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香川県医師連盟 60,000 高松市
真鍋たけき後援会 120,000 高松市
自由民主党愛媛県
建設関係支部

1,800,000 松山市

佐賀県医師連盟 120,000 佐賀市
佐賀県商工政治連
盟

100,000 佐賀市

佐賀県薬剤師連盟 60,000 佐賀市
古川康後援会 60,000 佐賀市
長崎県医師連盟 120,000 長崎市
自由民主党熊本県
建設支部

10,000,000 熊本市

大分県歯科医師連
盟

120,000 大分市

大分県商工政治連
盟

120,000 大分市

大分県自動車整備
政治連盟

120,000 大分市

大分県中小企業政
治連盟

120,000 大分市

宮崎県建設業政治
連盟

1,500,000 宮崎市

自由社会を守る国
民会議

171,209,703 千代田区

全国商工政治連盟 5,000,000 都・港区
全国石油政治連盟 1,000,000 千代田区
全国中小企業政治
協会

200,000 都・中央区

全国不動産政治連
盟

10,000,000 千代田区

全国旅館政治連盟 5,000,000 千代田区
倉庫物流研究会 4,000,000 江東区
道路運送経営研究
会

5,000,000 新宿区

日住協政策研究会 1,000,000 千代田区
日本医師連盟 150,000,000 文京区
日本商工連盟 30,096,000 都・中央区
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 10,000,000 新宿区
陸上交通懇話会 500,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

2,356,800

６ 資産等の内訳
（金銭信託）

5,000,000 14. 4.19

181,177,112 14. 9.30

41,917,331 15. 9.29

50,248,187 18. 2. 2

（敷金）
自由民主党静岡県支
部連合会

2,000,000 51. 5.31

自由民主党山口県支
部連合会

4,000,000 52. 9.30

川越商 j 1,100,000 6. 9.22

j峯 19,373,160 13. 4. 1

浪速地所j 1,400,000 15. 9.24

二十一世紀国民会議
報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

〔資金管理団体〕
愛知治郎アクティブネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

愛知 治郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 22,910,926

前年繰越額 2,403,143

本年収入額 20,507,783

２ 支出総額 16,303,960

３ 本年収入の内訳
寄附 1,289,000

個人分 1,289,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

19,218,635

愛知治郎を励ます会 11,579,370

愛知治郎政経セミナー 7,639,265

その他の収入 148

一件十万円未満のもの 148

４ 支出の内訳
経常経費 2,251,137

人件費 222,090

備品・消耗品費 839,772

事務所費 1,189,275

政治活動費 14,052,823

組織活動費 3,550,300

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,526,992

政治資金パーティー開催事
業費

6,526,992

調査研究費 287,503

寄附・交付金 3,605,000

その他の経費 83,028

５ 寄附の内訳
（個人分）
馬渡 一眞 150,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

1,139,000

６ 特定パーティーの概要
愛知治郎を励ます
会(317人)

11,579,370 都・港区

７ 資産等の内訳
（借入金）
愛知 治郎 2,125,179

あいはらくみこ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

相原久美子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 21,112,516

本年収入額 21,112,516

２ 支出総額 19,580,684

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(43人) 21,500

寄附 6,700,000

政治団体分 6,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,391,000

あいはらくみこ後援会設立記
念パーティー

13,480,000

あいはらくみこを応援する会
（仮称）設立準備会

911,000

その他の収入 16

一件十万円未満のもの 16

４ 支出の内訳
経常経費 4,466,699

人件費 992,249

光熱水費 3,088

備品・消耗品費 2,147,420

事務所費 1,323,942

政治活動費 15,113,985

組織活動費 119,780

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,994,205

宣伝事業費 11,697,857

政治資金パーティー開催事
業費

2,583,748

その他の事業費 712,600

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党参議院比例
区第６総支部

6,700,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
あいはらくみこ後
援会設立記念パー
ティー(297人)

13,480,000 さいたま市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
あいはらくみこ後援会設立記念パーティー
（団体からの対価の支払）
自治労山口県本部 280,000 山口市

自治労島根県本部 260,000 松江市

自治労埼玉県本部 260,000 さいたま市

自治労広島県本部 420,000 広島市

自治労本部 500,000 千代田区

自治労岐阜県本部 380,000 岐阜市

自治労茨城県本部 360,000 水戸市

自治労福岡県本部 700,000 福岡市

自治労東京都本部 260,000 新宿区

自治労大阪府本部 500,000 大阪市

愛和学園・アイワメディカルユニバーシティ・全
国整体業協会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

坂本 哲康

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）
坂本 哲康 52,649,855�
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青木幹雄後援会（青木 幹雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

青木 幹雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 104,166,466

前年繰越額 18,586,390

本年収入額 85,580,076

２ 支出総額 88,457,360

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(31人) 1,750,000

寄附 83,830,000

個人分 5,000,000

政治団体分 78,830,000

その他の収入 76

一件十万円未満のもの 76

４ 支出の内訳
経常経費 50,388,808

人件費 24,568,767

光熱水費 283,480

備品・消耗品費 6,507,110

事務所費 19,029,451

政治活動費 38,068,552

組織活動費 32,743,737

調査研究費 324,815

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中田 裕治 120,000 広島市
西行 修 100,000 益田市
中筋 豊通 100,000 出雲市
今井 久師 100,000 江津市
森田 光彦 100,000 松江市
山根 和昭 350,000 大田市
宮地 正浩 500,000 益田市
天崎 博文 500,000 大田区
年間五万円以下の
もの

3,130,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
参議院選挙区第一
支部

40,830,000 松江市

新産業経済研究会 25,000,000 千代田区
日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
日本医師連盟 2,000,000 文京区

長期政策総合懇話
会

5,000,000 千代田区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

日本歯科医師連盟 3,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 11,759,191 12. 7.11

明るい福祉を考える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

前島英三郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 3,938,441

前年繰越額 358,441

本年収入額 3,580,000

２ 支出総額 3,621,694

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(8人) 380,000

寄附 3,200,000

個人分 3,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,651,994

人件費 984,000

光熱水費 147,619

備品・消耗品費 614,725

事務所費 905,650

政治活動費 969,700

組織活動費 574,000

選挙関係費 90,000

調査研究費 305,700

５ 寄附の内訳
（個人分）
八代 英太 1,500,000 都・北区
岡部 弘 200,000 さいたま市
堀内 一嘉 1,500,000 都・北区
あさぎり会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松村 祥史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 34,639,851

前年繰越額 5,818,802

本年収入額 28,821,049

２ 支出総額 31,623,823

３ 本年収入の内訳
寄附 18,157,970

個人分 9,157,970

政治団体分 9,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,662,975

松村祥史君と語る会 10,662,975

その他の収入 104

一件十万円未満のもの 104

４ 支出の内訳
経常経費 5,403,120

備品・消耗品費 3,048,740

事務所費 2,354,380

政治活動費 26,220,703

組織活動費 9,271,009

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,497,025

政治資金パーティー開催事
業費

5,497,025

調査研究費 1,252,669

その他の経費 10,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
松村 祥史 8,400,000 熊本県あさぎ

り町
久保 宣夫 100,000 奈良県高取町
年間五万円以下の
もの

657,970

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
自由民主党熊本県
参議院比例区第二
十四支部

5,000,000 熊本市

６ 特定パーティーの概要
松村祥史君と語る
会(618人)

10,662,975 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松村祥史君と語る会
（政治団体からの対価の支払）
全国商工政治連盟 1,000,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,000,000 16. 9.29

Ａｓａｈｉ21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

朝日 俊弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.14

１ 収入総額 6,652,871

前年繰越額 6,158,503

本年収入額 494,368

２ 支出総額 361,484

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(14人) 35,000

寄附 459,000

個人分 59,000

政治団体分 400,000

その他の収入 368

一件十万円未満のもの 368

４ 支出の内訳
経常経費 2,890

事務所費 2,890

政治活動費 358,594

組織活動費 260,979

調査研究費 97,615

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

59,000

（政治団体分）
民主党兵庫県総支
部連合会

400,000 神戸市

アジア会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福本亜細亜

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 850,302

本年収入額 850,302

２ 支出総額 850,302

３ 本年収入の内訳
寄附 850,302

個人分 850,302

４ 支出の内訳
経常経費 417,492

人件費 200,000

備品・消耗品費 79,392
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事務所費 138,100

政治活動費 432,810

機関紙誌の発行その他の事業
費

432,810

宣伝事業費 432,810

５ 寄附の内訳
（個人分）
福本亜細亜 850,302 G飾区
アジア太平洋懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上川 陽子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.14

１ 収入総額 10,610,130

前年繰越額 2,100,023

本年収入額 8,510,107

２ 支出総額 5,940,301

３ 本年収入の内訳
寄附 7,510,000

個人分 4,510,000

政治団体分 3,000,000

借入金 1,000,000

上川 陽子 1,000,000

その他の収入 107

一件十万円未満のもの 107

４ 支出の内訳
経常経費 2,854,735

人件費 2,490,640

事務所費 364,095

政治活動費 3,085,566

組織活動費 75,566

寄附・交付金 3,010,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
上川 陽子 4,200,000 静岡市
西野 啓子 300,000 静岡市
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
上川 陽子 3,022,665

芦屋政策研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

杉原 良孝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

芦屋市長

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 475,010

前年繰越額 475,010

２ 支出総額 0

飛鳥やすみ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

関 義清

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

奈良県明日香村長

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 2,421,665

前年繰越額 966,665

本年収入額 1,455,000

２ 支出総額 2,272,255

３ 本年収入の内訳
寄附 1,455,000

個人分 1,455,000

４ 支出の内訳
経常経費 368,470

人件費 120,000

備品・消耗品費 37,800

事務所費 210,670

政治活動費 1,903,785

組織活動費 1,071,285

調査研究費 60,000

その他の経費 772,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
京本 圭三 100,000 奈良県王寺町
芳本 眞敏 120,000 奈良県吉野町
谷口 光宏 100,000 奈良県明日香

村
島田 育男 100,000 奈良県明日香

村
年間五万円以下の
もの

1,035,000

あすなろ21懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木村 太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 52,336,532

前年繰越額 8,602,174

本年収入額 43,734,358

２ 支出総額 46,190,316

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(66人) 9,310,000

寄附 29,970,000

個人分 18,670,000

政治団体分 11,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,454,000

勉強会 2,124,000

総会・懇親会 2,330,000

その他の収入 358

一件十万円未満のもの 358

４ 支出の内訳
経常経費 15,686,136

人件費 9,922,918

光熱水費 28,519

備品・消耗品費 3,914,656

事務所費 1,820,043

政治活動費 30,504,180

組織活動費 13,702,291

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,004,025

宣伝事業費 776,450

その他の事業費 2,227,575

調査研究費 787,864

寄附・交付金 12,020,000

その他の経費 990,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋元 和雄 120,000 五所川原市
阿部 泰道 240,000 青森市
畝田謹次郎 120,000 八戸市
蝦名鐵之助 120,000 つがる市
大川 誠 120,000 弘前市
大坂 智 120,000 青森市
大中 忠 120,000 弘前市
小笠原義見都 120,000 青森市
加藤 聡子 120,000 青森市
川島 芳正 120,000 青森市
古川 元春 120,000 平川市
工藤 和行 240,000 黒石市
小長井光徳 240,000 静岡市

佐藤 隆 180,000 弘前市
佐藤 豊 180,000 弘前市
佐藤 富夫 500,000 八戸市
柴田 京一 120,000 弘前市
鈴木 喜博 120,000 弘前市
清藤 哲夫 120,000 弘前市
田中勇太郎 360,000 十和田市
田中 陽一 180,000 十和田市
伝法谷良二 120,000 つがる市
西田 文則 330,000 青森市
野沢 武 360,000 弘前市
藤田 亮一 120,000 青森県深浦町
細川 英邦 240,000 青森市
村澤 正実 240,000 青森県藤崎町
前山 武二 120,000 弘前市
宮腰 陽一 420,000 青森県大鰐町
一戸 繁輝 120,000 弘前市
猪股 愛子 120,000 弘前市
宇野 千春 120,000 弘前市
磯沼 睦夫 120,000 むつ市
長内 茂“ 360,000 黒石市
海老原寿人 120,000 取手市
太田 秀幸 120,000 弘前市
大薮 寿雄 60,000 弘前市
鍛 恒雄 120,000 弘前市
北山 泰雄 120,000 黒石市
古川 輝秀 60,000 五所川原市
佐藤 孝友 60,000 弘前市
澤田 清幸 60,000 青森市
相馬 善則 60,000 弘前市
対馬 金義 120,000 弘前市
外山 親俊 120,000 弘前市
中村 勝治 120,000 黒石市
永澤 稔 120,000 青森県板柳町
永澤 優子 120,000 弘前市
野崎 佳子 120,000 五所川原市
長谷川 清 180,000 青森市
藤村 徹 120,000 弘前市
村上 末次 120,000 黒石市
横山 博 120,000 黒石市
吉川 功一 120,000 弘前市
村上 秀一 1,000,000 青森市
藤田 登 240,000 青森市
村上 惇 120,000 青森市
三浦 昭子 120,000 弘前市
川端 庄造 120,000 都・港区Ÿ
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川端 幸雄 420,000 浦安市
小泉 一 300,000 名取市
田 正敏 840,000 青森市
横山 明也 120,000 愛媛県松前町
塚本 欣也 120,000 仙台市
友沢 和雄 60,000 目黒区
藤沢 昭Ö 80,000 渋谷区
須藤 幸彦 240,000 練馬区
佐々木義明 160,000 仙台市
木村 太郎 6,000,000 青森県藤崎町
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
清和政策研究会 2,000,000 千代田区
青森県医師連盟 300,000 青森市
21世紀懇話会 9,000,000 文京区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,883,249 8.11.27

明日の長崎県を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子原二郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

長崎県知事

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 92,493,990

前年繰越額 24,993,319

本年収入額 67,500,671

２ 支出総額 89,707,335

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(9人) 550,000

寄附 54,950,150

個人分 54,550,150

政治団体分 400,000

借入金 12,000,000

金子原二郎 12,000,000

その他の収入 521

一件十万円未満のもの 521

４ 支出の内訳
経常経費 52,106,824

人件費 23,731,786

光熱水費 511,394

備品・消耗品費 6,512,082

事務所費 21,351,562

政治活動費 37,600,511

組織活動費 20,579,140

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,884,220

宣伝事業費 1,884,220

調査研究費 737,151

寄附・交付金 13,200,000

その他の経費 1,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安達 健治 260,000 長崎市
久保田隆三 260,000 対馬市
上瀧 満 520,000 長崎市
千住 晋 110,000 佐世保市
高橋 昭正 260,000 佐世保市
竹下 晴彦 520,000 長崎市
竹本 悟 130,000 佐世保市
千々岩源二郎 120,000 長崎市
寺澤 律子 200,000 長崎市
中島 祥一 260,000 佐世保市
中村 人久 260,000 大村市
蒔本 恭 240,000 長崎市
松田 一 260,000 長崎市
松田 英明 260,000 西海市
脇川 一 240,000 平戸市
伊藤 憲明 160,000 長崎市
浦山 政信 220,000 佐世保市
下田 昭二 240,000 長崎市
佐々木達也 240,000 長崎市
鈴木 一郎 240,000 長崎市
早田 悠次 240,000 平戸市
出端 征一 240,000 佐世保市
野中 誠藏 240,000 長崎県新上五

島町
松下 和徳 120,000 長崎県波佐見

町
元吉 清美 240,000 平戸市
豊島 揆一 240,000 佐世保市
平野 博 140,000 長崎市
藤本 豊重 240,000 佐世保市
松田 和雄 240,000 平戸市
中村 文昭 120,000 佐世保市
山口 博昭 240,000 長崎県川棚町
安達 一蔵 240,000 長崎市
江口 義也 240,000 長崎県新上五

島町
金子 叔司 240,000 長崎市

坂本 昌勝 300,000 長崎県新上五
島町

柴田 正範 240,000 長崎市
田口 昭二 220,000 平戸市
西山 近吾 240,000 西海市
馬場 政廣 480,000 長崎市
山下新太郎 240,000 長崎市
杠葉 竹二 240,000 長崎市
神谷 治雄 240,000 佐世保市
久保 啓吾 240,000 佐世保市
福田 俊郎 240,000 佐世保市
宮崎 重人 240,000 長崎市
岩Ä 英喜 120,000 佐世保市
榎本 英俊 310,000 長崎市
門田 治男 240,000 平戸市
門田 三男 240,000 佐世保市
新谷 幸生 240,000 長崎県江迎町
高野 昌明 240,000 長崎市
西田 寛己 240,000 佐世保市
西辻 松好 240,000 佐世保市
野村 和夫 260,000 長崎市
増崎 博之 220,000 長崎市
中牟田真一 240,000 長崎市
野見山英生 70,000 佐世保市
前田 一彦 240,000 佐世保市
松井 繁 240,000 長崎市
黒木 義也 240,000 諫早市
崎永 剛 240,000 長崎市
田中 直英 240,000 長崎市
谷村 元見 100,000 大村市
中村 重敏 240,000 長崎市
百田 秀次 100,000 福岡県須恵町
安達健三郎 240,000 長崎市
神谷 雄二 120,000 佐世保市
佐々木博喜 120,000 佐世保市
中本 明人 240,000 長崎市
東島 博 120,000 佐世保市
藤瀬 直男 240,000 長崎県時津町
増山 博 240,000 平戸市
宮本 衛 240,000 平戸市
村上 寅雄 120,000 佐世保市
山口 國行 100,000 佐世保市
栗原 宏明 240,000 長崎市
近藤 正 240,000 長崎市
津田 秀子 240,000 長崎市
寺尾 博 240,000 長崎市

福浦 善一 240,000 長崎市
吉賀 康雄 120,000 佐世保市
津田 薫平 240,000 松浦市
安永 浩一 120,000 佐世保市
安永美佐男 120,000 佐世保市
川島マス子 120,000 佐世保市
山並 陞一 480,000 世田谷区
真崎 龍介 400,000 対馬市
坂井 俊之 220,000 長崎市
金海 正男 480,000 長崎市
末吉 敬一 240,000 南島原市
山縣 義道 240,000 佐世保市
川谷 邦男 240,000 長崎市
出口 勇一 240,000 長崎県時津町
手塚堅太郎 440,000 長崎市
才津 為夫 480,000 五島市
千住 雅博 500,000 佐世保市
千住 博資 500,000 佐世保市
釘Ä 速 240,000 久留米市
大川 英明 240,000 長崎市
田村 和雄 240,000 長崎市
岡田甲子男 1,000,000 大田区
坂本 金敏 240,000 壱岐市
檀野 八郎 500,000 諫早市
吉川 優子 240,000 諫早市
古田 勝敏 240,000 大野城市
本間 義之 240,000 五島市
林田 武 480,000 長崎市
草場 憲治 120,000 長崎市
石原 洋 240,000 佐世保市
橋元 勝 240,000 平戸市
山内 雅登 240,000 平戸市
香川 信二 240,000 松浦市
平井 謙介 240,000 長崎市
宮春 薫 240,000 長崎市
手塚喜太郎 120,000 長崎市
木庭 吉昭 240,000 長崎市
武藤 章 480,000 長崎市
村木昭一郎 240,000 長崎市
逸見 嘉彦 240,000 佐世保市
松本 純隆 240,000 長崎市
川口 睦郎 240,000 佐世保市
中村 諭 240,000 長崎市
松藤 悟 240,000 長崎市
佐々木秀也 240,000 長崎市
鬼塚 毅 240,000 諫早市
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山下 功三 240,000 佐世保市
山下 秀男 240,000 長崎県佐々町
野々下和義 240,000 佐世保市
平岡 清久 240,000 佐世保市
川添 弘之 240,000 長崎市
下條 泰介 240,000 長崎県江迎町
富永 雅也 240,000 佐世保市
宮原 明夫 120,000 佐世保市
大坪 成禧 240,000 平戸市
大坂 渥己 120,000 佐世保市
吉田 茂視 240,000 長崎県長与町
池田 敏章 240,000 佐世保市
伊藤 昭良 240,000 佐世保市
太田 義裕 240,000 佐世保市
曽和 輝正 240,000 佐世保市
谷村 光久 240,000 佐世保市
藤林 豊明 240,000 横浜市
宅島 壽雄 240,000 雲仙市
梅林 琢磨 240,000 佐世保市
辻 昌宏 240,000 佐世保市
山外 正人 240,000 佐世保市
田中 省二 240,000 佐世保市
高橋 博之 240,000 松浦市
久田 直行 120,000 平戸市
久田 一 240,000 平戸市
本村 丹 240,000 佐世保市
本村 芳文 240,000 長崎県江迎町
中田 仁司 240,000 長崎県佐々町
上田 惠三 240,000 長崎県時津町
小林 啓一 240,000 福岡市
扇 道徳 240,000 長崎市
坂口 憲市 240,000 福岡市
坂口 武史 240,000 五島市
坂口 正廣 480,000 五島市
大久保 仰 240,000 平戸市
山下 尚登 240,000 佐世保市
井手 正治 240,000 佐世保市
佐藤 一男 240,000 佐世保市
筒井 慶弘 240,000 佐世保市
牧 幸吉 240,000 佐世保市
矢次 保夫 240,000 佐世保市
今村 甚吉 480,000 五島市
梅村 良輔 480,000 佐世保市
柿川 純正 240,000 長崎市
才津 輝夫 240,000 五島市
椎山 芳恵 240,000 松浦市

寺澤 勝壽 240,000 諫早市
吉田 清規 240,000 長崎県長与町
金子原二郎 6,440,000 佐世保市
金子 卓也 1,500,000 佐世保市
西 力重 1,500,000 松浦市
金子フクエ 1,500,000 平戸市
年間五万円以下の
もの

350,150

（政治団体分）
大島理森政経会 100,000 千代田区
甘山会 300,000 大和市
６ 資産等の内訳
（借入金）
金子原二郎 20,000,000

『明日の日本』研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤ゆかり

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

明日の日本を考える会（有澤 志郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

有澤 志郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 7,436,945

前年繰越額 936,945

本年収入額 6,500,000

２ 支出総額 7,012,108

３ 本年収入の内訳
寄附 1,500,000

個人分 1,500,000

借入金 5,000,000

有澤 栄一 5,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,492,703

人件費 204,124

光熱水費 248,930

備品・消耗品費 240,854

事務所費 3,798,795

政治活動費 2,519,405

組織活動費 2,166,888

機関紙誌の発行その他の事業
費

207,082

宣伝事業費 207,082

調査研究費 145,435

５ 寄附の内訳
（個人分）
森田 秋子 120,000 大阪市
永田 元和 60,000 大阪市
熊本 季治 120,000 大阪市
浅野 敏行 120,000 大阪市
川端 康弘 240,000 大阪市
山本 安行 120,000 門真市
野村 隆雄 120,000 大阪市
楊井 傳枝 120,000 神戸市
樋口 力 120,000 吹田市
光 和男 240,000 吹田市
友長 幸男 120,000 吹田市
６ 資産等の内訳
（借入金）
有澤 正雄 40,000,000

鍜冶田里子 15,000,000

有澤 潤 15,000,000

有澤 栄一 15,000,000

明日の日本を考える会（藤野真紀子）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤野真紀子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 10,862,000

本年収入額 10,862,000

２ 支出総額 2,962,855

３ 本年収入の内訳
寄附 1,060,000

個人分 560,000

政治団体分 500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,800,000

藤野真紀子を励ます会 9,800,000

その他の収入 2,000

一件十万円未満のもの 2,000

４ 支出の内訳
政治活動費 2,962,855

組織活動費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,962,855

政治資金パーティー開催事
業費

1,962,855

５ 寄附の内訳
（個人分）
平田 優子 500,000 廿日市市
林 信久 60,000 新潟県湯沢町
（政治団体分）
泉信也沖縄県後援
会

500,000 浦添市

足立信也と安心な日本を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

足立 信也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 3,117,444

前年繰越額 1,285,265

本年収入額 1,832,179

２ 支出総額 303,498

３ 本年収入の内訳
寄附 1,832,000

個人分 1,472,000

政治団体分 360,000

その他の収入 179

一件十万円未満のもの 179

４ 支出の内訳
経常経費 3,673

備品・消耗品費 1,888

事務所費 1,785

政治活動費 299,825

組織活動費 299,825

５ 寄附の内訳
（個人分）
角 敏海 60,000 大分市
市川 邦男 60,000 つくば市
山本孝太郎 120,000 佐伯市
広原 茂 200,000 大分市
年間五万円以下の
もの

1,032,000

（政治団体分）
民主党 360,000 千代田区
あだち雅志の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿達 雅志

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員
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報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 2,100,000

本年収入額 2,100,000

２ 支出総額 2,063,985

３ 本年収入の内訳
借入金 2,100,000

阿達 雅志 2,100,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,836,786

光熱水費 17,320

備品・消耗品費 389,342

事務所費 1,430,124

政治活動費 227,199

組織活動費 227,199

５ 資産等の内訳
（借入金）
阿達 雅志 2,100,000

あべ俊子を応援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿部 俊子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 4,411,074

前年繰越額 153,020

本年収入額 4,258,054

２ 支出総額 3,704,570

３ 本年収入の内訳
寄附 3,265,000

個人分 349,500

政治団体分 2,915,500

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

943,000

あべ俊子新年互礼会 943,000

その他の収入 50,054

一件十万円未満のもの 50,054

４ 支出の内訳
経常経費 3,152,490

人件費 2,305,832

光熱水費 4,630

備品・消耗品費 17,783

事務所費 824,245

政治活動費 552,080

組織活動費 306,080

機関紙誌の発行その他の事業
費

246,000

機関紙誌の発行事業費 210,000

宣伝事業費 36,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
清涼 延行 100,000 真庭市
年間五万円以下の
もの

249,500

（政治団体分）
静岡県看護連盟 1,000,000 静岡市
福井県看護連盟 100,000 福井市
岡山県看護連盟 1,150,000 岡山市
自由民主党岡山県
看護連盟支部

100,000 倉敷市

大阪府看護連盟 200,000 大阪市
福岡県看護連盟 200,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

165,500

天本俊正政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

天本 俊正

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 26,275

前年繰越額 26,275

２ 支出総額 0

あらい和夫後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒井 和夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 418,605

前年繰越額 18,605

本年収入額 400,000

２ 支出総額 403,118

３ 本年収入の内訳
借入金 400,000

荒井 和夫 400,000

４ 支出の内訳
経常経費 199,537

人件費 68,040

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 10,710

事務所費 108,787

政治活動費 203,581

組織活動費 160,581

寄附・交付金 43,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
荒井 和夫 8,870,000

荒井広幸後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒井 広幸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 23,921,893

前年繰越額 2,691,893

本年収入額 21,230,000

２ 支出総額 20,755,669

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(80人) 2,280,000

寄附 1,500,000

個人分 1,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,450,000

政策セミナー（計12回） 7,660,000

荒井広幸君を叱咤激励する宴 9,790,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,277,897

人件費 960,000

光熱水費 186,732

備品・消耗品費 3,054,943

事務所費 4,076,222

政治活動費 12,477,772

組織活動費 7,195,322

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,076,270

宣伝事業費 711,093

政治資金パーティー開催事
業費

4,365,177

調査研究費 206,180

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒井 広幸 1,000,000 田村市
熊坂 義裕 500,000 宮古市
有村はるこを育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

有村 治子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 24,309,879

前年繰越額 5,947,274

本年収入額 18,362,605

２ 支出総額 16,596,019

３ 本年収入の内訳
寄附 7,740,000

個人分 100,000

政治団体分 7,640,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,622,000

ありむら国政報告会（計12回） 10,622,000

その他の収入 605

一件十万円未満のもの 605

４ 支出の内訳
政治活動費 16,596,019

組織活動費 5,019,681

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,046,338

その他の事業費 11,046,338

寄附・交付金 530,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
油井 直次 100,000 渋谷区
（政治団体分）
番町政策研究所 4,420,000 千代田区
正流会 1,200,000 千代田区
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

1,000,000 品川区

自由民主党滋賀県
支部連合会

1,020,000 大津市

家西悟後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

家西 悟

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 2,121,878

前年繰越額 111,871

本年収入額 2,010,007

２ 支出総額 1,081,350

３ 本年収入の内訳
寄附 2,010,000

個人分 1,010,000

政治団体分 1,000,000

Ÿ
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その他の収入 7

一件十万円未満のもの 7

４ 支出の内訳
経常経費 350

事務所費 350

政治活動費 1,081,000

組織活動費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

81,000

宣伝事業費 81,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
家西 悟 1,000,000 さいたま市
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
民主党埼玉県総支
部連合会

1,000,000 さいたま市

井奥貞雄21－政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

井奥 貞雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 2,026,598

前年繰越額 526,598

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,711,371

３ 本年収入の内訳
寄附 1,500,000

個人分 1,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,244,908

人件費 900,000

光熱水費 18,310

備品・消耗品費 20,448

事務所費 306,150

政治活動費 466,463

組織活動費 466,463

５ 寄附の内訳
（個人分）
井奥 貞雄 1,500,000 松戸市
育元会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中谷 元

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 17,504,893

前年繰越額 14,504,083

本年収入額 3,000,810

２ 支出総額 1,277,735

３ 本年収入の内訳
寄附 3,000,000

個人分 3,000,000

その他の収入 810

一件十万円未満のもの 810

４ 支出の内訳
政治活動費 1,277,735

組織活動費 868,915

機関紙誌の発行その他の事業
費

408,295

その他の事業費 408,295

その他の経費 525

５ 寄附の内訳
（個人分）
中谷 元 3,000,000 高知市
いけぐち修次と明日を考える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

池口 修次

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.16

１ 収入総額 3,072,647

前年繰越額 12,591

本年収入額 3,060,056

２ 支出総額 3,036,491

３ 本年収入の内訳
寄附 3,060,000

政治団体分 3,060,000

その他の収入 56

一件十万円未満のもの 56

４ 支出の内訳
経常経費 308,022

備品・消耗品費 214,180

事務所費 93,842

政治活動費 2,728,469

組織活動費 2,714,199

調査研究費 14,270

５ 寄附の内訳
（政治団体分）

車と社会を考える
会

3,000,000 都・港区

民主党 60,000 千代田区
池坊保子後援会萌木の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

池坊 保子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 52,089,469

前年繰越額 42,526,990

本年収入額 9,562,479

２ 支出総額 18,722,363

３ 本年収入の内訳
寄附 9,560,000

個人分 1,560,000

政治団体分 8,000,000

その他の収入 2,479

一件十万円未満のもの 2,479

４ 支出の内訳
経常経費 11,019,450

人件費 960,000

備品・消耗品費 6,914,821

事務所費 3,144,629

政治活動費 7,702,913

組織活動費 6,673,124

調査研究費 1,029,789

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐野藤右衛門 120,000 京都市
村上 勝 110,000 京都市
加里本清治 120,000 大阪市
谷口 佐一 120,000 湖南市
山本 俊彦 120,000 京都市
山村 忠夫 120,000 大津市
大橋 英士 120,000 世田谷区
若杉 俊一 600,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

130,000

（政治団体分）
公明党衆議院比例
区近畿第２総支部

8,000,000 大阪市

石川由美子と元気の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石川由美子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 1,848,832

前年繰越額 1,848,832

２ 支出総額 435,600

３ 支出の内訳
経常経費 325,000

備品・消耗品費 325,000

政治活動費 110,600

組織活動費 32,000

調査研究費 78,600

石原慎太郎の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石原慎太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都知事

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 131,020,465

前年繰越額 85,995,929

本年収入額 45,024,536

２ 支出総額 45,895,423

３ 本年収入の内訳
寄附 2,200,000

個人分 700,000

政治団体分 1,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

42,820,000

昼食会（計３回） 37,060,000

シンポジウム（平成19年１月
29日開催）

5,760,000

その他の収入 4,536

一件十万円未満のもの 4,536

４ 支出の内訳
経常経費 25,164,002

人件費 13,001,750

光熱水費 304,608

備品・消耗品費 4,861,759

事務所費 6,995,885

政治活動費 20,731,421

組織活動費 7,638,640

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,413,277

政治資金パーティー開催事
業費

8,413,277

調査研究費 4,679,504Ÿ
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５ 寄附の内訳
（個人分）
田中 健児 700,000 目黒区
（政治団体分）
全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
第25回昼食会(723

人)

14,460,000 新宿区

第26回昼食会(580

人)

11,600,000 新宿区

第27回昼食会(550

人)

11,000,000 新宿区

シンポジウム（平
成19年１月29日開
催）(288人)

5,760,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
シンポジウム（平成19年１月29日開催）
（団体からの対価の支払）
jフレッグイン
ターナショナル

400,000 渋谷区

j葵組 400,000 千代田区

jリアル・リアル
タ

400,000 都・港区

石原伸晃の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石原 伸晃

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 127,009,541

前年繰越額 15,068,341

本年収入額 111,941,200

２ 支出総額 118,084,445

３ 本年収入の内訳
寄附 9,942,000

個人分 4,872,000

政治団体分 5,070,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

101,999,200

石原伸晃国政報告会（計３回） 36,880,000

石原伸晃の会セミナー 33,780,000

石原伸晃の会シンポジウム 31,040,000

カレンダー販売 299,200

４ 支出の内訳

経常経費 67,030,075

人件費 49,205,568

光熱水費 921,396

備品・消耗品費 1,045,215

事務所費 15,857,896

政治活動費 51,054,370

組織活動費 9,368,525

機関紙誌の発行その他の事業
費

40,864,745

機関紙誌の発行事業費 5,026,473

政治資金パーティー開催事
業費

35,838,272

調査研究費 821,100

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 彰 500,000 東村山市
田中 健児 200,000 目黒区
浅賀 研一 60,000 杉並区
安藤 和夫 120,000 杉並区
秦 成夫 60,000 杉並区
相澤弥一郎 240,000 杉並区
福本潤二郎 100,000 中野区
井上 英子 100,000 世田谷区
高橋 扶明 100,000 越谷市
河北 博文 100,000 千代田区
城根 義光 100,000 養父市
加藤 孟 500,000 町田市
長田 憲一 500,000 由利本荘市
年間五万円以下の
もの

2,192,000

（政治団体分）
東京都医師政治連
盟杉並支部

70,000 杉並区

東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区

全国損害保険代理
業政治連盟

1,000,000 千代田区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
東京都柔道接骨師
政治連盟

100,000 文京区

全国理容政治連盟
中央会

200,000 渋谷区

全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

200,000

６ 特定パーティーの概要

石原伸晃国政報告
会（平成18年２月
16日開催）(602人)

12,040,000 都・港区

石原伸晃の会セミ
ナー(1,689人)

33,780,000 千代田区

石原伸晃国政報告
会（平成18年７月
13日開催）(736人)

14,720,000 都・港区

石原伸晃国政報告
会（平成18年９月
14日開催）(506人)

10,120,000 都・港区

石原伸晃の会シン
ポ ジ ウ ム
(1,552人)

31,040,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
石原伸晃の会セミナー
（個人からの対価の支払）
相澤弥一郎 240,000 杉並区

石原伸晃の会シンポジウム
（団体からの対価の支払）
前田興産j 400,000 千代田区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

いずみ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小泉 俊明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 18,564,866

前年繰越額 259,446

本年収入額 18,305,420

２ 支出総額 18,365,041

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(36人) 318,420

寄附 880,000

政治団体分 880,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,107,000

ライジングサン研究会（計11

回）
16,907,000

未来政策研究会 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 8,964,491

人件費 5,465,050

光熱水費 476,296

備品・消耗品費 918,035

事務所費 2,105,110

政治活動費 9,400,550

組織活動費 1,619,660

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,649,285

宣伝事業費 674,573

政治資金パーティー開催事
業費

5,974,712

調査研究費 131,605

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 880,000 千代田区
出雲経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

原 成充

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 107,744

前年繰越額 107,744

２ 支出総額 0

出雲経済振興会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森山 健一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 4.13

１ 収入総額 173,295

前年繰越額 173,295

２ 支出総額 0

一政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

住 一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 550,176

前年繰越額 550,176

２ 支出総額 0

Ÿ
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一新会（蓮実 進）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

蓮実 進

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 20,191,162

前年繰越額 10,501,162

本年収入額 9,690,000

２ 支出総額 16,127,724

３ 本年収入の内訳
寄附 9,690,000

個人分 8,690,000

政治団体分 1,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,318,869

人件費 2,800,000

光熱水費 45,295

備品・消耗品費 1,894,615

事務所費 1,578,959

政治活動費 9,808,855

組織活動費 598,855

寄附・交付金 9,210,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大野 俊男 240,000 宇都宮市
三澤 照美 1,000,000 今市市
蓮実 進 4,000,000 那須塩原市
星 保 1,500,000 大田原市
横山 実 400,000 東久留米市
松本 貞子 500,000 小金井市
川島 裕 500,000 新宿区
桜井 稔 500,000 伊勢崎市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
清和政策研究会 1,000,000 千代田区
一伸会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 一太

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 12,016,259

前年繰越額 2,516,201

本年収入額 9,500,058

２ 支出総額 10,930,739

３ 本年収入の内訳
寄附 9,500,000

政治団体分 9,500,000

その他の収入 58

一件十万円未満のもの 58

４ 支出の内訳
経常経費 6,314,941

備品・消耗品費 2,362,852

事務所費 3,952,089

政治活動費 4,615,798

組織活動費 4,515,798

寄附・交付金 100,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党群馬県
参議院選挙区第三
支部

9,500,000 前橋市

伊藤会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 基隆

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 1,237,140

前年繰越額 737,127

本年収入額 500,013

２ 支出総額 931,762

３ 本年収入の内訳
寄附 500,000

個人分 500,000

その他の収入 13

一件十万円未満のもの 13

４ 支出の内訳
経常経費 137,462

備品・消耗品費 44,460

事務所費 93,002

政治活動費 794,300

組織活動費 488,720

調査研究費 5,580

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 基隆 500,000 群馬県玉村町

伊藤忠彦後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 忠彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 20,032,153

前年繰越額 132,153

本年収入額 19,900,000

２ 支出総額 19,683,062

３ 本年収入の内訳
寄附 2,500,000

個人分 2,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,400,000

騎虎の会 13,500,000

後援会旅行 3,900,000

４ 支出の内訳
経常経費 7,198,020

人件費 1,220,200

光熱水費 399,953

備品・消耗品費 3,757,544

事務所費 1,820,323

政治活動費 12,485,042

組織活動費 4,017,328

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,467,714

機関紙誌の発行事業費 2,104,550

宣伝事業費 771,799

政治資金パーティー開催事
業費

1,691,365

その他の事業費 3,900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 忠彦 2,500,000 知多市
６ 特定パーティーの概要
騎虎の会(298人) 13,500,000 名古屋市

いとう渉を育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 渉

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 3,592,964

前年繰越額 1,172,919

本年収入額 2,420,045

２ 支出総額 2,883,268

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2人) 20,000

寄附 2,400,000

個人分 2,400,000

その他の収入 45

一件十万円未満のもの 45

４ 支出の内訳
経常経費 1,930,662

人件費 710,000

光熱水費 16,570

備品・消耗品費 248,962

事務所費 955,130

政治活動費 952,606

組織活動費 924,266

調査研究費 28,340

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 渉 2,200,000 名古屋市
佐藤鐵太郎 200,000 名古屋市
入澤政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

入澤 肇

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 3,005,918

前年繰越額 2,689,201

本年収入額 316,717

２ 支出総額 119,270

３ 本年収入の内訳
寄附 316,717

政治団体分 316,717

４ 支出の内訳
政治活動費 119,270

組織活動費 119,270

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
参議院比例区第二
十九支部

316,717 都・港区

医療と介護を改革する全国ネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山崎 摩耶

Ÿ
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 5,010,000

本年収入額 5,010,000

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 5,010,000

個人分 10,000

政治団体分 5,000,000

４ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
民主党 5,000,000 千代田区
岩井國臣後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩井 國臣

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 91,989,075

前年繰越額 50,406,639

本年収入額 41,582,436

２ 支出総額 28,031,349

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(9人) 440,000

寄附 41,125,000

個人分 1,700,000

政治団体分 39,425,000

その他の収入 17,436

一件十万円未満のもの 17,436

４ 支出の内訳
経常経費 5,586,696

光熱水費 294,662

備品・消耗品費 410,957

事務所費 4,881,077

政治活動費 22,444,653

組織活動費 2,442,763

調査研究費 1,890

寄附・交付金 20,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大町 利勝 100,000 三郷市
神谷 周浩 100,000 知多市

菊地 賢三 100,000 横浜市
松田 達 200,000 西宮市
縣 保佑 100,000 横浜市
渡邉 浩 100,000 足立区
松浦 ç 100,000 印西市
粟屋利喜男 100,000 広島市
山地 弘 500,000 岡山市
年間五万円以下の
もの

300,000

（政治団体分）
自由民主党宮城県
建設支部

1,625,000 仙台市

自由民主党東京都
参議院比例区第九
十八支部

30,000,000 千代田区

岡山県建設政治連
盟

500,000 岡山市

三重県建設政治連
盟

300,000 津市

山友會 500,000 射水市
平成研究会 4,000,000 千代田区
自由民主党千葉県
建設支部

500,000 千葉市

コンサルティング
エンジニア連盟

2,000,000 千代田区

６ 資産等の内訳
（預金等）

50,016,000

岩本つかさ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩本 司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 6

１ 収入総額 17,222,153

前年繰越額 10,741,229

本年収入額 6,480,924

２ 支出総額 7,956,420

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(108人) 129,600

寄附 3,380,000

政治団体分 3,380,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,970,000

岩本つかさ忘年会・名刺交換
交流会（平成17年12月６日開
催）

40,000

つかさ会設立パーティー 2,930,000

その他の収入 1,324

一件十万円未満のもの 1,324

４ 支出の内訳
経常経費 4,082,594

人件費 1,105,000

光熱水費 50,066

備品・消耗品費 883,564

事務所費 2,043,964

政治活動費 3,873,826

組織活動費 3,390,453

機関紙誌の発行その他の事業
費

455,981

宣伝事業費 144,275

政治資金パーティー開催事
業費

311,706

調査研究費 27,392

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 3,380,000 千代田区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
つかさ会設立パーティー
（団体からの対価の支払）
jシステムズ 400,000 品川区

７ 資産等の内訳
（借入金）
岩本 司 5,932,531

浮島とも子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

井之上智子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 2,990,032

前年繰越額 2,951,786

本年収入額 38,246

２ 支出総額 572,780

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

34,000

書籍販売 34,000

その他の収入 4,246

一件十万円未満のもの 4,246

４ 支出の内訳
経常経費 102,780

備品・消耗品費 102,780

政治活動費 470,000

寄附・交付金 470,000

海と陸と空の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武山百合子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 6.13

１ 収入総額 6,396,512

前年繰越額 6,282,512

本年収入額 114,000

２ 支出総額 5,620,060

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(57人) 114,000

４ 支出の内訳
政治活動費 5,620,060

組織活動費 620,060

寄附・交付金 5,000,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
中田登志子 3,000,000

武山百合子 1,500,000

英山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡部 英男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 630,205

前年繰越額 630,173

本年収入額 32

２ 支出総額 304,282

３ 本年収入の内訳
その他の収入 32

一件十万円未満のもの 32

４ 支出の内訳
経常経費 244,282

事務所費 244,282

政治活動費 60,000

組織活動費 60,000

Ÿ
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英仁会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西島 英利

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 5

１ 収入総額 124,850,872

前年繰越額 66,513,353

本年収入額 58,337,519

２ 支出総額 62,720,276

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(480人) 4,835,000

寄附 53,499,370

個人分 7,219,370

政治団体分 46,280,000

その他の収入 3,149

一件十万円未満のもの 3,149

４ 支出の内訳
経常経費 11,645,370

人件費 3,590,985

備品・消耗品費 4,218,389

事務所費 3,835,996

政治活動費 51,074,906

組織活動費 37,272,489

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,785,070

機関紙誌の発行事業費 2,968,505

宣伝事業費 2,816,565

調査研究費 5,016,447

寄附・交付金 3,000,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
児玉 英嗣 100,000 久留米市
堤 成基 100,000 福岡県岡垣町
菊池 裕 100,000 直方市
向笠 寛 100,000 中津市
青柳 俊 100,000 札幌市
船本 速男 120,000 川崎市
佐藤 雅典 60,000 飯塚市
村上 作之 150,000 掛川市
田中 瑛子 110,000 水俣市
年間五万円以下の
もの

6,279,370

（政治団体分）
静岡県医師連盟 1,000,000 静岡市
札幌市医師連盟 1,000,000 札幌市

全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

青森県医師連盟 200,000 青森市
千葉県医師連盟 200,000 千葉市
北海道医師連盟 500,000 札幌市
自由民主党福岡県
支部連合会

1,000,000 福岡市

大分県医師連盟 100,000 大分市
沖縄県医師連盟 100,000 浦添市
宮崎県医師連盟 100,000 宮崎市
小樽市医師連盟 300,000 小樽市
鹿児島県医師連盟 600,000 鹿児島市
佐賀県医師連盟 600,000 佐賀市
熊本県医師連盟 400,000 熊本市
長崎県医師連盟 700,000 長崎市
北九州市医師連盟 2,200,000 北九州市
福岡県医師連盟 7,700,000 福岡市
日本精神科病院政
治連盟

2,500,000 都・港区

日本医師連盟 20,000,000 文京区
新潟県医師連盟 2,710,000 新潟市
新財政研究会 4,200,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

50,000

英知会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

早川 忠孝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 6,187,698

前年繰越額 2,187,698

本年収入額 4,000,000

２ 支出総額 6,129,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,754,000

人件費 3,980,000

光熱水費 321,395

備品・消耗品費 1,103,725

事務所費 348,880

政治活動費 375,000

組織活動費 283,200

機関紙誌の発行その他の事業
費

91,800

宣伝事業費 91,800

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
英峰会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野中 英二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.27

１ 収入総額 4,999,803

前年繰越額 4,759,506

本年収入額 240,297

２ 支出総額 143,295

３ 本年収入の内訳
寄附 240,000

個人分 240,000

その他の収入 297

一件十万円未満のもの 297

４ 支出の内訳
経常経費 116,076

備品・消耗品費 8,143

事務所費 107,933

政治活動費 27,219

組織活動費 27,219

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 操 240,000 越谷市
英友会（板垣 英憲）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

板垣 英憲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 6.21

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

益習会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

梶山 弘志

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 5

１ 収入総額 104,036,842

前年繰越額 67,060,991

本年収入額 36,975,851

２ 支出総額 61,007,999

３ 本年収入の内訳
寄附 2,968,000

個人分 2,418,000

政治団体分 550,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

33,995,000

梶山弘志君を励ます会 33,995,000

その他の収入 12,851

一件十万円未満のもの 12,851

４ 支出の内訳
経常経費 45,985,122

人件費 31,310,604

光熱水費 655,331

備品・消耗品費 6,082,190

事務所費 7,936,997

政治活動費 15,022,877

組織活動費 6,210,957

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,142,220

宣伝事業費 47,880

政治資金パーティー開催事
業費

8,094,340

調査研究費 669,700

５ 寄附の内訳
（個人分）
松本 一幸 100,000 那珂市
橋本美智子 200,000 茨城県東海村
綿引 敏 300,000 那珂市
小又 克己 600,000 常陸太田市
阿久津茂敏 100,000 茨城県東海村
年間五万円以下の
もの

1,118,000

（政治団体分）
茨城県農協政治連
盟

500,000 水戸市

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
梶山弘志君を励ま
す会(852人)

33,995,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
梶山弘志君を励ます会
（個人からの対価の支払）Ÿ
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梶山 正哉 500,000 世田谷区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 6,100,000 12. 3.22

自動車(1台) 5,039,756 14. 7.18

江田康幸後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江田 康幸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

縁の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

坂井 学

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 11,077,815

前年繰越額 9,077,007

本年収入額 2,000,808

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

政治団体分 2,000,000

その他の収入 808

一件十万円未満のもの 808

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
京浜政治科学研究
会

1,000,000 渋谷区

横浜政経懇話会 1,000,000 千代田区
エモヤンサポーターズクラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江本 孟紀

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府知事

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

塩心会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塩川正十郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 15,730,703

前年繰越額 3,294,117

本年収入額 12,436,586

２ 支出総額 11,811,235

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,420,000

時事問題勉強会（計11回） 12,420,000

その他の収入 16,586

一件十万円未満のもの 16,586

４ 支出の内訳
経常経費 1,420,568

人件費 429,165

備品・消耗品費 723,777

事務所費 267,626

政治活動費 10,390,667

組織活動費 6,209,162

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,032,300

宣伝事業費 97,125

その他の事業費 2,935,175

調査研究費 949,205

寄附・交付金 200,000

「遠藤のぶひこ」を育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

遠藤 宣彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 74,366,576

前年繰越額 4,280,038

本年収入額 70,086,538

２ 支出総額 71,633,270

３ 本年収入の内訳
寄附 2,345,000

個人分 2,345,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

230,000

国政報告会 230,000

借入金 67,511,270

遠藤 宣彦 67,511,270

その他の収入 268

一件十万円未満のもの 268

４ 支出の内訳
経常経費 382,367

備品・消耗品費 240,887

事務所費 141,480

政治活動費 71,250,903

組織活動費 370,148

機関紙誌の発行その他の事業
費

219,140

宣伝事業費 72,000

その他の事業費 147,140

調査研究費 178,240

その他の経費 70,483,375

５ 寄附の内訳
（個人分）
上村千賀子 830,000 新宿区
佐藤 帯刀 1,500,000 豊島区
年間五万円以下の
もの

15,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
遠藤 宣彦 67,511,270

桜華会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

井脇ノブ子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 13,020,000

本年収入額 13,020,000

２ 支出総額 8,576,426

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

個人分 26,000

政治団体分 274,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,720,000

衆議院議員井脇ノブ子躍進の
集いｉｎ東京

12,720,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,102,740

人件費 2,000,000

備品・消耗品費 50,000

事務所費 52,740

政治活動費 6,473,686

組織活動費 800,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,666,588

宣伝事業費 23,100

政治資金パーティー開催事
業費

5,643,488

調査研究費 7,098

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

26,000

（政治団体分）
83会 274,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員井脇ノ
ブ子躍進の集いｉ
ｎ東京(486人)

12,720,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員井脇ノブ子躍進の集いｉｎ東京
（団体からの対価の支払）
jライジングサン
セキュリティー
サービス

1,500,000 渋谷区

jプロテックス 1,500,000 渋谷区

大木さとる事務所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大木 哲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

神奈川県議会議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 379,405

前年繰越額 379,405

２ 支出総額 354,700

３ 支出の内訳
経常経費 251,200

光熱水費 63,390

備品・消耗品費 80,360

事務所費 107,450

政治活動費 103,500

組織活動費 65,000

調査研究費 38,500

扇千景政経文化懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 寛子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員
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報告年月日 19. 1.26

１ 収入総額 3,344,439

前年繰越額 84,406

本年収入額 3,260,033

２ 支出総額 3,271,602

３ 本年収入の内訳
寄附 3,260,000

個人分 3,260,000

その他の収入 33

一件十万円未満のもの 33

４ 支出の内訳
経常経費 1,469,438

備品・消耗品費 155,049

事務所費 1,314,389

政治活動費 1,802,164

組織活動費 1,802,164

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅見 優 120,000 さいたま市
林 寛子 1,000,000 渋谷区
品田 守敏 120,000 横浜市
小野 正文 120,000 品川区
石神 誠 60,000 堺市
馬渕 保 600,000 松戸市
渕上 禮蔵 120,000 福岡市
高橋 一輔 120,000 練馬区
山口 久一 1,000,000 芦屋市
６ 資産等の内訳
（借入金）
林 寛子 3,500,000

大串博志後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大串 博志

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 20,738,813

前年繰越額 8,678,196

本年収入額 12,060,617

２ 支出総額 10,607,254

３ 本年収入の内訳
寄附 5,250,000

個人分 4,910,000

政治団体分 340,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,810,000

大串博志春の集い 3,930,000

大串博志君を励ます会 2,880,000

その他の収入 617

一件十万円未満のもの 617

４ 支出の内訳
経常経費 1,480,360

人件費 311,389

備品・消耗品費 134,641

事務所費 1,034,330

政治活動費 9,126,894

組織活動費 260,373

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,866,521

宣伝事業費 5,205,000

政治資金パーティー開催事
業費

3,661,521

５ 寄附の内訳
（個人分）
大串 博志 4,800,000 小城市
年間五万円以下の
もの

110,000

（政治団体分）
民主党 340,000 千代田区
ＯＡＫ・ＴＲＥＥフォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小野 晋也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 37,262,460

前年繰越額 21,358,190

本年収入額 15,904,270

２ 支出総額 23,239,092

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(232人) 1,164,280

寄附 7,260,000

個人分 260,000

政治団体分 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,357,400

機関紙誌発行 5,214,520

ＯＡＫ・ＴＲＥＥフォレスト
勉強会

2,142,880

その他の収入 122,590

一件十万円未満のもの 122,590

４ 支出の内訳

経常経費 12,223,197

人件費 3,808,402

備品・消耗品費 5,360,522

事務所費 3,054,273

政治活動費 11,015,895

組織活動費 208,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,043,168

機関紙誌の発行事業費 7,200,815

その他の事業費 2,842,353

調査研究費 764,727

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉本 成寿 240,000 西条市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
清和政策研究会 2,000,000 千代田区
自由民主党愛媛県
第三選挙区支部

5,000,000 新居浜市

大けやきの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

原田 令嗣

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.14

１ 収入総額 23,567,126

前年繰越額 1,692,379

本年収入額 21,874,747

２ 支出総額 20,766,298

３ 本年収入の内訳
寄附 8,160,000

個人分 4,160,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,710,000

衆議院議員原田よしつぐ君を
励ます会

13,710,000

その他の収入 4,747

一件十万円未満のもの 4,747

４ 支出の内訳
経常経費 12,386,126

人件費 10,807,082

光熱水費 211,516

備品・消耗品費 405,079

事務所費 962,449

政治活動費 8,380,172

組織活動費 1,305,617

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,292,165

宣伝事業費 1,256,220

政治資金パーティー開催事
業費

3,035,945

調査研究費 182,390

寄附・交付金 2,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
平井 達夫 600,000 藤枝市
望月 克政 800,000 静岡市
甲賀 新 200,000 焼津市
甲賀 啓介 200,000 焼津市
甲賀美智子 200,000 焼津市
塩谷 春夫 600,000 小金井市
年間五万円以下の
もの

1,560,000

（政治団体分）
宏池会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員原田よ
しつぐ君を励ます
会(413人)

13,710,000 都・港区

大島理森政経会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大島 理森

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 54,314,797

前年繰越額 10,830,545

本年収入額 43,484,252

２ 支出総額 29,236,953

３ 本年収入の内訳
寄附 11,170,000

個人分 1,170,000

政治団体分 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

32,313,675

大島理森政経懇話会（計８回） 2,100,000

大島理森君を激励する会 30,213,675

その他の収入 577

一件十万円未満のもの 577

４ 支出の内訳 
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政治活動費 29,236,953

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,376,953

政治資金パーティー開催事
業費

5,203,703

その他の事業費 173,250

寄附・交付金 23,660,000

その他の経費 200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中川 正夫 60,000 富士見市
広’ 成留 100,000 小平市
年間五万円以下の
もの

1,010,000

（政治団体分）
自由民主党青森県
支部連合会

10,000,000 青森市

６ 特定パーティーの概要
大島理森君を激励
する会(510人)

30,213,675 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
大島理森君を激励する会
（団体からの対価の支払）
jイシガメビル 300,000 八戸市

大仁田厚後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大仁田 厚

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 26,524,859

前年繰越額 22,524,424

本年収入額 4,000,435

２ 支出総額 13,556,646

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 435

一件十万円未満のもの 435

４ 支出の内訳
経常経費 5,111,966

人件費 1,814,690

備品・消耗品費 1,566,550

事務所費 1,730,726

政治活動費 8,444,680

組織活動費 8,437,176

調査研究費 7,504

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
新財政研究会 4,000,000 都・港区
岡下政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡下 信子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 23,650,007

前年繰越額 8,855,867

本年収入額 14,794,140

２ 支出総額 20,068,120

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(12人) 1,190,000

寄附 4,004,000

政治団体分 4,004,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,600,000

岡下信子飛躍の集い 1,310,000

岡下信子新年の集い（平成19

年２月10日開催）
8,290,000

その他の収入 140

一件十万円未満のもの 140

４ 支出の内訳
経常経費 1,248,000

人件費 1,248,000

政治活動費 18,820,120

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,872,320

機関紙誌の発行事業費 1,130,650

宣伝事業費 1,990,250

政治資金パーティー開催事
業費

6,751,420

調査研究費 47,800

寄附・交付金 8,900,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

4,000

岡昭会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡本 昭二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 2. 6

１ 収入総額 24,509,679

前年繰越額 13,235,421

本年収入額 11,274,258

２ 支出総額 11,100,262

３ 本年収入の内訳
寄附 11,270,000

個人分 11,270,000

その他の収入 4,258

一件十万円未満のもの 4,258

４ 支出の内訳
経常経費 8,091,650

人件費 2,615,477

光熱水費 585,541

備品・消耗品費 2,136,682

事務所費 2,753,950

政治活動費 3,008,612

組織活動費 2,998,112

その他の経費 10,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒谷 甫水 480,000 広島市
石田 耕一 120,000 江津市
石田 正美 120,000 広島市
石原 正昭 120,000 松江市
伊原 政勝 120,000 浜田市
今井 久晴 120,000 浜田市
今岡 幹晴 120,000 出雲市
植田 秀 120,000 浜田市
牛尾 俊仁 120,000 浜田市
牛尾 義嗣 120,000 松江市
大内 秀則 120,000 出雲市
大谷泰一郎 120,000 浜田市
大西 彰人 120,000 浜田市
大畑 悦治 120,000 益田市
大畑 清美 120,000 益田市
大場 敏江 120,000 浜田市
岡田 頼明 110,000 浜田市
岡田 泰幸 120,000 浜田市
岡村 宏 90,000 浜田市
岡本 勝敏 110,000 浜田市
沖野 悟 120,000 浜田市
小野 宏 120,000 島根県吉賀町
笠柄 正道 120,000 浜田市

勝田 二夫 120,000 浜田市
金田 忠 360,000 益田市
川上 幾雄 120,000 浜田市
川上兼次郎 120,000 江津市
川村 幸子 80,000 浜田市
倉本 給都 120,000 浜田市
河野 利治 200,000 浜田市
河野 弘幸 120,000 浜田市
児玉 勝 240,000 江津市
児玉 安雄 120,000 江津市
西行 修 220,000 益田市
佐伯 達児 480,000 広島市
佐々木 保 120,000 浜田市
佐々木 亨 120,000 浜田市
佐々木隼巳 240,000 米子市
佐々木 護 120,000 浜田市
佐々本忠信 120,000 浜田市
島田 義仁 120,000 浜田市
白川 裕明 120,000 浜田市
高橋 完太 500,000 益田市
筑後 昭治 120,000 松江市
登田 克己 120,000 浜田市
中嶋 卓哉 90,000 浜田市
中田 進 120,000 浜田市
中田 哲徳 120,000 浜田市
梨木 将良 90,000 浜田市
西 尊義 120,000 松江市
野村喜代志 120,000 益田市
萩尾 利勝 480,000 東広島市
橋本 立一 120,000 浜田市
畑間 明 240,000 広島市
花岡 勇男 120,000 浜田市
浜岡 功一 120,000 益田市
久永 道明 120,000 浜田市
平床 寿晴 240,000 浜田市
藤井 洋 240,000 益田市
藤井 誠 120,000 浜田市
藤田 稔幸 120,000 浜田市
堀脇 宏 120,000 浜田市
前崎 健二 120,000 浜田市
三浦 道憲 120,000 浜田市
三澤 勝 240,000 松江市
宮地 正浩 120,000 益田市
毛利 建進 120,000 浜田市
森 詔司 120,000 浜田市
山縣 修 240,000 松江市
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吉岡 孝文 120,000 松江市
渡部南進男 240,000 益田市
年間五万円以下の
もの

60,000

岡田かつや後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡田 克也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 162,394,658

前年繰越額 57,473,577

本年収入額 104,921,081

２ 支出総額 95,845,731

３ 本年収入の内訳
寄附 2,750,000

個人分 2,050,000

政治団体分 700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

100,936,850

衆議院議員岡田克也大阪政経
セミナー

25,859,160

衆議院議員岡田克也北勢政経
セミナー

10,160,000

衆議院議員岡田克也中勢政経
セミナー

5,419,160

衆議院議員岡田克也名古屋政
経セミナー

16,638,425

衆議院議員岡田克也君を励ま
す会

42,860,105

その他の収入 1,234,231

岡田かつや後援会新年賀詞交
歓会

996,000

岡田かつや後援会ＪＣ克友会 125,000

一件十万円未満のもの 113,231

４ 支出の内訳
経常経費 60,019,226

人件費 45,221,755

光熱水費 417,374

備品・消耗品費 7,831,480

事務所費 6,548,617

政治活動費 35,826,505

組織活動費 11,171,987

機関紙誌の発行その他の事業
費

18,529,680

機関紙誌の発行事業費 4,878,316

宣伝事業費 2,095,331

政治資金パーティー開催事
業費

10,386,181

その他の事業費 1,169,852

調査研究費 4,124,838

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安藤 宏基 1,000,000 世田谷区
堀之内明美 1,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党 700,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員岡田克
也大阪政経セミ
ナー(518人)

25,859,160 大阪市

衆議院議員岡田克
也北勢政経セミ
ナー(291人)

10,160,000 四日市市

衆議院議員岡田克
也名古屋政経セミ
ナー(299人)

16,638,425 名古屋市

衆議院議員岡田克
也君を励ます会
(721人)

42,860,105 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員岡田克也大阪政経セミナー
（団体からの対価の支払）
jニトリ 1,000,000 札幌市

衆議院議員岡田克也名古屋政経セミナー
（団体からの対価の支払）
jニトリ 1,000,000 札幌市

衆議院議員岡田克也君を励ます会
（団体からの対価の支払）
jニトリ 1,000,000 札幌市

８ 資産等の内訳
（敷金）
青木 弘・青木
修・青木 正之

1,600,000 13. 5.10

奥下剛光後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥下 剛光

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府議会議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 6,000,000

本年収入額 6,000,000

２ 支出総額 3,358,269

３ 本年収入の内訳
寄附 6,000,000

個人分 6,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,339,231

人件費 50,000

備品・消耗品費 162,683

事務所費 1,126,548

政治活動費 2,019,038

組織活動費 880,378

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,124,920

宣伝事業費 1,124,920

調査研究費 13,740

５ 寄附の内訳
（個人分）
奥下 幸義 1,500,000 茨木市
奥下 素子 1,500,000 茨木市
奥下 将規 1,500,000 茨木市
奥下 剛光 1,500,000 茨木市
小沢さきひとを育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小沢 鋭仁

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 49,466,208

前年繰越額 6,154,921

本年収入額 43,311,287

２ 支出総額 30,009,671

３ 本年収入の内訳
寄附 3,380,000

個人分 3,360,000

政治団体分 20,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

39,930,000

創造経済研究会（計３回） 16,330,000

衆議院議員小沢さきひと君の
さらなる活躍に期待する会

23,600,000

その他の収入 1,287

一件十万円未満のもの 1,287

４ 支出の内訳
経常経費 11,363,507

人件費 7,417,959

備品・消耗品費 3,650,859

事務所費 294,689

政治活動費 18,646,164

組織活動費 10,832,735

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,335,975

政治資金パーティー開催事
業費

5,335,975

調査研究費 139,654

寄附・交付金 2,300,000

その他の経費 37,800

５ 寄附の内訳
（個人分）
鳥飼 重和 1,500,000 千代田区
田中 至 360,000 大田区
小沢 鋭仁 1,500,000 甲府市
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 特定パーティーの概要
衆議院議員小沢さ
きひと君のさらな
る活躍に期待する
会(1,030人)

23,600,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員小沢さきひと君のさらなる活躍に期
待する会
（団体からの対価の支払）
j青南 1,000,000 名古屋市

jダイナム 1,000,000 荒川区

長田組土木j 1,000,000 甲府市

小野次郎同志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小野 次郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員
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報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 2,846,616

本年収入額 2,846,616

２ 支出総額 50,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,846,500

個人分 2,846,500

その他の収入 116

一件十万円未満のもの 116

４ 支出の内訳
政治活動費 50,000

寄附・交付金 50,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
長田 達機 100,000 甲府市
野邊寛太郎 100,000 世田谷区
八代 文世 100,000 山梨市
年間五万円以下の
もの

2,546,500

温故知新の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡辺 喜美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 75,776,804

前年繰越額 49,924,204

本年収入額 25,852,600

２ 支出総額 46,200,488

３ 本年収入の内訳
寄附 5,190,000

個人分 3,770,000

政治団体分 1,420,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,660,000

2006渡辺よしみ日本復活セミ
ナー

20,660,000

その他の収入 2,600

一件十万円未満のもの 2,600

４ 支出の内訳
経常経費 5,550,537

備品・消耗品費 3,389,746

事務所費 2,160,791

政治活動費 40,649,951

組織活動費 9,026,233

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,017,718

宣伝事業費 32,489

政治資金パーティー開催事
業費

7,985,229

調査研究費 126,000

寄附・交付金 23,400,000

その他の経費 80,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
益子房之助 100,000 栃木市
青木 信也 250,000 栃木県壬生町
野田 謙二 100,000 都・中央区
牧野 容子 1,000,000 都・港区
牧野 礼子 1,000,000 宇都宮市
赤塚 知以 100,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

1,220,000

（政治団体分）
道路運送経営研究
会

600,000 新宿区

全国測量設計政治
連盟

100,000 新宿区

喜世会 700,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 特定パーティーの概要
2006渡辺よしみ日
本復活セミナー
(563人)

20,660,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
2006渡辺よしみ日本復活セミナー
（団体からの対価の支払）
シーデーピージャ
パンj

1,000,000 宇都宮市

塩野目建設j 600,000 那須烏山市

あづま食品j 400,000 栃木県河内町

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

東京不動産政治連
盟

400,000 千代田区

明風会 500,000 千代田区

喜世会 1,500,000 都・港区

改革推進懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

半田 善三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 8,420

前年繰越額 8,420

２ 支出総額 0

外食産業政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

米œ 和英

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 18,049,409

前年繰越額 170,231

本年収入額 17,879,178

２ 支出総額 15,419,481

３ 本年収入の内訳
寄附 17,878,955

個人分 17,878,955

その他の収入 223

一件十万円未満のもの 223

４ 支出の内訳
経常経費 6,678,690

人件費 2,735,000

光熱水費 207,172

備品・消耗品費 1,110,440

事務所費 2,626,078

政治活動費 8,740,791

組織活動費 8,440,791

選挙関係費 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

17,878,955

海部俊樹政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

海部 俊樹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 5.10

１ 収入総額 189,731,566

前年繰越額 159,315,016

本年収入額 30,416,550

２ 支出総額 39,266,039

３ 本年収入の内訳
寄附 4,680,000

個人分 1,120,000

政治団体分 3,560,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

25,709,942

海部俊樹政経セミナー 5,090,032

海部俊樹政策研究会政経セミ
ナー（計２回）

20,619,910

その他の収入 26,608

一件十万円未満のもの 26,608

４ 支出の内訳
経常経費 21,782,669

人件費 12,377,202

光熱水費 216,367

備品・消耗品費 1,366,230

事務所費 7,822,870

政治活動費 17,483,370

組織活動費 8,212,190

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,778,995

機関紙誌の発行事業費 630,000

宣伝事業費 3,869,619

政治資金パーティー開催事
業費

4,279,376

調査研究費 492,185

５ 寄附の内訳
（個人分）
松本 彦 1,000,000 杉並区
岡田 英彦 60,000 名古屋市
中林 典夫 60,000 名古屋市
（政治団体分）
自由民主党愛知県
第九選挙区支部

1,560,000 稲沢市

政策グループ「新
しい波」

2,000,000 稲沢市

６ 特定パーティーの概要
海部俊樹政策研究
会政経セミナー
（平成18年６月21

日開催）(155人)

10,390,000 都・港区

 
›



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

海部俊樹政策研究
会政経セミナー
（平成18年12月13

日開催）(140人)

10,229,910 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
海部俊樹政策研究会政経セミナー（平成18年６
月21日開催）
（団体からの対価の支払）
j関西地学協会 500,000 名古屋市

f商工センター 500,000 名古屋市

日本通信ˆ知f 500,000 高知市

海部俊樹政策研究会政経セミナー（平成18年12

月13日開催）
（団体からの対価の支払）
j関西地学協会 750,000 名古屋市

f商工センター 750,000 名古屋市

８ 資産等の内訳
（預金等）

10,000,000

鶴翔会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鶴保 庸介

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 67,795,881

前年繰越額 21,415,780

本年収入額 46,380,101

２ 支出総額 51,184,145

３ 本年収入の内訳
寄附 4,620,000

個人分 2,240,000

政治団体分 2,380,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,760,000

鶴保庸介君と明日の日本を語
る会（計２回）

39,910,000

フェローフォーラム（計５回） 1,850,000

その他の収入 101

一件十万円未満のもの 101

４ 支出の内訳

経常経費 11,771,361

人件費 8,308,606

備品・消耗品費 1,837,944

事務所費 1,624,811

政治活動費 39,412,784

組織活動費 10,376,393

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,295,998

機関紙誌の発行事業費 335,900

政治資金パーティー開催事
業費

10,415,167

その他の事業費 1,544,931

調査研究費 210,393

寄附・交付金 16,530,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中西 豊 210,000 和歌山市
田淵 利幸 400,000 海南市
板橋 純子 120,000 和歌山市
妙中喜代和 100,000 和歌山県かつ

らぎ町
四方 利勝 120,000 渋谷区
和田 博行 1,000,000 大阪市
赤松 正夫 120,000 横浜市
伊藤 琢磨 120,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
新しい波 2,000,000 千代田区
自由民主党和歌山
県参議院選挙区第
二支部

380,000 和歌山市

６ 特定パーティーの概要
鶴保庸介君と明日
の日本を語る会
（平成18年４月25

日開催）(500人)

16,330,000 都・港区

鶴保庸介君と明日
の日本を語る会
（平成18年９月29

日開催）(1,000人)

23,580,000 大阪市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
鶴保庸介君と明日の日本を語る会（平成18年４
月25日開催）
（団体からの対価の支払）

池田建設j 400,000 都・港区

鴻池運輸j 1,500,000 大阪市

鶴保庸介君と明日の日本を語る会（平成18年９
月29日開催）
（団体からの対価の支払）
池田建設j 400,000 都・港区

鴻池運輸j 1,500,000 大阪市

jシーリージャパ
ン

300,000 都・港区

片山さつき後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片山さつき

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 3,483,000

前年繰越額 44,000

本年収入額 3,439,000

２ 支出総額 2,174,690

３ 本年収入の内訳
寄附 949,000

個人分 949,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,490,000

不動産鑑定士ニュービジネス
勉強会

150,000

さつきフォーラム（計２回） 1,788,000

日新会 552,000

４ 支出の内訳
政治活動費 2,174,690

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,174,690

宣伝事業費 688,800

政治資金パーティー開催事
業費

1,485,890

５ 寄附の内訳
（個人分）
横田みどり 51,000 浜松市
年間五万円以下の
もの

898,000

片山政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片山虎之助

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 114,400,075

前年繰越額 78,934,419

本年収入額 35,465,656

２ 支出総額 21,612,758

３ 本年収入の内訳
寄附 15,400,000

個人分 400,000

政治団体分 15,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,055,000

参議院自民党幹事長トラさん
とともに元気に新年を迎える
集い

20,055,000

その他の収入 10,656

一件十万円未満のもの 10,656

４ 支出の内訳
経常経費 10,452,015

人件費 6,065,000

備品・消耗品費 656,023

事務所費 3,730,992

政治活動費 11,160,743

組織活動費 4,081,162

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,058,661

政治資金パーティー開催事
業費

7,058,661

調査研究費 20,920

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉岡 洋介 300,000 笠岡市
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
自由民主党岡山県
参議院選挙区第二
支部

15,000,000 岡山市

６ 特定パーティーの概要 
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参議院自民党幹事
長トラさんととも
に元気に新年を迎
え る 集 い
(2,319人)

20,055,000 岡山市

活力ある社会を創造する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

滝 実

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 39,215,630

前年繰越額 25,732,036

本年収入額 13,483,594

２ 支出総額 16,623,558

３ 本年収入の内訳
寄附 13,449,650

個人分 1,382,000

政治団体分 12,067,650

その他の収入 33,944

一件十万円未満のもの 33,944

４ 支出の内訳
経常経費 11,968,016

人件費 1,700,000

光熱水費 564,576

備品・消耗品費 2,514,479

事務所費 7,188,961

政治活動費 4,655,542

組織活動費 3,918,392

機関紙誌の発行その他の事業
費

370,850

宣伝事業費 370,850

調査研究費 16,300

寄附・交付金 350,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
林 昌弘 200,000 生駒市
栗岡 博良 1,000,000 生駒市
年間五万円以下の
もの

182,000

（政治団体分）
信じられる日本を
創る会

12,067,650 大和郡山市

加藤しゅういち後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 修一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 110,920

本年収入額 110,920

２ 支出総額 110,920

３ 本年収入の内訳
寄附 110,920

個人分 110,920

４ 支出の内訳
政治活動費 110,920

調査研究費 110,920

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 修一 110,920 高崎市
６ 資産等の内訳
（借入金）
加藤 修一 8,050,000

加藤としゆき後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 敏幸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.16

１ 収入総額 5,403,693

前年繰越額 2,659,320

本年収入額 2,744,373

２ 支出総額 4,716,935

３ 本年収入の内訳
寄附 2,744,000

個人分 2,544,000

政治団体分 200,000

その他の収入 373

一件十万円未満のもの 373

４ 支出の内訳
経常経費 200,181

事務所費 200,181

政治活動費 4,516,754

組織活動費 105,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,411,754

機関紙誌の発行事業費 4,411,754

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

2,544,000

（政治団体分）
民主党 200,000 千代田区
金子哲夫後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子 哲夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 9

１ 収入総額 6,513,219

前年繰越額 62,519

本年収入額 6,450,700

２ 支出総額 2,678,740

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(162人) 1,200,000

寄附 3,000,000

政治団体分 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,153,000

金子哲夫後援会総会 2,153,000

その他の収入 97,700

一件十万円未満のもの 97,700

４ 支出の内訳
経常経費 745,677

人件費 600,000

光熱水費 6,248

備品・消耗品費 7,262

事務所費 132,167

政治活動費 1,933,063

組織活動費 688,948

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,244,115

宣伝事業費 60,810

政治資金パーティー開催事
業費

1,183,305

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
社会民主党広島県
連合

3,000,000 広島市

神本美恵子共育ち会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

神本美恵子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 100,275

前年繰越額 100,273

本年収入額 2

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 2

一件十万円未満のもの 2

亀井郁夫後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀井 郁夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 32,298,318

前年繰越額 98,318

本年収入額 32,200,000

２ 支出総額 20,965,701

３ 本年収入の内訳
寄附 17,220,000

個人分 9,220,000

政治団体分 8,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,980,000

二十一世紀活充フォーラム
（計３回）

14,980,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,588,437

人件費 83,360

備品・消耗品費 2,893,994

事務所費 5,611,083

政治活動費 12,377,264

組織活動費 9,651,630

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,436,526

宣伝事業費 373,692

政治資金パーティー開催事
業費

2,062,834

調査研究費 265,508

寄附・交付金 23,600

５ 寄附の内訳
（個人分）
白井 正司 100,000 岩国市
平木 真滋 200,000 福山市
宮崎 一裕 1,000,000 練馬区
土岐 玄 1,500,000 西宮市
土岐真理子 1,500,000 西宮市
菊池 英博 200,000 調布市
大野 誠治 1,000,000 練馬区
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石川 正三 170,000 新宿区
濱岡 平一 100,000 大田区
弓倉 礼一 1,000,000 都・港区
大江 啓 100,000 白井市
山口 信夫 1,000,000 世田谷区
田丸 正典 1,200,000 調布市
年間五万円以下の
もの

150,000

（政治団体分）
国民新党参議院広
島県第一支部

8,000,000 広島市

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
二十一世紀活充フォーラム（平成18年３月７日
開催）
（団体からの対価の支払）
jアキタ 600,000 福山市

後藤建設j 300,000 広島県府中市

二十一世紀活充フォーラム（平成18年７月16日
開催）
（団体からの対価の支払）
後藤建設j 300,000 広島県府中市

二十一世紀活充フォーラム（平成18年11月28日
開催）
（団体からの対価の支払）
jアキタ 600,000 福山市

亀井静香後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀井 静香

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 285,439,284

前年繰越額 59,820,882

本年収入額 225,618,402

２ 支出総額 213,415,564

３ 本年収入の内訳
寄附 144,981,386

個人分 18,991,000

政治団体分 125,990,386

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

80,631,955

「日本をどうする！」 80,631,955

その他の収入 5,061

一件十万円未満のもの 5,061

４ 支出の内訳
経常経費 130,962,101

人件費 93,921,218

光熱水費 1,134,531

備品・消耗品費 8,392,855

事務所費 27,513,497

政治活動費 82,453,463

組織活動費 52,889,039

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,564,424

宣伝事業費 1,972,828

政治資金パーティー開催事
業費

2,591,596

寄附・交付金 25,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
青木 朗 500,000 都・港区
旭 洋一 250,000 山梨県身延町
石井 義臣 240,000 呉市
石田 清雄 1,000,000 文京区
浦口 昌秀 240,000 多摩市
大竹 美喜 120,000 板橋区
大塚 茂 120,000 大分市
冲永 荘一 1,000,000 品川区
奥村 康 80,000 千葉市
小野 幸雄 1,500,000 横浜市
川上 修弘 240,000 札幌市
川崎 英吉 1,500,000 吹田市
川崎 夏世 1,000,000 吹田市
剱持 昭司 500,000 藤沢市
小森 吉晴 1,500,000 福井市
笹山 智市 300,000 北海道伊達市
柴田 勝 60,000 江東区
鈴木 豊 500,000 札幌市
数土 直方 500,000 都・中央区
鷲見 孝史 360,000 福岡市
高橋 哲也 300,000 北海道洞爺湖

町
高橋 正志 500,000 石狩市
千葉 新次 120,000 旭川市
手塚 純一 300,000 北海道浦河町
寺井 範男 120,000 北海道別海町
中川 雅彦 960,000 名古屋市
中田 孔幸 300,000 室蘭市

仁井 秀男 1,200,000 都・港区
沼田 聖 120,000 広島市
蓮見 弘 250,000 さいたま市
藤定 開二 200,000 三原市
藤本 道夫 120,000 川崎市
斑目 力曠 1,000,000 品川区
三井新太郎 120,000 松山市
三井 学 120,000 甲府市
宮坂 寿文 500,000 帯広市
山田 祉 360,000 木更津市
渡辺 敬文 120,000 松山市
年間五万円以下の
もの

771,000

（政治団体分）
国民新党広島県第
六選挙区支部

120,000,000 尾道市

日本再生会議 1,490,386 千代田区
日本医師連盟 3,000,000 文京区
名香会 1,500,000 名古屋市
６ 特定パーティーの概要
「日本をどうす
る！」(4,032人)

80,631,955 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
「日本をどうする！」
（団体からの対価の支払）
j日本工研 1,000,000 北九州市

j三洋商事 300,000 名古屋市

jジェイティ 300,000 名古屋市

jバニラ 1,000,000 東村山市

jジェイ・エス・
エス

1,500,000 新宿区

jＪＡＳＳＥＴ 300,000 新宿区

j三洋販売 400,000 名古屋市

j日本ピーエス 600,000 敦賀市

jイズミ 500,000 広島市

j福井ライン 300,000 福井市

jニラク 500,000 郡山市

f川島産業 500,000 郡山市

jサンユー医科 240,000 文京区

アグナスj 300,000 都・港区

jエルトコーポ
レーション

500,000 台東区

jヤマト 360,000 前橋市

j前川元組 500,000 福井市

セボンj 1,500,000 新宿区

j宮本工業所 400,000 富山市

セットj 500,000 立川市

協立j 300,000 福井市

ワシ興産j 500,000 都・港区

ワシマイヤーj 500,000 福井市

jアサヒオプティ
カル

500,000 福井市

日本ＢＢＳj 500,000 都・港区

作州商事j 400,000 福岡市

jダイシン 1,000,000 新宿区

奥田パネル工業j 500,000 鈴鹿市

jエスエル 300,000 千代田区

jユーコー 800,000 久留米市

jユーコーラッ
キーウェスト

600,000 久留米市

jユーコーリプロ 700,000 福岡市

jワイ・アンド・
ケイ

500,000 福岡市
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イースタンカーラ
イナーj

600,000 品川区

jさくら技研 1,000,000 札幌市

（政治団体からの対価の支払）
日本養鶏政治連盟 1,500,000 都・中央区

全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

平成の会 400,000 豊島区

甲静会 1,000,000 神戸市

名香会 1,500,000 名古屋市

全国設備政治研究
会

220,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（敷金）
f 永 田 町 プ ロ パ
ティーズ

7,000,000 16. 5. 6

嘉友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

ˆ橋 嘉信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

奥州市長

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 58,664,707

前年繰越額 30,563,462

本年収入額 28,101,245

２ 支出総額 37,122,898

３ 本年収入の内訳
寄附 10,742,000

個人分 10,742,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

859,200

不動産貸付 707,200

不動産貸付契約礼金 152,000

その他の収入 16,500,045

区分所有権売却 16,500,000

一件十万円未満のもの 45

４ 支出の内訳
経常経費 24,421,297

人件費 6,493,685

光熱水費 824,305

備品・消耗品費 5,643,355

事務所費 11,459,952

政治活動費 12,701,601

組織活動費 5,141,246

調査研究費 104,080

寄附・交付金 6,526,782

その他の経費 929,493

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 堯之 100,000 横浜市
川村 晃 120,000 盛岡市
太長根 穂 80,000 岩手県滝沢村
成田ˆ太郎 120,000 茨城県友部町
森崎 俊紘 120,000 福島市
佐々木 明 200,000 秋田市
春山 栄治 120,000 北上市
高橋 久忠 120,000 盛岡市
小田島 茂 120,000 北上市
加藤 収介 120,000 宮城県亘理町
杉山 章 120,000 仙台市
ˆ橋 誠 240,000 寒河江市
山田 正敏 240,000 仙台市
江利山龍司 120,000 仙台市
内藤 清秀 120,000 仙台市
鈴木健一郎 240,000 盛岡市
外山 英二 120,000 盛岡市
高西 正博 120,000 文京区
篠原 真爾 120,000 宮城県富谷町
吉田 昭夫 100,000 盛岡市
照井 利昭 240,000 花巻市
田頭 誠二 300,000 奥州市
安川 紘昭 90,000 千代田区
加藤 豊正 240,000 仙台市
玉木 芳和 120,000 塩竈市
紡方 祐三 120,000 盛岡市
宇部 貞宏 220,000 一関市
樋口彦太郎 100,000 二戸市
池田 貞固 120,000 仙台市
佐藤ウタ子 100,000 遠野市
洞口 明夫 360,000 盛岡市
浦田 守 60,000 八幡平市
上林 肇 120,000 仙台市
川合 洋明 300,000 大阪市
竹内 誠一 180,000 文京区
桜田 修功 100,000 盛岡市
小澤 秋夫 120,000 奥州市
勝本 憲次 120,000 仙台市

小野 邦夫 120,000 仙台市
菊地 茂芳 120,000 仙台市
佐藤 力男 180,000 奥州市
戸田 豊 120,000 仙台市
小野 知一 120,000 杉並区
及川 力 120,000 盛岡市
竹鼻 義徳 60,000 盛岡市
池田 鉄竜 120,000 大船渡市
浅間 芳子 120,000 奥州市
佐藤 雅夫 120,000 奥州市
板宮 一善 120,000 岩手県金ケ崎

町
伊藤 正富 240,000 奥州市
小原順一郎 120,000 北上市
金野 健 120,000 大船渡市
梨子 洋一 300,000 盛岡市
梨子 洋和 300,000 盛岡市
岩舘 正英 120,000 盛岡市
佐藤 尚浩 120,000 板橋区
村上 義興 1,000,000 陸前高田市
横沢 昭博 120,000 盛岡市
年間五万円以下の
もの

1,212,000

６ 資産等の内訳
（建物）
千代田区 15,500,000

38.25fl

17. 1.21

（動産）
自動車(1台) 3,947,420 13. 8.24

川口順子一七会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川口 順子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 33,110,488

前年繰越額 300,000

本年収入額 32,810,488

２ 支出総額 12,045,823

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(270人) 1,108,000

寄附 2,032,500

個人分 2,032,500

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,669,000

川口順子一七会朝食勉強会
（計５回）

8,815,000

川口順子一七会昼食勉強会
（計２回）

178,000

川口順子出版記念パーティー 20,220,000

川口順子を囲んでアフタヌー
ンティーパーティー

456,000

その他の収入 988

一件十万円未満のもの 988

４ 支出の内訳
経常経費 2,161,024

人件費 1,677,710

備品・消耗品費 116,271

事務所費 367,043

政治活動費 9,884,799

組織活動費 149,710

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,735,089

宣伝事業費 2,237,625

政治資金パーティー開催事
業費

7,497,464

５ 寄附の内訳
（個人分）
小川 是 100,000 世田谷区
上野 淳次 1,000,000 広島市
古市 一雄 490,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

442,500

６ 特定パーティーの概要
川口順子出版記念
パ ー テ ィ ー
(633人)

20,220,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
川口順子出版記念パーティー
（団体からの対価の支払）
サントリーj 1,500,000 都・港区

川Ä稔後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川Ä 稔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 2,656,713

前年繰越額 2,435,483

本年収入額 221,230
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２ 支出総額 2,131,845

３ 本年収入の内訳
寄附 190,000

個人分 190,000

その他の収入 31,230

一件十万円未満のもの 31,230

４ 支出の内訳
経常経費 1,520,768

備品・消耗品費 940,100

事務所費 580,668

政治活動費 611,077

組織活動費 611,077

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

190,000

川条しか後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川条 志嘉

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 8,336,953

前年繰越額 464,939

本年収入額 7,872,014

２ 支出総額 7,757,989

３ 本年収入の内訳
寄附 872,000

個人分 146,000

政治団体分 726,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,000,000

国家百年の計を語る会 7,000,000

その他の収入 14

一件十万円未満のもの 14

４ 支出の内訳
経常経費 4,535,941

人件費 1,631,140

光熱水費 279,675

備品・消耗品費 1,994,643

事務所費 630,483

政治活動費 3,222,048

組織活動費 124,930

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,043,673

宣伝事業費 64,300

政治資金パーティー開催事
業費

2,979,373

調査研究費 53,445

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

146,000

（政治団体分）
自由民主党大阪府
支部連合会

720,000 大阪市

年間五万円以下の
もの

6,000

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
国家百年の計を語る会
（政治団体からの対価の支払）
大阪府不動産政治
連盟

300,000 大阪市

環境・経済政策研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長浜 博行

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.19

１ 収入総額 2,785,667

前年繰越額 2,785,667

２ 支出総額 2,417,538

３ 支出の内訳
経常経費 68,231

備品・消耗品費 37,656

事務所費 30,575

政治活動費 2,349,307

組織活動費 2,027,051

調査研究費 322,256

４ 資産等の内訳
（借入金）
長浜 博行 14,500,000

関西
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松浪健四郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 602,972

前年繰越額 22,969

本年収入額 580,003

２ 支出総額 554,599

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000

個人分 20,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

560,000

関西総会 560,000

その他の収入 3

一件十万円未満のもの 3

４ 支出の内訳
政治活動費 554,599

機関紙誌の発行その他の事業
費

554,599

その他の事業費 554,599

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

20,000

関西再生研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

矢野 ø司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 4,040,205

前年繰越額 3,000,000

本年収入額 1,040,205

２ 支出総額 2,203,255

３ 本年収入の内訳
寄附 1,040,000

政治団体分 1,040,000

その他の収入 205

一件十万円未満のもの 205

４ 支出の内訳
経常経費 436,964

備品・消耗品費 239,582

事務所費 197,382

政治活動費 1,766,291

組織活動費 63,436

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,702,855

機関紙誌の発行事業費 1,702,855

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
新しい波 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

40,000

関西政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 正武

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪市議会議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 4,273,950

前年繰越額 1,714,725

本年収入額 2,559,225

２ 支出総額 2,288,084

３ 本年収入の内訳
寄附 2,550,000

個人分 170,000

政治団体分 2,380,000

その他の収入 9,225

一件十万円未満のもの 9,225

４ 支出の内訳
経常経費 1,241,694

人件費 900,000

光熱水費 58,682

備品・消耗品費 168,542

事務所費 114,470

政治活動費 1,046,390

組織活動費 217,090

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,300

宣伝事業費 6,300

調査研究費 123,000

寄附・交付金 700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

170,000

（政治団体分）
民主党大阪市阿倍
野区支部

1,000,000 大阪市

民主党大阪府第２
区総支部

930,000 大阪市

民主党大阪府総支
部連合会

450,000 大阪市

神崎武法後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

神崎 武法

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.13 
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１ 収入総額 25,784,149

前年繰越額 6,043,788

本年収入額 19,740,361

２ 支出総額 22,801,558

３ 本年収入の内訳
寄附 10,440,000

個人分 10,440,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,300,000

衆議院議員神崎武法政経セミ
ナー

9,300,000

その他の収入 361

一件十万円未満のもの 361

４ 支出の内訳
経常経費 14,363,545

人件費 6,717,640

光熱水費 84,525

備品・消耗品費 1,059,686

事務所費 6,501,694

政治活動費 8,438,013

組織活動費 4,141,446

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,296,567

宣伝事業費 877,800

政治資金パーティー開催事
業費

3,418,767

５ 寄附の内訳
（個人分）
小林一十三 120,000 福岡市
遠藤 逸子 120,000 市川市
熱田 和彦 360,000 福岡市
渡辺 勝 120,000 浦安市
永露 博司 120,000 福岡県須恵町
野田 武輝 360,000 福岡市
手島千恵子 120,000 福岡市
江越 猛信 120,000 福岡市
相馬 敏彦 120,000 浦安市
相馬加栄子 120,000 浦安市
相馬 康弘 120,000 浦安市
宗政 伸一 240,000 福岡市
末次 君代 80,000 福岡市
西山冨美雄 330,000 市川市
増田 晃 120,000 千葉市
牧野 長生 240,000 福岡県宇美町
松下 秀夫 120,000 福岡市
内山 敏幸 130,000 大野城市

木田 正伸 200,000 江戸川区
橋本由紀子 500,000 福岡市
石村 帰一 110,000 福岡市
手島 貞勝 300,000 福岡市
松尾 正人 360,000 大野城市
黒崎勇三郎 240,000 福岡市
北風 善弘 300,000 福岡市
石橋 英子 80,000 鎌ケ谷市
冨 繁子 60,000 福岡市
東出満寿子 120,000 宗像市
藤井 勝己 1,000,000 鹿児島市
嘉山 直義 100,000 八街市
新妻 雅治 250,000 松戸市
新妻久仁子 250,000 松戸市
河野 貞雄 1,000,000 福岡市
青塚 四市 100,000 八街市
大森 仁史 600,000 宮崎市
鈴木 正明 150,000 浦安市
林 功 300,000 練馬区
吉田 義美 100,000 松戸市
牧野佳代子 90,000 福岡県宇美町
飯盛 保之 240,000 浦安市
石坂 泰三 120,000 稲城市
横川 貞夫 150,000 市川市
粟野 智 120,000 市川市
富沢 博 120,000 浦安市
大塚千江子 120,000 市川市
藤田 弘通 100,000 渋谷区
羽深 博政 100,000 市川市
年間五万円以下の
もの

100,000

甘山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

甘利 明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 139,339,664

前年繰越額 17,875,115

本年収入額 121,464,549

２ 支出総額 118,380,755

３ 本年収入の内訳
寄附 36,035,000

個人分 11,785,000

政治団体分 24,250,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

85,427,895

大和市甘利明の会賀詞交換会 1,515,000

甘利明の会企業・各種団体賀
詞交換会

4,065,000

海老名市甘利明の会賀詞交換
会

1,649,000

座間市甘利明の会新春の集い 1,231,000

綾瀬市甘利明の会陽春の集い 1,023,000

甘利明経済産業大臣就任祝賀
会

9,915,000

甘利明君を囲む会（計５回） 66,029,895

その他の収入 1,654

一件十万円未満のもの 1,654

４ 支出の内訳
経常経費 24,132,904

人件費 7,255,790

光熱水費 255,690

備品・消耗品費 8,467,899

事務所費 8,153,525

政治活動費 94,247,851

組織活動費 41,199,647

機関紙誌の発行その他の事業
費

41,697,879

宣伝事業費 2,364,578

政治資金パーティー開催事
業費

23,090,031

その他の事業費 16,243,270

調査研究費 109,125

寄附・交付金 11,100,000

その他の経費 141,200

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿部 聡 1,300,000 座間市
飯島 功 120,000 座間市
大舘 満 240,000 大和市
大西 和雄 60,000 海老名市
小田切 修 600,000 大和市
田墨幸一郎 380,000 綾瀬市
栃原 憲章 120,000 綾瀬市
藤原 造 120,000 座間市
山崎 明美 60,000 大和市
竹内 敏夫 120,000 横浜市
金子由紀夫 55,000 大和市
山上 松義 55,000 大和市
原田 弾 120,000 都・港区

小峰 望 60,000 相模原市
青蔭 文雄 110,000 大和市
井上 貢 60,000 大和市
東 浩志 120,000 海老名市
横澤 創 60,000 大和市
小野 尚志 60,000 鎌倉市
阿部 英明 120,000 大和市
国方 隆 600,000 厚木市
鈴木 正彦 120,000 相模原市
椎野 千秋 600,000 神奈川県寒川

町
白井 良之 1,000,000 相模原市
二ノ宮芳宣 60,000 神奈川県寒川

町
武藤 守 60,000 海老名市
藤代光一郎 160,000 大和市
中村 袈巳 60,000 大和市
中村 和久 60,000 神奈川県愛川

町
藤代真一郎 90,000 大和市
宮東 悠 60,000 大和市
星野 勝之 60,000 大和市
伊澤 興子 200,000 藤沢市
伊澤 潔 230,000 藤沢市
井上香智子 100,000 大和市
山Ä 五郎 100,000 横浜市
長浦 文夫 100,000 海老名市
山本 高男 200,000 綾瀬市
加藤 政徳 300,000 茅ヶ崎市
加藤 一郎 100,000 茅ヶ崎市
神谷 光信 1,000,000 鎌倉市
川本 宜彦 100,000 さいたま市
松岡 康彦 240,000 相模原市
中野豊三郎 100,000 座間市
佐々木條二 60,000 大和市
井上 明久 100,000 大和市
福田 邦夫 100,000 厚木市
杉山 嘉一 100,000 横浜市
井関 豊 60,000 相模原市
井上 裕子 500,000 相模原市
年間五万円以下の
もの

1,225,000

（政治団体分）
自由民主党神奈川
県第十三選挙区支
部

11,500,000 大和市
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神奈川県柔道整復
師連盟

100,000 横浜市

ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

200,000 都・中央区

道路運送経営研究
会

600,000 新宿区

神奈川県石油政治
連盟

100,000 横浜市

日本税理士政治連
盟

200,000 品川区

神奈川県農政推進
連盟

1,000,000 横浜市

神奈川県税理士政
治連盟

100,000 横浜市

全日本不動産政治
連盟神奈川県本部

200,000 横浜市

神奈川県自動車整
備政治連盟

200,000 横浜市

通商産業政策研究
会

10,000,000 新宿区

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
甘利明君を囲む会
（平成18年５月29

日開催）(787人)

20,190,000 横浜市

甘利明君を囲む会
（平成18年６月８
日開催）(967人)

29,240,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
甘利明君を囲む会（平成18年５月29日開催）
（個人からの対価の支払）
白井 良之 500,000 相模原市

（団体からの対価の支払）
jユータカラヤ 400,000 藤沢市

jヤマゼン 1,000,000 橿原市

jアクトリー 1,000,000 白山市

f三益商業 260,000 横浜市

平楽商事j 280,000 横浜市

治友会 700,000 神奈川県愛川
町

fサンカ 1,000,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
神奈川県農政推進
連盟

300,000 横浜市

甘利明君を囲む会（平成18年６月８日開催）
（個人からの対価の支払）
毒島 秀行 1,500,000 渋谷区

（団体からの対価の支払）
fマーフコーポ
レーション

1,500,000 豊島区

jＳＡＮＫＹＯ 1,500,000 渋谷区

積水ハウスj 1,500,000 大阪市

日本リサイクル技
研j

1,000,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

製薬産業政治連盟 500,000 都・中央区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,433,172 18.12.18

（預金等）
3,000,000

寛清会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

倉田 寛之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 66,704,574

前年繰越額 9,784,427

本年収入額 56,920,147

２ 支出総額 50,675,698

３ 本年収入の内訳
寄附 18,420,000

個人分 5,420,000

政治団体分 13,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

38,500,000

政治活動四十年感謝をこめて
倉田寛之と語る夕べ

38,500,000

その他の収入 147

一件十万円未満のもの 147

４ 支出の内訳
経常経費 23,487,794

人件費 11,120,600

光熱水費 320,501

備品・消耗品費 2,582,761

事務所費 9,463,932

政治活動費 27,187,904

組織活動費 12,975,596

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,662,308

政治資金パーティー開催事
業費

11,662,308

調査研究費 550,000

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
輪湖 信 120,000 船橋市
赤井 文弥 500,000 練馬区
静永 純一 200,000 都・港区
松本 和那 1,500,000 都・中央区
飯沼 和雄 120,000 松戸市
紺野 淳志 120,000 松戸市
小倉 孝 100,000 松戸市
堤 仁 360,000 松戸市
広谷 忠彦 240,000 松戸市
秋谷 澄子 90,000 松戸市
飯塚 英悦 120,000 松戸市
鈴木 文夫 120,000 松戸市
平川 敏雄 120,000 松戸市
中村 秀 110,000 松戸市
年間五万円以下の
もの

1,600,000

（政治団体分）
自由民主党千葉県
参議院選挙区第二
支部

13,000,000 千葉市

６ 特定パーティーの概要

政治活動四十年感
謝をこめて倉田寛
之と語る夕べ(850

人)

38,500,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政治活動四十年感謝をこめて倉田寛之と語る夕
べ
（個人からの対価の支払）
堤 仁 500,000 松戸市

八田 賢明 500,000 松戸市

（団体からの対価の支払）
jウキガヤ 300,000 松戸市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

環日本海政治経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山崎 正昭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 3,443,435

前年繰越額 583,350

本年収入額 2,860,085

２ 支出総額 2,465,068

３ 本年収入の内訳
寄附 2,860,000

個人分 360,000

政治団体分 2,500,000

その他の収入 85

一件十万円未満のもの 85

４ 支出の内訳
経常経費 308,043

事務所費 308,043

政治活動費 2,157,025

組織活動費 580,000

調査研究費 126,000

寄附・交付金 1,440,000

その他の経費 11,025

５ 寄附の内訳
（個人分）
徳田 一男 240,000 福井市
宮川 隆治 120,000 福井市
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（政治団体分）
自由民主党福井県
参議院選挙区第一
支部

2,500,000 福井市

頑張れ！ふじすえの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤末 健三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 22,680,576

前年繰越額 10,078,206

本年収入額 12,602,370

２ 支出総額 2,891,767

３ 本年収入の内訳
寄附 7,992,843

個人分 1,877,392

政治団体分 6,115,451

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,584,299

モノ言う経営者の会（計９回） 780,000

新ビジネス創出セミナーベン
チャー分科会（計２回）

220,000

憲法冊子売上 381,699

新ビジネス創出セミナー 2,572,600

レスキュージャパン忘年セミ
ナー

630,000

その他の収入 25,228

一件十万円未満のもの 25,228

４ 支出の内訳
経常経費 74,120

備品・消耗品費 66,150

事務所費 7,970

政治活動費 2,817,647

組織活動費 196,858

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,731,379

宣伝事業費 9,420

政治資金パーティー開催事
業費

1,425,093

その他の事業費 296,866

調査研究費 889,410

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡田 幹雄 100,000 甲府市
山田 太郎 1,500,000 大田区

年間五万円以下の
もの

277,392

（政治団体分）
玉木雄一郎後援会 3,000,000 さぬき市
民主党参議院比例
区第46総支部

2,145,451 川崎市

民主党 970,000 千代田区
がんばれ円より子クラブ（山Ä 順子）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山Ä 順子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 15,227,948

前年繰越額 4,322,341

本年収入額 10,905,607

２ 支出総額 15,052,866

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(73人) 810,000

寄附 3,409,000

個人分 2,749,000

政治団体分 660,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,654,000

機関誌発行 669,000

円より子と語る会 5,870,000

都連17日会（計２回） 115,000

その他の収入 32,607

一件十万円未満のもの 32,607

４ 支出の内訳
経常経費 1,986,498

人件費 307,280

備品・消耗品費 163,188

事務所費 1,516,030

政治活動費 13,066,368

組織活動費 1,504,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,208,384

機関紙誌の発行事業費 4,700,939

政治資金パーティー開催事
業費

2,507,445

調査研究費 3,367,924

寄附・交付金 986,060

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿部 公明 100,000 大田区

蒲島 郁夫 100,000 江東区
竹川 幸子 1,000,000 大津市
山Ä 順子 340,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

1,209,000

（政治団体分）
民主党 660,000 千代田区
寛友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

今津 寛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 5.31

１ 収入総額 31,096,136

前年繰越額 1,594,580

本年収入額 29,501,556

２ 支出総額 30,961,243

３ 本年収入の内訳
寄附 7,260,000

個人分 1,560,000

政治団体分 5,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

22,241,556

今津ひろし君を励ます政経
パーティー

12,172,064

衆議院議員今津ひろし君政経
パーティー

10,069,492

４ 支出の内訳
政治活動費 30,961,243

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,306,610

政治資金パーティー開催事
業費

5,306,610

寄附・交付金 1,940,000

その他の経費 23,714,633

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉良 徹 120,000 旭川市
窪田 晃 120,000 旭川市
村西 博 120,000 名寄市
上森 惇 120,000 旭川市
五十嵐正幸 110,000 名寄市
吉田 肇 120,000 名寄市
吉田美枝子 120,000 名寄市
武田 昭宏 120,000 旭川市
越智 守 110,000 北海道比布町

今津 寛 500,000 旭川市
（政治団体分）
自由民主党北海道
第六選挙区支部

1,700,000 旭川市

平成研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
今津ひろし君を励
ま す 政 経 パ ー
ティー(350人)

12,172,064 札幌市

衆議院議員今津ひ
ろし君政経パー
ティー(420人)

10,069,492 新宿区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
今津ひろし君を励ます政経パーティー
（団体からの対価の支払）
j扇商連 1,000,000 富良野市

８ 資産等の内訳
（借入金）
今津 寛 38,020,000

長屋 成義 5,000,000

紀伸会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 紀文

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.24

１ 収入総額 607,162

前年繰越額 582,437

本年収入額 24,725

２ 支出総額 59,032

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000

個人分 20,000

その他の収入 4,725

一件十万円未満のもの 4,725

４ 支出の内訳
経常経費 35,532

備品・消耗品費 1,514

事務所費 34,018

政治活動費 23,500

組織活動費 23,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

20,000
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紀政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡海紀三朗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 16,061,673

前年繰越額 51,673

本年収入額 16,010,000

２ 支出総額 16,029,069

３ 本年収入の内訳
寄附 2,330,000

政治団体分 2,330,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,680,000

第13回新世紀政経フォーラム 11,920,000

新世紀政経フォーラムモーニ
ングセミナー

1,760,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,342,922

人件費 1,803,190

備品・消耗品費 603,576

事務所費 936,156

政治活動費 12,686,147

組織活動費 1,955,766

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,610,301

機関紙誌の発行事業費 97,465

政治資金パーティー開催事
業費

4,512,836

調査研究費 120,080

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
甘山会 600,000 大和市
自由民主党兵庫県
第十選挙区支部

1,730,000 加古川市

６ 特定パーティーの概要
第13回新世紀政経
フ ォ ー ラ ム
(596人)

11,920,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第13回新世紀政経フォーラム
（団体からの対価の支払）
jソネック 600,000 高砂市

（政治団体からの対価の支払）
日本建築士事務所
政経研究会

400,000 都・中央区

近未来研究会 300,000 千代田区

新世紀政経フォーラムモーニングセミナー
（政治団体からの対価の支払）
近未来研究会 300,000 千代田区

紀成会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

世耕 弘成

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 98,605,096

前年繰越額 21,450,727

本年収入額 77,154,369

２ 支出総額 94,774,980

３ 本年収入の内訳
寄附 20,820,000

個人分 16,820,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

56,334,253

「世耕弘成総務委員長に期待
する集い」

25,233,951

世耕弘成「ＴＡＫＥ ＯＦＦ
セミナー」

31,100,302

その他の収入 116

一件十万円未満のもの 116

４ 支出の内訳
経常経費 26,535,618

人件費 15,697,340

備品・消耗品費 4,614,553

事務所費 6,223,725

政治活動費 68,239,362

組織活動費 10,571,542

機関紙誌の発行その他の事業
費

16,143,633

機関紙誌の発行事業費 221,731

宣伝事業費 1,973,668

政治資金パーティー開催事
業費

13,948,234

調査研究費 472,249

寄附・交付金 41,051,938

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡本 政仁 120,000 和歌山市
角 良一 80,000 和歌山市
真鍋 光良 120,000 和歌山市
額田 行夫 120,000 和歌山市
川口 禎男 120,000 和歌山県有田

川町
近藤 泰章 1,500,000 堺市
近藤 剛子 1,000,000 奈良市
近藤 勲 1,500,000 奈良市
高間 智人 1,000,000 八尾市
嶋田 有孝 1,500,000 枚方市
玉置 泰久 100,000 田辺市
松下 澄代 180,000 海南市
Ö村 英樹 60,000 和歌山市
貴志 宣昭 1,000,000 和歌山市
竹内 稔 120,000 和歌山市
竹内 和彦 240,000 和歌山市
若林 康弘 120,000 海南市
梶 正和 240,000 和歌山県由良

町
矢部 幸雄 1,000,000 和歌山市
関 儀平 120,000 和歌山市
藤田 雅也 120,000 和歌山市
中谷 博之 120,000 有田市
塚本 治雄 120,000 和歌山市
塚本 貞治 120,000 和歌山市
内藤 恭子 120,000 和歌山市
角野 寛典 120,000 和歌山市
山本 健司 120,000 和歌山市
山野 武彦 120,000 和歌山市
竹田 實 1,000,000 和歌山市
小山 文春 60,000 和歌山市
藤澤 彰 120,000 和歌山市
岩本 忠 120,000 和歌山市
梅田 千景 120,000 和歌山市
島 和代 120,000 和歌山市
島 章江 120,000 和歌山市
龍見 恭子 120,000 和歌山市
西村 清 120,000 和歌山市
田村 公之 1,000,000 和歌山市
田村 友二 60,000 和歌山市
前田 尚宏 100,000 吹田市
川口 春男 100,000 和歌山県由良

町

成川 守彦 500,000 有田市
木下 泰隆 500,000 有田市
川野富喜子 120,000 和歌山市
赤井 貞仁 120,000 和歌山市
年間五万円以下の
もの

1,220,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
「世耕弘成総務委
員長に期待する集
い」(1,190人)

25,233,951 和歌山市

世耕弘成「ＴＡＫ
Ｅ ＯＦＦセミ
ナー」(988人)

31,100,302 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
「世耕弘成総務委員長に期待する集い」
（政治団体からの対価の支払）
地域振興和歌山県
支部

300,000 和歌山市

基本政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松崎 哲久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 6,354,513

前年繰越額 531,606

本年収入額 5,822,907

２ 支出総額 5,987,488

３ 本年収入の内訳
寄附 726,000

政治団体分 726,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

96,900

図書販売 96,900

借入金 5,000,000

松崎 素道 5,000,000

その他の収入 7

一件十万円未満のもの 7

４ 支出の内訳
経常経費 336,663

光熱水費 142,800

備品・消耗品費 103,871

事務所費 89,992

政治活動費 5,650,825
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組織活動費 58,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,012,825

政治資金パーティー開催事
業費

1,800,000

その他の事業費 212,825

調査研究費 80,000

その他の経費 3,500,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
けんこう冬日会 400,000 千代田区
民主党埼玉県総支
部連合会

326,000 さいたま市

６ 資産等の内訳
（貸付金）
民主党埼玉県第10区
総支部

3,500,000

（借入金）
田中三重子 10,000,000

松崎 素道 5,000,000

金政玉と共生社会をめざす全国ネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金 政玉

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 5,867,063

本年収入額 5,867,063

２ 支出総額 419,842

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(11人) 5,500

寄附 5,525,563

個人分 525,563

政治団体分 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

336,000

「金政玉と共生社会をめざす
全国ネット」発足記念集会

336,000

４ 支出の内訳
経常経費 163,030

人件費 20,360

備品・消耗品費 28,390

事務所費 114,280

政治活動費 256,812

機関紙誌の発行その他の事業
費

256,812

宣伝事業費 41,493

その他の事業費 215,319

５ 寄附の内訳
（個人分）
蔵本 孝治 112,063 昭島市
樋口 恵子 60,000 町田市
年間五万円以下の
もの

353,500

（政治団体分）
民主党 5,000,000 千代田区
行政研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩國 哲人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 14,090,454

前年繰越額 1,760,358

本年収入額 12,330,096

２ 支出総額 12,800,530

３ 本年収入の内訳
寄附 6,380,000

個人分 2,880,000

政治団体分 3,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,950,000

岩國哲人政経セミナー 5,950,000

その他の収入 96

一件十万円未満のもの 96

４ 支出の内訳
経常経費 5,500,132

人件費 4,057,165

備品・消耗品費 3,457

事務所費 1,439,510

政治活動費 7,300,398

組織活動費 1,422,730

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,825,745

宣伝事業費 105,270

政治資金パーティー開催事
業費

4,568,323

その他の事業費 152,152

調査研究費 50,250

その他の経費 1,001,673

５ 寄附の内訳
（個人分）

東田 信雄 500,000 出雲市
原田 愛子 100,000 中野区
萩原新太郎 500,000 横浜市
石川 裕憲 250,000 川崎市
伊藤 公美 1,500,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
岩國哲人後援会 3,500,000 横浜市
京都経済文化研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松井 孝治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 4,653,283

前年繰越額 2,293,382

本年収入額 2,359,901

２ 支出総額 3,099,978

３ 本年収入の内訳
寄附 2,259,800

個人分 2,259,800

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

100,000

松井孝治を励ます会（平成17

年11月14日開催）
100,000

その他の収入 101

一件十万円未満のもの 101

４ 支出の内訳
経常経費 75,430

事務所費 75,430

政治活動費 3,024,548

機関紙誌の発行その他の事業
費

224,548

その他の事業費 224,548

寄附・交付金 2,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
増山 博昭 150,000 都・港区
小野寺 裕 100,000 浦安市
年間五万円以下の
もの

2,009,800

恭友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子 恭之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 30,995,143

前年繰越額 2,214,979

本年収入額 28,780,164

２ 支出総額 25,150,965

３ 本年収入の内訳
寄附 14,100,000

個人分 2,700,000

政治団体分 11,400,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,680,000

金子恭之君と21世紀を考える
会

14,680,000

その他の収入 164

一件十万円未満のもの 164

４ 支出の内訳
経常経費 13,002,825

人件費 3,183,500

備品・消耗品費 5,553,069

事務所費 4,266,256

政治活動費 12,148,140

組織活動費 2,553,457

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,714,683

政治資金パーティー開催事
業費

3,714,683

寄附・交付金 5,880,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小林 善勝 500,000 都・港区
西田 満伸 100,000 八代市
加計 敏信 500,000 西宮市
山下 政俊 1,000,000 奈良市
新 日出雄 200,000 杉並区
佐伯 一行 400,000 八代市
（政治団体分）
翔武会 500,000 千代田区
甘山会 600,000 大和市
近未来研究会 4,500,000 千代田区
自由民主党熊本県
第五選挙区支部

5,500,000 八代市

東京未来創造研究
会

300,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
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金子恭之君と21世
紀を考える会(734

人)

14,680,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
金子恭之君と21世紀を考える会
（団体からの対価の支払）
j福岡建設 1,000,000 八代市

岩奥産業j 300,000 八代市

太陽開発j 1,000,000 八代市

j土井組 540,000 八代市

藤成商事j 300,000 大阪市

j藤永組 500,000 八代市

jユニディオコー
ポレーション

1,000,000 大阪市

吉良州司と元気な大分を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉良 州司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 5,992,385

前年繰越額 603,354

本年収入額 5,389,031

２ 支出総額 5,421,708

３ 本年収入の内訳
寄附 5,389,000

個人分 3,689,000

政治団体分 1,700,000

その他の収入 31

一件十万円未満のもの 31

４ 支出の内訳
経常経費 4,160,546

人件費 1,871,560

光熱水費 3,863

備品・消耗品費 1,800,779

事務所費 484,344

政治活動費 1,261,162

組織活動費 984,262

機関紙誌の発行その他の事業
費

274,065

機関紙誌の発行事業費 194,705

宣伝事業費 79,360

調査研究費 2,835

５ 寄附の内訳
（個人分）
川上 量生 1,500,000 都・中央区
佐々木忠重 1,000,000 大分市
清水 りつ 130,000 大分市
田村 充弘 100,000 大分市
揚野 敏宏 60,000 大分市
時松 昭 500,000 所沢市
年間五万円以下の
もの

399,000

（政治団体分）
民主党大分県第１
区総支部

1,700,000 大分市

６ 資産等の内訳
（借入金）
吉良 卓司 4,288,551

キラリ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三日月大造

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 26,455,447

前年繰越額 11,576,910

本年収入額 14,878,537

２ 支出総額 16,373,788

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(400人) 1,829,500

寄附 12,469,000

個人分 29,000

政治団体分 12,440,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

270,000

国会通信発行 270,000

その他の収入 310,037

一件十万円未満のもの 310,037

４ 支出の内訳
経常経費 7,626,939

人件費 4,433,252

備品・消耗品費 452,219

事務所費 2,741,468

政治活動費 8,746,849

組織活動費 2,949,169

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,644,460

機関紙誌の発行事業費 3,135,860

宣伝事業費 75,600

その他の事業費 1,433,000

調査研究費 153,220

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

29,000

（政治団体分）
総合交通政策研究
会

12,100,000 都・港区

民主党 340,000 千代田区
近畿構想研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中馬 弘毅

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 4

本年収入額 4

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

琴山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

成相 安信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 10,328,702

前年繰越額 1,086,125

本年収入額 9,242,577

２ 支出総額 7,184,980

３ 本年収入の内訳
寄附 2,345,000

個人分 2,345,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,897,480

政経文化パーティー（平成17

年５月26日開催）
289,370

政経文化パーティー（平成18

年４月25日開催）
2,578,110

成相安信君を励ます集い 4,030,000

その他の収入 97

一件十万円未満のもの 97

４ 支出の内訳
経常経費 4,136,717

人件費 2,100,000

光熱水費 200,710

備品・消耗品費 520,126

事務所費 1,315,881

政治活動費 3,048,263

組織活動費 1,380,840

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,523,733

機関紙誌の発行事業費 925,260

宣伝事業費 385,025

政治資金パーティー開催事
業費

213,448

調査研究費 143,690

５ 寄附の内訳
（個人分）
成相 安信 2,340,000 出雲市
年間五万円以下の
もの

5,000

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経文化パーティー（平成18年４月25日開催）
（団体からの対価の支払）
三愛石油f 270,000 出雲市

j不二ビルサービ
ス

500,000 広島市

成相安信君を励ます集い
（団体からの対価の支払）
島根県合板e 1,000,000 松江市

山陰クボタ水道用
材j

1,000,000 松江市

三愛石油f 1,000,000 出雲市

近代政経調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上杉 光弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 9,409,327

前年繰越額 769,267
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本年収入額 8,640,060

２ 支出総額 9,269,175

３ 本年収入の内訳
寄附 8,640,000

個人分 8,640,000

その他の収入 60

一件十万円未満のもの 60

４ 支出の内訳
経常経費 7,038,715

人件費 5,877,329

光熱水費 297,940

備品・消耗品費 149,004

事務所費 714,442

政治活動費 2,230,460

組織活動費 215,360

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,015,100

宣伝事業費 1,015,100

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
池田 修 120,000 都城市
井上 裕司 60,000 西都市
岩切孝二郎 240,000 延岡市
上田 満宏 120,000 福岡市
小田切正利 120,000 西都市
尾前 義友 60,000 宮崎県椎葉村
加藤 慶三 60,000 宮崎市
川上 淳 120,000 宮崎市
神崎 義世 120,000 宮崎市
飯干 愛雄 120,000 宮崎県高千穂

町
小野 英人 120,000 宮崎県北川町
緒方 英機 120,000 小林市
河野 宏介 480,000 宮崎県都農町
興梠 寿 70,000 宮崎県日之影

町
甲斐 靖也 100,000 延岡市
金丸 和光 600,000 日向市
木場 正弘 110,000 小林市
木藤 一男 120,000 都城市
工藤 勝利 240,000 宮崎県高千穂

町
郡山 信生 120,000 西都市
坂下 利博 360,000 小林市
坂下 利行 1,000,000 小林市

佐藤 良一 120,000 えびの市
酒井 久夫 120,000 西都市
清水 安次 240,000 宮崎県高城町
下別府 初 90,000 小林市
児玉 盛次 120,000 宮崎市
西條 健一 180,000 宮崎県佐土原

町
佐藤 勲 60,000 宮崎県高千穂

町
鈴木 晢夫 120,000 宮崎県椎葉村
杉田 公利 120,000 西都市
染矢 美敏 480,000 宮崎県門川町
鶴田 曜三 120,000 西都市
鶴田 妙子 120,000 西都市
別当 長宣 120,000 宮崎市
武田 隆善 120,000 宮崎県国富町
長田 信輝 80,000 宮崎県門川町
永松 憲一 60,000 西都市
橋口 健義 60,000 福岡市
橋本 和夫 240,000 西都市
前原 正人 120,000 宮崎市
松本 明信 120,000 西都市
馬原 久年 120,000 宮崎市
山田 春雄 60,000 宮崎市
吉田 格 120,000 宮崎県美郷町
三橋 正史 220,000 延岡市
吉澤 次男 120,000 日南市
村上 牧雄 120,000 西都市
山田 健司 160,000 延岡市
年間五万円以下の
もの

330,000

近代政策懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山田 豊敏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4.17

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

近代政治研究会（中曽根康弘）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中曽根康弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 479,818,931

前年繰越額 443,298,554

本年収入額 36,520,377

２ 支出総額 64,223,640

３ 本年収入の内訳
寄附 36,500,000

個人分 6,500,000

政治団体分 30,000,000

その他の収入 20,377

一件十万円未満のもの 20,377

４ 支出の内訳
経常経費 63,650,320

人件費 40,747,541

光熱水費 443,243

備品・消耗品費 193,896

事務所費 22,265,640

政治活動費 573,320

組織活動費 253,150

調査研究費 133,120

寄附・交付金 187,050

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

6,500,000

（政治団体分）
山王経済研究会 30,000,000 都・港区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 11,425,786 12.12.15

自動車(1台) 1,049,000 17.12.22

近代政治研究会（柴野 実）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柴野 実

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 100,384

前年繰越額 100,384

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）
柴野たいぞう 18,000,000

近代青年政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

下条進一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 220,365

前年繰越額 365

本年収入額 220,000

２ 支出総額 220,315

３ 本年収入の内訳
寄附 220,000

個人分 220,000

４ 支出の内訳
経常経費 89,112

人件費 74,379

備品・消耗品費 14,733

政治活動費 131,203

組織活動費 130,204

調査研究費 999

５ 寄附の内訳
（個人分）
久保 忠夫 60,000 上田市
加藤 久雄 160,000 長野市
工藤堅太郎政経フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

工藤堅太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 1,267,335

前年繰越額 87,335

本年収入額 1,180,000

２ 支出総額 1,232,972

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1人) 10,000

寄附 1,170,000

個人分 910,000

政治団体分 260,000

４ 支出の内訳
政治活動費 1,232,972

組織活動費 1,232,972

５ 寄附の内訳
（個人分）
二塚 貞之 750,000 渋谷区
小木 郁夫 160,000 二戸市
（政治団体分）
民主党 260,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
工藤堅太郎 4,526,755
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邦子の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

猪口 邦子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 2,429,000

本年収入額 2,429,000

２ 支出総額 788,291

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,385,000

猪口邦子と語る会（計２回） 155,000

猪口邦子政経懇談会 2,230,000

その他の収入 44,000

一件十万円未満のもの 44,000

４ 支出の内訳
政治活動費 788,291

組織活動費 371,200

機関紙誌の発行その他の事業
費

417,091

政治資金パーティー開催事
業費

417,091

國弘正雄社会経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

國弘 正雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.24

１ 収入総額 1,169,835

前年繰越額 1,169,835

２ 支出総額 423,668

３ 支出の内訳
経常経費 122,782

光熱水費 35,822

備品・消耗品費 86,960

政治活動費 300,886

組織活動費 211,449

調査研究費 89,437

くらしと行政研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北村 隆幸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪市議会議員

報告年月日 19. 1. 9

１ 収入総額 800,000

前年繰越額 800,000

２ 支出総額 254,785

３ 支出の内訳
政治活動費 254,785

組織活動費 77,335

機関紙誌の発行その他の事業
費

177,450

機関紙誌の発行事業費 51,450

宣伝事業費 126,000

黒岩たかひろと歩む会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

黒岩 宇洋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 4,167,757

前年繰越額 2,732,708

本年収入額 1,435,049

２ 支出総額 420

３ 本年収入の内訳
寄附 1,435,000

個人分 1,435,000

その他の収入 49

一件十万円未満のもの 49

４ 支出の内訳
経常経費 420

事務所費 420

５ 寄附の内訳
（個人分）
鴛海 量明 200,000 都・港区
黒岩 卓夫 1,200,000 南魚沼市
年間五万円以下の
もの

35,000

黒岩秩子と歩む会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

黒岩 秩子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 174,869

前年繰越額 174,869

２ 支出総額 0

グローバルネットワーク研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

舛添 要一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 2,422,070

前年繰越額 922,028

本年収入額 1,500,042

２ 支出総額 2,127,209

３ 本年収入の内訳
寄附 500,000

政治団体分 500,000

借入金 1,000,000

舛添 要一 1,000,000

その他の収入 42

一件十万円未満のもの 42

４ 支出の内訳
経常経費 537,453

人件費 438,110

備品・消耗品費 14,143

事務所費 85,200

政治活動費 1,589,756

組織活動費 587,826

機関紙誌の発行その他の事業
費

398,965

宣伝事業費 398,965

寄附・交付金 600,000

その他の経費 2,965

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
参議院比例区第二
十八支部

500,000 世田谷区

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,118,939 14. 4.17

（借入金）
舛添 要一 2,000,000

薫風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

俊成 薫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛媛県議会議員

報告年月日 19. 6. 6

１ 収入総額 1,458,629

前年繰越額 258,629

本年収入額 1,200,000

２ 支出総額 1,236,281

３ 本年収入の内訳
寄附 1,200,000

個人分 1,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,010,206

備品・消耗品費 287,643

事務所費 722,563

政治活動費 226,075

組織活動費 226,075

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,200,000

ケイ・ケイ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

粕谷 茂

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 1,192,741

前年繰越額 22,741

本年収入額 1,170,000

２ 支出総額 1,164,566

３ 本年収入の内訳
寄附 1,170,000

政治団体分 1,170,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,164,566

光熱水費 178,003

備品・消耗品費 106,838

事務所費 879,725

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
渋谷区第七支部

1,170,000 渋谷区

経済活性研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷川 彌一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 42,450,543

前年繰越額 2,301,536

本年収入額 40,149,007

２ 支出総額 39,601,837

３ 本年収入の内訳
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寄附 10,000,000

個人分 6,000,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

30,148,740

衆議院議員谷川弥一政経セミ
ナー

29,008,740

谷川弥一朝食勉強会 1,140,000

その他の収入 267

一件十万円未満のもの 267

４ 支出の内訳
経常経費 2,656,068

人件費 191,000

備品・消耗品費 1,371,608

事務所費 1,093,460

政治活動費 36,945,769

組織活動費 6,705,840

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,720,165

機関紙誌の発行事業費 313,380

宣伝事業費 557,582

政治資金パーティー開催事
業費

2,376,572

その他の事業費 472,631

調査研究費 759,764

寄附・交付金 25,760,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
谷川 弥一 6,000,000 大村市
（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員谷川弥
一政経セミナー
(1,062人)

29,008,740 大村市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員谷川弥一政経セミナー
（団体からの対価の支払）
長崎県建設業協会 250,000 五島市

jダイワ 500,000 福岡市

j小宮建設 430,000 対馬市

長崎県建設業協会 320,000 壱岐市

壱岐建設業e 320,000 壱岐市

トステムj 430,000 福岡市

（政治団体からの対価の支払）
自由民主党魚市場
連合会支部

800,000 平戸市

自由民主党福江支
部

250,000 五島市

経済懇話会21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

木村 守男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

青森県知事

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 5,867,561

前年繰越額 1,867,325

本年収入額 4,000,236

２ 支出総額 2,173,868

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(7人) 2,070,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

940,000

総会懇親会 940,000

その他の収入 990,236

仮受金 990,000

一件十万円未満のもの 236

４ 支出の内訳
政治活動費 2,173,868

機関紙誌の発行その他の事業
費

573,868

その他の事業費 573,868

寄附・交付金 1,600,000

経済産業研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

持永 哲志

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

宮崎県知事

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 40,091,242

前年繰越額 617,884

本年収入額 39,473,358

２ 支出総額 31,823,152

３ 本年収入の内訳
寄附 1,520,000

個人分 520,000

政治団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,720,000

持永哲志と語る会 16,720,000

借入金 21,232,463

持永さだ子 20,000,000

持永 哲志 1,232,463

その他の収入 895

一件十万円未満のもの 895

４ 支出の内訳
経常経費 750,190

人件費 690,000

備品・消耗品費 5,190

事務所費 55,000

政治活動費 31,072,962

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,157,918

政治資金パーティー開催事
業費

2,157,918

寄附・交付金 8,792,581

その他の経費 20,122,463

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡本 光政 140,000 都城市
浜崎 浩己 180,000 都城市
南崎 一彦 180,000 都城市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
新財政研究会 1,000,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
持永哲志と語る会
(765人)

16,720,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
持永哲志と語る会
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 500,000 都・中央区

日本薬業政治連盟 300,000 都・中央区

都城地区建設業協
会

400,000 都城市

８ 資産等の内訳
（借入金）
持永 哲志 19,532,463

持永さだ子 20,000,000

敬人会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武見 敬三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 390,306,854

前年繰越額 225,597,648

本年収入額 164,709,206

２ 支出総額 146,145,177

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,366人) 13,720,000

寄附 130,898,000

個人分 21,922,000

政治団体分 108,976,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,080,000

第11回武見セミナー 20,080,000

その他の収入 11,206

一件十万円未満のもの 11,206

４ 支出の内訳
経常経費 32,758,704

人件費 2,474,275

備品・消耗品費 3,005,621

事務所費 27,278,808

政治活動費 113,386,473

組織活動費 88,662,561

機関紙誌の発行その他の事業
費

19,532,630

宣伝事業費 11,013,923

政治資金パーティー開催事
業費

8,518,707

調査研究費 5,191,282

５ 寄附の内訳
（個人分）
福井 光壽 100,000 都・港区
中村 靖彦 100,000 新宿区
大谷 公彦 200,000 津山市
ˆ宮 真樹 100,000 宮崎市
廣江 智 100,000 米子市
藤島 公典 100,000 豊後大野市
佐々木義樓 100,000 青森市
嵐 裕治 100,000 世田谷区
米盛 學 500,000 鹿児島市
西田 元彦 100,000 豊橋市
藤原 淳 100,000 山口市
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沖田 信光 100,000 佐賀市
牧 恭彦 100,000 大阪市
池田 琢哉 100,000 鹿児島市
関谷 巖 100,000 中野区
高山 精雄 100,000 練馬区
中山 大典 100,000 宮城県松島町
小島 正敬 100,000 渋谷区
清水 淑郎 100,000 三鷹市
西川 武二 100,000 横浜市
宮本 誠 100,000 小金井市
森山 貴 100,000 江戸川区
荘 進 100,000 板橋区
小平 健 240,000 都・港区
今村 聡 100,000 板橋区
小野 隆彦 240,000 品川区
坂尾 正 120,000 浜松市
大槻 道夫 100,000 大田区
塚本 一 100,000 調布市
内田 璞 100,000 倉敷市
大野 敦史 100,000 玉野市
中山 義久 100,000 五條市
吉川 彰一 80,000 世田谷区
安藤 高朗 110,000 八王子市
沼沢 良樹 80,000 八王子市
上野 陽右 1,010,000 北九州市
相澤 孝夫 120,000 松本市
堤 成基 60,000 福岡県岡垣町
村上 作之 160,000 掛川市
信岡 博済 120,000 菊池市
佐藤 雅典 70,000 飯塚市
神田 良樹 150,000 小金井市
大野 和美 110,000 豊川市
定永 正明 60,000 宮崎市
堤 康博 60,000 北九州市
猪口 正孝 60,000 G飾区
杉山 知行 110,000 防府市
岸本 晃男 130,000 江戸川区
内藤 武夫 150,000 尼崎市
年間五万円以下の
もの

15,282,000

（政治団体分）
新潟県医師連盟 3,220,000 新潟市
静岡県医師連盟 2,000,000 静岡市
札幌市医師連盟 2,000,000 札幌市
福岡県医師連盟 4,600,000 福岡市
北九州市医師連盟 1,000,000 北九州市

佐賀県医師連盟 600,000 佐賀市
熊本県医師連盟 600,000 熊本市
鹿児島県医師連盟 1,100,000 鹿児島市
日本医師連盟 50,000,000 文京区
東京都医師政治連
盟

29,000,000 千代田区

東京都医師政治連
盟品川支部

220,000 品川区

千葉県接骨師連盟 960,000 千葉市
全国病院理学療法
連盟

100,000 品川区

福井県医師連盟 370,000 福井市
北海道医師連盟 500,000 札幌市
東京都医師政治連
盟北区支部

350,000 都・北区

田園調布医師政治
連盟

190,000 大田区

東京都医師政治連
盟千代田区支部

180,000 千代田区

豊島区医師政治連
盟

280,000 豊島区

群馬県接骨師連盟 140,000 前橋市
北九州市戸畑区医
師連盟

200,000 北九州市

東京都医師政治連
盟荏原支部

200,000 品川区

整形外科医政協議
会

100,000 台東区

国民健康保険組合
推進連盟

100,000 新宿区

長野県柔道整復師
連盟

76,000 長野市

東京都医師政治連
盟立川支部

100,000 立川市

上田市医師連盟 130,000 上田市
青森県医師連盟 100,000 青森市
青森県医師連盟青
森支部

100,000 青森市

青森県医師連盟八
戸支部

100,000 八戸市

長崎県医師連盟 100,000 長崎市
大分県医師連盟 100,000 大分市
沖縄県医師連盟 100,000 浦添市
宮崎県医師連盟 100,000 宮崎市
日本眼科医連盟 1,000,000 都・港区
埼玉県医師連盟 1,000,000 さいたま市

日本臨床漢方医会 500,000 日野市
秋田県医師連盟 300,000 秋田市
日本母性保護医師
連盟

5,000,000 新宿区

日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
北海道医師連盟釧
路支部

300,000 釧路市

兵庫県柔道整復師
連盟

116,000 神戸市

東京都医師政治連
盟府中市支部

180,000 都・府中市

年間五万円以下の
もの

564,000

６ 特定パーティーの概要
第 11回武見セミ
ナー(916人)

20,080,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第11回武見セミナー
（政治団体からの対価の支払）
群馬県医師連盟 500,000 前橋市

神奈川県医師連盟 1,000,000 横浜市

全日本病院政治連
盟

1,000,000 千代田区

北海道医師連盟 500,000 札幌市

札幌市医師連盟 1,000,000 札幌市

日本眼科医連盟 1,000,000 都・港区

東京都柔道接骨師
政治連盟

300,000 文京区

栃木県医師連盟 500,000 宇都宮市

長崎県医師連盟 600,000 長崎市

千葉県医師連盟 1,000,000 千葉市

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

全国老人保健施設
連盟

500,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（敷金）
東洋海事工業j 13,465,100 18.12.13

渓水会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中村 太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

京浜政経調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小此木八郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 76,622,665

前年繰越額 34,787,393

本年収入額 41,835,272

２ 支出総額 34,529,755

３ 本年収入の内訳
寄附 2,790,000

個人分 2,290,000

政治団体分 500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

38,600,000

京浜政経倶楽部朝食会（計２
回）

965,000

ＣＨＥＥＲ ＵＰ！ＨＡＣＨ
ＩＲＯ おこのぎ八郎君を囲
んで

25,495,000

おこのぎ八郎さんを囲む東京
の会

12,140,000

その他の収入 445,272

日本・アフリカ連合（ＡＵ）
調査会

350,000

一件十万円未満のもの 95,272

４ 支出の内訳
経常経費 10,348,455

人件費 7,412,316

備品・消耗品費 1,587,453

事務所費 1,348,686

政治活動費 24,181,300

組織活動費 9,011,441

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,925,289

宣伝事業費 24,978
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政治資金パーティー開催事
業費

11,945,929

その他の事業費 954,382

調査研究費 54,570

寄附・交付金 2,190,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
横山 和生 60,000 横浜市
瀬戸川 尚 240,000 横浜市
戸田 則男 120,000 横浜市
藤岡 克己 70,000 横浜市
鴻 義久 360,000 横浜市
堂薗紀栄之 100,000 横浜市
山崎 弘行 120,000 横浜市
千葉 惠右 120,000 横浜市
松島 英雄 120,000 横浜市
反田 威雄 120,000 横浜市
原 範行 120,000 横浜市
卯月 亮 300,000 横浜市
石井 敏 200,000 横浜市
渡辺 文子 120,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

120,000

（政治団体分）
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

500,000 品川区

６ 特定パーティーの概要
ＣＨＥＥＲ Ｕ
Ｐ！ＨＡＣＨＩＲ
Ｏ おこのぎ八郎
君を囲んで(2,325

人)

25,495,000 横浜市

おこのぎ八郎さん
を囲む東京の会
(502人)

12,140,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
ＣＨＥＥＲ ＵＰ！ＨＡＣＨＩＲＯ おこのぎ
八郎君を囲んで
（団体からの対価の支払）
fマカアロヒ 500,000 横浜市

g全日本検数協会 400,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（敷金）

jユービック 1,312,520 14. 7. 5

（借入金）
小此木八郎 34,000,000

小此木節子 20,000,000

啓友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中島 啓雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.24

１ 収入総額 6,847,238

前年繰越額 6,156,207

本年収入額 691,031

２ 支出総額 4,161,268

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

654,000

新春賀詞交歓会 530,000

国政報告会 124,000

その他の収入 37,031

一件十万円未満のもの 37,031

４ 支出の内訳
経常経費 1,267,266

光熱水費 52,481

備品・消耗品費 25,499

事務所費 1,189,286

政治活動費 2,894,002

組織活動費 2,332,122

機関紙誌の発行その他の事業
費

561,880

その他の事業費 561,880

健康新世紀会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤井 基之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 71,495,972

前年繰越額 59,042,746

本年収入額 12,453,226

２ 支出総額 31,024,400

３ 本年収入の内訳
寄附 12,450,000

個人分 150,000

政治団体分 12,300,000

その他の収入 3,226

一件十万円未満のもの 3,226

４ 支出の内訳
経常経費 8,400,000

人件費 8,400,000

政治活動費 22,624,400

組織活動費 2,624,400

寄附・交付金 20,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
兼岩 芳樹 150,000 船橋市
（政治団体分）
協励政治連盟 3,000,000 渋谷区
新財政研究会 4,000,000 都・港区
国民健康保険組合
推進連盟

1,000,000 新宿区

日本薬業政治連盟 2,000,000 都・中央区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
協励関甲政治連盟 300,000 渋谷区
建政会（上條 勝久）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上條 勝久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 3,712,216

前年繰越額 712,135

本年収入額 3,000,081

２ 支出総額 3,164,470

３ 本年収入の内訳
寄附 3,000,000

個人分 3,000,000

その他の収入 81

一件十万円未満のもの 81

４ 支出の内訳
経常経費 2,061,917

光熱水費 68,919

備品・消耗品費 140,046

事務所費 1,852,952

政治活動費 1,102,553

組織活動費 849,773

機関紙誌の発行その他の事業
費

252,780

宣伝事業費 252,780

５ 寄附の内訳
（個人分）
平野 高義 120,000 三重県紀北町

宮越 脩 120,000 町田市
“瀬 善大 120,000 都・府中市
鷹野眞一郎 480,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

2,160,000

憲政会（田村 憲久）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田村 憲久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 18,653,421

前年繰越額 6,843,242

本年収入額 11,810,179

２ 支出総額 13,679,091

３ 本年収入の内訳
寄附 11,810,000

個人分 6,810,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 179

一件十万円未満のもの 179

４ 支出の内訳
経常経費 9,779,091

人件費 9,622,114

事務所費 156,977

政治活動費 3,900,000

寄附・交付金 3,900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
関島 正夫 450,000 横浜市
山野 稔 360,000 伊勢市
倉田 嚴圓 1,500,000 津市
田村 憲司 1,500,000 松阪市
田村 欣也 1,500,000 津市
田村 幸枝 1,500,000 松阪市
（政治団体分）
平成研究会 3,000,000 千代田区
日本薬剤師連盟 2,000,000 渋谷区
憲政会（小坂 憲次）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小坂 憲次

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 85,063,479

前年繰越額 40,451,964
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本年収入額 44,611,515

２ 支出総額 36,774,442

３ 本年収入の内訳
寄附 2,790,000

個人分 2,790,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,820,000

2006政経フォーラム 41,820,000

その他の収入 1,515

一件十万円未満のもの 1,515

４ 支出の内訳
経常経費 22,468,893

人件費 9,526,663

備品・消耗品費 3,659,168

事務所費 9,283,062

政治活動費 14,305,549

組織活動費 5,507,131

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,816,118

政治資金パーティー開催事
業費

4,816,118

調査研究費 3,982,300

５ 寄附の内訳
（個人分）
牛越 治秀 120,000 長野市
大日方 尚 120,000 長野市
柄澤 重登 120,000 長野市
河原優一郎 120,000 長野市
野村 泰久 120,000 長野市
柏木 薫 120,000 杉並区
佐藤 信行 100,000 長野市
吉田 路樹 100,000 大田区
渡瀬 革一 100,000 世田谷区
油井 欽一 500,000 江戸川区
金川 千尋 100,000 世田谷区
小坂 益子 1,000,000 大田区
年間五万円以下の
もの

170,000

６ 特定パーティーの概要
2006政経フォーラ
ム(658人)

41,820,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
2006政経フォーラム
（団体からの対価の支払）
塚本總業j 1,000,000 都・中央区

jフォーラムエン
ジニアリング

1,000,000 都・港区

北野建設j 500,000 都・中央区

エルエムアイj 1,000,000 都・港区

憲正会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長谷川憲正

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 68,535,969

前年繰越額 38,533,811

本年収入額 30,002,158

２ 支出総額 22,195,507

３ 本年収入の内訳
寄附 30,000,000

政治団体分 30,000,000

その他の収入 2,158

一件十万円未満のもの 2,158

４ 支出の内訳
経常経費 2,594,945

備品・消耗品費 1,632,440

事務所費 962,505

政治活動費 19,600,562

組織活動費 12,812,762

調査研究費 180,390

寄附・交付金 6,607,410

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
大樹全国会議 30,000,000 都・港区
元政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

船田 元

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 52,405,413

前年繰越額 9,735,491

本年収入額 42,669,922

２ 支出総額 49,080,573

３ 本年収入の内訳
寄附 7,549,185

個人分 2,060,000

政治団体分 5,489,185

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

35,120,000

元政会春の勉強会 7,000,000

船田元君と共に未来を語る会 19,710,000

元政会秋の勉強会 8,410,000

その他の収入 737

一件十万円未満のもの 737

４ 支出の内訳
経常経費 16,180,248

人件費 3,102,660

光熱水費 37,232

備品・消耗品費 3,689,158

事務所費 9,351,198

政治活動費 32,900,325

組織活動費 9,455,242

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,798,983

政治資金パーティー開催事
業費

9,798,983

調査研究費 156,100

寄附・交付金 13,490,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
城山 力一 120,000 栃木県壬生町
山崎 竜弥 120,000 栃木県上三川

町
石川文之進 1,300,000 宇都宮市
石川サト子 500,000 宇都宮市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
自由民主党栃木県
第一選挙区支部

5,489,185 宇都宮市

６ 特定パーティーの概要
船田元君と共に未
来 を 語 る 会
(610人)

19,710,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
船田元君と共に未来を語る会
（団体からの対価の支払）
近畿日本ツーリス
トj

300,000 千代田区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

元政会秋の勉強会

（団体からの対価の支払）
I報徳会 400,000 宇都宮市

f大恵サービスセ
ンター

500,000 宇都宮市

健政研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 健二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 2,160,819

前年繰越額 773

本年収入額 2,160,046

２ 支出総額 2,045,856

３ 本年収入の内訳
寄附 2,160,000

個人分 2,160,000

その他の収入 46

一件十万円未満のもの 46

４ 支出の内訳
経常経費 1,108,343

人件費 307,860

備品・消耗品費 162,683

事務所費 637,800

政治活動費 937,513

組織活動費 837,323

調査研究費 100,190

５ 寄附の内訳
（個人分）
石田 耕一 240,000 江津市
大畑 勉 240,000 益田市
中垣 健 240,000 浜田市
半田 弘運 240,000 浜田市
秀浦 淑晃 240,000 松江市
藤井三千勇 240,000 松江市
溝辺 毅 240,000 島根県邑南町
村木 繁 240,000 益田市
森島 功武 240,000 島根県飯南町
憲政研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江田 憲司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 37,165,005
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前年繰越額 17,230,761

本年収入額 19,934,244

２ 支出総額 22,120,809

３ 本年収入の内訳
寄附 13,697,127

個人分 8,694,000

政治団体分 5,003,127

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,919,905

新春の集い 5,260,000

バザー 100,000

緑の風まつり 559,905

その他の収入 317,212

一件十万円未満のもの 317,212

４ 支出の内訳
経常経費 15,678,882

人件費 8,916,585

光熱水費 412,473

備品・消耗品費 2,630,870

事務所費 3,718,954

政治活動費 6,441,927

組織活動費 433,366

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,000,031

機関紙誌の発行事業費 708,704

宣伝事業費 634,200

政治資金パーティー開催事
業費

4,657,127

調査研究費 8,530

５ 寄附の内訳
（個人分）
江田 憲司 8,400,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

294,000

（政治団体分）
江田けんじフォー
ラム21

5,003,127 横浜市

６ 資産等の内訳
（建物）
横浜市 8,400,000

105.84fl

15. 4. 1

健全な地方の発展を推進する懇談会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

溝口善兵衛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県知事

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 800,000

本年収入額 800,000

２ 支出総額 49,824

３ 本年収入の内訳
寄附 800,000

個人分 800,000

４ 支出の内訳
経常経費 25,234

備品・消耗品費 25,234

政治活動費 24,590

組織活動費 24,590

５ 寄附の内訳
（個人分）
溝口善兵衛 800,000 松江市
現代思想研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上條 密門

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

長野県議会議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 2,153

前年繰越額 2,153

２ 支出総額 0

現代政治科学研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西坂 寿浩

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福島市議会議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 5,787

前年繰越額 5,787

２ 支出総額 0

現代政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

本間俊太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 209,220

前年繰越額 9,207

本年収入額 200,013

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 200,000

個人分 200,000

その他の収入 13

一件十万円未満のもの 13

４ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

200,000

ケンタ支援ネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松浪 健太

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 21,519,611

前年繰越額 15,156,611

本年収入額 6,363,000

２ 支出総額 18,519,611

３ 本年収入の内訳
寄附 6,363,000

個人分 663,000

政治団体分 5,700,000

４ 支出の内訳
政治活動費 18,519,611

寄附・交付金 18,519,611

５ 寄附の内訳
（個人分）
土屋 定爾 60,000 高槻市
川原 暢 360,000 市川市
足立 金蔵 135,000 高槻市
年間五万円以下の
もの

108,000

（政治団体分）
志帥会 4,000,000 千代田区
明風会 1,000,000 千代田区
柳栄会 500,000 大阪市
大阪府柔道整復師
連盟

200,000 大阪市

賢友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山岡 賢次

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 12,640,826

前年繰越額 3,599,642

本年収入額 9,041,184

２ 支出総額 10,257,053

３ 本年収入の内訳
寄附 3,581,000

個人分 1,941,000

政治団体分 1,640,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,460,000

賢友セミナー（計４回） 5,460,000

その他の収入 184

一件十万円未満のもの 184

４ 支出の内訳
経常経費 5,165,475

人件費 974,750

光熱水費 257,782

備品・消耗品費 392,687

事務所費 3,540,256

政治活動費 5,091,578

組織活動費 1,464,268

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,627,310

政治資金パーティー開催事
業費

1,627,310

その他の経費 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田村 富一 240,000 小山市
井野口昌巳 120,000 足利市
大平 昭作 120,000 魚沼市
安藤 又雄 120,000 目黒区
岸 徳二 120,000 栃木市
石崎美和子 120,000 小山市
中野啓二郎 500,000 世田谷区
吉光 澄 120,000 都・港区
星野 秀夫 55,000 下野市
年間五万円以下の
もの

426,000

（政治団体分）
民主党 1,640,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
山岡 賢次 47,000,000

山岡 稚子 25,000,000

建友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

河村 建夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員
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報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 75,671,886

前年繰越額 231,886

本年収入額 75,440,000

２ 支出総額 75,427,957

３ 本年収入の内訳
寄附 21,500,000

個人分 1,500,000

政治団体分 20,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

53,940,000

「人間力創造こそ至誠のここ
ろで教育改革」出版を祝う会

49,680,000

河村建夫を育てる会「第14回
朝食会」

4,260,000

４ 支出の内訳
経常経費 25,703,180

人件費 15,835,075

光熱水費 382,618

備品・消耗品費 5,634,303

事務所費 3,851,184

政治活動費 49,724,777

組織活動費 14,074,937

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,825,205

宣伝事業費 121,745

政治資金パーティー開催事
業費

17,703,460

調査研究費 8,824,635

寄附・交付金 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
鷹崎由美子 1,500,000 横浜市
（政治団体分）
自由民主党山口県
第三選挙区支部

20,000,000 宇部市

６ 特定パーティーの概要
「人間力創造こそ
至誠のこころで教
育改革」出版を祝
う会(1,896人)

49,680,000 千代田区

健旅会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小原 健史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 8,192,117

前年繰越額 8,191,781

本年収入額 336

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 336

一件十万円未満のもの 336

興栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀井 久興

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.24

１ 収入総額 23,857,296

前年繰越額 6,417,219

本年収入額 17,440,077

２ 支出総額 19,652,669

３ 本年収入の内訳
寄附 17,440,000

個人分 9,040,000

政治団体分 8,400,000

その他の収入 77

一件十万円未満のもの 77

４ 支出の内訳
経常経費 7,658,657

人件費 3,449,740

光熱水費 97,088

備品・消耗品費 591,008

事務所費 3,520,821

政治活動費 11,994,012

組織活動費 3,984,012

寄附・交付金 4,710,000

その他の経費 3,300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
三東 崇秀 120,000 川崎市
小出 庄造 60,000 豊島区
椋 忠治郎 1,000,000 杉並区
小川 憲治 240,000 浜田市
彦田 昌昭 240,000 江戸川区
山根 宏夫 70,000 入間市
小坪 昭光 90,000 世田谷区
田村 桂子 120,000 篠山市
伊藤紀美子 120,000 世田谷区
東尾 修 120,000 都・港区

和上 昭則 120,000 我孫子市
大畑茂三郎 120,000 益田市
山口 捨造 240,000 江東区
仁瓶 義夫 120,000 世田谷区
五十嵐征雄 120,000 川口市
北田 豊文 120,000 横浜市
岩崎 茂治 240,000 豊島区
蛯原 宗久 120,000 都・港区
天野 定功 120,000 町田市
平本 和生 120,000 町田市
鉢木 勇 120,000 墨田区
井上 光順 120,000 渋谷区
本岡 秀樹 120,000 横浜市
寶井 基善 120,000 武蔵野市
新井元之助 120,000 芦屋市
安道 光二 120,000 京都市
大野 秀雄 120,000 大阪市
中谷 修己 120,000 横浜市
後藤 正雄 120,000 横浜市
石橋 幸弘 120,000 我孫子市
福江 忠夫 120,000 取手市
岩村 和俊 120,000 杉並区
坂根 正弘 120,000 横浜市
池田 一 120,000 名古屋市
佐々木正清 60,000 広島県安芸太

田町
福岡 慎二 120,000 広島市
木嶋 敬介 120,000 広島市
林 勢津子 120,000 広島市
柳 幸雄 120,000 広島市
柳 政美 120,000 広島市
木村 恵吉 120,000 松江市
桜井 蕃 120,000 益田市
大田 肇雄 100,000 浜田市
平谷 太 120,000 益田市
石川 譲 120,000 益田市
寺井 博文 120,000 益田市
斎藤 三 120,000 益田市
寺戸 和憲 120,000 益田市
佐々木恵志 120,000 益田市
椎名 宜三 120,000 松江市
斧山ヨシコ 120,000 益田市
林 眞理子 120,000 益田市
川崎 達之 120,000 町田市
柿田 昭則 120,000 千葉市

角河 和幸 120,000 島根県津和野
町

今井 聖造 300,000 江津市
大源 富夫 1,000,000 江津市
（政治団体分）
民峰会 1,000,000 千代田区
政経文化フォーラ
ム

2,000,000 都・港区

国民新党島根県支
部

5,000,000 益田市

国民新党友の会 400,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
亀井 久興 5,550,000

光 会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

新井 二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 34,164,385

前年繰越額 22,868,092

本年収入額 11,296,293

２ 支出総額 10,303,929

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4人) 160,000

寄附 11,100,000

個人分 5,080,000

政治団体分 6,020,000

その他の収入 36,293

一件十万円未満のもの 36,293

４ 支出の内訳
経常経費 3,102,564

人件費 17,000

備品・消耗品費 2,265,928

事務所費 819,636

政治活動費 7,201,365

組織活動費 6,007,075

選挙関係費 238,812

機関紙誌の発行その他の事業
費

149,048

宣伝事業費 149,048

調査研究費 506,430

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
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新井 昌子 1,000,000 深谷市
新井 直美 1,000,000 深谷市
新井 家光 1,500,000 深谷市
新井 清 1,500,000 深谷市
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
清和政策研究会 5,000,000 千代田区
日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 資産等の内訳
（有価証券）
国債 15,001,775

18.4.19

幸湖会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西川 公也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 21,293,298

前年繰越額 4,552,646

本年収入額 16,740,652

２ 支出総額 15,960,850

３ 本年収入の内訳
寄附 16,740,000

政治団体分 16,740,000

その他の収入 652

一件十万円未満のもの 652

４ 支出の内訳
経常経費 8,256,090

人件費 1,199,250

備品・消耗品費 6,038,390

事務所費 1,018,450

政治活動費 7,704,760

組織活動費 6,209,924

機関紙誌の発行その他の事業
費

157,969

宣伝事業費 157,969

調査研究費 1,336,867

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
志帥会 15,240,000 千代田区
明風会 1,500,000 千代田区

恒山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡部 恒三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 18,219,352

前年繰越額 719,321

本年収入額 17,500,031

２ 支出総額 17,702,543

３ 本年収入の内訳
寄附 17,500,000

個人分 16,500,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 31

一件十万円未満のもの 31

４ 支出の内訳
経常経費 502,543

備品・消耗品費 398,586

事務所費 103,957

政治活動費 17,200,000

寄附・交付金 17,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡部 恒三 10,000,000 会津若松市
目黒 常“ 1,000,000 福島県三島町
三瓶 紀行 500,000 会津若松市
宮本 克彦 1,000,000 豊島区
上野 清隆 1,000,000 福島県会津坂

下町
上野 誠子 1,000,000 福島県会津坂

下町
三瓶 英才 1,000,000 会津若松市
三瓶 朝子 1,000,000 会津若松市
（政治団体分）
民主党福島県第４
区総支部

1,000,000 会津若松市

弘志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

梶原 康弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 4,468,387

前年繰越額 2,091,802

本年収入額 2,376,585

２ 支出総額 1,650,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,376,302

個人分 2,226,302

政治団体分 150,000

その他の収入 283

一件十万円未満のもの 283

４ 支出の内訳
政治活動費 1,650,000

寄附・交付金 1,650,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
梶原 清 1,000,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

1,226,302

（政治団体分）
民主党兵庫県総支
部連合会

150,000 神戸市

高志会（岸 宏一）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岸 宏一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 38,689,612

前年繰越額 3,785,902

本年収入額 34,903,710

２ 支出総額 34,708,464

３ 本年収入の内訳
寄附 34,903,160

個人分 2,954,000

政治団体分 31,949,160

その他の収入 550

一件十万円未満のもの 550

４ 支出の内訳
経常経費 9,858,102

人件費 5,661,650

光熱水費 184,394

備品・消耗品費 657,832

事務所費 3,354,226

政治活動費 24,850,362

組織活動費 20,785,097

調査研究費 35,265

寄附・交付金 4,030,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

松本 利雄 100,000 山形県金山町
星川 匠 500,000 山形県金山町
大澤 藏 60,000 山形県最上町
外田 陽 120,000 長井市
阿部 文治 100,000 山形県真室川

町
池田 眞人 300,000 酒田市
松田 貢 1,000,000 山形県金山町
高谷 博 120,000 村山市
林 寛治 100,000 品川区
斎藤 俊子 100,000 山形県白鷹町
年間五万円以下の
もの

454,000

（政治団体分）
自由民主党山形県
参議院選挙区第三
支部

15,000,000 山形市

宏池会 16,899,160 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

宏信会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥野 信亮

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.19

１ 収入総額 29,177,221

前年繰越額 10,096,534

本年収入額 19,080,687

２ 支出総額 25,548,590

３ 本年収入の内訳
寄附 11,470,000

個人分 7,120,000

政治団体分 4,350,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,610,000

奥野信亮と明日の日本を語る
会（計２回）

7,610,000

その他の収入 687

一件十万円未満のもの 687

４ 支出の内訳
経常経費 2,433,359

備品・消耗品費 115,601

事務所費 2,317,758

政治活動費 23,115,231

組織活動費 2,383,215
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機関紙誌の発行その他の事業
費

1,686,325

機関紙誌の発行事業費 92,650

政治資金パーティー開催事
業費

1,593,675

調査研究費 3,020,191

寄附・交付金 16,025,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
東海林昭市郎 100,000 横浜市
森 泰壽 100,000 大阪市
相川 直樹 100,000 都・中央区
柴田 和子 100,000 八王子市
高城喜三郎 500,000 大阪市
奥野 正寛 100,000 渋谷区
寺田千代乃 100,000 生駒市
浅井 時郎 100,000 大田区
山崎 高應 120,000 富山市
小林 一彦 100,000 渋谷区
中西 正 200,000 京都市
安田 隆二 300,000 大田区
内海 章雄 150,000 大田区
松井 精朗 300,000 東大阪市
長手 繁 500,000 世田谷区
長手 孝 500,000 芦屋市
吉田 勝 500,000 さいたま市
川本 知佳 400,000 羽曳野市
信夫 秀雄 100,000 横須賀市
西川 善文 200,000 調布市
福居 顕信 300,000 香芝市
岩崎 幸雄 200,000 横浜市
福辻 道夫 500,000 伊丹市
谷崎 裕 100,000 七尾市
林 恭造 100,000 芦屋市
松本 憲二 100,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

1,250,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
日本・アフリカ連
合調査会

350,000 千代田区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第１回奥野信亮と明日の日本を語る会
（団体からの対価の支払）
大和ハウス工業j 1,500,000 大阪市

イースタンカーラ
イナーj

400,000 品川区

第２回奥野信亮と明日の日本を語る会
（団体からの対価の支払）
大和ハウス工業j 1,500,000 大阪市

剛真会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉村剛太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 46,866,395

前年繰越額 9,705,159

本年収入額 37,161,236

２ 支出総額 38,396,101

３ 本年収入の内訳
寄附 12,670,000

個人分 3,870,000

政治団体分 8,800,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

24,491,165

参議院議員吉村剛太郎政経セ
ミナー

13,371,165

参議院議員吉村剛太郎君を励
ます会

11,120,000

その他の収入 71

一件十万円未満のもの 71

４ 支出の内訳
経常経費 17,876,400

人件費 9,766,469

光熱水費 164,484

備品・消耗品費 4,621,090

事務所費 3,324,357

政治活動費 20,519,701

組織活動費 14,670,265

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,849,436

政治資金パーティー開催事
業費

5,849,436

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐々木久之 1,210,000 大野城市
八浪 伸一 1,500,000 前原市
山口 浩二 1,160,000 福岡市
（政治団体分）

平成研究会 4,000,000 千代田区
吉村剛太郎後援会 3,000,000 福岡市
剛友会 1,800,000 福岡市
６ 特定パーティーの概要
参議院議員吉村剛
太郎政経セミナー
(468人)

13,371,165 福岡市

参議院議員吉村剛
太郎君を励ます会
(389人)

11,120,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
参議院議員吉村剛太郎政経セミナー
（団体からの対価の支払）
j栄電舎 240,000 久留米市

参議院議員吉村剛太郎君を励ます会
（団体からの対価の支払）
全国特定郵便局長
会

1,500,000 都・港区

（政治団体からの対価の支払）
政経政策研究会 1,500,000 新宿区

商取政策研究会 500,000 豊島区

光政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

真鍋 光広

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 870,698

前年繰越額 687

本年収入額 870,011

２ 支出総額 867,999

３ 本年収入の内訳
寄附 870,000

個人分 870,000

その他の収入 11

一件十万円未満のもの 11

４ 支出の内訳
経常経費 607,940

人件費 315,000

光熱水費 93,626

備品・消耗品費 9,845

事務所費 189,469

政治活動費 260,059

組織活動費 125,059

選挙関係費 120,000

調査研究費 15,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

870,000

幸政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

尾身 幸次

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 222,073,696

前年繰越額 76,621,221

本年収入額 145,452,475

２ 支出総額 158,361,744

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(25人) 3,160,000

寄附 8,380,000

個人分 3,880,000

政治団体分 4,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

133,912,475

科学技術フォーラム（計４回） 17,700,000

尾身幸次2006春の国政報告会 31,220,000

尾身幸次2006夏の国政報告会 25,869,475

尾身幸次2006秋の国政報告会 25,550,000

尾身幸次2006群馬国政報告会 7,273,000

尾身幸次2006冬の国政報告会 26,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,137,832

人件費 2,415,380

光熱水費 232,559

備品・消耗品費 1,609,798

事務所費 4,880,095

政治活動費 149,223,912

組織活動費 18,747,562

機関紙誌の発行その他の事業
費

15,344,106

機関紙誌の発行事業費 2,666,326

政治資金パーティー開催事
業費

12,677,780

調査研究費 432,244

寄附・交付金 63,700,000

その他の経費 51,000,000
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５ 寄附の内訳
（個人分）
大川 和幸 1,000,000 群馬県みなか

み町
金井 学 140,000 前橋市
川田 貢 200,000 高崎市
窪田 義弘 120,000 神戸市
鈴木 均 60,000 中野区
高山 秀男 170,000 高崎市
樋口 憲二 100,000 世田谷区
藤井 卓 300,000 栃木県河内町
山崎 壯一 900,000 諏訪市
山崎 富治 100,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

790,000

（政治団体分）
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本税理士政治連
盟

200,000 品川区

年間五万円以下の
もの

300,000

６ 特定パーティーの概要
尾身幸次2006春の
国 政 報 告 会
(496人)

31,220,000 千代田区

尾身幸次2006夏の
国 政 報 告 会
(378人)

25,869,475 千代田区

尾身幸次2006秋の
国 政 報 告 会
(402人)

25,550,000 千代田区

尾身幸次2006冬の
国 政 報 告 会
(432人)

26,300,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
尾身幸次2006春の国政報告会
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

平成の会 300,000 豊島区

尾身幸次2006夏の国政報告会
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

第３回科学技術フォーラム
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 800,000 都・中央区

尾身幸次2006秋の国政報告会
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 400,000 都・中央区

尾身幸次2006冬の国政報告会
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 400,000 都・中央区

８ 資産等の内訳
（貸付金）
尾身幸次後援会 51,000,000

（借入金）
尾身 幸次 5,000,000

耕政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平田 耕一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 10

前年繰越額 10

２ 支出総額 0

構造改革フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

富田 茂之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 10,526,508

前年繰越額 10,175,834

本年収入額 350,674

２ 支出総額 6,119,527

３ 本年収入の内訳
寄附 350,000

個人分 350,000

その他の収入 674

一件十万円未満のもの 674

４ 支出の内訳
経常経費 2,224,225

人件費 1,028,700

事務所費 1,195,525

政治活動費 3,895,302

組織活動費 3,486,352

調査研究費 408,950

５ 寄附の内訳
（個人分）
松田 幸助 300,000 習志野市
年間五万円以下の
もの

50,000

耕風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

保利 耕輔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 60,731,674

前年繰越額 49,999,058

本年収入額 10,732,616

２ 支出総額 16,635,381

３ 本年収入の内訳
寄附 10,730,000

個人分 1,450,000

政治団体分 9,280,000

その他の収入 2,616

一件十万円未満のもの 2,616

４ 支出の内訳
経常経費 6,358,708

人件費 2,107,200

備品・消耗品費 2,106,431

事務所費 2,145,077

政治活動費 10,276,673

組織活動費 4,463,973

調査研究費 1,262,700

寄附・交付金 4,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高尾 典秀 500,000 大田区
杉町誠二郎 150,000 佐賀市
上瀧 隆 150,000 佐賀市
中川喜八郎 100,000 品川区
年間五万円以下の
もの

550,000

（政治団体分）
二火会 9,280,000 世田谷区
宏朋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森岡 正宏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 25,835,546

前年繰越額 16,942,322

本年収入額 8,893,224

２ 支出総額 11,991,826

３ 本年収入の内訳
寄附 6,477,000

個人分 1,477,000

政治団体分 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,395,370

活動報告会（計３回） 2,395,370

その他の収入 20,854

一件十万円未満のもの 20,854

４ 支出の内訳
経常経費 7,897,119

人件費 1,243,350

光熱水費 288,153

備品・消耗品費 1,268,409

事務所費 5,097,207

政治活動費 4,094,707

組織活動費 2,363,582

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,417,341

その他の事業費 1,417,341

調査研究費 133,784

寄附・交付金 180,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田島 洋 100,000 生駒市
綿貫 民輔 200,000 千代田区
西田 長和 100,000 奈良市
年間五万円以下の
もの

1,077,000

（政治団体分）
大樹全国会議 5,000,000 都・港区
紘友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 紘一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 140,819,876

前年繰越額 3,186,228
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本年収入額 137,633,648

２ 支出総額 99,059,168

３ 本年収入の内訳
寄附 25,972,500

個人分 25,968,500

政治団体分 4,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

111,660,120

鶴岡・田川地区加藤紘一後援
会年賀の会

956,000

酒田・飽海地区加藤紘一後援
会年賀の会

879,000

新庄・最上地区加藤紘一後援
会年賀の会

733,000

紘友会セミナー（計２回） 17,630,000

鶴岡・田川地区紘友会総会 648,000

新春女性の会 186,000

国政報告会 111,000

遊佐・八幡・松山・平田地区
後援会合同会議

153,000

さかた・あくみ地区さわやか
杯ゲートボール大会

135,500

加藤紘一君を激励する会 32,969,370

紘友会酒田・飽海支部設立総
会

725,000

鶴岡・田川地区さわやか杯
ゲートボール大会

189,000

第１回新庄最上コーチャンズ
ＣＵＰ

1,100,000

加藤紘一サマーフェスティバ
ル2006

2,054,000

2006ビアパーティ3000 517,000

青年ビアパーティ 393,500

2006年だだちゃ豆の会 21,139,475

今井紘友会会長を囲む会 468,000

加藤紘一秋祭り2006 896,000

紘友大学 204,000

第１回酒田・飽海地区紘友会
合同セミナー

7,201,000

機関誌発行 21,500,000

書籍販売 689,275

紘友会研修会（平成17年12月
18日開催）

183,000

その他の収入 1,028

一件十万円未満のもの 1,028

４ 支出の内訳

経常経費 51,014,760

人件費 31,621,650

光熱水費 425,467

備品・消耗品費 5,362,954

事務所費 13,604,689

政治活動費 48,044,408

組織活動費 20,105,667

機関紙誌の発行その他の事業
費

27,510,607

機関紙誌の発行事業費 3,006,390

宣伝事業費 1,941,250

政治資金パーティー開催事
業費

8,761,903

その他の事業費 13,801,064

調査研究費 428,134

５ 寄附の内訳
（個人分）
松浦 昭吉 60,000 鶴岡市
五十嵐正谷 63,000 鶴岡市
安藤 政則 1,005,000 山形県庄内町
佐藤 忠視 60,000 鶴岡市
石川 一男 110,000 鶴岡市
後藤善之助 105,000 寒河江市
富樫 幸弥 210,000 鶴岡市
志田 英紀 130,000 鶴岡市
田沢 伸一 130,000 山形県庄内町
野川 政文 130,000 東根市
森田 廣 130,000 酒田市
富樫 清 200,000 山形県庄内町
菅原 末三 70,000 鶴岡市
粕谷 雅弘 200,000 鶴岡市
佐藤 和子 100,000 鶴岡市
佐藤 正晴 200,000 鶴岡市
佐藤 昭吉 500,000 鶴岡市
佐藤 昭一 200,000 鶴岡市
佐藤五右エ門 200,000 鶴岡市
佐藤 衛 200,000 鶴岡市
黒田 教子 300,000 鶴岡市
安在 義信 300,000 鶴岡市
小沼 勝明 100,000 新庄市
酒井 忠久 300,000 鶴岡市
加藤 次郎 100,000 都・港区
佐藤 豊吉 100,000 山形県三川町
阿達 岩雄 300,000 鶴岡市
五十嵐 尚 100,000 酒田市
池田 正 100,000 鶴岡市

大谷 信夫 100,000 山形県遊佐町
工藤 和子 200,000 鶴岡市
佐藤 元昭 100,000 鶴岡市
高橋 良士 100,000 鶴岡市
富塚 陽一 100,000 鶴岡市
早坂 剛 1,000,000 鶴岡市
伊藤 正二 70,000 酒田市
平尾 彰 500,000 酒田市
平尾 和子 500,000 酒田市
平塚 眞 360,000 目黒区
川上 三郎 1,500,000 足立区
秋元千寿子 1,000,000 大田区
雨宮 司郎 500,000 杉並区
本間 清和 500,000 酒田市
鈴木 益栄 100,000 酒田市
鈴木 二三 400,000 酒田市
水戸 光幸 100,000 山形県鮭川村
新田 道尋 70,000 新庄市
伊藤 修一 75,000 山形県真室川

町
矢口喜一郎 500,000 山形県鮭川村
内田 俊郎 140,000 鹿嶋市
矢島 隆司 120,000 荒川区
年間五万円以下の
もの

12,230,500

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

4,000

６ 特定パーティーの概要
加藤紘一君を激励
する会(612人)

32,969,370 都・港区

2006年だだちゃ豆
の会(491人)

21,139,475 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
加藤紘一君を激励する会
（団体からの対価の支払）
全菓連共済ビルヂ
ングj

300,000 都・港区

jみなと 300,000 酒田市

（政治団体からの対価の支払）
山形県農協政治連
盟

1,000,000 山形市

近畿税理士政治連
盟

500,000 大阪市

全国不動産政治連
盟

500,000 千代田区

2006年だだちゃ豆の会
（団体からの対価の支払）
全菓連共済ビルヂ
ングj

300,000 都・港区

jみなと 300,000 酒田市

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,100,000 15. 6. 9

幸友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大幸 甚

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

加賀市長

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 12,770,000

本年収入額 12,770,000

２ 支出総額 12,770,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(165人) 12,770,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,820,000

人件費 2,500,000

光熱水費 394,000

備品・消耗品費 653,000

事務所費 3,273,000

政治活動費 5,950,000

組織活動費 2,100,000

調査研究費 350,000

寄附・交付金 3,500,000

洽和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中井 洽

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 17,742,546

前年繰越額 8,052,546

本年収入額 9,690,000

２ 支出総額 13,833,132

３ 本年収入の内訳
寄附 6,130,000

個人分 4,310,000

政治団体分 1,820,000
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機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,560,000

中井洽衆議院議員在職25周年
三重県民社協会結成10周年記
念パーティ

3,560,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,586,982

人件費 5,760,000

備品・消耗品費 283,061

事務所費 543,921

政治活動費 7,246,150

組織活動費 3,172,861

選挙関係費 1,353,381

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,551,629

宣伝事業費 2,551,629

調査研究費 168,279

５ 寄附の内訳
（個人分）
土屋 誠 120,000 津市
平山ミチ子 360,000 四日市市
小黒エミ子 120,000 四日市市
伊藤 一典 300,000 いなべ市
広瀬 亮栄 500,000 伊賀市
出口 尚明 240,000 都・北区
阪本寿美子 120,000 入間市
藤沢 立子 120,000 杉並区
細金 鉚生 600,000 都・中央区
赤坂 裕彦 240,000 横浜市
辻 三 90,000 横浜市
森 純孝 1,500,000 四日市市
（政治団体分）
民主党 1,700,000 千代田区
民社協会 120,000 都・港区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,300,000 15. 3.20

吾往会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浜田 幸一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都知事

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 7,642,768

前年繰越額 7,642,768

２ 支出総額 3,185,920

３ 支出の内訳
経常経費 1,932,405

人件費 600,000

備品・消耗品費 132,405

事務所費 1,200,000

政治活動費 1,253,515

組織活動費 1,253,515

国際経済研究会（浅野 勝人）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浅野 勝人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 29,544,063

前年繰越額 143,044

本年収入額 29,401,019

２ 支出総額 27,961,738

３ 本年収入の内訳
寄附 5,700,000

個人分 1,200,000

政治団体分 4,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,700,000

浅野勝人政経塾 23,700,000

その他の収入 1,019

一件十万円未満のもの 1,019

４ 支出の内訳
政治活動費 27,961,738

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,887,239

政治資金パーティー開催事
業費

7,887,239

寄附・交付金 20,074,499

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,200,000

（政治団体分）
大勇会 4,000,000 千代田区
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

500,000 品川区

６ 特定パーティーの概要
浅野勝人政経塾
(1,185人)

23,700,000 名古屋市

国際経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中山 太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 87,985,309

前年繰越額 7,201,665

本年収入額 80,783,644

２ 支出総額 80,585,528

３ 本年収入の内訳
寄附 28,180,386

個人分 4,540,000

政治団体分 23,640,386

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

52,482,370

中山太郎代議士の日本国憲法
に関する調査特別委員長就任
を祝う会（平成17年12月13日
開催）

60,000

中山太郎と新しい日本を語る
会

25,619,370

中山太郎と国民投票法案懇談
会

11,160,000

中山太郎を囲む会（計３回） 1,640,000

ゴルフコンペ 3,030,000

泉のはな総会 10,973,000

その他の収入 120,888

一件十万円未満のもの 120,888

４ 支出の内訳
経常経費 36,931,206

人件費 24,812,092

光熱水費 203,633

備品・消耗品費 1,690,238

事務所費 10,225,243

政治活動費 43,654,322

組織活動費 9,872,752

機関紙誌の発行その他の事業
費

25,719,445

宣伝事業費 318,159

政治資金パーティー開催事
業費

10,164,643

その他の事業費 15,236,643

調査研究費 825,504

寄附・交付金 1,436,621

その他の経費 5,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
橘 好雄 120,000 大阪府熊取町
好本 一二 120,000 和泉市
槌屋千代子 120,000 堺市
槌屋 茂康 120,000 堺市
山口 英之 120,000 岸和田市
桃田 安男 120,000 和泉市
藤原 康男 60,000 和泉市
谷上 智純 90,000 和泉市
谷川 雅之 90,000 和泉市
金野 巌 240,000 泉佐野市
日Ö 靖夫 120,000 貝塚市
松阪 義典 120,000 岸和田市
角野 卯一 120,000 泉大津市
浅野 敏行 120,000 宝|市
平岡 英信 120,000 大阪市
上西 圀宏 120,000 大阪市
牧瀬 公一 120,000 芦屋市
石田 敏朗 120,000 岸和田市
北條喜八郎 120,000 大阪市
井元 弘 1,000,000 寝屋川市
青木 朗 500,000 川崎市
内原 計介 120,000 泉佐野市
岸上 正二 60,000 池田市
山崎 修 120,000 大阪市
田中 正己 120,000 生駒市
浅岡 建三 120,000 箕面市
森田 拓 120,000 岸和田市
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
自由民主党大阪府
第十八選挙区支部

9,740,000 泉大津市

日本医師連盟 8,000,000 文京区
日本再生会議 1,490,386 千代田区
自由民主党大阪府
支部連合会

890,000 大阪市

新声会 3,000,000 泉大津市
製薬産業政治連盟 500,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 特定パーティーの概要

˜
˜

Ÿ



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

中山太郎代議士の
日本国憲法に関す
る調査特別委員長
就任を祝う会（平
成17年12月13日開
催）(1人)

60,000 都・港区

中山太郎と新しい
日本を語る会(667

人)

25,619,370 大阪市

中山太郎と国民投
票法案懇談会(216

人)

11,160,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
中山太郎と新しい日本を語る会
（団体からの対価の支払）
j草柳建設 240,000 岸和田市

誠恵観光j 300,000 大阪市

j矢野組工業 220,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

大阪府医師政治連
盟

600,000 大阪市

中山太郎と国民投票法案懇談会
（団体からの対価の支払）
誠恵観光j 600,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 800,000 都・中央区

日本医師連盟 1,000,000 文京区

８ 資産等の内訳
（借入金）
中山 太郎 32,200,000

国際交流研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

土井たか子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 6.14

１ 収入総額 564,430

前年繰越額 564,430

２ 支出総額 540,000

３ 支出の内訳
経常経費 480,000

人件費 120,000

事務所費 360,000

政治活動費 60,000

組織活動費 60,000

国際生活文化研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山中 子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 11,452,274

前年繰越額 924,230

本年収入額 10,528,044

２ 支出総額 11,452,274

３ 本年収入の内訳
寄附 100,000

個人分 100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,428,040

山中あきこと未来を語るつど
い

9,980,000

書籍販売 448,040

その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
経常経費 3,009,944

人件費 2,461,702

備品・消耗品費 271,471

事務所費 276,771

政治活動費 8,442,330

組織活動費 8,110

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,431,490

宣伝事業費 628,860

政治資金パーティー開催事
業費

7,802,630

調査研究費 2,730

５ 寄附の内訳
（個人分）
Ä山 茂代 100,000 習志野市
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
山中あきこと未来を語るつどい
（政治団体からの対価の支払）

久栄会 400,000 南島原市

国際政経研究会（木村 義雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木村 義雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 198,019,354

前年繰越額 89,583,199

本年収入額 108,436,155

２ 支出総額 110,733,092

３ 本年収入の内訳
寄附 5,008,000

政治団体分 5,008,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

103,427,380

平成18年木村義雄新春賀詞交
換会

15,188,380

木村義雄フォーラム2006 25,910,000

木村義雄フォーラム勉強会
（計３回）

22,610,000

「政経セミナー’大阪」木村
義雄フォーラム

13,480,000

平成19年木村義雄新春賀詞交
換会

26,239,000

その他の収入 775

一件十万円未満のもの 775

４ 支出の内訳
経常経費 25,962,342

人件費 19,436,270

備品・消耗品費 1,651,989

事務所費 4,874,083

政治活動費 84,770,750

組織活動費 32,544,966

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,123,737

政治資金パーティー開催事
業費

11,123,737

調査研究費 1,102,047

寄附・交付金 40,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区

近未来研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

8,000

６ 特定パーティーの概要
平成18年木村義雄
新春賀詞交換会
(430人)

15,188,380 高松市

木村義雄フォーラ
ム2006(127人)

25,910,000 千代田区

「政経セミナー’
大阪」木村義雄
フォーラム(92人)

13,480,000 大阪市

平成19年木村義雄
新春賀詞交換会
(587人)

26,239,000 高松市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
平成18年木村義雄新春賀詞交換会
（政治団体からの対価の支払）
香川県医師連盟 600,000 高松市

木村義雄フォーラム2006

（団体からの対価の支払）
j馬場酸素 500,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,500,000 千代田区

日本薬業政治連盟 1,500,000 都・中央区

日本医師連盟 400,000 文京区

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区

近未来研究会 300,000 千代田区

木村義雄フォーラム第31回勉強会
（政治団体からの対価の支払）
日本歯科医師連盟 500,000 千代田区

製薬産業政治連盟 1,000,000 千代田区

日本柔道整復師連
盟

400,000 台東区

木村義雄フォーラム第32回勉強会
（団体からの対価の支払）
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j馬場酸素 300,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 千代田区

「政経セミナー’大阪」木村義雄フォーラム
（政治団体からの対価の支払）
大阪府歯科医師連
盟

1,000,000 大阪市

日本医師連盟 500,000 文京区

製薬産業政治連盟 1,000,000 千代田区

日本薬剤師連盟 1,500,000 渋谷区

木村義雄フォーラム第33回勉強会
（政治団体からの対価の支払）
日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

平成19年木村義雄新春賀詞交換会
（団体からの対価の支払）
高松建設同友会 500,000 高松市

（政治団体からの対価の支払）
香川県薬剤師連盟 1,000,000 高松市

香川県不動産政治
連盟

300,000 高松市

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,649,181 17.12. 2

國際政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片岡 久議

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 33,587

前年繰越額 33,587

２ 支出総額 33,587

３ 支出の内訳
経常経費 33,587

事務所費 33,587

国際政経研究会（三原 朝彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三原 朝彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 64,917,968

前年繰越額 28,351,238

本年収入額 36,566,730

２ 支出総額 46,843,536

３ 本年収入の内訳
寄附 6,600,000

個人分 4,250,000

政治団体分 2,350,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,965,030

06「国際政経研究会」政治セ
ミナー三原朝彦君と語る会

15,480,000

06「国際政経研究会」政治セ
ミナーこれからの北九州を語
る

13,180,000

購読料 1,166,380

八幡東区森園会 114,100

春の町会 24,550

その他の収入 1,700

一件十万円未満のもの 1,700

４ 支出の内訳
経常経費 9,050,812

人件費 3,942,260

光熱水費 525,835

備品・消耗品費 1,866,338

事務所費 2,716,379

政治活動費 37,792,724

組織活動費 18,004,606

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,810,794

宣伝事業費 54,321

政治資金パーティー開催事
業費

4,756,473

調査研究費 2,477,324

寄附・交付金 12,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
三原 朝彦 3,000,000 北九州市
和田 哲也 100,000 北九州市
花田 宏 60,000 北九州市
宇佐美正則 100,000 北九州市
永野 吉鎌 240,000 北九州市
岡村 勲 360,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

390,000

（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
日本・アフリカ連
合（ＡＵ）調査会

350,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
06「国際政経研究
会」政治セミナー
三原朝彦君と語る
会(620人)

15,480,000 千代田区

06「国際政経研究
会」政治セミナー
これからの北九州
を語る(1,080人)

13,180,000 北九州市

７ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,588,280 17. 4. 7

国際政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堀内 光雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 9,319,860

前年繰越額 1,519,822

本年収入額 7,800,038

２ 支出総額 9,041,623

３ 本年収入の内訳
その他の収入 7,800,038

立法事務費 7,800,000

一件十万円未満のもの 38

４ 支出の内訳
経常経費 4,103,484

人件費 3,623,408

備品・消耗品費 480,076

政治活動費 4,938,139

組織活動費 1,669,093

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,274,433

宣伝事業費 1,274,433

調査研究費 1,994,613

国際政経フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤信太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 37,361,012

前年繰越額 4,295,491

本年収入額 33,065,521

２ 支出総額 33,004,750

３ 本年収入の内訳
寄附 4,660,000

個人分 660,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

28,330,000

伊藤信太郎君を励ます会（計
２回）

28,330,000

その他の収入 75,521

一件十万円未満のもの 75,521

４ 支出の内訳
経常経費 20,349,723

人件費 17,758,499

備品・消耗品費 1,052,728

事務所費 1,538,496

政治活動費 12,655,027

組織活動費 4,559,056

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,019,571

宣伝事業費 273,500

政治資金パーティー開催事
業費

7,746,071

調査研究費 76,400

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐浦 正造 240,000 多賀城市
清水 和雄 400,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
番町政策研究所 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
伊藤信太郎君を励
ます会（平成18年
２月 22日開催）
(500人)

13,450,000 都・港区
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伊藤信太郎君を励
ます会（平成18年
３月 13日開催）
(700人)

14,880,000 仙台市

国土創成研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中本 太衛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 3,662,834

前年繰越額 262,834

本年収入額 3,400,000

２ 支出総額 3,656,401

３ 本年収入の内訳
寄附 3,400,000

個人分 3,400,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,297,797

人件費 1,240,000

光熱水費 31,097

備品・消耗品費 452,160

事務所費 1,574,540

政治活動費 358,604

組織活動費 43,604

調査研究費 315,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中本 至 900,000 伊勢原市
義澤 恭一 200,000 相模原市
Ö原 憲一 200,000 川崎市
大岡 伸吉 1,000,000 新宿区
中本 太衛 100,000 相模原市
中本万里子 100,000 伊勢原市
田中 和良 300,000 八王子市
中田 克己 200,000 相模原市
山口さゆみ 100,000 相模原市
佐々木佳美 300,000 大和市
６ 資産等の内訳
（借入金）
中本 至 19,200,000

国民生活懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

国井 正幸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 5,255,702

前年繰越額 655,655

本年収入額 4,600,047

２ 支出総額 4,500,315

３ 本年収入の内訳
寄附 4,600,000

個人分 100,000

政治団体分 4,500,000

その他の収入 47

一件十万円未満のもの 47

４ 支出の内訳
経常経費 315

事務所費 315

政治活動費 4,500,000

寄附・交付金 4,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
五月女二三男 100,000 栃木県市貝町
（政治団体分）
翔武会 500,000 千代田区
近未来研究会 4,000,000 千代田区
吾人会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三村 申吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

青森県知事

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 45,983,838

前年繰越額 38,892,489

本年収入額 7,091,349

２ 支出総額 1,410,260

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(275人) 6,010,000

寄附 300,000

個人分 300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

779,000

講演会 779,000

その他の収入 2,349

一件十万円未満のもの 2,349

４ 支出の内訳
経常経費 390,000

事務所費 390,000

政治活動費 1,020,260

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,020,260

その他の事業費 1,020,260

５ 寄附の内訳
（個人分）
斎藤 三男 300,000 仙台市
五島正規全国後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

五島 正規

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 2,358,158

前年繰越額 2,358,143

本年収入額 15

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 15

一件十万円未満のもの 15

事の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小野寺五典

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.22

１ 収入総額 30,830,377

前年繰越額 11,886,174

本年収入額 18,944,203

２ 支出総額 22,970,168

３ 本年収入の内訳
寄附 9,733,813

個人分 4,670,000

政治団体分 5,063,813

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,210,000

小野寺五典君を励ます会 9,210,000

その他の収入 390

一件十万円未満のもの 390

４ 支出の内訳
経常経費 3,317,276

人件費 2,161,136

備品・消耗品費 663,952

事務所費 492,188

政治活動費 19,652,892

組織活動費 1,624,035

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,548,857

政治資金パーティー開催事
業費

1,548,857

寄附・交付金 16,480,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅野 敬 220,000 登米市
今野 忠教 60,000 登米市
新井 清一 70,000 登米市
小野寺五典 3,000,000 気仙沼市
相澤 秀紀 120,000 気仙沼市
丸山 泰幸 120,000 さいたま市
谷村 明信 120,000 気仙沼市
伊藤 律子 300,000 栗原市
伊藤 浩治 300,000 栗原市
渡辺 光悦 60,000 登米市
佐々木正晴 55,000 登米市
菅原正一郎 55,000 登米市
年間五万円以下の
もの

190,000

（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
自由民主党宮城県
第六選挙区支部

3,063,813 登米市

小林多喜子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小林多喜子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

小林俊博政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小林 俊博

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1. 9

１ 収入総額 482,619

前年繰越額 362,619

本年収入額 120,000

２ 支出総額 250,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1人) 120,000

４ 支出の内訳
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経常経費 250,000

事務所費 250,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
小林 俊博 9,400,000

小林ゆたか政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小林 温

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 28,230,528

前年繰越額 387,043

本年収入額 27,843,485

２ 支出総額 27,071,020

３ 本年収入の内訳
寄附 9,880,000

個人分 5,880,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,963,400

小林ゆたか君を励ます会 17,300,000

書籍販売 663,400

その他の収入 85

一件十万円未満のもの 85

４ 支出の内訳
経常経費 9,767,571

人件費 4,827,350

備品・消耗品費 1,989,503

事務所費 2,950,718

政治活動費 17,303,449

組織活動費 5,830,629

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,172,820

機関紙誌の発行事業費 4,353,300

政治資金パーティー開催事
業費

6,819,520

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
鍋田 毅 360,000 都・港区
山本 一彦 360,000 千代田区
佐藤 佳秀 60,000 調布市
鈴木 憲治 220,000 川崎市
高山 照夫 1,500,000 台東区
持田 丞 200,000 川崎市

高山 雄二 1,500,000 戸田市
舩田 健二 60,000 千代田区
片地 格人 1,500,000 千代田区
鈴木 新王 60,000 神奈川県二宮

町
渡部 泰 60,000 綾瀬市
（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
小林ゆたか君を励
ます会(408人)

17,300,000 横浜市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
小林ゆたか君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）
神奈川県農政推進
連盟

400,000 横浜市

小宮山洋子政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小宮山洋子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 5

１ 収入総額 5,877,987

前年繰越額 5,877,636

本年収入額 351

２ 支出総額 2,220,055

３ 本年収入の内訳
その他の収入 351

一件十万円未満のもの 351

４ 支出の内訳
経常経費 1,184,805

備品・消耗品費 1,184,805

政治活動費 1,035,250

組織活動費 35,250

寄附・交付金 1,000,000

近藤洋介と次代を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

近藤 洋介

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 14,598,182

前年繰越額 298,130

本年収入額 14,300,052

２ 支出総額 14,486,198

３ 本年収入の内訳

寄附 3,200,000

個人分 3,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,100,000

洋介フォーラム 11,100,000

その他の収入 52

一件十万円未満のもの 52

４ 支出の内訳
経常経費 511,755

事務所費 511,755

政治活動費 13,974,443

機関紙誌の発行その他の事業
費

974,443

政治資金パーティー開催事
業費

974,443

寄附・交付金 13,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
近藤 洋介 2,000,000 米沢市
佐竹 及弥 440,000 寒河江市
青木 朗 100,000 都・港区
松田 庄治 500,000 南陽市
高橋 保雄 120,000 秩父市
年間五万円以下の
もの

40,000

６ 特定パーティーの概要
洋介フォーラム
(199人)

11,100,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
洋介フォーラム
（団体からの対価の支払）
太田建設j 300,000 米沢市

j北陽 300,000 米沢市

那須建設j 500,000 長井市

旭興産j 300,000 新宿区

j後藤組 500,000 米沢市

さいち緑の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

内田 英雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

和歌山県すさみ町
長

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 3,007

前年繰越額 3,007

２ 支出総額 0

さがえ孝允後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

寒河江孝允

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 198,322

前年繰越額 88,322

本年収入額 110,000

２ 支出総額 179,040

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(10人) 100,000

寄附 10,000

個人分 10,000

４ 支出の内訳
経常経費 141,600

人件費 120,000

光熱水費 8,570

備品・消耗品費 1,070

事務所費 11,960

政治活動費 37,440

組織活動費 24,380

選挙関係費 10,000

調査研究費 3,060

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

10,000

さくら政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

草川 昭三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

笹井茂智後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笹井 茂智

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2
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１ 収入総額 2,486,350

前年繰越額 2,486,229

本年収入額 121

２ 支出総額 727,130

３ 本年収入の内訳
その他の収入 121

一件十万円未満のもの 121

４ 支出の内訳
経常経費 727,130

光熱水費 4,406

事務所費 722,724

笹川新生政策研究同志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笹川 堯

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 83,761,130

前年繰越額 6,135,641

本年収入額 77,625,489

２ 支出総額 78,478,642

３ 本年収入の内訳
寄附 125,146

政治団体分 125,146

借入金 77,500,000

笹川 堯 77,500,000

その他の収入 343

一件十万円未満のもの 343

４ 支出の内訳
経常経費 15,333,808

備品・消耗品費 2,481,866

事務所費 12,851,942

政治活動費 63,144,834

組織活動費 1,144,834

寄附・交付金 62,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
春秋会 62,482 千代田区
太陽会 62,664 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
笹川 堯 1,252,500,000

笹川新未来政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笹川 博義

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

群馬県議会議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 13,390,866

前年繰越額 2,390,460

本年収入額 11,000,406

２ 支出総額 7,001,680

３ 本年収入の内訳
寄附 11,000,000

政治団体分 11,000,000

その他の収入 406

一件十万円未満のもの 406

４ 支出の内訳
政治活動費 7,001,680

寄附・交付金 7,001,680

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党群馬県
自動車産業振興支
部

11,000,000 太田市

６ 資産等の内訳
（借入金）
笹川 博義 22,500,000

佐々木洋平すみれの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐々木洋平

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 573,006

前年繰越額 573,006

２ 支出総額 0

篠山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

泉 信也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 31,937,444

前年繰越額 20,918,298

本年収入額 11,019,146

２ 支出総額 11,309,984

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(370人) 5,268,000

寄附 5,750,000

個人分 750,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 1,146

一件十万円未満のもの 1,146

４ 支出の内訳
経常経費 3,304,188

人件費 3,000,000

備品・消耗品費 85,177

事務所費 219,011

政治活動費 8,005,796

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,005,796

機関紙誌の発行事業費 8,005,796

５ 寄附の内訳
（個人分）
ˆ野 将弘 600,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

150,000

（政治団体分）
さんそう会 5,000,000 横浜市
五月会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山東 昭子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 21,303,074

前年繰越額 242,488

本年収入額 21,060,586

２ 支出総額 14,597,525

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

政治団体分 300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,760,000

山東昭子は64できないぞの会 20,760,000

その他の収入 586

一件十万円未満のもの 586

４ 支出の内訳
経常経費 1,597,101

人件費 726,429

備品・消耗品費 269,011

事務所費 601,661

政治活動費 13,000,424

組織活動費 2,572,094

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,416,175

政治資金パーティー開催事
業費

10,416,175

調査研究費 12,155

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
近未来研究会 300,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
山東昭子は64でき
ないぞの会(1,043

人)

20,760,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
山東昭子は64できないぞの会
（団体からの対価の支払）
jジュンアシダ 400,000 目黒区

ジャパンローヤル
ゼリーj

400,000 新宿区

札幌都市環境研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

Ö川 貴盛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 33,230,863

前年繰越額 2,811,540

本年収入額 30,419,323

２ 支出総額 23,493,458

３ 本年収入の内訳
寄附 8,512,000

個人分 1,808,000

政治団体分 6,704,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

21,895,255

吉川貴盛国政フォーラム 21,895,255

その他の収入 12,068

一件十万円未満のもの 12,068

４ 支出の内訳
経常経費 11,653,410

人件費 2,881,360

光熱水費 199,350

備品・消耗品費 4,497,511

事務所費 4,075,189

政治活動費 11,840,048

組織活動費 666,303

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,673,745
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宣伝事業費 404,471

政治資金パーティー開催事
業費

2,269,274

寄附・交付金 8,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 寅雄 600,000 北海道南幌町
手塚 純一 240,000 北海道浦河町
末原 長蔵 96,000 札幌市
末原 正二 96,000 札幌市
嶋 政昭 96,000 札幌市
長谷川克之 96,000 札幌市
五十嵐徳美 96,000 札幌市
渡辺 靖司 96,000 札幌市
三澤 繁実 96,000 札幌市
大畑 裕介 96,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

200,000

（政治団体分）
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

500,000 品川区

札幌市医師連盟 1,200,000 札幌市
平成研究会 4,000,000 千代田区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

4,000

６ 特定パーティーの概要
吉 川 貴 盛 国 政
フォーラム(1,095

人)

21,895,255 札幌市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
吉川貴盛国政フォーラム
（個人からの対価の支払）
橋 浪蔵 1,000,000 苫小牧市

（団体からの対価の支払）
j東亜エンジニア
リング

300,000 札幌市

jイーエスデー
ターサービス

1,000,000 札幌市

北紘建設j 1,000,000 北海道伊達市

池田建設j 500,000 北海道様似町

菱中建設j 500,000 札幌市

j日多基組 400,000 北海道長沼町

（政治団体からの対価の支払）
札幌市医師連盟 1,000,000 札幌市

北海道医師連盟 400,000 札幌市

日本行政書士政治
連盟

300,000 目黒区

佐藤公治後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 公治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 22,947,634

前年繰越額 22,537,597

本年収入額 410,037

２ 支出総額 22,947,575

３ 本年収入の内訳
寄附 410,000

個人分 50,000

政治団体分 360,000

その他の収入 37

一件十万円未満のもの 37

４ 支出の内訳
経常経費 497,575

人件費 490,000

事務所費 7,575

政治活動費 22,450,000

寄附・交付金 22,450,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党 360,000 千代田区
佐藤信秋後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 信秋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 157,732,529

本年収入額 157,732,529

２ 支出総額 79,509,535

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(217人) 5,664,400

寄附 68,270,000

個人分 29,270,000

政治団体分 39,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

83,797,473

佐藤のぶあき君を励ます会 83,797,473

その他の収入 656

一件十万円未満のもの 656

４ 支出の内訳
経常経費 28,563,211

人件費 19,142,706

光熱水費 190,152

備品・消耗品費 2,977,431

事務所費 6,252,922

政治活動費 50,946,324

組織活動費 9,774,217

機関紙誌の発行その他の事業
費

41,017,377

宣伝事業費 16,414,075

政治資金パーティー開催事
業費

24,603,302

調査研究費 154,730

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 信秋 10,000,000 杉並区
玉田 博亮 500,000 G飾区
桂樹 正隆 200,000 練馬区
松浦 ç 100,000 印西市
大澤 寛 1,000,000 岐阜市
佐藤 正平 600,000 神奈川県葉山

町
鈴木藤一郎 100,000 板橋区
鈴木 道雄 200,000 横浜市
西原 巧 100,000 埼玉県杉戸町
大石 久和 100,000 白井市
佐藤 清 70,000 世田谷区
大町 利勝 100,000 三郷市
藤川 寛之 100,000 大田区
山内勇喜男 100,000 長岡市
岡田 哲夫 200,000 新宿区
渡口 潔 60,000 松戸市
小野和日児 100,000 渋谷区

萩原 浩 70,000 杉並区
矢野 善章 80,000 稲城市
山根 孟 150,000 柏市
渡邉 浩 100,000 目黒区
渡辺 和足 100,000 横浜市
竹内 俊夫 100,000 青梅市
三谷 浩 100,000 大田区
山田 直重 100,000 練馬区
篠原 洋司 100,000 習志野市
荻野 治雄 100,000 札幌市
坂本 忠彦 100,000 川崎市
菊地 賢三 450,000 横浜市
井上 啓一 200,000 横浜市
池谷 浩 100,000 世田谷区
酒井 孝 100,000 草加市
肥田木 修 150,000 小平市
森 俊勇 100,000 稲城市
山口 甲 100,000 札幌市
山田 功 100,000 熱海市
浜口 達男 100,000 文京区
橋本鋼太郎 100,000 練馬区
縣 保佑 200,000 横浜市
岩Ä 敏男 100,000 市川市
大久保 駿 100,000 新宿区
和里田義雄 100,000 西東京市
藤井 友竝 100,000 越谷市
佐藤 直樹 100,000 板橋区
久保田荘一 100,000 調布市
佐藤 信彦 200,000 川崎市
花市 頴悟 100,000 新潟市
森 寛昭 70,000 高松市
豊田 高司 100,000 浦安市
泉 堅二郎 100,000 世田谷区
青山 晧代 300,000 柏市
松田 芳夫 100,000 松戸市
近藤 徹 100,000 行田市
竹村公太郎 100,000 品川区
長谷部正和 100,000 広島市
松野 浩史 1,000,000 坂戸市
年間五万円以下の
もの

9,970,000

（政治団体分）
岩井國臣後援会 20,000,000 千代田区
脇雅史政策研究会 1,000,000 千代田区
自由民主党東京都
建設支部

10,000,000 千代田区
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自由民主党宮城県
建設支部

3,000,000 仙台市

建井会 1,000,000 福井市
コンサルティング
エンジニア連盟

2,000,000 千代田区

三重県建設業政治
連盟

1,000,000 津市

埼玉県建設政治連
盟

1,000,000 さいたま市

６ 特定パーティーの概要
佐藤のぶあき君を
励 ま す 会
(1,569人)

83,797,473 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
佐藤のぶあき君を励ます会
（団体からの対価の支払）
大網建設j 280,000 渋谷区

前田道路j 360,000 品川区

大成建設j 240,000 新宿区

j富士ピーエス 300,000 福岡市

大日本土木j 400,000 新宿区

j白石 400,000 千代田区

（政治団体からの対価の支払）
岩手県建設産業政
治連盟

400,000 盛岡市

全国測量設計政治
連盟

600,000 新宿区

栃木県建設業協会
政治連盟

400,000 宇都宮市

新潟県建設経済連
盟

700,000 新潟市

鳥取県建設業政治
連盟

400,000 鳥取市

脇雅史政策研究会 400,000 千代田区

さとう水と土政策研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 昭郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 70,035,837

前年繰越額 59,112,641

本年収入額 10,923,196

２ 支出総額 22,494,126

３ 本年収入の内訳
寄附 10,920,000

個人分 6,920,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 3,196

一件十万円未満のもの 3,196

４ 支出の内訳
経常経費 13,801,618

備品・消耗品費 6,920,800

事務所費 6,880,818

政治活動費 8,692,508

組織活動費 6,321,708

調査研究費 1,750,000

寄附・交付金 620,800

５ 寄附の内訳
（個人分）
古賀 猷 100,000 久留米市
藤本 尚一 180,000 熊本市
大塚 忠夫 100,000 高松市
宮崎 武美 150,000 岡山市
延藤 隆也 100,000 千葉市
楠木 喜一 160,000 徳島県藍住町
宮津 高公 100,000 熊本市
鈴木 眞煕 100,000 我孫子市
庄司 憲生 100,000 蕨市
戸上 訓正 100,000 川口市
日高 基善 150,000 板橋区
増田 教正 100,000 つがる市
北山 肇 100,000 黒石市
山下 清 200,000 岡山市
大石 純夫 150,000 仙台市
平澤 紀雄 100,000 仙台市
篠原 久 100,000 茅ヶ崎市
木村 省三 150,000 那須塩原市
梅崎 哲哉 100,000 G飾区
年間五万円以下の
もの

4,580,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（動産）

自動車(1台) 6,900,000 18. 5. 2

佐藤道夫後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 道夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 1,387

前年繰越額 1,387

２ 支出総額 1,387

３ 支出の内訳
政治活動費 1,387

組織活動費 1,387

参岳会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石崎 岳

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 63,983,840

前年繰越額 4,626,388

本年収入額 59,357,452

２ 支出総額 43,736,717

３ 本年収入の内訳
寄附 11,200,000

個人分 11,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

48,046,000

石崎岳21世紀セミナー 28,436,000

東京発21世紀人石崎岳モーニ
ングセッション

3,600,000

石崎岳君を励ます会 16,010,000

その他の収入 111,452

一件十万円未満のもの 111,452

４ 支出の内訳
経常経費 9,704,884

人件費 7,202,727

光熱水費 20,740

備品・消耗品費 1,260,836

事務所費 1,220,581

政治活動費 34,031,833

組織活動費 4,177,593

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,333,380

宣伝事業費 64,100

政治資金パーティー開催事
業費

5,269,280

調査研究費 20,860

寄附・交付金 24,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

11,200,000

６ 特定パーティーの概要
石崎岳21世紀セミ
ナー(2,599人)

28,436,000 札幌市

石崎岳君を励ます
会(410人)

16,010,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
石崎岳21世紀セミナー
（政治団体からの対価の支払）
札幌市医師連盟 300,000 札幌市

北海道医師連盟 400,000 札幌市

北海道薬剤師連盟 500,000 札幌市

東京発21世紀人石崎岳モーニングセッション
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

石崎岳君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）
日本製薬団体連合
会製薬産業政治連
盟

400,000 都・中央区

産業問題研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

玉置 一弥

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 5.15

１ 収入総額 2,302,450

前年繰越額 37,450

本年収入額 2,265,000

２ 支出総額 2,087,362

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,265,000

玉置一弥を励ます会 2,265,000

４ 支出の内訳
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政治活動費 2,087,362

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,637,362

政治資金パーティー開催事
業費

1,637,362

寄附・交付金 450,000

山紫会（矢野 潔）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

矢野 潔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 4.10

１ 収入総額 10,000

前年繰越額 10,000

２ 支出総額 0

三樹会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三木 立

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 4,373,990

前年繰越額 4,373,631

本年収入額 359

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 359

一件十万円未満のもの 359

山王政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

真鍋 賢二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 58,139,771

前年繰越額 13,382,710

本年収入額 44,757,061

２ 支出総額 42,631,469

３ 本年収入の内訳
寄附 25,530,000

個人分 530,000

政治団体分 25,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

19,225,000

新年会（香川） 9,545,000

励ます会（東京） 9,680,000

その他の収入 2,061

一件十万円未満のもの 2,061

４ 支出の内訳
経常経費 22,312,676

人件費 10,290,000

備品・消耗品費 7,587,453

事務所費 4,435,223

政治活動費 20,318,793

組織活動費 2,145,626

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,573,167

宣伝事業費 558,585

政治資金パーティー開催事
業費

9,014,582

寄附・交付金 8,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大竹 美喜 120,000 新宿区
三宅 弘 90,000 高松市
花田 騰 120,000 坂出市
佐々木榮一郎 100,000 品川区
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
自由民主党香川県
参議院選挙区第一
支部

25,000,000 高松市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 4,713,140 15.12.26

三福会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

若泉 征三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 2,451,415

前年繰越額 2,451,401

本年収入額 14

２ 支出総額 2,249,986

３ 本年収入の内訳
その他の収入 14

一件十万円未満のもの 14

４ 支出の内訳
経常経費 2,049,986

人件費 1,800,000

光熱水費 14,580

備品・消耗品費 123,116

事務所費 112,290

政治活動費 200,000

組織活動費 200,000

三友会（河本 三郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

河本 三郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 24,787,985

前年繰越額 5,087,905

本年収入額 19,700,080

２ 支出総額 22,794,244

３ 本年収入の内訳
寄附 19,700,000

政治団体分 19,700,000

その他の収入 80

一件十万円未満のもの 80

４ 支出の内訳
経常経費 22,381,789

人件費 22,274,879

備品・消耗品費 21,230

事務所費 85,680

政治活動費 412,455

組織活動費 412,455

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党第十二
選挙区支部

15,300,000 たつの市

番町政策研究所 2,000,000 千代田区
河友会 2,400,000 足立区
６ 資産等の内訳
（敷金）
土井興産 2,600,000 48.10. 1

三鈴会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田村 元

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

幸・地球共生フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤田 幸久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 7,613,526

前年繰越額 565,503

本年収入額 7,048,023

２ 支出総額 7,564,746

３ 本年収入の内訳
寄附 29,000

個人分 29,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,019,000

藤田幸久政経フォーラム（計
４回）

639,000

藤田幸久新春の集い 6,380,000

その他の収入 23

一件十万円未満のもの 23

４ 支出の内訳
経常経費 2,731,600

人件費 248,755

光熱水費 406,508

備品・消耗品費 1,031,398

事務所費 1,044,939

政治活動費 4,833,146

組織活動費 1,202,385

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,109,825

機関紙誌の発行事業費 13,117

宣伝事業費 116,350

政治資金パーティー開催事
業費

2,572,097

その他の事業費 408,261

調査研究費 320,936

その他の経費 200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

29,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
藤田 幸久 4,500,000

藤田 玲子 1,600,000
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塩谷政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塩谷 立

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 22,269,401

前年繰越額 198,576

本年収入額 22,070,825

２ 支出総額 22,183,375

３ 本年収入の内訳
寄附 60,000

個人分 60,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

22,000,000

塩谷立君とニッポンの百年を
語る会

22,000,000

その他の収入 10,825

一件十万円未満のもの 10,825

４ 支出の内訳
経常経費 11,469,427

人件費 5,134,921

光熱水費 190,640

備品・消耗品費 2,855,836

事務所費 3,288,030

政治活動費 10,713,948

組織活動費 4,714,192

選挙関係費 395,220

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,414,915

政治資金パーティー開催事
業費

5,414,915

調査研究費 189,621

５ 寄附の内訳
（個人分）
坪倉 玲子 60,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
塩谷立君とニッポ
ンの百年を語る会
(1,100人)

22,000,000 千代田区

至幸会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浜田 靖一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 44,757,624

前年繰越額 13,339,484

本年収入額 31,418,140

２ 支出総額 33,964,338

３ 本年収入の内訳
寄附 7,855,000

個人分 1,900,000

政治団体分 5,955,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,562,833

これからの日本を語る会 23,562,833

その他の収入 307

一件十万円未満のもの 307

４ 支出の内訳
経常経費 17,765,937

人件費 15,898,000

備品・消耗品費 1,157,024

事務所費 710,913

政治活動費 16,198,401

組織活動費 5,758,567

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,173,773

宣伝事業費 392,600

政治資金パーティー開催事
業費

2,781,173

調査研究費 466,061

寄附・交付金 6,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石井 裕 400,000 南房総市
関根 正人 1,500,000 世田谷区
（政治団体分）
地域政経フォーラ
ム

5,955,000 木更津市

６ 特定パーティーの概要
これからの日本を
語る会(810人)

23,562,833 都・港区

七条明新政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

七条 明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 20,872,393

前年繰越額 301,978

本年収入額 20,570,415

２ 支出総額 19,791,114

３ 本年収入の内訳
寄附 5,200,000

個人分 1,200,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,370,000

七条明君を励ます会 15,370,000

その他の収入 415

一件十万円未満のもの 415

４ 支出の内訳
経常経費 8,200,950

人件費 5,554,958

備品・消耗品費 1,201,000

事務所費 1,444,992

政治活動費 11,590,164

組織活動費 6,664,421

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,505,743

宣伝事業費 577,075

政治資金パーティー開催事
業費

2,928,668

寄附・交付金 1,420,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
七条 明 1,000,000 徳島県上板町
年間五万円以下の
もの

200,000

（政治団体分）
番町政策研究所 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
七条明君を励ます
会(585人)

15,370,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
七条明君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

400,000 千代田区

東京不動産政治連
盟

400,000 千代田区

島津会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

島津 尚純

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.11

１ 収入総額 269,339

前年繰越額 209,339

本年収入額 60,000

２ 支出総額 58,655

３ 本年収入の内訳
寄附 60,000

個人分 60,000

４ 支出の内訳
経常経費 36,045

備品・消耗品費 13,880

事務所費 22,165

政治活動費 22,610

組織活動費 22,610

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

60,000

島根新産業研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福代 秀洋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

出雲市議会議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 144,324

前年繰越額 85,324

本年収入額 59,000

２ 支出総額 100,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(59人) 59,000

４ 支出の内訳
政治活動費 100,000

寄附・交付金 100,000

清水かよこ政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

清水嘉与子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 37,333,621

前年繰越額 20,085,602

本年収入額 17,248,019

２ 支出総額 22,470,917

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(82人) 82,000

寄附 17,162,000

政治団体分 17,162,000
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その他の収入 4,019

一件十万円未満のもの 4,019

４ 支出の内訳
経常経費 5,297,776

人件費 3,532,422

備品・消耗品費 1,200,983

事務所費 564,371

政治活動費 17,173,141

組織活動費 6,009,403

調査研究費 163,738

寄附・交付金 11,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
北海道看護連盟 400,000 札幌市
日本看護連盟 11,600,000 渋谷区
大分県看護連盟 200,000 大分市
長崎県看護連盟 150,000 諫早市
自由民主党岡山県
看護連盟支部

300,000 岡山市

自由社会を守る国
民会議

144,000 千代田区

福井県看護連盟 100,000 福井市
自由民主党東京都
参議院比例区第八
十九支部

3,000,000 千代田区

秋田県看護連盟 100,000 秋田市
愛媛県看護連盟 100,000 松山市
岐阜県看護連盟 100,000 岐阜市
宮崎県看護連盟 100,000 宮崎市
年間五万円以下の
もの

868,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

6,128,256

清水政経研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

清水 達雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.24

１ 収入総額 70,433,079

前年繰越額 68,621,726

本年収入額 1,811,353

２ 支出総額 21,756,374

３ 本年収入の内訳
寄附 1,800,000

政治団体分 1,800,000

その他の収入 11,353

一件十万円未満のもの 11,353

４ 支出の内訳
経常経費 21,320,090

人件費 11,036,400

光熱水費 136,860

備品・消耗品費 250,651

事務所費 9,896,179

政治活動費 436,284

組織活動費 409,094

機関紙誌の発行その他の事業
費

27,190

宣伝事業費 27,190

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
東京不動産政治連
盟

1,800,000 千代田区

市民教育経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

保坂 展人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 3,561,861

前年繰越額 1,506,417

本年収入額 2,055,444

２ 支出総額 2,395,938

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

55,444

制作協力費 55,444

４ 支出の内訳
経常経費 100,000

人件費 100,000

政治活動費 2,295,938

組織活動費 935,138

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,356,800

宣伝事業費 1,356,800

調査研究費 4,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）

保坂展人と元気印
の会

2,000,000 世田谷区

市民と平和プロジェクト
資金管理団体の届出をした
者の氏名

辻元 清美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.22

１ 収入総額 3,250,166

本年収入額 3,250,166

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 3,250,000

個人分 3,250,000

その他の収入 166

一件十万円未満のもの 166

４ 寄附の内訳
（個人分）
水上 宏 100,000 江東区
伊藤 裕作 150,000 新宿区
斎藤 駿 1,500,000 国立市
斎藤 潤子 1,500,000 国立市
社会福祉研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

持永 和見

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 2,373,039

前年繰越額 1,370,216

本年収入額 1,002,823

２ 支出総額 2,115,555

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(6人) 300,000

寄附 702,778

個人分 702,778

その他の収入 45

一件十万円未満のもの 45

４ 支出の内訳
経常経費 1,153,136

人件費 440,000

備品・消耗品費 9,890

事務所費 703,246

政治活動費 962,419

組織活動費 962,419

５ 寄附の内訳

（個人分）
持永 和見 702,778 都城市
ジャパニーズドリーム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石Ä 聖子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 8,884,142

前年繰越額 4,792,058

本年収入額 4,092,084

２ 支出総額 7,300,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,092,000

個人分 92,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 84

一件十万円未満のもの 84

４ 支出の内訳
経常経費 522,985

備品・消耗品費 411,820

事務所費 111,165

政治活動費 6,777,015

組織活動費 5,097,015

寄附・交付金 1,680,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

92,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
ジャパン・ビジョン・フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

畑 恵

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 21,044,216

前年繰越額 8,064,216

本年収入額 12,980,000

２ 支出総額 9,582,444

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,980,000

畑恵さんと時代の風を起こす
会

12,980,000
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経常経費 5,050,518

人件費 3,070,000

光熱水費 58,404

備品・消耗品費 1,362,795

事務所費 559,319

政治活動費 4,531,926

組織活動費 1,548,837

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,931,371

宣伝事業費 863,500

政治資金パーティー開催事
業費

2,067,871

調査研究費 51,718

５ 特定パーティーの概要
畑恵さんと時代の
風を起こす会(163

人)

12,980,000 都・港区

自由革新懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 直英

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福島市議会議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 16,479

前年繰越額 16,479

２ 支出総額 0

秀政会（田村 秀昭）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田村 秀昭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 1,240

前年繰越額 1,240

２ 支出総額 0

秀政会（中川 秀直）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中川 秀直

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 424,952,104

前年繰越額 69,273,408

本年収入額 355,678,696

２ 支出総額 296,855,015

３ 本年収入の内訳
寄附 6,280,000

個人分 2,780,000

政治団体分 3,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

349,378,839

機関誌発行 15,900,000

秀政会モーニングセミナー
（計３回）

72,190,000

秀政会中川秀直先生を囲む勉
強会（計２回）

650,000

秀政会中川秀直シンポジウム 74,198,839

秀政会在職25年中川秀直君を
囲む会（平成17年12月８日開
催）

1,320,000

秀政会ナイトセミナー 65,350,000

秀政会第38回中川秀直君を囲
む会（平成17年12月13日開催）

50,000

秀政会第39回中川秀直君を囲
む会（平成18年２月24日開催）

1,550,000

秀政会第40回中川秀直君を囲
む会（平成18年７月５日開催）

2,050,000

秀政会第41回中川秀直君を囲
む会（平成18年10月５日開催）

2,000,000

秀政会第42回中川秀直君を囲
む会（平成18年12月21日開催）

2,050,000

秀政会中川秀直君を囲む会ｉ
ｎ関西

33,320,000

秀政会中川秀直横浜シンポジ
ウム

6,920,000

秀政会中川秀直九州シンポジ
ウム

13,150,000

秀政会中川秀直東北シンポジ
ウム

4,920,000

秀政会中川秀直沖縄シンポジ
ウム

12,000,000

秀政会広島新春セミナー 12,610,000

秀政会広島政経セミナー 21,650,000

秀政会呉政経セミナー 7,500,000

その他の収入 19,857

一件十万円未満のもの 19,857

４ 支出の内訳
経常経費 66,238,671

人件費 44,100,795

光熱水費 264,235

備品・消耗品費 9,841,035

事務所費 12,032,606

政治活動費 230,616,344

組織活動費 23,095,908

機関紙誌の発行その他の事業
費

61,761,657

機関紙誌の発行事業費 1,628,320

宣伝事業費 6,703,069

政治資金パーティー開催事
業費

53,430,268

調査研究費 7,311,648

寄附・交付金 138,447,131

５ 寄附の内訳
（個人分）
畦元 将吾 1,000,000 日野市
大竹 美喜 240,000 板橋区
神谷 光信 500,000 鎌倉市
中島 興治 120,000 都・中央区
村山 好弘 100,000 文京区
守田 満 120,000 都・港区
山田 貞夫 120,000 大阪市
山畑 儀雄 120,000 所沢市
鈴木喜美江 120,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

340,000

（政治団体分）
東京商工連盟 200,000 都・中央区
日本歯科医師連盟 3,000,000 千代田区
広島県ＪＡ政策研
究会

200,000 広島市

税理士による「中
川秀直」後援会

100,000 東広島市

６ 特定パーティーの概要
秀政会第87回モー
ニングセミナー
(453人)

22,150,000 千代田区

秀政会第88回モー
ニングセミナー
(427人)

21,820,000 千代田区

秀政会第89回モー
ニングセミナー
(554人)

28,220,000 千代田区

秀政会中川秀直シ
ンポジウム(1,473

人)

74,198,839 千代田区

秀政会在職25年中
川秀直君を囲む会
（平成17年12月８
日開催）(36人)

1,320,000 千代田区
(前年収入額 73,150,000)

秀政会ナイトセミ
ナー(1,327人)

65,350,000 千代田区

秀政会中川秀直君
を囲む会ｉｎ関西
(656人)

33,320,000 大阪市

秀政会中川秀直九
州シンポジウム
(338人)

13,150,000 福岡市

秀政会中川秀直沖
縄シンポジウム
(312人)

12,000,000 那覇市

秀政会広島新春セ
ミナー(413人)

12,610,000 広島市

秀政会広島政経セ
ミナー(743人)

21,650,000 広島市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
秀政会第87回モーニングセミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

全日本不動産政治
連盟

300,000 千代田区

秀政会第88回モーニングセミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

全国不動産政治連
盟

300,000 千代田区

秀政会第89回モーニングセミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

全日本不動産政治
連盟

500,000 千代田区

秀政会中川秀直シンポジウム
（団体からの対価の支払）
日本ベンチャー協
議会

600,000 都・中央区

j桃季 400,000 豊島区

jヤマノネット
ワーク

400,000 渋谷区
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jベンチャーコン
トロール

1,000,000 新宿区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

日本柔道整復師連
盟

400,000 台東区

秀政会ナイトセミナー
（団体からの対価の支払）
ライフサポート 500,000 都・港区

谷口工業j 220,000 鳴門市

兼子建設j 320,000 徳島県松茂町

j亀井組 220,000 鳴門市

摂津倉庫j 300,000 大東市

長島観光開発j 400,000 桑名市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

大阪府不動産政治
連盟

1,000,000 大阪市

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区

日本柔道整復師連
盟

600,000 台東区

全日本不動産政治
連盟

400,000 千代田区

秀政会中川秀直君を囲む会ｉｎ関西
（団体からの対価の支払）
jリクサス 400,000 大阪市

f関西都市開発 500,000 寝屋川市

摂津倉庫j 300,000 大東市

西松建設j 580,000 都・港区

jコノミヤ 560,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）

医中会 1,500,000 大阪市

大阪府不動産政治
連盟

1,000,000 大阪市

秀政会中川秀直九州シンポジウム
（団体からの対価の支払）
jエム・エイ・ケ
イホールディング
ス

400,000 福岡市

サテライト山陽j 500,000 三原市

羽柴興産j 500,000 北九州市

j高藤建設 260,000 北九州市

jホウエイ 560,000 福岡市

九州トランスj 400,000 福岡市

秀政会中川秀直東北シンポジウム
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

秀成会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大村 秀章

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 96,920,841

前年繰越額 33,060,052

本年収入額 63,860,789

２ 支出総額 63,370,678

３ 本年収入の内訳
寄附 19,469,195

個人分 658,000

政治団体分 18,811,195

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

44,387,585

秀成会総会 750,000

大村ひであき2006政経セミ
ナー

43,637,585

その他の収入 4,009

一件十万円未満のもの 4,009

４ 支出の内訳
経常経費 1,584,536

人件費 250,200

事務所費 1,334,336

政治活動費 61,786,142

組織活動費 2,008,860

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,777,282

政治資金パーティー開催事
業費

8,777,282

寄附・交付金 51,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
鬼頭 俊行 200,000 刈谷市
野村 治雄 60,000 刈谷市
野村 一治 60,000 刈谷市
年間五万円以下の
もの

338,000

（政治団体分）
政経セミナー2002 18,811,195 千代田区
６ 特定パーティーの概要
大村ひであき2006

政経セミナー(925

人)

43,637,585 名古屋市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
大村ひであき2006政経セミナー
（団体からの対価の支払）
京楽産業j 300,000 名古屋市

j三洋販売 300,000 名古屋市

愛知県遊技業e 500,000 名古屋市

稲垣司法書士合同
事務所

400,000 名古屋市

j三洋商事 300,000 名古屋市

愛知県陶器瓦工業
組合

1,000,000 高浜市

jダイナム 400,000 荒川区

jエムシーコーポ
レーション

600,000 新宿区

あいち中央農業e 300,000 安城市

中央精機j 300,000 安城市

（政治団体からの対価の支払）

愛知県医師連盟 400,000 名古屋市

８ 資産等の内訳
（動産）
組織管理システム「戸
忠実」(一式)

5,881,814 11. 5.24

自動車(1台) 1,726,040 13.11.21

自由政経工友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 工

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 200,000

本年収入額 200,000

２ 支出総額 198,852

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

200,000

「国民新党 前進の集い」 200,000

４ 支出の内訳
経常経費 198,852

備品・消耗品費 55,502

事務所費 143,350

５ 特定パーティーの概要
「国民新党 前進
の集い」(10人)

200,000 千代田区

自由党（石川 八郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石川 八郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 61,417,693

前年繰越額 2,446,293

本年収入額 58,971,400

２ 支出総額 60,455,201

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4,161人) 5,364,000

寄附 51,762,000

個人分 20,762,000

政治団体分 31,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,845,400

自由党報 1,266,400

新自由党報 579,000

˜
š

—



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

４ 支出の内訳
経常経費 3,557,951

人件費 2,862,000

光熱水費 112,623

備品・消耗品費 43,328

事務所費 540,000

政治活動費 56,897,250

組織活動費 10,091,300

選挙関係費 9,086,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

540,000

機関紙誌の発行事業費 540,000

調査研究費 6,179,950

寄附・交付金 31,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石川 八郎 7,000,000 立川市
ˆ橋 妙子 1,500,000 都・北区
石川 郁二 600,000 八王子市
石津一二美 300,000 さいたま市
ˆ橋 玲子 250,000 都・北区
石川 昭彦 1,500,000 日野市
池羽 政雄 350,000 調布市
石川 道子 350,000 日野市
杉本 伸江 150,000 川崎市
山内 健樹 150,000 北本市
石川圭二郎 250,000 埼玉県吹上町
石津 節子 300,000 四国中央市
大西武津子 150,000 四国中央市
浜田みよし 350,000 立川市
間篠 光晴 1,500,000 熊谷市
年間五万円以下の
もの

6,062,000

（政治団体分）
新自由党 31,000,000 都・北区
６ 資産等の内訳
（借入金）
石川 八郎 10,000,000

「自由の鐘」日本・アメリカ友好促進市民の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高田 明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

板橋区議会議員

報告年月日 19. 1.12

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

寿山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松岡滿壽男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 20,315,766

前年繰越額 20,312,498

本年収入額 3,268

２ 支出総額 2,307,641

３ 本年収入の内訳
その他の収入 3,268

一件十万円未満のもの 3,268

４ 支出の内訳
経常経費 1,162,431

備品・消耗品費 427,426

事務所費 735,005

政治活動費 1,145,210

組織活動費 1,023,875

調査研究費 121,335

首都圏整備問題研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

狩野 安

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 50,003

本年収入額 50,003

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 50,000

個人分 50,000

その他の収入 3

一件十万円未満のもの 3

４ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

50,000

春栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浅野 俊雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 6.11

１ 収入総額 604

前年繰越額 604

２ 支出総額 0

駿山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

与謝野 馨

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 324,138,257

前年繰越額 282,246,670

本年収入額 41,891,587

２ 支出総額 81,034,848

３ 本年収入の内訳
寄附 50,000

個人分 50,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,680,000

ＰＯＬＩＣＹ21セミナー（計
９回）

41,680,000

その他の収入 161,587

一件十万円未満のもの 161,587

４ 支出の内訳
経常経費 63,059,166

人件費 44,073,945

光熱水費 32,720

備品・消耗品費 2,582,351

事務所費 16,370,150

政治活動費 17,975,682

組織活動費 14,251,626

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,577,014

宣伝事業費 1,449,466

政治資金パーティー開催事
業費

2,127,548

調査研究費 147,042

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

50,000

春秋会（北村 誠吾）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北村 誠吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 7,221,824

前年繰越額 563,943

本年収入額 6,657,881

２ 支出総額 7,075,107

３ 本年収入の内訳
寄附 4,881,220

個人分 2,501,220

政治団体分 2,380,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,572,000

新年交歓会 1,572,000

その他の収入 204,661

一件十万円未満のもの 204,661

４ 支出の内訳
経常経費 5,598,499

人件費 1,834,386

光熱水費 208,551

備品・消耗品費 402,239

事務所費 3,153,323

政治活動費 1,476,608

組織活動費 195,476

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,247,962

宣伝事業費 304,815

その他の事業費 943,147

調査研究費 33,170

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤永 雅之 120,000 長崎県佐々町
西田 寛己 61,220 佐世保市
筒井 慶弘 120,000 佐世保市
秋月 誠一 120,000 長崎県佐々町
山口 力 270,000 佐世保市
川口 タツ 300,000 長崎市
井手 正治 1,000,000 佐世保市
早岐 義之 120,000 佐世保市
松永 皎 120,000 佐世保市
香川 信二 120,000 松浦市
小川 信 120,000 佐世保市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
新財政研究会 2,380,000 都・港区
春風会（森 喜朗）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森 喜朗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員
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報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 225,028,170

前年繰越額 76,403,256

本年収入額 148,624,914

２ 支出総額 136,266,883

３ 本年収入の内訳
寄附 47,928,000

個人分 23,262,000

政治団体分 24,666,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

100,694,480

春風会忘年例会懇親会（平成
17年12月15日開催）

1,800,000

春風会忘年例会 97,920,000

「春風レポート」に依る広告
代

900,000

「春風レポート」の売上代金 74,480

その他の収入 2,434

一件十万円未満のもの 2,434

４ 支出の内訳
経常経費 84,237,362

人件費 56,305,331

光熱水費 235,511

備品・消耗品費 9,873,008

事務所費 17,823,512

政治活動費 52,029,521

組織活動費 23,561,179

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,409,110

機関紙誌の発行事業費 867,372

政治資金パーティー開催事
業費

6,541,738

調査研究費 429,232

寄附・交付金 20,000,000

その他の経費 630,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
徳田八十吉 252,000 小松市
東 裕文 60,000 小松市
岡山 丕彦 120,000 小松市
田村 俊丈 120,000 小松市
長沼 弘喜 110,000 小松市
井田 秀利 120,000 小松市
桂木 武彦 120,000 小松市
北村 学 60,000 小松市
上出 一郎 60,000 小松市

小原 修 60,000 小松市
山川 端夫 60,000 小松市
浜坂 純一 60,000 小松市
齊藤 守雄 60,000 小松市
黒田 明宏 60,000 小松市
武田 満 60,000 小松市
岡野 孝次 55,000 小松市
村田 伸仁 60,000 小松市
堀口外茂雄 60,000 小松市
竹田 征三 120,000 小松市
辻 靖正 120,000 加賀市
松原 茂樹 60,000 加賀市
中嶋 克司 60,000 加賀市
木下 稔 60,000 加賀市
滝野 松雄 120,000 加賀市
中谷健太郎 60,000 加賀市
横山喜代子 60,000 加賀市
大和 謙市 60,000 加賀市
近藤 裕成 60,000 加賀市
和田 藤雄 60,000 加賀市
山下 岩雄 60,000 加賀市
田中冨士男 60,000 石川県川北町
井出 善昭 60,000 能美市
畑中 晃昭 60,000 能美市
南 邦夫 60,000 石川県川北町
山岸 大成 60,000 能美市
上出兼太郎 120,000 能美市
金山 嘉行 120,000 能美市
吉田 歳嗣 120,000 能美市
福島外幾夫 60,000 能美市
山口 時平 60,000 能美市
徳久梯次郎 60,000 能美市
水本 潔 60,000 能美市
田中 傳次 60,000 能美市
近藤 孔司 55,000 能美市
前 善則 60,000 石川県川北町
村本 亮衛 60,000 石川県川北町
西田 耕豊 60,000 石川県川北町
戸成 博幸 60,000 石川県川北町
中野 一輝 120,000 金沢市
喜多 喜郎 120,000 能美市
礒野 浩 120,000 金沢市
覚本 雅夫 120,000 金沢市
森 大 120,000 金沢市
毎田 正男 120,000 金沢市
北元 喜朗 120,000 金沢市

高柳 利栄 110,000 金沢市
岡部 雅夫 120,000 金沢市
石野 洋 150,000 金沢市
浅野 義幸 60,000 白山市
加藤 晃 240,000 金沢市
鶴山 庄市 120,000 金沢市
平 美都江 120,000 羽咋市
中嶋 和喜 120,000 金沢市
藤井 博之 120,000 金沢市
池田 商洋 60,000 金沢市
車多 侯代 120,000 白山市
吉田 隆一 120,000 白山市
永田 義邦 120,000 高岡市
川原 隆平 120,000 高岡市
和田 文男 120,000 三鷹市
目清一朗 120,000 大田区
金津 市明 120,000 西東京市
寶田 昭子 120,000 大阪市
西山 陽一 360,000 横浜市
飯島 忠樹 60,000 横浜市
松浦 一 120,000 墨田区
遠藤 博行 120,000 佐倉市
林 省三 120,000 浦安市
真島 栄一 120,000 箕面市
中田 三郎 200,000 墨田区
柳 次郎 120,000 練馬区
山本 堅次 60,000 石川県川北町
高橋 吉見 120,000 札幌市
山地 良造 120,000 川崎市
真柄 敏郎 1,000,000 金沢市
真柄 宏司 1,000,000 金沢市
濱崎 一郎 300,000 佐倉市
荻野 正義 330,000 本庄市
鶴賀 裕行 650,000 都・港区
高野 将弘 600,000 世田谷区
介田 徳一 60,000 小松市
桶作 正広 60,000 小松市
有川 光造 120,000 小松市
田中 利直 60,000 小松市
山上 徳司 60,000 小松市
湯浅 幹也 60,000 小松市
那谷 忠雄 120,000 小松市
野田 浩平 120,000 小松市
藤本 市洋 120,000 小松市
孫崎美枝子 120,000 小松市
森 泰洋 120,000 小松市

山上 正彦 60,000 小松市
正木 康之 60,000 小松市
仲谷 純三 60,000 小松市
吉田 直人 60,000 小松市
福島 達夫 60,000 小松市
中田 和雄 60,000 小松市
伊藤 貞之 60,000 小松市
上村 猛 60,000 小松市
神足 富夫 60,000 小松市
湯浅 熙 60,000 小松市
小山 友次 60,000 小松市
久保伸一郎 60,000 小松市
牧 孝太郎 60,000 小松市
福田 耕三 60,000 小松市
吉田 吉郎 60,000 小松市
鈴木 弘 60,000 小松市
東 啓一 60,000 小松市
北出 弘 60,000 小松市
西本 幸次 60,000 小松市
宮本 和男 60,000 小松市
中橋 新平 60,000 小松市
宮越 一清 60,000 小松市
河越 清次 60,000 小松市
万仲 久雄 60,000 小松市
浅井 誠治 240,000 小松市
勝木 道夫 120,000 小松市
中沢 宏介 60,000 小松市
高倉喜八郎 55,000 加賀市
浅井 廣史 120,000 加賀市
上出 正司 60,000 加賀市
酒谷 義明 60,000 加賀市
東 松夫 60,000 加賀市
山形 伝一 60,000 加賀市
山口登志起 120,000 加賀市
俵 雅一 120,000 加賀市
中谷 英明 60,000 加賀市
中山 久勝 60,000 加賀市
山口 忠志 60,000 加賀市
安宅 忍 60,000 加賀市
西出 振 60,000 加賀市
森本 久雄 60,000 加賀市
日根 悟司 60,000 加賀市
田原 広 60,000 加賀市
村田 一子 60,000 加賀市
池端 義和 60,000 加賀市
川東 健二 60,000 加賀市
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西野 清克 60,000 加賀市
河瀬 元憲 60,000 加賀市
東木 武彦 60,000 加賀市
水口 清隆 60,000 加賀市
田中 宏造 60,000 加賀市
上出 栄雄 60,000 加賀市
山下 作男 60,000 加賀市
伊藤 清一 60,000 加賀市
表 修司 60,000 加賀市
鈴木 一夫 60,000 加賀市
南中 寛治 60,000 加賀市
坂本 文栄 60,000 加賀市
湯谷 勝信 60,000 加賀市
丸山 央雄 60,000 加賀市
宮下 一夫 60,000 加賀市
北出 彦治 60,000 加賀市
橋本 志朗 60,000 加賀市
林 茂信 60,000 加賀市
山下 孝久 60,000 加賀市
山縣 昌次 110,000 金沢市
近藤 勝則 240,000 金沢市
鈴木 宗幸 120,000 金沢市
林 道子 240,000 金沢市
吉田 平二 120,000 金沢市
浮田 俊彦 60,000 金沢市
黒田 壽二 240,000 金沢市
原 幸一 120,000 金沢市
高岩 権治 240,000 石川県志賀町
井田 松円 60,000 七尾市
乾 隆俊 60,000 勝山市
小川 義昭 60,000 白山市
山田 建造 60,000 白山市
林 繁 55,000 白山市
横山 一男 60,000 白山市
北出 甚章 60,000 白山市
橋本 和雄 120,000 白山市
丹波 章 60,000 白山市
佐武 實 60,000 白山市
酒井悌次郎 120,000 能美市
宗田 有次 60,000 石川県川北町
宮田 明 60,000 能美市
川原 正雄 60,000 石川県川北町
田中 秀夫 60,000 石川県川北町
山本 静男 60,000 石川県川北町
北本 護 60,000 石川県川北町
坂井 毅 60,000 石川県川北町

西野 昇吾 60,000 石川県川北町
北田 好 60,000 石川県川北町
作田 毅 60,000 石川県川北町
沢田 一次 60,000 石川県川北町
北 清治 60,000 石川県川北町
橋田 紀明 60,000 能美市
高田 久信 120,000 能美市
西出 伍 110,000 能美市
坂本 由夫 60,000 能美市
山崎 哲夫 60,000 能美市
西野 博 60,000 能美市
南 穣三 60,000 能美市
東 正幸 60,000 能美市
永田 恭造 60,000 能美市
安地 保正 60,000 能美市
山岸 貞司 60,000 能美市
浜田 圭一 60,000 能美市
東 秀男 60,000 能美市
武腰 敏昭 60,000 能美市
田上 勝二 60,000 能美市
大家栄次郎 60,000 能美市
東 昭次 60,000 石川県川北町
和泉 康夫 120,000 石川県野々市

町
倉元 正順 55,000 能美市
西村 憲人 55,000 石川県川北町
年間五万円以下の
もの

1,450,000

（政治団体分）
日本薬剤師連盟 1,000,000 新宿区
蜂産連盟 600,000 都・中央区
日本医師連盟 20,000,000 文京区
日本歯科医師連盟 3,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

66,000

６ 特定パーティーの概要
春風会忘年例会懇
親会（平成17年12

月15日開催）(7人)

1,800,000 千代田区
(前年収入額 98,240,000)

春風会忘年例会
(2,203人)

97,920,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
春風会忘年例会懇親会（平成17年12月15日開催）
（団体からの対価の支払）
jモルテン 1,000,000 広島市

春風会忘年例会
（個人からの対価の支払）
平 美都江 500,000 羽咋市

松本 博人 600,000 金沢市

（団体からの対価の支払）
f昌栄産業 300,000 白山市

jホクコク地水 400,000 金沢市

新神戸土地j 400,000 神戸市

北陸通信工業j 580,000 金沢市

鈴木建設j 1,000,000 金沢市

j宮本組 600,000 姫路市

アトム運輸j 1,000,000 金沢市

jイエローキャブ 500,000 都・港区

jスタッフ東京 500,000 都・港区

（政治団体からの対価の支払）
蜂産連盟 400,000 都・中央区

全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

日本医師連盟 1,000,000 文京区

製薬産業政治連盟 600,000 都・中央区

経済政策懇談会 1,500,000 都・港区

春風会（来代 勝彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

来代 勝彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）

来代 勝彦 2,000,000

淳風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

安住 淳

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 38,736,991

前年繰越額 13,802,991

本年収入額 24,934,000

２ 支出総額 28,421,056

３ 本年収入の内訳
寄附 4,134,000

個人分 1,134,000

政治団体分 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,800,000

安住淳君を励ます会 14,280,000

東京淳風会政経懇話会 6,520,000

４ 支出の内訳
経常経費 752,788

備品・消耗品費 592,049

事務所費 160,739

政治活動費 27,668,268

組織活動費 5,019,771

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,131,549

政治資金パーティー開催事
業費

4,131,549

調査研究費 46,948

寄附・交付金 18,470,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
福田 省一 120,000 石巻市
森 芳正 300,000 石巻市
小泉 清則 360,000 石巻市
津田栄吾郎 240,000 石巻市
年間五万円以下の
もの

114,000

（政治団体分）
民主党宮城県第５
区総支部

3,000,000 石巻市

６ 特定パーティーの概要
安住淳君を励ます
会(714人)

14,280,000 仙台市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
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安住淳君を励ます会
（団体からの対価の支払）
新東運輸j 240,000 石巻市

新東総業j 260,000 石巻市

勝永会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金田 勝年

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 167,512,287

前年繰越額 39,285,505

本年収入額 128,226,782

２ 支出総額 135,185,158

３ 本年収入の内訳
寄附 21,160,000

個人分 11,160,000

政治団体分 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

95,066,782

勝永会セミナー（計２回） 58,501,782

秋田と日本を語る会 36,565,000

借入金 12,000,000

金田 勝年 12,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 83,690,165

人件費 23,309,853

光熱水費 189,732

備品・消耗品費 23,506,434

事務所費 36,684,146

政治活動費 51,494,993

組織活動費 46,431,305

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,063,688

政治資金パーティー開催事
業費

5,063,688

５ 寄附の内訳
（個人分）
湊 昭策 120,000 秋田市
坂下 重信 120,000 文京区
米村 修一 120,000 鹿角市
宮原 和也 240,000 大仙市
大里 祐一 120,000 鹿角市
佐藤 祥男 120,000 大館市

小玉 弘之 120,000 潟上市
金 直樹 120,000 にかほ市
豊田 堯 120,000 秋田市
神崎 泰雄 100,000 三鷹市
高橋 昭博 120,000 横手市
佐藤 誠 120,000 由利本荘市
稲庭 毅 1,000,000 秋田市
稲庭千弥子 1,000,000 秋田市
今村 幸子 1,000,000 秋田市
加藤 俊介 100,000 秋田市
高久 臣一 100,000 湯沢市
倉田よしみ 150,000 秋田市
福士 博夫 100,000 秋田市
三浦 由太 120,000 秋田市
三浦 勇雄 120,000 秋田市
村田 弘 120,000 秋田市
小玉 敏央 600,000 潟上市
佐々木 均 600,000 杉並区
中村 昌訓 500,000 山梨市
多賀谷恒八 1,200,000 都・中央区
小川 是 100,000 世田谷区
五味 常明 160,000 新宿区
大竹 美喜 200,000 板橋区
吉澤壽美雄 250,000 松戸市
鈴木五十三 320,000 川崎市
松谷英次郎 1,000,000 伊丹市
米田 隆 300,000 文京区
辰馬 章夫 80,000 西宮市
井上 博 200,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

300,000

（政治団体分）
平成研究会 3,000,000 千代田区
日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本医療法人連盟 1,000,000 千代田区
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
６ 特定パーティーの概要
勝永会セミナー
（平成18年７月21

日開催）(370人)

33,301,474 千代田区

勝永会セミナー
（平成18年12月26

日開催）(320人)

25,200,308 千代田区

秋田と日本を語る
会(1,200人)

36,565,000 秋田市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
勝永会セミナー（平成18年７月21日開催）
（団体からの対価の支払）
j佐藤庫組 500,000 北秋田市

g秋田県仙北建設
業協会

400,000 大仙市

g能代山本建設業
協会

380,000 能代市

松谷化学工業j 400,000 伊丹市

松谷商事j 400,000 伊丹市

jケンコー 300,000 新宿区

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,300,000 都・中央区

日本医療法人連盟 400,000 千代田区

勝永会セミナー（平成18年12月26日開催）
（団体からの対価の支払）
松谷化学工業j 400,000 伊丹市

松谷商事j 400,000 伊丹市

（政治団体からの対価の支払）
日本医療法人連盟 400,000 千代田区

製薬産業政治連盟 1,300,000 都・中央区

秋田と日本を語る会
（団体からの対価の支払）
g由利建設業協会 500,000 由利本荘市

j沢木組 500,000 男鹿市

g能代山本建設業
協会

850,000 能代市

g神岡建設業協会 600,000 大仙市

g十和田建設業協
会

250,000 鹿角市

草階建築創作所j 360,000 秋田市

j佐藤庫組 1,500,000 北秋田市

jへいあん秋田 220,000 秋田市

（政治団体からの対価の支払）
秋田県医師政治連
盟

300,000 秋田市

８ 資産等の内訳
（借入金）
金田 勝年 12,000,000

勝栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平沢 勝栄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 61,186,505

前年繰越額 13,452,342

本年収入額 47,734,163

２ 支出総額 51,399,112

３ 本年収入の内訳
寄附 12,394,000

個人分 7,894,000

政治団体分 4,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

35,340,000

平沢勝栄政経文化セミナー 35,340,000

その他の収入 163

一件十万円未満のもの 163

４ 支出の内訳
経常経費 22,994,575

人件費 17,598,126

備品・消耗品費 1,428,867

事務所費 3,967,582

政治活動費 28,404,537

組織活動費 4,358,043

機関紙誌の発行その他の事業
費

19,070,913

宣伝事業費 1,308,684

政治資金パーティー開催事
業費

17,762,229

調査研究費 4,965,581

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳
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（個人分）
龍原 正 240,000 渋谷区
小島 恵進 60,000 G飾区
大鳥居信史 100,000 G飾区
斉藤 勘治 60,000 G飾区
小宮 哲也 60,000 G飾区
難波 克己 120,000 武蔵野市
森田 一 60,000 G飾区
山勝 清一 60,000 G飾区
大橋 英子 170,000 G飾区
星野 富哉 60,000 G飾区
村上 健治 600,000 世田谷区
村上 啓子 600,000 世田谷区
吉永志づ子 100,000 G飾区
矢作 C子 100,000 G飾区
永井 弘明 60,000 G飾区
中田進十郎 60,000 G飾区
和泉 豊 300,000 宝 市
森 修身 200,000 沼津市
渡辺 紀位 160,000 二本松市
緒方 照久 100,000 熊本市
福澤美喜男 100,000 船橋市
菊地 勉 200,000 江戸川区
海老原 勝 100,000 G飾区
山口 英三 100,000 豊島区
斉藤 精二 100,000 G飾区
中川裕季子 100,000 世田谷区
油井 欽一 500,000 江戸川区
徳田 英治 600,000 練馬区
中村 昭次 60,000 G飾区
松木 慶喜 1,000,000 札幌市
大橋 正春 500,000 G飾区
年間五万円以下の
もの

1,264,000

（政治団体分）
翔武会 500,000 千代田区
近未来研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
平沢勝栄政経文化
セ ミ ナ ー
(2,178人)

35,340,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
平沢勝栄政経文化セミナー
（政治団体からの対価の支払）
近未来研究会 300,000 千代田区

勝山会（浦田 勝）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浦田 勝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 3,299,219

前年繰越額 3,299,219

２ 支出総額 424,160

３ 支出の内訳
政治活動費 424,160

組織活動費 424,160

城山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片山紀久郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 4,719,200

前年繰越額 19,200

本年収入額 4,700,000

２ 支出総額 4,646,503

３ 本年収入の内訳
その他の収入 4,700,000

貸付金戻り 4,700,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,646,503

人件費 600,000

光熱水費 79,207

事務所費 3,967,296

５ 資産等の内訳
（貸付金）
古後 恵三 50,061,000

尚志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

景山俊太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 37,763,510

前年繰越額 213,245

本年収入額 37,550,265

２ 支出総額 25,381,915

３ 本年収入の内訳
寄附 37,550,050

個人分 12,350,050

政治団体分 25,200,000

その他の収入 215

一件十万円未満のもの 215

４ 支出の内訳
経常経費 10,585,215

人件費 6,137,557

備品・消耗品費 2,324,278

事務所費 2,123,380

政治活動費 14,796,700

組織活動費 9,551,040

調査研究費 245,660

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮地 正浩 300,000 益田市
三加茂公之 500,050 島根県斐川町
景山俊太郎 10,000,000 雲南市
合田 学剛 1,500,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
参議院選挙区第二
支部

21,200,000 松江市

平成研究会 4,000,000 千代田区
正寿会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

露木 正高

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 19. 4. 4

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

翔進会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

簗瀬 進

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 31,282,420

前年繰越額 8,290,852

本年収入額 22,991,568

２ 支出総額 19,798,299

３ 本年収入の内訳
寄附 10,332,000

個人分 10,192,000

政治団体分 140,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,659,500

翔進会役員会（計２回） 710,000

翔進会勉強会 585,000

翔進会朝食会 238,000

「新しい明日へのビジョンを
語る会」

4,445,000

「簗瀬進君の辻説法700回達
成記念パーティー」

6,681,500

その他の収入 68

一件十万円未満のもの 68

４ 支出の内訳
経常経費 11,511,026

人件費 6,987,228

備品・消耗品費 2,865,521

事務所費 1,658,277

政治活動費 8,287,273

組織活動費 1,056,099

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,854,364

機関紙誌の発行事業費 619,680

宣伝事業費 91,200

政治資金パーティー開催事
業費

4,688,129

その他の事業費 455,355

調査研究費 376,810

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 茂昭 360,000 杉並区
反町 勝夫 480,000 文京区
森 哲也 240,000 練馬区
伊澤 秀夫 120,000 松戸市
森 康弘 1,000,000 川崎市
緑川 剛 1,000,000 川崎市
中塚 敏範 1,500,000 伊丹市
天白 泰司 1,500,000 世田谷区
簗瀬 豊 700,000 栃木県河内町
年間五万円以下の
もの

3,292,000

（政治団体分）
民主党 140,000 千代田区
庄政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

自見庄三郎
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 171,701,364

前年繰越額 52,912,364

本年収入額 118,789,000

２ 支出総額 150,621,711

３ 本年収入の内訳
寄附 37,894,000

個人分 13,994,000

政治団体分 23,900,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

60,895,000

グローバル情報戦略研究会 2,780,000

政経懇談会（計２回） 25,060,000

自見庄三郎君と語る会 20,200,000

福岡政経懇話会 8,300,000

政経懇話会 3,270,000

上海思い出の旅の会 181,000

自見庄三郎後援会臨時総会 524,000

自見庄三郎君を囲む会 580,000

借入金 20,000,000

自見庄三郎 20,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 88,239,823

人件費 65,419,615

光熱水費 743,088

備品・消耗品費 8,581,493

事務所費 13,495,627

政治活動費 62,381,888

組織活動費 37,598,037

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,754,610

宣伝事業費 1,462,040

政治資金パーティー開催事
業費

8,827,251

その他の事業費 3,465,319

調査研究費 1,604,980

寄附・交付金 1,050,000

その他の経費 8,374,261

５ 寄附の内訳
（個人分）
後野 嘉秀 180,000 田川市
安部 郁彦 120,000 福岡県築上町
石川 政禧 120,000 北九州市
石井 剛 120,000 練馬区

伊東清四郎 120,000 北九州市
大原 幸彦 140,000 行橋市
菅 守誠 80,000 福岡県添田町
香月 美則 120,000 福岡県福智町
川口 幸男 120,000 福岡県添田町
木村 耕三 120,000 福岡県香春町
中村 宜也 110,000 下関市
倉員 健一 120,000 田川市
上田 泰雄 70,000 北九州市
小峠 哲治 120,000 福岡県添田町
小林 寛 120,000 田川市
田中 得雄 1,120,000 田川市
田原 栄一 120,000 北九州市
中山 晴郎 120,000 福岡県添田町
長末 大典 120,000 田川市
西村 和宣 100,000 行橋市
花田 浩睦 120,000 北九州市
三好 和雄 120,000 北九州市
向野 守人 120,000 福岡県川崎町
村上 直秀 120,000 田川市
吉峯 晃 150,000 田川市
杉原 –治 70,000 福岡県福智町
月脚 克彦 120,000 田川市
田中 正人 240,000 北九州市
松本栄一郎 120,000 田川市
松本第一郎 120,000 福岡県赤村
青木 重孝 1,000,000 桑名市
白水 和雄 100,000 久留米市
松井 敬介 150,000 福岡市
矢野 和俊 100,000 古賀市
安部マサ子 100,000 北九州市
江Ä 正孝 1,000,000 宮若市
江藤耕太郎 100,000 福岡県志免町
柏木征三郎 100,000 福岡市
加耒 恒壽 100,000 福岡市
神澤 陸雄 500,000 松本市
堤 成基 120,000 福岡市
原 寛 360,000 福岡市
白濱 重国 100,000 福岡市
山田 衛 120,000 福岡市
村山 暁 120,000 福岡市
太田 辰彦 220,000 福岡市
波多江康剛 120,000 前原市
田上 三雄 120,000 宗像市
宮原 陽 120,000 佐世保市
酒井 真純 120,000 島原市

池田 明 80,000 佐世保市
坂本文比古 120,000 福岡市
田村 潔 120,000 福岡市
新田 則孝 120,000 鹿児島県喜入

町
平山 藤彦 120,000 鹿児島市
武田まさ子 300,000 佐原市
年間五万円以下の
もの

3,704,000

（政治団体分）
大樹全国会議 20,000,000 都・港区
自由民主党小倉北
支部

1,800,000 北九州市

近未来研究会 2,000,000 千代田区
国民新党 100,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
政経懇談会（平成
18年３月 24日開
催）(120人)

14,060,000 都・港区

自見庄三郎君と語
る会(550人)

20,200,000 都・港区

政経懇談会（平成
18年 11月 22日）
(140人)

11,000,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経懇談会（平成18年３月24日開催）
（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

日本眼科医連盟 500,000 千代田区

自見庄三郎君と語る会
（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

日本眼科医連盟 500,000 千代田区

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

全日本薬種商連盟 1,500,000 文京区

福岡政経懇話会
（政治団体からの対価の支払）
医庄会 300,000 大阪市

政経懇談会（平成18年11月22日開催）

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

日本眼科医連盟 500,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（借入金）
自見庄三郎 30,030,000

上成会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上野 公成

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 43,462,800

前年繰越額 3,422,800

本年収入額 40,040,000

２ 支出総額 41,756,520

３ 本年収入の内訳
寄附 3,120,000

個人分 120,000

政治団体分 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

36,920,000

上野公成セミナー（計５回） 36,920,000

４ 支出の内訳
経常経費 34,534,420

人件費 22,529,237

備品・消耗品費 5,480,356

事務所費 6,524,827

政治活動費 7,222,100

組織活動費 3,292,403

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,351,883

政治資金パーティー開催事
業費

2,351,883

その他の経費 1,577,814

５ 寄附の内訳
（個人分）
三井 康壽 120,000 文京区
（政治団体分）
清和政策研究会 3,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
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上野公成セミナー
（平成18年12月19

日開催）(830人)

16,640,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
上野公成セミナー（平成18年４月29日開催）
（団体からの対価の支払）
大和ハウス工業j 1,500,000 大阪市

上野公成セミナー（平成18年５月18日開催）
（団体からの対価の支払）
大和ハウス工業j 1,500,000 大阪市

ヤマダ電機j 1,000,000 前橋市

上野公成セミナー（平成18年６月21日開催）
（団体からの対価の支払）
大和ハウス工業j 1,500,000 大阪市

上野公成セミナー（平成18年12月19日開催）
（団体からの対価の支払）
大和ハウス工業j 1,500,000 大阪市

積水ハウスj 1,500,000 大阪市

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,280,000 18. 3. 8

（借入金）
りそな銀行 4,686,150

祥風・未来政治工学研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

末永 美喜

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

長崎県議会議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 2,996,523

前年繰越額 106,511

本年収入額 2,890,012

２ 支出総額 2,981,886

３ 本年収入の内訳
寄附 2,890,000

個人分 130,000

政治団体分 2,760,000

その他の収入 12

一件十万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 2,844,089

人件費 1,030,000

光熱水費 356,888

備品・消耗品費 489,906

事務所費 967,295

政治活動費 137,797

組織活動費 113,797

調査研究費 24,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
末永 美喜 130,000 五島市
（政治団体分）
自由民主党長崎県
南松浦郡第一支部

2,760,000 五島市

翔武会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武部 勤

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.15

１ 収入総額 29,910,079

前年繰越額 10,119,957

本年収入額 19,790,122

２ 支出総額 25,903,249

３ 本年収入の内訳
寄附 19,790,000

個人分 13,910,000

政治団体分 5,880,000

その他の収入 122

一件十万円未満のもの 122

４ 支出の内訳
経常経費 40,649

事務所費 40,649

政治活動費 25,862,600

組織活動費 712,600

寄附・交付金 25,150,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
三柴 敏夫 120,000 北見市
伊藤 久美 240,000 北見市
郡 勝 120,000 北海道西興部

村
船木 淳一 120,000 北海道佐呂間

町
高橋 信一 60,000 北海道雄武町
田中 誠 60,000 北海道清里町

岡本 常男 60,000 北見市
谷川 智 60,000 北見市
滝川 一馬 60,000 北海道斜里町
塚原 悠滋 60,000 北見市
小野 博巳 60,000 北海道清里町
山本 弘美 60,000 北見市
新谷 淳治 120,000 北見市
高山 吉美 120,000 北見市
山本 栄司 60,000 北見市
佐孝 基 180,000 北見市
佐孝 恵子 120,000 北見市
中村 俊男 360,000 北見市
秋山 和範 120,000 北見市
上村 重貴 120,000 北見市
番場 敏行 120,000 北見市
服部 三郎 120,000 北見市
久島 和夫 240,000 都・港区
小島 徳明 60,000 名古屋市
中條 高 300,000 千代田区
ˆ野 將弘 200,000 世田谷区
武部 勤 10,000,000 北見市
大田原千恵子 120,000 札幌市
山口 富嗣 200,000 帯広市
渋澤 龍子 120,000 鎌倉市
年間五万円以下の
もの

150,000

（政治団体分）
ＪＡえんゆう政治
連盟

180,000 北海道上湧別
町

ＪＡオホーツクは
まなす政治連盟

240,000 紋別市

ＪＡところ政治連
盟

60,000 北見市

ＪＡ湧別町政治連
盟

120,000 北海道湧別町

ＪＡオホーツク網
走政治連盟

180,000 網走市

美幌町農村政治連
盟

180,000 北海道美幌町

ＪＡきたみらい政
治連盟

660,000 北見市

ＪＡつべつ政治連
盟

60,000 北海道津別町

ＪＡ東藻琴政治連
盟

120,000 北海道大空町

斜里町農村政治連
盟

180,000 北海道斜里町

清里町農村政治連
盟

120,000 北海道清里町

ＪＡこしみず農業
と政治を守る会

120,000 北海道小清水
町

ＪＡサロマ政治連
盟

180,000 北海道佐呂間
町

ＪＡおこっぺ政治
連盟

120,000 北海道興部町

北海道商工政治連
盟雄武支部

60,000 北海道雄武町

ＪＡおうむ農協政
治連盟

120,000 北海道雄武町

ＪＡめまんべつ政
治連盟

180,000 北海道大空町

日本医師連盟 3,000,000 文京区
情報社会政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

橋本 岳

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 9,329,043

本年収入額 9,329,043

２ 支出総額 7,484,704

３ 本年収入の内訳
寄附 9,235,000

個人分 465,000

政治団体分 8,770,000

その他の収入 94,043

一件十万円未満のもの 94,043

４ 支出の内訳
経常経費 4,150,551

人件費 2,668,464

備品・消耗品費 472,566

事務所費 1,009,521

政治活動費 3,334,153

組織活動費 3,125,453

機関紙誌の発行その他の事業
費

105,700

宣伝事業費 105,700

調査研究費 103,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
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年間五万円以下の
もの

465,000

（政治団体分）
自由民主党岡山県
第四選挙区支部

7,000,000 倉敷市

岳を囲む会 1,770,000 文京区
照明会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

増元 照明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4.19

１ 収入総額 1,371,100

前年繰越額 16,100

本年収入額 1,355,000

２ 支出総額 1,343,800

３ 本年収入の内訳
寄附 1,355,000

個人分 1,355,000

４ 支出の内訳
経常経費 770,500

人件費 560,000

備品・消耗品費 35,500

事務所費 175,000

政治活動費 573,300

機関紙誌の発行その他の事業
費

420,000

宣伝事業費 420,000

調査研究費 153,300

５ 寄附の内訳
（個人分）
上薗 益雄 1,200,000 市川市
年間五万円以下の
もの

155,000

昭友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中川 昭一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 137,177,177

前年繰越額 24,834,443

本年収入額 112,342,734

２ 支出総額 112,452,050

３ 本年収入の内訳
寄附 111,801,000

個人分 8,937,000

政治団体分 102,864,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

531,000

総会及び懇親会 531,000

その他の収入 10,734

一件十万円未満のもの 10,734

４ 支出の内訳
経常経費 21,296,881

光熱水費 269,024

備品・消耗品費 4,107,228

事務所費 16,920,629

政治活動費 91,155,169

組織活動費 20,824,856

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,700,100

宣伝事業費 3,291,000

その他の事業費 409,100

調査研究費 621,925

寄附・交付金 65,899,532

その他の経費 108,756

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中井清司 360,000 朝霞市
生駒 雅彦 360,000 旭川市
石原 達夫 360,000 世田谷区
新崎 裕一 360,000 旭川市
名倉 直孝 180,000 都・港区
濱野 浩二 360,000 札幌市
前田 寿一 100,000 川崎市
長田 憲一 500,000 由利本庄市
荒井千江子 120,000 北海道本別町
有塚 利宣 60,000 帯広市
五十嵐幹雄 60,000 帯広市
伊豆倉米郎 350,000 帯広市
伊豆倉寿信 350,000 帯広市
牛渡 和典 60,000 帯広市
宇佐美恭広 200,000 帯広市
大森 清一 60,000 帯広市
乙黒 季彦 60,000 帯広市
大澤真智子 60,000 北海道音更町
河合 敏 60,000 帯広市
川合 一壽 200,000 帯広市
笠井 和 120,000 札幌市
久世 昇 240,000 北海道豊頃町
小甲 孝義 120,000 帯広市

小林 俊昭 300,000 帯広市
讃岐 武史 120,000 帯広市
進藤 恒彦 240,000 帯広市
高道 伸 300,000 帯広市
竹川 正之 60,000 帯広市
筒井 清美 60,000 北海道音更町
登坂 昇 120,000 北海道本別町
成田 敬一 200,000 札幌市
中木雄三郎 60,000 帯広市
中村 定二 60,000 北海道音更町
中橋 信之 60,000 北海道音更町
新妻 嵩 240,000 帯広市
野村 文吾 60,000 帯広市
野中 栄忠 200,000 北海道池田町
橋爪 信行 60,000 帯広市
広瀬 重雄 60,000 北海道芽室町
福田 信行 200,000 札幌市
真鍋 四郎 120,000 帯広市
松本 敏光 100,000 北海道大樹町
松本 健春 120,000 帯広市
三木 昌幸 60,000 北海道音更町
森 政成 60,000 帯広市
山田 郁子 100,000 帯広市
山田 治 200,000 帯広市
山内 信男 120,000 北海道更別村
年間五万円以下の
もの

957,000

（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本薬剤師連盟 500,000 新宿区
福光中川昭一後援
会

200,000 南砺市

昭成会 34,000,000 千代田区
自由民主党北海道
第十一選挙区支部

46,160,000 帯広市

中川昭一十勝連合
後援会

10,000,000 帯広市

明日の十勝を語る
会

10,000,000 帯広市

年間五万円以下の
もの

4,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

18,404,223

勝友会21（広瀬勝貞後援会）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

広瀬 勝貞

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大分県知事

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 53,633,111

前年繰越額 11,299,696

本年収入額 42,333,415

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 42,328,682

政治団体分 42,328,682

その他の収入 4,733

一件十万円未満のもの 4,733

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
広瀬勝貞君を励ま
す集い

42,328,682 都・港区

松洋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松下 忠洋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 101,397,791

前年繰越額 98,608,382

本年収入額 2,789,409

２ 支出総額 37,142,117

３ 本年収入の内訳
寄附 1,263,650

個人分 100,000

政治団体分 1,163,650

その他の収入 1,525,759

車売却代 330,000

払戻金 142,100

事務所売却代 924,000

一件十万円未満のもの 129,659

４ 支出の内訳
経常経費 28,088,463

人件費 12,672,852

光熱水費 219,107

備品・消耗品費 1,011,336

事務所費 14,185,168

政治活動費 9,053,654

組織活動費 2,634,230

˜
š

Ÿ



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

機関紙誌の発行その他の事業
費

403,964

宣伝事業費 403,964

調査研究費 15,460

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中曽根劉二 100,000 群馬県榛名町
（政治団体分）
松下ただひろ後援
会

1,163,650 薩摩川内市

６ 資産等の内訳
（敷金）
全国治水砂防協会 1,298,000 18. 3.15

女性学研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田嶋 陽子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 738,771

前年繰越額 738,771

２ 支出総額 0

女性党かめもとゆきみ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀元由紀美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 100,121

前年繰越額 100,117

本年収入額 4

２ 支出総額 100,121

３ 本年収入の内訳
その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
政治活動費 100,121

寄附・交付金 100,121

女性党くらたえり子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藏田惠利子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 104,458

前年繰越額 104,453

本年収入額 5

２ 支出総額 0

その他の収入 5

一件十万円未満のもの 5

女性党しのはらふさ子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

篠原芙早子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 106,469

前年繰越額 106,464

本年収入額 5

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 5

一件十万円未満のもの 5

女性党中山ひろ子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中山 寛子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 100,682

前年繰越額 100,677

本年収入額 5

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 5

一件十万円未満のもの 5

女性党早坂きくみ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

早坂きくみ

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

女性党福井ちよ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福井 智代

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 105,105

前年繰越額 105,101

本年収入額 4

２ 支出総額 105,105

３ 本年収入の内訳
その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
政治活動費 105,105

寄附・交付金 105,105

女性党町山恵子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

町山 恵子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 109,765

前年繰越額 109,761

本年収入額 4

２ 支出総額 109,765

３ 本年収入の内訳
その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
政治活動費 109,765

寄附・交付金 109,765

新英会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

相沢 英之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 3,590,006

本年収入額 3,590,006

２ 支出総額 3,590,006

３ 本年収入の内訳
寄附 3,590,000

個人分 590,000

政治団体分 3,000,000

その他の収入 6

一件十万円未満のもの 6

４ 支出の内訳
経常経費 3,382,656

人件費 1,212,980

光熱水費 249,024

備品・消耗品費 509,465

事務所費 1,411,187

政治活動費 207,350

組織活動費 196,430

調査研究費 10,920

５ 寄附の内訳
（個人分）
皿井 昭子 110,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

480,000

（政治団体分）
新政経グループ 3,000,000 都・港区
６ 資産等の内訳
（敷金）
森ビルj 5,520,039 62. 1.17

森ビル興産j 1,024,918 62. 1.17

新国土研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

竹本 直一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 99,861,840

前年繰越額 21,612,259

本年収入額 78,249,581

２ 支出総額 68,864,704

３ 本年収入の内訳
寄附 27,840,000

個人分 2,900,000

政治団体分 24,940,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

50,405,473

竹本直一君を励ます会 22,531,000

竹本直一政経懇話会 27,874,473

その他の収入 4,108

一件十万円未満のもの 4,108

４ 支出の内訳
経常経費 35,732,488

人件費 5,759,566

光熱水費 481,894

備品・消耗品費 6,960,725

事務所費 22,530,303

政治活動費 33,132,216

組織活動費 11,928,443

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,988,261

宣伝事業費 843,275
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政治資金パーティー開催事
業費

13,144,986

調査研究費 1,415,512

寄附・交付金 5,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高島 千代 1,400,000 大阪市
田中 浜子 1,500,000 大阪市
（政治団体分）
関西21フォーラム 10,000,000 大阪府河南町
東京21フォーラム 12,000,000 目黒区
新財政研究会 2,940,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
竹本直一君を励ま
す会(537人)

22,531,000 都・港区

竹本直一政経懇話
会(840人)

27,874,473 大阪市

森山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森山 裕

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 73,048,029

前年繰越額 18,634,596

本年収入額 54,413,433

２ 支出総額 69,202,340

３ 本年収入の内訳
寄附 35,725,000

個人分 24,365,000

政治団体分 11,360,000

借入金 10,800,000

森山 裕 10,800,000

その他の収入 7,888,433

立法事務費 7,800,000

一件十万円未満のもの 88,433

４ 支出の内訳
経常経費 63,044,884

人件費 37,221,813

光熱水費 835,988

備品・消耗品費 9,402,904

事務所費 15,584,179

政治活動費 6,157,456

組織活動費 1,373,367

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,550,368

機関紙誌の発行事業費 1,930,659

宣伝事業費 619,709

調査研究費 1,986,345

寄附・交付金 200,000

その他の経費 47,376

５ 寄附の内訳
（個人分）
重永 孝二 110,000 鹿屋市
上村 昌志 500,000 鹿児島市
栄倉 忍 110,000 鹿児島県肝付

町
勝尾 章朗 520,000 鹿児島市
米倉 正之 220,000 鹿屋市
佐多 隆三 350,000 鹿児島市
松下 重夫 220,000 鹿屋市
中村 篤治 350,000 鹿児島県中種

子町
福岡 修 110,000 鹿屋市
吉崎 重良 210,000 鹿児島県頴娃

町
佐々木典明 550,000 鹿児島県肝付

町
大段 浩史 210,000 指宿市
西小野一弘 110,000 鹿屋市
永松 忠憲 390,000 鹿児島県南種

子町
渡口 重則 110,000 鹿児島県肝付

町
桑木 康行 120,000 出水市
岩崎 福三 240,000 鹿児島市
岩崎麻友子 120,000 鹿児島市
村田 芳治 110,000 鹿屋市
岩崎芳太郎 240,000 鹿児島市
林 成男 120,000 鹿屋市
蔵屋 清美 120,000 鹿屋市
谷口 幸司 330,000 鹿屋市
安楽 俊男 120,000 鹿児島県姶良

町
井之上祐一 100,000 阿久根市
田代 修一 60,000 日置市
林 浩二 120,000 垂水市
西元 勇 110,000 鹿屋市
宇都 忠良 350,000 鹿児島市
原口 優 320,000 鹿屋市
前原 和幸 220,000 鹿児島県肝付

町

田中 高次 120,000 鹿屋市
八木 良平 220,000 鹿屋市
久木田徳二 220,000 鹿屋市
林 正英 110,000 鹿児島県肝付

町
森 義景 480,000 鹿児島県肝付

町
中島 洋一 110,000 鹿屋市
福永 辰男 110,000 鹿屋市
藤崎 良隆 220,000 鹿屋市
上野 雄一 110,000 鹿屋市
江口 竜矢 110,000 鹿屋市
兒島 弘二 110,000 鹿屋市
大村 一裕 110,000 鹿児島県南大

隅町
有川美代子 1,100,000 鹿児島市
井ノ上 繁 220,000 鹿屋市
末重 俊郎 70,000 霧島市
水口 忠志 220,000 鹿児島市
上谷田浩幸 100,000 鹿屋市
坂元 浩幸 110,000 鹿屋市
下茂 政美 110,000 鹿児島県肝付

町
中山 初男 120,000 鹿児島県東串

良町
上津 義和 220,000 垂水市
粕谷 晃 100,000 鹿児島市
渡辺 紘起 360,000 曽於市
岩水 豊 240,000 曽於市
山本 末作 240,000 志布志市
松清 幸男 330,000 志布志市
大町 博美 120,000 志布志市
河本 正男 120,000 志布志市
田中 裕之 300,000 志布志市
岩切 重則 200,000 鹿児島県大崎

町
川路 明 220,000 曽於市
徳石美千代 220,000 曽於市
廣瀬 孝 180,000 曽於市
米満 浩 110,000 曽於市
川畑勇一郎 330,000 曽於市
大迫 勇 120,000 志布志市
山下 高志 240,000 鹿児島県大崎

町
山之内 剛 110,000 曽於市
立山 泰士 130,000 曽於市

森山 双八 110,000 曽於市
大平 勝男 110,000 曽於市
谷口伸一郎 240,000 曽於市
中礼 剛 120,000 曽於市
三原 啓靖 240,000 曽於市
園田 俊秀 360,000 曽於市
中村 正平 60,000 都城市
西郷 隆志 90,000 曽於市
徳留 紀寿 120,000 曽於市
東 国廣 80,000 曽於市
内山 吉郎 180,000 志布志市
森 義久 330,000 鹿屋市
平川 則昭 120,000 曽於市
岡崎 継義 1,050,000 鹿屋市
俊山 昌宏 220,000 鹿屋市
加藤 六男 110,000 鹿屋市
村上 潤 360,000 鹿屋市
中村 和浩 120,000 曽於市
田原 裕美 110,000 志布志市
宇都 義英 60,000 志布志市
ヶ迫一己 55,000 曽於市
藤田 芳春 55,000 曽於市
瀬戸口盛史 200,000 鹿児島県大崎

町
八代 篤郎 200,000 志布志市
萩原 洋一 200,000 鹿児島県大崎

町
久徳 博文 200,000 鹿児島県大崎

町
天水 馨子 240,000 志布志市
鶴田 義昌 180,000 鹿屋市
大口 勉 100,000 志布志市
南 末男 100,000 志布志市
吉野 勇 150,000 曽於市
川原一二三 200,000 曽於市
石原 吉則 270,000 鹿児島県大崎

町
池崎 美次 160,000 志布志市
今村 敏弘 80,000 曽於市
外勢 裕明 80,000 志布志市
池田 豊 160,000 曽於市
上集 孝一 160,000 曽於市
久木野誠一 160,000 曽於市
大平 洋一 240,000 曽於市
鎌田 政人 110,000 霧島市
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岡留 政志 240,000 鹿児島県大崎
町

高吉 和生 150,000 志布志市
有川順一郎 420,000 曽於市
喜多村陸雄 70,000 鹿児島県大崎

町
青山 和男 80,000 志布志市
斉野 正博 100,000 志布志市
川越 正秀 120,000 鹿児島県大崎

町
宮尾 克秀 220,000 曽於市
小路口忠久 70,000 志布志市
年間五万円以下の
もの

565,000

（政治団体分）
自由民主党鹿児島
県第五選挙区支部

6,260,000 鹿屋市

大樹全国連絡協議
会

5,000,000 都・港区

日本酪農政治連盟
鹿児島県支部連合
会

100,000 鹿児島市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 4,480,000 11. 7.30

（借入金）
森山 裕 10,800,000

新産業政策研究会（山本 拓）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 拓

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 42,697,354

前年繰越額 5,627,530

本年収入額 37,069,824

２ 支出総額 42,004,470

３ 本年収入の内訳
寄附 2,050,000

個人分 50,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,354,580

Ｓ＆Ｔ新産業政策Ｆｏｒｕｍ
2006東京勉強会

7,879,580

Ｓ＆Ｔ新産業政策Ｆｏｒｕｍ
2006福井勉強会

18,150,000

Ｓ＆Ｔ新産業政策Ｆｏｒｕｍ
2007東京勉強会

250,000

Ｓ＆Ｔ新産業政策Ｆｏｒｕｍ
2007福井勉強会

75,000

借入金 8,665,147

山本 拓 8,665,147

その他の収入 97

一件十万円未満のもの 97

４ 支出の内訳
経常経費 9,078,749

人件費 5,131,800

光熱水費 39,838

備品・消耗品費 572,823

事務所費 3,334,288

政治活動費 32,925,721

組織活動費 2,099,074

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,475,848

宣伝事業費 577,240

政治資金パーティー開催事
業費

898,608

調査研究費 924

寄附・交付金 28,632,600

その他の経費 717,275

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
清和政策研究会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
Ｓ＆Ｔ新産業政策
Ｆｏｒｕｍ2006福
井勉強会(518人)

18,150,000 福井市

７ 資産等の内訳
（借入金）
山本 拓 12,360,995

新時代研究会（佐藤 孝行）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 孝行

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 19,225

前年繰越額 19,225

２ 支出総額 0

新時代研究会（志賀 節）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

志賀 節

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.15

１ 収入総額 752,150

前年繰越額 52,150

本年収入額 700,000

２ 支出総額 701,000

３ 本年収入の内訳
寄附 700,000

個人分 700,000

４ 支出の内訳
経常経費 610,000

人件費 400,000

光熱水費 48,000

備品・消耗品費 18,000

事務所費 144,000

政治活動費 91,000

組織活動費 48,000

調査研究費 43,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
志賀 節 700,000 大田区
新時代研究会（白川 勝彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

白川 勝彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 4,775

前年繰越額 4,775

２ 支出総額 0

新時代政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩屋 毅

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 56,673,503

前年繰越額 2,196,531

本年収入額 54,476,972

２ 支出総額 55,941,911

３ 本年収入の内訳
寄附 12,010,000

個人分 2,910,000

政治団体分 9,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

42,466,879

オープンセミナー（計４回） 4,424,500

新時代政経フォーラム 16,867,693

新時代政経セミナー 15,745,000

外務副大臣岩屋毅氏を励ます
会

5,429,686

その他の収入 93

一件十万円未満のもの 93

４ 支出の内訳
経常経費 33,007,738

人件費 26,167,066

光熱水費 150,977

備品・消耗品費 4,766,610

事務所費 1,923,085

政治活動費 22,934,173

組織活動費 8,699,588

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,040,185

宣伝事業費 304,275

政治資金パーティー開催事
業費

13,735,910

調査研究費 60,000

その他の経費 134,400

５ 寄附の内訳
（個人分）
朝木 毅 120,000 大分市
阿部盛一郎 120,000 別府市
植松 浩志 120,000 別府市
恵良 寧 60,000 別府市
上川路長生 200,000 鹿児島市
河村 貴雄 60,000 別府市
蔵前 達郎 60,000 別府市
後藤 昌子 60,000 大分市
此本英一郎 115,000 別府市
桜井 正憲 120,000 別府市
佐藤 敬 60,000 大分市
嶋津 芳子 120,000 大分市
嶋津 義久 120,000 大分市
下向 義兼 60,000 別府市
滝野 哲 100,000 芦屋市
玉ノ井溥明 60,000 別府市
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富崎 一雄 120,000 別府市
友永 文月 60,000 別府市
豊田 憲生 240,000 別府市
永野 高喜 60,000 別府市
野田 義昭 220,000 別府市
羽生 正宗 55,000 別府市
藤川 英昭 60,000 別府市
古澤 隆 60,000 別府市
宗像 郁男 120,000 別府市
幸 光喜 60,000 別府市
吉田 潤 100,000 福岡市
若原 徹 120,000 別府市
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
毅と医療を考える
会

5,100,000 別府市

大勇会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
新時代政経フォー
ラム(536人)

16,867,693 別府市

新時代政経セミ
ナー(595人)

15,745,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
新時代政経セミナー
（政治団体からの対価の支払）
素准会 300,000 千代田区

新時代政策研究会（細田 重雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

細田 重雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 2. 6

１ 収入総額 544,713

前年繰越額 339,713

本年収入額 205,000

２ 支出総額 514,500

３ 本年収入の内訳
寄附 205,000

個人分 205,000

４ 支出の内訳
経常経費 430,000

事務所費 430,000

政治活動費 84,500

その他の経費 84,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

205,000

新時代政策研究会（山本 早苗）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 早苗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 22,629,800

前年繰越額 11,077,557

本年収入額 11,552,243

２ 支出総額 9,686,036

３ 本年収入の内訳
寄附 8,694,070

個人分 5,674,070

政治団体分 3,020,000

その他の収入 2,858,173

敷金戻り 2,850,000

一件十万円未満のもの 8,173

４ 支出の内訳
経常経費 6,964,717

人件費 365,545

光熱水費 85,250

備品・消耗品費 1,061,932

事務所費 5,451,990

政治活動費 2,721,319

組織活動費 1,485,065

機関紙誌の発行その他の事業
費

816,254

機関紙誌の発行事業費 816,254

寄附・交付金 420,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
西垣 隆司 100,000 桜井市
島田悠紀夫 100,000 奈良県安堵町
中島 淳行 100,000 生駒市
稲田 俊彦 100,000 奈良市
上井 俊典 200,000 奈良市
中澤 克之 100,000 鎌倉市
水野 利夫 100,000 桜井市
中西 茂昭 100,000 新宿区
赤井 宏光 100,000 常滑市
赤井 伸衣 100,000 常滑市
斎藤 發司 100,000 杉並区

池上 秀光 100,000 大和郡山市
池上恵美子 100,000 大和郡山市
小嶋 禮子 100,000 新宿区
内田千恵子 100,000 都・中央区
安藤 千秋 300,000 春日井市
上野 昌也 100,000 大阪市
中岡 久W 200,000 伊賀市
年間五万円以下の
もの

3,474,070

（政治団体分）
新産業政策研究会 2,960,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

60,000

新時代政策研究会（中野 寛成）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中野 寛成

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 10,520,060

前年繰越額 6,065,060

本年収入額 4,455,000

２ 支出総額 4,739,918

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(43人) 430,000

寄附 1,760,000

個人分 240,000

政治団体分 1,520,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,265,000

2006年中野寛成ファミリー新
年会

805,000

その他催物事業 1,460,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,727,091

人件費 1,433,400

備品・消耗品費 247,701

事務所費 45,990

政治活動費 3,012,827

組織活動費 575,937

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,351,033

宣伝事業費 48,000

政治資金パーティー開催事
業費

644,647

その他の事業費 1,658,386

調査研究費 48,900

その他の経費 36,957

５ 寄附の内訳
（個人分）
仲松 孝 240,000 吹田市
（政治団体分）
寛歯会 200,000 豊中市
民主党大阪府総支
部連合会

1,320,000 大阪市

新時流研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

桜井 新

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 50,243,971

前年繰越額 5,718,016

本年収入額 44,525,955

２ 支出総額 47,688,876

３ 本年収入の内訳
寄附 780,000

個人分 780,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

43,745,955

輝け日本海桜井新君と共に 16,350,000

国会議員在職25年を祝う会 17,586,955

機関紙誌発行 9,809,000

４ 支出の内訳
経常経費 21,902,028

人件費 11,506,698

光熱水費 276,170

備品・消耗品費 5,407,880

事務所費 4,711,280

政治活動費 25,786,848

組織活動費 13,475,268

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,013,602

宣伝事業費 87,675

政治資金パーティー開催事
業費

10,925,927

寄附・交付金 500,000

その他の経費 797,978

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋秀太郎 120,000 新潟市
志田 長春 60,000 加茂市
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五十嵐徳栄 100,000 新潟市
鈴木 勉 100,000 新潟県弥彦村
菊池 英博 100,000 調布市
年間五万円以下の
もの

300,000

６ 特定パーティーの概要
輝け日本海桜井新
君と共に(700人)

16,350,000 新潟市

国会議員在職25年
を祝う会(700人)

17,586,955 千代田区

７ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 4,068,456 14. 9.30

（借入金）
桜井 新 3,000,000

新声会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鳩山 邦夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 174,483,800

前年繰越額 10,463,760

本年収入額 164,020,040

２ 支出総額 154,176,374

３ 本年収入の内訳
寄附 30,564,000

個人分 19,464,000

政治団体分 11,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

91,440,000

新声会政経パーティー 91,440,000

借入金 42,000,000

川手正一郎 10,000,000

小川 巧次 2,000,000

jゼフィルス 30,000,000

その他の収入 16,040

一件十万円未満のもの 16,040

４ 支出の内訳
経常経費 90,231,624

人件費 45,718,345

光熱水費 1,071,179

備品・消耗品費 10,660,568

事務所費 32,781,532

政治活動費 63,944,750

組織活動費 4,681,355

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,297,847

宣伝事業費 1,663,700

政治資金パーティー開催事
業費

11,634,147

調査研究費 1,246,646

寄附・交付金 1,000,000

その他の経費 43,718,902

５ 寄附の内訳
（個人分）
鳩山 邦夫 9,000,000 久留米市
川手正一郎 1,500,000 練馬区
小川 巧次 1,500,000 立川市
鳩山 安子 1,500,000 文京区
井上 和子 1,500,000 品川区
野上 年定 120,000 文京区
石橋 寛 720,000 都・港区
成毛ミチ子 360,000 都・港区
木南 直樹 120,000 都・港区
郷 啓子 120,000 渋谷区
太田 幹二 72,000 目黒区
小林 齊 120,000 文京区
宮入 正則 100,000 都・中央区
東 賞平 100,000 沼津市
中村 奎吾 1,100,000 筑紫野市
石井タマ子 360,000 品川区
酒井 規勝 108,000 新宿区
伊藤 慎介 100,000 西東京市
伊礼 勇吉 120,000 狛江市
秋場 良司 120,000 文京区
年間五万円以下の
もの

724,000

（政治団体分）
鳩山邦夫後援会 5,000,000 文京区
新政策科学研究会 3,000,000 文京区
鳩友会 3,000,000 文京区
福岡県医師連盟 100,000 福岡市
６ 特定パーティーの概要
新声会政経パー
ティー(4,572人)

91,440,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
新声会政経パーティー
（団体からの対価の支払）
g日本尺八連盟 500,000 京都市

東卸政策推進協力
会

600,000 都・中央区

j図書館流通セン
ター

1,000,000 文京区

jダイナム 600,000 荒川区

Iつくし会病院 400,000 大野城市

８ 資産等の内訳
（借入金）
jりそな銀行 40,000,000

jゼフィルス 30,000,000

辰政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平田辰一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 3,524,417

前年繰越額 3,194,417

本年収入額 330,000

２ 支出総額 628,192

３ 本年収入の内訳
寄附 330,000

個人分 330,000

４ 支出の内訳
経常経費 628,192

人件費 480,000

備品・消耗品費 54,752

事務所費 93,440

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

330,000

真政会（植竹 哲也）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

植竹 繁雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 4,133,222

前年繰越額 1,466,341

本年収入額 2,666,881

２ 支出総額 3,333,033

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5人) 1,166,881

寄附 1,500,000

個人分 1,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,421,303

人件費 1,050,000

光熱水費 33,108

事務所費 338,195

政治活動費 1,911,730

組織活動費 243,000

調査研究費 168,730

その他の経費 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤ヨシ子 1,500,000 世田谷区
信誠会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村上誠一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 93,008,019

前年繰越額 19,517,133

本年収入額 73,490,886

２ 支出総額 71,575,867

３ 本年収入の内訳
寄附 11,178,246

個人分 4,190,000

政治団体分 6,988,246

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

62,310,000

信誠会総会 9,050,000

議員在職20周年記念セミナー
懇親会

46,920,000

広告掲載料 6,340,000

その他の収入 2,640

一件十万円未満のもの 2,640

４ 支出の内訳
経常経費 13,429,890

人件費 9,252,684

備品・消耗品費 150,735

事務所費 4,026,471

政治活動費 58,145,977

（うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出）

38,429,975

組織活動費 5,840,568
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機関紙誌の発行その他の事業
費

13,428,813

機関紙誌の発行事業費 3,345,300

宣伝事業費 277,461

政治資金パーティー開催事
業費

9,806,052

調査研究費 446,621

寄附・交付金 38,429,975

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 実 370,000 和歌山県湯浅

町
丸山 勲 180,000 高崎市
馬場 孝之 140,000 日野市
岩Ä 原久 120,000 所沢市
岡田 雅孝 120,000 所沢市
岡田寿美子 120,000 所沢市
小椋 栄治 120,000 狭山市
川野 聡 120,000 所沢市
三上 富雄 120,000 所沢市
芳賀 義久 100,000 西東京市
宮Ä五三男 100,000 世田谷区
力丸 尚郎 100,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

2,480,000

（政治団体分）
番町政策研究所 180,000 千代田区
自由民主党愛媛県
第二選挙区支部

6,808,246 今治市

６ 特定パーティーの概要
議員在職20周年記
念セミナー懇親会
(2,346人)

46,920,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
議員在職20周年記念セミナー懇親会
（個人からの対価の支払）
冨高 重則 300,000 たつの市

（団体からの対価の支払）
jニトリ 1,000,000 札幌市

j玉越 600,000 名古屋市

南国産業j 500,000 新居浜市

j群慶 300,000 新宿区

（政治団体からの対価の支払）
久栄会 400,000 南島原市

日本医師連盟 400,000 文京区

平成の会 400,000 豊島区

８ 資産等の内訳
（借入金）
村上誠一郎 7,400,000

真政会（石田 真敏）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石田 真敏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 15,164,783

前年繰越額 2,884,532

本年収入額 12,280,251

２ 支出総額 6,380,035

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(11人) 810,000

寄附 6,430,000

個人分 530,000

政治団体分 5,900,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,040,000

石田真敏政経懇話会（計３回） 5,040,000

その他の収入 251

一件十万円未満のもの 251

４ 支出の内訳
経常経費 499,075

備品・消耗品費 324,678

事務所費 174,397

政治活動費 5,880,960

組織活動費 4,395,045

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,190,915

政治資金パーティー開催事
業費

1,190,915

調査研究費 295,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

築野 富美 100,000 和歌山県かつ
らぎ町

村田 秀作 120,000 和歌山市
薗田 拓二 200,000 紀の川市
川崎 輝彦 60,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
翔武会 500,000 千代田区
近未来研究会 4,500,000 千代田区
甘山会 600,000 大和市
東京未来創造研究
会

300,000 千代田区

陣政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

陣内 孝雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 51,346,902

前年繰越額 16,346,546

本年収入額 35,000,356

２ 支出総額 25,938,262

３ 本年収入の内訳
寄附 2,950,000

個人分 2,950,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,937,895

陣内孝雄第６回政経・文化セ
ミナー

31,937,895

その他の収入 112,461

一件十万円未満のもの 112,461

４ 支出の内訳
経常経費 4,127,591

人件費 1,630,000

備品・消耗品費 560,007

事務所費 1,937,584

政治活動費 21,810,671

組織活動費 14,292,510

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,365,228

宣伝事業費 15,000

政治資金パーティー開催事
業費

7,350,228

調査研究費 152,933

５ 寄附の内訳

（個人分）
谷沢 敏允 420,000 都・港区
谷沢 和子 420,000 都・港区
吉村 公一 1,500,000 京都市
松尾 幹夫 450,000 神埼市
年間五万円以下の
もの

160,000

６ 特定パーティーの概要
陣内孝雄第６回政
経・文化セミナー
(793人)

31,937,895 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
陣内孝雄第６回政経・文化セミナー
（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 4,130,000 14. 5.21

新世紀会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 信二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 4,754,223

前年繰越額 4,754,223

２ 支出総額 4,703,112

３ 支出の内訳
経常経費 4,653,279

人件費 59,790

光熱水費 273,816

備品・消耗品費 393,431

事務所費 3,926,242

政治活動費 49,833

機関紙誌の発行その他の事業
費

49,833

機関紙誌の発行事業費 49,833

新世紀共生政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小泉 顕雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 20,000

前年繰越額 20,000
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２ 支出総額 0

新世紀研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

星野 行男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

新世紀構造改革研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

桧田 仁

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 33,622

前年繰越額 33,622

２ 支出総額 0

新世紀政策研究会（衛藤 晟一）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

衛藤 晟一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4.23

１ 収入総額 82,453,163

前年繰越額 5,289,648

本年収入額 77,163,515

２ 支出総額 75,063,644

３ 本年収入の内訳
寄附 12,570,000

個人分 8,470,000

政治団体分 4,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

58,220,000

晟友懇話会（計２回） 22,580,000

えとう晟一と明日を語る会
（計２回）

35,640,000

借入金 5,000,000

衛藤 晟一 5,000,000

その他の収入 1,373,515

一件十万円未満のもの 1,373,515

４ 支出の内訳
経常経費 40,464,555

人件費 30,493,465

光熱水費 533,385

備品・消耗品費 392,615

事務所費 9,045,090

政治活動費 34,599,089

組織活動費 15,136,497

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,266,304

宣伝事業費 954,976

政治資金パーティー開催事
業費

8,311,328

その他の経費 10,096,288

５ 寄附の内訳
（個人分）
小幡 洋一 240,000 大分市
桑原 和博 60,000 大分市
佐藤 利定 120,000 大分市
下川 新一 110,000 大分市
菅尾 昌彦 120,000 大分市
武居 光雄 120,000 大分市
田中 晃一 330,000 大分市
二宮 政裕 220,000 大分市
広末 秀隆 120,000 佐伯市
室 寛志 120,000 大分市
由見 啓治 170,000 大分市
阿南 文武 1,500,000 豊後大野市
荒木 久嗣 120,000 大分市
池田 隆至 120,000 大分市
池永亀一郎 90,000 大分市
伊藤 威之 120,000 大分市
井野辺義一 200,000 大分市
衛藤 正行 120,000 大分市
大石 裕充 120,000 大分市
尾野 文俊 120,000 大分市
大西 康生 680,000 大分市
加藤陽一郎 120,000 大分市
金戸 隆 90,000 大分市
川崎 裕一 180,000 大分市
小池 英二 120,000 大分市
児玉 重男 120,000 大分市
佐藤 益三 120,000 大分市
芝崎 一男 90,000 臼杵市
嶋田 丞 100,000 大分市
仲摩 和雄 240,000 大分市
永松 厚二 120,000 大分市
中村 太郎 60,000 大分市
馬場 善嘉 120,000 大分市
藤本 祥治 120,000 大分市

藤本 保 120,000 大分市
牧 時夫 120,000 大分市
宮名利光廣 100,000 中津市
森 誠 120,000 大分市
山田 耕司 240,000 大分市
山田 實 1,000,000 大分市
山下 賢治 100,000 大分市
吉武 篤 90,000 大分市
年間五万円以下の
もの

60,000

（政治団体分）
平沼会 3,600,000 千代田区
晟山会 500,000 大分市
６ 特定パーティーの概要
えとう晟一と明日
を語る会（平成18

年４月24日開催）
(418人)

17,740,000 大分市

えとう晟一と明日
を語る会（平成18

年11月30日開催）
(478人)

17,900,000 大分市

晟友懇話会（平成
18年 12月４日開
催）(208人)

13,510,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
晟友懇話会（平成18年３月15日開催）
（団体からの対価の支払）
j進昴 1,200,000 品川区

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

平沼会 1,000,000 千代田区

えとう晟一と明日を語る会（平成18年４月24日
開催）
（個人からの対価の支払）
奈須 千代 500,000 中津市

（団体からの対価の支払）
jアステム 300,000 大分市

j大和電業社 500,000 大分市

晟友懇話会（平成18年12月４日開催）

（団体からの対価の支払）
タカオj 400,000 福山市

j進昴 1,200,000 品川区

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,500,000 都・中央区

平沼会 300,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（借入金）
衛藤 晟一 32,890,000

新世紀政策研究会（山口那津男）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口那津男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 773,046

前年繰越額 773,029

本年収入額 17

２ 支出総額 309,746

３ 本年収入の内訳
その他の収入 17

一件十万円未満のもの 17

４ 支出の内訳
経常経費 272,766

人件費 60,000

備品・消耗品費 85,866

事務所費 126,900

政治活動費 36,980

組織活動費 36,980

新世紀政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

遠藤 武彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 38,808,226

前年繰越額 1,012,334

本年収入額 37,795,892

２ 支出総額 32,363,159

３ 本年収入の内訳
寄附 7,126,000

個人分 3,026,000
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政治団体分 4,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

27,669,160

遠藤武彦政経セミナー 27,669,160

借入金 3,000,000

遠藤 武彦 3,000,000

その他の収入 732

一件十万円未満のもの 732

４ 支出の内訳
経常経費 1,783,641

人件費 192,020

備品・消耗品費 1,273,536

事務所費 318,085

政治活動費 30,579,518

組織活動費 4,831,396

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,420,510

宣伝事業費 5,051,569

政治資金パーティー開催事
業費

1,368,941

調査研究費 377,612

寄附・交付金 17,950,000

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
青木 朗 100,000 川崎市
佐藤 敏子 1,500,000 米沢市
徳田 英治 1,000,000 練馬区
大峡紀久子 240,000 米沢市
西方 常蔵 120,000 米沢市
年間五万円以下の
もの

66,000

（政治団体分）
近未来研究会 4,000,000 千代田区
山形県農協政治連
盟

100,000 山形市

６ 特定パーティーの概要
遠藤武彦政経セミ
ナー(488人)

27,669,160 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
遠藤武彦政経セミナー
（団体からの対価の支払）
j置賜建設 400,000 米沢市

j秦・伊藤設計 300,000 山形市

j松田組 300,000 南陽市

j後藤組 600,000 米沢市

三友堂病院 400,000 米沢市

山形建設j 400,000 山形市

衣袋建設j 440,000 山形県白鷹町

樋口建設j 500,000 山形県飯豊町

丸伸建設j 400,000 村山市

j梅津組 1,000,000 長井市

j寒河江測量設計
事務所

220,000 寒河江市

（政治団体からの対価の支払）
日本歯科技工士連
盟

1,000,000 新宿区

近未来研究会 300,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（借入金）
遠藤 武彦 5,198,356

新世紀都市研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松原 武久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

名古屋市長

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 21,683,447

前年繰越額 21,681,959

本年収入額 1,488

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,488

一件十万円未満のもの 1,488

新政経改革フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木部 一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 2,937,187

前年繰越額 473,187

本年収入額 2,464,000

２ 支出総額 2,926,998

３ 本年収入の内訳
寄附 1,481,000

個人分 1,481,000

借入金 983,000

木部真知子 300,000

木部 一 683,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,801,344

人件費 600,000

光熱水費 5,404

備品・消耗品費 244,308

事務所費 951,632

政治活動費 1,125,654

組織活動費 996,854

調査研究費 128,800

５ 寄附の内訳
（個人分）
金子 榮 120,000 三島市
相良 裕 240,000 横浜市
山Ä 浩孝 360,000 宮津市
室伏 雅永 120,000 都・港区
田村 隆 480,000 座間市
高野 勝己 60,000 富士市
年間五万円以下の
もの

101,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
木部真知子 33,313,500

新政経研究会（二階 俊博）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

二階 俊博

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 19,338,216

前年繰越額 5,034,409

本年収入額 14,303,807

２ 支出総額 17,011,824

３ 本年収入の内訳
寄附 14,303,482

個人分 14,303,482

その他の収入 325

一件十万円未満のもの 325

４ 支出の内訳
経常経費 6,380,453

人件費 3,324,240

備品・消耗品費 932,032

事務所費 2,124,181

政治活動費 10,631,371

組織活動費 10,516,297

機関紙誌の発行その他の事業
費

87,570

宣伝事業費 87,570

調査研究費 15,120

寄附・交付金 12,384

５ 寄附の内訳
（個人分）
松下秀二郎 500,000 田辺市
木戸地郁生 100,000 新宮市
小森 正也 340,000 和歌山県串本

町
油井 欽一 1,000,000 江戸川区
高村 和秀 240,000 沼津市
岡本 幸人 120,000 鹿嶋市
八谷 源吾 120,000 札幌市
高橋 昭 120,000 平塚市
薗 吉輔 120,000 御坊市
玉置 泰久 100,000 田辺市
柏木 利三 100,000 和歌山県日高

川町
二階 俊博 4,873,482 御坊市
林 又一 360,000 御坊市
長谷 克己 450,000 新宮市
中田 實宏 100,000 和歌山市
芳村 秀全 150,000 鳴門市
金丸 功 80,000 和歌山県串本

町
眞田 貞一 260,000 裾野市
松本 尚之 300,000 御坊市
肥高 歳昭 130,000 和歌山市
大山 典男 120,000 和歌山市
山Ä 幸二 330,000 御坊市
成川 守彦 480,000 有田市
夏山 晃一 480,000 新宮市
谷口 邦弘 240,000 御坊市
丸山 定之 120,000 御坊市
金谷 泰正 120,000 和歌山県湯浅

町
古久保秀男 120,000 御坊市
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池田 尚仁 360,000 和歌山県みな
べ町

辻村 武文 120,000 和歌山県みな
べ町

小林 芳朗 240,000 御坊市
藤田 雅也 120,000 和歌山市
長田 道典 240,000 御坊市
仲 道生 120,000 和歌山県日高

川町
小池喜久代 120,000 御坊市
狩谷 典男 120,000 御坊市
米原 宏 360,000 御坊市
三上 辰三 120,000 練馬区
辻浦 輝夫 120,000 杉並区
谷島 繁人 120,000 川越市
北 裕喜彦 120,000 和歌山県白浜

町
池永 伸子 360,000 御坊市
年間五万円以下の
もの

90,000

新政経研究会（佐藤 敬夫）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 敬夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 3,065

前年繰越額 3,065

２ 支出総額 0

新政経研究会松山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松田 岩夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 55,639,516

前年繰越額 498,792

本年収入額 55,140,724

２ 支出総額 26,354,052

３ 本年収入の内訳
寄附 1,680,000

個人分 1,680,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

53,460,000

21世紀研究会 3,980,000

前国務大臣松田岩夫君を励ま
す会

49,480,000

その他の収入 724

一件十万円未満のもの 724

４ 支出の内訳
経常経費 2,866,080

人件費 244,000

備品・消耗品費 556,270

事務所費 2,065,810

政治活動費 23,487,972

組織活動費 9,124,179

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,127,253

宣伝事業費 497,700

政治資金パーティー開催事
業費

13,629,553

調査研究費 236,540

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅井 健二 1,200,000 都・港区
三田 克弘 240,000 都・港区
佐藤 英昭 120,000 都・港区
井上信一郎 120,000 所沢市
６ 特定パーティーの概要
前国務大臣松田岩
夫君を励ます会
(1,384人)

49,480,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
前国務大臣松田岩夫君を励ます会
（個人からの対価の支払）
安田 金治 300,000 岐阜市

（団体からの対価の支払）
jデリカスイト 1,000,000 大垣市

大東乳業j 1,000,000 各務原市

ダイコク電機j 1,000,000 名古屋市

勢濃工業j 360,000 海津市

アテナ工業j 400,000 関市

j宇野商会 400,000 岐阜市

山口鋼業j 400,000 岐阜市

I白鳳会鷲見病院 220,000 郡上市

松田リサイクルj 300,000 岐阜市

ヤマガタヤ産業j 300,000 岐阜県岐南町

アピj 300,000 岐阜市

ミクニ総業j 600,000 都・港区

東京化成工業j 500,000 都・中央区

東京化成販売j 500,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 400,000 都・中央区

新政経懇話会（花田 叶）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

花田 叶

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

青森県議会議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 740,000

前年繰越額 740,000

２ 支出総額 733,862

３ 支出の内訳
経常経費 344,215

備品・消耗品費 260,855

事務所費 83,360

政治活動費 389,647

組織活動費 382,565

調査研究費 7,082

４ 資産等の内訳
（借入金）
花田 叶 4,356,000

新政策研究会（西村 明宏）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西村 明宏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 23,770,578

前年繰越額 6,371,103

本年収入額 17,399,475

２ 支出総額 16,424,545

３ 本年収入の内訳
寄附 5,320,000

個人分 870,000

政治団体分 4,450,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,079,475

衆議院議員西村明宏君を励ま
す会

12,079,475

４ 支出の内訳
経常経費 2,491,572

人件費 433,660

備品・消耗品費 995,161

事務所費 1,062,751

政治活動費 13,932,973

組織活動費 11,063,319

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,554,648

政治資金パーティー開催事
業費

2,554,648

調査研究費 215,006

寄附・交付金 100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 文晶 120,000 仙台市
伊藤 容啓 90,000 多賀城市
椎野 隆弘 120,000 大阪市
塚田 武志 120,000 世田谷区
横澤 朋子 240,000 宮城県七ヶ浜

町
成島 一浩 60,000 仙台市
澤田勇治郎 120,000 目黒区
（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
日本・アフリカ連
合（ＡＵ）調査会

350,000 千代田区

蜂産連盟 100,000 都・中央区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員西村明
宏君を励ます会
(353人)

12,079,475 千代田区

新政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

二田 孝治
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 44,611,006

前年繰越額 734,426

本年収入額 43,876,580

２ 支出総額 33,044,759

３ 本年収入の内訳
寄附 5,420,000

個人分 2,920,000

政治団体分 2,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

38,456,580

春光のつどい 17,066,580

二田孝治君と語る会 21,390,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,680,315

備品・消耗品費 4,150,340

事務所費 4,529,975

政治活動費 24,364,444

組織活動費 14,051,208

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,697,936

政治資金パーティー開催事
業費

8,697,936

調査研究費 1,015,300

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岩波 晃 100,000 中野区
伊藤 博正 400,000 秋田市
渡辺洋一郎 100,000 前橋市
力丸 尚郎 200,000 目黒区
宮崎五三男 400,000 世田谷区
川辺 剛 120,000 水戸市
加藤 政憲 400,000 堺市
淡路 克 1,200,000 潟上市
（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

500,000 品川区

６ 特定パーティーの概要
春光のつどい(753

人)

17,066,580 秋田市

二田孝治君と語る
会(872人)

21,390,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
春光のつどい
（団体からの対価の支払）
敬徳会 300,000 潟上市

二田孝治君と語る会
（団体からの対価の支払）
jＣＭＩ 600,000 渋谷区

オーシャン貿易j 500,000 京都市

厚生ビル管理j 300,000 秋田市

（政治団体からの対価の支払）
自由民主党富山県
創盛連支部

1,000,000 高岡市

新政治経済研究会（岸田 文雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岸田 文雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 71,466,245

前年繰越額 25,496,245

本年収入額 45,970,000

２ 支出総額 29,884,994

３ 本年収入の内訳
寄附 5,090,000

個人分 90,000

政治団体分 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

40,880,000

岸田文雄君を激励する会（平
成18年２月９日開催）

28,380,000

衆議院議員岸田文雄と国政を
語る会

8,700,000

岸田文雄君を激励する会（平
成19年２月15日開催）

3,800,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,461,385

人件費 1,326,792

備品・消耗品費 273,080

事務所費 861,513

政治活動費 27,423,609

組織活動費 4,572,244

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,318,013

宣伝事業費 2,780,331

政治資金パーティー開催事
業費

6,537,682

調査研究費 2,580,112

寄附・交付金 10,953,240

５ 寄附の内訳
（個人分）
出田 孝 90,000 広島市
（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
岸田文雄君を激励
する会（平成18年
２月９日開催）
(925人)

28,380,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員岸田文雄と国政を語る会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

岸田文雄君を激励する会（平成19年２月15日開
催）
（政治団体からの対価の支払）
日本歯科医師連盟 500,000 千代田区

新政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武藤 嘉文

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 50,373,108

前年繰越額 779,673

本年収入額 49,593,435

２ 支出総額 39,952,762

３ 本年収入の内訳
寄附 49,593,435

政治団体分 49,593,435

４ 支出の内訳
経常経費 33,196,667

人件費 11,463,076

光熱水費 235,126

備品・消耗品費 1,584,869

事務所費 19,913,596

政治活動費 6,756,095

組織活動費 6,349,790

調査研究費 406,305

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
政経懇話会 31,096,395 千代田区
新産業経済研究会 18,497,040 千代田区
新政治推進協議会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小平 忠正

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 17,827,945

前年繰越額 67,945

本年収入額 17,760,000

２ 支出総額 17,733,826

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

個人分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,760,000

ザ・ウィンド 5,280,000

衆議院議員小平忠正さんを激
励する会

10,480,000

４ 支出の内訳
経常経費 505,584

人件費 100,000

光熱水費 60,000

備品・消耗品費 232,019

事務所費 113,565

政治活動費 17,228,242

組織活動費 804,515

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,134,314

宣伝事業費 24,675

政治資金パーティー開催事
業費

3,109,639

調査研究費 200,913

寄附・交付金 13,088,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
鍋田 秀雄 500,000 品川区
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小松 燿 1,500,000 目黒区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員小平忠
正さんを激励する
会(166人)

10,480,000 札幌市

伸誠政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

島村 宜伸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 69,377,654

前年繰越額 25,209,292

本年収入額 44,168,362

２ 支出総額 27,089,873

３ 本年収入の内訳
寄附 37,870,081

個人分 3,788,000

政治団体分 34,082,081

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,297,000

島村宜伸連合後援会躍進の集
い

6,297,000

その他の収入 1,281

一件十万円未満のもの 1,281

４ 支出の内訳
経常経費 11,766,191

人件費 4,554,196

光熱水費 415,614

備品・消耗品費 2,351,258

事務所費 4,445,123

政治活動費 15,323,682

組織活動費 8,449,514

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,362,934

その他の事業費 5,362,934

調査研究費 576,234

寄附・交付金 935,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
芦田 直治 120,000 江戸川区
室橋 泰輔 120,000 江戸川区
田口 浩 120,000 江戸川区
島村 信之 120,000 江戸川区
山口 綱孝 120,000 江戸川区
三浦 亮一 120,000 江戸川区

市川 實 120,000 江戸川区
中田 志郎 120,000 江戸川区
小泉龍之助 120,000 江戸川区
佐久間道夫 120,000 江戸川区
須賀 茂 72,000 江戸川区
宇多 重員 120,000 江戸川区
小久保晴行 120,000 江戸川区
藤村 一人 240,000 江戸川区
山口 良成 120,000 江戸川区
大塲 安雄 120,000 江戸川区
由利 慶子 120,000 江戸川区
森 博司 72,000 江戸川区
小島 信二 60,000 江戸川区
久保田照國 120,000 江戸川区
鈴木美企憲 100,000 足立区
油井 欽一 500,000 江戸川区
福島 一雅 120,000 江戸川区
菊地 和男 120,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

584,000

（政治団体分）
日本再生会議 600,000 千代田区
自由民主党東京都
第十六選挙区支部

6,000,000 江戸川区

楽伸会 14,780,125 江戸川区
友伸会 410,970 江戸川区
雄伸会 160,986 江戸川区
志帥会 12,130,000 千代田区
新政党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

時津 勝美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 941,776

前年繰越額 40

本年収入額 941,736

２ 支出総額 808,280

３ 本年収入の内訳
寄附 941,736

個人分 941,736

４ 支出の内訳
経常経費 808,280

人件費 408,211

光熱水費 100,009

備品・消耗品費 100,060

事務所費 200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
時津 勝美 941,736 八幡市
新政フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

河野 太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1. 5

１ 収入総額 185,560,385

前年繰越額 133,402,135

本年収入額 52,158,250

２ 支出総額 50,297,585

３ 本年収入の内訳
寄附 14,855,000

個人分 10,855,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

37,290,000

河野太郎と21世紀の日本を語
る会

26,540,000

第11回時局セミナー 10,750,000

その他の収入 13,250

一件十万円未満のもの 13,250

４ 支出の内訳
経常経費 166,686

事務所費 166,686

政治活動費 50,130,899

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,630,899

政治資金パーティー開催事
業費

6,630,899

寄附・交付金 43,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大曽根清子 120,000 平塚市
大八木ふみ 240,000 茅ヶ崎市
岡崎 勲 120,000 平塚市
榊原 雄児 60,000 茅ヶ崎市
左近允智啓 120,000 平塚市
杉山 幹生 120,000 平塚市
徳永喜美子 360,000 都・港区
永田 浩三 120,000 茅ヶ崎市
大貫 紀生 250,000 藤沢市
佐藤 節子 120,000 茅ヶ崎市

中村 隆 100,000 平塚市
足立 成之 200,000 横浜市
石井 昭之 400,000 練馬区
伊藤 留治 300,000 茅ヶ崎市
稲葉 四郎 100,000 横浜市
井上 弘美 100,000 平塚市
大塚 健次 220,000 平塚市
倉田 達明 100,000 平塚市
小池 裕司 1,000,000 平塚市
河野 二郎 800,000 渋谷区
佐藤 清光 120,000 厚木市
鈴木 宏 120,000 鎌倉市
ˆ橋 延治 300,000 茅ヶ崎市
野崎 邦夫 400,000 藤沢市
長谷部伸夫 100,000 茅ヶ崎市
初谷 悦子 200,000 神奈川県大磯

町
初谷 博保 200,000 神奈川県大磯

町
平井 茂 220,000 平塚市
真壁 潔 500,000 平塚市
松本 伸一 100,000 平塚市
水島 厳 100,000 茅ヶ崎市
水島 忠彦 120,000 平塚市
水永 久嗣 60,000 平塚市
山田 義一 100,000 調布市
和田 宏 60,000 厚木市
渡邊 薫 250,000 小田原市
渡邊 享司 500,000 さいたま市
竹内 伸枝 500,000 平塚市
年間五万円以下の
もの

1,955,000

（政治団体分）
大勇会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
河野太郎と21世紀
の日本を語る会
(773人)

26,540,000 千代田区

第 11回時局セミ
ナー(85人)

10,750,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
河野太郎と21世紀の日本を語る会
（個人からの対価の支払）
渡辺 馨 300,000 茅ヶ崎市

（団体からの対価の支払）
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日本端子j 1,000,000 神奈川県大磯
町

湘南倉庫運送j 500,000 平塚市

エバークリーンj 500,000 都・中央区

第11回時局セミナー
（団体からの対価の支払）
日端テクノj 500,000 秦野市

平塚化成j 500,000 平塚市

中尾金属j 500,000 都・中央区

正栄金属j 500,000 世田谷区

j三谷商会 500,000 国立市

日本端子j 1,500,000 神奈川県大磯
町

日端鹿嶋j 500,000 川崎市

j鵬製作所 500,000 大田区

滝産業j 300,000 台東区

新世代研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤井 勇治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.31

１ 収入総額 18,550,228

前年繰越額 4,096,056

本年収入額 14,454,172

２ 支出総額 13,301,365

３ 本年収入の内訳
寄附 14,454,000

個人分 11,760,000

政治団体分 2,694,000

その他の収入 172

一件十万円未満のもの 172

４ 支出の内訳
経常経費 8,756,084

人件費 6,440,152

光熱水費 24,000

備品・消耗品費 1,168,033

事務所費 1,123,899

政治活動費 4,545,281

組織活動費 2,632,756

調査研究費 1,712,525

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山口 伸人 500,000 都・港区
中村 忠 100,000 長浜市
網代 稔 150,000 武蔵村山市
原島 滋 150,000 八王子市
上田 竜男 120,000 豊島区
釼持 一郎 120,000 千代田区
新井 宏明 120,000 練馬区
田中 英夫 300,000 世田谷区
嶋田 鐡雄 60,000 彦根市
中野比登志 120,000 都・中央区
清水 利也 100,000 昭島市
太田 弥生 60,000 都・港区
渡邊洋一郎 1,000,000 前橋市
豊田 愛祥 300,000 さいたま市
神 洋明 200,000 浦安市
古川 晴雄 800,000 豊島区
小田 修司 200,000 横浜市
石川 哲夫 200,000 中野区
錦戸 景一 200,000 渋谷区
今村 敬二 200,000 杉並区
篠 連 200,000 台東区
池内 稚利 1,100,000 板橋区
渡辺 潤 100,000 豊島区
梅沢 健祐 100,000 文京区
藤田 浩司 130,000 品川区
黒澤 佳代 100,000 世田谷区
饗庭 靖之 100,000 世田谷区
石川 達紘 150,000 鎌倉市
神原 千郷 100,000 大田区
鈴木 みき 100,000 目黒区
奥原 玲子 100,000 都・港区
花野 信子 100,000 江東区
松田 大介 100,000 文京区
瀬戸 英雄 500,000 千代田区
望月 季雄 120,000 静岡市
月ヶ瀬義雄 120,000 米原市

加毛 修 220,000 都・港区
川瀬 眞二 60,000 長浜市
嶋田 正彦 90,000 滋賀県湖北町
橋本 年男 140,000 佐倉市
尚永 時男 90,000 滋賀県虎姫町
小高 寛三 90,000 長浜市
脇嶋 光美 80,000 長野市
二島 豊太 110,000 大田区
松田 均 90,000 大津市
坂井 久泰 110,000 滋賀県虎姫町
廣川 忠臣 180,000 今治市
年間五万円以下の
もの

2,280,000

（政治団体分）
日本・アフリカ連
合（ＡＵ）調査会

350,000 千代田区

柳栄会 300,000 大阪市
新財政研究会 2,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

44,000

新世代政治経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥村愼太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

雲仙市長

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 3,843,544

前年繰越額 716,853

本年収入額 3,126,691

２ 支出総額 3,493,449

３ 本年収入の内訳
寄附 3,126,654

個人分 3,126,654

その他の収入 37

一件十万円未満のもの 37

４ 支出の内訳
経常経費 2,638,409

人件費 5,000

光熱水費 151,089

備品・消耗品費 1,134,224

事務所費 1,348,096

政治活動費 855,040

組織活動費 516,074

調査研究費 338,966

５ 寄附の内訳
（個人分）

山口 寛 110,000 雲仙市
高城 昭紀 90,000 島原市
古沢 正則 70,000 長崎市
草場 憲治 100,000 長崎市
宅島 寿雄 100,000 雲仙市
中村 亘 100,000 諫早市
立花 和丸 120,000 雲仙市
奥村愼太郎 2,136,654 雲仙市
年間五万円以下の
もの

300,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,770,000 16. 3.31

新世代の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大野 功統

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 171,398,121

前年繰越額 104,204,397

本年収入額 67,193,724

２ 支出総額 73,522,444

３ 本年収入の内訳
寄附 1,570,000

個人分 1,220,000

政治団体分 350,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

63,673,845

大野よしのり君と語る会 28,353,845

「新世代の会」フォーラムＳ
ＰＡＮ（計２回）

14,280,000

大野功統君を囲む会 21,040,000

その他の収入 1,949,879

出版収入代金 755,000

一件十万円未満のもの 1,194,879

４ 支出の内訳
経常経費 8,786,325

光熱水費 442,867

備品・消耗品費 6,714,221

事務所費 1,629,237

政治活動費 64,736,119

組織活動費 22,313,542

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,182,577
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政治資金パーティー開催事
業費

10,182,577

寄附・交付金 32,240,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
北山 博己 100,000 坂出市
中屋敷 隆 500,000 坂出市
西山 征洋 200,000 善通寺市
年間五万円以下の
もの

420,000

（政治団体分）
日本・アフリカ連
合（ＡＵ）調査会

350,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
大野よしのり君と
語る会(970人)

28,353,845 丸亀市

大野功統君を囲む
会(349人)

21,040,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
大野よしのり君と語る会
（団体からの対価の支払）
jパブリックサー
ビス

400,000 観音寺市

新総合政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笛木 彰

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.22

１ 収入総額 3,000,000

本年収入額 3,000,000

２ 支出総額 1,515,965

３ 本年収入の内訳
寄附 3,000,000

個人分 3,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 714,974

備品・消耗品費 221,657

事務所費 493,317

政治活動費 800,991

組織活動費 10,000

調査研究費 70,991

寄附・交付金 720,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

笛木 彰 1,000,000 群馬県みなか
み町

小林 伸二 1,000,000 吹田市
小林 恵子 1,000,000 吹田市
新・創造フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

末松 義規

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 14,036,192

前年繰越額 1,162,838

本年収入額 12,873,354

２ 支出総額 10,856,444

３ 本年収入の内訳
寄附 12,375,790

個人分 9,035,790

政治団体分 3,340,000

その他の収入 497,564

即応予備自衛官雇用企業給付
金

467,500

一件十万円未満のもの 30,064

４ 支出の内訳
経常経費 7,142,343

人件費 2,395,625

光熱水費 142,608

備品・消耗品費 2,337,994

事務所費 2,266,116

政治活動費 3,714,101

組織活動費 3,406,230

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

197,401

宣伝事業費 197,401

調査研究費 10,470

５ 寄附の内訳
（個人分）
末松 義規 6,000,000 小平市
山田 長満 1,000,000 川崎市
菊池 亨 100,000 国立市
中瀬 一夫 200,000 足立区
青木 章太 100,000 国分寺市
推津 順一 700,000 西東京市
年間五万円以下の
もの

935,790

（政治団体分）

民主党 3,340,000 千代田区
新地域政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 英夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 21,925,604

前年繰越額 4,735,499

本年収入額 17,190,105

２ 支出総額 11,984,517

３ 本年収入の内訳
寄附 17,190,000

個人分 12,190,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 105

一件十万円未満のもの 105

４ 支出の内訳
経常経費 6,734,920

人件費 2,856,200

光熱水費 164,645

備品・消耗品費 1,838,240

事務所費 1,875,835

政治活動費 5,249,597

組織活動費 3,624,397

機関紙誌の発行その他の事業
費

25,200

宣伝事業費 25,200

寄附・交付金 1,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中坂 昭 120,000 南丹市
藤井 正 120,000 亀岡市
足立 守衛 120,000 亀岡市
岩本 茂熙 120,000 亀岡市
山城 永治 120,000 亀岡市
能勢 博 120,000 亀岡市
中村 一郎 120,000 亀岡市
美馬 完男 120,000 亀岡市
酒井 愛夫 120,000 亀岡市
石川 清之 120,000 亀岡市
岡本 重和 120,000 亀岡市
関口 征治 120,000 亀岡市
井上 良雄 120,000 亀岡市
大槻 秧司 120,000 亀岡市
阿井 正雄 120,000 亀岡市

八木 市次 120,000 亀岡市
中川 康久 120,000 亀岡市
関本 孝一 120,000 亀岡市
小森 良信 120,000 亀岡市
渡邉 敏和 120,000 亀岡市
金子 義雄 120,000 亀岡市
金子 照江 120,000 亀岡市
井尻 嘉文 70,000 亀岡市
大八木 明 1,000,000 京都市
堤 輝明 120,000 亀岡市
吉田 好夫 240,000 亀岡市
木戸 邦考 120,000 亀岡市
竹島 征男 120,000 名古屋市
井上 昌啓 120,000 亀岡市
中村 稔 120,000 亀岡市
上田 博和 120,000 亀岡市
川西 通夫 120,000 南丹市
上田 一夫 120,000 亀岡市
森 啓一 120,000 亀岡市
爾 英晃 120,000 京都市
渋谷 幸雄 120,000 亀岡市
服部 義宏 120,000 亀岡市
木村 實雄 120,000 南丹市
六嶋 幸雄 120,000 亀岡市
大ヶ谷善嗣 120,000 亀岡市
山内 隆 120,000 亀岡市
井上 功 120,000 亀岡市
山本 光夫 90,000 南丹市
山本 淳一 100,000 亀岡市
吉岡 清 120,000 亀岡市
岩本 修子 120,000 亀岡市
加茂 巖 120,000 亀岡市
木村 賀正 120,000 京都市
大西 幸人 120,000 亀岡市
東中川 昇 100,000 亀岡市
田村 一 120,000 亀岡市
田村 孝子 120,000 亀岡市
東 紀子 120,000 京都市
年間五万円以下の
もの

4,950,000

（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
田中英夫後援会 3,000,000 京都市
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,483,000 16.10.15
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新党フリーウェイクラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

和合 秀典

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

新21世紀政治経済研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

衛藤征士郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.12

１ 収入総額 145,460,193

前年繰越額 15,270,070

本年収入額 130,190,123

２ 支出総額 131,852,645

３ 本年収入の内訳
寄附 57,785,000

個人分 5,465,000

政治団体分 52,320,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

72,069,843

アーリーバードセミナー（計
10回）

35,000,000

四季セミナー春季 5,010,000

四季セミナー桜花 5,050,000

四季セミナー夏季 6,420,000

四季セミナー立秋 6,040,000

四季セミナー秋季 6,960,000

第１回九州閃光会モーニング
セミナー

790,000

四季セミナー冬季 6,799,843

その他の収入 335,280

一件十万円未満のもの 335,280

４ 支出の内訳
経常経費 30,959,741

人件費 13,090,000

備品・消耗品費 3,062,703

事務所費 14,807,038

政治活動費 100,892,904

組織活動費 17,658,827

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,684,713

機関紙誌の発行事業費 340,600

政治資金パーティー開催事
業費

12,344,113

調査研究費 1,299,364

寄附・交付金 69,250,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 尚志 120,000 大分市
横田 真一 500,000 渋谷区
尾内 正道 170,000 世田谷区
三好 正也 60,000 多摩市
奥山 章雄 100,000 流山市
山本 秀夫 100,000 杉並区
二宮 宏司 120,000 大分市
谷口 隆康 120,000 大分市
三池 善朗 120,000 大分県玖珠町
松井 宏一 120,000 竹田市
年間五万円以下の
もの

3,935,000

（政治団体分）
全日本不動産政治
連盟

120,000 千代田区

二十一世紀政治経
済研究所

47,000,000 千代田区

日本公認会計士政
治連盟

4,200,000 千代田区

日本医師連盟 1,000,000 文京区
新二豊文化経済懇談会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平松 守彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大分県知事

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 29,123,531

前年繰越額 5,025,467

本年収入額 24,098,064

２ 支出総額 27,116,878

３ 本年収入の内訳
寄附 24,000,000

政治団体分 24,000,000

その他の収入 98,064

一件十万円未満のもの 98,064

４ 支出の内訳
経常経費 16,150,080

人件費 8,877,503

光熱水費 250,587

備品・消耗品費 1,077,723

事務所費 5,944,267

政治活動費 10,966,798

組織活動費 7,925,053

機関紙誌の発行その他の事業
費

62,790

宣伝事業費 62,790

調査研究費 2,968,955

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
社会開発研究会 12,000,000 練馬区
新日本経済研究所 12,000,000 練馬区
新日本情勢調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三ツ林隆志

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 43,691,988

前年繰越額 15,650,800

本年収入額 28,041,188

２ 支出総額 23,040,000

３ 本年収入の内訳
寄附 15,800,000

個人分 3,800,000

政治団体分 12,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,240,000

三ツ林隆志君を励ます会 12,240,000

その他の収入 1,188

一件十万円未満のもの 1,188

４ 支出の内訳
経常経費 7,357,893

人件費 4,855,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 769,530

事務所費 1,613,363

政治活動費 15,682,107

組織活動費 3,269,907

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,062,200

政治資金パーティー開催事
業費

8,062,200

寄附・交付金 4,350,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

白石 保 100,000 草加市
天野 裕雄 200,000 蓮田市
三ツ林恭子 1,000,000 幸手市
犬山 国重 1,000,000 横浜市
三ツ林裕己 1,000,000 文京区
三ツ林照子 500,000 幸手市
（政治団体分）
埼玉県医師連盟 5,000,000 さいたま市
日本医師連盟 3,000,000 文京区
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
三ツ林隆志君を励
ます会(656人)

12,240,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
三ツ林隆志君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）
埼玉県接骨師政治
連盟

300,000 さいたま市

日本医師連盟 1,000,000 文京区

新日本政匡会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田名部匡省

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 21,394,105

前年繰越額 5,701,180

本年収入額 15,692,925

２ 支出総額 16,690,874

３ 本年収入の内訳
寄附 2,535,018

個人分 2,200,000

政治団体分 335,018

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,049,370

平成18年「立教国会人クラブ」
懇親会

50,000

田名部匡省昼食会（計２回） 980,000

田名部匡省君の国会議員在職
25年を祝う会

12,019,370

その他の収入 108,537

宿泊代 108,515

一件十万円未満のもの 22

４ 支出の内訳
経常経費 3,398,074
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人件費 239,700

備品・消耗品費 2,062,102

事務所費 1,096,272

政治活動費 13,292,800

組織活動費 1,698,095

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,341,384

政治資金パーティー開催事
業費

3,841,545

その他の事業費 499,839

調査研究費 487,321

寄附・交付金 2,566,000

その他の経費 4,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉田 誠夫 1,200,000 八戸市
古関 武 300,000 高崎市
照井 正彦 700,000 都・港区
（政治団体分）
民主党青森県参議
院選挙区第１総支
部

290,018 八戸市

年間五万円以下の
もの

45,000

６ 特定パーティーの概要
田名部匡省君の国
会議員在職25年を
祝う会(375人)

12,019,370 千代田区

新日本政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡部 英明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 8,269,126

前年繰越額 1,908,950

本年収入額 6,360,176

２ 支出総額 5,546,146

３ 本年収入の内訳
寄附 6,360,000

個人分 340,000

政治団体分 6,020,000

その他の収入 176

一件十万円未満のもの 176

４ 支出の内訳
経常経費 3,721,461

人件費 2,951,480

備品・消耗品費 563,181

事務所費 206,800

政治活動費 1,824,685

組織活動費 1,813,765

調査研究費 10,920

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

340,000

（政治団体分）
自由民主党茨城県
第五選挙区支部

2,000,000 日立市

清和政策研究会 4,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

20,000

新日本総合研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

糸山英太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 110,640,468

前年繰越額 97,640,468

本年収入額 13,000,000

２ 支出総額 20,079,054

３ 本年収入の内訳
寄附 13,000,000

政治団体分 13,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 11,345,192

備品・消耗品費 4,441,766

事務所費 6,903,426

政治活動費 8,733,862

組織活動費 5,473,752

調査研究費 3,260,110

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
新日本政経育成会 13,000,000 都・港区
新農政研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

梶木 又三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 4,967,349

前年繰越額 4,967,067

本年収入額 282

２ 支出総額 3,003,461

３ 本年収入の内訳
その他の収入 282

一件十万円未満のもの 282

４ 支出の内訳
経常経費 2,781,003

人件費 2,014,419

備品・消耗品費 373,637

事務所費 392,947

政治活動費 222,458

組織活動費 162,368

調査研究費 16,590

寄附・交付金 43,500

新風会（遠藤 利明）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

遠藤 利明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 99,759,623

前年繰越額 10,327,623

本年収入額 89,432,000

２ 支出総額 76,631,112

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(16人) 160,000

寄附 9,424,000

個人分 8,424,000

政治団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

79,848,000

昼食勉強会（計３回） 4,150,000

遠藤利明政経セミナー（計２
回）

69,200,000

新風会幹事朝食会 42,000

新風会総会 1,006,000

機関紙発行 5,450,000

４ 支出の内訳
経常経費 41,629,407

人件費 28,027,433

光熱水費 547,273

備品・消耗品費 4,675,478

事務所費 8,379,223

政治活動費 35,001,705

組織活動費 19,915,818

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,150,067

機関紙誌の発行事業費 1,295,400

宣伝事業費 311,950

政治資金パーティー開催事
業費

9,167,718

その他の事業費 3,374,999

調査研究費 935,820

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀川 真宏 1,200,000 上山市
原田 順二 220,000 上山市
新山 靖雄 1,500,000 三鷹市
桜井 宏一 220,000 山形市
玉置 俊六 1,000,000 川崎市
秋野 貞子 1,000,000 天童市
小笠原一男 1,000,000 長井市
松木 紀昌 1,500,000 長井市
青木 眞 100,000 苫小牧市
三浦 一夫 300,000 山形市
青木 健 100,000 横浜市
村上 健男 100,000 中野区
年間五万円以下の
もの

184,000

（政治団体分）
仙台新風会 1,000,000 仙台市
６ 特定パーティーの概要
遠藤利明政経セミ
ナー（平成18年４
月26日開催）(849

人)

44,920,000 都・港区

遠藤利明政経セミ
ナー（平成18年11

月20日開催）(695

人)

24,280,000 山形市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
遠藤利明政経セミナー（平成18年４月26日開催）
（団体からの対価の支払）
エヌ・デーソフト
ウエアj

500,000 南陽市

松田建設j 500,000 上山市

新和産業j 1,000,000 山形市

黒澤建設工業j 1,060,000 山形市
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j山源建設 400,000 山形市

泰昌建設j 300,000 山形市

太田建設j 1,000,000 米沢市

小国開発j 1,000,000 山形県小国町

置賜建設j 600,000 米沢市

金子建設工業j 500,000 米沢市

國井建設工業j 500,000 寒河江市

jイトウ 300,000 南陽市

j金子レンタル 300,000 米沢市

j丸Ö 300,000 天童市

j殖産工務所 300,000 山形県川西町

j松田組 500,000 南陽市

東北企業j 1,000,000 山形市

j後藤組 1,500,000 米沢市

日本地下水開発j 500,000 山形市

j梅津組 1,020,000 長井市

j建設地盤 300,000 荒川区

大山建設j 400,000 尾花沢市

j上東建設 900,000 上山市

西庄建設j 300,000 上山市

東海林建設j 500,000 天童市

葉山建設j 1,000,000 長井市

渡辺建設j 1,000,000 長井市

jカキザキ 300,000 新庄市

共栄建運j 300,000 長井市

共和防災建設j 600,000 山形市

那須建設j 500,000 長井市

j那須自動車 240,000 長井市

堀川土建j 1,000,000 上山市

山形緑化j 300,000 長井市

山形建設j 1,000,000 山形市

樋口建設j 500,000 山形県飯豊町

jヤマコー 400,000 山形市

（政治団体からの対価の支払）
山形県農協政治連
盟

500,000 山形市

遠藤利明政経セミナー（平成18年11月20日開催）
（団体からの対価の支払）
経栄会 500,000 山形市

渋谷建設j 500,000 山形市

新和産業j 500,000 山形市

黒澤建設工業j 700,000 山形市

置賜建設j 300,000 米沢市

堀川土建j 700,000 上山市

松田建設j 500,000 上山市

泰昌建設j 300,000 山形市

太田建設j 500,000 米沢市

那須建設j 300,000 長井市

東栄コンクリート
工業j

300,000 山形市

j三和 300,000 山形市

j本家組 250,000 上山市

日本水資源開発j 500,000 山形市

jヤマコー 300,000 山形市

東北企業j 500,000 山形市

j金子レンタル 500,000 米沢市

j梅津組 800,000 長井市

j後藤組 1,300,000 米沢市

I公徳会 300,000 南陽市

jカキザキ 250,000 新庄市

共和防災建設j 300,000 山形市

j上東建設 400,000 上山市

東海林建設j 500,000 天童市

西庄建設j 300,000 上山市

小国開発j 300,000 山形県小国町

８ 資産等の内訳
（建物）
上山市 300,000

99.16fl

17.12.10

新風後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

魚谷 哲央

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

新ふるさとづくり研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

段本 幸男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.12

１ 収入総額 44,754,322

前年繰越額 35,465,670

本年収入額 9,288,652

２ 支出総額 1,461,542

３ 本年収入の内訳
寄附 9,260,000

個人分 5,260,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 28,652

一件十万円未満のもの 28,652

４ 支出の内訳
経常経費 400

事務所費 400

政治活動費 1,461,142

組織活動費 1,461,142

５ 寄附の内訳
（個人分）
村松 雄介 200,000 世田谷区
古賀 猷規 70,000 久留米市
大塚 忠夫 150,000 高松市
日高 基善 150,000 板橋区
田附 良一 100,000 東近江市
山田 昇 100,000 京都府精華町
木村 和夫 250,000 京田辺市
戸上 訓正 100,000 川口市
保積 修 100,000 豊島区
吉池 一孝 100,000 戸田市
河村 滉 100,000 岩倉市
石川 満 150,000 宇都宮市
北山 了 100,000 牛久市
左右田 繁 100,000 栗東市
木村 省三 250,000 那須塩原市
梅崎 哲哉 100,000 G飾区
年間五万円以下の
もの

3,140,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
新松山政治経済法律文化懇話会（新生会）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武智 教男
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛媛県議会議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

信明会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 信明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 2,374,101

前年繰越額 54,101

本年収入額 2,320,000

２ 支出総額 2,224,490

３ 本年収入の内訳
寄附 1,320,000

個人分 1,320,000

借入金 1,000,000

伊藤 信明 1,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,224,490

人件費 1,800,000

光熱水費 154,987

備品・消耗品費 36,873

事務所費 232,630

５ 寄附の内訳
（個人分）
小倉 陽二 500,000 中野区
中村 紀雄 200,000 調布市
伊藤 好民 500,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

120,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
伊藤 信明 17,640,610

真友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江Ä 鐵磨

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 6,072,737

前年繰越額 772,718

本年収入額 5,300,019

２ 支出総額 5,407,904

３ 本年収入の内訳
寄附 5,300,000

個人分 5,300,000

その他の収入 19

一件十万円未満のもの 19

４ 支出の内訳
経常経費 3,016,597

備品・消耗品費 372,327

事務所費 2,644,270

政治活動費 2,391,307

組織活動費 2,391,307

５ 寄附の内訳
（個人分）
江Ä 鐵磨 5,300,000 一宮市
信友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

町村 信孝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 157,479,947

前年繰越額 27,570,845

本年収入額 129,909,102

２ 支出総額 123,290,030

３ 本年収入の内訳
寄附 17,430,000

個人分 5,450,000

政治団体分 11,980,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

112,475,000

信友会朝食会（計２回） 63,260,000

町村信孝君を囲む会 49,215,000

その他の収入 4,102

一件十万円未満のもの 4,102

４ 支出の内訳
経常経費 61,800,062

人件費 49,151,460

光熱水費 270,688

備品・消耗品費 2,646,159

事務所費 9,731,755

政治活動費 61,489,968

組織活動費 30,087,133

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,529,289

政治資金パーティー開催事
業費

14,529,289

調査研究費 1,873,546

寄附・交付金 15,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐々木浩二 100,000 都・港区
小山 秀昭 100,000 札幌市
安田 隆二 800,000 大田区
岩谷 伸一 100,000 横浜市
町村 末吉 200,000 江別市
山Ä 富治 100,000 渋谷区
黒坂 順一 100,000 千歳市
中込 三郎 300,000 武蔵野市
福田 益和 350,000 大阪市
飯塚 史郎 100,000 さいたま市
高橋 歳夫 60,000 厚木市
夏井坂信幸 60,000 札幌市
山本有一郎 1,000,000 越前市
岩城 秀晴 100,000 札幌市
名川 昌一 100,000 文京区
小泉 凱彦 150,000 大和市
丸茂 晴男 200,000 横浜市
中舘 慈子 100,000 川崎市
曙 恒平 200,000 千歳市
大竹 通夫 150,000 八王子市
戸部 新司 70,000 札幌市
常田 寛 100,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

910,000

（政治団体分）
北海道歯科医師連
盟

200,000 札幌市

札幌歯科医師連盟 300,000 札幌市
石狩地区農協政治
連盟

100,000 札幌市

北海道医師連盟 1,000,000 札幌市
北海道石油政治連
盟札幌地方支部

60,000 札幌市

札幌市医師連盟 1,200,000 札幌市
日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
日本医師連盟 5,000,000 文京区
北海道石油政治連
盟

120,000 札幌市

日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
第30回信友会朝食
会(777人)

30,780,000 千代田区

町村信孝君を囲む
会(984人)

49,215,000 千代田区

第31回信友会朝食
会(803人)

32,480,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第30回信友会朝食会
（団体からの対価の支払）
日本レストランシ
ステムj

300,000 渋谷区

町村信孝君を囲む会
（団体からの対価の支払）
jデベロップメン
ト・リサーチ

500,000 新宿区

日本レストランシ
ステムj

300,000 渋谷区

日本レストランコ
ンフェクショナ
リーj

300,000 渋谷区

j杉友 300,000 都・港区

j巻工務店 400,000 札幌市

j田中興業 400,000 札幌市

j藤井工務店 300,000 札幌市

j岡鉄筋工業 400,000 札幌市

（政治団体からの対価の支払）
日本歯科技工士連
盟

1,000,000 新宿区

日本医師連盟 800,000 文京区

日本薬剤師連盟 300,000 新宿区

第31回信友会朝食会
（団体からの対価の支払）
日本レストランシ
ステムj

300,000 渋谷区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

８ 資産等の内訳
（建物）
江別市 10,000,000

153.03fl

13. 7.23

˜
œ

œ



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

（敷金）
j十全 14,000,000 2. 7.20

新陽会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

栗林 新吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛媛県議会議員

報告年月日 19. 4. 9

１ 収入総額 4,363,000

本年収入額 4,363,000

２ 支出総額 2,363,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,363,000

個人分 4,363,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,840,250

人件費 480,000

光熱水費 104,120

備品・消耗品費 607,846

事務所費 648,284

政治活動費 522,750

組織活動費 140,250

機関紙誌の発行その他の事業
費

382,500

機関紙誌の発行事業費 156,000

宣伝事業費 126,000

その他の事業費 100,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
栗林 新吾 1,500,000 松山市
栗林マキ子 800,000 松山市
安田 岸雄 1,000,000 松山市
安田 勝亮 1,000,000 松山市
年間五万円以下の
もの

63,000

新流会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

牧原 秀樹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 4,786,689

前年繰越額 2,652,601

本年収入額 2,134,088

２ 支出総額 3,127,998

３ 本年収入の内訳

個人の党費・会費(12人) 600,000

寄附 1,534,000

個人分 1,510,000

政治団体分 24,000

その他の収入 88

一件十万円未満のもの 88

４ 支出の内訳
経常経費 3,127,998

人件費 444,878

光熱水費 32,893

備品・消耗品費 821,420

事務所費 1,828,807

５ 寄附の内訳
（個人分）
牧原 稔 1,500,000 大田区
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

24,000

迅流青年社
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松村 久義

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 5.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

親和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

羽田 孜

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 204,473,316

前年繰越額 165,773,316

本年収入額 38,700,000

２ 支出総額 47,514,048

３ 本年収入の内訳
寄附 5,220,000

個人分 4,200,000

政治団体分 1,020,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

33,480,000

親和会総会・羽田孜代議士を
囲む会

33,480,000

４ 支出の内訳
経常経費 16,705,729

人件費 7,600,000

光熱水費 239,256

備品・消耗品費 3,187,055

事務所費 5,679,418

政治活動費 30,808,319

組織活動費 5,608,330

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,036,936

政治資金パーティー開催事
業費

7,036,936

調査研究費 3,648,831

その他の経費 14,514,222

５ 寄附の内訳
（個人分）
柳川 彰男 100,000 立川市
朝賀 昭 1,000,000 世田谷区
石井 稔 100,000 都・北区
塩谷 安男 100,000 世田谷区
北澤 章史 200,000 長野市
早川 正一 100,000 千代田区
小林 郷司 200,000 練馬区
宮林 典昭 200,000 千曲市
年間五万円以下の
もの

2,200,000

（政治団体分）
日本医師連盟 1,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 特定パーティーの概要
親和会総会・羽田
孜代議士を囲む会
(1,050人)

33,480,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
親和会総会・羽田孜代議士を囲む会
（団体からの対価の支払）
ヒノキ新薬j 320,000 千代田区

（政治団体からの対価の支払）
外食産業政治研究
会

300,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（借入金）
羽田 孜 12,069,963

晋和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

安倍 晋三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 301,602,900

前年繰越額 213,996,781

本年収入額 87,606,119

２ 支出総額 140,390,185

３ 本年収入の内訳
寄附 33,570,049

個人分 14,010,000

政治団体分 19,560,049

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

54,001,380

安倍晋三後援会政経セミナー 54,001,380

その他の収入 34,690

一件十万円未満のもの 34,690

４ 支出の内訳
経常経費 83,510,740

人件費 66,633,722

光熱水費 22,143

備品・消耗品費 7,492,609

事務所費 9,362,266

政治活動費 56,879,445

組織活動費 29,083,001

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,445,584

政治資金パーティー開催事
業費

4,445,584

調査研究費 1,341,701

寄附・交付金 19,509,159

その他の経費 2,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
谷 真澄 120,000 和泉市
谷 博治 120,000 和泉市
中島三四郎 120,000 下関市
平井 芳人 60,000 京都市
岡本 鴨二 120,000 和泉市
神代 重春 1,200,000 千葉市
上田 宣弘 120,000 下関市
松井 達 120,000 山陽小野田市
岡本 圭司 60,000 名古屋市
岡田 新 120,000 名古屋市
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広井 忠夫 120,000 一宮市
西垣 俊彦 120,000 名古屋市
大津 凡雄 120,000 名古屋市
辻本 信彦 120,000 大府市
山田 英司 120,000 名古屋市
中川 稔一 120,000 三重県紀北町
牧野 弘明 120,000 名古屋市
篠原 俊雄 60,000 丸亀市
石田 晴信 60,000 名古屋市
橋本 豪 1,500,000 都・港区
水月 文明 1,300,000 福岡市
関原 貞男 200,000 世田谷区
植村伴次郎 1,000,000 世田谷区
村瀬 裕子 1,200,000 世田谷区
神代 隆史 500,000 千葉市
田中 邦弘 300,000 横浜市
岡田 禮一 500,000 八尾市
出張 勝治 1,000,000 八尾市
山下 洋介 300,000 金沢市
井並 外則 200,000 金沢市
長田 憲一 500,000 由利本荘市
文山 伊織 200,000 渋谷区
中山 茂 1,000,000 札幌市
高橋 重廣 1,000,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

190,000

（政治団体分）
日本医師連盟 5,500,000 文京区
日本薬業政治連盟 3,000,000 都・中央区
自由民主党山口県
第四選挙区支部

10,860,049 下関市

全国理容政治連盟
中央会

200,000 渋谷区

６ 特定パーティーの概要
安倍晋三後援会政
経 セ ミ ナ ー
(747人)

54,001,380 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
安倍晋三後援会政経セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

８ 資産等の内訳
（預金等）

121,763,349

（敷金）
j神戸製鋼所不動産
カンパニー

2,587,445 16. 6.24

真和政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西村 真悟

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

(関係書類が押収されているため、収入の一部が
記載できない旨、報告があった。)
報告年月日 19. 6. 8

１ 収入総額 不明
前年繰越額 不明
本年収入額 26,124,911

２ 支出総額 25,318,369

３ 本年収入の内訳
寄附 19,016,000

個人分 19,016,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,534,430

第11回西村真悟内外情勢問題
調査研究会

550,000

西村真悟内外情勢問題調査研
究会忘年会

510,000

西村真悟内外情勢問題調査研
究会特別会

700,000

真和政経定例会 117,000

真和政経懇親会 50,000

真和政経国政報告会 245,000

真和政経国政報告会ＩＮ関西 220,000

東京湾クルージング・ディ
ナークルーズ

4,142,430

その他の収入 574,481

一件十万円未満のもの 574,481

４ 支出の内訳
経常経費 20,206,360

人件費 8,508,886

光熱水費 343,610

備品・消耗品費 2,859,225

事務所費 8,494,639

政治活動費 5,112,009

組織活動費 1,955,271

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,839,976

機関紙誌の発行事業費 224,910

政治資金パーティー開催事
業費

2,246,266

その他の事業費 368,800

調査研究費 313,762

寄附・交付金 3,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
天野喜一朗 120,000 堺市
池田 浩之 120,000 堺市
石川 博 120,000 大阪市
上田 憲英 120,000 堺市
熊谷 尚之 120,000 大阪市
大崎 隆三 120,000 世田谷区
大輪 智子 120,000 大阪市
小沢 正三 120,000 堺市
海部 佳樹 120,000 堺市
岸本 敦 120,000 四條畷市
北浦 敏雄 120,000 堺市
清岡憲二郎 60,000 堺市
十河久美子 120,000 大阪市
高橋 季義 120,000 西宮市
坂口 茂満 120,000 大阪狭山市
阪口 文世 120,000 堺市
阪本 邦雄 120,000 堺市
多田 照男 120,000 大阪市
谷和 光彦 120,000 堺市
辻 宗和 120,000 貝塚市
槌屋 茂康 120,000 堺市
西島 隆子 120,000 大阪市
西谷 稔 120,000 堺市
西山 廣司 100,000 堺市
間 善三郎 120,000 堺市
土師 登 60,000 堺市
平井 孝治 120,000 大阪市
広瀬 寛子 120,000 堺市
堀田 真理 120,000 堺市
堀田 康司 120,000 堺市
前田什参生 60,000 堺市
松岡 光日 100,000 大阪市
三谷 彰男 120,000 大阪市
峰下 順三 130,000 高槻市
森本 武章 120,000 大阪市
吉村 伊平 120,000 大阪市
四ツ碇明也 120,000 川西市
松永 秀行 120,000 大阪市
社領 晃行 130,000 堺市

堀 浩平 1,500,000 鎌倉市
堀 幸子 1,500,000 鎌倉市
田中 繁男 120,000 河内長野市
竹崎 佳継 180,000 堺市
丹生 忠和 60,000 和泉市
中野 克也 120,000 河内長野市
堀 章彦 1,500,000 鎌倉市
堀 浩二 500,000 鎌倉市
堀内 昭正 120,000 堺市
溝端 惠一 240,000 堺市
野口 一 120,000 堺市
東浦 明子 120,000 高石市
西洞院文昭 240,000 河内長野市
西野 和雄 90,000 堺市
辻林 寛年 720,000 和泉市
池田 一也 100,000 千葉県栄町
上原 雅夫 100,000 春日市
大塚 恵太 100,000 都・中央区
川瀬 善業 100,000 四日市市
杉野 弘美 130,000 名古屋市
相澤 行一 630,000 つくば市
高野 雅樹 900,000 墨田区
長井 利尚 51,000 高崎市
中森 英男 100,000 堺市
橋本 勲 100,000 大阪市
長谷部正明 100,000 品川区
増子 啓子 100,000 さくら市
南出喜久治 100,000 京都市
吉田 鈴子 100,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

4,695,000

６ 資産等の内訳 不明
信和政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

葉梨 康弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.10

１ 収入総額 57,241,714

前年繰越額 4,502,184

本年収入額 52,739,530

２ 支出総額 39,636,474

３ 本年収入の内訳
寄附 7,500,000

個人分 2,700,000

政治団体分 4,800,000
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機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

45,239,530

葉梨康弘君の２期目の活躍を
期する会

36,883,530

葉梨康弘出版記念特別セミ
ナー

8,356,000

４ 支出の内訳
経常経費 18,636,237

人件費 13,290,000

備品・消耗品費 1,292,559

事務所費 4,053,678

政治活動費 21,000,237

組織活動費 277,163

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,791,074

政治資金パーティー開催事
業費

6,791,074

寄附・交付金 13,932,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮本 武憲 200,000 牛久市
葉梨 之紀 1,000,000 海老名市
青野 公英 1,500,000 柏市
（政治団体分）
新財政研究会 4,000,000 都・港区
日本酪農政治連盟 300,000 渋谷区
茨城県農協政治連
盟

500,000 水戸市

６ 特定パーティーの概要
葉梨康弘君の２期
目の活躍を期する
会(861人)

36,883,530 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
葉梨康弘君の２期目の活躍を期する会
（団体からの対価の支払）
みなと運送j 500,000 神栖市

j大和田建設 400,000 つくば市

（政治団体からの対価の支払）
平沼会 1,000,000 千代田区

瑞山同志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

清水清一朗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 4,669,442

前年繰越額 669,401

本年収入額 4,000,041

２ 支出総額 3,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 41

一件十万円未満のもの 41

４ 支出の内訳
政治活動費 3,000,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
衆議院比例区第十
支部

4,000,000 東村山市

翠松懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松本 十郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 46,376

前年繰越額 46,376

２ 支出総額 0

杉浦正健後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

杉浦 正健

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 77,609,494

前年繰越額 28,151,399

本年収入額 49,458,095

２ 支出総額 60,212,155

３ 本年収入の内訳
寄附 10,580,000

個人分 10,580,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

36,197,328

杉浦正健後援会朝食会（計３
回）

36,197,328

その他の収入 2,680,767

広告料 2,330,000

一件十万円未満のもの 350,767

４ 支出の内訳
経常経費 12,320,320

人件費 8,024,792

備品・消耗品費 2,887,441

事務所費 1,408,087

政治活動費 47,891,835

組織活動費 11,358,938

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,042,747

機関紙誌の発行事業費 4,970,679

宣伝事業費 2,197,041

政治資金パーティー開催事
業費

2,875,027

調査研究費 5,385

寄附・交付金 26,484,765

５ 寄附の内訳
（個人分）
千代田博明 100,000 千代田区
中西 澄江 520,000 名古屋市
杉浦 正健 6,000,000 岡崎市
小林 浩平 100,000 新宿区
島村 明定 110,000 大田区
原田 豊 120,000 中野区
渡辺洋一郎 600,000 前橋市
神 洋明 200,000 都・港区
村越 健 150,000 岡崎市
安西 愈 100,000 都・中央区
浅沼 俊道 60,000 板橋区
加毛 修 100,000 都・中央区
青木 一男 1,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

1,420,000

６ 特定パーティーの概要
杉浦正健後援会朝
食会（平成18年４
月12日開催）(428

人)

13,396,686 都・港区

杉浦正健後援会朝
食会（平成18年７
月26日開催）(412

人)

13,136,874 都・港区

杉村太蔵後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

杉村 太蔵

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 11,000,000

本年収入額 11,000,000

２ 支出総額 4,270,483

３ 本年収入の内訳
寄附 11,000,000

政治団体分 11,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,603,600

人件費 1,603,600

政治活動費 2,666,883

組織活動費 2,666,883

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党山梨県
衆議院比例区第一
支部

11,000,000 都・港区

鈴木政経フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 淑夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 3,722,311

前年繰越額 1,002,235

本年収入額 2,720,076

２ 支出総額 2,788,144

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,720,000

昼食勉強会（平成18年１月19

日開催）
100,000

昼食勉強会（平成18年４月26

日開催）
265,000

昼食勉強会（平成18年７月12

日開催）
655,000

昼食勉強会（平成18年10月27

日開催）
625,000

昼食勉強会（平成19年１月30

日開催予定）
520,000
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昼食勉強会（平成19年４月開
催予定）

435,000

昼食勉強会（平成19年７月開
催予定）

105,000

昼食勉強会（平成19年10月開
催予定）

15,000

その他の収入 76

一件十万円未満のもの 76

４ 支出の内訳
経常経費 1,865,744

人件費 1,235,000

備品・消耗品費 261,320

事務所費 369,424

政治活動費 922,400

機関紙誌の発行その他の事業
費

922,400

政治資金パーティー開催事
業費

922,400

５ 資産等の内訳
（借入金）
鈴木 淑夫 55,198,000

鈴木恒夫政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 恒夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 32,620,762

前年繰越額 685,762

本年収入額 31,935,000

２ 支出総額 31,942,362

３ 本年収入の内訳
寄附 18,605,000

個人分 9,145,000

政治団体分 9,460,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,330,000

新春のつどい 六選の恒さん
を囲んで

13,330,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,822,141

人件費 9,360,000

備品・消耗品費 462,141

政治活動費 22,120,221

組織活動費 3,177,386

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,792,241

宣伝事業費 3,458,204

政治資金パーティー開催事
業費

8,684,467

その他の事業費 649,570

寄附・交付金 1,550,594

その他の経費 4,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
市橋 武次 60,000 横浜市
加瀬 一男 120,000 横浜市
加藤 正次 120,000 横浜市
佐野 友保 60,000 秦野市
白井 秀行 120,000 横浜市
鈴木 忠雄 130,000 横浜市
鈴木 正 60,000 横浜市
塚越 俊子 60,000 横浜市
福田 盛行 60,000 横浜市
堀内 芳子 65,000 横浜市
畑中 秀 60,000 横浜市
宮地 信彦 60,000 横浜市
安藤 良男 60,000 横浜市
石川 正人 120,000 横浜市
大沼 利夫 60,000 藤沢市
井上 禮子 60,000 横浜市
臼井 從清 90,000 横浜市
江崎 一郎 60,000 横浜市
小川 恵三 60,000 横浜市
岸 清 60,000 横浜市
塩原 和夫 60,000 横浜市
島津 宜正 90,000 横浜市
島村 晴一 60,000 横浜市
鈴木 光男 60,000 横浜市
高橋 文治 60,000 横浜市
根本 稠 60,000 横浜市
平原 康行 60,000 横浜市
松村 健二 120,000 横浜市
吉田 寛 120,000 横浜市
渡辺 修 60,000 横浜市
青 博孝 60,000 横浜市
青木 猛 60,000 横浜市
秋本 康夫 60,000 横浜市
浅村 皓 120,000 三鷹市
飯山 清志 240,000 横浜市
井崎 良一 60,000 横浜市

石川 一好 60,000 横浜市
石黒 喬 60,000 横浜市
磯ヶ谷幸雄 60,000 横浜市
板垣 大助 60,000 横浜市
市野 重幸 60,000 横浜市
岩谷 伸一 60,000 横浜市
上野 町 60,000 横浜市
上原 良広 60,000 横浜市
大河内一洋 60,000 横浜市
小川 寛興 60,000 品川区
押尾 秀吉 60,000 横浜市
加藤 房男 60,000 横浜市
加藤 豊 60,000 横浜市
金子 茂 60,000 横浜市
金子 真二 120,000 横浜市
金子 保 60,000 横浜市
金子 光男 60,000 横浜市
川崎 辰雄 60,000 横浜市
川島 清嘉 60,000 横浜市
久保田 満 60,000 横浜市
栗原 行雄 60,000 横浜市
小林 智昭 60,000 横浜市
小森堅一郎 60,000 横浜市
小山 正 120,000 横浜市
今田 正紀 60,000 横浜市
佐藤 昭二 60,000 横浜市
椎橋 忠男 60,000 横浜市
渋谷 高弘 60,000 横浜市
志村 一郎 120,000 横浜市
清水 玄營 60,000 横浜市
志村 實 120,000 横浜市
篠沢 秀夫 60,000 横浜市
鈴木 勲 1,060,000 横浜市
鈴木 修身 60,000 横浜市
鈴木子守氏 180,000 秦野市
鈴木 伸彦 60,000 横浜市
鈴木 博 60,000 横浜市
高久 道男 60,000 横浜市
滝田 光久 120,000 横浜市
竹生 壽夫 60,000 横浜市
竹田 次夫 60,000 横浜市
田畑 正邦 60,000 横浜市
寺岡 英吉 60,000 横浜市
寺中 靖夫 60,000 横浜市
堂薗紀栄之 180,000 横浜市
仲田 敏捷 60,000 横浜市

中村 信男 60,000 横浜市
中山 清司 60,000 町田市
中山 千之 60,000 横浜市
永作 令子 60,000 横浜市
那須 幹誉 120,000 横浜市
根上 茂治 60,000 横浜市
根岸 周也 60,000 横浜市
野路 一幸 60,000 横浜市
花井 正二 60,000 横浜市
原木 正司 60,000 横浜市
東 璋 60,000 横浜市
平本 武夫 60,000 横浜市
晝間 勝 60,000 横浜市
古川 恒明 60,000 大田区
真下 忠雄 60,000 横浜市
前田 穂積 120,000 横浜市
三橋 武久 60,000 横浜市
村磯 勝彦 60,000 横浜市
村木 喜雄 120,000 横浜市
村田 哲郎 60,000 横浜市
矢澤 登 60,000 横浜市
吉原 久雄 120,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

390,000

（政治団体分）
大勇会 4,000,000 千代田区
自由民主党神奈川
県第七選挙区支部

5,460,000 横浜市

６ 特定パーティーの概要
新春のつどい 六
選の恒さんを囲ん
で(2,206人)

13,330,000 横浜市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
新春のつどい 六選の恒さんを囲んで
（団体からの対価の支払）
横浜理美容専門学
校

500,000 横浜市

シマキ商事j 500,000 横浜市

北陽建設j 300,000 横浜市

鈴木やすし市民ネットワーク
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 泰

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員
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報告年月日 19. 3.15

１ 収入総額 1,052

前年繰越額 1,052

２ 支出総額 0

スポーツ政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荻原 健司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 2,670,219

前年繰越額 1,336,096

本年収入額 1,334,123

２ 支出総額 478,245

３ 本年収入の内訳
寄附 750,000

個人分 650,000

政治団体分 100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

584,000

全国珠算研究集会講演 100,000

サロンドケンジパーティー 284,000

サロンドケンジｉｎ関西 200,000

その他の収入 123

一件十万円未満のもの 123

４ 支出の内訳
経常経費 1,155

事務所費 1,155

政治活動費 477,090

組織活動費 177,090

機関紙誌の発行その他の事業
費

300,000

政治資金パーティー開催事
業費

300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
荻原 健司 620,000 群馬県草津町
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
野田かずさ後援会 100,000 東村山市
澄田会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

澄田 信義

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県知事

報告年月日 19. 2. 1

１ 収入総額 29

前年繰越額 29

２ 支出総額 29

３ 支出の内訳
経常経費 29

事務所費 29

生活防衛研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

内山 晃

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 4,521,769

前年繰越額 43,745

本年収入額 4,478,024

２ 支出総額 4,520,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,478,000

個人分 58,000

政治団体分 4,420,000

その他の収入 24

一件十万円未満のもの 24

４ 支出の内訳
経常経費 892,830

備品・消耗品費 243,648

事務所費 649,182

政治活動費 3,627,170

組織活動費 3,605,650

調査研究費 21,520

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

58,000

（政治団体分）
民主党千葉県第７
区総支部

4,300,000 流山市

民主党 120,000 千代田区
政圭会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古屋 圭司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.15

１ 収入総額 83,076,763

前年繰越額 13,036,763

本年収入額 70,040,000

２ 支出総額 78,973,673

３ 本年収入の内訳
寄附 8,440,000

個人分 5,440,000

政治団体分 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

53,800,000

古屋圭司政経フォーラム（計
４回）

49,900,000

政経研究会 3,900,000

その他の収入 7,800,000

立法事務費 7,800,000

４ 支出の内訳
経常経費 25,255,786

人件費 16,581,200

備品・消耗品費 4,753,469

事務所費 3,921,117

政治活動費 53,717,887

組織活動費 3,482,109

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,485,778

政治資金パーティー開催事
業費

10,485,778

寄附・交付金 39,750,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
館林 正孝 200,000 恵那市
下ノ本 勝 680,000 岐阜市
丸山 輝城 100,000 中津川市
松島 善吉 60,000 多治見市
前田 重宏 60,000 可児市
杉野富美子 120,000 市川市
松本 紀子 360,000 多治見市
伊藤 和之 500,000 恵那市
松本 健彦 120,000 奈良市
渡辺 典雄 1,000,000 鹿沼市
足立 光正 1,000,000 八王子市
年間五万円以下の
もの

1,240,000

（政治団体分）
自由民主党岐阜県
第五選挙区支部

3,000,000 多治見市

６ 特定パーティーの概要

古 屋 圭 司 政 経
フォーラム（平成
18年４月 10日開
催）(498人)

17,190,000 名古屋市

古 屋 圭 司 政 経
フォーラム（平成
18年５月 22日開
催）(258人)

10,460,000 千代田区

古 屋 圭 司 政 経
フォーラム（平成
18年９月 25日開
催）(298人)

11,080,000 千代田区

古 屋 圭 司 政 経
フォーラム（平成
18年 12月 18日開
催）(287人)

11,170,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
古屋圭司政経フォーラム（平成18年４月10日開
催）
（団体からの対価の支払）
j伊藤商会 500,000 恵那市

j大誠 500,000 恵那市

政経研究会（東 祥三）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

東 祥三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 2,233,133

前年繰越額 2,230,409

本年収入額 2,724

２ 支出総額 2,176,692

３ 本年収入の内訳
その他の収入 2,724

一件十万円未満のもの 2,724

４ 支出の内訳
経常経費 1,243,056

光熱水費 86,218

備品・消耗品費 970,452

事務所費 186,386

政治活動費 933,636

組織活動費 933,636
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政経研究会（木村 ø秀）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木村 ø秀

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 39,221,023

前年繰越額 338,977

本年収入額 38,882,046

２ 支出総額 39,202,866

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

38,882,000

チャレンジ・フォーラム2006 38,082,000

政経セミナー 800,000

その他の収入 46

一件十万円未満のもの 46

４ 支出の内訳
政治活動費 39,202,866

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,202,866

政治資金パーティー開催事
業費

7,887,177

その他の事業費 315,689

寄附・交付金 31,000,000

５ 特定パーティーの概要
チ ャ レ ン ジ ・
フォーラム 2006

(1,905人)

38,082,000 名古屋市

政経研究会21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

中曽根弘文

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 35,553,771

前年繰越額 31,572,153

本年収入額 3,981,618

２ 支出総額 4,494,246

３ 本年収入の内訳
寄附 3,980,000

政治団体分 3,980,000

その他の収入 1,618

一件十万円未満のもの 1,618

４ 支出の内訳
経常経費 1,948,737

人件費 60,000

備品・消耗品費 400,783

事務所費 1,487,954

政治活動費 2,545,509

組織活動費 545,509

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
志帥会 3,980,000 千代田区
政経創造研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口 俊一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.29

１ 収入総額 38,856,553

前年繰越額 5,017,498

本年収入額 33,839,055

２ 支出総額 38,161,850

３ 本年収入の内訳
寄附 16,409,176

個人分 11,189,176

政治団体分 5,220,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,429,370

山口俊一君を励ます「新春の
集い」

17,429,370

その他の収入 509

一件十万円未満のもの 509

４ 支出の内訳
経常経費 23,042,331

人件費 11,679,646

光熱水費 386,155

備品・消耗品費 3,765,101

事務所費 7,211,429

政治活動費 15,119,519

組織活動費 8,812,200

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,609,694

政治資金パーティー開催事
業費

5,609,694

調査研究費 397,625

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山口 俊一 1,200,000 三好市

友枝 守彦 100,000 鳴門市
西村 明美 1,000,000 三好市
住友 義廣 100,000 吉野川市
近藤 正義 100,000 鳴門市
原 宗一 100,000 美馬市
松井 弘行 100,000 徳島市
朝野 佳伸 100,000 鳴門市
吉本 隆一 100,000 徳島市
多田 裕 100,000 徳島県海陽町
中津 茂 100,000 鳴門市
安喜 伝 100,000 鳴門市
新居 勇 100,000 徳島県那賀町
中川 公人 100,000 徳島県東みよ

し町
吉成 義数 100,000 鳴門市
青山 正 100,000 徳島県海陽町
池尻 英昭 100,000 三好市
山中 巨司 60,000 高知県土佐町
梅津 義弘 100,000 美馬市
竹内 伸治 100,000 美馬市
上西 虎夫 100,000 三好市
丸浦 世造 500,000 三好市
桜木 章子 1,000,000 美馬市
中石 司 100,000 三好市
芝野 光 100,000 鳴門市
碇 真尚 100,000 鳴門市
島谷 速敏 100,000 徳島市
年間五万円以下の
もの

5,229,176

（政治団体分）
大樹全国会議 5,000,000 都・港区
俊交会 220,000 鳴門市
６ 特定パーティーの概要
山口俊一君を励ま
す「新春の集い」
(1,400人)

17,429,370 美馬市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
山口俊一君を励ます「新春の集い」
（団体からの対価の支払）
西部生コンクリー
トe

500,000 三好市

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

徳島県大樹支部 500,000 徳島市

政経同友会（水野 清）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

水野 清

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 44,106,557

前年繰越額 31,303,632

本年収入額 12,802,925

２ 支出総額 14,302,558

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,800,000

時事問題勉強会（計11回） 12,800,000

その他の収入 2,925

一件十万円未満のもの 2,925

４ 支出の内訳
経常経費 7,964,184

人件費 625,240

光熱水費 741,810

備品・消耗品費 1,155,191

事務所費 5,441,943

政治活動費 6,338,374

組織活動費 3,311,936

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,079,525

その他の事業費 2,079,525

調査研究費 617,093

寄附・交付金 329,820

５ 資産等の内訳
（貸付金）
j水野アンドアソシ
エイツ

12,060,000

政経同友会（志良以 榮）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

志良以 榮

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 20,970,100

前年繰越額 5,750,100

本年収入額 15,220,000

２ 支出総額 14,993,070

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(31人) 620,000

寄附 14,600,000
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個人分 14,600,000

４ 支出の内訳
経常経費 11,186,070

人件費 6,000,000

光熱水費 264,870

備品・消耗品費 3,721,200

事務所費 1,200,000

政治活動費 3,807,000

組織活動費 3,807,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
橋口 秀 1,500,000 松山市
三宅泰二郎 1,500,000 高松市
松山 純大 1,500,000 豊田市
渡辺 秀明 1,500,000 都・港区
山田 洋正 1,500,000 愛知県蟹江町
清水 貞夫 1,500,000 川越市
成田 博明 1,500,000 相模原市
高橋 亜男 1,500,000 世田谷区
松山 純生 1,000,000 豊田市
横山 孝雄 600,000 各務原市
臼井 昭彦 1,000,000 横浜市
政経フォーラム21（漆原 良夫）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

漆原 良夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 21,718,550

前年繰越額 470,450

本年収入額 21,248,100

２ 支出総額 21,145,695

３ 本年収入の内訳
寄附 3,760,000

個人分 3,760,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,910,000

漆原良夫君を囲む激励の会 9,910,000

借入金 7,578,004

漆原 良夫 4,736,638

漆原 道夫 2,841,366

その他の収入 96

一件十万円未満のもの 96

４ 支出の内訳
経常経費 4,341,171

備品・消耗品費 2,768,229

事務所費 1,572,942

政治活動費 16,804,524

組織活動費 2,413,040

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,614,142

政治資金パーティー開催事
業費

3,614,142

寄附・交付金 1,839,246

その他の経費 8,938,096

５ 寄附の内訳
（個人分）
小林 芳夫 420,000 中野区
村山 六郎 240,000 新潟市
漆原 道夫 1,060,000 燕市
石井 次治 120,000 新宿区
田口 隆二 110,000 さいたま市
飯田 房義 100,000 八潮市
澤田 稔 1,000,000 富山市
猪熊 重二 200,000 横浜市
小西 広一 200,000 富山市
加藤 章 200,000 金沢市
年間五万円以下の
もの

110,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
漆原 良夫 18,448,767

漆原 道夫 4,906,273

政経フォーラム22

資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀井善太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 43,995,943

前年繰越額 9,761,943

本年収入額 34,234,000

２ 支出総額 38,980,818

３ 本年収入の内訳
寄附 12,576,000

個人分 6,176,000

政治団体分 6,400,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

21,658,000

亀井善之未来セミナー（計２
回）

15,000,000

亀井善太郎未来セミナー 5,800,000

政経フォーラム22総会 221,000

一門の会・仲善会総会 372,000

藤野町地区役員会 265,000

４ 支出の内訳
経常経費 28,155,545

人件費 20,083,972

光熱水費 225,920

備品・消耗品費 539,761

事務所費 7,305,892

政治活動費 10,825,273

組織活動費 1,839,149

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,691,755

政治資金パーティー開催事
業費

8,691,755

調査研究費 294,369

５ 寄附の内訳
（個人分）
渋谷 正美 60,000 厚木市
塚本 哲夫 192,000 浦安市
加茂 正三 144,000 高岡市
大森 繁夫 1,000,000 神戸市
鶴窪 一行 1,000,000 厚木市
石川 範義 100,000 厚木市
鴻 義久 240,000 横浜市
杉山 茂 120,000 伊勢原市
佐野 英之 120,000 秦野市
栗原 和子 120,000 秦野市
鈴木子守氏 120,000 秦野市
小沢 重彦 120,000 小田原市
大岩 隆夫 240,000 厚木市
板津健治郎 120,000 横浜市
小泉 直見 60,000 伊勢原市
斉藤 憲次 60,000 厚木市
岩倉 正保 60,000 横浜市
神山 務 100,000 小田原市
久津間康允 120,000 小田原市
土屋賢太郎 100,000 小田原市
都築 融光 120,000 小田原市
石川 一男 60,000 小田原市
内山カツ江 120,000 小田原市
山田 貢 60,000 小田原市
城所 弘之 60,000 伊勢原市
小泉 朝雄 60,000 伊勢原市
重田 勝美 60,000 伊勢原市
多田 斡美 60,000 伊勢原市

成田れい子 60,000 伊勢原市
年間五万円以下の
もの

1,320,000

（政治団体分）
近未来研究会 5,000,000 千代田区
甘山会 300,000 大和市
環境保全政治連盟 100,000 千代田区
日本自動車整備政
治連盟

1,000,000 都・港区

政経文化研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷垣 禎一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 45,449,531

前年繰越額 26,329,006

本年収入額 19,120,525

２ 支出総額 30,104,627

３ 本年収入の内訳
寄附 19,120,525

個人分 13,252,525

政治団体分 5,868,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,266,750

光熱水費 29,090

備品・消耗品費 7,658,641

事務所費 2,579,019

政治活動費 19,837,877

組織活動費 19,237,877

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
赤川 裕信 120,000 都・中央区
芦沢 重夫 100,000 世田谷区
新井 宏明 60,000 都・中央区
飯沼 健雄 100,000 鎌倉市
飯吉 伸一 100,000 世田谷区
家元 丈夫 60,000 福知山市
上田 宏 60,000 福知山市
遠藤 直哉 100,000 新宿区
植西 保男 60,000 京都市
大槻 弘右 60,000 福知山市
岡田 一彦 120,000 大田区
岡野 俊之 60,000 福知山市
岡野有里子 60,000 福知山市
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岡本比呂志 100,000 練馬区
奥貫 健一 100,000 都・港区
片桐 滋 100,000 新宿区
香取 嘉信 1,100,000 大田区
門脇 英晴 100,000 三鷹市
金田 英一 60,000 都・中央区
加毛 修 100,000 都・港区
岸 伊和男 220,000 杉並区
岸 元士 300,000 川崎市
久保 祐吉 100,000 川崎市
桑原 信隆 100,000 江戸川区
香月 芳雄 60,000 福知山市
酒井 陽太 300,000 大田区
朔 浩一 100,000 大田区
佐藤 克夫 100,000 都・港区
佐野 利昭 100,000 川崎市
塩沢喜代彦 100,000 世田谷区
塩見仁一郎 60,000 福知山市
塩見 英樹 60,000 福知山市
塩見 史子 60,000 福知山市
杉崎 重光 100,000 武蔵野市
清水慶三郎 100,000 文京区
鈴木 三弥 100,000 都・港区
須藤 英章 1,300,000 都・港区
田尾 陽一 100,000 中野区
高瀬 義昌 100,000 足立区
高日 音彦 60,000 福知山市
立木 貞昭 300,000 京都市
谷垣 修 60,000 福知山市
谷垣マサ子 1,500,000 福知山市
谷沢 敏允 100,000 都・港区
地崎 昭宇 100,000 渋谷区
土田 康輔 120,000 福知山市
角田 吉彦 100,000 渋谷区
鶴田 靖人 100,000 目黒区
豊川 圭一 100,000 新宿区
中森 峻治 300,000 大田区
新田 勇 100,000 豊島区
野田 雅生 60,000 新宿区
橋本 政昭 100,000 新宿区
林 信久 100,000 新潟県湯沢町
船越 成人 60,000 福知山市
堀谷 義明 120,000 京都市
増田陸奥夫 100,000 横浜市
宮崎 劭 60,000 宮津市
宮本 次郎 60,000 富山市

森 健一 100,000 横浜市
森本 晴生 100,000 練馬区
安田 耕治 60,000 城陽市
山Ä 高司 60,000 世田谷区
山段 將明 60,000 福知山市
吉岡 桂輔 100,000 目黒区
吉田誠之助 60,000 都・港区
吉田 博一 100,000 目黒区
渡辺洋一郎 600,000 前橋市
大塚 宣夫 1,000,000 青梅市
中原 英臣 100,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

1,132,525

（政治団体分）
全国麺類飲食業政
治連盟

200,000 千代田区

近畿宏友会 468,000 京都市
法務懇談会 200,000 都・港区
日本医師連盟 4,000,000 文京区
薬事制度問題研究
会

1,000,000 飯能市

青山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浜野 清人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 7,531,904

前年繰越額 7,531,286

本年収入額 618

２ 支出総額 500,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 618

一件十万円未満のもの 618

４ 支出の内訳
経常経費 315,000

人件費 120,000

備品・消耗品費 60,000

事務所費 135,000

政治活動費 185,000

組織活動費 80,000

調査研究費 105,000

静山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 静雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 31,278,966

前年繰越額 15,289,339

本年収入額 15,989,627

２ 支出総額 17,288,216

３ 本年収入の内訳
寄附 15,989,021

個人分 1,000,000

政治団体分 14,989,021

その他の収入 606

一件十万円未満のもの 606

４ 支出の内訳
経常経費 12,585,887

人件費 4,161,600

光熱水費 104,545

備品・消耗品費 1,405,683

事務所費 6,914,059

政治活動費 4,702,329

組織活動費 3,662,329

機関紙誌の発行その他の事業
費

40,000

宣伝事業費 40,000

調査研究費 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 静雄 1,000,000 小樽市
（政治団体分）
佐藤静雄の会連合
会

8,794,702 小樽市

志師会 2,000,000 千代田区
平沼会 1,000,000 千代田区
自由民主党北海道
第四選挙区支部

3,194,319 小樽市

成山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中山 成彬

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 23,272,032

前年繰越額 19,402,007

本年収入額 3,870,025

２ 支出総額 3,517,428

３ 本年収入の内訳

寄附 3,870,000

個人分 3,870,000

その他の収入 25

一件十万円未満のもの 25

４ 支出の内訳
経常経費 3,517,428

人件費 2,400,000

備品・消耗品費 704,087

事務所費 413,341

５ 寄附の内訳
（個人分）
麻生 邦典 120,000 宮崎市
海老原和正 120,000 宮崎市
大西 道叔 120,000 宮崎市
大森 臣道 120,000 小林市
笹栗 紘二 120,000 宮崎市
巴 寛 120,000 宮崎市
中本 順之 120,000 宮崎市
河野 雅行 120,000 宮崎市
相沢 潔 120,000 西都市
坂下 孝二 600,000 宮崎市
坂下 利博 600,000 小林市
図師田 馨 120,000 宮崎市
千田 毅 200,000 宮崎市
高木 雅子 120,000 宮崎市
竹村 直治 120,000 宮崎市
関屋高次郎 110,000 宮崎市
那須 泉 80,000 宮崎市
福井 輝文 120,000 宮崎市
松本 道義 120,000 宮崎市
福富 利美 100,000 宮崎県綾町
佐藤 良文 120,000 宮崎市
林下 茂 100,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

280,000

誠山会（太田 誠一）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

太田 誠一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 62,675,342

前年繰越額 14,353,370

本年収入額 48,321,972

２ 支出総額 51,519,199

３ 本年収入の内訳
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機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

48,320,000

モーニングセミナー「時代を
語る会」（計２回）

7,890,000

セミナー「これからの税金」 40,270,000

セミナー「復帰した太田誠一
を励ます会」（平成17年12月
５日開催）

160,000

その他の収入 1,972

一件十万円未満のもの 1,972

４ 支出の内訳
経常経費 34,141,693

人件費 21,194,597

光熱水費 462,237

備品・消耗品費 2,738,617

事務所費 9,746,242

政治活動費 17,377,506

組織活動費 7,169,630

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,125,096

政治資金パーティー開催事
業費

10,125,096

調査研究費 82,780

５ 特定パーティーの概要
セミナー「これか
らの税金」(989人)

40,270,000 福岡市

セミナー「復帰し
た太田誠一を励ま
す会」（平成17年
12月５日開催）(5

人)

160,000 福岡市
(前年収入額 34,755,000)

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
セミナー「これからの税金」
（団体からの対価の支払）
九州勧業j 1,500,000 福岡市

福岡市タクシー協
会

1,000,000 福岡市

糸島農業対策審議
会

400,000 前原市

福岡県農業協同組
合中央会

400,000 福岡市

政治経済研究会（久世 公堯）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

久世 公堯

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 20,000,000

前年繰越額 10,000,000

本年収入額 10,000,000

２ 支出総額 10,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 10,000,000

個人分 10,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 10,000,000

寄附・交付金 10,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
久世 公堯 10,000,000 世田谷区
政治結社皇生塾
資金管理団体の届出をした
者の氏名

竹田 照雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福岡県議会議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 1,925,000

本年収入額 1,925,000

２ 支出総額 1,925,000

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,925,000

機関紙発行 1,925,000

４ 支出の内訳
経常経費 223,663

光熱水費 28,000

備品・消耗品費 115,381

事務所費 80,282

政治活動費 1,701,337

組織活動費 348,556

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,347,781

機関紙誌の発行事業費 757,303

宣伝事業費 590,478

調査研究費 5,000

政治工学研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

河野 洋平

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.29

１ 収入総額 85,227,699

前年繰越額 26,093,025

本年収入額 59,134,674

２ 支出総額 65,876,386

３ 本年収入の内訳
寄附 17,826,000

個人分 13,614,000

政治団体分 4,212,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,300,000

河野洋平と政治を語る集い 41,300,000

その他の収入 8,674

一件十万円未満のもの 8,674

４ 支出の内訳
経常経費 20,723,144

人件費 9,675,517

光熱水費 295,291

備品・消耗品費 2,921,255

事務所費 7,831,081

政治活動費 45,153,242

組織活動費 10,696,282

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,456,960

政治資金パーティー開催事
業費

5,456,960

寄附・交付金 29,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河野 洋平 2,000,000 小田原市
舘石 昭 800,000 千代田区
吉田 晴哉 300,000 北海道追分町
浅村 皓 100,000 三鷹市
吉田 照哉 1,500,000 千歳市
吉田 勝巳 1,500,000 北海道安平町
野崎 邦夫 836,000 藤沢市
谷水 雄三 200,000 京都市
山田 義一 100,000 調布市
岩崎 大藏 1,000,000 新居浜市
広澤 冨正 200,000 小田原市
河野 二郎 1,000,000 渋谷区
鈴木 福蔵 500,000 秦野市
永瀬 明 500,000 豊島区
田 輝彌 100,000 伊勢原市
真壁 弘一 500,000 平塚市
真壁 治子 500,000 平塚市

大塚 健次 300,000 平塚市
竹内 伸枝 500,000 平塚市
永瀬 容子 500,000 豊島区
渡辺 享司 60,000 さいたま市
水島 巌 60,000 茅ヶ崎市
吉田 勲 60,000 神奈川県大磯

町
年間五万円以下の
もの

498,000

（政治団体分）
自由民主党神奈川
県第十七選挙区支
部

3,200,000 小田原市

日本医師連盟 1,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

12,000

６ 特定パーティーの概要
河野洋平と政治を
語る集い(530人)

41,300,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
河野洋平と政治を語る集い
（団体からの対価の支払）
湘南倉庫運送j 700,000 平塚市

j水中造形セン
ター

300,000 千代田区

日端テクノj 400,000 秦野市

エヌティ精密j 400,000 秦野市

亀井工業j 300,000 茅ヶ崎市

正栄金属j 500,000 世田谷区

平塚化成j 600,000 平塚市

j三谷商会 500,000 国立市

中尾金属j 500,000 都・中央区

j鵬製作所 400,000 大田区

日端鹿島j 600,000 川崎市

エバーグリーンj 300,000 都・中央区
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日本飼糧工業会 500,000 都・港区

日本ビルウェルj 300,000 神戸市

日本製粉j 300,000 渋谷区

ネッツトヨタ神奈
川j

260,000 平塚市

横浜トヨペットj 260,000 横浜市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

神奈川県農政推進
連盟

240,000 横浜市

８ 資産等の内訳
（預金等）

16,025,996

（敷金）
三井不動産ビルマネ
ジメントj

4,414,763 16. 3.30

（借入金）
河野 洋平 15,000,000

政治システム研究会（松野 頼久）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松野 頼久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 52,436,650

前年繰越額 3,086,610

本年収入額 49,350,040

２ 支出総額 48,805,376

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

個人分 300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

49,050,000

21世紀日本の進路を考える勉
強会

15,980,000

衆議院議員松野頼久君を励ま
す会

33,070,000

その他の収入 40

一件十万円未満のもの 40

４ 支出の内訳
経常経費 18,136,364

人件費 12,862,284

備品・消耗品費 2,133,792

事務所費 3,140,288

政治活動費 30,669,012

組織活動費 7,217,714

選挙関係費 4,213,988

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,582,185

宣伝事業費 470,492

政治資金パーティー開催事
業費

2,111,693

調査研究費 505,125

寄附・交付金 16,150,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
清原 慶三 120,000 渋谷区
清原 克明 60,000 渋谷区
村尾 一成 120,000 さいたま市
６ 特定パーティーの概要
21世紀日本の進路
を考える勉強会
(799人)

15,980,000 千代田区

衆議院議員松野頼
久君を励ます会
(1,650人)

33,070,000 千代田区

７ 資産等の内訳
（借入金）
松野 頼久 20,000,000

政治団体「いろは」
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩村 六雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

横浜市議会議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

政伸会（古本伸一郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古本伸一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 57,489,893

前年繰越額 22,163,679

本年収入額 35,326,214

２ 支出総額 15,098,490

３ 本年収入の内訳
寄附 35,320,000

政治団体分 35,320,000

その他の収入 6,214

一件十万円未満のもの 6,214

４ 支出の内訳
経常経費 98,490

事務所費 98,490

政治活動費 15,000,000

寄附・交付金 15,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党愛知県総支
部連合会

200,000 名古屋市

全トヨタ政治に参
加する会

35,000,000 豊田市

民主党 120,000 千代田区
誠信会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岸 信夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 6

１ 収入総額 35,818,779

前年繰越額 3,087,983

本年収入額 32,730,796

２ 支出総額 25,936,249

３ 本年収入の内訳
寄附 7,570,000

個人分 1,570,000

政治団体分 6,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

25,159,895

岸信夫君と語る会 19,980,000

第２回岸信夫政経セミナー 5,179,895

その他の収入 901

一件十万円未満のもの 901

４ 支出の内訳
経常経費 12,549,050

人件費 5,322,838

光熱水費 150,928

備品・消耗品費 2,665,440

事務所費 4,409,844

政治活動費 13,387,199

組織活動費 7,276,664

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,053,995

政治資金パーティー開催事
業費

5,053,995

調査研究費 56,540

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中島美代子 100,000 山陽小野田市
十川 三男 100,000 山口市
十川 静枝 100,000 山口市
西田 健一 60,000 山口市
河野 哲也 120,000 下松市
高橋 雅夫 100,000 都・港区
井並 外則 120,000 金沢市
年間五万円以下の
もの

870,000

（政治団体分）
自由民主党山口県
参議院選挙区第三
支部

2,000,000 山口市

清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
岸信夫君と語る会
(410人)

19,980,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
岸信夫君と語る会
（個人からの対価の支払）
鎌田 正彦 700,000 大田区

（団体からの対価の支払）
jサンライフ 1,500,000 愛知県東郷町

jアローズ 300,000 渋谷区

征成会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堀込 征雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 2,517,980

前年繰越額 2,517,980

２ 支出総額 0
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清政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小野 清子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 46,435,212

前年繰越額 35,214,733

本年収入額 11,220,479

２ 支出総額 3,141,233

３ 本年収入の内訳
寄附 39,000

個人分 27,000

政治団体分 12,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,180,000

朝食勉強会（計３回） 11,180,000

その他の収入 1,479

一件十万円未満のもの 1,479

４ 支出の内訳
経常経費 44,473

備品・消耗品費 29,033

事務所費 15,440

政治活動費 3,096,760

組織活動費 316,646

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,780,114

政治資金パーティー開催事
業費

2,780,114

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

27,000

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

12,000

政正会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤原 正司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 7,477,338

前年繰越額 4,476,989

本年収入額 3,000,349

２ 支出総額 1,701,050

３ 本年収入の内訳
寄附 3,000,000

政治団体分 3,000,000

その他の収入 349

一件十万円未満のもの 349

４ 支出の内訳
政治活動費 1,701,050

組織活動費 1,701,050

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党参議院比例
区第26総支部

3,000,000 都・港区

斉政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小斉平敏文

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 34,077,332

前年繰越額 1,697,443

本年収入額 32,379,889

２ 支出総額 29,233,705

３ 本年収入の内訳
寄附 5,460,000

個人分 1,460,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,919,265

こせひら敏文君を励ます会 26,919,265

その他の収入 624

一件十万円未満のもの 624

４ 支出の内訳
経常経費 8,290,715

人件費 2,320,035

備品・消耗品費 2,745,268

事務所費 3,225,412

政治活動費 20,942,990

組織活動費 9,566,944

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,191,602

政治資金パーティー開催事
業費

4,191,602

調査研究費 174,444

寄附・交付金 7,010,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

福丸 誠 240,000 都城市
坂下 利博 360,000 小林市
坂下 方規 240,000 小林市
平野 眞也 100,000 小林市
森田 廣一 120,000 鹿児島市
馬場 昭次 240,000 小林市
高佐 時義 120,000 小林市
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
こせひら敏文君を
励ます会(431人)

26,919,265 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
こせひら敏文君を励ます会
（団体からの対価の支払）
宮崎県漁業協同連
合連合会

500,000 宮崎市

東諸地区建設業協
会

600,000 宮崎市

宮崎地区建設業協
会

300,000 宮崎市

宮崎地区建設e 300,000 宮崎市

西臼杵建設事業e 1,000,000 宮崎県高千穂
町

西都地区建設業協
会

400,000 西都市

都城地区建設業協
会

1,120,000 都城市

延岡地区建設業協
会

1,000,000 延岡市

（政治団体からの対価の支払）
日向地区建設業政
治連盟

1,000,000 日向市

高鍋地区建設業政
治連盟

1,000,000 宮城県高鍋町

宮崎県建設業政治
連盟

1,500,000 宮崎市

正政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

糸川 正晃

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 4,705,244

前年繰越額 158,129

本年収入額 4,547,115

２ 支出総額 4,417,500

３ 本年収入の内訳
寄附 3,322,000

個人分 322,000

政治団体分 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,220,000

「国民新党前進の集い」 1,220,000

その他の収入 5,115

一件十万円未満のもの 5,115

４ 支出の内訳
経常経費 2,393,085

人件費 686,930

備品・消耗品費 1,180,240

事務所費 525,915

政治活動費 2,024,415

組織活動費 1,537,639

機関紙誌の発行その他の事業
費

425,896

宣伝事業費 425,896

調査研究費 60,880

５ 寄附の内訳
（個人分）
糸川 正晃 302,000 坂井市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
民峰会 3,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
「国民新党前進の
集い」(52人)

1,220,000 千代田区

制度改革フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

仙谷 由人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 22,811,536

前年繰越額 16,884,640

本年収入額 5,926,896

２ 支出総額 14,668,591

３ 本年収入の内訳

˜
�

�



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

寄附 5,926,000

個人分 3,856,000

政治団体分 2,070,000

その他の収入 896

一件十万円未満のもの 896

４ 支出の内訳
経常経費 4,168,591

人件費 3,800,000

備品・消耗品費 282,240

事務所費 86,351

政治活動費 10,500,000

寄附・交付金 10,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅井 正 100,000 名古屋市
漆原 本晴 300,000 徳島市
置田 克己 100,000 徳島市
小沼 清敬 300,000 目黒区
桜木 佳明 1,000,000 美馬市
杉本 紀子 1,000,000 徳島市
中前 忠 100,000 渋谷区
芳永 克彦 240,000 都・港区
吉村金次郎 100,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

616,000

（政治団体分）
民主党 2,020,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

正風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大石 正光

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 9,173,347

前年繰越額 757,347

本年収入額 8,416,000

２ 支出総額 8,829,655

３ 本年収入の内訳
寄附 3,076,000

個人分 3,076,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,340,000

大石正光と語る夕べ（計２回） 5,340,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,375,985

備品・消耗品費 623,539

事務所費 752,446

政治活動費 7,453,670

組織活動費 2,536,374

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,950,822

機関紙誌の発行事業費 362,160

宣伝事業費 264,410

政治資金パーティー開催事
業費

3,324,252

調査研究費 166,474

寄附・交付金 800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿部 輝男 100,000 柏市
千葉 鉄夫 500,000 栗原市
大西 弘高 300,000 名古屋市
佐藤 裕 360,000 仙台市
大石 峯子 300,000 登米市
白鳥 博 300,000 横浜市
伊藤 光哉 100,000 G飾区
井上 純一 800,000 都・港区
北川 郁夫 120,000 石巻市
鈴木 明 120,000 石巻市
年間五万円以下の
もの

76,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
大石 正光 96,000,000

清風政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

戸井田 徹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 2,300,782

前年繰越額 1,221,512

本年収入額 1,079,270

２ 支出総額 1,554,613

３ 本年収入の内訳
寄附 1,079,270

個人分 1,079,270

４ 支出の内訳
経常経費 1,554,613

備品・消耗品費 801,593

事務所費 753,020

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,079,270

正邦会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村上 正邦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

(関係書類が押収されているため、収入の一部が
記載できない旨、報告があった。)
報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 不明
前年繰越額 不明
本年収入額 0

２ 支出総額 0

清明会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

千田 博通

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

岡山県議会議員

報告年月日 19. 2. 6

１ 収入総額 7,961

前年繰越額 7,961

２ 支出総額 0

清友会（大屋 俊弘）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大屋 俊弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 265,669

前年繰越額 100,658

本年収入額 165,011

２ 支出総額 260,000

３ 本年収入の内訳
寄附 165,000

個人分 165,000

その他の収入 11

一件十万円未満のもの 11

４ 支出の内訳
政治活動費 260,000

寄附・交付金 260,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

安達 勉 60,000 出雲市
名取 久紀 55,000 松江市
年間五万円以下の
もの

50,000

青鷹会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

望月 義夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 37,009,326

前年繰越額 949,326

本年収入額 36,060,000

２ 支出総額 27,329,821

３ 本年収入の内訳
寄附 2,300,000

政治団体分 2,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

33,760,000

語る会 9,800,000

励ます会（計２回） 23,960,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,432,510

人件費 1,800,000

備品・消耗品費 619,420

事務所費 2,013,090

政治活動費 22,897,311

組織活動費 2,756,673

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,140,638

機関紙誌の発行事業費 228,060

政治資金パーティー開催事
業費

7,912,578

寄附・交付金 12,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

300,000 品川区

新財政研究会 2,000,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
励ます会（平成18

年２月20日開催）
(585人)

11,700,000 静岡市
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励ます会（平成18

年12月10日開催）
(613人)

12,260,000 静岡市

青竜会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山Ä 力

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 10,388,128

前年繰越額 1,945,618

本年収入額 8,442,510

２ 支出総額 8,330,508

３ 本年収入の内訳
寄附 8,442,400

個人分 5,142,400

政治団体分 3,300,000

その他の収入 110

一件十万円未満のもの 110

４ 支出の内訳
経常経費 5,385,940

人件費 3,140,200

備品・消耗品費 1,423,745

事務所費 821,995

政治活動費 2,944,568

組織活動費 2,944,568

５ 寄附の内訳
（個人分）
山崎 竜弥 1,500,000 栃木県上三川

町
山崎 修子 1,500,000 栃木県上三川

町
蝦名 憲英 500,000 つがる市
牧野 慶逸 240,000 青森県外ヶ浜

町
山崎 竜男 1,402,400 青森市
（政治団体分）
平成研究会 3,000,000 千代田区
青森県医師連盟 300,000 青森市
６ 資産等の内訳
（借入金）
山崎 力 12,800,000

正流会（斎藤 正美）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

斎藤 正美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 9,423,925

前年繰越額 4,163,793

本年収入額 5,260,132

２ 支出総額 7,524,786

３ 本年収入の内訳
寄附 5,260,000

個人分 3,260,000

政治団体分 2,000,000

その他の収入 132

一件十万円未満のもの 132

４ 支出の内訳
経常経費 1,330,159

人件費 360,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 173,248

事務所費 676,911

政治活動費 6,194,627

組織活動費 194,627

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
雁部 善一 360,000 石巻市
及川 和雄 120,000 登米市
佐々木敏一 600,000 石巻市
亀山 昌昭 390,000 石巻市
石川 達雄 120,000 東松島市
津田 昭一 120,000 石巻市
鈴木 徹 120,000 石巻市
中村 尚祥 110,000 仙台市
千葉 雄之 240,000 石巻市
渋谷 浩一 180,000 石巻市
小玉 俊博 90,000 石巻市
戸根 治郎 90,000 石巻市
岩城準之助 200,000 石巻市
瀬崎 和雄 500,000 石巻市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
正流会（高村 正彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高村 正彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 184,440,470

前年繰越額 102,188,693

本年収入額 82,251,777

２ 支出総額 71,280,966

３ 本年収入の内訳
寄附 24,245,000

個人分 6,720,000

政治団体分 17,525,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

57,999,851

衆議院議員高村正彦君を囲む
会（平成18年12月12日開催）

50,859,400

高村正彦朝食勉強会（計３回） 3,890,000

ガンバレ高村正彦新春の集い
（計２回）

2,750,451

衆議院議員高村正彦君を囲む
会（平成17年11月24日開催）

220,000

正流会世話人会 280,000

その他の収入 6,926

一件十万円未満のもの 6,926

４ 支出の内訳
経常経費 30,325,927

人件費 16,185,406

光熱水費 642,717

備品・消耗品費 6,113,733

事務所費 7,384,071

政治活動費 40,955,039

組織活動費 21,874,817

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,708,894

宣伝事業費 70,140

政治資金パーティー開催事
業費

6,358,754

その他の事業費 280,000

調査研究費 171,328

寄附・交付金 12,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
福田 貢 120,000 防府市
小林 哲男 120,000 横浜市
井上 朝義 60,000 防府市
月岡 英夫 100,000 横浜市
今村 元治 120,000 防府市

松田 昌祐 120,000 周南市
藪本 俊一 100,000 大田区
加毛 修 100,000 都・港区
都野 治男 1,100,000 周南市
蔵清 正一 60,000 周南市
末永 汎本 600,000 山口市
山西 孝治 100,000 日野市
西田 健一 120,000 山口市
淵上 泰敬 120,000 山口市
渡邊洋一郎 600,000 前橋市
神洋 明 200,000 浦安市
熊野 克子 500,000 岩国市
岡澤 寛 60,000 防府市
大西満津子 1,000,000 防府市
松本 彦 1,000,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

420,000

（政治団体分）
番町政策研究所 13,825,000 千代田区
高村正彦法曹後援
会

1,000,000 都・中央区

日本薬剤師連盟 600,000 新宿区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
法務懇談会 100,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員高村正
彦君を囲む会（平
成18年12月12日開
催）(893人)

50,859,400 都・港区

衆議院議員高村正
彦君を囲む会（平
成17年11月24日開
催）(5人)

220,000 都・港区
(前年収入額 57,449,440)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員高村正彦君を囲む会（平成18年12月
12日開催）
（個人からの対価の支払）
宮崎 進 1,000,000 鎌倉市

徳竹 康徳 300,000 杉並区

（団体からの対価の支払）
j三甲興産 400,000 野洲市

j矢島聰子事務所 500,000 杉並区
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セボンj 500,000 新宿区

橋本産業j 300,000 台東区

jニトリ 1,000,000 札幌市

j稲川素子事務所 260,000 都・港区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

東京不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 7,021,420 15. 6. 3

清流会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松山 政司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 33,681,342

前年繰越額 646,497

本年収入額 33,034,845

２ 支出総額 28,832,618

３ 本年収入の内訳
寄附 4,100,000

政治団体分 4,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

28,934,845

松山政司政経文化セミナー 28,934,845

４ 支出の内訳
経常経費 3,412,865

備品・消耗品費 2,971,600

事務所費 441,265

政治活動費 25,419,753

組織活動費 19,936,834

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,444,877

政治資金パーティー開催事
業費

5,444,877

調査研究費 38,042

５ 寄附の内訳

（政治団体分）
新財政研究会 4,000,000 都・港区
福岡県医師連盟 100,000 福岡市
６ 特定パーティーの概要
松山政司政経文化
セ ミ ナ ー
(1,447人)

28,934,845 福岡市

清鈴会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 俊一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 88,415,306

前年繰越額 28,524,748

本年収入額 59,890,558

２ 支出総額 60,001,253

３ 本年収入の内訳
寄附 15,700,000

個人分 1,890,000

政治団体分 13,810,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

44,190,000

鈴木俊一君を励ます会（計２
回）

5,510,000

鈴木俊一君を囲む会 2,820,000

鈴木俊一君を激励する会 35,860,000

その他の収入 558

一件十万円未満のもの 558

４ 支出の内訳
経常経費 30,753,874

人件費 9,063,225

光熱水費 747,809

備品・消耗品費 12,018,768

事務所費 8,924,072

政治活動費 29,247,379

組織活動費 18,564,925

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,663,536

政治資金パーティー開催事
業費

5,663,536

調査研究費 281,612

寄附・交付金 4,737,306

５ 寄附の内訳
（個人分）
星 三郎 120,000 盛岡市

大粒来幸男 120,000 岩手県洋野町
矢島 勝彌 300,000 大田区
森 和夫 120,000 大田区
板澤 俊夫 60,000 横浜市
落合 昭男 100,000 荒川区
五味 p 480,000 上田市
岡田 茂雄 120,000 盛岡市
藤森 幸晴 120,000 稲城市
近藤 駿 200,000 盛岡市
年間五万円以下の
もの

150,000

（政治団体分）
健康保険政治連盟 150,000 都・港区
日本司法書士政治
連盟岩手会

100,000 盛岡市

北海道水産政治協
会

200,000 札幌市

日本薬剤師連盟 1,000,000 新宿区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
日本薬業政治連盟 3,000,000 都・中央区
日本精神科病院政
治連盟

1,000,000 都・港区

全日本病院政治連
盟

360,000 千代田区

日本医師連盟 4,000,000 文京区
日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
鈴木俊一君を激励
する会(670人)

35,860,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
鈴木俊一君を激励する会
（個人からの対価の支払）
和山 忠朗 500,000 都・港区

（団体からの対価の支払）
jサンクスエクス
プレス

500,000 岩手県矢巾町

東日本プラントj 500,000 盛岡市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

製薬産業政治連盟 1,500,000 都・中央区

健康保険政治連盟 600,000 都・港区

正和同友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

倉成 正和

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 439

前年繰越額 439

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（貸付金）
倉成正和後援会 45,400,000

（借入金）
倉成 正和 22,000,000

関はじめ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

関 肇

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 627,440

前年繰越額 627,423

本年収入額 17

２ 支出総額 298,075

３ 本年収入の内訳
その他の収入 17

一件十万円未満のもの 17

４ 支出の内訳
経常経費 298,075

備品・消耗品費 16,404

事務所費 281,671

善弘会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子善次郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 29,538,841

前年繰越額 1,695,841

本年収入額 27,843,000

２ 支出総額 29,027,654

３ 本年収入の内訳
寄附 1,230,000

個人分 1,230,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,613,000
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政経懇話会 1,520,000

新春女性の集い 488,000

元気な日本を創るセミナー 14,200,000

国政報告会（計２回） 905,000

懇親の夕べ 9,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 11,109,729

人件費 5,699,000

備品・消耗品費 2,185,869

事務所費 3,224,860

政治活動費 17,917,925

組織活動費 6,212,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,705,925

政治資金パーティー開催事
業費

9,015,525

その他の事業費 2,690,400

５ 寄附の内訳
（個人分）
多ケ谷三千雄 120,000 さいたま市
天野 弘治 240,000 さいたま市
丸山 弘昭 240,000 名古屋市
金子 奉義 120,000 我孫子市
松田 博行 120,000 久喜市
横山 進一 240,000 新宿区
齋藤 彰 120,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

30,000

６ 特定パーティーの概要
元気な日本を創る
セミナー(650人)

14,200,000 千代田区

全国江田五月会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江田 五月

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 1

１ 収入総額 34,732,431

前年繰越額 14,182,151

本年収入額 20,550,280

２ 支出総額 8,287,476

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(26人) 211,000

寄附 9,692,000

個人分 9,692,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,616,000

全国江田五月会講演会＆交流
会

10,616,000

その他の収入 31,280

一件十万円未満のもの 31,280

４ 支出の内訳
経常経費 1,366,923

人件費 620,000

備品・消耗品費 94,144

事務所費 652,779

政治活動費 6,920,553

組織活動費 2,444,434

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,187,319

政治資金パーティー開催事
業費

2,187,319

調査研究費 287,600

寄附・交付金 2,000,000

その他の経費 1,200

５ 寄附の内訳
（個人分）
馬場 章年 100,000 さいたま市
増永 恭志 100,000 練馬区
橋本 健 1,000,000 渋谷区
橘 民義 100,000 岡山市
田 恵三 220,000 千代田区
相馬 計二 200,000 千代田区
松尾 翼 100,000 都・港区
藤原総一郎 60,000 千代田区
倉持 和朗 260,000 板橋区
木村 洋子 80,000 目黒区
小林 善勝 200,000 都・港区
礒部 昌信 100,000 狭山市
岡崎 幸夫 100,000 大田区
高杉 裕子 1,500,000 横浜市
江田 洋一 1,500,000 墨田区
新谷 雄二 500,000 岡山市
鈴木とも子 350,000 札幌市
黒田 愛子 100,000 大田区
児玉 範彦 110,000 大垣市
小泉征一郎 120,000 鎌倉市
江田 五月 850,000 岡山市
桑原 由次 200,000 世田谷区
田中 久夫 200,000 江戸川区
小柳 信夫 300,000 大田区

大竹 節郎 200,000 川崎市
常慶 良輔 200,000 八王子市
加藤 洋子 100,000 江東区
年間五万円以下の
もの

842,000

６ 特定パーティーの概要
全国江田五月会講
演会＆交流会(175

人)

10,616,000 千代田区

全国製造基盤フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

津田弥太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 1,140,000

本年収入額 1,140,000

２ 支出総額 100,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,140,000

個人分 1,000,000

政治団体分 140,000

４ 支出の内訳
政治活動費 100,000

組織活動費 100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
津田弥太郎 1,000,000 茅野市
（政治団体分）
ＪＡＭ政治連盟 100,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

40,000

全国泰山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小里 泰弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 71,542,846

前年繰越額 12,992,295

本年収入額 58,550,551

２ 支出総額 42,654,102

３ 本年収入の内訳
寄附 8,482,000

個人分 4,482,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

48,568,462

衆議院議員小里泰弘君を激励
する会

48,568,462

その他の収入 1,500,089

貸付金戻り 1,500,000

一件十万円未満のもの 89

４ 支出の内訳
経常経費 14,393,679

人件費 12,338,273

備品・消耗品費 935,906

事務所費 1,119,500

政治活動費 28,260,423

組織活動費 8,524,307

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,401,427

政治資金パーティー開催事
業費

8,401,427

調査研究費 237,613

寄附・交付金 9,597,076

その他の経費 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
寺田 歩 96,000 大口市
山下 貞光 120,000 霧島市
桑木 喜行 240,000 出水市
桑木 規行 180,000 出水市
桑木 行喜 180,000 出水市
児島 幸治 60,000 小平市
近藤由美子 96,000 鹿児島県湧水

町
新町 要紀 240,000 霧島市
瀬戸口美知男 120,000 霧島市
野村 公 480,000 阿久根市
水間 良信 120,000 鹿児島県菱刈

町
山下 猛 96,000 鹿児島県菱刈

町
米盛庄一郎 480,000 鹿児島市
宇都 要一 120,000 薩摩川内市
吉冨 信雄 480,000 鹿児島市
窪田 功司 120,000 霧島市
今井 一郎 120,000 品川区
森山 茂知 144,000 霧島市
塚田 洋一 240,000 霧島市
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年間五万円以下の
もの

750,000

（政治団体分）
宏池会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員小里泰
弘君を激励する会
(1,183人)

48,568,462 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員小里泰弘君を激励する会
（団体からの対価の支払）
西自動車j 300,000 霧島市

伊佐建設j 400,000 鹿児島県菱刈
町

桑木組j 600,000 出水市

鶴丸建設j 600,000 霧島市

淵脇建設j 400,000 霧島市

j小田原建設 400,000 出水市

j吉永産業 400,000 熊本市

j姶良郡建設会館 500,000 鹿児島県加治
木町

fナカシマ 300,000 鹿児島県加治
木町

全日電工連政治連
盟

400,000 都・港区

コーアツ工業j 400,000 鹿児島市

j明興テクノス 500,000 鹿児島市

jアーステクノ 300,000 鹿児島市

g鹿児島県建設業
協会

1,500,000 鹿児島県加治
木町

g鹿児島県建設業
協会

500,000 出水市

全国大志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

斉藤斗志二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 7,937,745

前年繰越額 1,768,941

本年収入額 6,168,804

２ 支出総額 4,890,422

３ 本年収入の内訳
寄附 6,100,000

政治団体分 6,100,000

その他の収入 68,804

一件十万円未満のもの 68,804

４ 支出の内訳
経常経費 3,860,358

人件費 2,813,210

備品・消耗品費 82,446

事務所費 964,702

政治活動費 1,030,064

組織活動費 972,964

調査研究費 57,100

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
21世紀政治経済調
査会

6,100,000 世田谷区

全国貞山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小里 貞利

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 398,744

前年繰越額 398,721

本年収入額 23

２ 支出総額 312,989

３ 本年収入の内訳
その他の収入 23

一件十万円未満のもの 23

４ 支出の内訳
経常経費 312,989

人件費 160,000

事務所費 152,989

５ 資産等の内訳
（借入金）

小里 貞利 35,000,000

川友政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川端 達夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 52,555,138

前年繰越額 17,591,715

本年収入額 34,963,423

２ 支出総額 31,160,572

３ 本年収入の内訳
寄附 3,340,000

個人分 1,250,000

（うち特定寄附） 1,200,000

政治団体分 2,090,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,620,000

川端達夫を囲む会 3,150,000

川端達夫君に大いに期待する
会

19,760,000

衆議院議員在職20年川端達夫
激励・感謝の集い

3,190,000

川端達夫と語る会 5,520,000

その他の収入 3,423

一件十万円未満のもの 3,423

４ 支出の内訳
経常経費 9,133,883

人件費 5,825,517

光熱水費 134,923

備品・消耗品費 710,598

事務所費 2,462,845

政治活動費 22,026,689

組織活動費 4,308,422

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,518,607

機関紙誌の発行事業費 1,074,150

宣伝事業費 1,433,250

政治資金パーティー開催事
業費

10,011,207

調査研究費 199,660

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…川端 達夫 1,200,000 大津市

年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
東政会 1,500,000 茨木市
民主党 540,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
川端達夫君に大い
に期待する会(988

人)

19,760,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
川端達夫君に大いに期待する会
（政治団体からの対価の支払）
東政会 1,000,000 茨木市

ソウ九段東京会議
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北潟谷 綜

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都瑞穂町長

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

総合財政経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

米沢 隆

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 3,124,008

前年繰越額 1,844,008

本年収入額 1,280,000

２ 支出総額 3,124,008

３ 本年収入の内訳
寄附 1,280,000

政治団体分 1,280,000

４ 支出の内訳
経常経費 387,951

人件費 331,562

備品・消耗品費 9,939

事務所費 46,450

政治活動費 2,736,057

組織活動費 2,692,638

調査研究費 43,419

５ 寄附の内訳
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（政治団体分）
民主党宮崎県第１
区総支部

1,280,000 宮崎市

総合政策研究会（西村 康稔）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西村 康稔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 126,538,749

前年繰越額 41,876,973

本年収入額 84,661,776

２ 支出総額 83,651,812

３ 本年収入の内訳
寄附 6,525,000

個人分 2,525,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

76,780,005

神戸セミナー 5,715,000

ＩＴ勉強会（計２回） 640,000

コンテンツの会 450,000

東京セミナー（計２回） 22,040,000

大阪セミナー 2,430,000

明石西村会 952,000

バイオの未来を考える会（計
２回）

540,000

淡路西村会 1,510,000

東京淡路会 218,000

神戸国政報告会 9,908,530

大阪国政報告会 7,152,000

東京飛躍の集い 25,224,475

その他の収入 1,356,771

一件十万円未満のもの 1,356,771

４ 支出の内訳
経常経費 33,059,708

人件費 27,486,283

光熱水費 28,733

備品・消耗品費 2,349,076

事務所費 3,195,616

政治活動費 50,592,104

組織活動費 19,300,703

機関紙誌の発行その他の事業
費

20,549,764

宣伝事業費 4,111,622

政治資金パーティー開催事
業費

16,438,142

調査研究費 8,521,637

寄附・交付金 300,000

その他の経費 1,920,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
篠崎 一浩 200,000 芦屋市
寺本 振透 200,000 世田谷区
林 信久 60,000 新潟県湯沢町
岡本ゆり子 840,000 南あわじ市
松谷 晃 600,000 明石市
安藤 誠英 480,000 明石市
年間五万円以下の
もの

145,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
東京セミナー（平
成18年４月６日開
催）(348人)

10,785,000 千代田区

東京セミナー（平
成18年７月31日開
催）(354人)

11,255,000 千代田区

東京飛躍の集い
(671人)

25,224,475 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
神戸セミナー
（団体からの対価の支払）
jきしろ 1,500,000 明石市

東京セミナー（平成18年４月６日開催）
（団体からの対価の支払）
jきしろ 1,500,000 明石市

東京セミナー（平成18年７月31日開催）
（団体からの対価の支払）
jきしろ 400,000 明石市

大阪国政報告会
（団体からの対価の支払）
jきしろ 1,500,000 明石市

東京飛躍の集い
（団体からの対価の支払）

jきしろ 1,500,000 明石市

８ 資産等の内訳
（借入金）
西村 康稔 21,000,000

草志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

菅 直人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 38,042,381

前年繰越額 16,886,932

本年収入額 21,155,449

２ 支出総額 28,005,513

３ 本年収入の内訳
寄附 19,686,940

個人分 10,446,940

政治団体分 9,240,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,468,000

定例会懇親会 1,468,000

その他の収入 509

一件十万円未満のもの 509

４ 支出の内訳
経常経費 4,733,619

光熱水費 117,395

備品・消耗品費 414,486

事務所費 4,201,738

政治活動費 23,271,894

組織活動費 2,193,821

機関紙誌の発行その他の事業
費

633,897

宣伝事業費 20,000

その他の事業費 613,897

調査研究費 214,176

寄附・交付金 20,230,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉田 稔 200,000 国立市
宮坂伊兵衛 150,000 中野区
綾部祥一郎 190,000 横浜市
橋元 雅司 60,000 品川区
安江 政和 60,000 国立市
湯川 和彦 60,000 東大和市
山元 由旭 60,000 文京区

滝本 加代 60,000 吹田市
島田 孝 60,000 足立区
西山 利巳 100,000 小金井市
北村 雍一 100,000 池田市
菅 規矩 60,000 岡山県建部町
斎藤 忠 60,000 三鷹市
河本 善鎬 1,000,000 横浜市
荻野 博司 100,000 川越市
中野 浩二 100,000 小金井市
山本 哲也 730,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

7,296,940

（政治団体分）
民主党 9,220,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 資産等の内訳
（敷金）
j神戸製鋼所不動産
カンパニー

2,797,200 17. 5.31

創史会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川内 博史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 2,542,000

前年繰越額 593,000

本年収入額 1,949,000

２ 支出総額 1,465,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,949,000

個人分 1,949,000

４ 支出の内訳
政治活動費 1,465,000

寄附・交付金 1,465,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
白石 友信 110,000 京都市
伊東 祐久 300,000 鹿児島市
賀本 敏行 88,000 京都市
上川路長生 200,000 鹿児島市
迫 貞義 120,000 鹿児島市
福元 清吾 496,000 鹿児島市
川内 榮 500,000 鹿児島市
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年間五万円以下の
もの

135,000

創世会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥田 建

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 5,231,300

前年繰越額 2,231,226

本年収入額 3,000,074

２ 支出総額 3,231,239

３ 本年収入の内訳
寄附 3,000,000

個人分 1,440,000

政治団体分 1,560,000

その他の収入 74

一件十万円未満のもの 74

４ 支出の内訳
政治活動費 3,231,239

寄附・交付金 3,231,239

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,440,000

（政治団体分）
民主党 1,560,000 千代田区
創造社会研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡辺 孝男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 1,911,236

前年繰越額 40,314

本年収入額 1,870,922

２ 支出総額 1,874,142

３ 本年収入の内訳
寄附 1,870,875

個人分 1,800,000

政治団体分 70,875

その他の収入 47

一件十万円未満のもの 47

４ 支出の内訳
経常経費 1,661,092

備品・消耗品費 694,679

事務所費 966,413

政治活動費 213,050

組織活動費 213,050

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡辺 孝男 700,000 米沢市
新妻 博 500,000 仙台市
小山 和夫 300,000 山形県小国町
原田 敬二 300,000 南陽市
（政治団体分）
公明党山形県本部 70,875 山形市
創造の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

熊代 昭彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.19

１ 収入総額 27,417,019

前年繰越額 3,815,862

本年収入額 23,601,157

２ 支出総額 12,319,052

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

個人分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

21,601,157

経済・保健福祉研究会（計５
回）

21,601,157

４ 支出の内訳
経常経費 5,899,232

人件費 115,500

光熱水費 45,200

備品・消耗品費 2,042,972

事務所費 3,695,560

政治活動費 6,419,820

組織活動費 132,580

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,051,050

政治資金パーティー開催事
業費

2,051,050

調査研究費 36,190

寄附・交付金 4,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
熊代 昭彦 2,000,000 岡山市
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

第56回経済・保健福祉研究会
（政治団体からの対価の支払）
整形外科医政協議
会

400,000 台東区

第57回経済・保健福祉研究会
（政治団体からの対価の支払）
整形外科医政協議
会

400,000 台東区

第60回経済・保健福祉研究会
（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

聡友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江渡 聡徳

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 86,329,965

前年繰越額 37,193,363

本年収入額 49,136,602

２ 支出総額 46,213,860

３ 本年収入の内訳
寄附 7,555,698

個人分 3,195,698

（うち特定寄附） 2,555,698

政治団体分 4,360,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,579,000

江渡あきのり君を励ます会
（計２回）

41,579,000

その他の収入 1,904

一件十万円未満のもの 1,904

４ 支出の内訳
経常経費 12,728,116

人件費 10,167,604

備品・消耗品費 887,111

事務所費 1,673,401

政治活動費 33,485,744

組織活動費 7,510,101

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,000,855

政治資金パーティー開催事
業費

8,000,855

調査研究費 21,000

寄附・交付金 17,953,788

５ 寄附の内訳
（個人分）

…江渡 聡徳 2,555,698 十和田市
竹達 幸雄 300,000 十和田市
竹達 孝子 100,000 十和田市
年間五万円以下の
もの

240,000

（政治団体分）
番町政策研究所 4,360,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
江渡あきのり君を
励ます会（平成18

年６月21日開催）
(820人)

16,800,000 千代田区

江渡あきのり君を
励ます会（平成18

年11月19日開催）
(1,247人)

24,779,000 十和田市

園田博之後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

園田 博之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.17

１ 収入総額 68,426,130

前年繰越額 106,130

本年収入額 68,320,000

２ 支出総額 67,706,723

３ 本年収入の内訳
寄附 8,240,000

個人分 6,240,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

60,080,000

「政経サミット21」(計２回） 39,780,000

第３回「九州博友会」 20,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 33,718,485

人件費 26,805,420

光熱水費 675,335

備品・消耗品費 3,507,782

事務所費 2,729,948

政治活動費 33,988,238

組織活動費 20,739,449

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,813,239
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機関紙誌の発行事業費 713,585

宣伝事業費 987,000

政治資金パーティー開催事
業費

10,112,654

調査研究費 835,550

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 正 120,000 八代市
狩場 正敏 120,000 宇城市
中山 英朗 600,000 八代市
西谷 博史 80,000 人吉市
中村 矩真 120,000 天草市
鶴崎 毅 120,000 熊本県錦町
川上 鉄弥 120,000 熊本市
萩坂 洋二 120,000 熊本県富合町
山代 敏男 120,000 宇土市
長野 久雄 120,000 天草市
山迫 薫 120,000 宇城市
橋本 悦男 120,000 熊本市
竹村 照章 1,500,000 宇城市
緒方俊一郎 120,000 熊本県相良村
間部 一彰 120,000 熊本県美里町
和田喜久子 120,000 松山市
石曽根 良 1,000,000 世田谷区
武井 是雄 1,500,000 渋谷区
（政治団体分）
宏池会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
第 23回「政経サ
ミット21」(1,180

人)

23,590,000 千代田区

第 24回「政経サ
ミット21」(810人)

16,190,000 千代田区

第３回「九州博友
会」(1,015人)

20,300,000 福岡市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第23回「政経サミット21」
（団体からの対価の支払）
ホビーテックj 300,000 厚木市

jゼファー 400,000 千代田区

jマツオコーポ
レーション

500,000 茨木市

京商j 300,000 千代田区

jジー・エー・ト
レーディング

400,000 渋谷区

jニチロ 1,000,000 千代田区

荒木産業j 300,000 大東市

太平洋プレコン工
業j

1,000,000 大阪市

j哲工業 1,000,000 人吉市

jアイトゥーカー
ゴ

400,000 新宿区

j植靖造園土木 500,000 堺市

j吉永産業 600,000 熊本市

第24回「政経サミット21」
（団体からの対価の支払）
プロサーチj 400,000 中野区

京商j 300,000 千代田区

jニチロ 1,000,000 千代田区

jマツオコーポ
レーション

300,000 茨木市

jジー・エー・ト
レーディング

400,000 渋谷区

太平洋プレコン工
業j

300,000 大阪市

第３回「九州博友会」
（団体からの対価の支払）
出田実業j 400,000 熊本市

j福岡県設 300,000 八代市

j東商 500,000 熊本市

j竹中 1,000,000 天草市

ソフィ市民連合
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中江 博和

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

高岡市長

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 9,057

前年繰越額 9,057

２ 支出総額 0

素淮会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

麻生 太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 229,986,437

前年繰越額 72,048,782

本年収入額 157,937,655

２ 支出総額 172,933,582

３ 本年収入の内訳
寄附 76,000,000

個人分 20,000,000

政治団体分 56,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

81,761,166

麻生太郎政経セミナー 80,091,166

総会（例会） 1,670,000

その他の収入 176,489

一件十万円未満のもの 176,489

４ 支出の内訳
経常経費 58,966,678

人件費 3,900,000

光熱水費 582,406

備品・消耗品費 7,481,568

事務所費 47,002,704

政治活動費 113,966,904

組織活動費 84,043,037

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,542,249

宣伝事業費 3,989,213

政治資金パーティー開催事
業費

4,172,738

その他の事業費 1,380,298

調査研究費 19,881,618

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 十七 1,000,000 福岡県新宮町
下 今朝隆 500,000 佐賀県有田町

荒 敬一 1,500,000 国立市
山Ä由佳子 1,000,000 都・港区
山Ä 直彦 1,000,000 品川区
寺本 保治 1,500,000 横浜市
持田 陽司 1,000,000 都・府中市
堀内 孝雄 1,500,000 世田谷区
山Ä 直樹 1,500,000 流山市
石森 浩元 100,000 八王子市
内山 俊介 100,000 清瀬市
石井 義之 100,000 三鷹市
樫崎 博 100,000 八王子市
神辺 和幸 100,000 八王子市
瀬戸由紀男 1,000,000 横浜市
佐藤 尚 1,000,000 入間市
植村伴次郎 1,000,000 世田谷区
成田 治 100,000 仙台市
加藤 一郎 500,000 茅ヶ崎市
寿原 豊 1,000,000 都・港区
寺内 徳樹 100,000 足利市
加藤 正廸 100,000 世田谷区
浅田 豊久 100,000 都・港区
真志田正和 100,000 広島市
奥下 幸義 100,000 茨木市
平田 幸雄 300,000 高島市
手島 敏博 300,000 板橋区
佐藤 康夫 300,000 文京区
岡田甲子男 300,000 大田区
宮坂 寿文 300,000 帯広市
田中 正之 200,000 堺市
川越 宏樹 300,000 宮崎市
松田 憲幸 300,000 都・港区
藤井 俊一 300,000 品川区
原 俊夫 1,000,000 品川区
松木 康夫 300,000 都・港区
（政治団体分）
福井太郎会 3,000,000 福井市
北陸素淮会 1,000,000 金沢市
神奈川太郎会 500,000 横浜市
北海道素淮会 1,200,000 札幌市
日本医師連盟 5,000,000 文京区
日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

1,200,000 都・中央区

福岡県薬剤師連盟 1,000,000 福岡市
中国素淮会 10,000,000 呉市
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麻生太郎先生を囲
む会

18,000,000 岸和田市

自由民主党福岡県
第八選挙区支部

10,000,000 飯塚市

福岡県医師連盟 100,000 福岡市
東海素淮会 3,000,000 名古屋市
６ 特定パーティーの概要
麻生太郎政経セミ
ナー(1,502人)

80,091,166 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
麻生太郎政経セミナー
（団体からの対価の支払）
壺中居 300,000 都・中央区

鳥海プラント 240,000 由利本荘市

麻生レジコン 400,000 福岡市

麻生 1,500,000 飯塚市

ヤマトプロテック 300,000 都・港区

ダイコロ 300,000 大阪市

西濃運輸 300,000 大垣市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

日本薬剤師連盟 1,000,000 新宿区

日本医師連盟 1,500,000 文京区

８ 資産等の内訳
（借入金）
麻生 太郎 129,000,000

泰山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田村 公平

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.20

１ 収入総額 14,769,580

前年繰越額 120,000

本年収入額 14,649,580

２ 支出総額 14,769,580

３ 本年収入の内訳
寄附 6,540,000

個人分 2,540,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,109,580

国政報告会 8,109,580

４ 支出の内訳
経常経費 5,013,183

人件費 250,000

備品・消耗品費 3,083,100

事務所費 1,680,083

政治活動費 9,756,397

組織活動費 8,306,927

機関紙誌の発行その他の事業
費

914,280

政治資金パーティー開催事
業費

914,280

調査研究費 535,190

５ 寄附の内訳
（個人分）
鍋島 英輔 360,000 南国市
森田 豊秋 240,000 高知県檮原町
國澤 雅男 100,000 高知県大正町
田 聖 500,000 高知県大正町
谷渕 成 600,000 高知県津野町
田中 周 240,000 高知市
楠瀬泰一郎 500,000 須崎市
（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
国政報告会
（団体からの対価の支払）
カロト青果 480,000 土佐市

公樹会 300,000 高知県津野町

ミタニ建設工業j 300,000 高知市

嶺北建設業e 500,000 高知県本山町

ワシオ工業j 300,000 高知市

j谷渕組 500,000 高知県津野町

ＪＡ高知中央会 300,000 高知市

大樹会（林 幹雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 幹雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 64,402,125

前年繰越額 5,336,173

本年収入額 59,065,952

２ 支出総額 60,581,625

３ 本年収入の内訳
寄附 6,640,000

個人分 1,100,000

政治団体分 5,540,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

52,425,000

林幹雄を囲む懇談会 505,000

林幹雄君を囲む新春の集い
（平成18年２月１日開催）

20,290,000

大樹会政経セミナー 30,130,000

林幹雄君を囲む新春の集い
（平成19年２月２日開催）

1,500,000

その他の収入 952

一件十万円未満のもの 952

４ 支出の内訳
経常経費 10,645,747

備品・消耗品費 4,898,310

事務所費 5,747,437

政治活動費 49,935,878

組織活動費 10,521,881

機関紙誌の発行その他の事業
費

16,260,694

政治資金パーティー開催事
業費

15,754,244

その他の事業費 506,450

調査研究費 683,303

寄附・交付金 22,470,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
木内 志郎 1,000,000 大田区
関本 良正 100,000 旭市
（政治団体分）
新世代フォーラム 340,000 千葉市
近未来研究会 4,000,000 千代田区

甘山会 600,000 大和市
道路運送経営研究
会

600,000 新宿区

６ 特定パーティーの概要
林幹雄君を囲む新
春の集い（平成18

年２月１日開催）
(353人)

20,290,000 千代田区
(前年収入額 3,130,000)

大樹会政経セミ
ナー(278人)

30,130,000 千葉市

林幹雄君を囲む新
春の集い（平成19

年２月２日開催）
(8人)

1,500,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
林幹雄君を囲む新春の集い（平成18年２月１日
開催）
（政治団体からの対価の支払）
近未来研究会 300,000 千代田区

大樹会政経セミナー
（団体からの対価の支払）
jエムパイアエア
ポートサービス

300,000 都・港区

東邦建設j 300,000 成田市

fフォックス 300,000 富里市

阿部建設j 1,000,000 旭市

池田測量j 400,000 白井市

jマルトシ 600,000 八街市

木村屋金物建材j 400,000 西瑳市

j渡辺造園 500,000 千葉県多古町

京葉緑化工事j 250,000 市原市

泰政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

泰道 三八

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28
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１ 収入総額 59,431,139

前年繰越額 59,427,559

本年収入額 3,580

２ 支出総額 15,426,981

３ 本年収入の内訳
その他の収入 3,580

一件十万円未満のもの 3,580

４ 支出の内訳
経常経費 3,248,706

人件費 1,385,360

備品・消耗品費 350,541

事務所費 1,512,805

政治活動費 12,178,275

組織活動費 9,594,197

調査研究費 784,078

寄附・交付金 1,800,000

大知会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

津島 雄二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 53,706,805

前年繰越額 4,156,805

本年収入額 49,550,000

２ 支出総額 49,662,377

３ 本年収入の内訳
寄附 49,550,000

個人分 550,000

政治団体分 49,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 35,358,847

人件費 30,910,012

光熱水費 277,460

備品・消耗品費 1,139,531

事務所費 3,031,844

政治活動費 14,303,530

組織活動費 14,186,147

調査研究費 117,383

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中 祥介 100,000 大田区
横内 正秋 120,000 青森市
年間五万円以下の
もの

330,000

（政治団体分）

津島雄二後援会 49,000,000 千代田区
大日本愛国党北海道本部
資金管理団体の届出をした
者の氏名

工藤福次郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 580,000

本年収入額 580,000

２ 支出総額 580,000

３ 本年収入の内訳
寄附 580,000

個人分 580,000

４ 支出の内訳
経常経費 580,000

光熱水費 130,000

備品・消耗品費 110,000

事務所費 340,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

580,000

太陽政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷 公一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.16

１ 収入総額 44,151,442

前年繰越額 21,801,442

本年収入額 22,350,000

２ 支出総額 22,071,374

３ 本年収入の内訳
寄附 6,600,000

個人分 6,600,000

（うち特定寄附） 6,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,750,000

谷公一君を励ます会 15,750,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,517,805

備品・消耗品費 1,122,412

事務所費 395,393

政治活動費 20,553,569

組織活動費 4,102,159

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,049,870

宣伝事業費 52,000

政治資金パーティー開催事
業費

4,997,870

調査研究費 361,540

寄附・交付金 11,040,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…谷 公一 6,000,000 養父市
額賀王城子 600,000 船橋市
６ 特定パーティーの概要
谷公一君を励ます
会(795人)

15,750,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
谷公一君を励ます会
（団体からの対価の支払）
清晃建設j 400,000 神戸市

（政治団体からの対価の支払）
明風会 500,000 千代田区

平将明後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平 将明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 11,989,031

前年繰越額 914,917

本年収入額 11,074,114

２ 支出総額 11,803,597

３ 本年収入の内訳
寄附 11,074,000

政治団体分 11,074,000

その他の収入 114

一件十万円未満のもの 114

４ 支出の内訳
経常経費 5,116,178

人件費 5,000

備品・消耗品費 1,952,628

事務所費 3,158,550

政治活動費 6,687,419

組織活動費 6,220,614

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

362,205

宣伝事業費 362,205

調査研究費 54,600

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
第四選挙区支部

9,074,000 大田区

近未来研究会 2,000,000 千代田区
たかまろう21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

福岡 資麿

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.10

１ 収入総額 4,188,078

前年繰越額 575,034

本年収入額 3,613,044

２ 支出総額 4,090,000

３ 本年収入の内訳
寄附 3,613,000

個人分 3,613,000

その他の収入 44

一件十万円未満のもの 44

４ 支出の内訳
政治活動費 4,090,000

寄附・交付金 4,090,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
左治木 洋 100,000 長野市
副島 健 103,000 茨城県利根町
西村 武 100,000 小城市
年間五万円以下の
もの

3,310,000

滝本やすゆき後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

瀧本 泰行

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.25

１ 収入総額 11,505,319

前年繰越額 11,500,000

本年収入額 5,319

２ 支出総額 136,630

３ 本年収入の内訳
その他の収入 5,319
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一件十万円未満のもの 5,319

４ 支出の内訳
政治活動費 136,630

その他の経費 136,630

拓政会（山崎 拓）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山崎 拓

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 329,823,062

前年繰越額 185,204,761

本年収入額 144,618,301

２ 支出総額 144,783,999

３ 本年収入の内訳
寄附 21,410,000

個人分 1,180,000

政治団体分 20,230,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

123,200,000

山崎拓政経懇話会（計３回） 76,280,000

2006山崎拓政経フォーラム 46,920,000

その他の収入 8,301

一件十万円未満のもの 8,301

４ 支出の内訳
経常経費 41,453,814

人件費 17,564,545

備品・消耗品費 5,737,450

事務所費 18,151,819

政治活動費 103,330,185

組織活動費 24,398,447

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,391,738

政治資金パーティー開催事
業費

14,391,738

寄附・交付金 64,540,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
南部 暁生 250,000 大田区
神Ä 泰雄 100,000 三鷹市
渕上 禮三 100,000 福岡市
牧野 長生 400,000 福岡県宇美町
牧野佳代子 300,000 福岡県宇美町
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）

沖縄拓政会 2,500,000 那覇市
自由社会を守る国
民会議

60,000 千代田区

日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
日本医師連盟 10,000,000 文京区
福岡県医師連盟 100,000 福岡市
自由民主党福岡県
第二選挙区支部

5,570,000 福岡市

６ 特定パーティーの概要
山崎拓政経懇話会
（平成18年３月23

日開催）(895人)

32,060,000 都・港区

山崎拓政経懇話会
（平成18年６月15

日開催）(630人)

23,520,000 都・港区

山崎拓政経懇話会
（平成18年８月22

日開催）(576人)

20,700,000 都・港区

2006山崎拓政経
フォーラム(1,328

人)

46,920,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
山崎拓政経懇話会（平成18年３月23日開催）
（団体からの対価の支払）
町田酒造j 1,500,000 鹿児島県龍郷

町

j三起海運 1,500,000 鹿児島県和泊
町

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

山崎拓政経懇話会（平成18年６月15日開催）
（団体からの対価の支払）
アポロサービスj 300,000 都・港区

出光興産j 560,000 千代田区

出光オイルアンド
ガス開発j

300,000 都・港区

j町田機動 1,500,000 鹿児島県和泊
町

fワンダーランド 1,500,000 鹿児島市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,500,000 文京区

製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

山崎拓政経懇話会（平成18年８月22日開催）
（団体からの対価の支払）
j日の丸交通 1,500,000 鹿児島市

南西コンクリート
工業j

1,500,000 鹿児島県和泊
町

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

2006山崎拓政経フォーラム
（団体からの対価の支払）
出光興産j 1,200,000 千代田区

f町田石油 1,500,000 鹿児島県和泊
町

北大島コンクリー
ト工業j

1,500,000 鹿児島県龍郷
町

j平田牧場 1,500,000 酒田市

j庄内ゴルフクラ
ブ

1,500,000 山形県庄内町

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

卓然会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平井 卓也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 61,000,186

前年繰越額 17,604,242

本年収入額 43,395,944

２ 支出総額 50,316,098

３ 本年収入の内訳
寄附 13,043,700

個人分 1,043,700

政治団体分 12,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

30,349,580

平井たくやを励ます会 30,349,580

その他の収入 2,664

一件十万円未満のもの 2,664

４ 支出の内訳
経常経費 36,479,037

人件費 20,840,000

光熱水費 1,179,508

備品・消耗品費 1,322,317

事務所費 13,137,212

政治活動費 13,837,061

組織活動費 4,610,879

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,063,318

宣伝事業費 840,000

政治資金パーティー開催事
業費

5,223,318

調査研究費 305,549

寄附・交付金 610,000

その他の経費 2,247,315

５ 寄附の内訳
（個人分）
真鍋 康彦 593,700 高松市
山内 祐子 450,000 新宿区
（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
自由民主党香川県
第一選挙区支部

10,000,000 高松市

６ 特定パーティーの概要
平井たくやを励ま
す会(1,420人)

30,349,580 千代田区

匠フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

根本 匠

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 39,550,697

前年繰越額 2,540,610

本年収入額 37,010,087

２ 支出総額 37,779,126
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３ 本年収入の内訳
寄附 9,250,000

個人分 450,000

政治団体分 8,800,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

27,760,000

中心市街地活性化資料作成 200,000

根本匠政経セミナー「匠
フォーラム2006」

6,740,000

根本匠君と語る会 14,200,000

根本匠政経セミナー「国政報
告」

6,620,000

その他の収入 87

一件十万円未満のもの 87

４ 支出の内訳
経常経費 10,052,896

人件費 5,952,116

備品・消耗品費 3,228,150

事務所費 872,630

政治活動費 27,726,230

組織活動費 7,340,881

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,077,828

宣伝事業費 2,478,175

政治資金パーティー開催事
業費

8,599,653

調査研究費 1,807,521

寄附・交付金 7,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
菊田 健作 150,000 福島市
加藤 眞司 300,000 福島市
（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
道路運送経営研究
会

600,000 新宿区

日本精神科病院協
会政治連盟

1,000,000 都・港区

日本医師連盟 1,000,000 文京区
全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
全国理容政治連盟
中央会

200,000 渋谷区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
根本匠君と語る会
(565人)

14,200,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
根本匠政経セミナー「匠フォーラム2006」
（団体からの対価の支払）
積水ハウスj 400,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

根本匠君と語る会
（団体からの対価の支払）
積水ハウスj 400,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

根本匠政経セミナー「国政報告」
（団体からの対価の支払）
積水ハウスj 400,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

竹内ゆずる後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

竹内 譲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 402,898

前年繰越額 402,871

本年収入額 27

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 27

一件十万円未満のもの 27

武田良太政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武田 良太

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 6

１ 収入総額 21,608,648

前年繰越額 118,648

本年収入額 21,490,000

２ 支出総額 19,587,993

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

個人分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,490,000

武田良太政経セミナー（計２
回）

20,490,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,915,149

人件費 8,000,000

備品・消耗品費 986,800

事務所費 928,349

政治活動費 9,672,844

組織活動費 2,432,321

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,386,663

宣伝事業費 203,328

政治資金パーティー開催事
業費

1,183,335

調査研究費 853,860

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
武田 良行 1,000,000 北九州市
６ 特定パーティーの概要
武田良太政経セミ
ナー（平成18年４
月12日開催）(235

人)

11,380,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
武田良太政経セミナー（平成18年４月12日開催）
（団体からの対価の支払）
j興伸 1,000,000 都・港区

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国連絡協議
会

1,500,000 都・港区

武田良太政経セミナー（平成18年11月22日開催）
（団体からの対価の支払）
j興伸 1,000,000 都・港区

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国連絡協議
会

1,000,000 都・港区

達山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀岡 偉民

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 34,229,246

前年繰越額 129,234

本年収入額 34,100,012

２ 支出総額 34,140,584

３ 本年収入の内訳
寄附 720,000

個人分 700,000

政治団体分 20,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,180,000

亀岡よしたみ君を応援する会 14,830,000

達山会事務局忘年会 1,350,000

借入金 17,200,000

亀岡 偉民 17,200,000

その他の収入 12

一件十万円未満のもの 12

４ 支出の内訳
経常経費 16,860,479

人件費 7,743,868

光熱水費 437,556

備品・消耗品費 4,885,182

事務所費 3,793,873

政治活動費 17,280,105

組織活動費 7,468,642

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,999,821

政治資金パーティー開催事
業費

8,999,821

調査研究費 811,642

５ 寄附の内訳
（個人分）
中條 高u 200,000 千代田区
仲摩 俊男 250,000 野田市
奥秋 末彦 250,000 八王子市
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 特定パーティーの概要
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亀岡よしたみ君を
応 援 す る 会
(740人)

14,830,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
亀岡よしたみ君を応援する会
（団体からの対価の支払）
j谷黒生コン 1,000,000 那須塩原市

林建設j 500,000 調布市

８ 資産等の内訳
（借入金）
亀岡 偉民 20,200,000

田中太朗の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 太朗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 205

前年繰越額 205

２ 支出総額 0

田中眞紀子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中眞紀子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 15,865,289

前年繰越額 874,812

本年収入額 14,990,477

２ 支出総額 12,345,410

３ 本年収入の内訳
寄附 13,958,356

個人分 13,958,356

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,032,000

新春文化講演会 1,032,000

その他の収入 121

一件十万円未満のもの 121

４ 支出の内訳
経常経費 9,266,771

人件費 4,512,100

光熱水費 282,587

備品・消耗品費 238,702

事務所費 4,233,382

政治活動費 3,078,639

機関紙誌の発行その他の事業
費

528,639

機関紙誌の発行事業費 196,560

宣伝事業費 188,132

政治資金パーティー開催事
業費

143,947

寄附・交付金 2,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中眞紀子 9,655,671 長岡市
鍵野江津子 300,000 佐伯市
石井 貞徳 300,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

3,702,685

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,647,000 17. 4.13

谷あい正明後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷合 正明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 1,247,051

前年繰越額 1,164,987

本年収入額 82,064

２ 支出総額 522,776

３ 本年収入の内訳
寄附 31,500

政治団体分 31,500

その他の収入 50,564

一件十万円未満のもの 50,564

４ 支出の内訳
経常経費 421,714

備品・消耗品費 11,688

事務所費 410,026

政治活動費 101,062

組織活動費 101,062

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

31,500

地域経済研究会（野呂田芳成）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野呂田芳成

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 28,814,616

前年繰越額 2,314,493

本年収入額 26,500,123

２ 支出総額 23,138,486

３ 本年収入の内訳
寄附 26,500,000

個人分 1,500,000

政治団体分 25,000,000

その他の収入 123

一件十万円未満のもの 123

４ 支出の内訳
経常経費 14,400,366

人件費 30,000

備品・消耗品費 12,681,067

事務所費 1,689,299

政治活動費 8,738,120

組織活動費 6,259,068

機関紙誌の発行その他の事業
費

124,621

機関紙誌の発行事業費 112,021

宣伝事業費 12,600

調査研究費 854,431

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 幸彦 1,500,000 大館市
（政治団体分）
全国不動産政治連
盟

10,000,000 千代田区

芳翔フォーラム 15,000,000 豊島区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 7,756,111 18. 5. 2

地域振興・防災研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北里 敏明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 7. 2

１ 収入総額 14,970,577

前年繰越額 14,970,577

２ 支出総額 1,223,861

３ 支出の内訳

経常経費 1,105,961

人件費 180,000

備品・消耗品費 6,836

事務所費 919,125

政治活動費 117,900

組織活動費 117,900

地域政経研究会（山本 公一）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 公一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 2

１ 収入総額 51,047,598

前年繰越額 894,831

本年収入額 50,152,767

２ 支出総額 42,913,417

３ 本年収入の内訳
寄附 50,152,000

個人分 14,152,000

政治団体分 36,000,000

その他の収入 767

一件十万円未満のもの 767

４ 支出の内訳
経常経費 21,514,359

人件費 11,870,755

光熱水費 172,785

備品・消耗品費 2,506,955

事務所費 6,963,864

政治活動費 21,399,058

組織活動費 21,399,058

５ 寄附の内訳
（個人分）
野中 直 240,000 宇和島市
山崎 昌徳 120,000 宇和島市
久保 克敬 120,000 宇和島市
秋山 清秀 120,000 宇和島市
山下 知憲 120,000 宇和島市
菅原 厚 120,000 宇和島市
宍戸 豊史 120,000 宇和島市
河内屋 肇 120,000 宇和島市
宇都宮 和 480,000 西予市
新地 重昭 480,000 八幡浜市
河野 一人 110,000 西予市
下元 利夫 120,000 西予市
高田 博文 120,000 西予市
佐々木雅志 120,000 愛媛県伊方町
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篠藤 嘉彦 120,000 西予市
田原 良子 360,000 松山市
立花 孝文 120,000 宇和島市
嶋川 武文 120,000 西予市
藤井 朝廣 120,000 西予市
田原 実 480,000 松山市
川口 宮章 120,000 愛媛県愛南町
山本 公一 10,000,000 宇和島市
年間五万円以下の
もの

202,000

（政治団体分）
自由民主党愛媛県
第四選挙区支部

32,000,000 宇和島市

宏池会 4,000,000 千代田区
地域政経研究会（松沢 成文）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松沢 成文

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

神奈川県知事

報告年月日 19. 1.22

１ 収入総額 4,512,194

前年繰越額 4,512,037

本年収入額 157

２ 支出総額 444,984

３ 本年収入の内訳
その他の収入 157

一件十万円未満のもの 157

４ 支出の内訳
政治活動費 444,984

組織活動費 21,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

423,984

宣伝事業費 423,984

地域未来研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

横内 正明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 29,479,524

前年繰越額 11,679,208

本年収入額 17,800,316

２ 支出総額 17,308,893

３ 本年収入の内訳
寄附 480,000

個人分 300,000

政治団体分 180,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,320,000

横内正明君を励ます会 17,320,000

その他の収入 316

一件十万円未満のもの 316

４ 支出の内訳
経常経費 3,440,268

人件費 1,500,000

備品・消耗品費 751,237

事務所費 1,189,031

政治活動費 13,868,625

組織活動費 2,190,300

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,678,325

政治資金パーティー開催事
業費

1,678,325

寄附・交付金 10,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
松土 博幸 150,000 山梨市
武井 茂樹 150,000 山梨市
（政治団体分）
税理士による横内
正明後援会

100,000 甲府市

日本司法書士政治
連盟山梨会

80,000 甲府市

６ 特定パーティーの概要
横内正明君を励ま
す会(612人)

17,320,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
横内正明君を励ます会
（団体からの対価の支払）
小林建設j 300,000 南アルプス市

長田組土木j 500,000 甲府市

松井組工友j 500,000 山梨県身延町

j小林建設所 500,000 山梨県身延町

井上建設j 500,000 山梨県増穂町

j萩原ボーリング 500,000 甲府市

jメイコー 500,000 甲斐市

地球エネルギー環境経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大畠 章宏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 22,124,015

前年繰越額 2,228,793

本年収入額 19,895,222

２ 支出総額 16,180,914

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(87人) 274,000

寄附 4,560,000

個人分 2,520,000

政治団体分 2,040,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,061,000

視察研修 685,000

地域経済研究会 81,000

大畠章宏政治経済セミナー 14,295,000

その他の収入 222

一件十万円未満のもの 222

４ 支出の内訳
経常経費 6,145,250

人件費 4,110,222

備品・消耗品費 554,129

事務所費 1,480,899

政治活動費 10,035,664

組織活動費 4,156,339

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,626,119

宣伝事業費 290,350

政治資金パーティー開催事
業費

4,429,631

その他の事業費 906,138

調査研究費 253,206

５ 寄附の内訳
（個人分）
大畠 章宏 2,100,000 日立市
古谷 史旺 100,000 所沢市
田村 宏 200,000 横浜市
杉山 嘉一 100,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
民主党 2,040,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
大畠章宏政治経済
セミナー(715人)

14,295,000 都・港区

地球環境・エネルギー総合研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加納 時男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 136,546,458

前年繰越額 92,354,254

本年収入額 44,192,204

２ 支出総額 77,671,353

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

40,189,475

参議院議員加納時男さんを励
ます会（平成17年11月29日開
催）

2,880,000

参議院議員加納時男政経セミ
ナー（計２回）

17,870,000

地球環境エネルギー問題セミ
ナー（計２回）

3,680,000

参議院議員加納時男さんを囲
む会

15,759,475

その他の収入 2,729

一件十万円未満のもの 2,729

４ 支出の内訳
経常経費 29,492,249

人件費 25,533,345

備品・消耗品費 752,758

事務所費 3,206,146

政治活動費 48,179,104

組織活動費 25,127,757

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,084,956

政治資金パーティー開催事
業費

14,084,956

調査研究費 5,966,391

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
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宏池会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
参議院議員加納時
男さんを励ます会
（平成17年11月29

日開催）(16人)

2,880,000 都・港区
(前年収入額 22,044,580)

参議院議員加納時
男さんを囲む会
(571人)

15,759,475 都・港区

地球環境政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮Ä 藤治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 2,062,813

前年繰越額 34,813

本年収入額 2,028,000

２ 支出総額 2,026,593

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(134人) 1,608,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

420,000

フロン問題調査 180,000

欧州自然冷媒調査 120,000

地球温暖化問題調査 120,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,337,990

人件費 1,000,000

備品・消耗品費 57,420

事務所費 280,570

政治活動費 688,603

組織活動費 223,794

機関紙誌の発行その他の事業
費

24,500

機関紙誌の発行事業費 24,500

調査研究費 440,309

地方自治研究会（森元 恒雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森元 恒雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 96,151,401

前年繰越額 74,934,131

本年収入額 21,217,270

２ 支出総額 29,316,231

３ 本年収入の内訳
寄附 17,506,320

個人分 486,580

政治団体分 17,019,740

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

298,000

東京都国政報告会 218,000

群馬県国政報告会 80,000

その他の収入 3,412,950

貸付金返済 3,000,000

立替金返済 363,090

一件十万円未満のもの 49,860

４ 支出の内訳
経常経費 4,966,175

備品・消耗品費 627,612

事務所費 4,338,563

政治活動費 24,350,056

組織活動費 2,597,846

機関紙誌の発行その他の事業
費

470,924

宣伝事業費 101,144

その他の事業費 369,780

調査研究費 8,780

寄附・交付金 17,853,426

その他の経費 3,419,080

５ 寄附の内訳
（個人分）
小野 修一 100,000 韮崎市
樫谷 隆夫 100,000 国分寺市
稲葉 武彦 100,000 朝倉市
年間五万円以下の
もの

186,580

（政治団体分）
森元恒雄大分県後
援会

770,000 由布市

自由民主党大阪府
支部連合会

720,000 大阪市

日本公認会計士政
治連盟

1,000,000 千代田区

平成研究会 4,000,000 千代田区
日本不動産鑑定政
治連盟

200,000 都・港区

日本再生研究会 10,260,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

69,740

中央政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

瓦 力

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 13,655,356

前年繰越額 3,970,182

本年収入額 9,685,174

２ 支出総額 12,362,095

３ 本年収入の内訳
寄附 180,000

個人分 180,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,505,000

中央政治経済研究会朝食会 7,285,000

中央政治経済研究会夕食会 2,220,000

その他の収入 174

一件十万円未満のもの 174

４ 支出の内訳
経常経費 6,387,069

人件費 2,968,000

光熱水費 795,715

備品・消耗品費 983,600

事務所費 1,639,754

政治活動費 5,975,026

組織活動費 2,726,303

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,648,723

機関紙誌の発行事業費 440,915

政治資金パーティー開催事
業費

2,207,808

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
新田 久義 120,000 七尾市
渡邉 和晃 60,000 江東区
中国残留婦人後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 孟

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 3,545,000

前年繰越額 3,545,000

２ 支出総額 240,000

３ 支出の内訳
経常経費 240,000

人件費 120,000

事務所費 120,000

長政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長勢 甚遠

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 2

１ 収入総額 16,883,824

前年繰越額 7,383,733

本年収入額 9,500,091

２ 支出総額 14,503,255

３ 本年収入の内訳
寄附 9,500,000

政治団体分 9,500,000

その他の収入 91

一件十万円未満のもの 91

４ 支出の内訳
経常経費 3,255

事務所費 3,255

政治活動費 14,500,000

寄附・交付金 14,500,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
日本医師連盟 6,000,000 文京区
健康保険政治連盟 1,500,000 都・港区
全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
直山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 直紀

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 7,509,268

前年繰越額 2,509,195

本年収入額 5,000,073

２ 支出総額 6,000,800

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

政治団体分 2,000,000

借入金 3,000,000

田中 直紀 3,000,000

その他の収入 73
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一件十万円未満のもの 73

４ 支出の内訳
政治活動費 6,000,800

寄附・交付金 6,000,000

その他の経費 800

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
６ 資産等の内訳
（借入金）
田中 直紀 70,000,000

千代田経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 康夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 53,354,218

前年繰越額 1,244,041

本年収入額 52,110,177

２ 支出総額 51,660,499

３ 本年収入の内訳
寄附 8,150,000

個人分 6,150,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

43,960,000

新政研21フォーラム（計２回） 43,960,000

その他の収入 177

一件十万円未満のもの 177

４ 支出の内訳
経常経費 25,647,201

人件費 16,651,158

光熱水費 335,720

備品・消耗品費 2,793,529

事務所費 5,866,794

政治活動費 26,013,298

組織活動費 8,308,996

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,304,302

政治資金パーティー開催事
業費

5,304,302

寄附・交付金 12,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅賀 方正 100,000 藤岡市

香取 嘉信 100,000 大田区
田中 祥介 400,000 大田区
大竹 美喜 300,000 板橋区
貫洞 一夫 80,000 中野区
安藤 百福 400,000 池田市
松原 道雄 80,000 都・港区
井上 智夫 1,500,000 文京区
栗原 稔 1,000,000 新宿区
細金 鉚生 200,000 都・中央区
松田 良三 100,000 高崎市
山崎 学 200,000 高崎市
大村 義親 1,000,000 新宿区
戸塚 巌 100,000 高崎市
年間五万円以下の
もの

590,000

（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
新政研21フォーラ
ム（平成18年４月
11日開催）(487人)

22,560,000 千代田区

新政研21フォーラ
ム（平成18年10月
３日開催）(475人)

21,400,000 千代田区

７ 資産等の内訳
（敷金）
静光商事j 2,860,000 16. 9.24

通商産業エネルギー政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

細田 博之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.25

１ 収入総額 35,352,682

前年繰越額 4,068,682

本年収入額 31,284,000

２ 支出総額 27,317,174

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2人) 44,000

寄附 11,120,000

個人分 10,420,000

政治団体分 700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,120,000

機関紙誌発行 1,000,000

細田博之時局講演会 19,120,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,075,463

光熱水費 56,674

備品・消耗品費 3,903,065

事務所費 4,115,724

政治活動費 19,241,711

組織活動費 12,406,836

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,621,566

機関紙誌の発行事業費 272,370

宣伝事業費 179,203

政治資金パーティー開催事
業費

1,169,993

調査研究費 213,309

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
細金 鉚生 200,000 都・中央区
細田 博之 10,000,000 松江市
川谷 浩平 120,000 宝|市
須藤 英章 100,000 都・港区
（政治団体分）
道路運送経営研究
会

700,000 新宿区

６ 特定パーティーの概要
細田博之時局講演
会(385人)

19,120,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
細田博之時局講演会
（団体からの対価の支払）
一世印刷j 300,000 新宿区

岸本建設j 300,000 摂津市

j三晃空調 600,000 新宿区

（政治団体からの対価の支払）
道路運送経営研究
会

240,000 新宿区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,466,000 6. 1.10

自動車(1台) 2,349,213 12.10.31

常田たかよし未来政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

常田 享詳

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 67,447,035

前年繰越額 29,902,035

本年収入額 37,545,000

２ 支出総額 35,279,302

３ 本年収入の内訳
寄附 37,545,000

個人分 345,000

政治団体分 37,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,605,412

人件費 632,000

備品・消耗品費 621,300

事務所費 352,112

政治活動費 33,673,890

組織活動費 2,224,490

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,314,400

機関紙誌の発行事業費 1,314,400

調査研究費 135,000

寄附・交付金 30,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

345,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 30,000,000 新宿区
日本薬業政治連盟 2,000,000 都・中央区
薬事制度問題研究
会

200,000 飯能市

ツルネン政策会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

弦念 丸呈

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 15,021

前年繰越額 15,020

本年収入額 1

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1
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一件十万円未満のもの 1

てつお国土研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

沓掛 哲男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 49,466,601

前年繰越額 45,725,206

本年収入額 3,741,395

２ 支出総額 5,740,492

３ 本年収入の内訳
寄附 3,461,370

個人分 2,461,370

政治団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

279,000

国政報告会 109,000

時局講演会 170,000

その他の収入 1,025

一件十万円未満のもの 1,025

４ 支出の内訳
経常経費 2,674,516

人件費 1,821,400

光熱水費 52,724

備品・消耗品費 101,468

事務所費 698,924

政治活動費 3,065,976

組織活動費 1,927,074

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,138,902

その他の事業費 1,138,902

５ 寄附の内訳
（個人分）
森 正次 200,000 輪島市
沓掛 正子 1,000,000 狭山市
年間五万円以下の
もの

1,261,370

（政治団体分）
日本医師連盟 1,000,000 文京区
徹翔会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大塚 徹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

北海道議会議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 440,589

前年繰越額 10,589

本年収入額 430,000

２ 支出総額 435,692

３ 本年収入の内訳
寄附 10,000

個人分 10,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

380,000

大塚とおる君の再々起を期待
する会

380,000

借入金 40,000

大塚 徹 40,000

４ 支出の内訳
経常経費 289,482

備品・消耗品費 8,589

事務所費 280,893

政治活動費 146,210

組織活動費 4,870

機関紙誌の発行その他の事業
費

91,340

政治資金パーティー開催事
業費

91,340

寄附・交付金 50,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

10,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
大塚 徹 2,020,000

哲友会（矢野 哲朗）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

矢野 哲朗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 34,242,897

前年繰越額 2,002,355

本年収入額 32,240,542

２ 支出総額 33,251,333

３ 本年収入の内訳
寄附 32,240,000

個人分 11,460,000

政治団体分 20,780,000

その他の収入 542

一件十万円未満のもの 542

４ 支出の内訳
経常経費 911,850

備品・消耗品費 532,290

事務所費 379,560

政治活動費 32,339,483

組織活動費 21,127,994

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,022,219

宣伝事業費 1,984,719

その他の事業費 37,500

調査研究費 99,270

寄附・交付金 9,090,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
村田 一郎 120,000 宇都宮市
戸部 隆一 60,000 宇都宮市
野沢 博 60,000 那須烏山市
佐藤満寿雄 60,000 那須塩原市
門間 睦夫 70,000 宇都宮市
金子 誠 70,000 宇都宮市
杉本 啓子 100,000 神戸市
加藤 柾男 120,000 鹿沼市
矢野 愛子 600,000 宇都宮市
門田香代子 55,000 那須塩原市
小倉 宣夫 60,000 栃木県河内町
鈴木 重夫 60,000 宇都宮市
菊池 清爲 60,000 宇都宮市
膝附 政義 120,000 宇都宮市
富永 寛 120,000 宇都宮市
堀井 宏祐 60,000 宇都宮市
上野 英雄 80,000 宇都宮市
手塚 博子 60,000 宇都宮市
宇塚 義夫 60,000 宇都宮市
森田 浩敏 60,000 宇都宮市
野澤 秀Ô 60,000 宇都宮市
坂本 昭一 60,000 宇都宮市
水村 芳正 60,000 宇都宮市
田中 伸忠 120,000 都・中央区
田尻 健司 120,000 真岡市
佐藤 良幸 120,000 鹿沼市
山崎 英之 120,000 栃木県高根沢

町
金子 秀夫 120,000 栃木県芳賀町
長野 順一 120,000 宇都宮市
鈴木 勘治 120,000 宇都宮市

宮坂 武利 60,000 宇都宮市
高野 由美 60,000 宇都宮市
高野はつめ 60,000 宇都宮市
大橋 操 60,000 宇都宮市
星野 忠昭 60,000 宇都宮市
海老原昭文 120,000 宇都宮市
堀江 精治 120,000 宇都宮市
助川 友二 120,000 宇都宮市
中田 均 120,000 宇都宮市
大出 浩己 120,000 板橋区
石川 安男 120,000 宇都宮市
菅家 透 120,000 宇都宮市
小西 喜雄 120,000 日光市
田中 光男 120,000 君津市
小林 茂 120,000 水戸市
中野 宏 60,000 宇都宮市
小山 政之 60,000 宇都宮市
渡辺建太郎 60,000 宇都宮市
増山瑞比古 1,060,000 宇都宮市
増山 律子 60,000 宇都宮市
上野 文昭 120,000 宇都宮市
関口快太郎 60,000 宇都宮市
野中 耕一 120,000 宇都宮市
佐田早希枝 60,000 宇都宮市
荒井マサ子 60,000 宇都宮市
新井 智絵 60,000 宇都宮市
藤村 明人 60,000 下野市
菊地 清高 60,000 千葉市
岩渕 末治 60,000 宇都宮市
吉原 英俊 60,000 宇都宮市
吉田 良二 120,000 宇都宮市
鈴木 雅仁 120,000 栃木県那珂川

町
岩原 臣男 120,000 宇都宮市
小矢島重男 120,000 栃木県河内町
石原 直己 55,000 宇都宮市
松井 昭 120,000 宇都宮市
鈴木 栄一 120,000 宇都宮市
小倉 健夫 120,000 足利市
矢野 文郎 80,000 宇都宮市
本多 美夫 55,000 宇都宮市
飯島 迪夫 60,000 日光市
千葉 美男 60,000 宇都宮市
斎藤 英二 60,000 栃木県塩谷町
小倉 孝夫 60,000 宇都宮市
大森 俊一 120,000 宇都宮市
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村上 勝徳 60,000 栃木県上河内
町

小村 寛 120,000 宇都宮市
野沢 浩 60,000 宇都宮市
小野 辰雄 360,000 都・中央区
関口 快流 120,000 宇都宮市
入谷 孝雄 120,000 宇都宮市
山田 恭平 120,000 日光市
若井 明香 240,000 宇都宮市
松本 尚志 100,000 宇都宮市
清野 悟 120,000 鹿沼市
村田 士郎 1,000,000 都・港区
静永 純一 400,000 都・港区
手塚真理子 60,000 宇都宮市
藤森 篤 60,000 宇都宮市
年間五万円以下の
もの

535,000

（政治団体分）
日本医師連盟 3,000,000 文京区
志師会 17,780,000 千代田区
鉄輪21・政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

今村 雅弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 42,315,559

前年繰越額 10,058,281

本年収入額 32,257,278

２ 支出総額 32,196,112

３ 本年収入の内訳
寄附 3,060,000

個人分 2,060,000

政治団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,186,500

今村雅弘君と明日の日本を語
る会

29,186,500

その他の収入 10,778

一件十万円未満のもの 10,778

４ 支出の内訳
経常経費 6,494,594

人件費 3,425,329

備品・消耗品費 1,603,884

事務所費 1,465,381

政治活動費 25,701,518

組織活動費 2,540,223

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,520,810

機関紙誌の発行事業費 967,628

宣伝事業費 213,815

政治資金パーティー開催事
業費

7,339,367

調査研究費 150,485

寄附・交付金 14,490,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮原 洋一 120,000 佐賀県久保田

町
宮原エミカ 120,000 佐賀県久保田

町
緒方 周 600,000 佐賀県白石町
森山 幹夫 120,000 佐賀市
森永 浩通 100,000 佐賀県久保田

町
江崎健二郎 400,000 下関市
諸隈 正剛 200,000 多久市
八矢 芳幸 200,000 都・港区
江口 健治 200,000 小城市
（政治団体分）
近代産業研究会 1,000,000 館林市
６ 特定パーティーの概要
今村雅弘君と明日
の日本を語る会
(821人)

29,186,500 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
今村雅弘君と明日の日本を語る会
（個人からの対価の支払）
緒方 周 500,000 佐賀県白石町

（団体からの対価の支払）
j丸福建設 500,000 佐賀県久保田

町

田園都市問題研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐々木雄三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 8,292,210

前年繰越額 6,571,500

本年収入額 1,720,710

２ 支出総額 1,527,473

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,110,000

機関誌発行 1,110,000

その他の収入 610,710

プログラム広告料 490,000

一件十万円未満のもの 120,710

４ 支出の内訳
政治活動費 1,527,473

組織活動費 463,473

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,064,000

機関紙誌の発行事業費 1,064,000

田英夫と歩む会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田 英夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.12

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

東海政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

神田 真秋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛知県知事

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 49,663,226

前年繰越額 41,285,759

本年収入額 8,377,467

２ 支出総額 21,294,631

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(352人) 2,575,000

寄附 5,800,000

個人分 600,000

政治団体分 5,200,000

その他の収入 2,467

一件十万円未満のもの 2,467

４ 支出の内訳
経常経費 14,000,355

人件費 4,793,182

光熱水費 185,921

備品・消耗品費 2,364,018

事務所費 6,657,234

政治活動費 7,294,276

組織活動費 5,310,599

調査研究費 183,677

寄附・交付金 1,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小野 金夫 500,000 名古屋市
亀井とも子 100,000 名古屋市
（政治団体分）
一宮商工連盟 3,000,000 一宮市
桃宮会 2,000,000 名古屋市
愛知県測量設計業
政治連盟

100,000 名古屋市

日本行政書士政治
連盟愛知会

100,000 名古屋市

桃花会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木口 京子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.12

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

東京西武会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西岡 武夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 5,438,570

前年繰越額 318,570

本年収入額 5,120,000

２ 支出総額 3,573,558

３ 本年収入の内訳
寄附 5,120,000

個人分 5,120,000

４ 支出の内訳
経常経費 932,978

人件費 120,000

光熱水費 87,095

備品・消耗品費 222,040

事務所費 503,843

政治活動費 2,640,580

組織活動費 490,580

寄附・交付金 2,150,000

５ 寄附の内訳

˜
Ÿ

›



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

（個人分）
諸熊 正文 240,000 長崎市
吉川 英男 240,000 諫早市
年間五万円以下の
もの

4,640,000

東京ベイ・フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉峯 啓晴

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

藤信会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

後藤 茂之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 78,089,522

前年繰越額 4,476,189

本年収入額 73,613,333

２ 支出総額 77,107,024

３ 本年収入の内訳
寄附 1,020,000

個人分 1,020,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

72,592,585

後藤茂之を囲む朝食会（計４
回）

33,198,320

後藤茂之を励ます会（計２回） 39,394,265

その他の収入 748

一件十万円未満のもの 748

４ 支出の内訳
経常経費 5,262,778

備品・消耗品費 411,410

事務所費 4,851,368

政治活動費 71,844,246

組織活動費 4,455,406

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,834,010

政治資金パーティー開催事
業費

8,834,010

調査研究費 1,054,830

寄附・交付金 57,500,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
中村 有一 60,000 長野県下諏訪

町
小川 是 100,000 世田谷区
藤森 吉三 100,000 諏訪市
湖山 泰成 560,000 渋谷区
尾上 武 200,000 長野県下諏訪

町
６ 特定パーティーの概要
後藤茂之を励ます
会（平成18年６月
３日開催）(495人)

17,755,000 諏訪市

後藤茂之を励ます
会（平成18年６月
６日開催）(375人)

21,639,265 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
後藤茂之を励ます会（平成18年６月３日開催）
（団体からの対価の支払）
日東光学j 500,000 諏訪市

岡谷組安全衛生協
議会

300,000 岡谷市

後藤茂之を励ます会（平成18年６月６日開催）
（個人からの対価の支払）
小口 晃 1,500,000 堺市

（団体からの対価の支払）
第一パイプ工業j 500,000 川崎市

jヨドバシカメラ 1,000,000 新宿区

f山 1,500,000 新宿区

８ 資産等の内訳
（借入金）
後藤 茂之 53,660,137

東泉会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小泉純一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 89,818,621

前年繰越額 32,035,735

本年収入額 57,782,886

２ 支出総額 53,034,723

３ 本年収入の内訳
寄附 17,800,000

個人分 10,800,000

政治団体分 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

39,980,000

福泉会モーニングセミナー
（計７回）

30,500,000

福泉会モーニングセミナー懇
親会

9,480,000

その他の収入 2,886

一件十万円未満のもの 2,886

４ 支出の内訳
経常経費 26,477,223

人件費 21,758,800

備品・消耗品費 2,496,180

事務所費 2,222,243

政治活動費 26,557,500

組織活動費 1,201,375

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,175,525

政治資金パーティー開催事
業費

7,175,525

調査研究費 180,600

寄附・交付金 18,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
志賀 茂樹 720,000 都・中央区
小川 湧三 400,000 川崎市
荻原 博美 120,000 川崎市
城所 金平 400,000 稲城市
岡田榮一郎 100,000 川崎市
入山 利彦 300,000 横浜市
雨宮 慎一 200,000 都・港区
田中 邦弘 1,500,000 横浜市
本多 隆法 500,000 品川区
船山 昭三 300,000 川崎市
奥谷 禮子 200,000 世田谷区
持田 和夫 120,000 川崎市
持田 丞 600,000 川崎市
大熊登美夫 200,000 川口市
齋藤 秀雄 240,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

4,900,000

（政治団体分）
健康保険政治連盟 2,000,000 都・港区

日本薬業政治連盟 3,000,000 都・中央区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
動態政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森 英介

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 38,977,021

前年繰越額 1,636,438

本年収入額 37,340,583

２ 支出総額 36,592,478

３ 本年収入の内訳
寄附 5,500,000

個人分 1,500,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,840,000

都市エネルギー政策研究会勉
強会（計４回）

13,200,000

動態政経研究会第11回セミ
ナー

18,640,000

その他の収入 583

一件十万円未満のもの 583

４ 支出の内訳
経常経費 13,401,108

人件費 7,817,890

光熱水費 4,777

備品・消耗品費 1,417,233

事務所費 4,161,208

政治活動費 23,191,370

組織活動費 12,911,759

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,045,292

宣伝事業費 491,088

政治資金パーティー開催事
業費

9,554,204

調査研究費 54,319

寄附・交付金 180,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
菅井 善三 1,500,000 新宿区
（政治団体分）
大勇会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要

˜
Ÿ

œ



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

動態政経研究会第
11回セミナー(312

人)

18,640,000 都・港区

登龍政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笹山 登生

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 450,000

前年繰越額 450,000

２ 支出総額 0

燈籠の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

米津 等史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.15

１ 収入総額 1,627,377

前年繰越額 927,346

本年収入額 700,031

２ 支出総額 1,234,351

３ 本年収入の内訳
寄附 700,000

個人分 700,000

その他の収入 31

一件十万円未満のもの 31

４ 支出の内訳
経常経費 1,097,221

人件費 960,000

備品・消耗品費 129,661

事務所費 7,560

政治活動費 137,130

組織活動費 137,130

５ 寄附の内訳
（個人分）
梅田 嘉明 600,000 横浜市
松本 英亜 100,000 世田谷区
６ 資産等の内訳
（借入金）
米津 等史 13,301,357

東和会（東 力）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

東 力

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.16

１ 収入総額 123,749

前年繰越額 13,749

本年収入額 110,000

２ 支出総額 119,104

３ 本年収入の内訳
寄附 110,000

個人分 110,000

４ 支出の内訳
経常経費 119,104

備品・消耗品費 38,659

事務所費 80,445

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒川 110,000 渋谷区
東和会（和田 洋子）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

和田 洋子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 1,520,000

本年収入額 1,520,000

２ 支出総額 1,520,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,520,000

個人分 1,500,000

政治団体分 20,000

４ 支出の内訳
経常経費 520,860

備品・消耗品費 128,237

事務所費 392,623

政治活動費 999,140

組織活動費 999,140

５ 寄附の内訳
（個人分）
伴場 忠彦 1,500,000 福島市
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

20,000

徳洲塾
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村田 英保

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

徳政会（徳田 虎雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

徳田 虎雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 1,831

前年繰越額 1,831

２ 支出総額 0

徳友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

赤城 徳彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 12,529,322

前年繰越額 489,126

本年収入額 12,040,196

２ 支出総額 11,943,908

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,040,000

はばたく21世紀の会 12,040,000

その他の収入 196

一件十万円未満のもの 196

４ 支出の内訳
経常経費 8,572,393

人件費 6,987,282

備品・消耗品費 286,819

事務所費 1,298,292

政治活動費 3,371,515

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,229,730

機関紙誌の発行事業費 517,819

政治資金パーティー開催事
業費

2,711,911

調査研究費 129,385

その他の経費 12,400

５ 特定パーティーの概要
はばたく21世紀の
会(312人)

12,040,000 都・港区

都市政策研究会（武正 公一）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武正 公一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.30

１ 収入総額 31,941,834

前年繰越額 5,295,342

本年収入額 26,646,492

２ 支出総額 31,584,579

３ 本年収入の内訳
寄附 9,295,000

個人分 8,275,000

政治団体分 1,020,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,330,000

総会 300,000

トップセミナー 12,040,000

朝食勉強会講演会 1,050,000

東京武正会「講演会＆交流会」 3,940,000

その他の収入 21,492

一件十万円未満のもの 21,492

４ 支出の内訳
経常経費 111,696

事務所費 111,696

政治活動費 31,472,883

組織活動費 914,459

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,858,424

宣伝事業費 121,200

政治資金パーティー開催事
業費

6,269,335

その他の事業費 467,889

寄附・交付金 23,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒川 匠 60,000 さいたま市
石川 光春 60,000 さいたま市
海野 幸彦 60,000 さいたま市
大山 進 60,000 さいたま市
草地 祥貴 60,000 さいたま市
児玉 洋介 60,000 川口市
小林 正和 60,000 さいたま市
佐藤 清章 60,000 さいたま市
志水 則行 60,000 さいたま市
清水 裕之 60,000 文京区
高 敏嗣 60,000 さいたま市
高木 恭子 60,000 さいたま市
田中多賀志 60,000 さいたま市
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土屋 昭五 60,000 さいたま市
津曲 正尚 60,000 さいたま市
中村 澄江 60,000 さいたま市
長島 博高 60,000 さいたま市
北條 浩司 60,000 蕨市
前田 貢男 60,000 さいたま市
松本 利弘 60,000 さいたま市
武笠 和男 60,000 さいたま市
山田 敏郎 60,000 さいたま市
山根 健久 60,000 さいたま市
吉川 俊夫 60,000 さいたま市
小澤 枝美 120,000 さいたま市
尾澤 文貞 120,000 さいたま市
近野 三郎 120,000 さいたま市
権田 隆明 120,000 さいたま市
城倉 実 120,000 さいたま市
田島 久嵩 120,000 さいたま市
樋口恵二郎 120,000 さいたま市
山岸 平二 120,000 さいたま市
戸田 勝夫 180,000 さいたま市
小澤 修二 300,000 川口市
文野 晴彦 60,000 川口市
小熊 勇 120,000 さいたま市
塩浦 綾子 240,000 さいたま市
三井 靖徳 1,200,000 さいたま市
釜田 昭夫 60,000 さいたま市
新保 義治 55,000 さいたま市
大倉 浩 60,000 さいたま市
尾神 廣治 60,000 さいたま市
織壁‡一郎 60,000 さいたま市
勝田 修 60,000 さいたま市
勝田 葉子 60,000 さいたま市
勝田 充彦 60,000 さいたま市
川野辺 繁 60,000 熊谷市
倉林 巌 60,000 さいたま市
小島 昇 60,000 さいたま市
小林 八典 60,000 さいたま市
斉藤 忠治 60,000 さいたま市
清水 義夫 60,000 さいたま市
数納 進 60,000 桶川市
高崎 英雄 60,000 さいたま市
ˆ島 猛 60,000 さいたま市
高橋 常久 60,000 さいたま市
徳永 栄子 60,000 蕨市
西村 政仁 60,000 さいたま市
伴 智光 60,000 さいたま市

三井由美子 60,000 さいたま市
宮原 敏夫 60,000 さいたま市
吉田 武輝 60,000 さいたま市
渡沼 敏夫 60,000 さいたま市
天沼 充行 120,000 さいたま市
石井 幸一 120,000 さいたま市
岡部 弘 120,000 さいたま市
坂本 和穂 120,000 さいたま市
志村 宜洋 120,000 さいたま市
ˆ窪 信雄 120,000 さいたま市
中村 新一 120,000 さいたま市
野辺 博 120,000 都・中央区
石井 育郎 300,000 さいたま市
矢田部 聡 60,000 さいたま市
鈴木 孝雄 300,000 さいたま市
塩野 英昭 60,000 さいたま市
飯田 猛 60,000 さいたま市
池野 敏之 60,000 さいたま市
井原 實 60,000 さいたま市
今村 忠彦 60,000 さいたま市
入江 修充 60,000 さいたま市
海野 亀男 60,000 さいたま市
年間五万円以下の
もの

240,000

（政治団体分）
民主党埼玉県総支
部連合会

1,020,000 さいたま市

６ 特定パーティーの概要
トップセミナー
(398人)

12,040,000 さいたま市

都市党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

和田 勝広

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

都政朋友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三原 將嗣

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 1,873,000

前年繰越額 392,984

本年収入額 1,480,016

２ 支出総額 1,770,813

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(23人) 400,000

寄附 130,000

個人分 130,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

950,000

ゴルフ大会 150,000

世話人大会 800,000

その他の収入 16

一件十万円未満のもの 16

４ 支出の内訳
経常経費 559,041

人件費 206,000

光熱水費 145,206

備品・消耗品費 38,697

事務所費 169,138

政治活動費 1,211,772

組織活動費 346,632

機関紙誌の発行その他の事業
費

865,140

その他の事業費 865,140

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

130,000

戸田邦司後援会邦洋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

戸田 邦司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 4,108,768

前年繰越額 58,768

本年収入額 4,050,000

２ 支出総額 4,031,153

３ 本年収入の内訳
寄附 4,050,000

個人分 4,050,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,726,746

人件費 1,806,810

光熱水費 219,446

備品・消耗品費 165,276

事務所費 1,535,214

政治活動費 304,407

組織活動費 283,685

調査研究費 20,722

５ 寄附の内訳
（個人分）
戸田 節子 1,200,000 小田原市
戸田 雅人 700,000 新宿区
毛利 達治 700,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

1,450,000

戸田二郎を応援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

戸田 二郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 3,806,000

本年収入額 3,806,000

２ 支出総額 1,733,875

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(806人) 806,000

寄附 3,000,000

政治団体分 3,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 1,733,875

組織活動費 1,733,875

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
社会民主党 3,000,000 千代田区
ともみ組
資金管理団体の届出をした
者の氏名

稲田 朋美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 26,427,917

前年繰越額 1,101,000

本年収入額 25,326,917

２ 支出総額 18,863,420

３ 本年収入の内訳
寄附 12,405,500

個人分 6,369,500

政治団体分 6,036,000

借入金 12,921,417

稲田 朋美 12,921,417

４ 支出の内訳
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経常経費 12,548,797

人件費 1,504,000

備品・消耗品費 4,718,876

事務所費 6,325,921

政治活動費 6,314,623

機関紙誌の発行その他の事業
費

549,990

宣伝事業費 549,990

調査研究費 290,969

寄附・交付金 1,000,000

その他の経費 4,473,664

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿羅 健一 120,000 台東区
新井 有治 60,000 前橋市
今木 政典 120,000 大阪市
梅原 利一 60,000 東大阪市
柏木 薫 60,000 都・港区
佐久田昌昭 60,000 江東区
竹本 俊春 60,000 奈良市
竹本美奈子 60,000 奈良市
玉田 元“ 60,000 京都市
多治見國正 60,000 世田谷区
中村正三郎 60,000 世田谷区
中田 耕三 60,000 芦屋市
野田 マサ 60,000 鹿児島県錦江

町
濱野 晃Ö 60,000 大阪市
益田 哲生 60,000 大阪市
宮Ä 源征 60,000 都・港区
森山 秀雄 60,000 都・港区
吉重 丈夫 60,000 大阪市
吉田 新内 60,000 福井市
谷口 実直 160,000 大阪市
稲田 龍示 500,000 文京区
年間五万円以下の
もの

4,449,500

（政治団体分）
自由民主党福井県
第一選挙区支部

3,000,000 福井市

愛昭会 1,000,000 大野市
清和政策研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

36,000

６ 資産等の内訳
（借入金）

稲田 朋美 12,920,417

ドラフト・ポリシィー21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

中村 時広

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

松山市長

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 20,958,896

前年繰越額 4,054,643

本年収入額 16,904,253

２ 支出総額 20,943,521

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(65人) 1,800,200

寄附 2,836,983

個人分 2,836,983

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,267,000

中村時広君を囲む会 12,267,000

その他の収入 70

一件十万円未満のもの 70

４ 支出の内訳
経常経費 1,478,333

備品・消耗品費 689,403

事務所費 788,930

政治活動費 19,465,188

組織活動費 788,369

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,410,669

機関紙誌の発行事業費 84,399

宣伝事業費 250,034

政治資金パーティー開催事
業費

3,076,236

調査研究費 266,150

寄附・交付金 15,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
永野 貞一 120,000 松山市
藤本 諫男 110,000 松山市
矢野 唯一 120,000 今治市
宮田 泰 150,000 松山市
宮内 芳昭 120,000 松山市
三好 七郎 120,000 松山市
三井新太郎 500,000 松山市
嶋本 勲 120,000 松山市
鎌田 憲二 600,000 松山市

年間五万円以下の
もの

876,983

６ 特定パーティーの概要
中村時広君を囲む
会(477人)

12,267,000 都・港区

内外時流研究会（長野 祐也）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長野 祐也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 22,736,492

前年繰越額 386,492

本年収入額 22,350,000

２ 支出総額 21,977,717

３ 本年収入の内訳
寄附 240,000

政治団体分 240,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

22,110,000

出版記念会 4,880,000

勉強会（計７回） 17,230,000

４ 支出の内訳
経常経費 12,346,618

人件費 4,250,000

光熱水費 360,000

備品・消耗品費 4,625,000

事務所費 3,111,618

政治活動費 9,631,099

組織活動費 1,436,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,779,760

その他の事業費 4,779,760

調査研究費 3,415,339

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
国際政経研究会 240,000 世田谷区
内外政策研究会（続 訓弘）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

続 訓弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

内藤正光後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

内藤 正光

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 3,429,822

前年繰越額 3,329,617

本年収入額 100,205

２ 支出総額 886,988

３ 本年収入の内訳
寄附 100,000

政治団体分 100,000

その他の収入 205

一件十万円未満のもの 205

４ 支出の内訳
経常経費 87,826

備品・消耗品費 73,290

事務所費 14,536

政治活動費 799,162

組織活動費 799,162

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
中川ともこ応援団
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中川 智子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 1,835,071

前年繰越額 1,835,071

２ 支出総額 1,835,071

３ 支出の内訳
経常経費 1,734,701

人件費 650,000

光熱水費 14,526

備品・消耗品費 304,210

事務所費 765,965

政治活動費 100,370

寄附・交付金 100,000

その他の経費 370

中川雅治懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中川 雅治
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 55,093,111

前年繰越額 10,312,763

本年収入額 44,780,348

２ 支出総額 30,912,710

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

40,780,000

中川雅治君を励ます会（平成
17年12月13日開催）

1,080,000

中川雅治君を励ます会（平成
18年12月18日開催）

21,800,000

中川雅治環境・経済政策
フォーラム（計３回）

17,900,000

その他の収入 348

一件十万円未満のもの 348

４ 支出の内訳
経常経費 10,980,157

人件費 8,367,286

備品・消耗品費 2,368,099

事務所費 244,772

政治活動費 19,932,553

組織活動費 11,072,711

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,740,651

宣伝事業費 1,335,114

政治資金パーティー開催事
業費

7,405,537

調査研究費 119,191

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
中川雅治君を励ま
す会（平成17年12

月13日開催）(54

人)

1,080,000 千代田区
(前年収入額 17,580,000)

中川雅治君を励ま
す会（平成18年12

月 18 日 開 催）
(1,090人)

21,800,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

中川雅治君を励ます会（平成18年12月18日開催）
（団体からの対価の支払）
三共木工j 500,000 川越市

jデベロップメン
トリサーチ

1,000,000 新宿区

（政治団体からの対価の支払）
東京都トラック運
送事業政治連盟

300,000 新宿区

８ 資産等の内訳
（借入金）
中川 雅治 4,500,000

中川義雄国政研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中川 義雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 19,241,454

前年繰越額 4,241,158

本年収入額 15,000,296

２ 支出総額 16,590,774

３ 本年収入の内訳
寄附 15,000,000

政治団体分 15,000,000

その他の収入 296

一件十万円未満のもの 296

４ 支出の内訳
経常経費 12,470,640

人件費 6,385,200

備品・消耗品費 2,461,758

事務所費 3,623,682

政治活動費 4,120,134

組織活動費 1,911,924

調査研究費 208,210

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党北海道
参議院選挙区第二
支部

11,000,000 札幌市

志帥会 4,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,380,000 14. 4.30

長Ä慶一友の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長Ä 慶一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

荒川区議会議員

報告年月日 19. 5.18

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

長沢広明後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長沢 広明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.16

１ 収入総額 2,365,358

前年繰越額 2,286,463

本年収入額 78,895

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 78,750

政治団体分 78,750

その他の収入 145

一件十万円未満のもの 145

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
公明党埼玉県本部 78,750 さいたま市
永田町政経調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

竹下 亘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 322,515,682

前年繰越額 198,552,611

本年収入額 123,963,071

２ 支出総額 71,122,718

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(32人) 1,592,000

寄附 63,402,000

個人分 2,202,000

政治団体分 61,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

58,916,430

竹下亘君を励ます会 58,916,430

その他の収入 52,641

一件十万円未満のもの 52,641

４ 支出の内訳
経常経費 32,397,252

人件費 23,872,338

備品・消耗品費 4,552,242

事務所費 3,972,672

政治活動費 38,725,466

組織活動費 25,046,874

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,678,592

政治資金パーティー開催事
業費

11,678,592

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿川 功 240,000 新宿区
武本 孝俊 300,000 台東区
下手 公一 300,000 島根県斐川町
天崎 博文 500,000 大田区
年間五万円以下の
もの

862,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
第二選挙区支部

20,000,000 出雲市

新産業経済研究会 25,000,000 千代田区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
平成研究会 4,000,000 千代田区
長期政策総合懇話
会

10,000,000 千代田区

林土連懇話会 200,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
竹下亘君を励ます
会(1,081人)

58,916,430 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
竹下亘君を励ます会
（個人からの対価の支払）
篠崎 一浩 300,000 芦屋市

（団体からの対価の支払）
j大本組 400,000 岡山市

j染 奥山 300,000 京都市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区
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酉政会 500,000 都・港区

特森懇話会 400,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,500,000 12.10. 1

（預金等）
45,000,000

仲津真治と歩む会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

仲津 真治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 5,079,886

本年収入額 5,079,886

２ 支出総額 3,735,374

３ 本年収入の内訳
寄附 5,079,886

個人分 5,079,886

４ 支出の内訳
経常経費 1,411,536

人件費 122,390

光熱水費 29,132

備品・消耗品費 706,504

事務所費 553,510

政治活動費 2,323,838

組織活動費 354,778

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

727,800

宣伝事業費 727,800

調査研究費 1,211,260

５ 寄附の内訳
（個人分）
仲津 真治 3,107,886 取手市
下條 武男 1,500,000 文京区
更家 悠介 100,000 大阪市
三谷 昌治 120,000 取手市
西村 貞一 200,000 西宮市
年間五万円以下の
もの

52,000

中原爽社会保障研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中原 爽

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 39,448,085

前年繰越額 35,446,191

本年収入額 4,001,894

２ 支出総額 9,856,889

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 1,894

一件十万円未満のもの 1,894

４ 支出の内訳
経常経費 6,196,960

人件費 4,951,875

備品・消耗品費 374,410

事務所費 870,675

政治活動費 3,659,929

組織活動費 3,521,279

機関紙誌の発行その他の事業
費

50,400

宣伝事業費 50,400

調査研究費 88,250

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
なたにや正義後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

那谷屋正義

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 1,444,635

前年繰越額 544,635

本年収入額 900,000

２ 支出総額 629,463

３ 本年収入の内訳
寄附 900,000

個人分 300,000

政治団体分 600,000

４ 支出の内訳
政治活動費 629,463

組織活動費 584,463

寄附・交付金 45,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

那谷屋正義 300,000 川崎市
（政治団体分）
民主党参議院比例
区第40総支部

600,000 千代田区

楠朋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩永 浩美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 9,278,704

前年繰越額 638,680

本年収入額 8,640,024

２ 支出総額 8,735,134

３ 本年収入の内訳
寄附 8,640,000

個人分 4,640,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 24

一件十万円未満のもの 24

４ 支出の内訳
経常経費 5,903,227

人件費 4,271,281

光熱水費 129,841

備品・消耗品費 623,870

事務所費 878,235

政治活動費 2,831,907

組織活動費 2,831,907

５ 寄附の内訳
（個人分）
今泉 弘和 240,000 佐賀県有田町
岩永喜久子 240,000 佐賀県有田町
岩永 浩一 240,000 佐賀県有田町
織田 孝夫 360,000 武雄市
川島 新一 1,200,000 佐賀県太良町
江口 健治 330,000 小城市
古賀 和彦 120,000 佐賀県江北町
多村 繁樹 120,000 八王子市
高野 岩雄 240,000 佐賀県有田町
舘林 一 240,000 佐賀県有田町
弟子丸弘海 350,000 佐賀市
樋渡 昭範 200,000 武雄市
松尾 公博 120,000 武雄市
舘林 茂 160,000 佐賀県有田町
福川 武一 120,000 佐賀県有田町
森木 一志 240,000 唐津市

年間五万円以下の
もの

120,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
新井田秀寿後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

新井田秀寿

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 290,000

前年繰越額 290,000

２ 支出総額 0

21ビジョン開発研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒井 聰

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 5,932,239

前年繰越額 2,388,179

本年収入額 3,544,060

２ 支出総額 5,324,541

３ 本年収入の内訳
寄附 3,397,000

個人分 2,617,000

政治団体分 780,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

147,000

21ビジョン朝食勉強会 63,000

荒井さとし国政報告会 84,000

その他の収入 60

一件十万円未満のもの 60

４ 支出の内訳
経常経費 54,180

事務所費 54,180

政治活動費 5,270,361

組織活動費 18,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

172,361

その他の事業費 172,361

寄附・交付金 5,080,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
今村 彰秀 240,000 千葉市
生駒 雅彦 120,000 旭川市
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中津川靖裕 240,000 旭川市
石黒 理明 240,000 旭川市
千葉 誠 240,000 旭川市
中川 豊敏 240,000 旭川市
中田 輝夫 120,000 札幌市
戸部 新司 120,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

1,057,000

（政治団体分）
北海道医師連盟 480,000 札幌市
民主党 300,000 千代田区

21世紀阿波政経塾
資金管理団体の届出をした
者の氏名

須見 照彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

徳島県議会議員

報告年月日 19. 4.12

１ 収入総額 7,649,851

本年収入額 7,649,851

２ 支出総額 7,649,851

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,649,851

須見照彦君を励ます集い 7,649,851

４ 支出の内訳
経常経費 3,346,391

人件費 900,000

光熱水費 145,000

備品・消耗品費 251,391

事務所費 2,050,000

政治活動費 4,303,460

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,303,460

機関紙誌の発行事業費 524,790

政治資金パーティー開催事
業費

3,778,670

５ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
須見照彦君を励ます集い
（団体からの対価の支払）
井上建設j 500,000 鳴門市

明和クリーンj 1,000,000 三好市

徳島リサイクル工
業j

800,000 阿波市

j徳島エムテック 300,000 徳島市

jＢＳＫ 300,000 徳島市

21世紀構想研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松宮 勲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 3,677,586

前年繰越額 2,127,582

本年収入額 1,550,004

２ 支出総額 3,282,024

３ 本年収入の内訳
寄附 1,550,000

個人分 1,550,000

その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
経常経費 2,314,364

人件費 570,000

光熱水費 89,525

備品・消耗品費 106,114

事務所費 1,548,725

政治活動費 967,660

組織活動費 759,300

調査研究費 208,360

５ 寄附の内訳
（個人分）
松宮 勲 1,550,000 福井市

21世紀懇談会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北岡 秀二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 6,178,523

前年繰越額 673,431

本年収入額 5,505,092

２ 支出総額 4,229,123

３ 本年収入の内訳
寄附 5,505,000

個人分 4,505,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 92

一件十万円未満のもの 92

４ 支出の内訳
経常経費 3,731,123

人件費 3,460,757

備品・消耗品費 118,367

事務所費 151,999

政治活動費 498,000

組織活動費 498,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤原 富雄 120,000 美馬市
北岡 保 100,000 美馬市
西村 治 100,000 美馬市
東條 延子 120,000 阿南市
桑田 次雄 300,000 阿南市
真鍋 郷美 500,000 三好市
真鍋 克俊 500,000 三好市
真鍋 忠雄 300,000 三好市
真鍋智恵子 300,000 三好市
年間五万円以下の
もの

2,165,000

（政治団体分）
自由民主党徳島県
参議院選挙区第二
支部

1,000,000 徳島市

21世紀懇話会（魚住裕一郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

魚住裕一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1. 9

１ 収入総額 1,078,862

前年繰越額 78,857

本年収入額 1,000,005

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

個人分 1,000,000

その他の収入 5

一件十万円未満のもの 5

４ 寄附の内訳
（個人分）
神野 哲州 1,000,000 津島市
二十一世紀新政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

太田 豊秋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 11,466,960

前年繰越額 1,766,855

本年収入額 9,700,105

２ 支出総額 9,361,829

３ 本年収入の内訳
寄附 9,700,000

個人分 6,000,000

政治団体分 3,700,000

その他の収入 105

一件十万円未満のもの 105

４ 支出の内訳
経常経費 3,320,522

人件費 274,560

光熱水費 172,719

備品・消耗品費 2,016,433

事務所費 856,810

政治活動費 6,041,307

組織活動費 2,210,560

機関紙誌の発行その他の事業
費

158,355

宣伝事業費 158,355

調査研究費 2,072,392

寄附・交付金 1,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
太田 豊秋 6,000,000 南相馬市
（政治団体分）
新財政研究会 3,700,000 都・港区

21世紀政経会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

原田 義昭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 107,490,761

前年繰越額 24,925,657

本年収入額 82,565,104

２ 支出総額 86,659,536

３ 本年収入の内訳
寄附 8,870,000

個人分 3,870,000

政治団体分 5,000,000
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機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

73,695,000

原田義昭君と日本の明日を語
る会（計４回）

73,019,000

定例・昼食勉強会 676,000

その他の収入 104

一件十万円未満のもの 104

４ 支出の内訳
経常経費 32,672,753

人件費 21,835,693

光熱水費 692,784

備品・消耗品費 2,533,930

事務所費 7,610,346

政治活動費 53,986,783

機関紙誌の発行その他の事業
費

16,904,164

政治資金パーティー開催事
業費

16,499,790

その他の事業費 404,374

調査研究費 82,619

寄附・交付金 37,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中島 憲雄 1,000,000 小田原市
片山 義規 400,000 川崎市
川瀬 輝彦 70,000 福岡市
清末 英荘 1,200,000 川崎市
居石 祐司 1,200,000 都・中央区
（政治団体分）
近未来研究会 4,000,000 千代田区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
原田義昭君と日本
の明日を語る会
（平成18年４月25

日開催）(1,067人)

20,372,000 都・港区

原田義昭君と日本
の明日を語る会
（平成18年11月14

日開催）(948人)

18,136,000 都・港区

原田義昭君と日本
の明日を語る会
（平成18年６月26

日開催）(976人)

18,466,000 福岡市

原田義昭君と日本
の明日を語る会
（平成18年12月18

日開催）(852人)

16,045,000 福岡市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
原田義昭君と日本の明日を語る会（平成18年４
月25日開催）
（団体からの対価の支払）
jダイナム 400,000 荒川区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

近未来研究会 300,000 千代田区

原田義昭君と日本の明日を語る会（平成18年11

月14日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

近未来研究会 300,000 千代田区

原田義昭君と日本の明日を語る会（平成18年12

月18日開催）
（団体からの対価の支払）
全国有床診療所協
議会

400,000 福岡市

21世紀政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 正孝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.18

１ 収入総額 13,741,680

前年繰越額 66,081

本年収入額 13,675,599

２ 支出総額 13,675,599

３ 本年収入の内訳
寄附 13,675,599

個人分 13,675,599

４ 支出の内訳
政治活動費 13,675,599

その他の経費 13,675,599

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 正孝 10,000,000 裾野市

鈴木テイ子 1,500,000 裾野市
望月 弘次 1,500,000 静岡市
常田佐知子 675,599 都・港区

21世紀政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石田 祝稔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 752,824

前年繰越額 189,816

本年収入額 563,008

２ 支出総額 568,581

３ 本年収入の内訳
寄附 563,000

個人分 500,000

政治団体分 63,000

その他の収入 8

一件十万円未満のもの 8

４ 支出の内訳
経常経費 190,581

事務所費 190,581

政治活動費 378,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

378,000

宣伝事業費 378,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石田 祝稔 500,000 高知市
（政治団体分）
公明党高知県本部 63,000 高知市

21世紀政策研究会（鈴木 宗男）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 宗男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 184,058,909

前年繰越額 3,198,488

本年収入額 180,860,421

２ 支出総額 166,357,226

３ 本年収入の内訳
寄附 89,049,121

個人分 89,049,121

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

91,809,160

新党大地・鈴木宗男「第一回
北海道セミナー」

91,809,160

その他の収入 2,140

一件十万円未満のもの 2,140

４ 支出の内訳
経常経費 50,365,412

人件費 31,806,893

光熱水費 514,929

備品・消耗品費 5,395,083

事務所費 12,648,507

政治活動費 115,991,814

（うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出）

28,565,000

組織活動費 19,775,638

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,251,176

宣伝事業費 430,000

政治資金パーティー開催事
業費

11,821,176

寄附・交付金 83,965,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
正木 省司 360,000 北海道新冠町
正木美恵子 120,000 北海道新冠町
照山 哲榮 120,000 熊本県五木村
志田原一巳 300,000 小金井市
藤本 浩三 120,000 杉並区
木村 一美 120,000 茅野市
濁沼 一三 240,000 旭川市
田渕 勝一 120,000 札幌市
杉本 容孝 120,000 札幌市
上東 信義 400,000 加世田市
中村 太一 240,000 徳島県川島町
山村 耕二 400,000 南さつま市
天野 光儀 120,000 札幌市
北川 利秋 120,000 小樽市
川又 敏英 120,000 北海道新冠町
福嶋 健一 120,000 留萌市
福嶋 重男 120,000 留萌市
加野島 勲 120,000 北海道小平町
大谷 輝雄 120,000 札幌市
渡辺 清 360,000 士別市
工藤 正幸 120,000 札幌市
矢橋 温郎 120,000 札幌市
土橋 裕 120,000 留萌市
米澤 一俊 240,000 札幌市
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) 米澤 美子 120,000 札幌市

米澤 佳晃 120,000 札幌市
加藤佳良子 120,000 札幌市
荒牧 州弘 120,000 さくら市
入江 正克 70,000 大阪市
土屋 珠美 90,000 大阪市
浪岡 明彦 60,000 札幌市
西島 純徳 120,000 南さつま市
西川 堯子 90,000 白山市
木村 庄一 240,000 中野区
鳴海 武u 120,000 新潟市
奈良 久男 120,000 大分市
金子 俊彦 120,000 北海道小平町
五十嵐邦男 120,000 調布市
春木 啓孝 120,000 留萌市
田中井清司 360,000 朝霞市
大友喜八郎 120,000 名古屋市
千田 久 120,000 留萌市
石倉 理彦 120,000 札幌市
広瀬 光彦 360,000 名古屋市
生駒 雅彦 120,000 旭川市
渥美 和広 1,500,000 大田区
神行 武彦 120,000 三木市
中原 安広 240,000 北海道美幌町
山崎 建雄 240,000 北海道美幌町
石田 博司 360,000 釧路市
山崎 正明 120,000 北海道釧路町
河村 重敏 120,000 根室市
森 一夫 120,000 根室市
葛尾 ミツ 240,000 北海道弟子屈

町
奥村 義友 240,000 北海道中標津

町
大西 雅之 1,200,000 釧路市
中川 利弘 120,000 釧路市
藤本 満 120,000 北海道標津町
黒瀬 孝志 100,000 釧路市
野澤 英明 120,000 釧路市
山口 和男 180,000 根室市
牧口 勝彦 100,000 根室市
太田 武憲 120,000 釧路市
最能 哲 480,000 北海道中標津

町
板井 進 80,000 釧路市
渋江 宏 599,580 北海道白糠町
小林 新市 240,000 北海道標茶町

中井 理文 120,000 釧路市
島影 喜作 480,000 北海道別海町
小船井修一 360,000 釧路市
山村五十三 360,000 北海道弟子屈

町
松本 淳一 270,000 苫小牧市
高畠 一雄 240,000 北海道厚岸町
市橋 清捷 240,000 釧路市
沖野 康之 120,000 北海道別海町
杉山 晴美 180,000 帯広市
上谷内信雄 400,000 北海道浦幌町
内木 信子 140,000 帯広市
山本 勉 120,000 根室市
国岡 廣隆 300,000 北海道弟子屈

町
星 正敏 120,000 釧路市
幸崎 眞章 120,000 高知県野市町
松井 雄吉 120,000 札幌市
榎並 良雄 120,000 北海道釧路町
成田 吉孝 120,000 旭川市
北畑 和博 60,000 釧路市
金田文太郎 120,000 明石市
千原 政雄 120,000 京都市
仲條 浩悦 120,000 旭川市
谷口 屯 120,000 鹿児島市
久富 慶亮 120,000 舞鶴市
高橋 寅雄 500,000 北海道南幌町
広重 孝徳 60,000 千歳市
太田 秀明 120,000 旭川市
秋田 毅 120,000 北海道大野町
和田 年正 120,000 北斗市
真鍋 智紀 120,000 帯広市
能祖 国紀 120,000 北海道比布町
西森 功 120,000 北海道豊富町
奈良求仁世 100,000 岩見沢市
奈良 和康 100,000 岩見沢市
佐藤 玄朗 120,000 宇都宮市
平田 昌之 500,000 北海道長沼町
平田 師心 500,000 北海道長沼町
平田美知子 500,000 北海道長沼町
田口 晴義 100,000 大和高田市
高橋 宥二 120,000 神奈川県松田

町
千葉 新次 120,000 旭川市
浜口 公男 120,000 豊川市
和田 肇 120,000 恵庭市

橋本 哲夫 120,000 河内長野市
本間 雄 120,000 札幌市
森崎 佳旺 240,000 北広島市
清水 保明 120,000 札幌市
増田 晴紀 120,000 江戸川区
芳賀 昭雄 120,000 深川市
森川 基嗣 360,000 函館市
藤原 敏治 120,000 京都市
小林扶桑雄 120,000 北広島市
森下 陽治 120,000 札幌市
會澤 實 60,000 北海道静内町
浜地 紀生 120,000 名古屋市
田中 勝博 120,000 北海道羅臼町
山田 宏紀 240,000 旭川市
佐藤 悦朗 120,000 留萌市
野田慎太郎 240,000 旭川市
山岸 朋雄 120,000 留萌市
岸梅 一幸 120,000 北見市
村松 和行 120,000 杉並区
山下 衛 120,000 北海道別海町
山根 政義 170,000 北海道白糠町
飯島 弘泰 120,000 旭川市
池田順三郎 120,000 釧路市
新妻 嵩 480,000 帯広市
太田 博夫 60,000 北海道白糠町
高橋 則行 120,000 函館市
木内 藤男 240,000 静岡市
久万田 満 120,000 北海道中標津

町
及川 大海 120,000 岩見沢市
西尾 裕司 480,000 根室市
森本 晴夫 1,000,000 紋別市
武田 定雄 120,000 帯広市
金沢 正信 120,000 函館市
敷村 康弘 120,000 大阪市
西森 靖之 480,000 稚内市
永井冨美男 60,000 石狩市
磯田 憲生 240,000 北海道日高町
吉田 厚 360,000 北海道中川町
馴山 修治 120,000 北海道標津町
加藤 博美 120,000 名古屋市
桐明幸次郎 120,000 人吉市
藤井 裕 120,000 札幌市
佐々木正明 120,000 稚内市
辻 泰治 420,000 北海道足寄町
村上 誠 120,000 北海道音更町

佐藤 一男 120,000 帯広市
仲宗根 正 120,000 沖縄市
新妻 寛 120,000 帯広市
遊佐 隆 500,000 北海道池田町
木村 昭 60,000 北海道足寄町
山本 淑子 120,000 帯広市
大下 繁樹 60,000 広島市
石丸 節子 1,200,000 吹田市
田中 勲 120,000 札幌市
丹野 次男 120,000 北海道芽室町
石塚 宗博 120,000 稚内市
高橋 欽造 120,000 北海道新得町
黒田 元啓 120,000 北海道足寄町
土井 清夫 120,000 帯広市
武田 孝 240,000 北海道広尾町
尾林 克美 120,000 名古屋市
田湯 喜義 120,000 北海道静内町
野村 テル 1,500,000 江別市
川田 章博 500,000 帯広市
大西 道夫 120,000 帯広市
栗林 護 120,000 帯広市
小島 保 120,000 北海道陸別町
山本 恵二 1,000,000 いわき市
小谷 佶 240,000 岩見沢市
西江 靖幸 500,000 帯広市
小川 信男 120,000 北海道本別町
高堂 忠美 120,000 帯広市
山本 良二 100,000 高槻市
朝日 明 120,000 北海道本別町
高玉 政行 300,000 北海道別海町
菊地 敏 120,000 北海道天塩町
駒木 寿夫 120,000 新宿区
濱谷 和雄 600,000 釧路市
濱谷美津男 600,000 釧路市
山内 信男 200,000 北海道更別村
山内 俊男 200,000 北海道更別村
井原 貴仁 120,000 高知県四万十

町
鑓水 欽三 240,000 北見市
井上 光弘 120,000 那覇市
福田 順一 120,000 北海道浦幌町
山本 稔 500,000 北海道豊富町
工藤 信明 200,000 札幌市
石橋 勉 100,000 北海道陸別町
八戸 正秋 120,000 函館市
河西 哲夫 120,000 帯広市
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栗林 延次 120,000 釧路市
高野 庫之 240,000 台東区
荒川 彰 120,000 台東区
林 澄男 120,000 名古屋市
餘田 康良 120,000 板橋区
飯田 康弘 120,000 台東区
野中 敏夫 120,000 江戸川区
播摩 信之 120,000 小田原市
渡辺慶次郎 120,000 根室市
秋山 寿信 1,500,000 札幌市
鈴木 雅善 120,000 北海道洞爺湖

町
松岡 孝夫 500,000 都・港区
中川 紘之 150,000 八戸市
笹山 智一 120,000 北海道伊達市
中津川武秀 240,000 北海道音更町
濁沼 英一 500,000 釧路市
常世 安勝 120,000 帯広市
横山 協司 120,000 北海道足寄町
伊藤 勝美 120,000 札幌市
西田 達雄 120,000 釧路市
加瀬 延男 120,000 仙台市
鷹觜 充子 480,000 北海道南富良

野町
柴田 英機 120,000 八千代市
西村 祐一 120,000 北海道小平町
吉岡 正典 360,000 北海道標茶町
古川 隆 120,000 稚内市
阿部 勇 120,000 稚内市
菊池 正義 240,000 西東京市
田中 茂夫 120,000 北海道枝幸町
山崎 晴一 120,000 北海道美深町
松尾憲一郎 120,000 福岡市
佐々木真佳 120,000 愛知県一色町
山中 武 100,000 伊賀市
嶋崎 勝昭 120,000 高知県佐川町
北原慎一郎 120,000 札幌市
畑中 光雄 120,000 札幌市
小田原 茂 200,000 沼田市
三津橋貞夫 120,000 旭川市
西村 進 120,000 釧路市
菊谷 達夫 120,000 北海道伊達市
鈴木 長治 180,000 新宿区
斉藤 昇 500,000 北海道足寄町
斉藤 健司 500,000 北海道足寄町
鈴木 邦光 500,000 練馬区

ˆ橋 博文 500,000 江東区
西村 智久 600,000 釧路市
佐々木信悟 200,000 横浜市
北島 昌史 120,000 相模原市
佐藤 達生 240,000 稚内市
金光 敦彦 120,000 都・港区
五十嵐敏夫 120,000 岩見沢市
武田 昭宏 120,000 旭川市
中前 孝二 240,000 北海道本別町
森下 郁男 120,000 北海道足寄町
相馬 幸好 120,000 栗原市
滝波 忠昭 100,000 福井市
井原章司朗 500,000 帯広市
谷津 征彦 120,000 帯広市
澤田 信正 120,000 北海道釧路町
白崎 義章 240,000 釧路市
竹橋 哲朗 120,000 釧路市
金井 関一 240,000 釧路市
寺井 範男 120,000 北海道別海町
永井 俊浩 60,000 北海道中札内

村
天方 智順 200,000 釧路市
木原源一郎 240,000 根室市
辻中純一郎 120,000 北海道羅臼町
日景 健治 300,000 北海道足寄町
滝沢 晃子 120,000 根室市
石黒勝三郎 120,000 北海道羅臼町
小川 勝弘 60,000 北海道羅臼町
久納 昇辰 120,000 稲沢市
深江 伯史 120,000 桑名市
宮永 哲郎 120,000 苫小牧市
石山 雅博 120,000 札幌市
伊藤 英雄 70,000 下田市
稲場 清 300,000 釧路市
松村 龍 120,000 帯広市
佐藤 武 480,000 北海道本別町
中西 勉 120,000 北海道羅臼町
戸田 大興 120,000 留萌市
吉尾 雅晴 240,000 留萌市
平野 正員 120,000 高知市
仲程 實 120,000 沖縄県宜野座

村
吉田 幸雄 480,000 函館市
齋藤 大介 200,000 函館市
渡會 昭治 120,000 士別市
河井 修 250,000 北海道清水町

砂田 勉 60,000 北海道枝幸町
瀬越 正巳 120,000 北海道天塩町
野田 眞澄 360,000 旭川市
本田 秀樹 200,000 釧路市
辻谷 智之 240,000 北海道弟子屈

町
中林 昭生 120,000 根室市
小嶋 静男 120,000 北海道中標津

町
橋場 一雄 120,000 北海道苫前町
小倉 章市 120,000 北海道美深町
生田 嗣夫 240,000 高知県四万十

町
中村 政信 120,000 北海道中標津

町
中村 義信 120,000 北海道中標津

町
田端 真佳 360,000 滝川市
新沼 靖典 120,000 北海道足寄町
川原 彰 120,000 名寄市
桑原 宏司 120,000 名古屋市
近藤 實 240,000 北海道中標津

町
藤原 治 500,000 北海道幕別町
山下 隆史 500,000 根室市
山下 洋司 500,000 根室市
佐々木光雄 120,000 北海道小平町
白石ヒナ子 240,000 福山市
白石 六朗 240,000 福山市
水本 謙 100,000 福山市
水本 弥生 70,000 福山市
宮本 勝次 240,000 大竹市
中田 良孝 1,500,000 札幌市
中村 幹男 120,000 釧路市
鎌田 公彦 120,000 北海道中標津

町
山郷 和彦 120,000 北海道増毛町
森永 忠輔 120,000 札幌市
野田 仁 480,000 北海道本別町
小野 哲也 120,000 北海道羅臼町
鈴木 宗男 6,000,000 釧路市
年間五万円以下の
もの

13,999,541

６ 特定パーティーの概要

新党大地・鈴木宗
男「第一回北海道
セミナー」(2,560

人)

91,809,160 札幌市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
新党大地・鈴木宗男「第一回北海道セミナー」
（個人からの対価の支払）
小山 博史 500,000 北本市

（団体からの対価の支払）
j大乗建設 300,000 熊本県五木村

斉藤井出建設j 600,000 北海道足寄町

j上東建設 500,000 南さつま市

辻谷建設j 250,000 北海道弟子屈
町

jマルサ笹谷商店 300,000 釧路市

j住まいの一番 500,000 名古屋市

高玉建設工業j 250,000 北海道別海町

宮脇土建j 1,000,000 釧路市

真壁建設j 1,000,000 根室市

j新神戸土地 300,000 神戸市

j濱谷建設 1,000,000 釧路市

f協和潜建 500,000 釧路市

道路工業j 500,000 札幌市

道興保険j 500,000 札幌市

道興技建j 500,000 札幌市

j大川組 530,000 北海道足寄町

j遊佐組 300,000 北海道池田町
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太田土建j 500,000 北海道白糠町

西江建設j 300,000 帯広市

j本田組 400,000 釧路市

菱中建設j 1,000,000 苫小牧市

ハラダ工業j 500,000 留萌市

日興美装工業j 500,000 札幌市

川田工業j 500,000 帯広市

北海道千代田j 500,000 札幌市

釧石工業j 700,000 釧路市

小谷産業j 500,000 岩見沢市

栗林建設j 300,000 帯広市

j阿寒グランドホ
テル

500,000 釧路市

j木原組 300,000 根室市

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 8,597,276 14. 5.17

二十一世紀政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柳田 稔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 1,226,417

前年繰越額 1,226,391

本年収入額 26

２ 支出総額 1,200,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 26

一件十万円未満のもの 26

４ 支出の内訳
政治活動費 1,200,000

寄附・交付金 1,200,000

21世紀政文会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

玄葉光一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 9,791,883

前年繰越額 461,883

本年収入額 9,330,000

２ 支出総額 4,936,504

３ 本年収入の内訳
寄附 9,330,000

個人分 8,500,000

（うち特定寄附） 8,500,000

政治団体分 830,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,535,773

人件費 600,000

備品・消耗品費 237,073

事務所費 698,700

政治活動費 3,400,731

組織活動費 3,386,191

調査研究費 14,540

５ 寄附の内訳
（個人分）

…玄葉光一郎 8,500,000 田村市
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

830,000

21世紀都市文化フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

枝野 幸男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 12,386,719

前年繰越額 9,385,498

本年収入額 3,001,221

２ 支出総額 5,500,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,996,600

個人分 1,500,600

政治団体分 1,496,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,200

書籍販売 4,200

その他の収入 421

一件十万円未満のもの 421

４ 支出の内訳
政治活動費 5,500,000

寄附・交付金 5,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
枝野 幸男 1,500,000 さいたま市
年間五万円以下の
もの

600

（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
民主党埼玉県総支
部連合会

1,396,000 さいたま市

二十一世紀の会（野田 聖子）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野田 聖子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 130,897,515

前年繰越額 48,142,973

本年収入額 82,754,542

２ 支出総額 69,518,046

３ 本年収入の内訳
寄附 27,205,000

個人分 20,205,000

政治団体分 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

47,728,410

ニューミレニアム研究会（計
４回）

2,700,000

野田聖子さんのさらなる飛躍
を期待する会

34,138,410

中部新経済セミナー（計２回） 10,320,000

二十一世紀の会懇話会 570,000

その他の収入 7,821,132

立法事務費 7,800,000

一件十万円未満のもの 21,132

４ 支出の内訳
経常経費 47,937,403

人件費 21,572,667

光熱水費 937,809

備品・消耗品費 9,521,637

事務所費 15,905,290

政治活動費 21,580,643

組織活動費 7,609,990

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,599,303

宣伝事業費 1,086,150

政治資金パーティー開催事
業費

12,333,813

その他の事業費 179,340

調査研究費 371,350

５ 寄附の内訳
（個人分）
新井 正 1,000,000 岐阜市
荒川 亨 1,500,000 千葉市
石塚 悦三 100,000 大阪市
伊藤 晃 60,000 岐阜市
井森 浩視 100,000 柳井市
塩谷 哲朗 60,000 岐阜市
大沢 義則 60,000 岐阜市
大谷 徹郎 120,000 神戸市
大野 春一 100,000 岐阜市
大平 均 60,000 岐阜市
片桐 尚人 60,000 岐阜市
加藤 義和 100,000 観音寺市
亀山 充 60,000 関市
川島 清成 60,000 岐阜市
北川 淳司 60,000 岐阜市
後藤東洋士 60,000 岐阜市
桜 宗佐 500,000 江戸川区
関谷 直人 60,000 瑞穂市
高橋 泰之 150,000 都・府中市
豊田 英司 100,000 岐阜市
中島 正明 60,000 岐阜市
野田 豊 100,000 京都市
長谷部紀之 100,000 岐阜市
浜島 利幸 100,000 岐阜市
林 久夫 60,000 岐阜市
平工 昌彦 60,000 岐阜市
福富 悌 200,000 岐阜市
古澤 康 60,000 岐阜市
前田福三郎 100,000 君津市
三橋 洋之 500,000 世田谷区
村木 純子 110,000 岐阜市
森 幹雄 60,000 岐阜市
森川 幸江 60,000 岐阜市
吉村 隆雄 100,000 岐阜市
依田 巽 300,000 都・港区
笹内 秀仁 60,000 泉大津市

˜
 

œ



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

高田 玲治 120,000 本巣市
横山 秀夫 60,000 山県市
吉田亀太郎 120,000 岐阜市
古田 庸三 240,000 岐阜市
島 福子 1,000,000 文京区
島 稔 1,500,000 文京区
林 義郎 150,000 品川区
年間五万円以下の
もの

10,615,000

（政治団体分）
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

1,000,000 品川区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

大樹全国会議 5,000,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
野田聖子さんのさ
らなる飛躍を期待
する会(1,150人)

34,138,410 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
野田聖子さんのさらなる飛躍を期待する会
（個人からの対価の支払）
荒川 亨 1,500,000 千葉市

大倉 光裕 300,000 平塚市

（団体からの対価の支払）
jダイナム 600,000 荒川区

フリージアマクロ
スj

500,000 千代田区

イーディーピーア
シスタントj

300,000 都・港区

jケイプラン 300,000 千代田区

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

東京不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（借入金）
野田 聖子 5,000,000

21世紀の会（山谷えり子）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山谷えり子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 8,535,401

前年繰越額 3,275,401

本年収入額 5,260,000

２ 支出総額 3,802,715

３ 本年収入の内訳
寄附 5,260,000

個人分 910,000

政治団体分 4,350,000

４ 支出の内訳
経常経費 360,188

備品・消耗品費 316,988

事務所費 43,200

政治活動費 3,442,527

組織活動費 1,976,377

調査研究費 66,150

寄附・交付金 1,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

910,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
日本・アフリカ連
合（ＡＵ）調査会

350,000 千代田区

二十一世紀ビジョン研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

井上 義久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 29,076,015

前年繰越額 13,619,923

本年収入額 15,456,092

２ 支出総額 20,188,215

３ 本年収入の内訳
寄附 2,945,675

個人分 1,000,000

政治団体分 1,945,675

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,510,000

井上義久国政報告会 8,990,000

東京国政報告会（計２回） 3,380,000

東京政経懇話会 140,000

その他の収入 417

一件十万円未満のもの 417

４ 支出の内訳
経常経費 6,254,729

人件費 31,200

備品・消耗品費 4,923,478

事務所費 1,300,051

政治活動費 13,933,486

組織活動費 5,041,100

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,447,526

政治資金パーティー開催事
業費

3,080,275

その他の事業費 2,367,251

調査研究費 144,860

寄附・交付金 2,500,000

その他の経費 800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
松倉 昭二 200,000 世田谷区
堀岡 正典 800,000 大田区
（政治団体分）
全国不動産政治連
盟

300,000 千代田区

東京不動産政治連
盟

1,600,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

45,675

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,484,230 18.12.11

21世紀福祉政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中村 博彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 26,829,019

前年繰越額 22,777,966

本年収入額 4,051,053

２ 支出総額 12,619,350

３ 本年収入の内訳
寄附 4,050,000

個人分 50,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 1,053

一件十万円未満のもの 1,053

４ 支出の内訳
経常経費 3,470,245

人件費 187,600

備品・消耗品費 2,705,789

事務所費 576,856

政治活動費 9,149,105

組織活動費 4,281,755

機関紙誌の発行その他の事業
費

189,000

宣伝事業費 189,000

調査研究費 178,350

寄附・交付金 4,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区

21世紀府政改革研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中川 隆弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府議会議員

報告年月日 19. 1.12

１ 収入総額 7,368,456

前年繰越額 1,294,258

本年収入額 6,074,198

２ 支出総額 3,967,335

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(45人) 225,000

寄附 5,849,000

個人分 5,234,000

政治団体分 615,000

その他の収入 198

一件十万円未満のもの 198

４ 支出の内訳
経常経費 507,110

事務所費 507,110

政治活動費 3,460,225

組織活動費 943,205

機関紙誌の発行その他の事業
費

480,270
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機関紙誌の発行事業費 220,500

宣伝事業費 259,770

調査研究費 16,800

寄附・交付金 2,000,000

その他の経費 19,950

５ 寄附の内訳
（個人分）
小川 剛志 1,000,000 箕面市
平田 啓子 100,000 豊中市
山井 敏夫 70,000 川西市
加籠六直尋 150,000 箕面市
春田 幸裕 100,000 吹田市
光本 義一 100,000 豊中市
井関 茂 200,000 豊中市
樋上 久代 200,000 豊中市
中川 静雄 1,000,000 豊中市
佐々木孝佳 1,000,000 西宮市
年間五万円以下の
もの

1,314,000

（政治団体分）
民主党大阪府総支
部連合会

615,000 大阪市

21世紀への政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

玉沢徳一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 45,987,777

前年繰越額 3,187,777

本年収入額 42,800,000

２ 支出総額 38,243,987

３ 本年収入の内訳
寄附 42,800,000

個人分 16,280,000

政治団体分 26,520,000

４ 支出の内訳
経常経費 33,923,992

人件費 14,310,000

光熱水費 5,297,611

備品・消耗品費 3,715,583

事務所費 10,600,798

政治活動費 4,319,995

組織活動費 4,319,995

５ 寄附の内訳
（個人分）

山田 弘子 1,500,000 渋谷区
山田 元 1,500,000 渋谷区
伊藤 明 1,500,000 練馬区
伊藤 雄夫 1,500,000 練馬区
小林 能邦 600,000 川崎市
阿部雅一郎 1,000,000 江東区
道越 治 1,500,000 都・港区
林 義智 1,500,000 水戸市
岩本 哲朗 1,000,000 水戸市
後藤 康丈 1,500,000 宮古市
仲谷 俊郎 1,000,000 足立区
南部 晴彦 1,000,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

1,180,000

（政治団体分）
自由民主党岩手県
第四支部

26,520,000 北上市

廿一世紀問題懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塩崎 恭久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 99,878,705

前年繰越額 27,513,549

本年収入額 72,365,156

２ 支出総額 57,318,705

３ 本年収入の内訳
寄附 5,240,000

個人分 4,240,000

政治団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

67,120,000

塩崎恭久と明日を語る会イン
東京（計３回）

59,260,000

塩崎恭久と明日を語る会イン
大阪

7,860,000

その他の収入 5,156

一件十万円未満のもの 5,156

４ 支出の内訳
経常経費 3,337,968

人件費 930,000

備品・消耗品費 1,382,286

事務所費 1,025,682

政治活動費 53,980,737

組織活動費 12,550,306

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,371,507

宣伝事業費 360,700

政治資金パーティー開催事
業費

5,010,807

調査研究費 58,924

寄附・交付金 36,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 硬 200,000 八千代市
高原 精二 80,000 世田谷区
一色 英雄 100,000 松山市
長田 憲一 500,000 由利本庄市
高内美代子 1,500,000 松山市
静永 純一 300,000 都・港区
酒本 勝美 300,000 たつの市
岩田 長人 300,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

960,000

（政治団体分）
新財政研究会 1,000,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
塩崎恭久と明日を
語る会イン東京
（平成18年４月４
日開催）(450人)

16,650,000 千代田区

塩崎恭久と明日を
語る会イン東京
（平成18年７月13

日開催）(420人)

16,510,000 千代田区

塩崎恭久と明日を
語る会イン東京
（平成18年12月21

日開催）(650人)

26,100,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
塩崎恭久と明日を語る会イン東京（平成18年４
月４日開催）
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

塩崎恭久と明日を語る会イン東京（平成18年７
月13日開催）
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

日本医師連盟 400,000 文京区

塩崎恭久と明日を語る会イン大阪
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

塩崎恭久と明日を語る会イン東京（平成18年12

月21日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

21世紀を拓く会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

棚橋 泰文

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 41,823,941

前年繰越額 2,435,941

本年収入額 39,388,000

２ 支出総額 38,684,743

３ 本年収入の内訳
寄附 7,648,000

個人分 5,648,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,740,000

棚橋泰文君と21世紀を拓く会
フォーラム

19,340,000

21世紀を拓く会勉強会（計２
回）

12,400,000

４ 支出の内訳
経常経費 23,674,280

人件費 14,453,513

光熱水費 285,192

備品・消耗品費 3,558,145

事務所費 5,377,430

政治活動費 15,010,463

組織活動費 3,601,963

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,408,500

政治資金パーティー開催事
業費

6,408,500

寄附・交付金 5,000,000
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５ 寄附の内訳
（個人分）
稲川 俊文 120,000 大垣市
伊藤 重朝 120,000 海津市
臼井 晴之 120,000 瑞穂市
小川 哲也 300,000 大垣市
大石健太郎 120,000 大垣市
金森 勤 120,000 大垣市
加藤 弘子 300,000 岐阜県笠松町
小西 敏夫 1,000,000 川西市
小森たか子 110,000 大垣市
竹中 清次 120,000 大垣市
中野比登志 120,000 都・中央区
棚橋 祐治 1,500,000 世田谷区
成宮 敬人 100,000 品川区
長瀬 功一 110,000 大垣市
“瀬 時男 120,000 瑞穂市
福山 昌男 360,000 江南市
古井 憲司 120,000 大垣市
福野 寿英 120,000 瑞穂市
武藤 輝夫 120,000 瑞穂市
米山 幹生 120,000 大垣市
年間五万円以下の
もの

428,000

（政治団体分）
自由民主党大垣市
支部

1,200,000 大垣市

岐阜県歯科医師連
盟

200,000 岐阜市

法務懇談会 600,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
棚橋泰文君と21世
紀を拓く会フォー
ラム(967人)

19,340,000 千代田区

2010年都市研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷畑 孝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 42,084,829

前年繰越額 5,609,523

本年収入額 36,475,306

２ 支出総額 34,702,608

３ 本年収入の内訳
寄附 34,315,000

個人分 2,315,000

政治団体分 32,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,160,000

経済セミナー 2,160,000

その他の収入 306

一件十万円未満のもの 306

４ 支出の内訳
経常経費 29,062,718

人件費 14,970,312

光熱水費 385,473

備品・消耗品費 4,811,208

事務所費 8,895,725

政治活動費 5,639,890

組織活動費 2,751,240

機関紙誌の発行その他の事業
費

818,390

政治資金パーティー開催事
業費

818,390

調査研究費 886,481

寄附・交付金 1,100,000

その他の経費 83,779

５ 寄附の内訳
（個人分）
松井 基安 1,000,000 柏原市
木村千彌子 120,000 八尾市
渡邊 日吉 850,000 八尾市
友田十三男 120,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

225,000

（政治団体分）
ティグレフォーラ
ム

30,000,000 千代田区

清和政策研究会 2,000,000 千代田区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
経済セミナー
（団体からの対価の支払）
jエルティグレ 500,000 大阪市

日本金融経済研究フォーラム21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

長崎幸太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 6,079,117

前年繰越額 2,719,117

本年収入額 3,360,000

２ 支出総額 1,516,725

３ 本年収入の内訳
寄附 1,370,000

個人分 1,370,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,990,000

第一回日本金融経済研究
フォーラム21セミナー

1,990,000

４ 支出の内訳
経常経費 267,690

人件費 124,500

光熱水費 6,470

備品・消耗品費 63,200

事務所費 73,520

政治活動費 1,249,035

組織活動費 512,475

機関紙誌の発行その他の事業
費

736,560

宣伝事業費 290,100

その他の事業費 446,460

５ 寄附の内訳
（個人分）
八幡 信孝 120,000 杉並区
滝本 充 90,000 都留市
志村 和也 120,000 山梨県鳴沢村
川原 哲夫 360,000 上野原市
Ö之介 600,000 上野原市

年間五万円以下の
もの

80,000

日本国民政治連合
資金管理団体の届出をした
者の氏名

赤石 貞治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.12

１ 収入総額 1,283,209

前年繰越額 209

本年収入額 1,283,000

２ 支出総額 1,283,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,283,000

個人分 1,283,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,100,000

事務所費 1,100,000

政治活動費 183,000

組織活動費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,000

宣伝事業費 3,000

調査研究費 130,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 宗人 120,000 都・港区
赤石 貞治 1,163,000 江東区
日本国家戦略フォーラム2025

資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 馨祐

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 15,557,213

前年繰越額 4,238,971

本年収入額 11,318,242

２ 支出総額 12,811,972

３ 本年収入の内訳
寄附 11,286,000

個人分 7,286,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 32,242

一件十万円未満のもの 32,242

４ 支出の内訳
経常経費 5,546,905

備品・消耗品費 1,338,293

事務所費 4,208,612

政治活動費 7,265,067

組織活動費 3,246,040

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,844,970

機関紙誌の発行事業費 3,805,935

宣伝事業費 39,035

調査研究費 174,057

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 馨祐 4,730,000 千代田区
永井 孝彦 400,000 世田谷区
古舘 亮 100,000 練馬区
若月 優 100,000 前橋市
三浦 哲也 1,500,000 鎌倉市
渥美聡一郎 200,000 相模原市
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年間五万円以下の
もの

256,000

（政治団体分）
自由民主党神奈川
県衆議院比例区第
四支部

4,000,000 横浜市

日本自由党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

清水 源吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.23

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

日本新進党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口 実

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大野城市議会議員

報告年月日 19. 6.29

１ 収入総額 1,249,200

本年収入額 1,249,200

２ 支出総額 1,249,200

３ 本年収入の内訳
寄附 1,249,200

個人分 1,249,200

４ 支出の内訳
経常経費 765,600

光熱水費 235,760

備品・消耗品費 217,840

事務所費 312,000

政治活動費 483,600

組織活動費 282,000

その他の経費 201,600

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,249,200

日本新世紀ビジョン研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 順三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 9,159,075

前年繰越額 2,913,373

本年収入額 6,245,702

２ 支出総額 7,809,929

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(166人) 2,720,000

寄附 360,000

個人分 360,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,148,000

日本新世紀ビジョン研究会設
立総会

483,000

日本新世紀ビジョン研究会
モーニングセミナー（計２回）

2,190,000

日本新世紀ビジョン研究会研
修会

475,000

その他の収入 17,702

一件十万円未満のもの 17,702

４ 支出の内訳
経常経費 1,956,573

備品・消耗品費 1,431,499

事務所費 525,074

政治活動費 5,853,356

組織活動費 2,973,364

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,849,382

機関紙誌の発行事業費 419,110

宣伝事業費 277,200

政治資金パーティー開催事
業費

900,130

その他の事業費 1,252,942

調査研究費 30,610

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

360,000

日本創造研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古川 禎久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 50,400,170

前年繰越額 17,771,285

本年収入額 32,628,885

２ 支出総額 33,070,464

３ 本年収入の内訳
寄附 19,857,000

個人分 18,557,000

政治団体分 1,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,770,000

古川禎久政経セミナー 12,770,000

その他の収入 1,885

一件十万円未満のもの 1,885

４ 支出の内訳
政治活動費 33,070,464

機関紙誌の発行その他の事業
費

844,920

政治資金パーティー開催事
業費

844,920

寄附・交付金 32,225,544

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 博水 120,000 都城市
志戸本宗徳 1,500,000 えびの市
有嶋 富夫 120,000 串間市
山本 忠興 120,000 串間市
池島 正浩 120,000 串間市
山本 博明 110,000 串間市
川田 幸典 120,000 都城市
藤田 忍 120,000 都城市
若松 和達 120,000 都城市
松尾 義知 240,000 都城市
山内 浩樹 120,000 串間市
中村 かよ 120,000 都城市
谷口 信幸 120,000 日南市
吉田 一徳 120,000 串間市
堀之内芳久 120,000 都城市
小玉 徳信 120,000 日南市
江夏俊太郎 110,000 都城市
野辺 勝彦 110,000 串間市
上原 正紘 120,000 都城市
花立 幸夫 150,000 串間市
谷口 榮一 100,000 串間市
古川 禎久 7,800,000 都城市
西郷 隆志 60,000 曽於市
高橋 洋一 120,000 串間市
大迫 貴司 80,000 日南市
坂下 利行 1,000,000 小林市
山下 隆士 480,000 串間市
Ö澤 一郎 120,000 日南市
小野 耕嗣 120,000 日南市
内村 勉 1,500,000 宮崎県三股町

河野 直継 120,000 宮崎県南郷町
今田 義輝 120,000 宮崎市
赤木 宣威 120,000 宮崎市
志多 宏彦 120,000 宮崎市
川口 和弘 240,000 都城市
河野 和也 120,000 日南市
谷口 光秀 120,000 串間市
満留 武宣 120,000 串間市
畑山 典秀 240,000 串間市
松田 定雄 120,000 日南市
前原 東洋 1,000,000 小林市
前原須摩子 500,000 小林市
橋口 博 120,000 古河市
松尾賢二郎 100,000 都城市
年間五万円以下の
もの

117,000

（政治団体分）
近未来政治研究所 300,000 千代田区
拓政会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
古川禎久政経セミ
ナー(111人)

12,770,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
古川禎久政経セミナー
（個人からの対価の支払）
内田 守彦 500,000 文京区

（団体からの対価の支払）
都北産業j 500,000 都城市

j九南 500,000 都城市

大淀開発j 500,000 都城市

fマキタ 500,000 都城市

久保産業j 500,000 都城市

jながやま 500,000 都城市

j鎌田建築 500,000 宮崎県野尻町

fはざま 500,000 都城市

都城地区建設業協
会

500,000 都城市
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ジャパン・プロテ
クションj

500,000 千代田区

j清水組 1,000,000 都城市

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

平沼会 500,000 千代田区

日本の進路21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

米 正剛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 4,497,990

前年繰越額 397,988

本年収入額 4,100,002

２ 支出総額 4,497,607

３ 本年収入の内訳
寄附 4,100,000

個人分 4,100,000

その他の収入 2

一件十万円未満のもの 2

４ 支出の内訳
経常経費 747,607

人件費 482,000

光熱水費 19,721

備品・消耗品費 102,004

事務所費 143,882

政治活動費 3,750,000

寄附・交付金 3,750,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
米 正剛 4,100,000 鹿屋市
日本の夢創造機構
資金管理団体の届出をした
者の氏名

河井 克行

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 6,307,307

前年繰越額 992,307

本年収入額 5,315,000

２ 支出総額 5,433,728

３ 本年収入の内訳

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,315,000

ゆめづくりフォーラム 4,580,000

銀河の会 735,000

４ 支出の内訳
経常経費 92,686

備品・消耗品費 54,337

事務所費 38,349

政治活動費 5,341,042

組織活動費 16,620

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,324,422

政治資金パーティー開催事
業費

1,324,422

寄附・交付金 4,000,000

５ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
ゆめづくりフォーラム
（政治団体からの対価の支払）
敬人会 1,000,000 千代田区

日本薬業経済研究協会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

樋口 俊一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 4,697,598

前年繰越額 2,417,356

本年収入額 2,280,242

２ 支出総額 4,521,470

３ 本年収入の内訳
寄附 2,280,000

個人分 2,280,000

その他の収入 242

一件十万円未満のもの 242

４ 支出の内訳
政治活動費 4,521,470

寄附・交付金 4,520,000

その他の経費 1,470

５ 寄附の内訳
（個人分）
樋口 俊夫 360,000 八尾市
樋口 博子 360,000 八尾市
樋口 裕子 480,000 中野区
樋口 栄宏 360,000 世田谷区
樋口 優子 240,000 世田谷区

岡田 知子 480,000 吹田市
能政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡辺 具能

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 38,242,001

前年繰越額 35,630,636

本年収入額 2,611,365

２ 支出総額 29,430,242

３ 本年収入の内訳
寄附 2,610,000

個人分 10,000

政治団体分 2,600,000

その他の収入 1,365

一件十万円未満のもの 1,365

４ 支出の内訳
経常経費 25,429,550

人件費 22,539,835

備品・消耗品費 1,803,151

事務所費 1,086,564

政治活動費 4,000,692

組織活動費 3,768,547

機関紙誌の発行その他の事業
費

175,445

宣伝事業費 175,445

調査研究費 56,700

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
道路運送経営研究
会

500,000 新宿区

環境整備推進研究
会

100,000 岡山市

近未来研究会 2,000,000 千代田区
農林水産・食品産業基本政策委員会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福島啓史郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 54,203,600

前年繰越額 20,000

本年収入額 54,183,600

２ 支出総額 53,643,600

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

52,183,600

福島けいしろう君を囲む新春
の集い

32,403,600

福島けいしろう君を励ます会
（計２回）

19,780,000

４ 支出の内訳
政治活動費 53,643,600

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,903,600

政治資金パーティー開催事
業費

6,903,600

寄附・交付金 46,740,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
清和政策研究会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
福島けいしろう君
を囲む新春の集い
(915人)

32,403,600 都・港区

福島けいしろう君
を励ます会（平成
18年８月８日開
催）(200人)

10,880,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
福島けいしろう君を囲む新春の集い
（政治団体からの対価の支払）
日本養鶏政治連盟 1,500,000 中央区

福島けいしろう君を励ます会（平成18年11月14

日開催）
（団体からの対価の支払）
関西シュガー協会 1,000,000 大阪市

南野知恵子と共に政策を考える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

南野知恵子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 20,583,638
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前年繰越額 5,083,509

本年収入額 15,500,129

２ 支出総額 16,233,227

３ 本年収入の内訳
寄附 15,500,000

個人分 1,000,000

政治団体分 14,500,000

その他の収入 129

一件十万円未満のもの 129

４ 支出の内訳
経常経費 2,686,557

備品・消耗品費 537,867

事務所費 2,148,690

政治活動費 13,546,670

組織活動費 5,367,670

調査研究費 169,000

寄附・交付金 8,010,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 法勝 1,000,000 龍ケ崎市
（政治団体分）
北海道看護連盟 400,000 札幌市
日本看護連盟 12,600,000 渋谷区
大阪府看護連盟 200,000 大阪市
山口県看護連盟 200,000 防府市
自由民主党岐阜県
看護連盟支部

100,000 岐阜市

福島県看護連盟 100,000 福島市
鹿児島県看護連盟 100,000 鹿児島市
大分県看護連盟 100,000 大分市
もと子の会 150,000 札幌市
岡山県看護連盟 100,000 岡山市
自由民主党北海道
看護連盟支部

100,000 札幌市

福井県看護連盟 100,000 福井市
年間五万円以下の
もの

250,000

野田毅会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野田 毅

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4.17

１ 収入総額 80,288,571

前年繰越額 13,298,843

本年収入額 66,989,728

２ 支出総額 78,438,092

３ 本年収入の内訳
寄附 750,000

個人分 750,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

66,239,000

東京野田会２月セミナー 14,750,000

東京野田会４月セミナー 13,523,000

東京野田会７月セミナー 12,600,000

東京野田会９月セミナー 12,206,000

東京野田会11月セミナー 13,160,000

その他の収入 728

一件十万円未満のもの 728

４ 支出の内訳
経常経費 10,921,992

人件費 4,600,484

備品・消耗品費 2,121,888

事務所費 4,199,620

政治活動費 67,516,100

組織活動費 9,453,188

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,481,807

宣伝事業費 2,885,180

政治資金パーティー開催事
業費

6,596,627

調査研究費 921,105

寄附・交付金 47,660,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小室 恒 200,000 文京区
萩原慎太郎 500,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
東京野田会２月セ
ミナー(233人)

14,750,000 都・港区

東京野田会４月セ
ミナー(200人)

13,523,000 都・港区

東京野田会７月セ
ミナー(173人)

12,600,000 都・港区

東京野田会９月セ
ミナー(205人)

12,206,000 都・港区

東京野田会11月セ
ミナー(175人)

13,160,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
東京野田会７月セミナー

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

東京野田会９月セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

白椹会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北村 茂男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 30,416,791

前年繰越額 6,265,825

本年収入額 24,150,966

２ 支出総額 15,490,314

３ 本年収入の内訳
寄附 24,149,974

個人分 10,040,000

政治団体分 14,109,974

その他の収入 992

一件十万円未満のもの 992

４ 支出の内訳
経常経費 10,576,226

人件費 4,972,525

光熱水費 141,121

備品・消耗品費 2,229,186

事務所費 3,233,394

政治活動費 4,914,088

組織活動費 4,263,437

寄附・交付金 650,651

５ 寄附の内訳
（個人分）
青木 星一 120,000 石川県能登町
青木登美男 240,000 石川県能登町
石丸 郁夫 120,000 金沢市
池田 征舟 240,000 石川県志賀町
板尾 達雄 120,000 白山市
板橋 正 120,000 石川県内灘町
伊藤 芳博 120,000 金沢市
稲岡 保男 120,000 石川県志賀町
稲岡 利男 120,000 石川県志賀町
植村 章英 120,000 金沢市
勝二 修 120,000 石川県宝達志

水町

池谷 孝行 120,000 富山市
太田 邦夫 520,000 金沢市
尾蔵喜八郎 120,000 金沢市
松田 隆夫 120,000 富山県立山町
北村 長生 120,000 七尾市
菊田 三雄 120,000 羽咋市
篠永 典之 120,000 金沢市
合田 昌英 120,000 金沢市
後藤 徳洋 120,000 金沢市
坂本 忠一 120,000 金沢市
佐野 謙二 120,000 金沢市
白米 達郎 240,000 輪島市
下谷内 充 480,000 石川県能登町
下木 利博 120,000 金沢市
杉本 光雄 120,000 七尾市
池端 康宏 120,000 金沢市
砂子 忠彦 120,000 金沢市
平 美都江 120,000 羽咋市
寺井 勇 120,000 石川県志賀町
富山 一夫 120,000 羽咋市
中山 博 120,000 金沢市
中多 俊一 120,000 羽咋市
畔柳 幸平 120,000 金沢市
林 英二 120,000 白山市
野坂 明史 120,000 金沢市
金森 範孝 800,000 宇都宮市
平野 光昭 120,000 石川県野々市

町
前田 利雄 120,000 白山市
松井 喜一 120,000 かほく市
摩郷 則雄 120,000 石川県穴水町
宮本 勇 120,000 金沢市
干場 篤 120,000 金沢市
宮森 禎之 120,000 金沢市
村田 寛幸 120,000 石川県津幡町
村尾 哲男 120,000 金沢市
村山 隆 150,000 石川県穴水町
森 元裕 120,000 金沢市
山本 秋雄 180,000 金沢市
松田外喜範 120,000 金沢市
六郎木 茂 240,000 輪島市
沢田 隆 120,000 輪島市
中田 了也 120,000 金沢市
山口 公和 500,000 金沢市
久末 憲之 300,000 能美市
宮下 正人 120,000 石川県穴水町
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新村 康二 120,000 白山市
高木 隆信 100,000 石川県能登町
二俣 馨 100,000 輪島市
竹林 耿郎 100,000 輪島市
川端 一也 100,000 輪島市
疋島 寛 120,000 羽咋市
年間五万円以下の
もの

110,000

（政治団体分）
清和政策研究会 5,000,000 千代田区
83会 210,000 千代田区
自由民主党石川県
第三選挙区支部

8,899,974 輪島市

伯政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柳沢 伯夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 190,049

前年繰越額 90,000

本年収入額 100,049

２ 支出総額 100,049

３ 本年収入の内訳
寄附 100,000

個人分 100,000

その他の収入 49

一件十万円未満のもの 49

４ 支出の内訳
経常経費 100,049

人件費 100,049

５ 寄附の内訳
（個人分）
谷本 陽蔵 100,000 高石市
博青会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 芳博

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 1,326,358

前年繰越額 2,850

本年収入額 1,323,508

２ 支出総額 1,323,508

３ 本年収入の内訳
借入金 1,323,508

佐藤 芳博 1,323,508

４ 支出の内訳
経常経費 692,013

備品・消耗品費 187,786

事務所費 504,227

政治活動費 631,495

組織活動費 529,495

調査研究費 10,000

寄附・交付金 92,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
佐藤 芳博 22,983,983

白・天馬の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

白 眞勲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 1,022,890

前年繰越額 948,114

本年収入額 74,776

２ 支出総額 778,303

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(15人) 54,750

寄附 20,000

政治団体分 20,000

その他の収入 26

一件十万円未満のもの 26

４ 支出の内訳
経常経費 170,145

備品・消耗品費 42,574

事務所費 127,571

政治活動費 608,158

組織活動費 336,158

機関紙誌の発行その他の事業
費

272,000

宣伝事業費 272,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

20,000

白馬会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

有川 靖夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大田区議会議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 728,135

前年繰越額 8,135

本年収入額 720,000

２ 支出総額 728,135

３ 本年収入の内訳
寄附 720,000

個人分 720,000

４ 支出の内訳
経常経費 728,135

備品・消耗品費 350,135

事務所費 378,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安原 辰美 360,000 大田区
中野 博 360,000 大田区
白鳳会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川崎 二郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 8

１ 収入総額 54,684,312

前年繰越額 15,423,874

本年収入額 39,260,438

２ 支出総額 43,328,606

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,300,000

白鳳会懇談会（計２回） 16,820,000

日本の将来を考える勉強会 480,000

借入金 21,960,000

りそな銀行 7,000,000

川崎 二郎 14,960,000

その他の収入 438

一件十万円未満のもの 438

４ 支出の内訳
経常経費 6,708,846

人件費 1,533,978

備品・消耗品費 1,931,901

事務所費 3,242,967

政治活動費 36,619,760

組織活動費 3,993,354

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,626,406

宣伝事業費 306,450

その他の事業費 2,319,956

寄附・交付金 25,000,000

その他の経費 5,000,000

５ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,739,681 11.10.27

（借入金）
りそな銀行 7,000,000

川崎 二郎 88,050,000

橋本きよひとを支援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

橋本 清仁

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 3,542,009

前年繰越額 542,009

本年収入額 3,000,000

２ 支出総額 3,365,765

３ 本年収入の内訳
借入金 3,000,000

橋本 清仁 3,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,111,285

人件費 2,636,700

備品・消耗品費 337,248

事務所費 137,337

政治活動費 254,480

組織活動費 254,480

５ 資産等の内訳
（借入金）
橋本 清仁 3,000,000

二十日会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

関谷 勝嗣

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 781,710

前年繰越額 541,710

本年収入額 240,000

２ 支出総額 631,578

３ 本年収入の内訳
寄附 240,000

個人分 240,000

４ 支出の内訳
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政治活動費 631,578

組織活動費 631,578

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 宏司 120,000 川崎市
小田切 清 120,000 台東区
八風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武村 正義

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 6,804,489

前年繰越額 2,804,332

本年収入額 4,000,157

２ 支出総額 3,826,207

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

個人分 4,000,000

その他の収入 157

一件十万円未満のもの 157

４ 支出の内訳
経常経費 3,826,207

人件費 2,953,501

光熱水費 209,100

備品・消耗品費 30,584

事務所費 633,022

５ 寄附の内訳
（個人分）
武村 正義 4,000,000 大津市
浜田まさよしを励ます会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浜田 昌良

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 7

１ 収入総額 56,704

本年収入額 56,704

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 56,700

政治団体分 56,700

その他の収入 4

一件十万円未満のもの 4

４ 寄附の内訳
（政治団体分）

公明党神奈川県本
部

56,700 横浜市

林じゅんを応援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 潤

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 12,634,059

本年収入額 12,634,059

２ 支出総額 12,634,059

３ 本年収入の内訳
寄附 12,634,059

個人分 7,634,059

政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 12,634,059

寄附・交付金 12,634,059

５ 寄附の内訳
（個人分）
川田 章 1,000,000 都・港区
林 潤 6,634,059 鎌倉市
（政治団体分）
新財政研究会 4,000,000 都・港区
京浜政治科学研究
会

1,000,000 渋谷区

林省之介同志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 省之介

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 14,579,302

前年繰越額 139,302

本年収入額 14,440,000

２ 支出総額 14,517,520

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

政治団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,440,000

林省之介君を激励する会 13,440,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,536,123

人件費 4,360,000

光熱水費 262,371

備品・消耗品費 448,244

事務所費 3,465,508

政治活動費 5,981,397

組織活動費 824,866

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,969,009

宣伝事業費 614,442

政治資金パーティー開催事
業費

4,354,567

調査研究費 187,522

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
志帥会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
林省之介君を激励
する会(318人)

13,440,000 大阪市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
林省之介君を激励する会
（団体からの対価の支払）
大阪冶金興業j 1,000,000 大阪市

８ 資産等の内訳
（借入金）
林 省之介 43,085,172

林芳正を支える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 芳正

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 94,871,141

前年繰越額 37,199,451

本年収入額 57,671,690

２ 支出総額 61,372,107

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(33人) 408,000

寄附 6,296,000

個人分 996,000

政治団体分 5,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

50,760,000

第８回朝食勉強会（平成18年
１月31日開催）

8,110,000

第10回平成デモクラシーセミ
ナー

22,720,000

第９回朝食勉強会（平成18年
７月11日開催）

8,380,000

第10回朝食勉強会（平成18年
10月17日開催）

9,500,000

第11回朝食勉強会（平成19年
１月24日開催）

1,940,000

書籍販売 12,000

ＣＤ販売 98,000

その他の収入 207,690

一件十万円未満のもの 207,690

４ 支出の内訳
経常経費 3,524,896

人件費 1,751,532

備品・消耗品費 720,994

事務所費 1,052,370

政治活動費 57,847,211

組織活動費 11,440,362

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,229,911

宣伝事業費 1,814,560

政治資金パーティー開催事
業費

9,415,351

調査研究費 176,938

寄附・交付金 35,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
西田 健一 120,000 山口市
海老原 茂 60,000 横浜市
村重 武次 120,000 小野田市
土肥 幸夫 120,000 鎌倉市
中村 哲二 60,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

516,000

（政治団体分）
新財政研究会 2,000,000 都・港区
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
自由民主党山口県
支部連合会

200,000 山口市

山口県医師連盟 100,000 山口市
６ 特定パーティーの概要
第10回平成デモク
ラシーセミナー
(543人)

22,720,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第10回平成デモクラシーセミナー
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（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区

原口一博後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

原口 一博

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 16,854,927

前年繰越額 6,362,367

本年収入額 10,492,560

２ 支出総額 7,886,524

３ 本年収入の内訳
寄附 2,872,000

個人分 2,232,000

政治団体分 640,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,620,000

衆議院議員原口一博新春の集
い

1,220,000

衆議院議員原口一博君と語る
会

6,400,000

その他の収入 560

一件十万円未満のもの 560

４ 支出の内訳
経常経費 1,417,970

備品・消耗品費 1,078,329

事務所費 339,641

政治活動費 6,468,554

組織活動費 80,725

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,387,829

機関紙誌の発行事業費 330,750

宣伝事業費 38,044

政治資金パーティー開催事
業費

4,019,035

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高取 直 1,000,000 大田区
糸山 昌彦 120,000 佐賀市
藤 雅仁 120,000 鹿島市
野中征四郎 120,000 鳥栖市
矢ヶ部純一 120,000 佐賀市
戸田 政康 120,000 八王子市

松木 慶喜 500,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

132,000

（政治団体分）
民主党 640,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
原口 端夫 5,000,000

パラダイムチェンジを進める会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

直嶋 正行

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 58,235,845

前年繰越額 19,011,644

本年収入額 39,224,201

２ 支出総額 35,095,550

３ 本年収入の内訳
寄附 39,220,000

政治団体分 39,220,000

その他の収入 4,201

一件十万円未満のもの 4,201

４ 支出の内訳
経常経費 95,550

事務所費 95,550

政治活動費 35,000,000

寄附・交付金 35,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党愛知県総支
部連合会

400,000 名古屋市

全トヨタ政治に参
加する会

35,000,000 豊田市

車と社会を考える
会

3,000,000 都・港区

民主党 800,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

20,000

繁栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

洲浜 繁達

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 6,245,355

前年繰越額 337,023

本年収入額 5,908,332

２ 支出総額 5,982,050

３ 本年収入の内訳
寄附 5,830,000

個人分 2,840,000

政治団体分 2,990,000

その他の収入 78,332

一件十万円未満のもの 78,332

４ 支出の内訳
経常経費 5,594,257

人件費 2,760,000

光熱水費 121,236

備品・消耗品費 2,000,019

事務所費 713,002

政治活動費 387,793

機関紙誌の発行その他の事業
費

387,793

機関紙誌の発行事業費 387,793

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 凱皓 240,000 島根県美郷町
尾田 一 240,000 島根県美郷町
大利 邦雄 240,000 島根県美郷町
森脇 一昭 120,000 江津市
福井 宗圭 120,000 島根県邑南町
日高 哲 120,000 島根県邑南町
寺本 豪 120,000 島根県邑南町
溝辺 毅 120,000 島根県邑南町
森下 勝義 120,000 江津市
浜 慎一 120,000 島根県邑南町
井上 重忠 120,000 江津市
西村 勘六 120,000 島根県美郷町
増田 新 120,000 島根県邑南町
増田不二郎 120,000 島根県邑南町
日高 信明 120,000 島根県邑南町
町田 光好 110,000 島根県邑南町
種 剛 90,000 島根県邑南町
小林 憲治 120,000 島根県邑南町
森下 道幸 120,000 島根県美郷町
井口 120,000 島根県邑南町
尾崎 康治 120,000 大田市
（政治団体分）
自由民主党島根県
邑智郡第一支部

2,990,000 島根県川本町

磐南会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡部 篤

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.31

１ 収入総額 20,992,460

前年繰越額 732,960

本年収入額 20,259,500

２ 支出総額 18,969,722

３ 本年収入の内訳
寄附 4,940,000

個人分 740,000

政治団体分 4,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,319,500

渡部篤出版を祝う会 14,990,000

書籍販売 329,500

４ 支出の内訳
経常経費 1,399,163

人件費 45,000

備品・消耗品費 1,061,444

事務所費 292,719

政治活動費 17,570,559

組織活動費 2,022,570

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,013,209

宣伝事業費 100,000

政治資金パーティー開催事
業費

5,913,209

調査研究費 34,780

寄附・交付金 9,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡部 篤 550,000 会津若松市
年間五万円以下の
もの

190,000

（政治団体分）
平成研究会 4,200,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
渡部篤出版を祝う
会(400人)

14,990,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
渡部篤出版を祝う会
（団体からの対価の支払）
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i温知会 1,000,000 会津若松市

（対価に係る収入のうち対価の支払のあっせん
によるもの）
野崎 豊 300,000 福島県猪苗代

町

磐友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

釘宮 磐

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大分市長

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 10,940,123

前年繰越額 581,035

本年収入額 10,359,088

２ 支出総額 10,720,090

３ 本年収入の内訳
寄附 10,359,000

個人分 5,359,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 88

一件十万円未満のもの 88

４ 支出の内訳
経常経費 8,823,971

人件費 6,955,422

光熱水費 183,221

備品・消耗品費 523,428

事務所費 1,161,900

政治活動費 1,896,119

組織活動費 738,558

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,157,561

機関紙誌の発行事業費 820,135

宣伝事業費 337,426

５ 寄附の内訳
（個人分）
三重野和成 180,000 大分市
釘宮 郷喜 240,000 大分市
若杉 正弘 120,000 大分市
上村 国臣 110,000 大分市
松本 房明 54,000 大分市
中島 益雄 120,000 大分市
江田 和俊 60,000 大分市
嶋津 芳子 200,000 大分市
帆秋 孝幸 120,000 大分市

井原レイ子 100,000 大分市
杉村 忠彦 100,000 大分市
衛藤 和郎 150,000 大分市
長久寺徳瑞 120,000 大分市
三井 嘉雄 100,000 大分市
岡本 和子 120,000 大分市
安東 哲也 300,000 大分市
阿部 孝士 200,000 大分市
年間五万円以下の
もの

2,965,000

（政治団体分）
市政懇話会21 5,000,000 大分市
磐陽会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

坂本 剛二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 22,990,480

前年繰越額 4,210,311

本年収入額 18,780,169

２ 支出総額 20,001,639

３ 本年収入の内訳
寄附 2,060,000

個人分 60,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,720,000

磐陽会政経フォーラム 16,720,000

その他の収入 169

一件十万円未満のもの 169

４ 支出の内訳
経常経費 8,864,009

人件費 3,864,550

光熱水費 10,922

備品・消耗品費 2,391,318

事務所費 2,597,219

政治活動費 11,137,630

組織活動費 4,697,397

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,379,760

政治資金パーティー開催事
業費

6,379,760

調査研究費 60,473

５ 寄附の内訳
（個人分）

山口 洋 60,000 相模原市
（政治団体分）
清和政策研究会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
磐陽会政経フォー
ラム(750人)

16,720,000 都・港区

東アジア政経調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小西 俊一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 46,149,830

前年繰越額 46,149,830

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）
小西 俊一 30,000,000

東日本匡愛会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田名部匡代

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.22

１ 収入総額 9,526,288

前年繰越額 1,708,208

本年収入額 7,818,080

２ 支出総額 4,082,181

３ 本年収入の内訳
寄附 7,818,000

個人分 7,818,000

その他の収入 80

一件十万円未満のもの 80

４ 支出の内訳
経常経費 282,181

備品・消耗品費 140,267

事務所費 141,914

政治活動費 3,800,000

寄附・交付金 3,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 方之 140,000 八戸市
田名部匡代 7,000,000 八戸市
竹原 ミヨ 500,000 青森県五戸町
年間五万円以下の
もの

178,000

眉山芳友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡本 芳郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.29

１ 収入総額 29,352,330

前年繰越額 8,149,209

本年収入額 21,203,121

２ 支出総額 15,847,928

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(84人) 1,550,000

寄附 1,090,000

個人分 1,090,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

18,563,000

岡本芳郎政経セミナー 17,160,000

総会 605,000

ゴルフ大会 798,000

その他の収入 121

一件十万円未満のもの 121

４ 支出の内訳
経常経費 8,566,232

人件費 4,783,286

備品・消耗品費 567,175

事務所費 3,215,771

政治活動費 7,281,696

組織活動費 3,750,228

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,498,803

宣伝事業費 813,000

政治資金パーティー開催事
業費

1,166,050

その他の事業費 1,519,753

調査研究費 32,665

５ 寄附の内訳
（個人分）
三木 俊治 150,000 徳島市
田附 良一 100,000 東近江市
山田 昇 100,000 京都府精華町
年間五万円以下の
もの

740,000

６ 特定パーティーの概要
岡本芳郎政経セミ
ナー(351人)

17,160,000 千代田区
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飛翔会（奥村 展三）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥村 展三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.15

１ 収入総額 10,820,023

前年繰越額 53,002

本年収入額 10,767,021

２ 支出総額 10,524,048

３ 本年収入の内訳
寄附 10,740,000

個人分 10,520,000

政治団体分 220,000

その他の収入 27,021

一件十万円未満のもの 27,021

４ 支出の内訳
経常経費 2,648,032

人件費 100,000

光熱水費 43,583

備品・消耗品費 1,286,494

事務所費 1,217,955

政治活動費 7,876,016

組織活動費 5,876,016

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒川 仁一 120,000 甲賀市
奥村正一郎 600,000 湖南市
奥村 正雄 360,000 湖南市
澤田 秀三 120,000 甲賀市
黄瀬 勇 120,000 湖南市
竹若 豪 120,000 湖南市
鉄井 洋美 120,000 甲賀市
野村 治 140,000 湖南市
平松 善雄 240,000 湖南市
本間 典夫 120,000 甲賀市
山中 俊則 120,000 湖南市
高井 宣彦 480,000 湖南市
井上 清 120,000 湖南市
井上 博一 120,000 湖南市
井上 伊祐 120,000 湖南市
伴 惣司 60,000 甲賀市
奥村 展三 7,430,000 湖南市
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
民主党 220,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
美松電気j 5,000,000

ビジョン21（川上 義博）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川上 義博

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 25,673,695

前年繰越額 2,143,695

本年収入額 23,530,000

２ 支出総額 23,579,768

３ 本年収入の内訳
寄附 12,230,000

個人分 130,000

政治団体分 12,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,300,000

川上義博を囲む会 11,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 12,359,768

人件費 8,480,000

光熱水費 478,550

備品・消耗品費 877,778

事務所費 2,523,440

政治活動費 11,220,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

500,000

政治資金パーティー開催事
業費

500,000

寄附・交付金 4,700,000

その他の経費 6,020,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
馬野慎一郎 120,000 鳥取県琴浦町
年間五万円以下の
もの

10,000

（政治団体分）
平沼会 10,100,000 千代田区
民主党 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
川上義博を囲む会
(57人)

11,300,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
川上義博を囲む会
（個人からの対価の支払）
前田 三郎 500,000 鳥取県湯梨浜

町

（団体からの対価の支払）
jウエンシー 1,200,000 都・港区

jライフコア 300,000 都・港区

テンプーモデレー
トj

1,500,000 都・港区

j阪神調剤薬局 1,000,000 芦屋市

jアド・ビュー
ロー

500,000 大阪市

jジューケン 1,000,000 鳥取市

jチュウブ 500,000 鳥取県琴浦町

j東郷電機製作所 1,500,000 鳥取県湯梨浜
町

土地家屋調査士法
人中央測量設計事
務所

500,000 台東区

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,000,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（借入金）
川上 義博 4,478,414

ビジョン21（東 順治）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

東 順治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 14,188,506

前年繰越額 2,528,459

本年収入額 11,660,047

２ 支出総額 14,127,634

３ 本年収入の内訳
寄附 3,020,000

個人分 3,020,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,640,000

東順治君を励ます会 8,640,000

その他の収入 47

一件十万円未満のもの 47

４ 支出の内訳
経常経費 3,526,310

備品・消耗品費 3,526,310

政治活動費 10,601,324

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,951,324

政治資金パーティー開催事
業費

2,951,324

寄附・交付金 7,650,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
牧野 長生 120,000 福岡県宇美町
東 順治 2,400,000 福岡県新宮町
川原 良一 100,000 福岡県篠栗町
石田由紀子 100,000 福岡市
石橋 博良 300,000 千葉市
ビジョン21（福田 良彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 良彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 7,509,931

本年収入額 7,509,931

２ 支出総額 2,957,223

３ 本年収入の内訳
寄附 5,660,000

個人分 660,000

政治団体分 5,000,000

借入金 1,849,823

福田 良彦 1,849,823

その他の収入 108

一件十万円未満のもの 108

４ 支出の内訳
経常経費 1,632,913

備品・消耗品費 479,334

事務所費 1,153,579

政治活動費 1,324,310

組織活動費 1,324,310

５ 寄附の内訳
（個人分）
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吹田 栄 600,000 都・港区
山本 朋宏 60,000 岩国市
（政治団体分）
清和政策研究会 5,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
福田 良彦 1,849,823

飛善会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

殿地 昇

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

岐阜県議会議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 633,817

前年繰越額 333,800

本年収入額 300,017

２ 支出総額 348,300

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

政治団体分 300,000

その他の収入 17

一件十万円未満のもの 17

４ 支出の内訳
経常経費 281,796

事務所費 281,796

政治活動費 66,504

調査研究費 31,504

その他の経費 35,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党岐阜県
支部連合会

300,000 岐阜市

ひだか剛政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

樋高 剛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 8,844,355

前年繰越額 6,983,781

本年収入額 1,860,574

２ 支出総額 2,873,254

３ 本年収入の内訳
寄附 1,860,000

個人分 1,860,000

その他の収入 574

一件十万円未満のもの 574

４ 支出の内訳
経常経費 966,697

人件費 200,000

備品・消耗品費 215,245

事務所費 551,452

政治活動費 1,906,557

組織活動費 1,901,357

調査研究費 5,200

５ 寄附の内訳
（個人分）
川久保 洋 100,000 川崎市
兵藤 哲夫 100,000 横浜市
平野 貞夫 1,500,000 柏市
年間五万円以下の
もの

160,000

日森文尋政治経済研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

日森 文尋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 4,096,756

前年繰越額 96,756

本年収入額 4,000,000

２ 支出総額 4,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

個人分 4,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 4,000,000

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
日森 文尋 4,000,000 さいたま市
飛友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子 一義

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 142,481,807

前年繰越額 59,326,371

本年収入額 83,155,436

２ 支出総額 106,191,219

３ 本年収入の内訳

寄附 19,508,519

個人分 4,540,000

政治団体分 14,968,519

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

63,640,420

金子一義君と語る会 29,930,420

金子一義君の予算委員長就任
と在職20周年を祝う会

33,710,000

その他の収入 6,497

一件十万円未満のもの 6,497

４ 支出の内訳
経常経費 60,469,011

人件費 44,399,536

光熱水費 175,256

備品・消耗品費 2,445,247

事務所費 13,448,972

政治活動費 45,722,208

組織活動費 14,689,578

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,950,492

宣伝事業費 5,392,411

政治資金パーティー開催事
業費

5,558,081

調査研究費 582,138

寄附・交付金 19,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
諸岡 孝昭 120,000 成田市
栗本 幸一 1,000,000 岐阜市
大塚 宣夫 1,000,000 国立市
大塚 玲子 1,000,000 国立市
杉崎 重光 120,000 武蔵野市
堀 裕 200,000 都・港区
久志本一郎 100,000 千代田区
山崎 善弘 1,000,000 武蔵野市
（政治団体分）
日本不動産鑑定政
治連盟

200,000 都・港区

岐阜県医師連盟 500,000 岐阜市
自由民主党岐阜県
第四選挙区支部

12,268,519 高山市

全国不動産政治連
盟

2,000,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
金子一義君と語る
会(150人)

29,930,420 千代田区

金子一義君の予算
委員長就任と在職
20周年を祝う会
(600人)

33,710,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
金子一義君と語る会
（個人からの対価の支払）
林 弘 300,000 高山市

（団体からの対価の支払）
積水ハウス 400,000 大阪市

吉城建設業協会 800,000 飛騨市

新井組 300,000 高山市

下呂建設業協会 660,000 下呂市

（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

自由民主党山形県
第三選挙区支部

1,000,000 酒田市

金子一義君の予算委員長就任と在職20周年を祝
う会
（団体からの対価の支払）
積水ハウス 400,000 大阪市

j十六銀行 600,000 岐阜市

山崎建設j 300,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,100,000 18. 3. 9

（借入金）
金子 一義 10,000,000

飛雄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江藤 拓

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2
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１ 収入総額 91,695,460

前年繰越額 35,236,744

本年収入額 56,458,716

２ 支出総額 55,322,857

３ 本年収入の内訳
寄附 20,802,000

個人分 19,302,000

政治団体分 1,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

35,543,400

西郷後援会新春懇談会 41,000

日之影新春懇談会 63,000

三ヶ瀬地区新春懇談会 34,000

門川新春懇談会 559,000

延岡講演会（計２回） 132,000

囲む会 168,000

日向講演会 49,000

東郷講演会 18,000

ミニバレー大会参加費 48,000

高鍋グランドゴルフ 65,400

江藤拓君のさらなる飛躍を期
待する会

34,070,000

延岡青年部懇親会 102,000

延岡懇親会 32,000

連合後援会会長会 10,000

三が瀬講演会 58,000

東郷町後援会役員会 14,000

延岡後援会忘年会 80,000

その他の収入 113,316

講演料 100,000

一件十万円未満のもの 13,316

４ 支出の内訳
経常経費 39,465,985

人件費 22,692,443

光熱水費 651,326

備品・消耗品費 7,163,936

事務所費 8,958,280

政治活動費 15,856,872

組織活動費 8,152,506

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,461,606

宣伝事業費 1,781,868

政治資金パーティー開催事
業費

3,660,031

その他の事業費 2,019,707

調査研究費 22,503

その他の経費 220,257

５ 寄附の内訳
（個人分）
矢野 文昭 360,000 宮崎県五ヶ瀬

町
木下 光三 120,000 宮崎県日之影

町
飯干 愛雄 60,000 宮崎県高千穂

町
矢野 孝美 220,000 宮崎県五ヶ瀬

町
工藤 勝利 360,000 宮崎県高千穂

町
黒原 義範 90,000 宮崎県椎葉村
笹栗 紘二 120,000 宮崎市
安藤 幸市 360,000 日向市
坂下 利行 1,000,000 小林市
木田 正美 240,000 宮崎県高千穂

町
境 一成 170,000 宮崎市
黒木 彰敏 120,000 延岡市
牧野 和明 300,000 延岡市
坂下 孝二 200,000 宮崎市
大野 拓朗 60,000 宮崎市
河野 孝夫 500,000 延岡市
上田 勝 120,000 延岡市
玉置 光明 120,000 延岡市
鴨林 昌利 120,000 延岡市
末永 慎治 120,000 延岡市
土持 貞義 120,000 延岡市
黒木 繁人 500,000 日向市
佐子田 昇 1,200,000 柏市
久保 英敏 200,000 入間市
内藤 和幸 200,000 千葉市
佐々木雄二 200,000 越谷市
井上 勘一 200,000 千葉市
前嶋 伸啓 200,000 市川市
森 一実 200,000 越谷市
山森 隆 200,000 鎌ヶ谷市
寺嶋孝次郎 200,000 三郷市
八木 秀次 200,000 越谷市
尾上 修一 90,000 大野城市
森 登 136,000 宮崎市
三宅 光一 120,000 延岡市
前田 達志 300,000 宮崎県高鍋町
長谷川 勉 500,000 宮崎県門川町

井野内 靖 300,000 宮崎県門川町
中島 勝美 300,000 宮崎市
田村 努 120,000 宮崎市
興梠 俊茂 120,000 宮崎県高千穂

町
盛武 一則 240,000 延岡市
黒木 清数 60,000 延岡市
前原 重行 120,000 宮崎市
岩原 正樹 120,000 日向市
寺田 太 60,000 日向市
永迫 亮一 120,000 宮崎県日之影

町
甲斐 裕 120,000 宮崎県美郷町
松澤 衛 600,000 宮崎県門川町
興梠 哲朗 120,000 宮崎県高千穂

町
濱崎 幸夫 120,000 宮崎市
増田 秀文 120,000 宮崎市
甲斐 純一 120,000 延岡市
濱砂 一生 100,000 宮崎県清武町
石川 進 360,000 宮崎県高千穂

町
小野 正道 120,000 宮崎県高千穂

町
吉岡 宜彦 480,000 延岡市
植松 孝一 120,000 宮崎市
秋吉 善平 360,000 由布市
金丸 照久 500,000 延岡市
柳田 政人 120,000 延岡市
岩本 健司 150,000 日向市
甲斐 秀幸 120,000 宮崎県高千穂

町
木田 芳人 360,000 宮崎県高千穂

町
竹尾 通洋 240,000 宮崎県高千穂

町
佐藤 光義 120,000 宮崎県高千穂

町
福田幸三郎 60,000 延岡市
岡田 光直 140,000 延岡市
吉川 廣幸 80,000 日向市
秦 新次郎 136,000 宮崎市
杉本 章 60,000 日向市
柏田 俊弘 60,000 日向市
河野 裕介 240,000 宮崎県都農町
甲斐 英伸 120,000 日向市

柳田 康幸 120,000 延岡市
山崎 司 500,000 延岡市
池田 昌史 120,000 宮崎県北川町
永迫 健蔵 120,000 宮崎県日之影

町
富高 太 60,000 延岡市
柳橋 恒久 120,000 日南市
藤田 勇二 60,000 日向市
味岡 正章 360,000 熊本県多良木

町
西條 隆雄 120,000 宮崎市
今村 康薦 60,000 宮崎県高千穂

町
壱岐 紘明 240,000 日向市
佐藤 文則 120,000 宮崎県高千穂

町
年間五万円以下の
もの

970,000

（政治団体分）
黒潮会 500,000 宮崎県川南町
明風会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
江藤拓君のさらな
る飛躍を期待する
会(420人)

34,070,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
江藤拓君のさらなる飛躍を期待する会
（団体からの対価の支払）
第一交通産業j 260,000 北九州市

g日本養蜂はちみ
つ協会

400,000 都・中央区

f互社商事 400,000 宮崎市

（政治団体からの対価の支払）
大樹全国会議 1,500,000 都・港区

平沼会 1,000,000 千代田区

延岡地区建設業政
治連盟

300,000 延岡市

平口洋政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平口 洋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員
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報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 1,043,970

前年繰越額 393,859

本年収入額 650,111

２ 支出総額 757,872

３ 本年収入の内訳
寄附 650,000

個人分 650,000

その他の収入 111

一件十万円未満のもの 111

４ 支出の内訳
経常経費 247,872

備品・消耗品費 57,402

事務所費 190,470

政治活動費 510,000

組織活動費 10,000

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中岡 久徳 120,000 伊賀市
長田 憲一 480,000 由利本荘市
年間五万円以下の
もの

50,000

平沼会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平沼 赳夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 628,594,448

前年繰越額 316,787,449

本年収入額 311,806,999

２ 支出総額 313,216,843

３ 本年収入の内訳
寄附 41,860,386

個人分 37,370,000

政治団体分 4,490,386

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

259,909,630

赳武会懇親会 380,000

平沼会懇親会（計３回） 1,760,000

勝央後援会発会式 34,500

備前後援会発会式 291,000

新潮流シンポジウム（計５回） 254,130,000

昇赳会懇親会 100,000

英田後援会発会式 131,630

津山後援会発会式 890,000

和気後援会発会式 111,000

旧久米郡平沼赳夫後援会懇親
会

710,000

苫田郡平沼赳夫後援会懇談会 480,000

山陽地区・熊山地区・瀬戸町
平沼後援会懇親会

336,000

備前市議会議員との懇親会 130,000

吉井・赤坂地区平沼後援会懇
親会

258,000

平沼赳夫後援会代表者会議 134,000

平沼赳夫と語る女性の会 33,500

その他の収入 10,036,983

立法事務費 7,800,000

一件十万円未満のもの 2,236,983

４ 支出の内訳
経常経費 201,072,520

人件費 130,640,716

光熱水費 2,013,872

備品・消耗品費 10,593,914

事務所費 57,824,018

政治活動費 112,144,323

組織活動費 52,003,525

機関紙誌の発行その他の事業
費

21,286,270

宣伝事業費 10,505,791

政治資金パーティー開催事
業費

4,785,593

その他の事業費 5,994,886

調査研究費 2,118,028

寄附・交付金 36,736,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋山 寿郎 360,000 小平市
阿部 武 600,000 横浜市
天野 和子 1,500,000 笠岡市
天野 忠彦 1,500,000 笠岡市
網谷 充弘 500,000 渋谷区
雨宮 愼一 500,000 都・港区
荒島 信昭 500,000 岡山市
石井 邦夫 500,000 市川市
植村 浩 500,000 渋谷区
宇野澤虎雄 480,000 大田区
大竹 芳明 1,000,000 渋谷区
岡田 一彦 240,000 大田区
大澤 和弘 1,000,000 神戸市

小倉 俊彦 500,000 岡山市
小笹 大作 360,000 世田谷区
柏原 保久 360,000 大田区
加藤 三郎 500,000 板橋区
茅野 幸雄 60,000 江戸川区
河村 昌太 200,000 世田谷区
熊谷信太郎 500,000 都・港区
桑原 洋 360,000 岡山市
黒田 孝 480,000 大田区
剱持 昭司 300,000 藤沢市
小林 元治 120,000 新宿区
酒井 節雄 1,100,000 大田区
坂野 直樹 1,000,000 福岡市
坂野 義政 1,500,000 福岡市
里見 治 1,500,000 板橋区
重崎 高至 500,000 世田谷区
末澤多美子 1,500,000 大阪市
鈴木 大祐 100,000 芦屋市
関家 臣二 1,000,000 神奈川県葉山

町
高田 素行 200,000 品川区
田川 信人 500,000 都・港区
武居 利春 500,000 足立区
田村嘉寿生 1,000,000 岡山市
辻 修二 500,000 岡山市
道満 祥雄 500,000 真庭市
富永 泰輔 500,000 福岡市
長島 勝 480,000 ＣＡ.ＵＳＡ
中村 節雄 360,000 世田谷区
中村 建夫 100,000 千代田区
西條 維容 200,000 大田区
西村登美子 200,000 八戸市
蜂谷 泰祐 500,000 岡山市
原 光正 500,000 福岡市
日比野正夫 500,000 渋谷区
平松 掟 100,000 岡山市
平松 東峰 360,000 目黒区
藤井 俊一 200,000 品川区
藤田美智雄 500,000 世田谷区
細金 鉚生 200,000 都・中央区
松尾 雅卿 1,000,000 岡山市
南 友和 1,500,000 大田区
森 崇 500,000 江戸川区
諸星 重文 360,000 小田原市
山内 雅景 1,500,000 名古屋市
山崎 弘志 1,500,000 山形市

山崎 正弘 1,500,000 山形市
吉村 元久 200,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

290,000

（政治団体分）
日本医師連盟 3,000,000 文京区
日本再生会議 1,490,386 千代田区
６ 特定パーティーの概要
平成18年第１回新
潮流シンポジウム
(537人)

59,820,000 千代田区

平成18年第２回新
潮流シンポジウム
(430人)

47,800,000 千代田区

平成18年第３回新
潮流シンポジウム
(479人)

51,600,000 千代田区

平成18年第４回新
潮流シンポジウム
(402人)

44,820,000 千代田区

平成18年第５回新
潮流シンポジウム
(496人)

50,090,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
平成18年第１回新潮流シンポジウム
（団体からの対価の支払）
アドホック債権管
理回収j

360,000 品川区

大阪ハイドラント
j

240,000 都・港区

大崎電気工業j 300,000 品川区

岡山県貨物運送j 260,000 岡山市

カーツj 260,000 岡山市

医療法人社団回心
会

500,000 杉並区

坂本工業j 500,000 津山市

三洋金属j 360,000 岡山市

高橋合同会計事務
所

360,000 品川区

j電業社機械製作
所

700,000 大田区
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電通工業j 400,000 品川区

j天満屋 400,000 岡山市

j日本Ｍ＆Ａセン
ター

500,000 千代田区

福岡給油施設j 260,000 都・港区

平成18年第４回新潮流シンポジウム
（団体からの対価の支払）
大阪ハイドラント
j

240,000 都・港区

大崎電機工業j 300,000 品川区

電通工業j 400,000 品川区

j天満屋 400,000 岡山市

福岡給油施設j 260,000 都・港区

平成18年第５回新潮流シンポジウム
（団体からの対価の支払）
大阪ハイドラント
j

240,000 都・港区

大崎電機工業j 300,000 品川区

電通工業j 400,000 品川区

j天満屋 400,000 岡山市

福岡給油施設j 260,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,380,336 15. 9.11

（敷金）
f 永 田 町 プ ロ パ
ティーズ

17,780,000 61.11.19

平野貞夫平成南学会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平野 貞夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.21

１ 収入総額 1,215,093

前年繰越額 15,093

本年収入額 1,200,000

２ 支出総額 733,019

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,200,000

講師料 1,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 348,810

備品・消耗品費 58,810

事務所費 290,000

政治活動費 384,209

組織活動費 364,209

調査研究費 20,000

広津もと子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平林 素子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 5,315,904

前年繰越額 199,570

本年収入額 5,116,334

２ 支出総額 1,843,162

３ 本年収入の内訳
寄附 5,114,000

個人分 2,594,000

政治団体分 2,520,000

その他の収入 2,334

一件十万円未満のもの 2,334

４ 支出の内訳
経常経費 296,260

光熱水費 73,875

備品・消耗品費 32,860

事務所費 189,525

政治活動費 1,546,902

組織活動費 1,064,652

機関紙誌の発行その他の事業
費

482,250

宣伝事業費 482,250

５ 寄附の内訳
（個人分）
鮎川 安子 110,000 唐津市
鈴木 昭則 1,500,000 目黒区
西岡 啓寿 60,000 唐津市
年間五万円以下の
もの

924,000

（政治団体分）

翔武会 500,000 千代田区
近未来研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

20,000

敏聡会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 敏明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府議会議員

報告年月日 19. 1.10

１ 収入総額 2,275

前年繰越額 2,275

２ 支出総額 1,240

３ 支出の内訳
経常経費 1,240

備品・消耗品費 1,240

風山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

五十嵐ふみひこ

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 4,725,268

前年繰越額 4,595,268

本年収入額 130,000

２ 支出総額 2,063,400

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(18人) 130,000

４ 支出の内訳
経常経費 60,000

人件費 60,000

政治活動費 2,003,400

組織活動費 3,400

寄附・交付金 2,000,000

フォーラム共生社会21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

福山 哲郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 7,379,368

本年収入額 7,379,368

２ 支出総額 7,379,368

３ 本年収入の内訳
寄附 7,379,351

個人分 68,730

政治団体分 7,310,621

その他の収入 17

一件十万円未満のもの 17

４ 支出の内訳
経常経費 5,603,419

人件費 4,213,347

光熱水費 113,617

備品・消耗品費 739,359

事務所費 537,096

政治活動費 1,775,949

組織活動費 1,566,808

調査研究費 209,141

５ 寄附の内訳
（個人分）
福山 哲郎 68,730 京都市
（政治団体分）
福山哲郎後援会 7,310,621 京都市
６ 資産等の内訳
（借入金）
fリアルスペース京
都

5,000,000

フォーラム・ユーリカ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小池百合子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.15

１ 収入総額 24,866,385

前年繰越額 11,385

本年収入額 24,855,000

２ 支出総額 24,853,106

３ 本年収入の内訳
寄附 13,292,000

個人分 13,292,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,563,000

ＦＥニュービジネス研究会
（計３回）

6,870,000

第24回百乃会（朝食会） 4,693,000

４ 支出の内訳
経常経費 16,884,661

人件費 6,010,000

光熱水費 829,547

備品・消耗品費 4,492,091

事務所費 5,553,023

政治活動費 7,968,445
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機関紙誌の発行その他の事業
費

7,870,903

機関紙誌の発行事業費 820,740

その他の事業費 7,050,163

寄附・交付金 97,542

５ 寄附の内訳
（個人分）
久保木 勇 1,500,000 さいたま市
久保木満江 1,500,000 さいたま市
池田 正男 120,000 大阪市
徳竹 京子 120,000 杉並区
柳原健太郎 500,000 芦屋市
大嶋 正 60,000 宝|市
浅見 東司 60,000 練馬区
今井 妙子 1,000,000 足立区
貝畑 博正 52,000 神戸市
浅尾 康弘 300,000 宝|市
今井 貞次 1,000,000 足立区
池田 利子 1,000,000 松原市
池田 幹雄 900,000 宝|市
今井 良枝 1,000,000 足立区
岡崎 正裕 100,000 岡山市
西岡 伸明 60,000 豊中市
宮東 一三 120,000 兵庫県猪名川

町
表 昌子 100,000 宝|市
津野 正則 1,000,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

2,800,000

深谷ø司後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

深谷 ø司

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 27,518,630

前年繰越額 1,177,849

本年収入額 26,340,781

２ 支出総額 26,200,888

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,340,000

深谷ø司代議士在職二十五年
表彰祝賀会

26,340,000

その他の収入 781

一件十万円未満のもの 781

４ 支出の内訳
経常経費 12,492,696

人件費 9,835,005

備品・消耗品費 974,428

事務所費 1,683,263

政治活動費 13,708,192

組織活動費 1,818,307

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,889,885

政治資金パーティー開催事
業費

11,889,885

５ 特定パーティーの概要
深谷ø司代議士在
職二十五年表彰祝
賀会(1,317人)

26,340,000 千代田区

福祉社会政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿部 正俊

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 53,562,312

前年繰越額 39,140,423

本年収入額 14,421,889

２ 支出総額 19,567,803

３ 本年収入の内訳
寄附 14,420,000

個人分 1,000,000

政治団体分 13,420,000

その他の収入 1,889

一件十万円未満のもの 1,889

４ 支出の内訳
経常経費 8,004,984

人件費 4,070,070

備品・消耗品費 2,203,816

事務所費 1,731,098

政治活動費 11,562,819

組織活動費 8,421,903

機関紙誌の発行その他の事業
費

235,320

宣伝事業費 235,320

調査研究費 965,596

寄附・交付金 1,940,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
須田 暁 1,000,000 上山市

（政治団体分）
全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

宏池会 4,000,000 千代田区
国民健康保険組合
推進連盟

2,000,000 新宿区

日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
日本薬業政治連盟 2,000,000 都・中央区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
日本鍼灸師連盟 200,000 豊島区
健康問題研究会 100,000 都・港区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,870,000 12. 7.27

福志政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

額賀福志郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 95,407,500

前年繰越額 38,845,852

本年収入額 56,561,648

２ 支出総額 66,129,825

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

政治団体分 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

54,560,000

額賀M志郎君と新しい時代を
創造する会（平成17年12月12

日開催）

520,000

額賀M志郎君と新しい時代を
創造する会（平成18年３月27

日開催）

14,960,000

額賀M志郎君と新しい時代を
創造する会（平成18年６月26

日開催）

14,360,000

額賀M志郎君と新しい時代を
創造する会（平成18年９月25

日開催）

9,680,000

額賀M志郎君と新しい時代を
創造する会（平成18年12月11

日開催）

15,040,000

その他の収入 1,648

一件十万円未満のもの 1,648

４ 支出の内訳
経常経費 16,973,698

人件費 6,228,855

光熱水費 27,200

備品・消耗品費 4,561,434

事務所費 6,156,209

政治活動費 49,156,127

組織活動費 30,029,263

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,856,246

宣伝事業費 64,260

政治資金パーティー開催事
業費

4,791,986

調査研究費 70,618

寄附・交付金 14,200,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
額賀M志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成17年12

月12日開催）(9人)

520,000 都・港区
(前年収入額 17,580,000)

額賀M志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成18年３
月27日開催）(178

人)

14,960,000 都・港区

額賀M志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成18年６
月26日開催）(171

人)

14,360,000 都・港区

額賀M志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成18年12

月11日開催）(192

人)

15,040,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
額賀M志郎君と新しい時代を創造する会（平成
18年３月27日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区
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製薬産業政治連盟 700,000 都・中央区

額賀M志郎君と新しい時代を創造する会（平成
18年６月26日開催）
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 700,000 都・中央区

日本医師連盟 400,000 文京区

額賀M志郎君と新しい時代を創造する会（平成
18年９月25日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

製薬産業政治連盟 700,000 都・中央区

額賀M志郎君と新しい時代を創造する会（平成
18年12月11日開催）
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 700,000 都・中央区

日本医師連盟 300,000 文京区

福田こうじ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 晃治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

福本潤一後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福本 潤一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 142,103

前年繰越額 142,098

本年収入額 5

２ 支出総額 68,500

３ 本年収入の内訳
その他の収入 5

一件十万円未満のもの 5

４ 支出の内訳
経常経費 68,500

事務所費 68,500

藤井孝男後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤井 孝男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 108,789,418

前年繰越額 54,108,577

本年収入額 54,680,841

２ 支出総額 56,463,992

３ 本年収入の内訳
寄附 13,900,000

個人分 1,900,000

政治団体分 12,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

38,572,751

ザ・チャレンジ21セミナー
（計２回）

38,572,751

その他の収入 2,208,090

敷金戻り 465,030

一件十万円未満のもの 1,743,060

４ 支出の内訳
経常経費 16,154,832

人件費 5,948,328

光熱水費 321,179

備品・消耗品費 3,412,965

事務所費 6,472,360

政治活動費 40,309,160

組織活動費 7,620,856

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,067,404

機関紙誌の発行事業費 814,665

宣伝事業費 308,000

政治資金パーティー開催事
業費

3,944,739

調査研究費 620,900

寄附・交付金 27,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮内 輝郎 200,000 杉並区
富田 泰輔 200,000 世田谷区
宇津 晃次 200,000 世田谷区
小宮山義孝 200,000 渋谷区
大越 徹 100,000 大田区
味岡平一郎 200,000 世田谷区

近藤 徹 200,000 神戸市
酒井 利通 200,000 世田谷区
高原 敬武 200,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

200,000

（政治団体分）
大樹全国会議 10,000,000 都・港区
新政治問題研究会 1,000,000 千代田区
道路運送経営研究
会

1,000,000 新宿区

６ 特定パーティーの概要
ザ・チャレンジ21

セミナー（平成18

年６月14日開催）
(268人)

18,840,841 千代田区

ザ・チャレンジ21

セミナー（平成18

年12月13日開催）
(289人)

19,731,910 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
ザ・チャレンジ21セミナー（平成18年６月14日
開催）
（団体からの対価の支払）
I厚生会木沢記念
病院

1,500,000 美濃加茂市

（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

大樹全国会議 1,500,000 都・港区

日本医師連盟 300,000 文京区

ザ・チャレンジ21セミナー（平成18年12月13日
開催）
（団体からの対価の支払）
I厚生会木沢記念
病院

1,000,000 美濃加茂市

（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

大樹全国会議 1,000,000 都・港区

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,205,596 11.11. 5

渕上貞雄後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渕上 貞雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.27

１ 収入総額 2,351,213

前年繰越額 2,350,906

本年収入額 307

２ 支出総額 737,010

３ 本年収入の内訳
その他の収入 307

一件十万円未満のもの 307

４ 支出の内訳
経常経費 60,000

事務所費 60,000

政治活動費 677,010

組織活動費 677,010

福活21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 剛男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 53,728,362

前年繰越額 6,328,362

本年収入額 47,400,000

２ 支出総額 40,549,410

３ 本年収入の内訳
寄附 4,050,000

個人分 50,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

43,350,000

福活21・政経夏季セミナー 30,290,000

福活21・政経冬季セミナー 13,060,000

４ 支出の内訳
政治活動費 40,549,410

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,784,103

政治資金パーティー開催事
業費

4,784,103

寄附・交付金 35,765,307

５ 寄附の内訳
（個人分）

™
˜

™



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
近未来研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
福活21・政経夏季
セミナー(418人)

30,290,000 千代田区

福活21・政経冬季
セミナー(187人)

13,060,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
福活21・政経夏季セミナー
（団体からの対価の支払）
j日本製紙グルー
プ本社

360,000 千代田区

大王製紙j 220,000 都・中央区

王子製紙j 500,000 都・中央区

日本製紙連合会 640,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 都・中央区

近未来研究会 300,000 千代田区

福活21・政経冬季セミナー
（団体からの対価の支払）
j日本製紙グルー
プ本社

340,000 千代田区

王子製紙j 480,000 都・中央区

日本製紙連合会 360,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
近未来研究会 300,000 千代田区

８ 資産等の内訳
（借入金）
共生21研究会 78,049,170

佐藤地域経済活性化
研究所

65,494,867

佐藤 剛男 36,401,530

佐藤 豊子 16,612,502

冬木政治クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

庄野 壽

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

古川よりひろ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古川 順弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

武蔵野市議会議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

ふるげん未来塾
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古川 元久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 82,920,720

前年繰越額 16,673,881

本年収入額 66,246,839

２ 支出総額 41,827,655

３ 本年収入の内訳
寄附 20,165,974

個人分 20,085,974

政治団体分 80,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

46,079,971

古川元久君の議員在職10年を
祝う会（計２回）

36,124,475

時局講演会「ミネルバの会」
（計４回）

9,218,425

物品販売 272,050

その他の催物事業 465,021

その他の収入 894

一件十万円未満のもの 894

４ 支出の内訳
経常経費 18,766,101

人件費 7,758,125

光熱水費 1,061,581

備品・消耗品費 3,022,255

事務所費 6,924,140

政治活動費 23,061,554

組織活動費 5,419,700

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,297,289

宣伝事業費 2,578,538

政治資金パーティー開催事
業費

9,460,137

その他の事業費 2,258,614

調査研究費 79,315

寄附・交付金 2,000,000

その他の経費 1,265,250

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中 勝博 240,000 文京区
幅 勇雪 120,000 名古屋市
吉田 大士 120,000 名古屋市
麻植 茂 420,000 目黒区
牧野 吉郎 120,000 名古屋市
細川 力 120,000 名古屋市
石原 真二 120,000 名古屋市
都築 省吾 120,000 川崎市
伊藤 茂昭 120,000 杉並区
安藤 之助 120,000 名古屋市
土井 幹夫 120,000 日進市
鈴木 俊郎 100,000 名古屋市
奥 博司 120,000 熊本県長洲町
平野 龍夫 220,000 都・港区
栢森 新治 120,000 名古屋市
鶴谷 直明 360,000 伊勢崎市
藤沼 亜起 120,000 横浜市
出原 修子 120,000 日進市
出原 弥栄 72,000 日進市
神谷 幹雄 120,000 瀬戸市
米本 平一 120,000 名古屋市
竹内 真三 130,000 名古屋市
廣瀬 光彦 120,000 名古屋市
反町 勝夫 72,000 文京区
磯部 光伸 120,000 名古屋市
服部 雅紀 110,000 名古屋市
宮田 温雄 120,000 名古屋市
吉村 福徳 120,000 名古屋市
深津 昭彦 120,000 名古屋市
野田 純一 120,000 瀬戸市
池森 由幸 120,000 名古屋市
谷口 道久 120,000 尾張旭市
志水 博次 120,000 名古屋市
臼井 常明 120,000 名古屋市
村田 幸洋 120,000 名古屋市

加藤 喜久 100,000 名古屋市
鈴木 雅夫 120,000 多治見市
江間 安男 120,000 瑞穂市
大野 徳郎 120,000 名古屋市
田中 修 120,000 名古屋市
古田 昭臣 120,000 名古屋市
栗田 道秋 120,000 名古屋市
吉田久味男 120,000 千葉市
小杉 輝男 72,000 名古屋市
横山 順弘 120,000 名古屋市
清水 庸一 120,000 渋谷区
吉田 次男 72,000 愛知県長久手

町
鈴木 務孝 108,000 芦屋市
坂原 良一 120,000 千曲市
古田 啓昌 120,000 武蔵野市
松井 義弘 120,000 名古屋市
加藤 政隆 120,000 名古屋市
佐藤 雅典 136,000 渋谷区
永井 陽二 600,000 名古屋市
藤井 浩彦 110,000 名古屋市
古川 博三 120,000 世田谷区
藤井 佳朗 120,000 神戸市
大菅 健嗣 120,000 名古屋市
河本 泰博 120,000 神戸市
永井 國晃 110,000 名古屋市
早川 真人 120,000 名古屋市
長 隆 1,100,000 新宿区
林 義智 1,200,000 さいたま市
鶴谷 嘉武 770,000 伊勢崎市
中村 光良 240,000 名古屋市
福智 寿彦 120,000 名古屋市
青山 雅彦 120,000 瀬戸市
畑 泰有 120,000 名古屋市
中地 宏 120,000 新宿区
原 哲夫 120,000 武蔵野市
本山いず美 120,000 名古屋市
小林 一光 120,000 名古屋市
三浦 利雄 120,000 大田区
田中 清隆 120,000 名古屋市
大屋 伸介 120,000 名古屋市
長 英一郎 1,100,000 所沢市
鬼頭 光哉 120,000 名古屋市
高津 禎臣 90,000 名古屋市
岡山 正弘 110,000 名古屋市
小川 是 100,000 世田谷区
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杉山 和代 100,000 名古屋市
竹内 康二 500,000 新宿区
水谷 大 100,000 都・港区
土井 直洋 100,000 世田谷区
曽我 貴志 200,000 新宿区
榎村 紀彦 1,000,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

3,743,974

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

80,000

６ 特定パーティーの概要
古川元久君の議員
在職10年を祝う会
（平成18年10月25

日開催）(539人)

23,799,475 名古屋市

古川元久君の議員
在職10年を祝う会
（平成18年11月30

日開催）(411人)

12,325,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
古川元久君の議員在職10年を祝う会（平成18年
10月25日開催）
（個人からの対価の支払）
日比野三吉彦 300,000 名古屋市

（政治団体からの対価の支払）
中部電力労働組合
政治連盟

300,000 名古屋市

ふるさと・宮城・21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

市川 一朗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 41,854,634

前年繰越額 15,790,248

本年収入額 26,064,386

２ 支出総額 27,611,624

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(114人) 962,000

寄附 11,530,000

個人分 1,090,000

政治団体分 10,440,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,551,660

市川一朗政策フォーラム（計
２回）

5,890,000

国政報告会（計２回） 7,661,660

その他の収入 20,726

一件十万円未満のもの 20,726

４ 支出の内訳
経常経費 13,864,223

人件費 4,697,958

光熱水費 37,536

備品・消耗品費 2,635,349

事務所費 6,493,380

政治活動費 13,747,401

組織活動費 7,897,379

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,880,422

政治資金パーティー開催事
業費

4,880,422

寄附・交付金 960,000

その他の経費 9,600

５ 寄附の内訳
（個人分）
今野 正彦 90,000 仙台市
佐々木義明 1,000,000 仙台市
（政治団体分）
日本不動産鑑定政
治連盟

200,000 都・港区

新財政研究会 4,120,000 都・港区
サマーパーティー
実行委員会

6,120,000 仙台市

６ 資産等の内訳
（借入金）
市川 一朗 4,665,672

古屋範子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古屋 範子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 53,550

本年収入額 53,550

２ 支出総額 53,550

３ 本年収入の内訳
寄附 53,550

政治団体分 53,550

４ 支出の内訳
経常経費 53,550

事務所費 53,550

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
公明党神奈川県本
部

53,550 横浜市

フレッシュ石井の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石井 正弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

岡山県知事

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 14,607,311

前年繰越額 4,146,633

本年収入額 10,460,678

２ 支出総額 773,931

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(168人) 1,920,000

寄附 8,540,000

個人分 8,110,000

政治団体分 430,000

その他の収入 678

一件十万円未満のもの 678

４ 支出の内訳
経常経費 542,585

人件費 184,740

備品・消耗品費 96,600

事務所費 261,245

政治活動費 231,346

組織活動費 231,346

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 浩巳 100,000 高梁市
原 眞一 100,000 岡山市
吉川 一之 100,000 倉敷市
渋藤 行雄 300,000 岡山県和気町
末長 範彦 100,000 岡山市
香西 仁吉 120,000 岡山市
宮本 福雄 120,000 新見市
大塚 民一 100,000 井原市
小嶋 光信 100,000 岡山市
浮田 佐平 120,000 津山市
平松 康子 500,000 倉敷市
千原 行喜 200,000 岡山市
仁科 靖孝 120,000 岡山市
小川 健 100,000 岡山市
土井 克彦 160,000 岡山県瀬戸町

亀山 憲一 140,000 倉敷市
香西 孝昭 120,000 岡山市
岡Ä 彬 300,000 岡山市
年間五万円以下の
もの

5,210,000

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

430,000

分権・自治を考える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高嶋 良充

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 12,521,399

前年繰越額 12,519,789

本年収入額 1,610

２ 支出総額 121,105

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,610

一件十万円未満のもの 1,610

４ 支出の内訳
経常経費 1,105

事務所費 1,105

政治活動費 120,000

組織活動費 120,000

平成新政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北沢 俊美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 8,720,044

前年繰越額 2,719,623

本年収入額 6,000,421

２ 支出総額 6,620,960

３ 本年収入の内訳
寄附 6,000,000

個人分 6,000,000

その他の収入 421

一件十万円未満のもの 421

４ 支出の内訳
経常経費 3,050,758

人件費 1,650,000

備品・消耗品費 905,171

事務所費 495,587
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政治活動費 3,570,202

組織活動費 3,547,800

調査研究費 22,402

５ 寄附の内訳
（個人分）
北沢 俊美 6,000,000 長野市
平成大和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

稲葉 大和

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 43,191,614

前年繰越額 638,209

本年収入額 42,553,405

２ 支出総額 42,971,904

３ 本年収入の内訳
寄附 10,427,000

個人分 6,427,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

32,126,405

稲葉大和を囲む農政懇談会 1,920,000

第17回稲葉大和政経フォーラ
ム

12,063,405

稲葉大和政経フォーラムｉｎ
新潟

18,143,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,560,866

人件費 7,575,498

備品・消耗品費 979,272

事務所費 2,006,096

政治活動費 32,411,038

組織活動費 3,192,989

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,888,049

政治資金パーティー開催事
業費

13,888,049

寄附・交付金 15,330,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
米山 良司 120,000 新発田市
八木 キイ 60,000 新発田市
稲葉 隆一 130,000 松山市
小林 曹一 100,000 鎌倉市
佐々木喜三次 120,000 大田区

塩入 満男 1,000,000 墨田区
久保田明子 1,000,000 豊島区
塩入 和洋 1,000,000 G飾区
児玉 透 1,000,000 江戸川区
塩入 満洋 1,000,000 文京区
鈴木 喜一 100,000 さいたま市
濱崎 憲史 100,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

697,000

（政治団体分）
近未来研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
第17回稲葉大和政
経フォーラム(384

人)

12,063,405 都・港区

稲 葉 大 和 政 経
フォーラムｉｎ新
潟(577人)

18,143,000 新潟市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第17回稲葉大和政経フォーラム
（政治団体からの対価の支払）
近未来研究会 300,000 千代田区

稲葉大和政経フォーラムｉｎ新潟
（団体からの対価の支払）
新発田建設j 240,000 新発田市

j加藤組 240,000 村上市

防災研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長島 忠美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 8,479,700

本年収入額 8,479,700

２ 支出総額 4,198,290

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

団体分 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,479,700

衆議院議員長島忠美君を応援
する会

7,479,700

４ 支出の内訳

経常経費 188,905

備品・消耗品費 184,385

事務所費 4,520

政治活動費 4,009,385

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,380,420

政治資金パーティー開催事
業費

3,380,420

調査研究費 628,965

５ 寄附の内訳
（団体分）
fエム・ケイ・メ
ディカル

1,000,000 小千谷市

峯誠会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩永 峯一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.23

１ 収入総額 57,469,678

前年繰越額 921,166

本年収入額 56,548,512

２ 支出総額 55,889,391

３ 本年収入の内訳
寄附 54,130,000

個人分 530,000

政治団体分 53,600,000

その他の収入 2,418,512

新年賀詞交歓会 1,537,000

青年部懇談会 130,000

青年部忘年会 100,000

一件十万円未満のもの 651,512

４ 支出の内訳
経常経費 17,893,098

人件費 8,572,500

光熱水費 332,693

備品・消耗品費 3,335,507

事務所費 5,652,398

政治活動費 37,996,293

組織活動費 7,806,253

機関紙誌の発行その他の事業
費

724,115

機関紙誌の発行事業費 508,536

宣伝事業費 215,579

調査研究費 499,000

寄附・交付金 15,900,000

その他の経費 13,066,925

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 裕 500,000 大津市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
自由民主党滋賀県
第四選挙区支部

49,100,000 近江八幡市

淡海クラブ 1,500,000 近江八幡市
岩永みねいち君を
励ます会

1,500,000 甲賀市

岩永みねいちを育
てる会

1,500,000 甲賀市

６ 資産等の内訳
（借入金）
岩永 峯一 43,200,106

豊政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉田六左エ門

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 62,727,835

前年繰越額 1,944,758

本年収入額 60,783,077

２ 支出総額 54,515,758

３ 本年収入の内訳
寄附 5,512,000

個人分 12,000

政治団体分 5,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

54,517,620

六さんをもっと働かせる会 32,040,000

さらに燃えろ六ざえもん 15,417,620

六さんの国政復帰と結婚を祝
う会

7,060,000

その他の収入 753,457

豊政会総会 700,000

一件十万円未満のもの 53,457

４ 支出の内訳
経常経費 11,112,518

人件費 4,750,000

備品・消耗品費 272,096

事務所費 6,090,422

政治活動費 43,403,240
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組織活動費 6,705,895

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,397,345

宣伝事業費 64,000

政治資金パーティー開催事
業費

7,333,345

寄附・交付金 29,300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

12,000

（政治団体分）
自由民主党新潟県
第一選挙区支部

3,000,000 新潟市

志師会 2,000,000 千代田区
明風会 500,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
六さんをもっと働
か せ る 会
(1,593人)

32,040,000 新潟市

さらに燃えろ六ざ
えもん(1,520人)

15,417,620 新潟市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
六さんをもっと働かせる会
（団体からの対価の支払）
ナミックスj 1,400,000 新潟市

jタッククリエー
ション

600,000 新潟市

jホテル新潟 400,000 新潟市

jニトリ 1,000,000 札幌市

さらに燃えろ六ざえもん
（団体からの対価の支払）
jハヤマ 500,000 新潟市

ナミックスj 1,000,000 新潟市

六さんの国政復帰と結婚を祝う会
（団体からの対価の支払）
アイリテックj 400,000 台東区

峯友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長峯 基

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 15,165,531

前年繰越額 9,046,456

本年収入額 6,119,075

２ 支出総額 8,022,104

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(167人) 485,000

寄附 5,633,700

個人分 240,000

政治団体分 5,393,700

その他の収入 375

一件十万円未満のもの 375

４ 支出の内訳
経常経費 4,654,810

人件費 1,911,736

光熱水費 203,694

備品・消耗品費 723,084

事務所費 1,816,296

政治活動費 3,367,294

組織活動費 2,822,401

機関紙誌の発行その他の事業
費

544,893

機関紙誌の発行事業費 544,893

５ 寄附の内訳
（個人分）
福森 正郎 120,000 日向市
田代 和久 120,000 都城市
（政治団体分）
福岡県薬剤師連盟 1,692,000 福岡市
佐賀県薬剤師連盟 320,400 佐賀市
大分県薬剤師連盟 504,000 大分市
宮崎県薬剤師連盟 474,400 宮崎市
長崎県薬剤師連盟 944,800 長崎市
熊本県薬剤師連盟 398,500 熊本市
鹿児島県薬剤師連
盟

629,600 鹿児島市

沖縄県薬剤師連盟 430,000 沖縄市
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(１台) 1,238,000 12.10. 3

北雁会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

飯島 夕雁

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.15

１ 収入総額 9,956,620

前年繰越額 400,611

本年収入額 9,556,009

２ 支出総額 9,832,596

３ 本年収入の内訳
寄附 9,556,000

個人分 8,800,000

政治団体分 756,000

その他の収入 9

一件十万円未満のもの 9

４ 支出の内訳
経常経費 6,667,658

人件費 4,316,837

備品・消耗品費 1,922,651

事務所費 428,170

政治活動費 3,164,938

組織活動費 2,953,216

機関紙誌の発行その他の事業
費

65,000

宣伝事業費 65,000

調査研究費 146,722

５ 寄附の内訳
（個人分）
飯島 夕雁 8,800,000 岩見沢市
（政治団体分）
自由民主党北海道
第十選挙区支部

700,000 岩見沢市

83会 56,000 千代田区
前島修後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

前島 修

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

広島市長

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 32,641

本年収入額 32,641

２ 支出総額 32,641

３ 本年収入の内訳
寄附 32,641

個人分 32,641

４ 支出の内訳
経常経費 32,641

事務所費 32,641

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

32,641

前田武志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

前田 武志

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 26,590,723

前年繰越額 7,840,853

本年収入額 18,749,870

２ 支出総額 19,825,531

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(931人) 5,415,000

寄附 2,240,000

個人分 1,220,000

政治団体分 1,020,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,079,475

第11回前田武志政策研究会
（平成17年12月９日開催）

160,000

第12回前田武志政策研究会
（平成18年７月４日開催）

5,880,000

第13回前田武志政策研究会
（平成18年12月７日開催）

5,039,475

その他の収入 15,395

一件十万円未満のもの 15,395

４ 支出の内訳
経常経費 1,822,927

人件費 360,000

備品・消耗品費 260,342

事務所費 1,202,585

政治活動費 18,002,604

組織活動費 6,561,195

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,586,969

政治資金パーティー開催事
業費

1,586,969

調査研究費 354,440

寄附・交付金 9,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 又一 1,000,000 橿原市
林 信久 200,000 新潟県湯沢町
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年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
民主党 1,020,000 千代田区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第12回前田武志政策研究会（平成18年７月４日
開催）
（団体からの対価の支払）
jダイナム 300,000 荒川区

７ 資産等の内訳
（借入金）
前田 武志 2,000,000

牧義夫君を育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

牧 義夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 23,459,156

前年繰越額 1,958,373

本年収入額 21,500,783

２ 支出総額 22,196,059

３ 本年収入の内訳
寄附 380,000

政治団体分 380,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

21,120,370

牧義夫君を育てる会賀詞交歓
会

1,220,000

牧義夫君を育てる会パー
ティー（計２回）

19,900,370

その他の収入 413

一件十万円未満のもの 413

４ 支出の内訳
経常経費 8,947,510

人件費 5,669,571

備品・消耗品費 2,254,307

事務所費 1,023,632

政治活動費 13,248,549

組織活動費 4,588,799

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,483,843

宣伝事業費 9,555

政治資金パーティー開催事
業費

8,474,288

調査研究費 175,907

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党愛知県総支
部連合会

250,000 名古屋市

民主党 130,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
牧義夫君を育てる
会パーティー（平
成18年５月19日開
催）(644人)

10,035,370 名古屋市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
牧義夫君を育てる会パーティー（平成18年３月
27日開催）
（団体からの対価の支払）
jダイナム 1,000,000 荒川区

fクリオスコーポ
レーション

220,000 台東区

e経営情報サービ
ス

400,000 大阪市

信政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

目片 信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大津市長

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 575,660

前年繰越額 575,660

２ 支出総額 274,000

３ 支出の内訳
経常経費 274,000

事務所費 274,000

又市征治政治経済研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

又市 征治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 5,574,534

前年繰越額 5,539,481

本年収入額 35,053

２ 支出総額 3,144,540

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

34,200

色紙販売 34,200

その他の収入 853

一件十万円未満のもの 853

４ 支出の内訳
経常経費 350,635

備品・消耗品費 11,400

事務所費 339,235

政治活動費 2,793,905

機関紙誌の発行その他の事業
費

793,905

宣伝事業費 793,905

寄附・交付金 2,000,000

松岡とおる政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松岡 徹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 5,486,305

前年繰越額 5,445,987

本年収入額 40,318

２ 支出総額 105,900

３ 本年収入の内訳
寄附 40,000

政治団体分 40,000

その他の収入 318

一件十万円未満のもの 318

４ 支出の内訳
経常経費 105,900

事務所費 105,900

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

40,000

松岡利勝新世紀政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松岡 利勝

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 399,727,457

前年繰越額 295,957,457

本年収入額 103,770,000

２ 支出総額 145,756,258

３ 本年収入の内訳
寄附 33,700,000

個人分 22,580,000

政治団体分 11,120,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

70,070,000

松岡利勝国政報告会 7,640,000

二十一世紀の人口・食糧・環
境セミナー

62,430,000

４ 支出の内訳
経常経費 60,154,243

人件費 24,600,000

光熱水費 3,750,000

備品・消耗品費 5,034,166

事務所費 26,770,077

政治活動費 85,602,015

組織活動費 28,391,428

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,122,531

政治資金パーティー開催事
業費

2,122,531

調査研究費 4,088,056

寄附・交付金 50,000,000

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小野 金彌 120,000 三島市
田中 恒寿 120,000 松戸市
丹野 博 120,000 旭川市
飯島 弘泰 120,000 旭川市
加藤健太郎 120,000 函館市
張摩喜久恵 100,000 青森市
松下 覚 100,000 弘前市
大宮 ゆり 100,000 五所川原市
乾 美津子 100,000 青森市
高橋 勲 120,000 所沢市
菊地 暁生 120,000 北海道滝上町
渡辺 勇雄 120,000 宇都宮市
玉木 茂 120,000 大田原市
相良 芳隆 120,000 日光市
小野鉦三郎 120,000 胎内市
久住 恒 120,000 群馬県中之条

町
須田 松雄 120,000 群馬県みなか

み町
小野 利廣 120,000 白河市
猪俣 茂 120,000 新潟県阿賀町
三友 泰彦 120,000 魚沼市
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星 公正 120,000 福島県南会津
町

塚本 隆久 120,000 練馬区
長谷川明弘 350,000 各務原市
谷ヶ城 隆 120,000 福島県金山町
岩井 功 120,000 高崎市
梅原 宏保 120,000 君津市
緒方 忠浩 600,000 合志市
中尾 光博 120,000 広島市
宮部 英一 120,000 函館市
渡辺 忠 120,000 北海道清里町
生駒 雅彦 120,000 旭川市
萩原 一利 100,000 帯広市
新谷龍一郎 120,000 旭川市
加藤 鐵夫 120,000 江東区
奈良 敦司 600,000 京都市
千葉 悦雄 120,000 旭川市
佐藤 智則 240,000 旭川市
細金 鉚生 400,000 都・中央区
松田 堯 120,000 佐倉市
川喜多桃代 120,000 鎌ヶ谷市
高橋 菊男 120,000 山形県真室川

町
畠山 伊吉 120,000 大館市
佐藤 賢市 120,000 帯広市
高坂 亮二 120,000 北海道白糠町
伊藤 茂喜 70,000 士別市
花木 安治 100,000 江津市
宮部 秀文 100,000 岩国市
福本 建蔵 100,000 奈良県天川村
中根 滋 100,000 田辺市
高原 郷 70,000 旭川市
戸沼 平八 120,000 函館市
折谷 英和 120,000 函館市
伊関 哲夫 120,000 北海道せたな

町
上田 良一 70,000 北海道下川町
栗木 鋭三 120,000 小牧市
長谷川敏広 120,000 小牧市
中田 浩幸 120,000 各務原市
三浦 寿之 120,000 春日井市
長谷部哲克 120,000 半田市
服部 康彦 120,000 名古屋市
澤田 和久 120,000 岐阜県岐南町
井上 正敏 120,000 岩倉市
永井 幸男 120,000 小牧市

小川 基樹 120,000 春日井市
栗木 充男 120,000 小牧市
杉山 圭吾 120,000 各務原市
尾上 哲三 120,000 名古屋市
伊佐治幸夫 120,000 春日井市
大谷 健一 120,000 春日井市
中村 昌之 240,000 岐阜市
坂本 克彦 360,000 笠岡市
中村 光夫 600,000 盛岡市
坂本 修三 360,000 笠岡市
高山 徹 360,000 盛岡市
坂本 康尚 240,000 笠岡市
高山真理子 240,000 盛岡市
高村 庄治 1,200,000 黒部市
高松 勝行 60,000 帯広市
家常 尚詞 120,000 北海道足寄町
宇佐美恭広 120,000 帯広市
木幡 隆久 120,000 福島県浪江町
長谷川隆弘 120,000 いわき市
佐々木甲悦 120,000 秋田市
年間五万円以下の
もの

8,780,000

（政治団体分）
日本合板産業政治
連盟

240,000 都・港区

全国木材産業政治
連盟

600,000 千代田区

自民党高知林業土
木支部

1,000,000 高知市

志帥会 5,740,000 千代田区
北海道水産政治協
会

300,000 札幌市

日本果樹農政協議
会

1,000,000 大田区

特森懇話会 1,000,000 都・港区
全国林業政治連盟 240,000 千代田区
林土連懇話会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
松岡利勝国政報告
会(251人)

7,640,000 都・港区

二十一世紀の人
口・食糧・環境セ
ミナー(2,546人)

62,430,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松岡利勝国政報告会
（政治団体からの対価の支払）

全国林業政治連盟 420,000 千代田区

全国木材産業政治
連盟

500,000 千代田区

林土連懇話会 700,000 千代田区

民有林整備懇話会 700,000 千代田区

民有林振興会 400,000 千代田区

二十一世紀の人口・食糧・環境セミナー
（団体からの対価の支払）
世界食文化交流j 400,000 京都市

jパールエース 1,000,000 都・中央区

fプロシード 500,000 都・港区

熊本中央生コンク
リートe

300,000 熊本市

カルビーj 400,000 都・北区

j青木工務店 400,000 山鹿市

j荒木組 400,000 菊地市

八方建設j 600,000 菊地市

大建工業j 500,000 熊本市

熊本県養豚協会 400,000 熊本市

北部建設業組合 500,000 熊本県小国町

（政治団体からの対価の支払）
健康問題研究会 560,000 都・港区

ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

1,000,000 都・中央区

全国たばこ耕作者
政治連盟

1,500,000 都・港区

日本酪農政治連盟 700,000 渋谷区

熊本県農業者政治
連盟

600,000 熊本市

松田直久後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松田 直久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

津市長

報告年月日 19. 3.15

１ 収入総額 16,419,664

前年繰越額 344,097

本年収入額 16,075,567

２ 支出総額 16,369,816

３ 本年収入の内訳
寄附 745,567

政治団体分 745,567

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,330,000

まつだ直久を励ます会と観劇
の集い

15,330,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,730,954

人件費 900,000

光熱水費 91,386

備品・消耗品費 892,663

事務所費 846,905

政治活動費 13,638,862

組織活動費 174,607

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,964,255

政治資金パーティー開催事
業費

12,964,255

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党三重県総支
部連合会

300,000 津市

三重県薬剤師連盟 100,000 津市
創造三重の会 345,567 津市
６ 特定パーティーの概要
まつだ直久を励ま
す会と観劇の集い
(1,494人)

15,330,000 名古屋市

松谷蒼一郎後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松谷蒼一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.16
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１ 収入総額 21,298

前年繰越額 21,298

２ 支出総額 21,298

３ 支出の内訳
経常経費 21,298

事務所費 21,298

４ 資産等の内訳
（借入金）
松谷蒼一郎 22,000,000

松本たけあき後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松本 剛明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 45,183,129

前年繰越額 101,833

本年収入額 45,081,296

２ 支出総額 43,893,160

３ 本年収入の内訳
寄附 4,869,000

個人分 4,454,000

政治団体分 415,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,512,000

松本たけあき支援の集い（計
２回）

31,110,000

朝食会 104,000

たけあき会幹事会（計２回） 298,000

借入金 8,700,000

松本 剛明 8,700,000

その他の収入 296

一件十万円未満のもの 296

４ 支出の内訳
経常経費 21,416,625

人件費 11,877,485

光熱水費 276,143

備品・消耗品費 2,844,817

事務所費 6,418,180

政治活動費 22,476,535

組織活動費 7,956,956

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,996,447

宣伝事業費 472,500

政治資金パーティー開催事
業費

10,026,257

その他の事業費 497,690

寄附・交付金 290,000

その他の経費 3,233,132

５ 寄附の内訳
（個人分）
前田 誠士 120,000 たつの市
前田由紀江 120,000 たつの市
宗接 博史 180,000 姫路市
藤橋 拓志 250,000 姫路市
坂口 均 100,000 たつの市
田中 康博 100,000 姫路市
田口 義一 100,000 兵庫県太子町
山口 利定 1,000,000 兵庫県神河町
三木 尚敏 200,000 姫路市
米谷 啓和 150,000 姫路市
米谷 尚子 150,000 姫路市
井上登志男 100,000 姫路市
林 義教 100,000 姫路市
横田 清和 100,000 姫路市
前田 延行 60,000 姫路市
年間五万円以下の
もの

1,624,000

（政治団体分）
民主党兵庫県連合
会

415,000 神戸市

６ 特定パーティーの概要
松本たけあき支援
の集い（平成18年
12月１日開催）
(637人)

24,970,000 姫路市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松本たけあき支援の集い（平成18年12月１日開
催）
（団体からの対価の支払）
林船舶j 500,000 姫路市

日興海運f 500,000 姫路市

蔦機械金属j 400,000 姫路市

菱南電装j 300,000 姫路市

姫路信用金庫 300,000 姫路市

石川産業j 300,000 姫路市

児島金属工業j 300,000 姫路市

福伸電機j 800,000 兵庫県福崎町

立建設j 1,000,000 姫路市

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,000,000 17.11.24

（借入金）
松本 剛明 14,593,736

小松 利仁 3,500,000

松本又三後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松本 又三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

泉大津市議会議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 20,164

前年繰越額 20,164

２ 支出総額 0

まほろば会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒井 正吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.26

１ 収入総額 67,952,570

前年繰越額 13,301,240

本年収入額 54,651,330

２ 支出総額 64,738,443

３ 本年収入の内訳
寄附 9,190,000

個人分 1,590,000

政治団体分 7,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

45,460,293

参議院議員「荒井正吾君を励
ます会」

20,559,293

参議院議員「あらい正吾を励
ます会」

24,901,000

その他の収入 1,037

一件十万円未満のもの 1,037

４ 支出の内訳
経常経費 395,284

備品・消耗品費 53,530

事務所費 341,754

政治活動費 64,343,159

組織活動費 9,064,805

機関紙誌の発行その他の事業
費

24,473,009

機関紙誌の発行事業費 5,772,999

宣伝事業費 8,748,013

政治資金パーティー開催事
業費

9,951,997

調査研究費 269,595

寄附・交付金 20,535,750

その他の経費 10,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高野 将弘 400,000 世田谷区
西垣 隆 100,000 桜井市
新田 晃久 600,000 西宮市
安岡 彰一 400,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

90,000

（政治団体分）
新財政研究会 4,000,000 都・港区
道路運送経営研究
会

600,000 新宿区

自由民主党東京都
参議院比例区第四
十七支部

1,000,000 都・港区

奈良県医師連盟 2,000,000 橿原市
６ 特定パーティーの概要
参議院議員「荒井
正吾君を励ます
会」(596人)

20,559,293 千代田区

参議院議員「あら
い正吾を励ます
会」(915人)

24,901,000 大阪市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
参議院議員「荒井正吾君を励ます会」
（団体からの対価の支払）
日本管機工業j 300,000 都・港区

jニトリ 500,000 札幌市

（政治団体からの対価の支払）
道路運送経営研究
会

600,000 新宿区
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まゆみ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森山 眞弓

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 13,014,308

前年繰越額 836,188

本年収入額 12,178,120

２ 支出総額 12,037,752

３ 本年収入の内訳
寄附 12,178,000

個人分 11,018,000

政治団体分 1,160,000

その他の収入 120

一件十万円未満のもの 120

４ 支出の内訳
経常経費 371,027

備品・消耗品費 84,480

事務所費 286,547

政治活動費 11,666,725

組織活動費 1,806,725

寄附・交付金 9,860,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
西Ä 彰司 300,000 都・港区
森 哲也 240,000 千代田区
森竹 恭子 220,000 世田谷区
五井渕芳子 120,000 宇都宮市
阿久津正美 100,000 栃木県高根沢

町
長瀬 彰造 100,000 世田谷区
中野 肇 310,000 神戸市
植木 誠也 100,000 栃木県塩谷町
田村 久弥 100,000 鹿沼市
柏木 薫 100,000 杉並区
牧 亮一 100,000 杉並区
森山 眞弓 5,300,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

3,928,000

（政治団体分）
番町政策研究所 1,080,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

80,000

６ 資産等の内訳
（借入金）

森山 眞弓 10,000,000

丸一会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

丸一 芳訓

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 17,958,852

本年収入額 17,958,852

２ 支出総額 17,759,901

３ 本年収入の内訳
寄附 1,300,000

政治団体分 1,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,658,740

丸一よしのり事務所開きパー
ティー

1,230,000

丸一よりのりを激励する会 15,428,740

その他の収入 112

一件十万円未満のもの 112

４ 支出の内訳
経常経費 408,428

人件費 408,428

政治活動費 17,351,473

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,451,473

政治資金パーティー開催事
業費

2,451,473

寄附・交付金 14,900,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
水産政策研究会 1,300,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
丸一よしのりを激
励する会(550人)

15,428,740 千代田区

瑞穂と一緒に国会へ行こう会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福島みずほ

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 17,857,919

前年繰越額 4,192,501

本年収入額 13,665,418

２ 支出総額 10,229,162

３ 本年収入の内訳

個人の党費・会費(989人) 2,967,000

寄附 7,946,660

個人分 7,946,660

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,751,710

出版物販売 561,710

出版記念会 2,190,000

その他の収入 48

一件十万円未満のもの 48

４ 支出の内訳
経常経費 3,046,740

人件費 1,213,755

備品・消耗品費 327,065

事務所費 1,505,920

政治活動費 7,182,422

組織活動費 429,783

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,630,936

宣伝事業費 2,894,511

その他の事業費 3,736,425

調査研究費 121,703

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡部 玲子 1,500,000 横浜市
吉田哲四郎 303,000 横浜市
宇野 峰雪 300,000 横浜市
堀沢 茂 300,000 横浜市
中野 新 150,000 厚木市
斎藤 春枝 103,000 大和市
佐賀 悦子 100,000 横浜市
山本 晴太 100,000 福岡市
大倉 忠夫 100,000 横須賀市
吉岡 睦子 100,000 新宿区
酒井喜代子 66,000 三島市
加毛 修 66,000 都・中央区
益永 陽子 60,000 狭山市
林 健一 60,000 都・府中市
尾崎 純理 60,000 千代田区
海渡 久子 53,000 伊丹市
大久保さわ子 53,000 藤沢市
平野 和子 53,000 世田谷区
林 美津子 53,000 横浜市
小谷 和子 1,000,000 都・港区
渡辺 恭一 103,000 横須賀市
年間五万円以下の
もの

3,263,660

三井わきおと進む会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三井 辨雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.14

１ 収入総額 21,975,156

前年繰越額 3,510,769

本年収入額 18,464,387

２ 支出総額 21,440,757

３ 本年収入の内訳
寄附 16,055,390

個人分 1,464,000

政治団体分 14,591,390

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,408,600

三井わきおと進む会総会及び
懇親会

301,000

三井わきおと進む会ゴルフコ
ンペ

1,703,600

三井わきお代議士と語る会 404,000

その他の収入 397

一件十万円未満のもの 397

４ 支出の内訳
経常経費 7,645

事務所費 7,645

政治活動費 21,433,112

組織活動費 73,095

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,460,017

その他の事業費 2,460,017

寄附・交付金 18,900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
土栄 静雄 72,000 札幌市
浜井 俊弘 108,000 札幌市
諏訪 昇三 360,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

924,000

（政治団体分）
民主党北海道総支
部連合会

4,615,390 札幌市

北海道三井わきお
薬剤師後援会

1,200,000 札幌市

民主党 240,000 千代田区
日本薬剤師連盟 6,000,000 新宿区
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民主党北海道第二
区総支部

2,536,000 札幌市

ミッション21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口 壯

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 16,596,459

前年繰越額 4,581,055

本年収入額 12,015,404

２ 支出総額 15,858,755

３ 本年収入の内訳
寄附 11,615,000

政治団体分 11,615,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

323,000

衆議院手帳売却事業 323,000

その他の収入 77,404

一件十万円未満のもの 77,404

４ 支出の内訳
経常経費 4,886,390

人件費 513,075

備品・消耗品費 532,752

事務所費 3,840,563

政治活動費 10,972,365

組織活動費 5,394,250

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,478,115

宣伝事業費 2,307,675

その他の事業費 1,170,440

調査研究費 2,100,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党兵庫県第12

区総支部
9,200,000 相生市

山口つよしを励ま
す会

2,000,000 相生市

民主党兵庫県総支
部連合会

415,000 神戸市

みつの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

下條 光康

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 99,848,653

前年繰越額 55,259,508

本年収入額 44,589,145

２ 支出総額 65,740,052

３ 本年収入の内訳
寄附 3,778,000

個人分 3,778,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

40,810,000

下条みつ君を励ます会（平成
17年12月14日開催）

300,000

下条みつ君を励ます会（平成
18年12月13日開催）

40,510,000

その他の収入 1,145

一件十万円未満のもの 1,145

４ 支出の内訳
経常経費 21,824,399

人件費 15,239,893

光熱水費 369,559

備品・消耗品費 1,548,197

事務所費 4,666,750

政治活動費 43,915,653

組織活動費 39,484,158

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,332,086

宣伝事業費 236,066

政治資金パーティー開催事
業費

4,096,020

調査研究費 99,409

５ 寄附の内訳
（個人分）
牛越 章 84,000 長野県松川村
百瀬 秀則 714,000 松本市
浅田 淳志 1,500,000 松本市
岩田 佳子 1,300,000 品川区
下平 一彦 100,000 台東区
年間五万円以下の
もの

80,000

６ 特定パーティーの概要
下条みつ君を励ま
す会（平成17年12

月14日開催）(6人)

300,000 都・港区

下条みつ君を励ま
す会（平成18年12

月13日開催）(747

人)

40,510,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
下条みつ君を励ます会（平成18年12月13日開催）
（個人からの対価の支払）
倉石 和昭 500,000 長野市

伊藤 伸一 600,000 一宮市

清水 一功 500,000 長野県御代田
町

（団体からの対価の支払）
共立リマテックj 700,000 松本市

岩田建設j 400,000 和光市

飯山陸送j 300,000 長野市

月見ヶ丘開発j 300,000 名古屋市

鴻池運輸j 300,000 大阪市

jミツカングルー
プ本社

300,000 半田市

みどり会（松島みどり）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松島みどり

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 76,452,538

前年繰越額 15,964,770

本年収入額 60,487,768

２ 支出総額 42,615,083

３ 本年収入の内訳
寄附 4,330,000

個人分 330,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

56,154,265

松島みどりを励ます会（平成
17年12月19日開催）

1,400,000

松島みどり勉強会（計４回） 15,930,000

松島みどり国政報告会（計２
回）

17,635,000

松島みどりを励ます会（平成
18年12月４日開催）

21,189,265

その他の収入 3,503

一件十万円未満のもの 3,503

４ 支出の内訳
経常経費 25,713,186

人件費 21,583,565

光熱水費 95,355

備品・消耗品費 2,095,470

事務所費 1,938,796

政治活動費 16,901,897

組織活動費 4,106,832

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,774,065

宣伝事業費 425,775

政治資金パーティー開催事
業費

12,348,290

調査研究費 21,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
南 淑 200,000 西宮市
年間五万円以下の
もの

130,000

（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
松島みどりを励ま
す会（平成17年12

月19日開催）(28

人)

1,400,000 千代田区
(前年収入額 24,470,000)

松島みどり国政報
告会（平成18年７
月11日開催）(376

人)

13,185,000 荒川区

松島みどりを励ま
す会（平成18年12

月４日開催）(568

人)

21,189,265 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松島みどり国政報告会（平成18年７月11日開催）
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

松島みどりを励ます会（平成18年12月４日開催）
（団体からの対価の支払）
jダイナム 500,000 荒川区

（政治団体からの対価の支払）
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製薬産業政治連盟 300,000 都・中央区

みのる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

寺田 稔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 19,795,139

前年繰越額 3,500,013

本年収入額 16,295,126

２ 支出総額 18,073,105

３ 本年収入の内訳
寄附 16,295,076

個人分 10,000,000

政治団体分 6,295,076

その他の収入 50

一件十万円未満のもの 50

４ 支出の内訳
経常経費 4,901,112

人件費 3,890,831

備品・消耗品費 567,126

事務所費 443,155

政治活動費 13,171,993

組織活動費 209,969

寄附・交付金 12,962,024

５ 寄附の内訳
（個人分）
寺田 稔 10,000,000 呉市
（政治団体分）
新財政研究会 4,190,000 都・港区
以正会 2,105,076 千代田区
宮内光久後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮内 光久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛媛県砥部町議会
議員

報告年月日 19. 3.19

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

宮沢会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮澤 洋一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 77,991,523

前年繰越額 6,361,012

本年収入額 71,630,511

２ 支出総額 74,100,946

３ 本年収入の内訳
寄附 28,485,000

個人分 8,380,000

政治団体分 20,105,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

43,145,000

宮沢洋一君を励ます会（平成
17年６月10日開催）

2,100,000

宮沢洋一君を励ます会（平成
18年６月24日開催）

8,980,000

宮沢洋一君を励ます会（平成
18年７月25日開催）

10,870,000

宮沢洋一君を励ます会（平成
18年11月15日開催）

14,935,000

宮沢フォーラム（計６回） 6,260,000

その他の収入 511

一件十万円未満のもの 511

４ 支出の内訳
経常経費 26,156,303

人件費 12,559,401

備品・消耗品費 4,196,065

事務所費 9,400,837

政治活動費 47,944,643

組織活動費 21,952,108

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,144,935

政治資金パーティー開催事
業費

6,144,935

調査研究費 47,600

寄附・交付金 19,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
東 栄憲 200,000 大阪市
石原 憲 100,000 堺市
大野 芳博 100,000 広島市
小野 隆彦 300,000 品川区
掛谷 建郎 100,000 茨木市
河田 潤 100,000 都・港区
岸田 次郎 100,000 岸和田市
北村 昭夫 360,000 横浜市
剛 嘉宏 880,000 都・港区
古賀 信行 100,000 都・港区

小谷万里子 300,000 千代田区
兒玉 功 500,000 川崎市
酒井 久雄 100,000 都・港区
重田 勇 400,000 奈良市
末松弥奈子 200,000 千代田区
滝本 豊水 100,000 杉並区
田口 淳子 500,000 大阪市
辰野 守彦 500,000 渋谷区
田中 克司 100,000 目黒区
谷水 雄三 200,000 京都市
塚原 裕 200,000 大田区
寺岡 暉 200,000 福山市
利田 美知 520,000 岸和田市
利田 泰之 200,000 岸和田市
鳥海 哲郎 100,000 杉並区
錦戸 景一 240,000 渋谷区
西村 政和 200,000 岸和田市
野崎 卓次 100,000 千葉市
野島 斌 120,000 練馬区
橋本 研二 100,000 河内長野市
半田 秀穂 100,000 横浜市
藤巻 健史 320,000 目黒区
藤原 雄介 120,000 渋谷区
前田 寿一 100,000 川崎市
牧田 力 100,000 杉並区
柳田 宏 100,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

320,000

（政治団体分）
備後会 5,945,000 千代田区
自由民主党広島県
第七選挙区支部

10,300,000 福山市

新財政研究会 3,860,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
宮沢洋一君を励ま
す会（平成17年６
月10日開催）(23

人)

2,100,000 広島市
(前年収入額 10,020,000)

宮沢洋一君を励ま
す会（平成18年７
月25日開催）(293

人)

10,870,000 大阪市

宮沢洋一君を励ま
す会（平成18年11

月15日開催）(391

人)

14,935,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
宮沢洋一君を励ます会（平成18年７月25日開催）
（団体からの対価の支払）
茨城高槻交通j 240,000 茨木市

jウラベ 250,000 堺市

関西中央交通j 240,000 大阪市

関西中央自動車j 240,000 堺市

jセレ・ナス 280,000 大阪市

J大聖観音寺 300,000 大阪市

大拓木材j 250,000 堺市

日本管機工業j 220,000 都・港区

東尾メックj 300,000 河内長野市

jフランス屋本部 400,000 岸和田市

南栄商事j 300,000 大阪市

jマルヒロ 400,000 神戸市

j湊組 1,000,000 和歌山市

（政治団体からの対価の支払）
なかしば正幸後援
会

400,000 和歌山県岩出
町

宮沢洋一君を励ます会（平成18年11月15日開催）
（団体からの対価の支払）
セフテックj 400,000 文京区

タカオj 400,000 福山市

jテラルキョクト
ウ

400,000 福山市

日本管機工業j 400,000 都・港区

j湊組 500,000 和歌山市
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h湊組 500,000 和歌山市

（政治団体からの対価の支払）
宮澤喜一兵庫後援
会

300,000 神戸市

宮路和明後援会明翔会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮路 和明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 24,474,403

前年繰越額 904,338

本年収入額 23,570,065

２ 支出総額 23,971,781

３ 本年収入の内訳
寄附 22,535,000

個人分 3,635,000

政治団体分 18,900,000

その他の収入 1,035,065

一件十万円未満のもの 1,035,065

４ 支出の内訳
経常経費 18,349,495

人件費 18,255,100

事務所費 94,395

政治活動費 5,622,286

組織活動費 4,638,703

機関紙誌の発行その他の事業
費

983,583

宣伝事業費 983,583

５ 寄附の内訳
（個人分）
米盛庄一郎 240,000 鹿児島市
伊東 祐久 200,000 鹿児島市
川崎 亮 120,000 鹿児島市
木元 信 120,000 鹿児島市
熊丸日出生 120,000 福岡県大木町
新門 弘人 120,000 鹿児島県さつ

ま町
田代 藤夫 120,000 薩摩川内市
徳留 忠敬 120,000 鹿児島市
濱田 啓右 120,000 鹿児島市
上川路長生 360,000 鹿児島市
井上 克暁 120,000 日置市
宇都 要一 120,000 薩摩川内市
楠元 慶明 120,000 南さつま市

西田 保馬 120,000 南さつま市
松村 篤憲 120,000 熊本市
森 征一郎 120,000 鹿児島市
新田 則孝 60,000 鹿児島市
稲森 幸浩 110,000 鹿児島市
小原 該一 240,000 枕崎市
塩田 民雄 180,000 薩摩川内市
大徳 純雄 100,000 鹿児島市
川野 満 500,000 鹿児島市
年間五万円以下の
もの

85,000

（政治団体分）
新政策懇話会 18,900,000 新宿区
宮本一三後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮本 一三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 1

１ 収入総額 29,789,758

前年繰越額 619,758

本年収入額 29,170,000

２ 支出総額 19,127,062

３ 本年収入の内訳
寄附 21,010,000

個人分 16,800,000

政治団体分 4,210,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,160,000

宮本いちぞう君を励ます会 8,160,000

４ 支出の内訳
経常経費 16,160,554

人件費 9,798,855

光熱水費 296,216

備品・消耗品費 1,385,368

事務所費 4,680,115

政治活動費 2,966,508

組織活動費 986,773

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,542,683

機関紙誌の発行事業費 610,050

宣伝事業費 787,962

政治資金パーティー開催事
業費

144,671

調査研究費 31,457

その他の経費 405,595

５ 寄附の内訳
（個人分）
船越 孜 1,000,000 大阪市
大石 秀夫 1,500,000 箕面市
山口多賀司 1,500,000 宝 市
伊藤 勝之 1,500,000 高砂市
和泉 豊 1,000,000 宝 市
岩重 正一 1,500,000 宝 市
梶本 正 100,000 尼崎市
永岡 幸子 500,000 東大阪市
永岡 リカ 200,000 壱岐市
富永 利光 1,000,000 南あわじ市
田中 義久 1,000,000 芦屋市
松下 利雄 1,000,000 西宮市
山崎 照幸 1,000,000 名古屋市
中村 隆司 1,500,000 門真市
武久 洋三 1,000,000 徳島市
柿沼 孝明 1,500,000 我孫子市
（政治団体分）
国民新党 2,130,000 千代田区
民峰会 2,080,000 千代田区
未来産業研究会（小渕 優子）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小渕 優子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 222,365,882

前年繰越額 139,728,409

本年収入額 82,637,473

２ 支出総額 56,263,817

３ 本年収入の内訳
寄附 8,520,000

個人分 2,670,000

政治団体分 5,850,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

74,116,000

小渕恵三先生を偲び小渕優子
君を育てる会

68,916,000

未来産業研究会勉強会 5,200,000

その他の収入 1,473

一件十万円未満のもの 1,473

４ 支出の内訳
経常経費 22,359,693

人件費 20,604,656

備品・消耗品費 348,112

事務所費 1,406,925

政治活動費 33,904,124

組織活動費 3,552,665

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,759,604

政治資金パーティー開催事
業費

17,759,604

調査研究費 591,855

寄附・交付金 12,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
三原 秀彦 120,000 都・北区
三原 洋二 120,000 都・北区
福田 恵一 120,000 さいたま市
矢鋪 滋 120,000 ふじみ野市
ˆ野 將弘 700,000 世田谷区
山口 義二 1,000,000 世田谷区
小渕 成康 200,000 群馬県中之条

町
山田 純嗣 120,000 川口市
大槇 里奈 120,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
自由民主党東京都
未来の都市環境を
考える支部

1,000,000 品川区

小渕優子沖縄後援
会

500,000 那覇市

日本・アフリカ連
合（ＡＵ）調査会

350,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
小渕恵三先生を偲
び小渕優子君を育
てる会(1,850人)

68,916,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
小渕恵三先生を偲び小渕優子君を育てる会
（政治団体からの対価の支払）
全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

日本医師連盟 400,000 文京区

未来産業研究会勉強会
（政治団体からの対価の支払）
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全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

未来創造研究会（宮島 大典）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮島 大典

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 5,301,584

前年繰越額 92,173

本年収入額 5,209,411

２ 支出総額 5,186,969

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000

個人分 20,000

借入金 5,189,392

宮島 大典 5,189,392

その他の収入 19

一件十万円未満のもの 19

４ 支出の内訳
経常経費 3,112,322

人件費 850,000

光熱水費 3,093

備品・消耗品費 209,321

事務所費 2,049,908

政治活動費 2,074,647

組織活動費 936,027

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,088,620

宣伝事業費 1,088,620

調査研究費 50,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
宮島 大典 20,319,758

宮島 滉 43,638,015

宮島 英明 5,350,000

jアルカス 23,000,000

jジエイ・エイ・
ホーム

6,500,000

未来創造研究会（田野瀬良太郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田野瀬良太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 66,216,693

前年繰越額 6,479,259

本年収入額 59,737,434

２ 支出総額 59,862,575

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(126人) 14,300,000

寄附 2,700,000

個人分 2,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

42,737,307

明日の日本を語る会（計２回） 40,467,307

未創研政経セミナー（計２回） 2,270,000

その他の収入 127

一件十万円未満のもの 127

４ 支出の内訳
経常経費 28,502,813

人件費 14,113,303

光熱水費 892,248

備品・消耗品費 5,853,836

事務所費 7,643,426

政治活動費 31,359,762

組織活動費 7,402,800

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,076,432

政治資金パーティー開催事
業費

8,076,432

調査研究費 8,530

寄附・交付金 15,872,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
関谷 勝行 100,000 大和郡山市
関谷 恵子 100,000 大和郡山市
今西 勝 100,000 宇陀市
仲川 博通 100,000 奈良県大淀町
森 和俊 100,000 奈良県田原本

町
竹本 一臣 100,000 五條市
中井 謙之 100,000 葛城市
井口 仁作 100,000 奈良県天川村
吉野 晴夫 100,000 五條市
伊達 幸伝 100,000 奈良市
城内 義裕 100,000 奈良県川上村
矢野 一郎 100,000 京都市

西川 均 100,000 葛城市
大浦 基嗣 100,000 桜井市
高岡 孝一 100,000 橿原市
西Ä 俊丈 100,000 桜井市
高岡 誠一 100,000 香芝市
西垣 隆司 100,000 桜井市
藤田寿美子 100,000 香芝市
堀江 秀哉 100,000 品川区
西本 恵則 100,000 奈良県斑鳩町
島田 東一 100,000 葛城市
坂本 富司 100,000 五條市
北山 勢三 100,000 五條市
垣本 幸男 100,000 奈良県吉野町
出川 裕一 100,000 香芝市
藤岡 繁壽 100,000 桜井市
６ 特定パーティーの概要
明日の日本を語る
会（平成18年１月
22日開催）(74人)

3,960,000 大阪市
(前年収入額 32,610,000)

明日の日本を語る
会（平成18年11月
３日開催）(558人)

36,507,307 大阪市

未来都市政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 正明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 891,882

前年繰越額 391,882

本年収入額 500,000

２ 支出総額 811,713

３ 本年収入の内訳
寄附 500,000

個人分 500,000

４ 支出の内訳
経常経費 69,400

人件費 69,400

政治活動費 742,313

組織活動費 742,313

５ 寄附の内訳
（個人分）
陰山 健二 300,000 松江市
三谷 則子 100,000 松江市
年間五万円以下の
もの

100,000

民峰会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

綿貫 民輔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 120,404,289

前年繰越額 26,908,634

本年収入額 93,495,655

２ 支出総額 95,985,484

３ 本年収入の内訳
寄附 93,493,310

個人分 7,150,000

政治団体分 86,343,310

その他の収入 2,345

一件十万円未満のもの 2,345

４ 支出の内訳
経常経費 38,733,382

人件費 27,228,063

光熱水費 53,173

備品・消耗品費 1,467,892

事務所費 9,984,254

政治活動費 57,252,102

組織活動費 8,800,302

調査研究費 571,800

寄附・交付金 17,880,000

その他の経費 30,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 又一 200,000 橿原市
西田 東作 100,000 渋谷区
蓮沼 照二 100,000 横浜市
池田 隆 120,000 横浜市
相川 春夫 100,000 練馬区
高橋 重彦 60,000 新宿区
川合 寛二 150,000 武蔵野市
小川 恵三 100,000 横浜市
関 勝吉 120,000 函館市
草刈 龍平 500,000 新宿区
吉村 俊治 100,000 仙台市
相場 誠一 100,000 都・府中市
渡辺 憲史 150,000 目黒区
増田 忠彦 200,000 川口市
宝田 元康 120,000 射水市
小林 光俊 100,000 新宿区
山崎 進一 120,000 横浜市
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亀田 孝 120,000 千葉市
池永 寛敏 120,000 町田市
宮城 英司 120,000 平塚市
赤松 重則 120,000 甲斐市
斉藤 誠 120,000 川越市
市橋 藤則 120,000 さいたま市
川尻 由弘 1,500,000 習志野市
馬場 是久 120,000 富山市
伊藤 弘 120,000 高岡市
広田 裕一 60,000 高岡市
山辺 美嗣 120,000 南砺市
福居 章 120,000 練馬区
年間五万円以下の
もの

1,950,000

（政治団体分）
国民新党富山県第
三選挙区支部

84,843,310 高岡市

民有林振興会 1,000,000 千代田区
新政フォーラム 500,000 香芝市
６ 資産等の内訳
（貸付金）
国民新党 10,000,000

（敷金）
g全国治水砂防協会 2,663,230 16. 4. 6

（借入金）
北陸銀行 70,000,000

「麦の友」の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上田 哲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 850,644

前年繰越額 740,644

本年収入額 110,000

２ 支出総額 500,000

３ 本年収入の内訳
寄附 110,000

個人分 110,000

４ 支出の内訳
政治活動費 500,000

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

110,000

明風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊吹 文明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 6

１ 収入総額 289,277,876

前年繰越額 132,770,173

本年収入額 156,507,703

２ 支出総額 152,544,875

３ 本年収入の内訳
寄附 75,920,000

個人分 8,000,000

政治団体分 67,920,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

80,505,000

明風会政治資金パーティー明
風会会員担当者会

39,485,000

明風会政治資金パーティー明
風会会員代表者会

41,020,000

その他の収入 82,703

一件十万円未満のもの 82,703

４ 支出の内訳
経常経費 61,134,930

人件費 22,923,921

光熱水費 94,103

備品・消耗品費 4,765,321

事務所費 33,351,585

政治活動費 91,409,945

組織活動費 19,732,723

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,077,222

政治資金パーティー開催事
業費

2,077,222

寄附・交付金 69,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小北 幸久 120,000 京都市
松井 昌 180,000 京都市
星田 将司 120,000 舞鶴市
吉岡 壽惠 220,000 京都市
山内 一広 120,000 京都市
松原 節生 120,000 京都市
安藤 忠男 120,000 京都市
京極 義雄 120,000 京都市
清水 久雄 60,000 京都市

堀谷 義明 120,000 京都市
市田ひろみ 120,000 京都市
太田伊右衛門 120,000 京都市
森下 久治 120,000 京都市
北尾 利久 120,000 京都市
高岡 渉 120,000 京都市
桝 茂光 120,000 京都市
松宮嘉一郎 120,000 京都市
早瀬 善男 240,000 京都市
奥谷 晟 120,000 京都市
加藤 正明 120,000 京都市
佐野 匡伸 120,000 京都市
野路井雅之 120,000 京都市
毛利 進 120,000 京都市
原 綱宗 120,000 京都市
堀部 素弘 120,000 京都市
矢野 一郎 120,000 京都市
片山 雅英 500,000 京都市
久保田 勇 120,000 京都市
西村市太郎 120,000 京都市
清水 幸子 120,000 京都市
中村 文彌 120,000 京都市
丹所 辰夫 60,000 G飾区
広瀬 来三 120,000 京都市
前田 敞義 120,000 京都市
平松 壽夫 120,000 京都市
北條 巖 120,000 京都市
溝川 幸雄 60,000 京都市
森本 昭 60,000 宇治市
山田 好彦 120,000 京都市
上嶌 貞雄 120,000 京都市
岩佐 淳一 120,000 京都市
城守 昌二 300,000 京都市
鳴尾 栄子 120,000 京都市
中野 璋一 100,000 京都市
小西 努 100,000 京都市
金剛 永謹 120,000 京都市
小湊 壌 120,000 京都市
上田 寛 120,000 京都市
中西 勤 60,000 京都市
安居 祥策 300,000 都・港区
柴橋 昌男 300,000 横浜市
西平 俊二 100,000 横浜市
鷹野原 進 100,000 世田谷区
同前 雅弘 100,000 横浜市
大橋 宏 100,000 都・港区

合田 耕平 100,000 世田谷区
中山 雅人 100,000 愛知県豊山町
鈴木 哲男 300,000 豊島区
年間五万円以下の
もの

120,000

（政治団体分）
日本薬業政治連盟 2,300,000 都・中央区
全国美容政治連盟 1,300,000 渋谷区
全日本薬種商政治
連盟

2,100,000 文京区

全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

日本柔道整復師連
盟

300,000 台東区

日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
志帥会 14,500,000 千代田区
国民健康保険組合
推進連盟

1,300,000 新宿区

日本公認会計士政
治連盟

1,700,000 千代田区

製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
明友会 25,000,000 千代田区
日本医師連盟 5,000,000 文京区
全国理容政治連盟
中央会

200,000 渋谷区

全国興行自由国民
会議

100,000 都・港区

日本鍼灸師連盟 300,000 豊島区
全国食鳥肉販売業
生活衛生同業組合
連合会政治連盟

300,000 台東区

京都府不動産政治
連盟

1,000,000 京都市

日本歯科医師連盟 3,000,000 千代田区
京都府柔道整復師
政治連盟

100,000 京都市

京都府薬剤師連盟 100,000 京都市
新京都政経会 5,000,000 京都市
近畿税理士政治連
盟

200,000 大阪市

６ 特定パーティーの概要
明風会政治資金
パーティー明風会
会員担当者会(490

人)

39,485,000 千代田区

™
™

œ



平
成

˜
 
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

™
˜

›
号
)

官
報

明風会政治資金
パーティー明風会
会員代表者会(510

人)

41,020,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
明風会政治資金パーティー明風会会員代表者会
（政治団体からの対価の支払）
製薬産業政治連盟 1,500,000 都・中央区

８ 資産等の内訳
（預金等）

80,108,866

（敷金）
jエスエスエージェ
ンシー

1,701,000 10.11.13

明悠会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

五百川純寿

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 35,075,297

前年繰越額 22,013,306

本年収入額 13,061,991

２ 支出総額 8,499,550

３ 本年収入の内訳
寄附 13,060,000

個人分 13,060,000

その他の収入 1,991

一件十万円未満のもの 1,991

４ 支出の内訳
経常経費 3,841,121

人件費 960,000

光熱水費 476,942

備品・消耗品費 1,053,521

事務所費 1,350,658

政治活動費 4,658,429

組織活動費 962,038

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,118,250

宣伝事業費 1,118,250

調査研究費 29,460

寄附・交付金 1,010,000

その他の経費 1,538,681

５ 寄附の内訳
（個人分）

山縣 修 240,000 松江市
宮本 一志 120,000 出雲市
∆山 義久 120,000 雲南市
加藤 安孝 120,000 雲南市
荒木 克之 240,000 出雲市
佐藤 幸一 120,000 出雲市
森田 光彦 240,000 松江市
長谷川裕二 300,000 松江市
亀滝 和年 120,000 出雲市
内田 康夫 120,000 雲南市
ˆ野 智正 240,000 松江市
越野 能充 120,000 島根県東出雲

町
今岡 幹晴 300,000 出雲市
日野 雄一 240,000 出雲市
錦織 康人 240,000 島根県斐川町
大畑 清美 240,000 益田市
須田 守 120,000 松江市
江角 滋幸 120,000 島根県斐川町
吉岡 隆文 480,000 松江市
吉田 誠一 300,000 出雲市
藤江 和夫 300,000 出雲市
中田 昭彦 270,000 松江市
増原 健吉 120,000 松江市
服部 正弘 240,000 松江市
山崎 勝則 120,000 松江市
吾郷 直之 240,000 出雲市
神田 光夫 240,000 出雲市
平塚 敏郎 120,000 松江市
安藤 進一 360,000 松江市
今岡 裕統 120,000 出雲市
吾郷 征三 240,000 出雲市
都間 正隆 240,000 雲南市
渡部 敏夫 600,000 雲南市
中田 彰 500,000 松江市
柳楽 明 120,000 出雲市
別所 幸夫 120,000 出雲市
渡部 伸二 600,000 雲南市
平井 幸 240,000 安来市
足立 登 240,000 島根県斐川町
尾原 邦彦 300,000 島根県斐川町
牛尾 義嗣 120,000 松江市
伊藤 博人 240,000 雲南市
小玉 隆雄 240,000 松江市
鍛 知之 120,000 松江市
佐々木隼巳 240,000 米子市

堀江 政徳 120,000 雲南市
原 光 120,000 松江市
梅木 英昭 240,000 雲南市
島田 延昭 130,000 出雲市
木村 直樹 140,000 松江市
金津 任紀 240,000 松江市
滝本 泰隆 240,000 島根県隠岐の

島町
白松 義雄 240,000 広島市
高橋 英一 200,000 出雲市
今井 久師 240,000 江津市
磯田真左一 120,000 出雲市
寺戸 隆文 120,000 大田市
ˆ島 俊司 240,000 島根県斐川町
大国 敬二 120,000 出雲市
細田 公成 120,000 松江市
茂木敏充政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

茂木 敏充

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 63,493,203

前年繰越額 46,207,123

本年収入額 17,286,080

２ 支出総額 32,435,652

３ 本年収入の内訳
寄附 14,486,000

個人分 14,486,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,800,000

衆議院議員茂木敏充2006政経
フォーラム（計２回）

2,800,000

その他の収入 80

一件十万円未満のもの 80

４ 支出の内訳
経常経費 12,351,360

人件費 7,072,576

備品・消耗品費 3,810,668

事務所費 1,468,116

政治活動費 20,084,292

組織活動費 1,970,205

機関紙誌の発行その他の事業
費

845,814

宣伝事業費 234,725

政治資金パーティー開催事
業費

611,089

寄附・交付金 17,034,080

その他の経費 234,193

５ 寄附の内訳
（個人分）
若尾 修 120,000 笛吹市
藤巻 文一 90,000 笛吹市
斎藤 晃 120,000 小山市
平野 正之 120,000 栃木市
山口 武夫 80,000 栃木市
安田 隆二 120,000 大田区
赤坂 圭一 120,000 足利市
関谷 和夫 120,000 足利市
浅沼 邦夫 120,000 足利市
山崎 勇 120,000 足利市
稲村 訓昌 120,000 日光市
清水 一男 120,000 足利市
増子 敬公 120,000 足利市
江原 弘義 120,000 足利市
新里 元二 120,000 足利市
関口 文雄 120,000 足利市
岡部 光男 120,000 足利市
石村 光正 110,000 栃木市
松尾嘉之輔 120,000 横浜市
川村 文男 120,000 佐野市
芳賀 士郎 120,000 栃木市
田野井 正 120,000 佐野市
三好 和男 120,000 栃木県藤岡町
室岡 幸治 120,000 足利市
中谷 研一 120,000 足利市
毒島 一夫 120,000 桐生市
塚越 恒美 120,000 佐野市
藤波 一博 120,000 佐野市
赤羽根和房 120,000 宇都宮市
小島 洋司 120,000 宇都宮市
北島 邦明 120,000 宇都宮市
三木谷浩史 240,000 都・港区
林 一義 120,000 佐野市
川田 邦彦 120,000 世田谷区
落合 美彦 120,000 佐野市
本郷 亮 120,000 都・港区
樋口 茂延 80,000 足利市
嶋田 卓見 120,000 足利市
高根沢慶夫 240,000 足利市
前沢 絵美 120,000 中野区
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前沢 孝通 120,000 中野区
石川 悦子 120,000 佐野市
吉澤慎太郎 600,000 佐野市
中津 正修 120,000 宇都宮市
藤井 昌一 120,000 宇都宮市
片山 重麿 120,000 宇都宮市
上谷 敏靖 120,000 宇都宮市
小林 宥昭 120,000 宇都宮市
岩Ä 崇 120,000 宇都宮市
高橋 順一 120,000 宇都宮市
斎藤 英樹 120,000 宇都宮市
入江 英彦 120,000 宇都宮市
高橋 一義 120,000 宇都宮市
佐藤 友紀 120,000 宇都宮市
高瀬 英夫 70,000 宇都宮市
岸 正治 240,000 佐野市
阿久津廣行 120,000 宇都宮市
木村 弘 240,000 足利市
荻原 和久 120,000 栃木県高根沢

町
奥 正義 80,000 佐野市
菊地 伸克 80,000 宇都宮市
大竹 美喜 120,000 板橋区
楠原 孝仁 90,000 杉並区
田中 常雅 120,000 大田区
井上 智治 240,000 千代田区
京本 修 120,000 練馬区
幸 政司 60,000 大分市
牧 義行 120,000 渋谷区
林 恵子 120,000 目黒区
長井 道也 600,000 鎌倉市
月田 豊二 120,000 横浜市
松岡 秀紀 120,000 江東区
杉原 益雄 60,000 豊島区
真田 哲弥 120,000 都・中央区
松田 洋一 110,000 都・港区
堀越 高廣 100,000 新宿区
井上 正浩 120,000 志木市
滝口 進 600,000 都・中央区
石堂 一成 120,000 世田谷区
深川 哲也 120,000 目黒区
丸山 孝 120,000 豊中市
亀山 明 120,000 品川区
藤本 錦司 120,000 小金井市
青松 英男 500,000 渋谷区
原田 秀次 120,000 世田谷区

淡輪 敬三 240,000 千代田区
齋藤 嘉則 120,000 世田谷区
三木 英明 110,000 都・港区
大西 昭郎 120,000 都・港区
安達 保 120,000 世田谷区
濱Ä 和美 120,000 渋谷区
南場 智子 120,000 渋谷区
林 新一郎 120,000 世田谷区
川戸淳一郎 110,000 清瀬市
尾形 明 100,000 須賀川市
加登 吉邦 120,000 世田谷区
佐野 正秀 120,000 笛吹市
年間五万円以下の
もの

776,000

モノヅクリ支援協議会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

今泉 昭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 1.26

１ 収入総額 799,613

前年繰越額 399,586

本年収入額 400,027

２ 支出総額 375,450

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

政治団体分 300,000

その他の収入 100,027

一件十万円未満のもの 100,027

４ 支出の内訳
政治活動費 375,450

組織活動費 375,450

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
ＪＡＭ政治連盟 300,000 都・港区
森田健作政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 栄治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 19,336,476

前年繰越額 15,398

本年収入額 19,321,078

２ 支出総額 19,098,250

３ 本年収入の内訳

寄附 14,254,313

政治団体分 14,254,313

その他の収入 5,066,765

講演料 4,950,000

一件十万円未満のもの 116,765

４ 支出の内訳
経常経費 9,542,751

人件費 2,162,648

光熱水費 245,776

備品・消耗品費 2,313,462

事務所費 4,820,865

政治活動費 9,555,499

組織活動費 8,228,500

調査研究費 31,999

その他の経費 1,295,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
衆議院選挙区第二
支部

14,204,313 都・中央区

年間五万円以下の
もの

50,000

森のフォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三好 雅子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福島県知事

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

保岡興治後援会連合会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

保岡 興治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 66,898,434

前年繰越額 3,148,371

本年収入額 63,750,063

２ 支出総額 65,930,050

３ 本年収入の内訳
寄附 8,410,000

個人分 4,510,000

政治団体分 3,900,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

55,340,000

おはよう・2006（計４回） 27,595,000

「保岡興治さんを支える会」
ｉｎ関西

7,350,000

「保岡興治さんを支える会」 20,395,000

その他の収入 63

一件十万円未満のもの 63

４ 支出の内訳
経常経費 39,807,268

人件費 31,018,874

光熱水費 119,627

備品・消耗品費 2,486,670

事務所費 6,182,097

政治活動費 26,122,782

組織活動費 4,003,679

機関紙誌の発行その他の事業
費

15,755,653

宣伝事業費 533,780

政治資金パーティー開催事
業費

15,221,873

調査研究費 103,450

寄附・交付金 5,000,000

その他の経費 1,260,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
義宮 安 1,000,000 世田谷区
渡邊洋一郎 600,000 前橋市
神Ä 泰雄 120,000 三鷹市
稲見 友之 600,000 都・港区
築地憲三郎 120,000 大東市
田島 義資 120,000 世田谷区
山上 皓 60,000 我孫子市
川口 義洋 120,000 川崎市
森 哲也 216,000 練馬区
武井健二郎 120,000 静岡県東伊豆

町
久島 満洋 90,000 豊島区
吉牟田 直 60,000 霧島市
松崎 一男 360,000 調布市
清水 清春 120,000 茅ヶ崎市
年間五万円以下の
もの

804,000

（政治団体分）
日本医師連盟 1,000,000 文京区
法務懇談会 200,000 都・港区
日本不動産鑑定政
治連盟

200,000 都・港区
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自由民主党鹿児島
県第一選挙区支部

2,500,000 鹿児島市

６ 特定パーティーの概要
「保岡興治さんを
支える会」(860人)

20,395,000 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
おはよう・2006第１回
（政治団体からの対価の支払）
東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区

おはよう・2006第２回
（政治団体からの対価の支払）
東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区

おはよう・2006第３回
（政治団体からの対価の支払）
東京不動産政治連
盟

250,000 千代田区

おはよう・2006第４回
（団体からの対価の支払）
jパールエース 300,000 千代田区

（政治団体からの対価の支払）
東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区

「保岡興治さんを支える会」ｉｎ関西
（政治団体からの対価の支払）
日本不動産鑑定政
治連盟

500,000 都・港区

「保岡興治さんを支える会」
（団体からの対価の支払）
出光興産j 560,000 千代田区

j新日本科学 480,000 都・中央区

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

東京不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

安来政治経済懇談会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

島田 三郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 8,697,155

前年繰越額 1,476,842

本年収入額 7,220,313

２ 支出総額 4,152,309

３ 本年収入の内訳
寄附 7,220,000

個人分 7,220,000

その他の収入 313

一件十万円未満のもの 313

４ 支出の内訳
経常経費 1,914,690

人件費 480,000

備品・消耗品費 100,000

事務所費 1,334,690

政治活動費 2,237,619

組織活動費 430,500

機関紙誌の発行その他の事業
費

896,150

宣伝事業費 896,150

調査研究費 910,969

５ 寄附の内訳
（個人分）
岩崎 哲也 120,000 安来市
大島 未久 120,000 安来市
加藤 芳夫 120,000 安来市
木下 聡 120,000 安来市
草本 淳二 180,000 安来市
島田 三郎 5,000,000 安来市
田中 昭 120,000 安来市
中島 和訓 120,000 安来市
中田 孝幸 120,000 安来市
永島 隆哉 120,000 安来市
忍谷 桂司 120,000 安来市
秦 憲市 120,000 安来市
平井 幸範 120,000 安来市
藤井 克裕 120,000 安来市
本村 雄作 120,000 安来市
松浦 茂吉 120,000 安来市
松原 一夫 120,000 安来市
山本 厳 120,000 安来市
渡部 義三 120,000 安来市

やったるい後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

樽井 良和

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 7,007,204

前年繰越額 6,403,592

本年収入額 603,612

２ 支出総額 4,731,861

３ 本年収入の内訳
寄附 3,600

個人分 3,600

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

600,000

後援会行事 600,000

その他の収入 12

一件十万円未満のもの 12

４ 支出の内訳
経常経費 2,771,942

人件費 1,517,400

光熱水費 59,563

備品・消耗品費 477,169

事務所費 717,810

政治活動費 1,959,919

組織活動費 999,519

機関紙誌の発行その他の事業
費

659,400

機関紙誌の発行事業費 157,500

宣伝事業費 501,900

調査研究費 1,000

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

3,600

山下英利政治経済研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山下 英利

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 12,358,016

前年繰越額 1,038,025

本年収入額 11,319,991

２ 支出総額 11,556,709

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(758人) 7,519,895

寄附 3,800,000

個人分 3,800,000

その他の収入 96

一件十万円未満のもの 96

４ 支出の内訳
経常経費 11,152,017

人件費 9,150,000

備品・消耗品費 2,002,017

政治活動費 404,692

組織活動費 404,692

５ 寄附の内訳
（個人分）
松田 繁哉 100,000 高島市
寺内 正一 100,000 守山市
中山 安正 120,000 大津市
寺内 正樹 100,000 守山市
廣島 典子 100,000 京都市
馬場 恵夫 200,000 都・港区
足立 泰宣 60,000 八幡市
鶴 吾郎 1,100,000 目黒区
桑原 勇 100,000 高島市
伊夫伎一雄 100,000 世田谷区
大沢 泰造 100,000 米原市
年間五万円以下の
もの

1,620,000

山梨フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

赤池 誠章

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.14

１ 収入総額 20,827,807

前年繰越額 4,706,807

本年収入額 16,121,000

２ 支出総額 14,453,617

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(7人) 70,000

寄附 5,062,000

政治団体分 5,062,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,754,125

赤池まさあき政策セミナー 9,950,000

催物事業 804,125

その他の収入 234,875
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一件十万円未満のもの 234,875

４ 支出の内訳
経常経費 6,086,494

人件費 2,144,689

光熱水費 421,320

備品・消耗品費 207,258

事務所費 3,313,227

政治活動費 8,367,123

組織活動費 3,618,554

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,748,569

政治資金パーティー開催事
業費

3,656,569

その他の事業費 1,092,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
清和政策研究会 5,000,000 千代田区
83会 62,000 千代田区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
赤池まさあき政策セミナー
（団体からの対価の支払）
jやさしい手甲府 600,000 甲府市

山本かなえ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

池田 香苗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 3,001,000

前年繰越額 500,958

本年収入額 2,500,042

２ 支出総額 2,490,209

３ 本年収入の内訳
寄附 2,500,000

個人分 2,500,000

その他の収入 42

一件十万円未満のもの 42

４ 支出の内訳
経常経費 640,609

備品・消耗品費 267,909

事務所費 372,700

政治活動費 1,849,600

組織活動費 1,849,600

５ 寄附の内訳
（個人分）

山本 香苗 2,500,000 豊中市
友愛政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鳩山由紀夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 123,747,777

前年繰越額 3,032,762

本年収入額 120,715,015

２ 支出総額 115,352,632

３ 本年収入の内訳
寄附 63,505,000

個人分 62,345,000

政治団体分 1,160,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

57,210,000

鳩山由紀夫サイエンスフォー
ラム2006

57,210,000

その他の収入 15

一件十万円未満のもの 15

４ 支出の内訳
経常経費 64,600,959

人件費 60,703,694

備品・消耗品費 979,984

事務所費 2,917,281

政治活動費 50,751,673

組織活動費 4,392,605

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,678,613

宣伝事業費 1,077,980

政治資金パーティー開催事
業費

2,600,633

調査研究費 680,455

寄附・交付金 42,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森 泰人 200,000 八千代市
鳩山由紀夫 9,000,000 室蘭市
森 治彦 300,000 世田谷区
井上 和子 1,500,000 品川区
鳩山 安子 1,500,000 都・中央区
成毛ミチ子 360,000 都・港区
森 芳正 240,000 石巻市
岩尾 慶一 100,000 佐賀県有田町
杉山 信夫 500,000 横浜市

山名 盛義 240,000 目黒区
大谷 武 100,000 千代田区
川手正一郎 1,500,000 練馬区
栗林 宏吉 100,000 渋谷区
渡辺 晃良 120,000 品川区
高本 久 500,000 練馬区
柏木 一枝 100,000 練馬区
鈴木 茂 100,000 宝 市
林 彰 120,000 杉並区
村上 征勝 100,000 さいたま市
佐々木浩二 240,000 都・港区
吉川 宏一 200,000 杉並区
奥野 忠一 120,000 西東京市
出雲 蓉 100,000 杉並区
大伴 忠 100,000 足立区
天野 汎 100,000 大田区
中村 宜寿 500,000 練馬区
柏木 宣郎 100,000 目黒区
阿久津扶見 100,000 都・港区
山形 政弘 120,000 世田谷区
勝場 政範 500,000 所沢市
芳賀 昭雄 1,500,000 深川市
芳賀 大輔 1,500,000 杉並区
荻布真十郎 100,000 世田谷区
中村紀美子 100,000 練馬区
駒谷 重幸 100,000 札幌市
藤瀬 憲三 100,000 世田谷区
廣田 健史 1,000,000 墨田区
内田 裕昌 100,000 世田谷区
竹内 啓修 120,000 越谷市
加賀 章 1,500,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

37,365,000

（政治団体分）
民主党 920,000 千代田区
北海道医師連盟 240,000 札幌市
６ 特定パーティーの概要
鳩山由紀夫サイエ
ンスフォーラム
2006(567人)

57,210,000 千代田区

７ 資産等の内訳
（借入金）
鳩山由紀夫 80,000,000

友喜会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

土井喜美夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

石巻市長

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 2,591,540

前年繰越額 25,000

本年収入額 2,566,540

２ 支出総額 2,573,040

３ 本年収入の内訳
寄附 2,566,540

個人分 2,566,540

４ 支出の内訳
経常経費 2,573,040

人件費 1,128,000

備品・消耗品費 425,040

事務所費 1,020,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

2,566,540

友樹会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 茂樹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.12

１ 収入総額 10,174,426

前年繰越額 3,171,001

本年収入額 7,003,425

２ 支出総額 9,365,228

３ 本年収入の内訳
寄附 7,003,400

個人分 2,770,000

政治団体分 4,233,400

その他の収入 25

一件十万円未満のもの 25

４ 支出の内訳
経常経費 7,403,440

光熱水費 101,925

備品・消耗品費 3,156,058

事務所費 4,145,457

政治活動費 1,961,788

組織活動費 1,507,510

機関紙誌の発行その他の事業
費

340,565

機関紙誌の発行事業費 340,565

調査研究費 113,713
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５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 茂樹 1,500,000 大阪市
笹野 順一 100,000 大阪市
松本 竹三 500,000 大阪市
西村 勉 200,000 枚方市
年間五万円以下の
もの

470,000

（政治団体分）
公明党大阪府本部 4,233,400 大阪市
優港会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三田 勝久

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府議会議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 103,966

前年繰越額 20,966

本年収入額 83,000

２ 支出総額 83,260

３ 本年収入の内訳
寄附 83,000

個人分 83,000

４ 支出の内訳
経常経費 83,260

人件費 60,000

備品・消耗品費 13,260

事務所費 10,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

83,000

雄山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 雄平

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福島県知事

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 15,706,544

前年繰越額 963,778

本年収入額 14,742,766

２ 支出総額 15,645,225

３ 本年収入の内訳
寄附 14,742,753

個人分 9,396,000

政治団体分 5,346,753

その他の収入 13

一件十万円未満のもの 13

４ 支出の内訳
経常経費 5,821,777

人件費 2,848,884

光熱水費 37,828

備品・消耗品費 1,087,124

事務所費 1,847,941

政治活動費 9,823,448

組織活動費 4,461,073

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,155,985

宣伝事業費 3,155,985

調査研究費 21,390

寄附・交付金 1,585,000

その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
室原 泰二 100,000 福島県浪江町
土橋 作次 130,000 小平市
渡邉 泰夫 64,000 会津若松市
馬場 孝允 72,000 福島県昭和村
橋本 淳 1,000,000 福島県鏡石町
唐橋幸市郎 100,000 喜多方市
金子 吉彦 80,000 会津若松市
児玉 功 500,000 川崎市
佐藤 雄平 7,000,000 福島県下郷町
年間五万円以下の
もの

350,000

（政治団体分）
民主党福島県第４
区総支部

1,000,000 会津若松市

民主党福島県参議
院選挙区第２総支
部

1,748,796 福島市

民主党 1,460,000 千代田区
堂本あき子後援会 100,000 千葉市
謹聴会 1,000,000 練馬区
年間五万円以下の
もの

37,957

雄親会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

丹羽 雄哉

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 360,479,534

前年繰越額 251,259,871

本年収入額 109,219,663

２ 支出総額 42,227,836

３ 本年収入の内訳
寄附 39,200,000

個人分 3,900,000

政治団体分 35,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

69,899,371

丹羽雄哉君激励の集い（平成
17年12月12日開催）

180,000

社会保障研究会 1,800,000

筑波政策研究会 1,200,000

丹羽雄哉君の自民党総務会長
ご就任を祝う集い

66,719,371

その他の収入 120,292

一件十万円未満のもの 120,292

４ 支出の内訳
経常経費 30,992

事務所費 30,992

政治活動費 42,196,844

組織活動費 1,690,914

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,505,930

政治資金パーティー開催事
業費

10,416,956

その他の事業費 88,974

寄附・交付金 30,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岸 伊和男 120,000 杉並区
小関 迪 500,000 つくば市
竹川 節男 300,000 渋谷区
沖野 光彦 200,000 品川区
熊坂 義裕 500,000 宮古市
宮下 昌展 200,000 呉市
大塚 宣夫 1,000,000 国立市
大塚 玲子 1,000,000 国立市
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
健康保険政治連盟 1,300,000 都・港区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
日本薬業政治連盟 3,000,000 都・中央区
日本医師連盟 6,000,000 文京区

丹門会 20,000,000 千代田区
日本歯科医師連盟 3,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
丹羽雄哉君激励の
集い（平成17年12

月12日開催）(4人)

180,000 都・港区
(前年収入額 44,640,009)

丹羽雄哉君の自民
党総務会長ご就任
を 祝 う 集 い
(780人)

66,719,371 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
丹羽雄哉君の自民党総務会長ご就任を祝う集い
（個人からの対価の支払）
城守 国斗 1,000,000 京都市

（団体からの対価の支払）
jメディカルオペ
レーション

500,000 札幌市

fつくば西大通り
薬局

1,000,000 つくば市

森田建設工業j 300,000 古河市

福祉問題研究会 500,000 石岡市

日栄商事j 400,000 常総市

丹樹会 600,000 秋田市

丹精会 1,500,000 板橋区

医療経営研究会 1,500,000 八王子市

（政治団体からの対価の支払）
日本歯科医師連盟 500,000 千代田区

日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区

日本薬剤師連盟 1,500,000 新宿区

日本医師連盟 1,000,000 文京区

製薬産業政治連盟 1,500,000 都・中央区

茨城県接骨師連盟 300,000 水戸市
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全国産業廃棄物連
合会政治連盟

500,000 都・港区

茨城県歯科医師連
盟

400,000 水戸市

日本眼科医連盟 1,000,000 都・港区

健康保険政治連盟 1,300,000 都・港区

日本柔道整復師連
盟

1,400,000 台東区

湧和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

広中和歌子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.20

１ 収入総額 2,079,550

前年繰越額 2,059,448

本年収入額 20,102

２ 支出総額 567,865

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000

政治団体分 20,000

その他の収入 102

一件十万円未満のもの 102

４ 支出の内訳
経常経費 143,818

備品・消耗品費 142,998

事務所費 820

政治活動費 424,047

組織活動費 361,547

機関紙誌の発行その他の事業
費

62,500

機関紙誌の発行事業費 62,500

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

20,000

豊かで「遊」のある奈良県をつくる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柿本 善也

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

奈良県知事

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 82,582,430

前年繰越額 50,399,480

本年収入額 32,182,950

２ 支出総額 25,130,825

３ 本年収入の内訳
寄附 28,973,000

個人分 24,840,000

政治団体分 4,133,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,200,800

機関紙誌発行 3,200,800

その他の収入 9,150

一件十万円未満のもの 9,150

４ 支出の内訳
経常経費 20,892,498

人件費 15,882,284

光熱水費 525,949

備品・消耗品費 701,730

事務所費 3,782,535

政治活動費 4,238,327

組織活動費 819,493

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,006,334

機関紙誌の発行事業費 1,202,718

宣伝事業費 464,476

その他の事業費 1,339,140

寄附・交付金 412,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
塩見 正憲 100,000 京都市
奥野 誠亮 100,000 渋谷区
岡村 圭造 60,000 奈良市
岡本 洋二 100,000 大和郡山市
河村 圭二 200,000 大和高田市
岩本 平 100,000 奈良市
五十嵐要朔 300,000 奈良市
佐藤 又一 100,000 橿原市
寺迫 義一 500,000 橿原市
松下 寿男 100,000 橿原市
松本 元延 500,000 奈良市
上武 勝宣 500,000 生駒市
上武 正昭 500,000 生駒市
上野 道善 100,000 奈良市
水川 丈彦 100,000 奈良市
清水 睦子 100,000 川西市
清水 末一 300,000 川西市
西垣 隆司 200,000 桜井市
川井 敬三 500,000 奈良市

川北 司朗 100,000 大和高田市
前田 知樹 500,000 奈良市
谷和 道雄 500,000 堺市
中井 隆男 540,000 葛城市
中嶌 欣資 100,000 天理市
辻本 俊秀 100,000 奈良市
島田 敏弘 100,000 香芝市
藤井 公 100,000 桜井市
萩田 清子 100,000 桜井市
板橋 登 120,000 和歌山市
飯田 達男 500,000 奈良県田原本

町
芳本 甚二 100,000 御所市
北尾 正義 500,000 大和郡山市
堀内 太郎 500,000 桜井市
野瀬 芳松 100,000 御所市
矢和多多姫子 100,000 奈良市
澁谷 健二 100,000 大和郡山市
年間五万円以下の
もの

16,220,000

（政治団体分）
都祁柿本よしや後
援会

150,000 奈良市

奈良県医師連盟 2,300,000 橿原市
奈良県看護連盟 200,000 橿原市
奈良県商工政治連
盟

500,000 奈良市

奈良県清遊会 472,000 大和高田市
奈良県繊維政策推
進協議会

200,000 大和高田市

奈良県中小企業政
策推進協議会

200,000 奈良市

年間五万円以下の
もの

111,000

６ 資産等の内訳
（地上権又は土地の借地権）
奈良市 500,000

661.23fl

18. 7.20

夢ある日本を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 孝史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

洋山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高橋 洋介

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.16

１ 収入総額 5,309,432

前年繰越額 658,803

本年収入額 4,650,629

２ 支出総額 5,283,873

３ 本年収入の内訳
寄附 310,629

政治団体分 310,629

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,340,000

高橋ようすけ君を囲む会 4,340,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,024,881

人件費 1,080,000

光熱水費 147,661

備品・消耗品費 940,320

事務所費 856,900

政治活動費 2,258,992

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,258,992

機関紙誌の発行事業費 550,000

政治資金パーティー開催事
業費

1,708,992

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党岩手県
自治振興支部

300,000 盛岡市

年間五万円以下の
もの

10,629

洋々会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江崎洋一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 11,893,969

前年繰越額 173,969

本年収入額 11,720,000

２ 支出総額 8,408,011

３ 本年収入の内訳
寄附 4,800,000
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政治団体分 4,800,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,920,000

金融勉強会（計３回） 6,920,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,450,000

備品・消耗品費 1,450,000

政治活動費 6,958,011

組織活動費 5,448,406

機関紙誌の発行その他の事業
費

646,725

政治資金パーティー開催事
業費

646,725

寄附・交付金 862,880

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
甘山会 600,000 大和市
近未来研究会 4,000,000 千代田区
神奈川県農政推進
連盟

100,000 横浜市

神奈川県自動車整
備政治連盟

100,000 横浜市

翼雄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

羽田雄一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 4

１ 収入総額 7,792,190

前年繰越額 5,062,190

本年収入額 2,730,000

２ 支出総額 899,730

３ 本年収入の内訳
寄附 2,730,000

個人分 2,730,000

４ 支出の内訳
経常経費 92,880

事務所費 92,880

政治活動費 806,850

機関紙誌の発行その他の事業
費

806,850

政治資金パーティー開催事
業費

806,850

５ 寄附の内訳
（個人分）
坂田 知巳 1,000,000 横浜市

當山 昭 100,000 渋谷区
志鳥 勝久 1,500,000 文京区
望月 文俊 100,000 文京区
年間五万円以下の
もの

30,000

横浜政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

菅 義偉

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 30,378,339

前年繰越額 10,258,339

本年収入額 20,120,000

２ 支出総額 24,508,021

３ 本年収入の内訳
寄附 5,880,000

個人分 2,180,000

政治団体分 3,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,240,000

新しい国創りセミナー 14,240,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,315,672

人件費 653,240

備品・消耗品費 2,488,812

事務所費 3,173,620

政治活動費 18,192,349

組織活動費 8,784,326

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,525,633

宣伝事業費 74,550

政治資金パーティー開催事
業費

1,451,083

調査研究費 1,282,390

寄附・交付金 3,600,000

その他の経費 3,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
永田 欣一 60,000 横浜市
長田 憲一 500,000 由利本荘市
柴田 勝男 500,000 湯沢市
和田 汎 500,000 横浜市
和田 敦子 500,000 横浜市
渡辺 浩道 120,000 横浜市
（政治団体分）

道路運送経営研究
会

900,000 新宿区

京浜政治科学研究
会

2,000,000 渋谷区

日本行政書士政治
連盟

100,000 目黒区

神奈川県農政推進
連盟

500,000 横浜市

神奈川県自動車整
備政治連盟

200,000 横浜市

６ 特定パーティーの概要
新しい国創りセミ
ナー(712人)

14,240,000 都・港区

横光克彦「清烈の会」
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武藤 勝彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 12,508,177

前年繰越額 2,300,000

本年収入額 10,208,177

２ 支出総額 9,892,258

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(154人) 353,000

寄附 450,000

個人分 450,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,389,759

横光克彦新春互礼会（平成18

年２月６日開催）
6,619,759

横光克彦新春互礼会（平成19

年１月14日開催）
2,770,000

その他の収入 15,418

一件十万円未満のもの 15,418

４ 支出の内訳
経常経費 2,544,795

人件費 650,000

光熱水費 24,900

備品・消耗品費 84,591

事務所費 1,785,304

政治活動費 7,347,463

組織活動費 1,441,267

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,652,971

宣伝事業費 4,986

政治資金パーティー開催事
業費

2,647,985

寄附・交付金 3,253,225

５ 寄附の内訳
（個人分）
足立 信也 320,000 大分市
年間五万円以下の
もの

130,000

吉留厚宏後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉留 厚宏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

鹿児島県議会議員

報告年月日 19. 1.16

１ 収入総額 3,389,495

前年繰越額 1,405,495

本年収入額 1,984,000

２ 支出総額 2,552,425

３ 本年収入の内訳
寄附 1,984,000

個人分 1,984,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,195,941

人件費 57,625

光熱水費 26,000

備品・消耗品費 484,028

事務所費 628,288

政治活動費 1,356,484

組織活動費 934,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

351,000

機関紙誌の発行事業費 351,000

調査研究費 71,484

５ 寄附の内訳
（個人分）
押川 良男 120,000 宮崎市
金子万寿夫 300,000 鹿児島市
森 義夫 500,000 曽於市
吉留 厚宏 1,000,000 いちき串木野

市
年間五万円以下の
もの

64,000

吉野正芳政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉野 正芳
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 6,198,825

前年繰越額 2,198,769

本年収入額 4,000,056

２ 支出総額 4,171,212

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

政治団体分 4,000,000

その他の収入 56

一件十万円未満のもの 56

４ 支出の内訳
経常経費 961,326

備品・消耗品費 264,126

事務所費 697,200

政治活動費 3,209,886

組織活動費 2,028,186

調査研究費 1,181,700

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
清和政策研究会 4,000,000 千代田区
米田建三後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

米田 建三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.26

１ 収入総額 44,724,132

前年繰越額 7,570,724

本年収入額 37,153,408

２ 支出総額 33,958,730

３ 本年収入の内訳
寄附 2,800,000

政治団体分 2,800,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,453,408

書籍販売 832,408

米田建三神奈川連合後援会 1,934,000

米田建三東京連合後援会 3,490,000

神奈川連合後援会運営方針会
議

50,000

米田建三君の「日本の反論」
出版を祝う会

4,220,000

米田建三山梨後援会設立準備
会

477,000

埼玉後援会官邸訪問 170,000

米田建三「建友会」発足式 880,000

米田建三君を国政に復帰させ
る会

14,400,000

借入金 7,900,000

米田 建三 7,900,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,865,597

人件費 2,530,000

光熱水費 377,421

備品・消耗品費 2,561,822

事務所費 1,396,354

政治活動費 27,093,133

組織活動費 6,922,327

機関紙誌の発行その他の事業
費

15,651,346

機関紙誌の発行事業費 1,911,900

宣伝事業費 1,197,000

政治資金パーティー開催事
業費

7,121,199

その他の事業費 5,421,247

調査研究費 119,460

その他の経費 4,400,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
「安全安心の日本
をつくる会」支部

1,800,000 都・港区

志帥会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
米田建三君を国政
に復帰させる会
(610人)

14,400,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
米田建三君を国政に復帰させる会
（団体からの対価の支払）
テイケイj 400,000 新宿区

８ 資産等の内訳
（借入金）
米田 建三 15,000,000

米長晴信を支援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 晴信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 2.22

１ 収入総額 11,003,000

本年収入額 11,003,000

２ 支出総額 4,065,988

３ 本年収入の内訳
寄附 11,003,000

個人分 3,000

政治団体分 11,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,431,499

人件費 1,262,210

備品・消耗品費 2,000,598

事務所費 168,691

政治活動費 634,489

組織活動費 197,947

機関紙誌の発行その他の事業
費

368,130

宣伝事業費 368,130

寄附・交付金 65,412

その他の経費 3,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

3,000

（政治団体分）
民主党 11,000,000 千代田区
陸山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小沢 一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 403,772,880

前年繰越額 269,186,826

本年収入額 134,586,054

２ 支出総額 342,414,048

３ 本年収入の内訳
寄附 128,981,000

個人分 17,341,000

政治団体分 111,640,000

その他の収入 5,605,054

事務所賃貸料 4,440,000

払戻金 134,709

貸付金返済 992,954

一件十万円未満のもの 37,391

４ 支出の内訳

経常経費 74,123,397

人件費 8,370,000

光熱水費 953,493

備品・消耗品費 6,448,576

事務所費 58,351,328

政治活動費 268,290,651

組織活動費 3,760,455

寄附・交付金 28,123,831

その他の経費 236,406,365

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 彰 120,000 都・中央区
伊藤 千衛 100,000 東海市
井平 忠義 60,000 大和高田市
奥原 立夫 110,000 愛知県豊山町
岡 幸男 100,000 横浜市
岡田 元治 110,000 都・港区
荻野 正義 360,000 都・港区
加藤 雅人 100,000 流山市
梶谷 亜利 300,000 神戸市
岩村 欣一 400,000 仙台市
喜納 兼雄 120,000 高崎市
菊地 實 100,000 宮城県富谷町
吉田 嘉明 1,500,000 浦安市
及川 次雄 240,000 世田谷区
宮古正三郎 60,000 三沢市
原田 洋志 70,000 桶川市
高橋 保史 60,000 室蘭市
国安 隆之 100,000 新座市
細金 鉚生 400,000 都・中央区
坂場敬次郎 60,000 横浜市
山川 敦 60,000 横浜市
山本 尚 60,000 Chicago.USA

山本三千代 60,000 Chicago.USA

司馬 清輝 100,000 つくば市
小田 裕子 90,000 東大阪市
小田島春男 60,000 加須市
小澤 和夫 170,000 上尾市
城谷 正剛 60,000 姫路市
堀川 良吉 80,000 市川市
杉田 要吉 60,000 一宮市
瀬川 勝規 100,000 京都市
石井 和人 110,000 都・港区
石井 廣重 100,000 浜松市
石原 宗一 60,000 大田区
千葉 育夫 400,000 小平市
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川原 康子 90,000 都・港区
川上 量生 1,000,000 都・中央区
大島 進 120,000 横浜市
大西 信弥 120,000 宝 市
中塚 佳男 480,000 久慈市
浅井 照夫 120,000 文京区
前野 直之 60,000 坂戸市
瀧川愉美子 120,000 大阪市
竹内 勝徳 1,140,000 都・中央区
中西 健 120,000 横浜市
田實 行利 120,000 横浜市
中村 耕二 120,000 京都市
長原 道徳 100,000 品川区
内田 守彦 100,000 文京区
南 朋子 80,000 神戸市
白矢 勝一 120,000 中野区
品川 正幸 60,000 大阪市
富永 保雄 480,000 中野区
柳内 光子 100,000 江戸川区
有方 直子 80,000 北九州市
林 昭子 100,000 豊田市
望月 弦二 60,000 安芸高田市
本松 伸二 120,000 宮若市
野村 博 160,000 三鷹市
年間五万円以下の
もの

6,131,000

（政治団体分）
民主党岩手県第４
区総支部

50,000,000 奥州市

小沢一郎政経研究
会

50,000,000 都・港区

民主党 640,000 千代田区
新政治問題研究会 1,000,000 千代田区
小沢一郎東京後援
会

10,000,000 都・港区

６ 資産等の内訳
（土地）
都・港区 113,000,000

22fl

6. 5.18

都・港区 18,000,000

4fl

6. 6. 6

千代田区 110,000,000

18fl

6.11.25

都・港区 13,766,488

8fl

6.12.22

都・港区 16,500,000

6fl

6.12.22

都・港区 170,000,000

39fl

7. 1.25

都・港区 24,100,000

8fl

11. 1.29

水沢市 42,000,000

274fl

11.11.30

都・港区 15,611,000

5fl

13. 1.18

都・港区 33,200,000

8fl

13.12.11

仙台市 30,000,000

20fl

15. 3.25

盛岡市 26,500,000

13fl

15. 3.31

世田谷区 342,640,000

476fl

17. 1. 7

（建物）
都・港区 20,388,350

107fl

6. 5.18

都・港区 18,000,000

2fl

6. 6. 6

千代田区 110,000,000

79fl

6.11.25

都・港区 3,233,512

17fl

6.12.22

都・港区 16,500,000

20fl

6.12.22

都・港区 170,000,000

117fl

7. 1.25

都・港区 24,100,000

26fl

11. 1.29

水沢市 42,000,000

253fl

11.11.30

都・港区 17,037,143

29fl

13. 1.18

都・港区 33,200,000

36fl

13.12.11

仙台市 30,000,000

69fl

15. 3.25

盛岡市 26,500,000

71fl

15. 3.31

世田谷区 23,226,000

81fl

17. 9.14

（動産）

自動車(1台) 1,257,885 15. 4.15

自動車(1台) 1,600,000 15. 4.25

自動車(1台) 1,418,065 12.11.30

自動車(1台) 1,820,000 12.12.27

自動車(1台) 1,742,591 14. 9.20

自動車(1台) 2,850,000 15. 9.25

自動車(1台) 2,817,621 18.10.11

（預金等）
56,500,000

（借入金）
小澤 一郎 35,928,973

りそな銀行 36,399,529

陸仙会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤原 良信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.13

１ 収入総額 6,882,302

前年繰越額 1,882,133

本年収入額 5,000,169

２ 支出総額 1,881,292

３ 本年収入の内訳
寄附 5,000,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 169

一件十万円未満のもの 169

４ 支出の内訳
経常経費 131,292

備品・消耗品費 131,292

政治活動費 1,750,000

寄附・交付金 1,750,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 5,000,000 千代田区
笠ひろふみ応援団
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笠 浩史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 1.17

１ 収入総額 20,929,187

前年繰越額 2,988,055

本年収入額 17,941,132

２ 支出総額 18,994,372

３ 本年収入の内訳

寄附 4,689,000

個人分 4,689,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,252,132

笠ひろふみを応援する会 12,280,000

ふく笠会 972,132

４ 支出の内訳
経常経費 9,335,695

人件費 699,827

光熱水費 168,874

備品・消耗品費 3,516,215

事務所費 4,950,779

政治活動費 9,658,677

組織活動費 543,529

選挙関係費 20,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,067,363

宣伝事業費 2,881,019

政治資金パーティー開催事
業費

5,147,562

その他の事業費 1,038,782

調査研究費 17,385

その他の経費 10,400

５ 寄附の内訳
（個人分）
和久井光一郎 170,000 川崎市
松岡 康彦 1,000,000 相模原市
川邊 泰男 100,000 大和市
片山 義規 600,000 川崎市
河島 光男 100,000 川崎市
西山 裕志 250,000 川崎市
山田 長満 500,000 世田谷区
田村 精一 300,000 川崎市
年間五万円以下の
もの

1,669,000

６ 特定パーティーの概要
笠ひろふみを応援
する会(614人)

12,280,000 千代田区

柳栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柳本 卓治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.15

１ 収入総額 101,165,541

前年繰越額 13,447,764
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本年収入額 87,717,777

２ 支出総額 92,146,551

３ 本年収入の内訳
寄附 5,582,000

個人分 582,000

政治団体分 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

82,135,529

衆議院議員柳本卓治君を励ま
す会

58,815,529

21世紀・日本の展望セミナー
（計３回）

23,320,000

その他の収入 248

一件十万円未満のもの 248

４ 支出の内訳
経常経費 49,439,400

人件費 17,148,821

光熱水費 628,987

備品・消耗品費 8,466,400

事務所費 23,195,192

政治活動費 42,707,151

組織活動費 20,899,070

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,308,081

宣伝事業費 1,326,280

政治資金パーティー開催事
業費

15,981,801

調査研究費 100,000

寄附・交付金 4,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河村 正植 582,000 泉大津市
（政治団体分）
志帥会 4,000,000 千代田区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員柳本卓
治君を励ます会
(2,034人)

58,815,529 大阪市

21世紀・日本の展
望セミナー第19・
20回(167人)

11,460,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員柳本卓治君を励ます会
（個人からの対価の支払）

坂部 貞二 300,000 神戸市

（団体からの対価の支払）
j的場商店 300,000 大阪市

建翔開発j 300,000 大阪市

南和タクシーj 300,000 大阪市

j濱田屋 300,000 箕面市

（政治団体からの対価の支払）
大阪府医師政治連
盟

300,000 大阪市

８ 資産等の内訳
（敷金）
g全国治水砂防協会 2,023,032 12. 9.28

（借入金）
柳本 卓治 95,000,000

琉球独立党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

屋良 朝助

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

沖縄県知事

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 3,206,158

本年収入額 3,206,158

２ 支出総額 3,206,158

３ 本年収入の内訳
寄附 1,500,000

個人分 1,500,000

借入金 1,706,158

屋良 朝助 1,706,158

４ 支出の内訳
経常経費 2,830,727

人件費 1,430,000

備品・消耗品費 823,319

事務所費 577,408

政治活動費 375,431

組織活動費 52,679

機関紙誌の発行その他の事業
費

186,150

宣伝事業費 186,150

調査研究費 16,572

その他の経費 120,030

５ 寄附の内訳

（個人分）
屋良 朝助 1,500,000 那覇市
６ 資産等の内訳
（借入金）
屋良 朝助 1,706,158

竜政会（江藤 隆美）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江藤 隆美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 109,196,146

前年繰越額 108,769,072

本年収入額 427,074

２ 支出総額 13,013,733

３ 本年収入の内訳
寄附 16,000

政治団体分 16,000

その他の収入 411,074

自動車保険満期返戻金 400,000

一件十万円未満のもの 11,074

４ 支出の内訳
経常経費 3,404,051

人件費 151,000

光熱水費 505

備品・消耗品費 1,406,082

事務所費 1,846,464

政治活動費 9,609,682

組織活動費 9,541,402

その他の経費 68,280

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

16,000

隆盛会（坂井 隆憲）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

坂井 隆憲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

(関係書類を捜査当局に提出したため、収入の一
部が記載できない旨、報告があった。)
報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 不明
前年繰越額 不明
本年収入額 0

２ 支出総額 0

隆盛会（盛山 正仁）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

盛山 正仁

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2.28

１ 収入総額 20,036,155

前年繰越額 120,125

本年収入額 19,916,030

２ 支出総額 19,309,450

３ 本年収入の内訳
寄附 19,916,000

個人分 1,760,000

政治団体分 18,156,000

その他の収入 30

一件十万円未満のもの 30

４ 支出の内訳
経常経費 19,309,450

人件費 19,309,450

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡 繁男 100,000 神戸市
植村 武雄 80,000 神戸市
中林 時彦 360,000 奈良市
渡辺 浩美 100,000 神戸市
下地 一正 150,000 神戸市
児玉 功 500,000 川崎市
年間五万円以下の
もの

470,000

（政治団体分）
83会 156,000 千代田区
自由民主党兵庫県
第一選挙区支部

9,000,000 神戸市

盛山正仁後援会 9,000,000 神戸市
柳風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柳本 顕

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪市議会議員

報告年月日 19. 3. 6

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

龍馬会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

馬渡 龍治
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資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.29

１ 収入総額 17,696,620

前年繰越額 1,796,859

本年収入額 15,899,761

２ 支出総額 16,829,551

３ 本年収入の内訳
寄附 8,270,000

個人分 2,270,000

政治団体分 6,000,000

借入金 7,500,000

馬渡 龍治 7,500,000

その他の収入 129,761

一件十万円未満のもの 129,761

４ 支出の内訳
経常経費 9,796,776

人件費 5,988,100

光熱水費 8,971

備品・消耗品費 1,211,009

事務所費 2,588,696

政治活動費 7,032,775

組織活動費 2,637,075

機関紙誌の発行その他の事業
費

39,500

宣伝事業費 39,500

調査研究費 256,200

寄附・交付金 100,000

その他の経費 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
桝谷 智宏 1,500,000 川崎市
植田 英雄 60,000 狛江市
伊礼 勇吉 70,000 狛江市
中山 悠 60,000 横浜市
青山 120,000 中野区
年間五万円以下の
もの

460,000

（政治団体分）
自由民主党愛知県
第三選挙区支部

4,000,000 名古屋市

平成研究会 2,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,800,000 17.10.22

（借入金）

馬渡 龍治 3,500,000

緑山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

梶山 哲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

神奈川県議会議員

報告年月日 19. 1.18

１ 収入総額 10,617,497

前年繰越額 117,497

本年収入額 10,500,000

２ 支出総額 10,568,327

３ 本年収入の内訳
寄附 10,500,000

個人分 10,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,568,327

人件費 3,600,000

備品・消耗品費 2,380,505

事務所費 4,587,822

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 瑠美 1,500,000 都・港区
鈴木美千枝 1,500,000 都・港区
小山 悟 1,500,000 松戸市
川口二二夫 1,500,000 横浜市
江川 学 1,500,000 横浜市
大泉 圭司 1,500,000 横浜市
大庭 健嗣 1,500,000 横浜市
緑都創造研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古賀 一成

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.30

１ 収入総額 13,484,202

前年繰越額 2,096,917

本年収入額 11,387,285

２ 支出総額 10,542,569

３ 本年収入の内訳
寄附 3,590,000

個人分 3,590,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,797,285

一成フォーラムin東京 7,797,285

４ 支出の内訳
経常経費 4,610,732

人件費 2,100,000

備品・消耗品費 2,202,080

事務所費 308,652

政治活動費 5,931,837

組織活動費 2,322,139

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,339,793

政治資金パーティー開催事
業費

2,339,793

調査研究費 1,253,640

その他の経費 16,265

５ 寄附の内訳
（個人分）
古賀 一成 3,500,000 久留米市
年間五万円以下の
もの

90,000

緑陽会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野田 実

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

黎山會
資金管理団体の届出をした
者の氏名

竹内 黎一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.27

１ 収入総額 1,128,470

前年繰越額 1,128,417

本年収入額 53

２ 支出総額 200,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 53

一件十万円未満のもの 53

４ 支出の内訳
経常経費 200,000

人件費 200,000

若葉政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

後藤田正純

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 3.15

１ 収入総額 54,567,616

前年繰越額 20,704,978

本年収入額 33,862,638

２ 支出総額 34,913,106

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(39人) 500,000

寄附 12,400,000

個人分 8,400,000

政治団体分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,960,000

後藤田正純君を育てる会 20,960,000

その他の収入 2,638

一件十万円未満のもの 2,638

４ 支出の内訳
経常経費 13,175,904

人件費 5,604,597

備品・消耗品費 5,177,454

事務所費 2,393,853

政治活動費 21,737,202

組織活動費 15,831,119

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,008,505

機関紙誌の発行事業費 31,500

政治資金パーティー開催事
業費

4,977,005

調査研究費 897,578

５ 寄附の内訳
（個人分）
葉山 典泰 360,000 宇治市
大上 治 100,000 大阪市
富田 秀之 150,000 都・北区
佐藤 陽一 1,500,000 渋谷区
吉田 一之 500,000 阿波市
三崎 政二 200,000 吹田市
後藤田卓志 1,500,000 世田谷区
後藤田圭博 1,500,000 多摩市
小川 聡子 1,500,000 新宿区
日野 頌三 100,000 堺市
徳田 禎久 100,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

890,000

（政治団体分）
平成研究会 4,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
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後藤田正純君を育
てる会(278人)

20,960,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
後藤田正純君を育てる会
（個人からの対価の支払）
佐藤 陽一 400,000 渋谷区

（団体からの対価の支払）
jモリモト 1,000,000 渋谷区

jまぐまぐ 500,000 渋谷区

j栄光 400,000 都・中央区

jフリージア 1,000,000 千代田区

jレンゴー 1,000,000 大阪市

jエーベル 1,500,000 千代田区

jサンライズ 1,000,000 大阪市

j丸本 300,000 徳島県海陽町

オンダン農協 300,000 徳島県海陽町

jヤサカ 400,000 徳島県牟岐町

fいこい 400,000 徳島市

富士木材工業 380,000 吉野川市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

若林ひでき後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

若林 秀樹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3.23

１ 収入総額 2,340,446

前年繰越額 2,230,260

本年収入額 110,186

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳

寄附 110,000

個人分 50,000

政治団体分 60,000

その他の収入 186

一件十万円未満のもの 186

４ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党 60,000 千代田区
和歌山地域戦略研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浦口 高典

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

和歌山県議会議員

報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 12,880

前年繰越額 12,880

２ 支出総額 0

脇雅史政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

脇 雅史

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 3. 5

１ 収入総額 109,559,569

前年繰越額 92,839,089

本年収入額 16,720,480

２ 支出総額 36,269,260

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(122人) 4,210,000

寄附 12,510,480

個人分 3,885,480

政治団体分 8,625,000

４ 支出の内訳
経常経費 14,467,120

人件費 4,907,064

光熱水費 206,352

備品・消耗品費 3,207,032

事務所費 6,146,672

政治活動費 21,802,140

組織活動費 15,580,586

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,081,554

宣伝事業費 5,081,554

調査研究費 140,000

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大町 利勝 200,000 三郷市
佐藤 勝也 1,200,000 福島市
菊地 賢三 100,000 横浜市
馬場 正博 200,000 世田谷区
玉田 博亮 310,000 G飾区
只野 佳旦 100,000 登米市
窪田 義弘 250,000 神戸市
渡邉 浩 100,000 目黒区
松田 達 200,000 西宮市
縣 保佑 100,000 横浜市
神谷 周浩 100,000 知多市
松浦 ç 100,000 印西市
桂樹 正隆 150,000 練馬区
肥田木 修 100,000 小平市
升川 修 300,000 山形県河北町
長谷部正和 100,000 広島市
年間五万円以下の
もの

275,480

（政治団体分）
自由民主党宮城県
建設支部

1,625,000 仙台市

建井会 500,000 福井市
岡山県建設政治連
盟

500,000 岡山市

平成研究会 4,000,000 千代田区
コンサルティング
エンジニア連盟

2,000,000 千代田区

６ 資産等の内訳
（敷金）
川内商事j 1,938,000 10. 3.17

渡辺浩一郎を育てる会（渡辺浩一郎事務所）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡辺浩一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 9

１ 収入総額 835,556

前年繰越額 697,556

本年収入額 138,000

２ 支出総額 431,705

３ 本年収入の内訳
寄附 130,000

個人分 130,000

その他の収入 8,000

一件十万円未満のもの 8,000

４ 支出の内訳
経常経費 361,769

備品・消耗品費 17,265

事務所費 344,504

政治活動費 69,936

組織活動費 69,936

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

130,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
渡辺浩一郎 24,099,250

渡辺秀央経済クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渡辺 秀央

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 19. 4. 2

１ 収入総額 4,517,784

前年繰越額 31,784

本年収入額 4,486,000

２ 支出総額 4,485,750

３ 本年収入の内訳
寄附 4,486,000

個人分 4,486,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,651,518

人件費 1,230,826

光熱水費 6,000

備品・消耗品費 131,031

事務所費 283,661

政治活動費 2,834,232

組織活動費 1,687,458

機関紙誌の発行その他の事業
費

183,672

宣伝事業費 183,672

調査研究費 463,102

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安藤彦次郎 240,000 長岡市
保坂 學 120,000 長岡市
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大竹 二一 120,000 長岡市
香山 忠則 1,000,000 宝 市
石月 篤弘 60,000 三条市
大島 季吉 108,000 魚沼市
香山 茂公 1,000,000 西宮市
野村 四郎 120,000 杉並区
小林小一郎 120,000 長岡市
小林 明 60,000 長岡市
田尻 正敏 240,000 長岡市
佐藤 蔵六 390,000 三条市
年間五万円以下の
もの

908,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
渡辺 秀央 56,380,000

和平クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村田 吉ø

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 19. 2. 8

１ 収入総額 34,008,466

前年繰越額 2,952,753

本年収入額 31,055,713

２ 支出総額 21,636,246

３ 本年収入の内訳
寄附 3,394,000

個人分 3,036,000

政治団体分 358,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

27,661,409

村田吉隆君と語ろう会 27,661,409

その他の収入 304

一件十万円未満のもの 304

４ 支出の内訳
経常経費 12,952,588

人件費 9,666,929

備品・消耗品費 1,308,398

事務所費 1,977,261

政治活動費 8,683,658

組織活動費 1,745,023

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,491,399

宣伝事業費 987,000

政治資金パーティー開催事
業費

5,504,399

調査研究費 447,236

５ 寄附の内訳
（個人分）
原 和雄 100,000 川崎市
古谷七五三次 60,000 東大阪市
高田實知哉 120,000 宇治市
佐藤 清和 60,000 横浜市
小西 龍治 150,000 柏市
庄 幸雄 500,000 神戸市
石田 基成 200,000 広島市
多賀谷恒八 1,500,000 都・中央区
渡邊 俶冶 100,000 大阪市
毛家村光司 60,000 大阪市
劒持 昭司 60,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

126,000

（政治団体分）
日本・アフリカ連
合(ＡＵ)調査会

350,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

8,000

６ 特定パーティーの概要
村田吉隆君と語ろ
う会(740人)

27,661,409 都・港区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
村田吉隆君と語ろう会
（個人からの対価の支払）
武部 勤 300,000 千代田区

古賀 誠 300,000 千代田区

（団体からの対価の支払）
笠岡第一病院 1,200,000 笠岡市

岩波建設j 1,500,000 豊島区

南方物産j 1,000,000 大阪市

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

８ 資産等の内訳
（貸付金）
自由民主党岡山県第
五選挙区支部

80,000,000

〔その他の政治団体〕
愛國菊心會
報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 240,000

本年収入額 240,000

２ 支出総額 240,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5人) 240,000

４ 支出の内訳
経常経費 240,000

事務所費 240,000

愛國勤労者団体政治結社日照塾
報告年月日 19. 3. 2

１ 収入総額 4,074,586

前年繰越額 74,586

本年収入額 4,000,000

２ 支出総額 4,045,040

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

個人分 4,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,944,816

光熱水費 165,965

備品・消耗品費 405,494

事務所費 2,373,357

政治活動費 1,100,224

組織活動費 1,100,224

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

4,000,000

愛国青年協議会
報告年月日 19. 6.13

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛国青年同志会
報告年月日 19. 2.13

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛国戦線社
報告年月日 19. 5.31

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛国団体敬愛倭塾
報告年月日 19. 3.28

１ 収入総額 288,000

本年収入額 288,000

２ 支出総額 288,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(7人) 288,000

４ 支出の内訳
政治活動費 288,000

組織活動費 288,000

愛國討奸社
報告年月日 19. 2. 7

１ 収入総額 608,793

前年繰越額 6,793

本年収入額 602,000

２ 支出総額 599,280

３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

602,000

機関紙発行 602,000

４ 支出の内訳
政治活動費 599,280

機関紙誌の発行その他の事業
費

599,280

機関紙誌の発行事業費 441,680

宣伝事業費 157,600

愛國同志會
報告年月日 19. 3. 9

１ 収入総額 2,770,000

本年収入額 2,770,000

２ 支出総額 2,770,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 2,770,000

一件十万円未満のもの 2,770,000

４ 支出の内訳
経常経費 920,000

光熱水費 310,000

備品・消耗品費 260,000

事務所費 350,000

政治活動費 1,850,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,850,000

機関紙誌の発行事業費 820,000

宣伝事業費 1,030,000

愛国同志会総本部守誠塾
報告年月日 19. 1. 5

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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