平成29年3月3日

かおる会 戸田　　馨 会計責任者の氏名 小川　麻未 松田　孝之 平成29年3月23日

春日部市医師連盟 山﨑　典之 会計責任者の氏名 五百木　勉 遠藤　　賢 平成28年6月24日

代表者の氏名 梶田　吉宏 新堀省一郎

会計責任者の氏名 橋本　　勉 梶田　吉宏

代表者の氏名 鹿嶋　広久 徳竹　英一

会計責任者の氏名 徳竹　英一 八代　利伸

きし信智と元気な久喜をつくる会 貴志　信智 主たる事務所の所在地 埼玉県久喜市久喜北１－１２－１２－１０１ 埼玉県久喜市本町３－５－３－２０１ 平成29年2月11日

県政刷新の「若き力！」の会 松岡　耕一 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市緑区太田窪１－１４－１３－２０１ 埼玉県さいたま市緑区東浦和５－１５－２－２Ｆ 平成27年4月30日

県北の未来を語る会 山田　孝代 代表者の氏名 山田　孝代 山田　忠之 平成29年3月23日

県民ファーストの会 柏谷　勝幸 政治団体の名称 県民ファーストの会 さいたま維新の会 平成29年3月22日

こうさか清二後援会 高坂　清二 会計責任者の氏名 高坂衣里奈 島田　涼子 平成28年1月1日

幸福実現党朝霞・志木後援会 高橋　　正 会計責任者の氏名 臼井　睦絵 平成29年3月9日

主たる事務所の所在地 埼玉県春日部市備後東７－２９－９ 埼玉県春日部市内牧２２７５－８

代表者の氏名 佐藤　健一 船見　泰市

幸福実現党川口後援会 丸山　勝正 会計責任者の氏名 新井　　博 萩原佐久子 平成29年3月23日

幸福実現党久喜後援会 松本　博史 会計責任者の氏名 髙橋　葉子 新井　　博 平成29年3月10日

幸福実現党埼玉県本部 小島　一郎 代表者の氏名 小島　一郎 松林　淳一 平成29年3月7日

幸福実現党坂戸後援会 佐藤　文彦 会計責任者の氏名 内村　雅一 青木　幸江 平成29年3月16日

埼葛土地改良政治連盟 井上　直子 会計責任者の氏名 内田　勝康 中山　輝男 平成28年5月24日

埼玉県市民ネットワーク 末吉美帆子 主たる事務所の所在地 埼玉県さいたま市南区鹿手袋１－５－３ひゅうまんポスト内 埼玉県越谷市東越谷１－５－１７共生第二ビル１階越谷市民ネットワーク気付 平成29年3月25日

代表者の氏名 石川　重夫 本多　繁男

会計責任者の氏名 関　　　實 石川　重夫

埼玉土地家屋調査士政治連盟 関根　一三 代表者の氏名 関根　一三 森田　重之 平成29年3月23日

代表者の氏名 大塚　栄一 伊藤　正篤

会計責任者の氏名 大塚　房男 尾堤　光作

佐々木まさこ後援会 松田　延身 会計責任者の氏名 佐々木正子 千葉　伸二 平成29年2月28日

佐藤勇後援会 佐藤　　勇 会計責任者の氏名 川越　邦由 川越　康正 平成29年3月2日

川口市医師連盟 鹿嶋　広久 平成28年6月22日

幸福実現党春日部後援会 佐藤　健一 平成29年2月21日

加藤ゆきお後援会 梶田　吉宏 平成29年3月21日

石川　重夫 平成29年3月28日

佐久間実内牧地区後援会 大塚　栄一 平成29年3月25日

埼玉司法書士政治連盟



政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

代表者の氏名 池田　妙子 大輪　絹子

会計責任者の氏名 海老澤敬子 池田　妙子

しんげの会 越司　　弘 会計責任者の氏名 間正　良昭 山田　康博 平成29年3月21日

菅原満後援会 菅原　　満 会計責任者の氏名 菅原　澄江 和智　幹夫 平成29年3月31日

住みよい三郷をつくる会 美田　長彦 会計責任者の氏名 信田　寿一 山本　貞造 平成29年3月25日

政治結社紘樹塾 今村　雅之 主たる事務所の所在地 埼玉県越谷市大間野町１－８０－１サンジュリアン２０１ 埼玉県草加市苗塚町３４４－１東１号 平成29年3月27日

主たる事務所の所在地 埼玉県川口市上青木４－２－７５ 埼玉県川口市上青木西４－２２－１６

代表者の氏名 百目鬼健司 小島　泰一

会計責任者の氏名 大谷　　伸 吉野　喜平

関野かねたろう後援会 荒引亥三男 代表者の氏名 荒引亥三男 小峰　一夫 平成29年1月1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 小林　増雄 代表者の氏名 小林　増雄 松澤　博三 平成28年6月3日

全国旅館政治連盟埼玉県支部 北堀　　篤 会計責任者の氏名 橋本　和久 池田　友久 平成28年2月20日

代表者の氏名 髙橋　弘行 北岡　英二

会計責任者の氏名 髙橋　良枝 新井　美恵

鳥居のぶあきを励ます会 森園　六生 会計責任者の氏名 青木　　忠 吉澤　千嘉子 平成29年2月20日

主たる事務所の所在地 埼玉県吉川市栄町１４６６－２０ 埼玉県吉川市栄町１５６２－９

代表者の氏名 矢萩　恵一 村上　　昇

政治団体の名称 にいつま亮後援会 新妻亮後援会

会計責任者の氏名 栗田　俊三 新妻　　剛

主たる事務所の所在地 埼玉県東松山市箭弓町１－６－１ 埼玉県東松山市新宿町７－１９

代表者の氏名 岩崎　治之 井上　辰憲

深谷寄居医師連盟 緒方　伸男 主たる事務所の所在地 埼玉県深谷市国済寺３１９－３ 埼玉県深谷市常盤町６２－２ 平成28年9月1日

ふくだ悟郎後援会 福田　悟郎 会計責任者の氏名 福田　悟郎 船木　　淳 平成29年3月8日

三郷市医師連盟 青木　成夫 代表者の氏名 青木　成夫 森野　一英 平成28年6月1日

政治団体の名称 美南発！よしかわ地育共育プロジェクト 濱田みや応援会

代表者の氏名 濱田　美弥 滝吉　大助

会計責任者の氏名 濱田　貴弘 金田　瑞穂

市民ネットワーク所沢 池田　妙子 平成29年2月4日

税理士による新藤義孝後援会 百目鬼健司 平成28年10月14日

髙橋弘行後援会 髙橋　弘行 平成29年3月21日

中島みちはる後援会 矢萩　恵一 平成29年3月1日

にいつま亮後援会 新妻　　亮 平成29年3月27日

東松山薬剤師連盟 岩崎　治之 平成29年3月1日

美南発！よしかわ地育共育プロジェクト 濱田　美弥 平成29年3月29日



政治団体の名称 代表者の氏名 異動事項 新 旧 異動年月日

明生会資金管理団体 岡庭　　明 会計責任者の氏名 岡庭　美和 倉田　友行 平成29年3月21日

優しい街づくりの会 鈴木秀三郎 代表者の氏名 鈴木秀三郎 白石　昌之 平成29年3月21日

山田忠之後援会 山田　孝代 代表者の氏名 山田　孝代 山田　忠之 平成28年4月13日

よしかわ市民ネットワーク 猪野満里子 代表者の氏名 猪野満里子 酒向　智美 平成29年3月10日

代表者の氏名 宮澤　　了 平成28年7月1日

龍の会 小泉　龍司 会計責任者の氏名 新井　敏之 北堀　瀧三 平成29年3月10日

　　　（訂正前）　新井　重夫　→　（訂正後）　新井　重男

※　平成30年10月5日に自由民主党さいたま市岩槻区支部の会計責任者名（新）を訂正しました。


