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年間五万円以下の
もの

60,000

二十一世紀国民会議
報告年月日 13. 2. 8

１ 収入総額 39,305,000

本年収入額 39,305,000

２ 支出総額 39,305,000

３ 本年収入の内訳
寄附 39,305,000

個人分 31,750,000

団体分 7,555,000

４ 支出の内訳
政治活動費 39,305,000

寄附・交付金 39,305,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 博通 1,000,000 佐倉市
高橋 正之 1,000,000 千葉市
内藤 武久 1,000,000 芦屋市
加藤 正好 500,000 伊勢原市
加藤紀佐子 500,000 伊勢原市
山川 正道 1,000,000 川西市
石井 仁 1,000,000 松戸市
大野 英明 1,000,000 横浜市
田崎 徹 1,000,000 長崎市
山元 晃三 500,000 大阪市
中森 芳則 1,000,000 野田市
中川育二郎 1,000,000 阪南市
野口 洋 1,000,000 成田市
国澤 和人 6,000,000 高知市
国本 光徳 1,000,000 京都市
東野 吉信 1,000,000 亀岡市
内藤 武久 1,000,000 大阪市
松本 謙一 100,000 神戸市
四鹿 和彦 500,000 熊本市
末永 弘和 250,000 高知市
穂先 浩一 250,000 熊本市
松田 伸也 500,000 熊本市
柳本 一憲 250,000 熊本市
蓮田 友彦 250,000 熊本市
上村 龍雄 500,000 熊本市
前田 仁 250,000 熊本市
大久保光士 250,000 熊本市
古閑 直浩 250,000 熊本市
藤井 康雄 250,000 熊本市
高橋 亘 5,000,000 千葉市

石橋 秀二 300,000 熊本市
西山 浩 100,000 熊本市
南里 充 500,000 福岡市
国盛紫磨人 500,000 大牟田市
金田 秀充 100,000 大阪市
大倉 淳子 400,000 大分市
是永 和男 200,000 大分市
宮崎 辰巳 100,000 長崎市
山本賢一郎 300,000 長崎市
庄 義樹 100,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

50,000

（団体分）
日本プリペイドj 1,000,000 千葉市
jビジネスサービ
ス

1,000,000 姫路市

j希昇 1,000,000 大分市
fデイリークレ
ジット

250,000 熊本市

九州信用保証j 1,000,000 福岡市
fエントリー 250,000 熊本市
jエースワールド 250,000 熊本市
fテトリス 300,000 熊本市
fタイムリー 250,000 熊本市
j信用保証セン
ター

1,000,000 長崎市

j三栄信販 500,000 大分市
j藤信用 500,000 大分市
ロイヤルシステム 100,000 姫路市
f大京商事 100,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

55,000

保守政治協会
報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 50,420,000

本年収入額 50,420,000

２ 支出総額 50,100,000

３ 本年収入の内訳
寄附 50,420,000

個人分 560,000

団体分 29,860,000

政治団体分 20,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 100,000

人件費 97,060

事務所費 2,940

政治活動費 50,000,000

寄附・交付金 50,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

560,000

（団体分）
j大誠ハウス 2,000,000 熊本市
アイサワ工業j 174,000 都・港区
j浅沼組 298,000 新宿区
j新井組 298,000 渋谷区
安藤建設j 298,000 都・港区
安藤組土建j 174,000 都・中央区
大木建設j 298,000 千代田区
j大本組 598,000 千代田区
j奥村組 378,000 都・港区
鹿島建設j 806,000 都・港区
勝村建設j 174,000 台東区
株木建設j 174,000 豊島区
北野建設j 298,000 都・中央区
j鴻池組 378,000 千代田区
国土総合建設j 174,000 都・港区
五洋建設j 2,460,000 文京区
佐伯建設工業j 174,000 都・港区
清水建設j 806,000 都・港区
j白石 174,000 千代田区
住友建設j 298,000 新宿区
西武建設j 174,000 所沢市
大成建設j 806,000 新宿区
j竹中工務店 806,000 都・中央区
j竹中土木 298,000 都・中央区
大日本土木j 298,000 新宿区
大平工業j 298,000 都・中央区
大豊建設j 298,000 都・中央区
鉄建建設j 298,000 千代田区
東亜建設j 2,298,000 千代田区
東急建設j 460,000 渋谷区
東洋建設j 3,298,000 千代田区
戸田建設j 460,000 都・中央区
西松建設j 460,000 都・港区
日産建設j 298,000 都・港区
日東大都工業j 174,000 千代田区
日特建設j 298,000 都・中央区
日本舗道j 298,000 都・中央区
jピー・エス 174,000 千代田区
j藤木工務店 174,000 新宿区

不動建設j 298,000 台東区
j本間組 174,000 千代田区
前田建設工業j 460,000 千代田区
真柄建設j 174,000 千代田区
松井建設j 174,000 都・中央区
j松村組 298,000 千代田区
三井建設j 378,000 千代田区
三井不動産建設j 774,000 都・中央区
j森本組 174,000 千代田区
りんかい建設j 774,000 都・港区
j大林組 806,000 都・港区
j銭高組 298,000 千代田区
飛島建設j 378,000 千代田区
テトラ 200,000 新宿区
gリース事業協会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

400,000

（政治団体分）
日本医師連盟 15,000,000 文京区
石油連盟 2,000,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

3,000,000 目黒区

〔資金管理団体〕
愛国青年連盟
資金管理団体の届出をした
者の氏名

杉本 信夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

台東区議会議員

報告年月日 13. 3.26

１ 収入総額 7,268,718

本年収入額 7,268,718

２ 支出総額 7,268,718

３ 本年収入の内訳
借入金 7,268,718

滝口 純孝 7,268,718

４ 支出の内訳
経常経費 4,984,038

人件費 3,000,000

光熱水費 343,850

備品・消耗品費 138,335

事務所費 1,501,853

政治活動費 2,284,680

組織活動費 1,298,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

738,980

機関紙誌の発行事業費 176,600
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宣伝事業費 562,380

調査研究費 247,700

５ 資産等の内訳
（借入金）
滝口 純孝 24,543,508

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 13. 4.10

１ 収入総額 141,611,210

前年繰越額 393,871

本年収入額 141,217,339

２ 支出総額 141,104,787

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

141,217,311

研修費 141,217,311

その他の収入 28

一件十万円未満のもの 28

４ 支出の内訳
経常経費 62,184,568

人件費 33,772,412

光熱水費 438,770

備品・消耗品費 4,006,911

事務所費 23,966,475

政治活動費 78,920,219

組織活動費 1,870,045

機関紙誌の発行その他の事業
費

67,825,699

機関紙誌の発行事業費 55,910,577

宣伝事業費 11,736,396

政治資金パーティー開催事
業費

178,726

調査研究費 9,044,850

寄附・交付金 61,500

その他の経費 118,125

５ 資産等の内訳
（敷金）
j上智ホーム 5,000,000 11. 8.16

（借入金）
坂本 哲康 1,500,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 77,320,880

前年繰越額 1,939,071

本年収入額 75,381,809

２ 支出総額 72,757,833

３ 本年収入の内訳
寄附 75,380,000

個人分 7,380,000

政治団体分 68,000,000

その他の収入 1,809

一件十万円未満のもの 1,809

４ 支出の内訳
経常経費 33,391,721

人件費 8,910,000

光熱水費 267,045

備品・消耗品費 5,824,991

事務所費 18,389,685

政治活動費 39,366,112

組織活動費 28,859,996

調査研究費 506,116

寄附・交付金 10,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
西行 修 100,000 益田市
中筋 豊道 100,000 出雲市
今井 聖造 100,000 江津市
今井 久師 100,000 江津市
今井 邦子 100,000 江津市
宮地 正浩 100,000 益田市
島田 三郎 100,000 安来市
森田 光彦 100,000 松江市
福間 秀雄 100,000 出雲市
福間 利行 100,000 出雲市
福間 孝次 100,000 出雲市
年間五万円以下の
もの

6,280,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
参議院選挙区第一
支部

38,000,000 松江市

長期政策総合懇話
会

30,000,000 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21世紀を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

若宮 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 13. 3.28

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.21

１ 収入総額 22,731,629

前年繰越額 176,629

本年収入額 22,555,000

２ 支出総額 21,889,642

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(169人) 5,450,000

寄附 2,285,000

個人分 2,285,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,820,000

特別セミナー 14,820,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,807,224

人件費 6,684,000

光熱水費 840,664

備品・消耗品費 1,842,560

事務所費 1,440,000

政治活動費 11,082,418

組織活動費 2,480,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,345,168

宣伝事業費 373,403

政治資金パーティー開催事
業費

1,971,765

調査研究費 257,250

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
相川 実 100,000 相模原市
堀内 一嘉 1,500,000 都・北区
小巻 公平 200,000 平塚市
年間五万円以下の
もの

485,000

６ 特定パーティーの概要
特別セミナー(741

人)

14,820,000 豊島区
(前年収入額 0)

浅倉会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浅倉 告

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 13. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 2. 2

１ 収入総額 12,112,155

前年繰越額 7,293,097

本年収入額 4,819,058

２ 支出総額 5,693,155

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(203人) 203,000

寄附 4,464,343

個人分 864,343

政治団体分 3,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

150,000

研修会 150,000

その他の収入 1,715

一件十万円未満のもの 1,715

４ 支出の内訳
経常経費 2,172,955

人件費 300,000

備品・消耗品費 1,428,630

事務所費 444,325

政治活動費 3,520,200

組織活動費 1,218,952

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,137,792
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機関紙誌の発行事業費 658,325

宣伝事業費 68,107

その他の事業費 411,360

調査研究費 1,163,456

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

864,343

（政治団体分）
民主党 3,600,000 千代田区
アジア新協力フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

深田 肇

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.26

１ 収入総額 3,330,599

前年繰越額 330,119

本年収入額 3,000,480

２ 支出総額 3,329,940

３ 本年収入の内訳
寄附 3,000,000

個人分 1,000,000

政治団体分 2,000,000

その他の収入 480

一件十万円未満のもの 480

４ 支出の内訳
政治活動費 3,329,940

寄附・交付金 3,329,940

５ 寄附の内訳
（個人分）
玉川 正幸 1,000,000 吉川市
（政治団体分）
社会民主党 2,000,000 千代田区
アジア政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古川 紳司

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 13. 1. 5

１ 収入総額 6,090,729

前年繰越額 2,166,729

本年収入額 3,924,000

２ 支出総額 4,678,599

３ 本年収入の内訳
寄附 3,924,000

団体分 3,924,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,874,240

人件費 2,291,790

光熱水費 60,453

備品・消耗品費 158,557

事務所費 1,363,440

政治活動費 804,359

組織活動費 76,849

調査研究費 727,510

５ 寄附の内訳
（団体分）
年間五万円以下の
もの

3,924,000

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 13. 1.23

１ 収入総額 46,993,041

前年繰越額 6,278,782

本年収入額 40,714,259

２ 支出総額 40,435,332

３ 本年収入の内訳
寄附 8,900,000

個人分 8,800,000

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

31,720,000

かみかわ陽子を囲む陽春のつ
どい

17,360,000

衆議院議員上川陽子国政報告
会

14,360,000

その他の収入 94,259

一件十万円未満のもの 94,259

４ 支出の内訳
経常経費 413,358

備品・消耗品費 15,634

事務所費 397,724

政治活動費 40,021,974

組織活動費 15,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,886,974

政治資金パーティー開催事
業費

7,886,974

寄附・交付金 32,120,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
若杉 英治 110,000 静岡市
佐伯 慶雄 60,000 静岡市
増井 明子 90,000 静岡市
桜井 武雄 240,000 静岡市
北村紀代子 70,000 静岡市
北村 伸毅 120,000 静岡市
飯塚 章浩 60,000 静岡市
近藤 正俊 70,000 静岡市
石井 洋治 360,000 静岡市
名波 広夫 500,000 静岡市
一色 忠成 120,000 静岡市
吉田 和夫 100,000 静岡市
望月幸次郎 200,000 静岡市
織田三喜彦 100,000 静岡市
石川 達郎 300,000 静岡市
西野 啓子 60,000 静岡市
上川 陽子 6,120,000 静岡市
年間五万円以下の
もの

120,000

（政治団体分）
静岡県司法書士政
治連盟

100,000 静岡市

６ 特定パーティーの概要
かみかわ陽子を囲
む陽春のつどい
(128人)

17,360,000 静岡市
(前年収入額 0)

衆議院議員上川陽
子国政報告会(371

人)

14,360,000 静岡市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
かみかわ陽子を囲む陽春のつどい
（個人からの対価の支払）
鈴木 造 230,000 静岡市

(前年支払額 0)

落合 孝助 490,000 静岡市
(前年支払額 0)

荒井 勝 250,000 静岡市
(前年支払額 0)

大石 久 250,000 静岡市
(前年支払額 0)

赤石 文夫 300,000 静岡市
(前年支払額 0)

安池 康之 290,000 静岡市
(前年支払額 0)

斉藤 健治 220,000 静岡市
(前年支払額 0)

山崎 高嗣 530,000 静岡市
(前年支払額 0)

竹田 ふみ 460,000 静岡市
(前年支払額 0)

佐藤 康輔 1,400,000 静岡市
(前年支払額 0)

石井 洋治 800,000 静岡市
(前年支払額 0)

西野 啓子 250,000 静岡市
(前年支払額 0)

三津山 稔 410,000 静岡市
(前年支払額 0)

近藤 正俊 350,000 静岡市
(前年支払額 0)

千代 公夫 290,000 静岡市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jナナミ 1,110,000 静岡市

(前年支払額 0)

山崎工業j 500,000 静岡市
(前年支払額 0)

青島歯車製作所 400,000 静岡市
(前年支払額 0)

jアイ企画 390,000 静岡市
(前年支払額 0)

山崎運輸j 690,000 静岡市
(前年支払額 0)

明和印刷j 370,000 静岡市
(前年支払額 0)

jタミヤ 300,000 静岡市
(前年支払額 0)

jシステムソフィ
ア

250,000 静岡市
(前年支払額 0)

衆議院議員かみかわ陽子国政報告会
（個人からの対価の支払）
築地 修次 470,000 静岡市

(前年支払額 0)

落合 孝助 270,000 静岡市
(前年支払額 0)

西野 啓子 250,000 静岡市
(前年支払額 0)

˜
˜

š



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

高橋 映二 280,000 静岡市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
明和印刷j 240,000 静岡市

(前年支払額 0)

jシステムソフィ
ア

250,000 静岡市
(前年支払額 0)

山崎運輸j 300,000 静岡市
(前年支払額 0)

山崎工業j 350,000 静岡市
(前年支払額 0)

それいゆ雙葉 440,000 静岡市
(前年支払額 0)

永田部品製造j 500,000 静岡市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
上川 陽子 7,022,665

亜細亜防衛同盟
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口 勝征

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 12,324,000

前年繰越額 5,400

本年収入額 12,318,600

２ 支出総額 12,314,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(167人) 2,004,000

寄附 3,349,000

個人分 3,349,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,965,600

機関紙講読料 6,965,600

４ 支出の内訳
経常経費 6,457,000

人件費 4,750,000

光熱水費 648,000

備品・消耗品費 534,000

事務所費 525,000

政治活動費 5,857,000

組織活動費 2,007,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,850,000

機関紙誌の発行事業費 3,850,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石橋 英雄 500,000 福島県本宮町
年間五万円以下の
もの

2,849,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,000,000 4.10. 1

自動車(1台) 1,200,000 8.11. 1

（借入金）
山口 勝征 5,231,000

佐藤 倫 3,200,000

渡辺 八七 3,000,000

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

奈良県明日香村村
長

報告年月日 13. 3.16

１ 収入総額 7,656,234

前年繰越額 316,234

本年収入額 7,340,000

２ 支出総額 6,364,958

３ 本年収入の内訳
寄附 7,340,000

個人分 7,130,000

政治団体分 210,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,431,751

人件費 500,000

備品・消耗品費 208,627

事務所費 723,124

政治活動費 4,933,207

組織活動費 1,368,132

選挙関係費 1,500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,233,075

宣伝事業費 515,075

その他の事業費 718,000

寄附・交付金 90,000

その他の経費 742,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山辺加代子 100,000 橿原市
奥田 隆夫 100,000 奈良県明日香

村

ˆ田 康夫 100,000 橿原市
山本 康夫 100,000 奈良市
谷口 光宏 100,000 大和高田市
島田 育男 100,000 大和高田市
音村 隆夫 80,000 橿原市
脇本 文資 150,000 奈良県明日香

村
下出 義美 60,000 奈良県明日香

村
中井 義弘 60,000 奈良県明日香

村
尾崎 良広 60,000 奈良県明日香

村
藤本 太郎 60,000 奈良県明日香

村
米川 忠志 60,000 奈良県明日香

村
松本 敏彦 300,000 奈良県明日香

村
米田 忠則 100,000 大和高田市
上武 勝宣 100,000 生駒市
西川 久雄 100,000 奈良県明日香

村
島田 秀子 200,000 奈良県明日香

村
嶋田 英隆 150,000 奈良県明日香

村
松本 義秀 100,000 奈良県明日香

村
五十嵐要朔 100,000 奈良市
年間五万円以下の
もの

4,850,000

（政治団体分）
自由民主党奈良県
支部連合会

200,000 奈良市

年間五万円以下の
もの

10,000

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 13. 3.27

１ 収入総額 176,490,997

前年繰越額 118,458,156

本年収入額 58,032,841

２ 支出総額 116,395,061

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(168人) 26,520,000

寄附 25,655,000

個人分 22,920,000

政治団体分 2,735,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,850,000

総会 5,850,000

その他の収入 7,841

一件十万円未満のもの 7,841

４ 支出の内訳
経常経費 20,687,729

人件費 8,130,324

備品・消耗品費 11,936,372

事務所費 621,033

政治活動費 95,707,332

組織活動費 29,035,411

選挙関係費 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,483,896

宣伝事業費 9,738,398

その他の事業費 1,745,498

調査研究費 1,148,025

寄附・交付金 51,040,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 豊実 1,000,000 多賀城市
井爪 慶和 500,000 G飾区
小山内 正 1,000,000 弘前市
桜井 光男 1,000,000 青森市
堀江 志郎 1,000,000 弘前市
永沢 弘夫 1,500,000 仙台市
永沢 優子 500,000 弘前市
藤村 徹 1,000,000 弘前市
外山 親俊 1,000,000 弘前市
対馬 一郎 500,000 弘前市
渋谷 吉信 1,000,000 青森市
鳥谷部眞実 240,000 青森市
長谷川 清 1,120,000 青森市
秋元 採圭 60,000 青森市
石亀 順大 120,000 八戸市
大坂 智 120,000 青森市
大西 康弘 120,000 弘前市
岡山 勝廣 120,000 青森県六ヶ所

村
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小川 邦彦 360,000 青森市
木村 盛義 120,000 青森市
上崎 正 120,000 青森市
加藤 聡子 120,000 青森県浪岡町
金澤 勤 120,000 青森県蟹田町
木村 敏明 120,000 青森市
黒滝 善吉 120,000 青森県稲垣村
小長井光徳 120,000 静岡市
齋藤 賢三 120,000 青森市
載本 斗浩 240,000 青森市
坂本 せつ 120,000 弘前市
坂本 義治 120,000 弘前市
坂田 俊夫 120,000 青森県七戸町
佐藤 知彦 240,000 青森市
佐藤 和昭 120,000 弘前市
佐藤 富夫 500,000 八戸市
三戸 良一 120,000 青森市
志田 正敏 240,000 青森市
千葉 隆 360,000 青森県今別町
澤田 清幸 240,000 青森市
中村登喜雄 180,000 五所川原市
西田 文則 240,000 青森市
野澤 武 240,000 弘前市
長谷川哲哉 180,000 青森市
平山 久宗 240,000 青森県中里町
久田昭十三 120,000 黒石市
広瀬 寿秀 60,000 弘前市
藤田 亮一 120,000 青森県深浦町
藤田 登 240,000 青森市
細川 英邦 240,000 青森市
村上 秀一 500,000 青森市
松本 隆人 240,000 青森市
正木 浄 240,000 青森県三 村
三上 清蔵 240,000 弘前市
三上 博美 240,000 弘前市
村澤 正実 240,000 青森県藤崎町
山下 博 120,000 八戸市
山本 仁徳 60,000 青森県深浦町
山口 明 120,000 青森県尾上町
吉田 辰美 120,000 五所川原市
吉川 功一 120,000 弘前市
川嶋 芳正 110,000 青森市
野呂 敏秋 240,000 青森市
和田 秀一 200,000 青森市
内田 誠一 240,000 春日部市
大河原邦男 360,000 仙台市

木村 博州 480,000 横浜市
久保 元彦 120,000 仙台市
多田 H茂 240,000 秋田県小坂町
長岡 義隆 180,000 江東区
前田ヤエミ 120,000 渋谷区
前田 卓範 120,000 渋谷区
牧 俊光 120,000 横浜市
矢島 守 360,000 千葉市
八谷 源吾 240,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
青森県歯科医師連
盟

1,000,000 青森市

全国小売酒販政治
連盟青森県支部

100,000 青森市

全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 富山市

自由民主党青森県
トラック支部

200,000 弘前市

日本商工連盟 100,000 弘前市
青森県医師連盟 1,000,000 青森市
年間五万円以下の
もの

235,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,883,249 8.11.27

明日の大阪を創る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西田 猛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 25,095,749

前年繰越額 13,165,024

本年収入額 11,930,725

２ 支出総額 20,322,555

３ 本年収入の内訳
寄附 1,190,402

個人分 17,000

政治団体分 1,173,402

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,740,000

第３回新政経フォーラム21 10,740,000

その他の収入 323

一件十万円未満のもの 323

４ 支出の内訳
経常経費 4,689,513

備品・消耗品費 1,735,650

事務所費 2,953,863

政治活動費 15,633,042

組織活動費 1,247,500

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,385,542

政治資金パーティー開催事
業費

2,385,542

寄附・交付金 12,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

17,000

（政治団体分）
自由党大阪府第９
総支部

1,173,402 茨木市

６ 特定パーティーの概要
第 ３ 回 新 政 経
フォーラム21(194

人)

10,740,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第３回新政経フォーラム21

（団体からの対価の支払）
J世界救世教十三
教会

400,000 大阪市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（貸付金）
西田 猛 2,900,000

（敷金）
御堂エンタープライ
ズf

1,500,000 10. 5.10

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 13. 4. 2

１ 収入総額 189,690,811

前年繰越額 104,609,245

本年収入額 85,081,566

２ 支出総額 78,132,902

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(292人) 585,000

寄附 84,450,000

個人分 84,450,000

その他の収入 46,566

一件十万円未満のもの 46,566

４ 支出の内訳
経常経費 45,433,084

人件費 23,045,158

光熱水費 1,087,118

備品・消耗品費 8,064,901

事務所費 13,235,907

政治活動費 32,699,818

組織活動費 30,659,818

選挙関係費 440,000

調査研究費 900,000

その他の経費 700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 人久 240,000 大村市
久保田隆三 480,000 長崎県厳原町
山口 義信 280,000 長崎県若松町
蒔本 恭 240,000 長崎市
田中 圭介 240,000 長崎市
山本大八郎 240,000 長崎市
鈴木 元 240,000 長崎市
草野 志郎 160,000 長崎市
山下新太郎 240,000 長崎市
佐藤 一男 480,000 長崎県吉井町
門田 幸夫 240,000 長崎県鹿町町
高橋 昭正 240,000 佐世保市
増山 博 320,000 長崎県生月町
筒井 慶弘 80,000 佐世保市
古賀 規夫 120,000 佐世保市
金納 慶太 480,000 佐世保市
古江 正敏 600,000 長崎県佐々町
木原 弘治 260,000 佐世保市
中島 祥一 240,000 佐世保市
西 富美雄 240,000 長崎県生月町
松田 和雄 480,000 長崎県田平町
山口 高保 220,000 長崎市
横内 操一 240,000 長崎市
岩崎 邦臣 120,000 佐世保市
松下 猛 200,000 長崎県波佐見

町
中島 兼則 240,000 長崎市
北川 正澄 240,000 佐世保市
増山 道明 320,000 福江市
吉田 茂視 720,000 長崎県長与町
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鉄川 進 240,000 長崎市
三浦 勝人 80,000 長崎県富江町
佐々木達也 240,000 長崎市
山本 勝義 240,000 長崎県波佐見

町
坂田 次郎 240,000 長崎市
馬場 政吉 240,000 長崎市
山田 卓男 240,000 長崎県上五島

町
吉原 殖男 240,000 長崎市
鈴木 一郎 240,000 長崎市
門田 治男 1,240,000 長崎県生月町
門田 三男 1,240,000 佐世保市
池田 鐡幸 240,000 佐世保市
野中 誠藏 240,000 長崎県有川町
元吉 清美 280,000 長崎県生月町
吉田 優 120,000 長崎県田平町
岩永 敏行 120,000 佐世保市
馬郡 謙一 120,000 佐世保市
松岡 武 240,000 平戸市
中田 仁司 240,000 長崎県佐々町
松尾 勝 240,000 平戸市
吉川 直明 240,000 佐世保市
辻村 光男 260,000 長崎県田平町
清水 良雄 240,000 長崎市
長岡 尚芳 240,000 長崎県郷ノ浦

町
豊島 揆一 240,000 佐世保市
武田 艶子 120,000 佐世保市
西嶌 敏勝 180,000 諌早市
権山 芳恵 240,000 長崎県鷹島町
梅村 良輔 520,000 佐世保市
松Ä 善郎 200,000 佐世保市
小川 信 260,000 佐世保市
宮崎 利彦 240,000 長崎市
大久保隆生 120,000 長崎市
西川 範子 100,000 長崎市
時枝 茂 180,000 長崎市
中橋 亨 300,000 長崎県時津町
ˆ野 昌明 240,000 長崎市
伊東 孝臣 180,000 長崎市
西山 近吾 240,000 長崎県西彼町
杠葉 竹二 240,000 長崎市
柴田 正範 240,000 長崎市
宮崎 重人 220,000 長崎市
前田 芳宏 100,000 長崎市

坂本 昌勝 480,000 長崎県上五島
町

平野 博 240,000 長崎市
平井 謙介 240,000 長崎市
林田 晋二 240,000 長崎県長与町
江口 元三 240,000 長崎県有川町
出端 征一 200,000 佐世保市
久枝 六雄 160,000 松浦市
池田 敏章 240,000 佐世保市
瀬戸口徳治 120,000 佐世保市
大分 重継 240,000 長崎県波佐見

町
橋口 正治 60,000 佐世保市
崎永 剛 280,000 長崎市
田中 正彦 240,000 長崎市
神谷 治雄 240,000 佐世保市
西澤 八榮 120,000 長崎県生月町
松井 繁 240,000 長崎市
鳥田 誠吾 240,000 島原市
橋元 勝 520,000 長崎県生月町
野口 進 240,000 長崎県上五島

町
久保 啓吾 240,000 佐世保市
野々下和義 260,000 佐世保市
金子 逸郎 100,000 福岡市
中村 重敏 240,000 長崎市
石本三須男 240,000 長崎市
馬場 政廣 180,000 長崎市
林 照雄 120,000 長崎市
米津 博一 480,000 長崎市
才津 為夫 80,000 福江市
浦 幾久男 120,000 福江市
藤瀬 直男 240,000 長崎県時津町
竹本 欣也 240,000 長崎市
岩瀬 英之 240,000 長崎市
一瀬 賢剛 240,000 大村市
新谷 徳二 240,000 長崎県江迎町
西田 寛己 240,000 佐世保市
平田 和敏 240,000 長崎市
二宮 健 220,000 佐世保市
田口 好光 240,000 松浦市
松石 勝己 100,000 長崎県生月町
前田 尚一 120,000 佐世保市
岡本キクヨ 340,000 佐世保市
中原恵美子 80,000 長崎県芦辺町
寺尾 勝行 240,000 長崎県愛野町

松尾 律司 240,000 佐世保市
岩本 孝義 240,000 佐世保市
錦戸 正明 240,000 佐世保市
逸見 嘉彦 240,000 佐世保市
佐伯 志保 240,000 長崎県奈良尾

町
中原 達夫 480,000 長崎県芦辺町
田中 直英 240,000 長崎市
谷村 元見 240,000 佐世保市
飯田 満治 240,000 佐世保市
黒木 義也 240,000 諌早市
浜田 安幸 240,000 長崎県新魚目

町
本田 堯紀 240,000 長崎県西彼町
土橋 康二 260,000 長崎市
山口 孝夫 100,000 長崎県長与町
嵩下 明伸 240,000 長崎市
宮本 衛 240,000 平戸市
伊藤 昭良 240,000 佐世保市
川端 武清 240,000 佐世保市
岩永 数男 60,000 長崎県佐々町
江頭 信幸 220,000 長崎県大瀬戸

町
鴛崎 勉 220,000 長崎市
松田 隆三 220,000 長崎市
中牟田真一 240,000 長崎市
出口 隆 240,000 長崎市
寺尾 博 240,000 長崎市
小野 秀喜 240,000 諌早市
野村 和夫 260,000 長崎市
佐藤 盛男 200,000 大村市
本村 隆男 240,000 島原市
佐藤 政雄 180,000 島原市
ˆ谷 信 240,000 長崎市
藤田多鶴子 190,000 長崎市
山口 昭二 100,000 佐世保市
山村 隆視 100,000 平戸市
板坂 修二 240,000 長崎市
富永 雅也 180,000 佐世保市
沖 万寿男 240,000 佐世保市
田口 昭二 180,000 平戸市
本村 芳文 560,000 長崎県江迎町
本村 丹 280,000 佐世保市
真崎 龍介 440,000 長崎県上対馬

町

小鳥居 衷 240,000 長崎県波佐見
町

吉村 俊彦 240,000 佐世保市
松本 貞介 240,000 松浦市
山口 優親 120,000 佐世保市
岩永 史城 240,000 佐世保市
中野 浩 240,000 平戸市
木庭 吉昭 240,000 長崎市
大座 勝 240,000 長崎県三井楽

町
安達健三郎 240,000 長崎市
児玉 泰幸 220,000 神戸市
前田 一彦 240,000 佐世保市
安永 浩一 480,000 長崎県世知原

町
安永美佐男 280,000 長崎県世知原

町
大久保 隆 240,000 佐世保市
志方 次男 240,000 佐世保市
千住 雅博 240,000 佐世保市
寺澤 一憲 440,000 長崎市
長岡 末大 240,000 長崎県郷ノ浦

町
大町 利彦 240,000 長崎市
野村 稲穂 240,000 長崎県奈良尾

町
高島 正弘 240,000 長崎県高来町
岩野宣一郎 320,000 長崎県佐々町
浦山 政信 220,000 佐世保市
末吉 敬一 240,000 長崎県有家町
山口 博昭 220,000 長崎県川棚町
埴生 政浩 220,000 長崎市
清水 祐一 240,000 大村市
川口 睦郎 240,000 佐世保市
佐矢野伸宏 240,000 平戸市
石橋 正徳 120,000 佐世保市
福田 俊郎 240,000 佐世保市
入江 千昭 420,000 長崎市
山並 陞一 240,000 世田谷区
宮崎新次郎 180,000 大村市
津田 浩哉 480,000 長崎市
殿村 高司 240,000 長崎市
浦川 純忠 480,000 長崎市
梁瀬 淳一 200,000 福江市
植野 平 60,000 長崎市
富高 照男 240,000 佐世保市
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小林 俊一 160,000 長崎市
宮坂 幸秋 240,000 長崎県芦辺町
中村 克介 120,000 長崎県江迎町
田雑 豪裕 180,000 佐世保市
村上 秀明 180,000 長崎市
今村 甚吉 480,000 福江市
大川 英明 240,000 長崎市
畠中 龍二 240,000 諌早市
荒木 国光 240,000 長崎県有明町
浜都 国敏 180,000 長崎市
内田 信康 240,000 長崎市
多賀 政雄 240,000 長崎市
川谷 邦男 240,000 長崎市
緒方 利隆 240,000 長崎市
早田 悠次 180,000 平戸市
中隈 一芳 100,000 松浦市
長塚 理恭 240,000 佐世保市
倉光 進一 240,000 長崎県佐々町
山縣 義道 180,000 佐世保市
増崎 博之 320,000 長崎市
田中 藤男 240,000 長崎県有川町
柴田 久直 100,000 長崎県奈良尾

町
脇川 一 160,000 平戸市
小川 幸雄 500,000 長崎市
吉川 英男 1,000,000 諌早市
仲野 公三 240,000 大野城市
上野 善幸 240,000 福岡市
下田 昭二 160,000 長崎市
宅島 寿一 500,000 長崎県小浜町
宅島 寿晴 500,000 島原市
宅島 寿雄 500,000 長崎県小浜町
山本六三四 240,000 長崎市
大久保晃宏 240,000 長崎市
江口 大重 160,000 佐世保市
藤林 豊明 160,000 横浜市
大坪 成禧 1,200,000 長崎県田平町
荒木 頼義 240,000 長崎県鷹島町
藤本 豊重 120,000 佐世保市
佐々木秀也 240,000 長崎市
岩野 宣之 480,000 長崎県佐々町
梅林 琢磨 480,000 佐世保市
力竹 澄雄 120,000 松浦市
渡辺 敬一 120,000 諌早市
武藤 章 480,000 長崎市
本間 義之 240,000 長崎県富江町

星野 親房 120,000 島原市
古賀 亨 480,000 諌早市
大久保 憲 240,000 長崎市
折田 直人 240,000 長崎市
脇山 崇 120,000 長崎市
荒木 良三 240,000 長崎県長与町
石塚 稔 240,000 熊本市
中村 猛博 240,000 長崎県小長井

町
山口 晃 240,000 筑紫野市
野津 昭雄 240,000 高槻市
樋口 秀樹 240,000 長崎市
向井 博昭 480,000 長崎県香焼町
川添 弘之 120,000 長崎市
竹下 晴彦 240,000 長崎市
鬼塚 毅 240,000 諌早市
益田 智行 240,000 大村市
久田 一 240,000 平戸市
久田 直行 240,000 平戸市
高原 利也 240,000 佐世保市
山下 尚登 240,000 佐世保市
上迫三千人 60,000 松浦市
太田 裕千 240,000 佐世保市
大坪 敏成 240,000 長崎市
山下 秀男 1,440,000 長崎県佐々町
中野 恭憲 240,000 佐賀市
山口 久子 240,000 長崎市
小西 正樹 240,000 長崎市
山田 光雄 240,000 長崎市
吉原 哲郎 240,000 諌早市
佐々木和男 240,000 長崎市
真弓 倉夫 240,000 長崎県石田町
松田 稔 240,000 長崎県鹿町町
石原 正吉 480,000 長崎県鹿町町
高橋 博之 240,000 松浦市
œ田 義文 260,000 長崎県鹿町町
脇 壽也 240,000 大村市
荒木 講平 240,000 諌早市
空閑 亮介 120,000 長崎市
石丸 利行 240,000 長崎市
志田山久勝 240,000 福江市
今村 音松 240,000 福江市
手塚喜太郎 240,000 長崎市
中本 明人 720,000 長崎市
柿川 純正 240,000 長崎市
安達 一蔵 240,000 長崎市

安達 健治 240,000 長崎市
松田 一 120,000 長崎市
山内 雅登 240,000 平戸市
藤永 雅之 120,000 長崎県佐々町
吉田 治保 140,000 長崎県生月町
井手 正治 240,000 佐世保市
山外 正人 120,000 佐世保市
香川 信二 240,000 長崎県福島町
下條 泰介 240,000 長崎県江迎町
毛利 勇 120,000 長崎県川棚町
綾部 建男 120,000 長崎県鷹島町
緒方 彪 120,000 松浦市
曽和 輝正 240,000 佐世保市
吉住喜久代 240,000 平戸市
阿部 昴 160,000 松浦市
八百山立志 240,000 長崎市
後田 進 160,000 諌早市
森 一彦 240,000 長崎県小長井

町
村山 和紀 240,000 長崎市
辻 昌宏 360,000 佐世保市
塩月 啓司 240,000 春日市
田代 敏郎 240,000 福岡県久山町
川上 昭 240,000 長崎市
柿木 克二 240,000 久留米市
大本 榮一 120,000 岡山市
手塚堅太郎 240,000 長崎市
田籠 道保 240,000 春日市
矢次 保夫 180,000 佐世保市
西 正三 240,000 長崎市
井上 一彦 240,000 松浦市
蒲原 健次 240,000 佐賀県有田町
岡田甲子男 1,500,000 大田区
年間五万円以下の
もの

1,320,000

明日の日本を考える会
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 13. 4. 2

１ 収入総額 26,913,513

前年繰越額 734,030

本年収入額 26,179,483

２ 支出総額 26,376,420

３ 本年収入の内訳

寄附 4,119,370

個人分 4,019,370

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

6,962,100

ありさわ志郎君を激励する集
い

6,962,100

借入金 15,000,000

有澤 正雄 5,000,000

有澤 潤 10,000,000

その他の収入 98,013

一件十万円未満のもの 98,013

４ 支出の内訳
経常経費 18,157,922

人件費 12,553,760

光熱水費 206,238

備品・消耗品費 804,631

事務所費 4,593,293

政治活動費 8,218,498

組織活動費 3,067,517

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,519,627

宣伝事業費 2,134,341

その他の事業費 1,385,286

調査研究費 31,354

寄附・交付金 1,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅野 敏行 180,000 宝塚市
森田 秋子 240,000 大阪市
楊井 傳枝 120,000 神戸市
川瀬甲子雄 300,000 吹田市
松岡 博史 119,370 奈良県三宅町
井上 喜雄 120,000 大阪市
能村龍太郎 1,500,000 吹田市
田中 昭一 120,000 神戸市
永田 元和 120,000 生駒市
箱田 由雄 120,000 吹田市
松矢 浩司 120,000 大阪市
山本 安行 120,000 門真市
市田 利夫 120,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

720,000

（政治団体分）
青紅会 100,000 吹田市
６ 資産等の内訳
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（借入金）
有澤 正雄 25,000,000

鍛治田里子 15,000,000

有澤 潤 10,000,000

新しい政治を清水澄子とともにつくる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

清水 澄子

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 13. 3.29

１ 収入総額 7,637,506

前年繰越額 969,824

本年収入額 6,667,682

２ 支出総額 7,603,476

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(171人) 742,000

寄附 5,925,682

個人分 1,925,682

政治団体分 4,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,676,662

人件費 3,523,505

備品・消耗品費 1,542,072

事務所費 611,085

政治活動費 1,926,814

選挙関係費 525,770

機関紙誌の発行その他の事業
費

758,940

機関紙誌の発行事業費 758,940

調査研究費 642,104

５ 寄附の内訳
（個人分）
山崎実桃季 465,682 世田谷区
鈴木 英司 1,200,000 取手市
年間五万円以下の
もの

260,000

（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
新しい政治をつくる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

寺崎 昭久

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 13. 4. 2

１ 収入総額 31,854,975

前年繰越額 14,518,263

本年収入額 17,336,712

２ 支出総額 17,588,604

３ 本年収入の内訳
寄附 17,270,000

団体分 50,000

政治団体分 17,220,000

その他の収入 66,712

一件十万円未満のもの 66,712

４ 支出の内訳
経常経費 128,225

備品・消耗品費 14,070

事務所費 114,155

政治活動費 17,460,379

組織活動費 2,000,379

寄附・交付金 15,460,000

５ 寄附の内訳
（団体分）
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党参議院比例
区第４総支部

17,220,000 都・港区

渥美和也後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

渥美 和也

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 13. 3. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

阿部開発企画後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿部 和司

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 13. 1.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

阿部昭吾東京後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿部 昭吾

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 13. 3.14

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.26

１ 収入総額 26,275

前年繰越額 26,275

２ 支出総額 0

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

衆議院議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 79,951,178

前年繰越額 2,856,227

本年収入額 77,094,951

２ 支出総額 74,560,654

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(65人) 5,120,000

寄附 9,620,000

個人分 2,120,000

政治団体分 7,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

62,344,955

ニューリバー政策セミナー
（計９回）

29,308,000

ニューリバー政策セミナーレ
ポート講読

2,308,110

幸澄会レポート講読 719,265

荒井広幸君に期待する会 30,009,580

その他の収入 9,996

一件十万円未満のもの 9,996

４ 支出の内訳
経常経費 30,377,208

人件費 11,025,977

光熱水費 126,913

備品・消耗品費 8,546,790

事務所費 10,677,528

政治活動費 44,183,446

組織活動費 23,428,474

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,276,340

宣伝事業費 1,856,804

政治資金パーティー開催事
業費

7,946,015

その他の事業費 473,521

調査研究費 2,747,632

寄附・交付金 7,731,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒井 広幸 1,000,000 福島県船引町
熊坂 義裕 500,000 宮古市
年間五万円以下の
もの

620,000

（政治団体分）
日本医師連盟 6,000,000 文京区
日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
志師会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
荒井広幸君に期待
する会(657人)

30,009,580 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
ニューリバー政策セミナー９回
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

荒井広幸君に期待する会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

あらき隆夫後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒木 隆夫

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 13. 3.29

１ 収入総額 6,331,100

前年繰越額 41,010

本年収入額 6,290,090

２ 支出総額 6,244,317

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

3,290,000

あらき隆夫後援会朝食会 3,290,000

借入金 2,000,000

荒木 隆夫 2,000,000

その他の収入 90
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一件十万円未満のもの 90

４ 支出の内訳
経常経費 1,312,978

人件費 500,000

備品・消耗品費 574,385

事務所費 238,593

政治活動費 4,931,339

組織活動費 362,375

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,768,964

宣伝事業費 2,229,370

政治資金パーティー開催事
業費

539,594

その他の経費 1,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河元 盛雄 1,000,000 中野区
粟屋敏信後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

粟屋 敏信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.23

１ 収入総額 18,348,421

前年繰越額 384,767

本年収入額 17,963,654

２ 支出総額 16,146,281

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4人) 124,000

寄附 7,160,000

個人分 120,000

政治団体分 7,040,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,679,160

昼食勉強会 1,330,000

粟屋敏信政策フォーラム 9,349,160

その他の収入 494

一件十万円未満のもの 494

４ 支出の内訳
経常経費 12,407,085

人件費 7,287,001

光熱水費 90,027

備品・消耗品費 1,086,043

事務所費 3,944,014

政治活動費 3,739,196

組織活動費 1,020,430

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,708,066

政治資金パーティー開催事
業費

2,708,066

調査研究費 10,700

５ 寄附の内訳
（個人分）
高野 修 120,000 目黒区
（政治団体分）
無所属の会広島県
総支部

7,040,000 広島市

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
粟屋敏信政策フォーラム
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

安全保障・危機管理政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

依田 智治

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 13. 2.21

１ 収入総額 58,183,963

前年繰越額 8,938,465

本年収入額 49,245,498

２ 支出総額 33,117,311

３ 本年収入の内訳
寄附 3,121,000

個人分 1,675,000

政治団体分 1,446,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

46,119,160

依田智治と安全保障・危機管
理を語る会

46,119,160

その他の収入 5,338

一件十万円未満のもの 5,338

４ 支出の内訳
経常経費 1,927,404

人件費 30,000

備品・消耗品費 1,050,629

事務所費 846,775

政治活動費 31,189,907

組織活動費 7,857,344

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,726,179

機関紙誌の発行事業費 67,470

宣伝事業費 1,200,325

政治資金パーティー開催事
業費

7,458,384

調査研究費 306,384

寄附・交付金 14,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
柳内 嘉 100,000 八王子市
関 靖子 100,000 朝霞市
土屋 勝敏 100,000 都・府中市
年間五万円以下の
もの

1,375,000

（政治団体分）
志帥会 1,300,000 千代田区
自由社会を守る国
民会議

96,000 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
依田智治と安全保
障・危機管理を語
る会(1,564人)

46,119,160 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
依田智治と安全保障・危機管理を語る会
（団体からの対価の支払）
j早野組 600,000 八王子市

(前年支払額 0)

井尻工業j 600,000 千代田区
(前年支払額 0)

長田組土木j 400,000 新宿区
(前年支払額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 65,696,288

前年繰越額 18,488,394

本年収入額 47,207,894

２ 支出総額 62,165,842

３ 本年収入の内訳
寄附 24,019,265

個人分 13,359,265

政治団体分 10,660,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,187,500

政経フォーラム21 21,041,000

その他の催物事業 2,146,500

その他の収入 1,129

一件十万円未満のもの 1,129

４ 支出の内訳
経常経費 18,145,041

人件費 9,878,150

光熱水費 363,603

備品・消耗品費 2,108,351

事務所費 5,794,937

政治活動費 44,020,801

組織活動費 16,181,809

機関紙誌の発行その他の事業
費

16,265,842

機関紙誌の発行事業費 1,755,264

宣伝事業費 740,250

政治資金パーティー開催事
業費

9,867,109

その他の事業費 3,903,219

調査研究費 573,150

寄附・交付金 11,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀口 博司 60,000 和歌山市
森山 正義 60,000 松戸市
富田 茂 60,000 松戸市
大倉 邦夫 300,000 松戸市
得居 仁 60,000 松戸市
平木 晧弌 60,000 松戸市
鈴木日出男 60,000 木更津市
松井 哲三 60,000 横須賀市
垣内 基良 60,000 長野県辰野町
長嶋 重雄 60,000 松戸市
石井 茂 60,000 市川市
藤原 國平 60,000 三鷹市
大谷 博司 60,000 松戸市
天野 喜宗 200,000 大月市
平井 義久 60,000 京都市
竹並 万吉 60,000 本庄市
小串 安正 60,000 松戸市
菅野 美穂 60,000 仙台市
小林 定正 800,000 熊谷市
神田 辰男 60,000 八王子市
山根 敬則 60,000 玉野市
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市川 正夫 120,000 市川市
妻鹿健次郎 60,000 世田谷区
原 俊 100,000 市川市
榎本 長治 60,000 田辺市
小熊謙三朗 120,000 松戸市
高野 忠平 120,000 船橋市
安井 克人 60,000 松戸市
安西 信隆 60,000 船橋市
松本 榮一 60,000 川崎市
勝田 一男 60,000 柏市
Ä山 征雄 60,000 習志野市
天方 勇 60,000 釧路市
大作 保 60,000 流山市
古谷 尊生 60,000 野田市
鈴木 康友 60,000 市川市
岡野美佐男 120,000 松戸市
中村 昌訓 1,000,000 山梨市
細山田良三 100,000 松戸市
臼倉 進 1,000,000 習志野市
南 猛 1,500,000 G飾区
森多 優公 60,000 三鷹市
小林 正裕 1,500,000 熊谷市
篠原 敬治 1,500,000 大田区
篠原登美子 200,000 大田区
鬼本 博之 60,000 松戸市
Ä山 茂代 300,000 習志野市
松岡 廣幸 1,500,000 姫路市
年間五万円以下の
もの

1,019,265

（政治団体分）
近未来研究会 10,000,000 千代田区
ＴＫＣ千葉政経研
究会

60,000 千葉市

日本医師連盟 400,000 文京区
年間五万円以下の
もの

200,000

６ 特定パーティーの概要
政経フォーラム21

(680人)

21,041,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経フォーラム21

（団体からの対価の支払）
jアイダ設計 1,000,000 上尾市

(前年支払額 0)

jアイダ建設 1,000,000 上尾市
(前年支払額 0)

j大城組 300,000 市川市
(前年支払額 0)

j大城組共栄会 300,000 市川市
(前年支払額 0)

西濃運輸j 500,000 大垣市
(前年支払額 0)

j福 300,000 鎌ヶ谷市
(前年支払額 0)

本田冷蔵j 1,000,000 姫路市
(前年支払額 0)

岐阜日野自動車j 500,000 岐阜市
(前年支払額 0)

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 13. 3.27

１ 収入総額 66,447,149

前年繰越額 34,492,993

本年収入額 31,954,156

２ 支出総額 27,856,021

３ 本年収入の内訳
寄附 31,930,000

個人分 5,000,000

政治団体分 26,930,000

その他の収入 24,156

一件十万円未満のもの 24,156

４ 支出の内訳
経常経費 6,387,895

人件費 3,878,000

光熱水費 283,540

備品・消耗品費 699,768

事務所費 1,526,587

政治活動費 21,468,126

組織活動費 1,554,982

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,647,824

その他の事業費 1,647,824

調査研究費 665,320

寄附・交付金 17,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中谷 孝 1,000,000 高知市
中谷 元 1,000,000 高知市
中谷 明 1,500,000 高知市

中谷 健 1,500,000 高知市
（政治団体分）
社会計画研究会 10,000,000 千代田区
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

中谷元を育てる会 10,000,000 品川区
全国森林土木建設
業政治連盟

5,000,000 千代田区

四国税理士政治連
盟高知県支部

300,000 高知市

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
民有林振興会 800,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

30,000

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 13. 2.19

１ 収入総額 14,289,520

前年繰越額 11,866,230

本年収入額 2,423,290

２ 支出総額 7,814,215

３ 本年収入の内訳
寄附 2,420,000

個人分 2,420,000

その他の収入 3,290

一件十万円未満のもの 3,290

４ 支出の内訳
経常経費 5,980,629

人件費 1,020,000

備品・消耗品費 1,456,415

事務所費 3,504,214

政治活動費 1,833,586

組織活動費 1,151,089

調査研究費 523,640

その他の経費 158,857

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐野藤右衛門 120,000 京都市
春日 逸治 80,000 大阪市
杉本 美勝 60,000 大阪市
古川 真一 60,000 城陽市
古林 有七 110,000 寝屋川市
村上 勝 100,000 京都市

寺西 賢次 120,000 守口市
森 久男 120,000 大阪市
栗田 謙二 120,000 西宮市
有馬 正訓 120,000 大阪市
池田 桂鳳 120,000 京都市
井上 雅晴 60,000 豊中市
木村 二 60,000 京都市
山本 俊彦 120,000 京都市
谷口 佐一 120,000 滋賀県甲西町
吉田 信隆 100,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

830,000

石川要三政治団体協議会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石川 要三

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 13. 3.13

１ 収入総額 13,114,519

前年繰越額 6,751,538

本年収入額 6,362,981

２ 支出総額 10,640,000

３ 本年収入の内訳
寄附 6,360,000

個人分 3,160,000

政治団体分 3,200,000

その他の収入 2,981

一件十万円未満のもの 2,981

４ 支出の内訳
政治活動費 10,640,000

寄附・交付金 10,520,000

その他の経費 120,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
市村 義久 60,000 昭島市
岩浪 龍一 1,000,000 青梅市
真柄 達郎 300,000 金沢市
瀬沼 ナカ 500,000 八王子市
清水 保雄 1,000,000 日野市
真柄 敏郎 300,000 金沢市
（政治団体分）
東京都自動車整備
政治連盟

100,000 中野区

大勇会 3,000,000 千代田区
政経同友会 100,000 千代田区
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石田安全保障研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石田 潔

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 13. 3.29

１ 収入総額 32,454,820

前年繰越額 31,653,876

本年収入額 800,944

２ 支出総額 19,712,920

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(10人) 50,000

寄附 749,730

政治団体分 749,730

その他の収入 1,214

一件十万円未満のもの 1,214

４ 支出の内訳
経常経費 3,315,140

人件費 920,000

光熱水費 95,540

備品・消耗品費 1,104,600

事務所費 1,195,000

政治活動費 16,397,780

組織活動費 7,472,780

選挙関係費 750,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

175,000

宣伝事業費 175,000

寄附・交付金 8,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
石田潔後援会 749,730 都・港区
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 13. 3.28

１ 収入総額 48,033,743

前年繰越額 5,174,706

本年収入額 42,859,037

２ 支出総額 36,842,021

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

42,840,000

昼食会（計４回） 42,840,000

その他の収入 19,037

一件十万円未満のもの 19,037

４ 支出の内訳
経常経費 12,543,248

人件費 4,534,000

光熱水費 669,624

備品・消耗品費 1,546,759

事務所費 5,792,865

政治活動費 24,298,773

組織活動費 9,450,568

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,918,849

宣伝事業費 1,956,723

政治資金パーティー開催事
業費

10,962,126

調査研究費 1,569,356

その他の経費 360,000

５ 特定パーティーの概要
第三回昼食会(586

人)

11,720,000 新宿区
(前年収入額 0)

第四回昼食会(521

人)

10,420,000 新宿区
(前年収入額 0)

第五回昼食会(547

人)

10,940,000 新宿区
(前年収入額 0)

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第五回昼食会
（個人からの対価の支払）
山子 大助 400,000 新宿区

(前年支払額 0)

第六回昼食会
（政治団体からの対価の支払）
東京都石油人政治
連盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 100,692,668

前年繰越額 24,817,668

本年収入額 75,875,000

２ 支出総額 88,357,366

３ 本年収入の内訳
寄附 13,015,000

個人分 3,295,000

団体分 290,000

政治団体分 9,430,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

62,860,000

石原伸晃国政報告会 20,100,000

石原伸晃の会セミナー 16,600,000

石原伸晃の会シンポジウム 21,280,000

杉並サミット2000 4,880,000

４ 支出の内訳
経常経費 50,717,153

人件費 19,793,230

光熱水費 623,130

備品・消耗品費 12,920,573

事務所費 17,380,220

政治活動費 37,640,213

組織活動費 1,810,234

選挙関係費 9,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

25,624,983

機関紙誌の発行事業費 3,881,466

政治資金パーティー開催事
業費

21,743,517

調査研究費 604,996

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中 健児 400,000 目黒区
加藤 俊哉 200,000 品川区
瀬沼 壽雄 500,000 世田谷区
浅賀 捷代 100,000 杉並区
高橋 扶明 100,000 越谷市
井上 英子 100,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

1,895,000

（団体分）
醍醐ビル 80,000 大田区
年間五万円以下の
もの

210,000

（政治団体分）
全国小売酒販政治
連盟

1,500,000 目黒区

全国損害保険代理
業政治連盟

1,000,000 千代田区

道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

日本公認会計士政
治連盟

100,000 文京区

宏池会 5,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

530,000

６ 特定パーティーの概要
石原伸晃の会セミ
ナー(830人)

16,600,000 都・港区
(前年収入額 0)

石原伸晃の会シン
ポ ジ ウ ム (1,064

人)

21,280,000 都・港区
(前年収入額 0)

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
（団体からの対価の支払）
新生仏教教団 300,000 山口市

(前年支払額 0)

jバーニングプロ
ダクション

300,000 都・港区
(前年支払額 0)

（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
(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

400,000 千代田区
(前年支払額 0)

豊明会中小企業政
治連盟

600,000 墨田区
(前年支払額 0)

自由民主党山形県
第四選挙区支部

500,000 酒田市
(前年支払額 0)

平沼会 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

石原伸晃の会シンポジウム
（団体からの対価の支払）
新生仏教教団 300,000 山口市

(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区

(前年支払額 0)

平沼会 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

温故知新の会 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

自由民主党山形県
第四選挙区支部

300,000 酒田市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（敷金）
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fジャート 3,408,000 8.12.26

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 13. 4. 2

１ 収入総額 2,220,000

前年繰越額 120,000

本年収入額 2,100,000

２ 支出総額 2,220,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,100,000

個人分 2,100,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,220,000

人件費 2,220,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
建部 孝行 100,000 取手市
小出 重義 500,000 大宮市
大賀由起子 1,430,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

70,000

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 13. 3.15

１ 収入総額 3,040,430

前年繰越額 321,516

本年収入額 2,718,914

２ 支出総額 1,559,858

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(61人) 1,918,914

寄附 800,000

個人分 800,000

４ 支出の内訳
経常経費 897,539

人件費 390,000

光熱水費 63,621

備品・消耗品費 105,768

事務所費 338,150

政治活動費 662,319

組織活動費 662,319

５ 寄附の内訳
（個人分）
三加茂公之 800,000 島根県斐川町
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 13. 4. 2

１ 収入総額 173,295

前年繰越額 173,295

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）
森山 健一 3,000,000

市川雄一後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

市川 雄一

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 13. 3. 5

１ 収入総額 8,297,342

前年繰越額 8,267,337

本年収入額 30,005

２ 支出総額 2,541,967

３ 本年収入の内訳
寄附 26,775

政治団体分 26,775

その他の収入 3,230

一件十万円未満のもの 3,230

４ 支出の内訳
経常経費 657,751

備品・消耗品費 36,626

事務所費 621,125

政治活動費 1,884,216

組織活動費 1,357,216

調査研究費 522,000

寄附・交付金 5,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

26,775

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 13. 3.26

１ 収入総額 550,176

前年繰越額 550,176

２ 支出総額 0

いづか武後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

猪塚 武

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.15

１ 収入総額 2,161,814

前年繰越額 54,915

本年収入額 2,106,899

２ 支出総額 2,161,814

３ 本年収入の内訳
寄附 2,106,899

個人分 2,106,899

４ 支出の内訳
経常経費 1,280,867

人件費 989,600

光熱水費 50,000

備品・消耗品費 121,267

事務所費 120,000

政治活動費 880,947

選挙関係費 880,947

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤井 勝 200,000 香川県大川町
藤井 耕児 100,000 香川県大川町
山口 泰 200,000 品川区
榎本 淳子 100,000 入間市
田中 久夫 200,000 江戸川区
猪塚 武 991,899 香川県香川町
年間五万円以下の
もの

315,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 33,559,234

前年繰越額 5,605,384

本年収入額 27,953,850

２ 支出総額 29,951,339

３ 本年収入の内訳
寄附 27,950,000

個人分 190,000

政治団体分 27,760,000

その他の収入 3,850

一件十万円未満のもの 3,850

４ 支出の内訳
経常経費 21,280,635

人件費 7,106,570

備品・消耗品費 6,327,458

事務所費 7,846,607

政治活動費 8,670,704

組織活動費 5,869,584

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,751,120

機関紙誌の発行事業費 2,020,320

宣伝事業費 730,800

その他の経費 50,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

190,000

（政治団体分）
自由民主党群馬県
参議院選挙区第三
支部

27,760,000 前橋市

一新会
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 13. 3.29

１ 収入総額 36,127,832

前年繰越額 6,087,832

本年収入額 30,040,000

２ 支出総額 33,523,846

３ 本年収入の内訳
寄附 30,040,000

個人分 29,040,000

政治団体分 1,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,484,740

人件費 630,000

備品・消耗品費 4,908,708

事務所費 2,946,032
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政治活動費 25,039,106

組織活動費 5,730,066

機関紙誌の発行その他の事業
費

340,620

機関紙誌の発行事業費 340,620

調査研究費 1,968,420

寄附・交付金 17,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大野 俊男 240,000 宇都宮市
木村 好夫 240,000 宇都宮市
岡部 稔 500,000 栃木県塩原町
蓮実 進 6,000,000 黒磯市
向井 一典 120,000 新宿区
藤原林次郎 200,000 大田原市
進藤 啓次 500,000 藤沢市
山崎 竜也 120,000 栃木県上三川

町
蓮実 朝恵 1,000,000 杉並区
坂本 好郎 1,500,000 土浦市
乾 次雄 100,000 保谷市
山崎 秀雄 500,000 世田谷区
安藤 邦夫 100,000 宇都宮市
鈴木 栄一 200,000 宇都宮市
村瀬 峻一 1,200,000 練馬区
金谷 喜八 1,000,000 宇都宮市
蓮実 久子 300,000 台東区
松本 貞子 1,000,000 三鷹市
蓮実 俊司 1,000,000 台東区
塚田 録 500,000 小山市
堺 喜孝 1,000,000 文京区
谷ヶ城 隆 1,000,000 会津若松市
福田 昭夫 1,000,000 黒磯市
若林 政二 1,000,000 大田原市
鈴木 功 500,000 矢板市
塚原 茂 500,000 矢板市
原 薫 500,000 鹿沼市
金井 永寿 1,000,000 福島県下郷町
年間五万円以下の
もの

6,220,000

（政治団体分）
元政会 1,000,000 千代田区
一天会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上吉原一天

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 13. 3. 9

１ 収入総額 8,962,212

前年繰越額 8,700,135

本年収入額 262,077

２ 支出総額 8,525,641

３ 本年収入の内訳
寄附 260,000

個人分 260,000

その他の収入 2,077

一件十万円未満のもの 2,077

４ 支出の内訳
政治活動費 8,525,641

寄附・交付金 8,525,641

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

260,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 4,680,538

前年繰越額 3,678,706

本年収入額 1,001,832

２ 支出総額 3,432,009

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 1,832

一件十万円未満のもの 1,832

４ 支出の内訳
経常経費 885,046

備品・消耗品費 731,212

事務所費 153,834

政治活動費 2,546,963

組織活動費 518,453

調査研究費 79,510

寄附・交付金 1,949,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 基隆 1,000,000 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

愛知県議会議員

報告年月日 13. 3.21

１ 収入総額 7,138,303

前年繰越額 1,578,303

本年収入額 5,560,000

２ 支出総額 6,169,693

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

5,560,000

政治資金パーティー開催事業 5,560,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,651,576

人件費 1,269,600

光熱水費 166,520

備品・消耗品費 430,574

事務所費 784,882

政治活動費 3,518,117

組織活動費 2,891,468

機関紙誌の発行その他の事業
費

626,649

政治資金パーティー開催事
業費

626,649

稲葉会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

稲葉 輝男

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 13. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

犬塚ただし後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

犬塚 直史

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 13. 2.16

１ 収入総額 2,000,000

本年収入額 2,000,000

２ 支出総額 2,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

個人分 2,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,000,000

宣伝事業費 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
犬塚 秀博 1,500,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

500,000

井上孝後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

井上 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 13. 2. 9

１ 収入総額 33,713,523

前年繰越額 33,498,890

本年収入額 214,633

２ 支出総額 12,268,126

３ 本年収入の内訳
寄附 170,000

個人分 170,000

その他の収入 44,633

一件十万円未満のもの 44,633

４ 支出の内訳
経常経費 12,170,796

人件費 294,230

光熱水費 223,321

備品・消耗品費 208,748

事務所費 11,444,497

政治活動費 97,330

機関紙誌の発行その他の事業
費

97,330

宣伝事業費 97,330

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 勝三 170,000 福島市
６ 資産等の内訳
（預金等）

20,031,300

（敷金）
川内商事 3,173,000 10. 3.17

伊風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小山 信一
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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 13. 3.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

今泉昭を支援する会
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 13. 3.21

１ 収入総額 26,911,538

前年繰越額 6,908,246

本年収入額 20,003,292

２ 支出総額 4,097,214

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000,000

政治団体分 20,000,000

その他の収入 3,292

一件十万円未満のもの 3,292

４ 支出の内訳
経常経費 3,458,867

人件費 2,400,000

備品・消耗品費 183,467

事務所費 875,400

政治活動費 638,347

組織活動費 258,142

機関紙誌の発行その他の事業
費

247,500

宣伝事業費 247,500

調査研究費 132,705

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
ゼンキン連合政治
政策フォーラム

20,000,000 都・港区

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 13. 3. 6

１ 収入総額 31,848,374

前年繰越額 6,828,529

本年収入額 25,019,845

２ 支出総額 22,503,250

３ 本年収入の内訳

個人の党費・会費(303人) 3,535,000

寄附 5,200,000

個人分 4,200,000

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

16,280,000

第１回ヨシケイ入澤会 790,000

フードサービス入澤会（計４
回）

1,160,000

はじむ会（計２回） 3,240,000

肇昇会（計４回） 2,040,000

第２回水と環境の会 645,000

肇風会（計２回） 5,730,000

肇和会（計２回） 835,000

入澤肇と語る会 1,840,000

その他の収入 4,845

一件十万円未満のもの 4,845

４ 支出の内訳
経常経費 173,505

備品・消耗品費 173,505

政治活動費 22,329,745

組織活動費 174,208

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,985,537

政治資金パーティー開催事
業費

2,985,537

寄附・交付金 19,170,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
盛田 英夫 1,500,000 名古屋市
近藤 勇雄 100,000 豊島区
飯沼 英郎 90,000 鎌倉市
伊野 雅晴 80,000 習志野市
奥平 博一 100,000 文京区
井上 仙蔵 100,000 小田原市
杉浦 幸夫 100,000 京都府精華町
入澤 肇 2,000,000 川崎市
年間五万円以下の
もの

130,000

（政治団体分）
外食産業政治研究
会

1,000,000 都・港区

医療福祉調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

富家 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 13. 3.23

１ 収入総額 70,957

前年繰越額 957

本年収入額 70,000

２ 支出総額 70,614

３ 本年収入の内訳
寄附 70,000

個人分 70,000

４ 支出の内訳
経常経費 70,614

事務所費 70,614

５ 寄附の内訳
（個人分）
富家 孝 70,000 目黒区
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 13. 3.19

１ 収入総額 117,946,142

前年繰越額 108,843,469

本年収入額 9,102,673

２ 支出総額 25,666,170

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(178人) 3,979,580

寄附 5,050,000

個人分 1,250,000

政治団体分 3,800,000

その他の収入 73,093

一件十万円未満のもの 73,093

４ 支出の内訳
経常経費 15,611,157

人件費 7,799,814

光熱水費 301,799

備品・消耗品費 2,048,579

事務所費 5,460,965

政治活動費 10,055,013

組織活動費 8,374,393

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,414,855

機関紙誌の発行事業費 247,805

宣伝事業費 1,167,050

調査研究費 65,765

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石飛 裕司 100,000 出雲市
島村 健 300,000 上尾市
島村 治作 300,000 埼玉県川村町
住田 高寿 300,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

250,000

（政治団体分）
岡山県建設政治連
盟

1,100,000 岡山市

栃木県建設業協会
政治連盟

250,000 宇都宮市

山口建山会 1,450,000 防府市
自由民主党千葉県
建設支部

1,000,000 千葉市

６ 資産等の内訳
（預金等）

71,504,558

井脇ノブ子の会
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

参議院議員

報告年月日 13. 3.26

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

上田いさむ政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上田 勇

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.16

１ 収入総額 11,892,981

前年繰越額 10,643,275

本年収入額 1,249,706

２ 支出総額 3,323,385

３ 本年収入の内訳
寄附 1,246,000

個人分 1,246,000

その他の収入 3,706

一件十万円未満のもの 3,706

４ 支出の内訳
経常経費 24,710

備品・消耗品費 24,080
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事務所費 630

政治活動費 3,298,675

組織活動費 298,675

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
草嶋 豊 90,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

1,156,000

上田良一後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上田 良一

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 13. 4. 5

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

烏城さくら組
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大森 礼子

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 13. 2.22

１ 収入総額 530,966

前年繰越額 515,012

本年収入額 15,954

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 15,750

政治団体分 15,750

その他の収入 204

一件十万円未満のもの 204

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

15,750

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 13. 3. 5

１ 収入総額 15,438,730

前年繰越額 465,230

本年収入額 14,973,500

２ 支出総額 15,248,955

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(19人) 240,000

寄附 11,733,500

個人分 11,733,500

借入金 3,000,000

中田登志子 3,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 11,406,380

人件費 9,396,720

備品・消耗品費 1,281,672

事務所費 727,988

政治活動費 3,842,575

組織活動費 1,108,699

選挙関係費 470,600

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,482,337

宣伝事業費 1,482,337

調査研究費 103,607

その他の経費 677,332

５ 寄附の内訳
（個人分）
武山百合子 6,850,000 都・港区
中田登志子 500,000 埼玉県庄和町
川原 脩 250,000 流山市
中田 登 1,000,000 横浜市
福田 孝雄 200,000 坂戸市
小原 美美 500,000 山梨県高根町
武山 彰吾 800,000 埼玉県庄和町
年間五万円以下の
もの

1,633,500

６ 資産等の内訳
（借入金）
中田登志子 3,000,000

海野義孝後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

海野 義孝

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 13. 2.14

１ 収入総額 10,014,756

前年繰越額 9,714,859

本年収入額 299,897

２ 支出総額 8,740,996

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(77人) 231,000

寄附 44,100

政治団体分 44,100

その他の収入 24,797

一件十万円未満のもの 24,797

４ 支出の内訳
経常経費 2,540

事務所費 2,540

政治活動費 8,738,456

組織活動費 71,000

選挙関係費 40,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

99,435

機関紙誌の発行事業費 99,435

寄附・交付金 8,528,021

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

44,100

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 13. 3.29

１ 収入総額 12,050,909

前年繰越額 4,832,713

本年収入額 7,218,196

２ 支出総額 11,758,897

３ 本年収入の内訳
寄附 4,627,696

個人分 1,487,696

政治団体分 3,140,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,590,000

国政報告会 2,590,000

その他の収入 500

一件十万円未満のもの 500

４ 支出の内訳
経常経費 215,200

事務所費 215,200

政治活動費 11,543,697

組織活動費 463,512

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,120,185

その他の事業費 5,120,185

寄附・交付金 5,960,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
桜岡 千正 200,000 日立市
岡部 英男 1,287,696 日立市
（政治団体分）
全国森林土木建設
業政治連盟

1,000,000 千代田区

茨城県農業政治連
盟

100,000 水戸市

茨城県石油政治連
盟

100,000 水戸市

Ｔ．Ｋ．Ｃ関信政
経政治連盟

200,000 大宮市

茨城県医療法人連
盟

500,000 水戸市

茨城県医師連盟日
立支部

100,000 日立市

21世紀の茨城を創
る県民会議

1,000,000 水戸市

年間五万円以下の
もの

140,000

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 13. 3. 7

１ 収入総額 1,570,700

前年繰越額 10,700

本年収入額 1,560,000

２ 支出総額 1,570,700

３ 本年収入の内訳
寄附 1,560,000

個人分 1,560,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,570,700

人件費 1,120,000

備品・消耗品費 236,400

事務所費 214,300

５ 寄附の内訳
（個人分）
山近 道宣 100,000 練馬区
飯塚 孝 100,000 世田谷区
矢吹 輝夫 100,000 目黒区
岡田 康男 100,000 市川市
年間五万円以下の
もの

1,160,000
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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 13. 3.29

１ 収入総額 8,956,848

前年繰越額 7,344,696

本年収入額 1,612,152

２ 支出総額 2,777,778

３ 本年収入の内訳
寄附 1,609,160

個人分 1,609,160

その他の収入 2,992

一件十万円未満のもの 2,992

４ 支出の内訳
経常経費 1,291,899

人件費 500,000

光熱水費 193,259

備品・消耗品費 150,068

事務所費 448,572

政治活動費 1,485,879

組織活動費 948,701

機関紙誌の発行その他の事業
費

320,503

機関紙誌の発行事業費 103,648

宣伝事業費 216,855

調査研究費 216,675

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 操 240,000 越谷市
増田 勝己 100,000 加須市
森川 幸美 120,000 埼玉県川里村
横井敬三郎 120,000 埼玉県栗橋町
佐藤 登 120,000 墨田区
小林 清春 239,580 行田市
野中 信孝 500,000 加須市
年間五万円以下の
もの

169,580

英朋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 英一

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 13. 2. 2

１ 収入総額 3,468,532

前年繰越額 3,467,124

本年収入額 1,408

２ 支出総額 1,000,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,408

一件十万円未満のもの 1,408

４ 支出の内訳
政治活動費 1,000,000

寄附・交付金 1,000,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 336,311,934

前年繰越額 228,516,412

本年収入額 107,795,522

２ 支出総額 185,248,347

３ 本年収入の内訳
寄附 39,370,164

個人分 6,805,000

政治団体分 32,565,164

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

68,220,000

梶山静六先生の叙勲を祝う会 68,220,000

その他の収入 205,358

預金利子 128,989

一件十万円未満のもの 76,369

４ 支出の内訳
経常経費 131,901,935

人件費 57,197,302

光熱水費 843,108

備品・消耗品費 8,754,705

事務所費 65,106,820

政治活動費 53,346,412

組織活動費 5,192,820

機関紙誌の発行その他の事業
費

48,153,592

機関紙誌の発行事業費 7,014,913

宣伝事業費 9,864,112

政治資金パーティー開催事
業費

31,274,567

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐々木幸一 240,000 日立市

綿引 洋 1,500,000 茨城県瓜連町
阿久津茂敏 100,000 茨城県東海村
小沼 祭二 100,000 茨城県千代川

村
横須賀満夫 200,000 水戸市
遠藤 敦 300,000 茨城県那珂町
遠藤 一二 200,000 ひたちなか市
小又 克己 300,000 常陸太田市
年間五万円以下の
もの

3,865,000

（政治団体分）
東京静山会 20,500,750 文京区
桜門静山会 6,916,884 千代田区
政経同友会 100,000 千代田区
新政治問題研究会 2,000,000 千代田区
21世紀の茨城を創
る県民会議

1,000,000 水戸市

平成研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

47,530

６ 特定パーティーの概要
梶山静六先生の叙
勲を祝う会(1,563

人)

68,220,000 水戸市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
梶山静六先生の叙勲を祝う会
（個人からの対価の支払）
綿引 洋 500,000 茨城県瓜連町

(前年支払額 0)

片桐 煕夫 250,000 茨城県東海村
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jカスミ 300,000 つくば市

(前年支払額 0)

fくめ食品工業 750,000 茨城県金砂郷
町

(前年支払額 0)

く め ・ ク オ リ
ティ・プロダクツ
j

750,000 茨城県金砂郷
町

(前年支払額 0)

j平成興業 250,000 ひたちなか市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,562,000 5.11.24

自動車(1台) 9,700,960 12. 2.18

自動車(1台) 6,100,000 12. 3.22

（敷金）
秀和j 17,780,000 6. 4.22

ＳＳＮフォーラム21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

須藤 浩

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 6,035,759

前年繰越額 65,683

本年収入額 5,970,076

２ 支出総額 5,993,388

３ 本年収入の内訳
寄附 270,000

個人分 170,000

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

1,990,000

須藤ひろしを支える会 1,990,000

借入金 3,710,000

須藤 浩 3,710,000

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 1,357,735

光熱水費 10,029

備品・消耗品費 890,170

事務所費 457,536

政治活動費 4,635,653

組織活動費 912,708

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,976,625

政治資金パーティー開催事
業費

1,976,625

調査研究費 36,320

寄附・交付金 1,710,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡部 恭守 170,000 八街市
（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
須藤 浩 9,710,000
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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

参議院議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 23,017,815

前年繰越額 7,165,257

本年収入額 15,852,558

２ 支出総額 19,839,786

３ 本年収入の内訳
寄附 10,189,580

個人分 10,189,580

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,660,000

関西地区新年会 2,970,000

忘年会 2,690,000

その他の収入 2,978

一件十万円未満のもの 2,978

４ 支出の内訳
経常経費 6,806,427

人件費 5,157,750

光熱水費 2,000

備品・消耗品費 964,175

事務所費 682,502

政治活動費 13,033,359

組織活動費 7,943,267

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,871,622

機関紙誌の発行事業費 246,180

宣伝事業費 15,750

その他の事業費 4,609,692

調査研究費 218,470

５ 寄附の内訳
（個人分）
久次米義之 60,000 多摩市
原 孝 60,000 西宮市
原田 元夫 120,000 杉並区
戸板 順子 120,000 新宿区
呉本 昌煕 90,000 練馬区
高橋 利雄 120,000 品川区
黒田 正宣 500,000 柏原市
佐々木のり子 60,000 世田谷区
山下 昭次 120,000 大阪市
山崎 啓輔 120,000 高知市
山田 亜木 120,000 名古屋市

山本又一郎 60,000 横浜市
柴山 豊 120,000 江東区
小林 健二 1,200,000 都・港区
小林 政彦 120,000 松戸市
上野 一雄 120,000 都・中央区
上野 弘雅 120,000 横浜市
新谷 稔 60,000 高知市
浅井 正順 100,000 西宮市
大澤 健二 160,000 台東区
丹羽 勝 120,000 三田市
竹中萬二郎 120,000 西宮市
中山大三郎 60,000 町田市
中谷 美好 1,500,000 福岡市
中野 一郎 120,000 台東区
中野 萬作 120,000 枚方市
田村 順子 240,000 目黒区
田中 滋子 144,000 高知市
渡邊 貢 60,000 横浜市
東條 正人 120,000 西宮市
武井 保雄 144,000 杉並区
堀越 克明 180,000 杉並区
木下 保 140,000 台東区
野村 かよ 120,000 高知市
鈴木 勝喜 60,000 立川市
鈴木 泰生 60,000 相模原市
和手 甚京 120,000 西宮市
澤井 健 120,000 奈良市
年間五万円以下の
もの

3,091,580

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 13. 3.30

１ 収入総額 93,465,760

前年繰越額 2,320,332

本年収入額 91,145,428

２ 支出総額 83,844,552

３ 本年収入の内訳
寄附 24,460,000

個人分 19,060,000

政治団体分 5,400,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

66,640,000

時事問題勉強会（計10回） 12,080,000

新春講演会と塩川正十郎君を
激励する会

36,060,000

塩心会講演会 3,030,000

有志で塩川正十郎代議士を激
励する会

15,470,000

その他の収入 45,428

一件十万円未満のもの 45,428

４ 支出の内訳
経常経費 29,664,851

人件費 18,310,910

備品・消耗品費 3,057,191

事務所費 8,296,750

政治活動費 54,179,701

組織活動費 15,187,378

機関紙誌の発行その他の事業
費

27,983,173

宣伝事業費 1,586,660

政治資金パーティー開催事
業費

22,001,551

その他の事業費 4,394,962

調査研究費 1,509,150

寄附・交付金 9,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中曽 修 200,000 東大阪市
水谷 節衛 100,000 足立区
瀬上留治郎 100,000 東大阪市
高橋 学 100,000 東大阪市
西村 光雄 1,000,000 東大阪市
西村 和寿 500,000 東大阪市
三宅 正清 100,000 八尾市
逸見 正篤 500,000 東大阪市
谷口 明 200,000 東大阪市
ˆ士 良治 500,000 大阪市
小角 道男 300,000 八尾市
辻本 健 1,200,000 八尾市
片岡 菊雄 100,000 東大阪市
栫 健三郎 100,000 大阪市
三塚 博 300,000 世田谷区
築山 三男 100,000 東大阪市
築山 廣次 100,000 東大阪市
坂口 芳良 100,000 東大阪市
金井 忠司 100,000 大阪市
安達 研 100,000 豊中市
根無 堅次 100,000 泉大津市
佐沢 輝雄 300,000 東大阪市

圓尾耕一郎 100,000 神戸市
丹羽 一郎 100,000 奈良市
瀧川彌州男 100,000 大阪市
西岡 一郎 200,000 東大阪市
辻井 邦男 100,000 八尾市
鉄村 俊夫 100,000 東大阪市
中西 啓詞 100,000 八尾市
田中 俊子 100,000 東大阪市
地引 啓 100,000 東大阪市
雄谷 治男 250,000 東大阪市
橘 守 100,000 西宮市
辻花 栄蔵 100,000 大阪市
家亦 尚二 150,000 東大阪市
平居 祥憲 100,000 奈良市
吉田 武彦 250,000 東大阪市
長川 亘男 250,000 茨木市
大浜 進彦 100,000 東大阪市
森田 勇 100,000 奈良市
森田 繁 400,000 奈良市
藤井 弘一 100,000 生駒市
棚澤 肇 100,000 奈良県平群町
南埜 嘉成 100,000 東大阪市
岩本 義弘 100,000 大阪市
中澤 晴 100,000 吹田市
臼井 孝之 150,000 大阪市
松下 一治 200,000 東大阪市
藤川 恵 150,000 大阪市
塩川 鈴子 500,000 東大阪市
平川 巖 100,000 東大阪市
安田 嘉雄 100,000 西宮市
金山 英夫 100,000 東大阪市
年間五万円以下の
もの

8,260,000

（政治団体分）
近畿税理士政治連
盟

300,000 八尾市

全国公衆浴場業政
治連盟

300,000 千代田区

日本柔道整復師連
盟

1,000,000 台東区

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区
全国木材産業政治
連盟

300,000 千代田区

大阪府印刷関連産
業政治連盟

1,000,000 大阪市
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日本精神病院協会
政治連盟

300,000 都・港区

大阪府歯科医師連
盟

500,000 大阪市

政経同友会 100,000 千代田区
大阪府柔道整復師
政治連盟

1,000,000 大阪市

日販協政治連盟 100,000 都・中央区
６ 特定パーティーの概要
新春講演会と塩川
正十郎君を激励す
る会(1,800人)

36,060,000 大阪市
(前年収入額 0)

有志で塩川正十郎
代議士を激励する
会(1,500人)

15,470,000 大阪市
(前年収入額 0)

遠藤乙彦後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

遠藤 乙彦

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 13. 2.20

１ 収入総額 105,979,592

前年繰越額 3,879,612

本年収入額 102,099,980

２ 支出総額 97,113,651

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(316人) 2,168,000

寄附 69,929,000

政治団体分 69,929,000

借入金 30,000,000

遠藤 乙彦 30,000,000

その他の収入 2,980

一件十万円未満のもの 2,980

４ 支出の内訳
経常経費 49,330,390

人件費 15,668,000

光熱水費 535,712

備品・消耗品費 12,016,835

事務所費 21,109,843

政治活動費 47,783,261

組織活動費 2,884,950

選挙関係費 2,311,050

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,717,261

機関紙誌の発行事業費 7,959,210

宣伝事業費 3,758,051

調査研究費 531,222

その他の経費 30,338,778

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
公明党東京都本部 54,329,000 新宿区
東京はまよつ会 15,000,000 新宿区
公明党大田総支部 600,000 大田区
えんどう和良後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

遠藤 和良

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3. 6

１ 収入総額 11,012,662

前年繰越額 10,929,310

本年収入額 83,352

２ 支出総額 2,887,076

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2人) 20,000

寄附 45,000

個人分 45,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,000

催し物事業 15,000

その他の収入 3,352

一件十万円未満のもの 3,352

４ 支出の内訳
経常経費 1,464,526

人件費 10,000

備品・消耗品費 307,270

事務所費 1,147,256

政治活動費 1,422,550

組織活動費 919,400

機関紙誌の発行その他の事業
費

503,150

宣伝事業費 503,150

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

45,000

大石秀政後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大石 秀政

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.27

１ 収入総額 36,847,216

前年繰越額 29,786,743

本年収入額 7,060,473

２ 支出総額 36,847,216

３ 本年収入の内訳
寄附 6,000,000

政治団体分 6,000,000

その他の収入 1,060,473

建物共済解約払い戻し 1,059,972

一件十万円未満のもの 501

４ 支出の内訳
経常経費 8,885,222

光熱水費 634,228

備品・消耗品費 3,155,003

事務所費 5,095,991

政治活動費 27,961,994

組織活動費 6,141,994

調査研究費 120,000

寄附・交付金 21,700,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
近未来研究会 6,000,000 千代田区
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 13. 4. 2

１ 収入総額 4,084,769

前年繰越額 3,284,769

本年収入額 800,000

２ 支出総額 2,675,453

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 2,491,784

光熱水費 36,435

備品・消耗品費 280,463

事務所費 2,174,886

政治活動費 183,669

組織活動費 115,205

機関紙誌の発行その他の事業
費

57,464

機関紙誌の発行事業費 57,464

調査研究費 11,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大木 哲 800,000 横浜市
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

報告年月日 13. 2. 6

１ 収入総額 2,311,343

前年繰越額 981,219

本年収入額 1,330,124

２ 支出総額 2,268,445

３ 本年収入の内訳
寄附 1,330,000

個人分 1,330,000

その他の収入 124

一件十万円未満のもの 124

４ 支出の内訳
経常経費 1,629,346

備品・消耗品費 156,262

事務所費 1,473,084

政治活動費 639,099

組織活動費 585,099

調査研究費 54,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐々木史郎 120,000 品川区
石神 誠 60,000 堺市
渕上 O蔵 120,000 福岡市
馬渕 健一 600,000 松戸市
平居 祥憲 120,000 奈良市
高橋 季義 60,000 西宮市
年間五万円以下の
もの

250,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
林 寛子 3,000,000

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 13. 3.23

１ 収入総額 32,933,599

前年繰越額 11,472,181
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本年収入額 21,461,418

２ 支出総額 24,919,744

３ 本年収入の内訳
寄附 1,281,000

個人分 1,281,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,127,130

機関紙誌購読料 9,024,145

ＯＡＫ・ＴＲＥＥフォレスト
参加費

8,674,630

ＯＡＫ・ＴＲＥＥフォレスト
勉強会

2,428,355

その他の収入 53,288

一件十万円未満のもの 53,288

４ 支出の内訳
経常経費 5,030,814

人件費 1,462,000

光熱水費 783,100

備品・消耗品費 923,714

事務所費 1,862,000

政治活動費 19,888,930

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,994,230

機関紙誌の発行事業費 9,810,428

宣伝事業費 327,600

その他の事業費 3,856,202

寄附・交付金 5,894,700

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉本 成寿 240,000 東予市
篠倉 正信 500,000 渋谷区
上甲美代子 100,000 堺市
年間五万円以下の
もの

441,000

大欅会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩崎 純三

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 13. 2.21

１ 収入総額 5,909,420

前年繰越額 1,909,420

本年収入額 4,000,000

２ 支出総額 5,909,420

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 4,109,420

人件費 4,100,000

備品・消耗品費 9,420

政治活動費 1,800,000

寄附・交付金 1,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
真島 俊英 1,500,000 宇都宮市
小平 真一 1,500,000 宇都宮市
青木 勲 1,000,000 宇都宮市
大阪政治経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

東 武

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 13. 3.19

１ 収入総額 1,452,100

前年繰越額 232,100

本年収入額 1,220,000

２ 支出総額 1,436,100

３ 本年収入の内訳
寄附 1,220,000

個人分 1,220,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,436,100

人件費 450,000

光熱水費 120,600

備品・消耗品費 487,500

事務所費 378,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
栗岡 良幸 500,000 生駒市
年間五万円以下の
もの

720,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
東 武 6,350,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 15,909,715

前年繰越額 1,994,068

本年収入額 13,915,647

２ 支出総額 7,274,068

３ 本年収入の内訳
寄附 13,915,000

個人分 2,225,000

政治団体分 11,690,000

その他の収入 647

一件十万円未満のもの 647

４ 支出の内訳
政治活動費 7,274,068

寄附・交付金 7,274,068

５ 寄附の内訳
（個人分）
中川 正夫 60,000 富士見市
中川 潤士 60,000 横浜市
西力 重 500,000 松浦市
武尾 亨 60,000 練馬区
年間五万円以下の
もの

1,545,000

（政治団体分）
慶龍会 200,000 都・港区
日本自動車整備政
治連盟

300,000 都・港区

自由民主党青森県
第三選挙区支部

8,000,000 八戸市

自由民主党青森県
支部連合会

1,000,000 青森市

年間五万円以下の
もの

2,190,000

合馬敬後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

合馬 敬

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 13. 3.29

１ 収入総額 1,255,195

前年繰越額 1,255,013

本年収入額 182

２ 支出総額 1,219,644

３ 本年収入の内訳
その他の収入 182

一件十万円未満のもの 182

４ 支出の内訳
経常経費 1,219,644

人件費 720,000

光熱水費 124,400

備品・消耗品費 109,824

事務所費 265,420

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 13. 3.13

１ 収入総額 9,382,242

前年繰越額 75,856

本年収入額 9,306,386

２ 支出総額 9,170,374

３ 本年収入の内訳
寄附 9,300,000

個人分 9,300,000

その他の収入 6,386

一件十万円未満のもの 6,386

４ 支出の内訳
経常経費 3,764,480

人件費 1,776,813

光熱水費 323,008

備品・消耗品費 667,833

事務所費 996,826

政治活動費 5,405,894

組織活動費 4,090,727

調査研究費 385,106

寄附・交付金 800,000

その他の経費 130,061

５ 寄附の内訳
（個人分）
安藤悦之助 120,000 浜田市
石木 静都 440,000 広島市
石原 正昭 120,000 松江市
伊藤 延夫 240,000 益田市
伊原 政勝 120,000 浜田市
今岡 裕統 120,000 島根県佐田町
植田 秀 120,000 浜田市
上田 幹也 480,000 広島市
牛尾 俊仁 120,000 島根県弥栄村
牛尾 義嗣 120,000 松江市
大谷泰一郎 120,000 島根県三隅町
大畑 悦治 120,000 益田市
大畑 清美 130,000 益田市
大場 敏江 120,000 島根県三隅町
岡田 頼明 120,000 島根県三隅町
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岡村 宏 130,000 島根県旭町
岡本 久幸 110,000 江津市
沖野 悟 120,000 浜田市
奥井 康之 240,000 江津市
小野 宏 130,000 島根県柿木村
大田 肇雄 100,000 浜田市
勝田 二夫 130,000 浜田市
亀本 信自 120,000 浜田市
川上兼次郎 120,000 江津市
川副 久大 120,000 松江市
川村 松司 120,000 島根県旭町
木村八重子 120,000 島根県三隅町
倉本 給都 120,000 浜田市
河野 利治 240,000 島根県三隅町
河野 弘幸 130,000 浜田市
児玉 安雄 120,000 江津市
西行 修 120,000 益田市
佐々木 亨 120,000 島根県金城町
佐々木忠信 100,000 浜田市
白川 裕明 120,000 浜田市
宅和 幸吉 120,000 松江市
筑後 昭治 120,000 松江市
戸倉 隆夫 120,000 浜田市
登田 克己 240,000 浜田市
中嶋 卓哉 120,000 浜田市
中田 進 120,000 浜田市
中田 哲徳 120,000 島根県金城町
梨木 将良 110,000 島根県金城町
南條 隆雄 120,000 浜田市
野村喜代志 120,000 益田市
萩尾 利勝 440,000 東広島市
橋本 立一 120,000 浜田市
花岡 勇男 120,000 島根県金城町
花木 安治 120,000 江津市
浜岡 功一 120,000 益田市
久永 道明 140,000 島根県旭町
藤井 洋 240,000 益田市
藤井 誠 120,000 浜田市
藤田 稔幸 120,000 島根県金城町
堀脇 宏 110,000 浜田市
前崎 茂夫 130,000 島根県三隅町
前田 冨雄 120,000 島根県匹見町
三浦 道憲 120,000 浜田市
宮地 正浩 120,000 益田市
村田 博美 120,000 松江市
毛利 建進 120,000 島根県金城町

森 詔司 120,000 浜田市
渡部南進男 120,000 益田市
和田 要助 120,000 浜田市
年間五万円以下の
もの

10,000

岡田克也君を支援する会
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 13. 3. 1

１ 収入総額 23,741,470

前年繰越額 15,006,041

本年収入額 8,735,429

２ 支出総額 23,485,763

３ 本年収入の内訳
寄附 8,730,000

個人分 230,000

政治団体分 8,500,000

その他の収入 5,429

一件十万円未満のもの 5,429

４ 支出の内訳
経常経費 8,197,103

人件費 8,188,703

事務所費 8,400

政治活動費 15,288,660

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,288,660

宣伝事業費 6,288,660

寄附・交付金 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 俊平 200,000 三重県菰野町
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
新世紀フォーラム 8,500,000 世田谷区
岡部農政研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡部 三郎

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 13. 1.11

１ 収入総額 14,017,235

前年繰越額 14,002,070

本年収入額 15,165

２ 支出総額 9,039,367

３ 本年収入の内訳
その他の収入 15,165

一件十万円未満のもの 15,165

４ 支出の内訳
経常経費 8,749,367

人件費 540,000

備品・消耗品費 797,576

事務所費 7,411,791

政治活動費 290,000

組織活動費 290,000

小川博之後援会「博友会」
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小川 博之

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 13. 3.13

１ 収入総額 1,969,503

前年繰越額 410,503

本年収入額 1,559,000

２ 支出総額 1,940,895

３ 本年収入の内訳
寄附 1,559,000

個人分 1,279,000

団体分 280,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,471,234

人件費 594,000

光熱水費 138,234

備品・消耗品費 430,883

事務所費 308,117

政治活動費 469,661

組織活動費 409,655

調査研究費 60,006

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀 恭幸 180,000 島根県日原町
辻野 正幸 120,000 浜田市
梨木 将良 110,000 島根県金城町
玉野 学 120,000 浜田市
鎌田 賢二 110,000 浜田市
田中 敏勝 180,000 浜田市
年間五万円以下の
もの

459,000

（団体分）

年間五万円以下の
もの

280,000

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 13. 1.31

１ 収入総額 40,198,504

前年繰越額 8,178,144

本年収入額 32,020,360

２ 支出総額 25,616,714

３ 本年収入の内訳
寄附 2,700,000

個人分 1,500,000

政治団体分 1,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,320,360

創造経済研究会新年会 2,420,180

第12回創造経済研究会 11,720,180

小沢鋭仁君の活躍に期待する
会

15,180,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,032,329

人件費 625,840

備品・消耗品費 2,004,077

事務所費 1,402,412

政治活動費 21,584,385

組織活動費 3,449,012

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,835,373

機関紙誌の発行事業費 1,800,000

政治資金パーティー開催事
業費

4,035,373

寄附・交付金 12,300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
鳥飼 重和 1,500,000 千代田区
（政治団体分）
小沢さきひとを育
てる会

1,200,000 甲府市

６ 特定パーティーの概要
第12回創造経済研
究会(750人)

11,720,180 都・港区
(前年収入額 0)
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小沢鋭仁君の活躍
に期待する会(950

人)

15,180,000 都・港区
(前年収入額 0)

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 13. 3.29

１ 収入総額 339,509,609

前年繰越額 276,147,607

本年収入額 63,362,002

２ 支出総額 95,853,224

３ 本年収入の内訳
寄附 21,490,000

個人分 6,140,000

政治団体分 15,350,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,700,000

バトルトーク2000日本の明日
をどう創る

41,700,000

その他の収入 172,002

一件十万円未満のもの 172,002

４ 支出の内訳
経常経費 24,934,345

光熱水費 590,479

備品・消耗品費 4,036,358

事務所費 20,307,508

政治活動費 70,918,879

組織活動費 18,613,085

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,935,266

機関紙誌の発行事業費 626,049

宣伝事業費 21,000

政治資金パーティー開催事
業費

11,288,217

調査研究費 70,528

寄附・交付金 40,000,000

その他の経費 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
牧野 礼子 1,500,000 宇都宮市
牧野 容子 500,000 都・港区
青木 信也 250,000 栃木県壬生町
福田 穂 100,000 栃木県壬生町
尾崎 喜宥 150,000 足立区

野田 謙二 100,000 都・中央区
園田直飛人 300,000 目黒区
藤澤 嘉明 200,000 練馬区
山本 硬 200,000 八千代市
大森喜太郎 500,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

2,340,000

（政治団体分）
明風会 500,000 千代田区
政経政策研究会 5,000,000 新宿区
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

自由民主党栃木県
第三選挙区支部

7,000,000 栃木県西那須
野町

日本商工連盟 500,000 都・中央区
ＴＫＣ全国政経研
究会

200,000 新宿区

よこはま同人会 850,000 横浜市
６ 特定パーティーの概要
バトルトーク2000

日本の明日をどう
創る(727人)

41,700,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
バトルトーク2000日本の明日をどう創る
（団体からの対価の支払）
両毛通商j 400,000 館林市

(前年支払額 0)

日本トーターj 1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

岩原産業j 800,000 宇都宮市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
平成の会 500,000 豊島区

(前年支払額 0)

日本医師連盟 500,000 文京区
(前年支払額 0)

政経政策研究会 1,000,000 新宿区
(前年支払額 0)

喜世会 1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

明風会 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

平沼会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

温政会（海老原義彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

海老原義彦

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 13. 2. 2

１ 収入総額 12,154,836

前年繰越額 10,632,138

本年収入額 1,522,698

２ 支出総額 3,724,280

３ 本年収入の内訳
寄附 1,520,000

個人分 500,000

政治団体分 1,020,000

その他の収入 2,698

一件十万円未満のもの 2,698

４ 支出の内訳
経常経費 1,800,540

備品・消耗品費 687,107

事務所費 1,113,433

政治活動費 1,923,740

組織活動費 1,871,504

調査研究費 52,236

５ 寄附の内訳
（個人分）
海老原元彦 500,000 世田谷区
（政治団体分）
志帥会 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

20,000

温政会（小林 温）
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 13. 2.28

１ 収入総額 10,000,000

本年収入額 10,000,000

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 10,000,000

個人分 10,000,000

４ 寄附の内訳
（個人分）
小林 温 10,000,000 横浜市

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 4,620,000

本年収入額 4,620,000

２ 支出総額 4,620,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,620,000

個人分 1,520,000

政治団体分 3,100,000

４ 支出の内訳
政治活動費 4,620,000

寄附・交付金 4,620,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
富家 咲子 500,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

1,020,000

（政治団体分）
民主党 3,100,000 千代田区
改革政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿曽 重樹

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 13. 3.22

１ 収入総額 0

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

井上 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 13. 3.26

１ 収入総額 20,853,060

前年繰越額 14,918,782

本年収入額 5,934,278

２ 支出総額 18,315,908

３ 本年収入の内訳
寄附 5,930,000

個人分 5,930,000

その他の収入 4,278

一件十万円未満のもの 4,278
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４ 支出の内訳
経常経費 14,122

事務所費 14,122

政治活動費 18,301,786

組織活動費 10,980,156

選挙関係費 7,321,630

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

5,930,000

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 13. 3.21

１ 収入総額 231,941,769

前年繰越額 139,999,258

本年収入額 91,942,511

２ 支出総額 84,229,302

３ 本年収入の内訳
寄附 33,310,155

個人分 14,250,000

政治団体分 19,060,155

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

54,990,000

海部俊樹政経セミナー 6,340,000

海部俊樹政策研究会政経セミ
ナー（計２回）

48,650,000

その他の収入 3,642,356

部屋代賃料 3,600,000

一件十万円未満のもの 42,356

４ 支出の内訳
経常経費 49,829,068

人件費 21,439,077

光熱水費 574,379

備品・消耗品費 3,407,595

事務所費 24,408,017

政治活動費 34,400,234

組織活動費 10,227,835

選挙関係費 887,922

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,949,526

宣伝事業費 7,132,753

政治資金パーティー開催事
業費

5,816,773

調査研究費 234,951

寄附・交付金 10,100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
橋本 雅夫 100,000 熊谷市
黒川 道江 60,000 名古屋市
中林 典夫 60,000 名古屋市
岩田 孝 60,000 名古屋市
岡田 芳男 60,000 名古屋市
牧野 忠明 1,500,000 豊島区
牧野 幸子 1,500,000 豊島区
井潟 克巳 60,000 名古屋市
八木 正之 60,000 名古屋市
田中 資三 1,000,000 箕面市
吉田 貫一 100,000 北九州市
松本 彦 1,500,000 世田谷区
ˆ野 将弘 200,000 世田谷区
安田 甫 1,000,000 名古屋市
岡田 英彦 60,000 名古屋市
香田 慎二 1,500,000 名古屋市
小野千鶴子 1,500,000 三重県長島町
鏡味順一郎 60,000 名古屋市
小野 茂勝 60,000 名古屋市
日住 信英 1,500,000 名古屋市
宮地 正一 1,500,000 日進市
藤田 良博 60,000 名古屋市
中村 昭 60,000 名古屋市
田島 幸昌 60,000 名古屋市
綿野 憲治 240,000 豊島区
大内 一郎 290,000 東松山市
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
自由党愛知県第９
総支部

8,435,155 稲沢市

保守党愛知県第９
総支部

10,625,000 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12年７月17

日開催）(332人)

23,390,000 都・港区
(前年収入額 0)

海部俊樹政策研究
会政経セミナー
（平成12年11月10

日開催）(352人)

25,260,000 都・港区
(前年収入額 0)

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12年７
月17日開催）
（団体からの対価の支払）
j仲村工業 300,000 板橋区

(前年支払額 0)

有明電設j 400,000 名古屋市
(前年支払額 0)

米常商事j 1,500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

米常ライス販売j 500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

海部俊樹政策研究会政経セミナー（平成12年11

月10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

(前年支払額 0)

f商工センター 500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

日本通信高知f 500,000 高知市
(前年支払額 0)

米常商事j 1,500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

米常ライス販売j 500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（預金等）

101,530,845

下越政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

白沢 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 13. 1.17

１ 収入総額 898,833

前年繰越額 148,774

本年収入額 750,059

２ 支出総額 898,833

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(150人) 750,000

その他の収入 59

一件十万円未満のもの 59

４ 支出の内訳
経常経費 48,833

事務所費 48,833

政治活動費 850,000

寄附・交付金 850,000

鍵田節哉を支援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鍵田 節哉

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 13. 3.30

１ 収入総額 8,398,478

前年繰越額 4,198,478

本年収入額 4,200,000

２ 支出総額 2,922,692

３ 本年収入の内訳
寄附 4,200,000

政治団体分 4,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 20,737

事務所費 20,737

政治活動費 2,901,955

組織活動費 2,641,245

選挙関係費 160,710

寄附・交付金 100,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 1,000,000 千代田区
ＪＡＭ政治連盟 1,000,000 都・港区
大阪民社協会 200,000 大阪市
民主党衆議院近畿
ブロック比例区第
１総支部

2,000,000 大阪市

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 13. 2. 6

１ 収入総額 4,357,250

前年繰越額 366,677

本年収入額 3,990,573

２ 支出総額 4,022,816

３ 本年収入の内訳
寄附 3,990,000

個人分 1,280,000

政治団体分 2,710,000

その他の収入 573

一件十万円未満のもの 573

４ 支出の内訳
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経常経費 1,638,559

人件費 107,500

備品・消耗品費 920,047

事務所費 611,012

政治活動費 2,384,257

組織活動費 2,145,842

機関紙誌の発行その他の事業
費

186,325

宣伝事業費 186,325

調査研究費 52,090

５ 寄附の内訳
（個人分）
湊 正剛 70,000 和歌山県吉備

町
安永 良子 120,000 都・港区
福本 武 120,000 和歌山県白浜

町
福本 悦子 120,000 和歌山県白浜

町
半羽 康子 110,000 和歌山市
宮川 晋 240,000 都・小笠原村
村木 岑生 60,000 日野市
四方 利勝 60,000 渋谷区
赤松 正夫 120,000 横浜市
武内 義弘 60,000 和歌山県吉備

町
年間五万円以下の
もの

200,000

（政治団体分）
和歌山新政治経済
研究会

240,000 和歌山市

自由党参議院選挙
区和歌山県第１総
支部

470,000 和歌山市

保守党参議院選挙
区和歌山県第１総
支部

2,000,000 和歌山市

６ 資産等の内訳
（借入金）
鶴保 光男 2,000,000

岳進会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

斉藤 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 13. 3.26

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

岳友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木宮 岳志

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 13. 3.23

１ 収入総額 387,723

前年繰越額 387,552

本年収入額 171

２ 支出総額 236,907

３ 本年収入の内訳
その他の収入 171

一件十万円未満のもの 171

４ 支出の内訳
政治活動費 236,907

寄附・交付金 236,907

霞見會
資金管理団体の届出をした
者の氏名

二見 伸明

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 13. 3. 1

１ 収入総額 3,039,336

前年繰越額 2,658,248

本年収入額 381,088

２ 支出総額 3,039,336

３ 本年収入の内訳
寄附 346,750

個人分 131,000

政治団体分 215,750

その他の収入 34,338

一件十万円未満のもの 34,338

４ 支出の内訳
経常経費 546,814

人件費 198,052

備品・消耗品費 206,118

事務所費 142,644

政治活動費 2,492,522

組織活動費 84,369

寄附・交付金 2,408,153

５ 寄附の内訳
（個人分）
濱田 芳郎 100,000 中野区

年間五万円以下の
もの

31,000

（政治団体分）
衆議院比例区北関
東第２総支部

215,750 土浦市

「風」のフォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

肥田美代子

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 13. 4. 2

１ 収入総額 300,000

本年収入額 300,000

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

個人分 300,000

４ 寄附の内訳
（個人分）
松居 直 60,000 杉並区
相賀 昌宏 120,000 千代田区
笠原 良郎 120,000 世田谷区
片上公人後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片上 公人

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 13. 3.23

１ 収入総額 16,643

前年繰越額 16,643

２ 支出総額 0

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 13. 3.30

１ 収入総額 79,207,325

前年繰越額 73,499,713

本年収入額 5,707,612

２ 支出総額 51,100,319

３ 本年収入の内訳
寄附 5,640,000

個人分 1,040,000

政治団体分 4,600,000

その他の収入 67,612

一件十万円未満のもの 67,612

４ 支出の内訳
経常経費 6,568,274

人件費 4,020,060

備品・消耗品費 1,135,412

事務所費 1,412,802

政治活動費 44,532,045

組織活動費 3,932,393

調査研究費 43,810

寄附・交付金 40,555,842

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,040,000

（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
岡山県農政連盟 300,000 岡山市
岡山県不動産協会
政治連盟

300,000 岡山市

自由民主党岡山県
参議院選挙区第二
支部

2,000,000 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 13. 3.30

１ 収入総額 135,592,846

前年繰越額 89,789,322

本年収入額 45,803,524

２ 支出総額 41,006,667

３ 本年収入の内訳
寄附 12,959,327

個人分 9,079,327

政治団体分 3,880,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

32,779,160

九州沖縄サミット報告会 32,369,160

新春の集い 410,000

その他の収入 65,037

一件十万円未満のもの 65,037

４ 支出の内訳
経常経費 20,712,520

人件費 6,392,923

光熱水費 701,328
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備品・消耗品費 5,081,944

事務所費 8,536,325

政治活動費 20,294,147

組織活動費 3,510,377

選挙関係費 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,723,970

宣伝事業費 1,006,361

政治資金パーティー開催事
業費

10,546,722

その他の事業費 170,887

調査研究費 59,800

５ 寄附の内訳
（個人分）
栗岡 博良 500,000 生駒市
原田 久男 70,000 生駒市
上川惠美子 250,000 神戸市
上川庄二郎 250,000 神戸市
中津 博行 100,000 大和郡山市
岡田 諒 100,000 大和郡山市
高田 昌彦 200,000 桜井市
永田 正利 200,000 御所市
伊瀬 敏郎 300,000 大和高田市
尾上 隆彦 120,000 東大阪市
尾上 隆厚 90,000 東大阪市
尾上 友厚 90,000 東大阪市
小島 重喜 100,000 松本市
上武 正昭 100,000 生駒市
上田 悟 100,000 奈良県斑鳩町
植田 忠行 100,000 奈良県王寺町
糸井 俊之 100,000 生駒市
久保 昌城 100,000 生駒市
林 昌弘 300,000 生駒市
尾上 良子 75,000 東大阪市
尾上由依子 75,000 東大阪市
尾上 清美 75,000 東大阪市
尾上シズヱ 75,000 東大阪市
滝 実 3,493,327 生駒市
口村 隆司 500,000 川西市
年間五万円以下の
もの

1,616,000

（政治団体分）
奈良県医師連盟 1,000,000 橿原市
奈良県農協農政連
盟

500,000 奈良市

ＴＫＣ全国政経研
究会

200,000 新宿区

全日本不動産政治
連盟

100,000 奈良市

日本看護連盟奈良
県支部

200,000 橿原市

全国公衆浴場政治
連盟

500,000 千代田区

奈良県旅館政治連
盟

100,000 奈良市

道路運送経営研究
会

500,000 新宿区

近畿税理士政治連
盟

400,000 大阪市

新政治問題研究会 200,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

180,000

６ 特定パーティーの概要
九州沖縄サミット
報告会(712人)

32,369,160 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
九州沖縄サミット報告会
（団体からの対価の支払）
小山j 300,000 奈良市

(前年支払額 0)

口村設計コンサル
タント

1,500,000 奈良市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
自由民主党生駒支
部

250,000 生駒市
(前年支払額 0)

自由民主党奈良県
大樹支部

300,000 奈良県天川村
(前年支払額 0)

奈良県医師連盟 300,000 橿原市
(前年支払額 0)

自由民主党奈良県
歯科医師会支部

500,000 奈良市
(前年支払額 0)

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 13. 3. 5

１ 収入総額 8,300,000

本年収入額 8,300,000

２ 支出総額 8,300,000

３ 本年収入の内訳

寄附 8,300,000

政治団体分 8,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,998,985

備品・消耗品費 988,600

事務所費 1,010,385

政治活動費 6,301,015

機関紙誌の発行その他の事業
費

236,880

宣伝事業費 236,880

寄附・交付金 6,064,135

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
新世紀クラブ 3,800,000 札幌市
公明党 4,500,000 新宿区
６ 資産等の内訳
（借入金）
加藤 修一 8,050,000

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 13. 3.19

１ 収入総額 76,117,345

前年繰越額 30,624,529

本年収入額 45,492,816

２ 支出総額 46,358,383

３ 本年収入の内訳
寄附 30,410,000

個人分 16,430,000

政治団体分 13,980,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,080,000

二十一世紀活充フォーラム
(計４回)

15,080,000

その他の収入 2,816

一件十万円未満のもの 2,816

４ 支出の内訳
経常経費 7,372,069

人件費 75,840

備品・消耗品費 3,727,959

事務所費 3,568,270

政治活動費 38,986,314

組織活動費 9,556,620

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,179,694

宣伝事業費 833,456

政治資金パーティー開催事
業費

3,346,238

調査研究費 220,000

寄附・交付金 25,030,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
今田美千子 100,000 広島市
大森 政弘 100,000 広島県安浦町
和泉 明 1,500,000 広島市
弓倉 礼一 1,000,000 鎌倉市
平田 文孝 1,000,000 廿日市市
大野 誠治 1,000,000 練馬区
大竹 美喜 400,000 板橋区
田丸 正典 500,000 調布市
濱岡 平一 100,000 大田区
福井弥一郎 100,000 東大阪市
増田 保男 100,000 豊中市
中田 清和 80,000 呉市
山口 信夫 1,000,000 世田谷区
石川 正三 170,000 新宿区
亀井夫佐子 1,500,000 広島県東城町
亀井 郁夫 6,000,000 広島県東城町
榊原 輝 100,000 多摩市
年間五万円以下の
もの

1,680,000

（政治団体分）
志帥会 13,980,000 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
二十一世紀活充フォーラム(平成12年５月31日
開催)

（団体からの対価の支払）
jサンエス 1,000,000 広島県神辺町

(前年支払額 0)

二十一世紀活充フォーラム(平成12年９月８日
開催)

（団体からの対価の支払）
広島郁弁会 700,000 広島市

(前年支払額 0)

７ 資産等の内訳
（借入金）
亀井 郁夫 30,000,000
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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 13. 3.15

１ 収入総額 1,119,142,528

前年繰越額 890,645,528

本年収入額 228,497,000

２ 支出総額 415,633,539

３ 本年収入の内訳
寄附 228,452,000

個人分 34,222,000

政治団体分 194,230,000

その他の収入 45,000

一件十万円未満のもの 45,000

４ 支出の内訳
経常経費 115,867,199

人件費 71,764,419

光熱水費 2,879,809

備品・消耗品費 4,468,857

事務所費 36,754,114

政治活動費 299,766,340

組織活動費 189,095,987

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,470,353

宣伝事業費 9,470,353

寄附・交付金 101,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小野 幸雄 1,500,000 横浜市
平本 将人 1,500,000 広島市
梅田 嘉明 1,500,000 横浜市
政山 功一 260,000 大阪市
南 建一 500,000 京都市
伊沢 陽一 120,000 世田谷区
上野 信男 120,000 横浜市
牛木 章 120,000 品川区
岡村 洋次 120,000 文京区
河本 豊 120,000 千葉市
菊地 和海 120,000 市川市
栗原 雄一 120,000 行田市
小島 武 120,000 千葉市
小林 將美 120,000 墨田区
佐々木 寛 120,000 上尾市
鈴木 強 120,000 成田市

高橋与七郎 120,000 横浜市
多々木敏男 120,000 加須市
長 秀夫 120,000 三郷市
中島 要造 120,000 旭川市
星野 洋典 120,000 柏市
正村 守夫 120,000 足立区
渡部 貞良 120,000 昭島市
中山不二三 500,000 札幌市
金澤 幸雄 1,500,000 目黒区
宮坂 寿文 500,000 帯広市
田畑 光行 240,000 札幌市
冲永 莊一 1,500,000 品川区
冲永恵津子 1,500,000 品川区
永山 倫久 1,000,000 杉並区
永山 和正 1,000,000 杉並区
永山 吉則 300,000 杉並区
川路 耕一 200,000 都・港区
村上 久広 100,000 新宿区
久保 勝長 100,000 新宿区
山本 尚之 100,000 世田谷区
村上 弘 100,000 名古屋市
佐藤 一義 100,000 浦安市
相模 賢一 100,000 川崎市
大竹 美喜 120,000 板橋区
堀 洋 500,000 千葉市
松井祥一郎 500,000 福井市
三島 知和 100,000 大田区
市原 美郎 100,000 世田谷区
岡部 純一 100,000 川崎市
児谷 美明 100,000 横浜市
三枝 芳彦 100,000 盛岡市
高瀬 秀常 100,000 船橋市
大場 幸夫 100,000 金沢市
橋村 精啓 100,000 都・府中市
高橋 脩 100,000 柏市
森 孝 100,000 新座市
青木 朗 500,000 川崎市
宇井 正一 500,000 杉並区
川中 康雄 100,000 新宿区
田丸 敬己 70,000 川崎市
野田 謙二 500,000 都・港区
宇都宮 敬 120,000 世田谷区
内海 登 120,000 東大阪市
梅田 一成 120,000 熊本県竜北町
大野 重美 120,000 広島市
岡崎 彰文 120,000 中野区

小川 正雄 120,000 広島市
尾崎 尚忠 120,000 広島市
鬼塚 忠光 120,000 広島市
加藤 秀三 120,000 出雲市
河野 義明 120,000 広島市
木村 祐次 120,000 広島市
小森 孝男 120,000 広島市
佐々木 順 120,000 武蔵野市
砂田 輝男 120,000 広島市
関下 昇 120,000 千葉県酒々井

町
高木 克 120,000 広島市
土井 幸夫 120,000 広島市
長岡 恵紀 120,000 子市
長峰 巌 120,000 広島市
百武 八郎 120,000 広島市
藤門 駿一 120,000 千葉市
三木 雅夫 120,000 世田谷区
宮本 一彦 120,000 福山市
山本 友三 120,000 和光市
四本 功 120,000 川口市
和泉 明 1,500,000 広島市
新山 勝義 200,000 広島県甲田町
福島 偉人 200,000 三原市
中村 隆幸 60,000 福岡県志免町
中村 通敏 60,000 福岡市
永田 秀二 60,000 筑紫野市
野田 正述 60,000 大野城市
羽田野 隆 60,000 春日市
早瀬 信孝 60,000 大野城市
福田 勝 60,000 福岡市
福富 年明 60,000 春日市
藤吉 照男 60,000 太宰府市
宮崎 辰雄 60,000 福岡市
山口 征行 60,000 佐賀市
山本 真一 60,000 熊本県泗水町
飯田 昭信 60,000 福岡県杷木町
飯塚 誠治 60,000 大野城市
井崎 孝行 60,000 福岡市
伊東 秀隆 60,000 大野城市
上野 繁久 60,000 太宰府市
植木 松弘 60,000 福岡県宇美町
内田 実 60,000 福岡市
浦田 俊裕 60,000 福岡市
江藤 理 60,000 福岡市

大園 正義 60,000 福岡県那珂川
町

大村 幸雄 60,000 宗像市
梶原 道太 60,000 福岡県桂川町
門田 陽 60,000 福岡市
神上園良一 60,000 長崎県飯盛町
川上 義昭 60,000 筑紫野市
菊永 義正 60,000 大野城市
木村麟太郎 60,000 福岡市
黒木 敦 60,000 古賀市
近藤 俊忠 60,000 福岡市
柴 拓海 60,000 荒尾市
白石 豊彦 60,000 小郡市
進登 保之 60,000 筑紫野市
直江 義清 60,000 筑紫野市
澤野 妙子 100,000 札幌市
今西 三則 300,000 門真市
梶山 進 100,000 新宿区
鷲見 孝史 360,000 福岡市
中川 顯助 200,000 横浜市
長岡 敏満 500,000 新宿区
村尾 洋造 100,000 世田谷区
沼田 義信 120,000 広島市
松島 秀雄 120,000 広島市
八田 歳郎 500,000 京都市
有田 伸治 360,000 広島県大野町
奥村 康 80,000 千葉市
家田 輝夫 300,000 名古屋市
堀田 武治 250,000 名古屋市
山田 茂夫 250,000 名古屋市
豊島眞澄夫 150,000 広島市
年間五万円以下の
もの

3,382,000

（政治団体分）
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
甲静会 10,000,000 神戸市
道路運送経営研究
会

1,500,000 新宿区

日本歯科技工士連
盟

2,000,000 新宿区

日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
日本精神病院協会
政治連盟

3,000,000 都・港区

広島県ＪＡ政策研
究会

300,000 広島市

平成の会 5,000,000 豊島区
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志帥会 80,430,000 千代田区
ＰＡＳＳＰＩＴ21 20,000,000 千代田区
自由民主党広島県
第六選挙区支部

70,000,000 尾道市

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 10,000,000

本年収入額 10,000,000

２ 支出総額 120,000

３ 本年収入の内訳
寄附 10,000,000

政治団体分 10,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 120,000

寄附・交付金 120,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由党衆議院比例
区東北第３総支部

10,000,000 岩手県胆沢町

川橋幸子政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川橋 幸子

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 13. 3.29

１ 収入総額 17,362,054

前年繰越額 3,119,498

本年収入額 14,242,556

２ 支出総額 13,845,904

３ 本年収入の内訳
寄附 13,486,677

個人分 11,086,677

（うち特定寄附） 10,986,677

政治団体分 2,400,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

514,000

出版物 514,000

その他の収入 241,879

契約保証金 200,000

一件十万円未満のもの 41,879

４ 支出の内訳
経常経費 5,042,763

人件費 2,526,586

光熱水費 93,849

備品・消耗品費 489,732

事務所費 1,932,596

政治活動費 8,803,141

組織活動費 3,186,078

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,743,795

機関紙誌の発行事業費 1,741,295

宣伝事業費 2,500

調査研究費 876,268

寄附・交付金 2,997,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…川橋 幸子 10,986,677 板橋区
近藤 順子 100,000 横浜市
（政治団体分）
民主党 2,400,000 千代田区
環境クリーンエネルギー研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 昌孝

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 13. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3. 9

１ 収入総額 2,964,468

前年繰越額 84,468

本年収入額 2,880,000

２ 支出総額 1,031,032

３ 本年収入の内訳
寄附 2,880,000

個人分 680,000

政治団体分 2,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 428,813

備品・消耗品費 172,629

事務所費 256,184

政治活動費 602,219

組織活動費 602,219

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 武雄 500,000 江東区
間野 猛 150,000 蕨市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
民主党 200,000 千代田区
民主党千葉県第８
区総支部

2,000,000 柏市

６ 資産等の内訳
（借入金）
長浜 博行 14,500,000

環境平和ファンド
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高見 裕一

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 13. 3.30

１ 収入総額 367,937

前年繰越額 367,931

本年収入額 6

２ 支出総額 357,358

３ 本年収入の内訳
その他の収入 6

一件十万円未満のもの 6

４ 支出の内訳
政治活動費 357,358

組織活動費 357,358

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 13. 3.23

１ 収入総額 6,338,943

前年繰越額 3,190,908

本年収入額 3,148,035

２ 支出総額 6,296,875

３ 本年収入の内訳
寄附 3,148,035

政治団体分 3,148,035

４ 支出の内訳
経常経費 812,400

人件費 812,400

政治活動費 5,484,475

組織活動費 484,475

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由党大阪府第19

総支部
3,148,035 泉南市

関西政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塩田 晋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.26

１ 収入総額 7,385,091

前年繰越額 4,735,091

本年収入額 2,650,000

２ 支出総額 7,226,723

３ 本年収入の内訳
寄附 2,650,000

個人分 2,650,000

４ 支出の内訳
経常経費 564,412

備品・消耗品費 459,612

事務所費 104,800

政治活動費 6,662,311

調査研究費 62,311

寄附・交付金 6,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岩本 年弘 1,000,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

1,650,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 9,581,525

前年繰越額 6,310,325

本年収入額 3,271,200

２ 支出総額 6,605,093

３ 本年収入の内訳
寄附 3,269,580

個人分 390,000

政治団体分 2,879,580

その他の収入 1,620
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一件十万円未満のもの 1,620

４ 支出の内訳
経常経費 2,907,117

人件費 2,175,000

光熱水費 202,774

備品・消耗品費 129,814

事務所費 399,529

政治活動費 3,697,976

組織活動費 1,407,956

機関紙誌の発行その他の事業
費

29,740

宣伝事業費 29,740

調査研究費 260,280

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

390,000

（政治団体分）
民主党大阪府総支
部連合会

690,000 大阪市

民主党大阪府第２
区総支部

2,189,580 大阪市

関西都市経営フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

生島 啓二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

守口市議会議員

報告年月日 13. 3.21

１ 収入総額 1,008,000

前年繰越額 708,000

本年収入額 300,000

２ 支出総額 500,000

３ 本年収入の内訳
寄附 300,000

個人分 300,000

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）
生島 肇 300,000 守口市
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 13. 3.22

１ 収入総額 109,427,106

前年繰越額 11,501,038

本年収入額 97,926,068

２ 支出総額 89,923,969

３ 本年収入の内訳
寄附 11,272,904

個人分 9,972,904

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

86,649,000

賀詞交歓会（計５回） 9,494,000

甘利明を囲む会（計３回） 67,400,000

甘利明特別セミナー 8,880,000

甘山会 875,000

その他の収入 4,164

一件十万円未満のもの 4,164

４ 支出の内訳
経常経費 25,002,154

人件費 2,747,280

光熱水費 505,282

備品・消耗品費 10,771,498

事務所費 10,978,094

政治活動費 64,921,815

組織活動費 37,219,264

機関紙誌の発行その他の事業
費

22,802,551

宣伝事業費 4,137,157

政治資金パーティー開催事
業費

9,854,857

その他の事業費 8,810,537

寄附・交付金 4,900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
杉山 宏 60,000 大和市
藤原 造 120,000 座間市
原田 弾 110,000 都・中央区
内藤 登明 1,500,000 座間市
青蔭 文雄 110,000 大和市
小田切 修 200,000 大和市
鈴木 正彦 120,000 相模原市
伊沢 潔 514,351 藤沢市
保田 政利 100,000 大和市
中村 哲夫 500,000 浦和市

松井 利夫 1,500,000 相模原市
松井 愛子 1,500,000 相模原市
金子 卓也 1,000,000 佐世保市
加藤 一郎 300,000 茅ヶ崎市
伊沢 興子 100,000 藤沢市
井上 穣 500,000 相模原市
井上 裕子 500,000 相模原市
大野 達男 200,000 神奈川県愛川

町
大野 テイ 300,000 神奈川県愛川

町
年間五万円以下の
もの

738,553

（政治団体分）
日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

６ 特定パーティーの概要
甘利明を囲む会
（東京）(1,585人)

31,700,000 千代田区
(前年収入額 0)

甘利明を囲む会
（横浜）(1,323人)

26,460,000 横浜市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
甘利明を囲む会（大阪）
（団体からの対価の支払）
積水ハウスj 1,000,000 大阪市

(前年支払額 0)

甘利明を囲む会（東京）
（個人からの対価の支払）
毒島 秀行 1,500,000 渋谷区

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jサンキョウ 1,500,000 渋谷区

(前年支払額 0)

fビーマーフ 1,500,000 豊島区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
全国産業廃棄物連
合会政治連盟

500,000 都・港区
(前年支払額 0)

日本商工連盟 240,000 都・中央区
(前年支払額 0)

日本医師連盟 400,000 文京区
(前年支払額 0)

（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）

豊明会中小企業政
治連盟

6,000,000 墨田区
(前年支払額 0)

甘利明を囲む会（横浜）
（団体からの対価の支払）
jユータカラヤ 500,000 藤沢市

(前年支払額 0)

優徳工業j 300,000 横浜市
(前年支払額 0)

j丸正産業 1,000,000 相模原市
(前年支払額 0)

j翔設計工房 500,000 都・港区
(前年支払額 0)

eオリエックス
チェーン

500,000 品川区
(前年支払額 0)

親栄興業j 1,000,000 海老名市
(前年支払額 0)

f都元商事 300,000 海老名市
(前年支払額 0)

j不二教育研究所 300,000 海老名市
(前年支払額 0)

大東電業j 500,000 都・港区
(前年支払額 0)

山王建設j 280,000 厚木市
(前年支払額 0)

j間瀬コンサルタ
ント

300,000 狛江市
(前年支払額 0)

jフクオカ食肉 300,000 横浜市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
神奈川県農政推進
政治連盟

300,000 横浜市
(前年支払額 0)

甘利明特別セミナー
（政治団体からの対価の支払）
j丸正産業 300,000 相模原市

(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 87,205,069

前年繰越額 4,021,341

本年収入額 83,183,728

２ 支出総額 78,543,698

３ 本年収入の内訳
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寄附 24,680,000

個人分 11,930,000

団体分 1,290,000

政治団体分 11,460,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

58,500,000

参議院議員倉田寛之と語る
「こころざし千里にあり」出
版の集い

58,500,000

その他の収入 3,728

一件十万円未満のもの 3,728

４ 支出の内訳
経常経費 20,302,801

人件費 13,408,000

光熱水費 302,000

備品・消耗品費 1,698,000

事務所費 4,894,801

政治活動費 58,240,897

組織活動費 12,399,483

機関紙誌の発行その他の事業
費

21,641,414

宣伝事業費 1,133,084

政治資金パーティー開催事
業費

20,508,330

寄附・交付金 24,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
永尾 鎮機 120,000 柏市
鎌形 正雄 750,000 佐原市
古谷 邦 250,000 千葉県松尾町
古谷 務 750,000 千葉県松尾町
広谷 忠彦 240,000 松戸市
江波戸雅美 500,000 八日市場市
高橋 紀夫 350,000 松戸市
高梨 喜好 100,000 浦安市
佐藤 肇 250,000 八日市場市
山下 秀一 250,000 千葉市
若梅 進 250,000 千葉県松尾町
勝股 省吾 250,000 八日市場市
勝股 隆雄 250,000 八日市場市
小高 成元 250,000 千葉県大網白

里町
小倉 孝 100,000 松戸市
赤井 文弥 500,000 練馬区
大倉 邦夫 500,000 松戸市
堤 仁 360,000 松戸市

渡辺 昭夫 250,000 習志野市
渡辺 和子 250,000 習志野市
藤井 公夫 500,000 八日市場市
矢野るり子 250,000 八街市
矢野 孝明 250,000 八街市
輪湖 信 60,000 船橋市
鈴木 一弥 500,000 八日市場市
鈴木 心一 250,000 東金市
飯塚 英悦 120,000 松戸市
廣川 清司 60,000 松戸市
鈴木 文夫 120,000 松戸市
野山 慶蔵 120,000 鎌ケ谷市
堀川 保吉 120,000 松戸市
平川 敏雄 120,000 松戸市
藤井 秀夫 120,000 松戸市
倉田 忠蔵 120,000 松戸市
斉藤 正和 120,000 船橋市
秋谷 澄子 120,000 松戸市
三品 忠生 120,000 松戸市
丸井 良介 120,000 文京区
外処 敏雄 120,000 船橋市
年間五万円以下の
もの

2,100,000

（団体分）
j芹澤ビル 60,000 松戸市
ノザキ建工j 60,000 千葉市
浦安建設業e 120,000 浦安市
明生情報ビジネス
専門学校

60,000 松戸市

セレモニーウェ
ディング

120,000 船橋市

j環境建設工業 60,000 福岡市
j創建 120,000 松戸市
f千代田家石材店 90,000 松戸市
f中野家石材店 60,000 松戸市
jゑびす家石材店 60,000 松戸市
j湯浅園 60,000 松戸市
j成巧園 60,000 松戸市
j小松家石材店 60,000 松戸市
j浅野工務店 60,000 松戸市
川光物産j 90,000 松戸市
f大野家石材店 60,000 松戸市
f鈴の家石材店 90,000 松戸市
（政治団体分）

自由民主党千葉県
参議院選挙区第二
支部

10,460,000 千葉市

志帥会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
参議院議員倉田寛
之と語る「こころ
ざし千里にあり」
出版の集い(1,300

人)

58,500,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
参議院議員倉田寛之と語る「こころざし千里に
あり」出版の集い
（個人からの対価の支払）
坂巻 義臣 1,000,000 柏市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
日本サービスj 400,000 松戸市

(前年支払額 0)

ミカワヤ 400,000 松戸市
(前年支払額 0)

杉浦商店 500,000 松戸市
(前年支払額 0)

豊四季霊園石材部 400,000 流山市
(前年支払額 0)

松戸遊技業防犯組
合

500,000 松戸市
(前年支払額 0)

g松戸市医師会 300,000 松戸市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
柏政経懇話会 300,000 柏市

(前年支払額 0)

環日本海政策研究会（関山 信之）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

関山 信之

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 13. 3.30

１ 収入総額 27,086,316

前年繰越額 1,526,744

本年収入額 25,559,572

２ 支出総額 15,650,680

３ 本年収入の内訳
寄附 14,200,000

個人分 1,000,000

政治団体分 13,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,356,850

民主党躍進チャリティランチ 11,356,850

その他の収入 2,722

一件十万円未満のもの 2,722

４ 支出の内訳
経常経費 1,250,365

人件費 1,170,470

備品・消耗品費 2,655

事務所費 77,240

政治活動費 14,400,315

組織活動費 114,772

選挙関係費 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,435,813

政治資金パーティー開催事
業費

1,435,813

調査研究費 49,730

寄附・交付金 8,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
川橋 幸子 1,000,000 板橋区
（政治団体分）
現代政治工房 13,000,000 新潟市
民主党 200,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
民主党躍進チャリ
ティランチ(1,136

人)

11,356,850 新潟市
(前年収入額 0)

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 13. 3.22

１ 収入総額 27,188,102

前年繰越額 26,161,236

本年収入額 1,026,866

２ 支出総額 25,641,706

３ 本年収入の内訳
寄附 1,020,000

個人分 1,020,000

その他の収入 6,866

一件十万円未満のもの 6,866

４ 支出の内訳
経常経費 3,596,991

˜
š

Ÿ



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

人件費 3,284,200

事務所費 312,791

政治活動費 22,044,715

組織活動費 710,000

調査研究費 126,735

寄附・交付金 21,200,000

その他の経費 7,980

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮川 隆治 130,000 福井市
辻 敏彦 120,000 敦賀市
松田 泰典 210,000 福井市
北中 正 120,000 福井県美浜町
久保田安隆 300,000 福井県丸岡町
年間五万円以下の
もの

140,000

輝映フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金石 清禅

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 13. 2.28

１ 収入総額 272,721

前年繰越額 272,563

本年収入額 158

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 158

一件十万円未満のもの 158

４ 資産等の内訳
（借入金）
金石 清禅 19,100,000

熹山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤本 孝雄

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 13. 6.14

１ 収入総額 82,833,069

前年繰越額 14,390,564

本年収入額 68,442,505

２ 支出総額 78,822,660

３ 本年収入の内訳
寄附 37,120,000

個人分 2,280,000

団体分 610,000

政治団体分 34,230,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,319,160

藤本孝雄君を囲む新年懇談会
（計２回）

3,880,000

関西熹山会 90,000

藤本孝雄新年政経文化の夕べ
2000

16,110,000

藤本孝雄新年政経文化の夕べ
2001

11,239,160

その他の収入 3,345

一件十万円未満のもの 3,345

４ 支出の内訳
経常経費 54,435,566

人件費 32,091,653

光熱水費 1,253,495

備品・消耗品費 10,738,329

事務所費 10,352,089

政治活動費 24,387,094

組織活動費 10,237,632

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,642,262

宣伝事業費 4,517,900

政治資金パーティー開催事
業費

7,770,009

その他の事業費 1,354,353

調査研究費 507,200

５ 寄附の内訳
（個人分）
西岡 忠文 110,000 高松市
岩佐 隆文 360,000 香川県琴平町
川西 秀人 500,000 高松市
川西 秀明 500,000 高松市
山地 博司 120,000 香川県多度津

町
藤井 稔久 120,000 高松市
白倉 正敏 120,000 高松市
谷口 辰男 120,000 高松市
年間五万円以下の
もの

330,000

（団体分）
jトーカイ 80,000 高松市
讃岐薬品j 90,000 高松市
森永乳業j 60,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

380,000

（政治団体分）
雄峰会 31,500,000 都・港区
日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
全国旅館政治連盟
香川支部

300,000 高松市

香川県薬剤師連盟 300,000 高松市
全国環衛中央会政
治連盟

100,000 都・港区

全国公衆浴場業政
治連盟

200,000 千代田区

全国クリーニング
業政治連盟

500,000 新宿区

四国税理士政治連
盟香川県支部

300,000 高松市

年間五万円以下の
もの

30,000

６ 特定パーティーの概要
藤本孝雄新年政経
文化の夕べ 2000

(248人)

16,110,000 高松市
(前年収入額 0)

藤本孝雄新年政経
文化の夕べ 2001

(308人)

11,239,160 高松市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
藤本孝雄新年政経文化の夕べ2000

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

香川県歯科医師政
治連盟

400,000 高松市
(前年支払額 0)

藤本孝雄新年政経文化の夕べ2001

（団体からの対価の支払）
南海プライウッド
j

600,000 高松市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
藤本 孝雄 10,000,000

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 13. 1.16

１ 収入総額 7,166,090

前年繰越額 3,426,090

本年収入額 3,740,000

２ 支出総額 3,985,140

３ 本年収入の内訳
寄附 3,740,000

個人分 3,740,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,954,440

人件費 1,245,400

光熱水費 163,912

備品・消耗品費 867,098

事務所費 678,030

政治活動費 1,030,700

組織活動費 992,700

調査研究費 38,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安東 良修 900,000 津山市
安東 照子 900,000 津山市
加藤美智子 700,000 岡山市
高橋 時春 1,000,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

240,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 79,963,454

前年繰越額 3,000,446

本年収入額 76,963,008

２ 支出総額 37,424,816

３ 本年収入の内訳
寄附 30,155,000

個人分 30,155,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

46,806,020

世耕弘成ミレニアムセミナー 46,806,020

その他の収入 1,988

一件十万円未満のもの 1,988

４ 支出の内訳
経常経費 9,435,970

人件費 4,326,954

光熱水費 31,500

備品・消耗品費 2,199,184

事務所費 2,878,332

政治活動費 27,988,846
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組織活動費 6,832,887

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,590,460

機関紙誌の発行事業費 1,129,612

宣伝事業費 1,161,373

政治資金パーティー開催事
業費

6,299,475

調査研究費 502,197

寄附・交付金 12,063,302

５ 寄附の内訳
（個人分）
中平 武治 250,000 和歌山県湯浅

町
下野 岩男 1,000,000 田辺市
松下 澄代 90,000 和歌山県下津

町
笠井 歳夫 120,000 和歌山市
竹内 和彦 120,000 和歌山市
竹内 稔 500,000 和歌山市
仲野 義人 100,000 八幡市
石田 忠良 100,000 岸和田市
大倉 輝巳 100,000 大阪市
駿河 俊彰 110,000 海南市
井端 久夫 110,000 和歌山県かつ

らぎ町
中世 憲吾 110,000 和歌山県由良

町
山田 信善 100,000 和歌山県日高

町
岡本 清宏 100,000 京都市
福井 喜朗 100,000 尼崎市
橋本 勲 160,000 枚方市
藤岡 誠 160,000 国分寺市
海野 幸久 160,000 泉南市
亀岡 秀郎 100,000 枚方市
関 儀平 120,000 和歌山市
岡田 昭 120,000 和歌山市
山本 茂生 240,000 和歌山市
木下 泰隆 500,000 有田市
川村 克人 120,000 和歌山市
岡 久雄 120,000 和歌山市
貴志 宣昭 1,000,000 和歌山市
大橋慶三郎 300,000 大阪市
市川 博康 500,000 和歌山県下津

町
出来 可也 60,000 和歌山市

藤澤 彰 60,000 和歌山市
君谷 民生 90,000 岸和田市
戸阪 佳裕 200,000 大和高田市
海邊 俊行 500,000 新宮市
岩崎 健男 120,000 和歌山県桃山

町
林 又一 600,000 御坊市
田中富賀司 120,000 和歌山県美浜

町
井関 勝彦 120,000 和歌山市
楠本 卓司 720,000 和歌山市
岩崎 哲也 120,000 和歌山県岩出

町
築野 政次 300,000 和歌山県かつ

らぎ町
田中 康敬 120,000 和歌山市
吉島 忠臣 380,000 茨城県茎崎町
稲垣 治郎 100,000 茨木市
中井 弘 100,000 香芝市
笠原 猛 100,000 奈良県平群町
井上 透 120,000 八尾市
森本 公一 100,000 奈良市
町田 講治 500,000 宝塚市
塚本 貞治 120,000 和歌山市
塚本 治雄 120,000 和歌山市
俵 照男 100,000 寝屋川市
岡崎 昌泰 55,000 和歌山市
薮本 繁明 100,000 堺市
柳井日出夫 100,000 大阪市
田中 敬彦 240,000 和歌山市
野井 和重 120,000 和歌山市
寺尾 忠雄 200,000 芦屋市
辻屋 博行 100,000 東大阪市
松田 甫 300,000 芦屋市
木津川光雄 100,000 高槻市
西村 伸一 100,000 大阪市
漆原 良光 100,000 大阪市
岩本嘉四郎 250,000 和歌山県那智

勝浦町
渋田 太治 200,000 芦屋市
宗 隆昭 60,000 和歌山県野上

町
西本 典弘 60,000 和歌山県美浜

町
山本 幸一 1,500,000 和歌山県日高

町

川口 禎男 500,000 和歌山県金屋
町

矢部 幸雄 500,000 和歌山市
中井 保夫 500,000 和歌山市
石橋 英二 60,000 和歌山市
岡田 卓三 60,000 和歌山市
田和 作家 60,000 和歌山市
野口 信人 60,000 和歌山市
上野 祥宏 60,000 和歌山県湯浅

町
谷村 和男 60,000 和歌山市
田和 佳晃 60,000 和歌山市
和田 至郎 60,000 和歌山市
山下 雅司 120,000 和歌山市
杉本 一義 100,000 海南市
上野山喜之 110,000 和歌山市
樫畑 国俊 60,000 和歌山市
岡本 政仁 70,000 和歌山市
後 雅雄 70,000 和歌山県上富

田町
阪部 菊雄 100,000 和歌山県高野

口町
森川 健史 90,000 和歌山市
角 良一 120,000 和歌山市
田中 康雄 110,000 和歌山市
額田 行夫 90,000 和歌山市
武内 義弘 60,000 和歌山県吉備

町
年間五万円以下の
もの

12,010,000

６ 特定パーティーの概要
世耕弘成ミレニア
ム セ ミ ナ ー
(900人)

46,806,020 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
世耕弘成ミレニアムセミナー
（団体からの対価の支払）
真和建設j 320,000 和歌山市

(前年支払額 0)

楠本建設j 600,000 和歌山市
(前年支払額 0)

j松村組 1,120,000 大阪市
(前年支払額 0)

j増岡組 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

j広成産業 300,000 広島市
(前年支払額 0)

j北海組 400,000 大阪市
(前年支払額 0)

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 13. 3.21

１ 収入総額 6,075,112

前年繰越額 25,112

本年収入額 6,050,000

２ 支出総額 5,971,521

３ 本年収入の内訳
寄附 6,050,000

個人分 950,000

政治団体分 5,100,000

４ 支出の内訳
経常経費 850,301

人件費 143,740

備品・消耗品費 212,362

事務所費 494,199

政治活動費 5,121,220

組織活動費 1,175,463

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,584,157

機関紙誌の発行事業費 72,390

宣伝事業費 375,375

政治資金パーティー開催事
業費

3,136,392

調査研究費 361,600

５ 寄附の内訳
（個人分）
足立 賢三 120,000 小野市
前田 憲二 120,000 加古川市
前田 顕彦 60,000 兵庫県吉川町
河合 学 60,000 小野市
松本 實 100,000 兵庫県播磨町
小川 泰司 120,000 小野市
清瀬信次郎 100,000 千代田区
大末 祥雄 120,000 兵庫県吉川町
佐々木正明 120,000 加古川市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
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近未来研究会 5,000,000 千代田区
兵庫県不動産政治
連盟

100,000 神戸市

木下まさる後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木下 優

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 200,007

本年収入額 200,007

２ 支出総額 200,007

３ 本年収入の内訳
寄附 200,000

政治団体分 200,000

その他の収入 7

一件十万円未満のもの 7

４ 支出の内訳
政治活動費 200,007

組織活動費 200,007

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
公明党愛知県本部 200,000 名古屋市
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 13. 3.28

１ 収入総額 11,507,131

前年繰越額 46,085

本年収入額 11,461,046

２ 支出総額 11,445,312

３ 本年収入の内訳
寄附 5,286,000

個人分 5,186,000

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

2,175,000

松崎哲久君を励ます会 2,175,000

借入金 4,000,000

田中 覚 4,000,000

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 1,421,244

備品・消耗品費 101,839

事務所費 1,319,405

政治活動費 10,024,068

機関紙誌の発行その他の事業
費

624,068

政治資金パーティー開催事
業費

624,068

寄附・交付金 4,400,000

その他の経費 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山口 武兼 100,000 文京区
西川 和子 100,000 大田区
北西 進 100,000 練馬区
田中 覚 1,500,000 四日市市
上田 清司 1,500,000 朝霞市
石井 俊昭 100,000 鶴ヶ島市
大塚 賢一 100,000 東松山市
年間五万円以下の
もの

1,686,000

（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
松崎 澄子 1,000,000

田中三重子 19,000,000

田中 覚 4,000,000

木宮政経育和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木宮 和彦

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 13. 3.27

１ 収入総額 2,410,335

前年繰越額 2,408,484

本年収入額 1,851

２ 支出総額 2,400,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,851

一件十万円未満のもの 1,851

４ 支出の内訳
政治活動費 2,400,000

寄附・交付金 2,400,000

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 13. 2. 9

１ 収入総額 19,049,271

前年繰越額 7,301,978

本年収入額 11,747,293

２ 支出総額 14,889,547

３ 本年収入の内訳
寄附 11,747,293

個人分 6,690,000

政治団体分 5,057,293

４ 支出の内訳
経常経費 8,908,099

人件費 2,003,000

光熱水費 113,047

備品・消耗品費 1,176,076

事務所費 5,615,976

政治活動費 5,981,448

組織活動費 5,769,007

調査研究費 212,441

５ 寄附の内訳
（個人分）
小林 重徳 100,000 世田谷区
蟻川 由江 520,000 福岡市
伊藤 勢次 700,000 世田谷区
松井 敏倍 100,000 福山市
常澤 正史 580,000 浦和市
河合 八郎 100,000 川崎市
河合由里子 100,000 川崎市
金井 秀臣 300,000 杉並区
岩國 哲人 1,500,000 世田谷区
櫻井 宗義 500,000 神奈川県葉山

町
岩國 頴二 1,000,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

1,190,000

（政治団体分）
民主党東京都総支
部連合会

900,000 新宿区

岩國哲人後援会 4,157,293 世田谷区
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 13. 3.30

１ 収入総額 14,800,000

本年収入額 14,800,000

２ 支出総額 11,310,537

３ 本年収入の内訳
寄附 14,800,000

個人分 1,500,000

政治団体分 13,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,430,982

人件費 228,000

備品・消耗品費 4,652,427

事務所費 550,555

政治活動費 5,879,555

組織活動費 1,879,555

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
竹村 照章 1,000,000 熊本県三角町
上村 昭徳 500,000 世田谷区
（政治団体分）
近未来研究会 2,000,000 千代田区
自由民主党福岡県
第十選挙区支部

300,000 北九州市

自由民主党熊本県
第４選挙区支部

500,000 宇土市

拓政会 10,200,000 千代田区
甘山会 300,000 大和市
玉龍会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山中 貞則

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 130,465,802

前年繰越額 679,821

本年収入額 129,785,981

２ 支出総額 127,298,086

３ 本年収入の内訳
寄附 129,700,184

個人分 6,922,000

政治団体分 122,778,184

その他の収入 85,797

一件十万円未満のもの 85,797

４ 支出の内訳
経常経費 69,541,841

人件費 19,897,416

光熱水費 821,301
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備品・消耗品費 11,199,705

事務所費 37,623,419

政治活動費 57,756,245

組織活動費 9,651,845

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,156,195

宣伝事業費 3,156,195

調査研究費 290,205

寄附・交付金 44,658,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
数野 隆人 140,000 藤沢市
有村 喬 100,000 那覇市
中下 浩壮 120,000 平塚市
佐野 節夫 240,000 神奈川県箱根

町
石黒 隆 120,000 小田原市
石川 昭文 360,000 茨木市
谷川 安之 120,000 大阪市
別所 隆 90,000 川崎市
奥田 泰弘 360,000 芦屋市
勝俣 康彦 120,000 神奈川県箱根

町
島崎 和洋 200,000 所沢市
川島 精次 200,000 群馬県大泉町
尾熊 将雄 200,000 埼玉県岡部町
大菅 敏次 110,000 茨城県那珂大

宮町
下山 好夫 110,000 足立区
石田 正美 100,000 大阪市
萬野 修三 100,000 吹田市
前山 一郎 100,000 神戸市
森崎 正 100,000 北海道長沼町
佐藤 寿男 100,000 宮城県登米町
遠藤 瑞八 100,000 福島県矢吹町
山氏 徹 100,000 北茨城市
松林 行雄 100,000 防府市
内藤 等 100,000 徳島県土成町
加藤 秋男 100,000 群馬県新田町
小宮 一幸 100,000 小田原市
野間 喜愛 1,045,000 鹿児島県末吉

町
北條 勲 240,000 神奈川県箱根

町
喜屋武 茂 150,000 沖縄市
金城 重正 130,000 那覇市

當山 忠茂 130,000 沖縄県恩納村
松茂良興辰 90,000 那覇市
紫藤 邦子 120,000 秦野市
宮崎かずゑ 120,000 秦野市
宮崎 裕子 120,000 秦野市
年間五万円以下の
もの

1,087,000

（政治団体分）
自由民主党鹿児島
県第５選挙区支部

103,967,500 鹿屋市

鹿児島県農民政治
連盟

2,400,000 鹿児島市

自由民主党本部 14,000,000 千代田区
水産政策研究会 500,000 都・港区
全国小売酒販政治
連盟

500,000 目黒区

志師会 940,000 千代田区
蛟竜会 420,684 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
山中 貞則 8,000,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 52,804,128

前年繰越額 874,128

本年収入額 51,930,000

２ 支出総額 52,122,842

３ 本年収入の内訳
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

48,930,000

中馬こうき君と語る集い 48,930,000

４ 支出の内訳
経常経費 19,552,767

人件費 7,674,075

光熱水費 826,554

備品・消耗品費 4,752,138

事務所費 6,300,000

政治活動費 32,570,075

組織活動費 14,928,825

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,203,630

宣伝事業費 2,228,710

政治資金パーティー開催事
業費

14,974,920

調査研究費 437,620

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
大勇会 3,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
中馬こうき君と語
る集い(1,631人)

48,930,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
中馬こうき君と語る集い
（個人からの対価の支払）
内海 清二 300,000 大阪市

(前年支払額 0)

桂 知良 300,000 枚方市
(前年支払額 0)

桂 晴子 300,000 枚方市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
山一精工j 300,000 大阪市

(前年支払額 0)

j坂井印刷所 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

エノモト工業j 300,000 高石市
(前年支払額 0)

八千代電設j 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

j新通 210,000 大阪市
(前年支払額 0)

徳栄地所j 300,000 川崎市
(前年支払額 0)

サブ水産j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

太陽工業j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

j第一 1,500,000 泉佐野市
(前年支払額 0)

j心斎橋ミツヤ 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

巽商事j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

茶谷産業j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

g大阪府トラック
協会

300,000 大阪市
(前年支払額 0)

（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
(前年支払額 0)

大阪府歯科医師連
盟

300,000 大阪市
(前年支払額 0)

自由民主党大阪府
小売酒販支部

300,000 大阪市
(前年支払額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 7,719,101

前年繰越額 1,106,375

本年収入額 6,612,726

２ 支出総額 7,253,329

３ 本年収入の内訳
寄附 75,000

個人分 75,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,537,480

政経文化パーティー 6,537,480

その他の収入 246

一件十万円未満のもの 246

４ 支出の内訳
経常経費 4,850,074

人件費 2,376,000

光熱水費 210,029

備品・消耗品費 623,790

事務所費 1,640,255

政治活動費 2,403,255

組織活動費 1,502,011

機関紙誌の発行その他の事業
費

854,059

機関紙誌の発行事業費 662,690

政治資金パーティー開催事
業費

191,369

調査研究費 47,185

５ 寄附の内訳
（個人分）
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年間五万円以下の
もの

75,000

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
（団体からの対価の支払）
三愛石油f 360,000 平田市

(前年支払額 0)

三愛工業f 1,000,000 平田市
(前年支払額 0)

j荒谷建設コンサ
ルタント

500,000 松江市
(前年支払額 0)

湖北ベニヤj 440,000 松江市
(前年支払額 0)

島根県合板e 360,000 松江市
(前年支払額 0)

f一幸建設工業 240,000 出雲市
(前年支払額 0)

j不二ビルサービ
ス

480,000 広島市
(前年支払額 0)

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

参議院議員

報告年月日 13. 3. 8

１ 収入総額 85,902,959

前年繰越額 62,367,062

本年収入額 23,535,897

２ 支出総額 40,270,147

３ 本年収入の内訳
寄附 23,532,000

個人分 22,532,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 3,897

一件十万円未満のもの 3,897

４ 支出の内訳
経常経費 20,415,536

人件費 13,113,785

光熱水費 1,179,032

備品・消耗品費 2,403,960

事務所費 3,718,759

政治活動費 19,854,611

組織活動費 12,299,454

調査研究費 555,157

寄附・交付金 7,000,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
麻生太一郎 240,000 西都市
相生 秀樹 120,000 宮崎県椎葉村
浅井 重輝 60,000 都城市
有尾 福利 500,000 小林市
有嶋 富夫 90,000 串間市
飯干 愛雄 80,000 宮崎県高千穂

町
井尻 勇雄 100,000 宮崎県川南町
池田 武 840,000 西都市
伊東 宏介 120,000 延岡市
上田 篤憲 70,000 小林市
宇田津博昭 100,000 宮崎県川南町
大坪 邦彦 1,000,000 宮崎県清武町
大橋 浩啓 180,000 宮崎県諸塚村
大山 博文 100,000 宮崎県川南町
緒方 英機 60,000 小林市
小野 英人 120,000 宮崎県北川町
小野 精二 70,000 宮崎県西郷村
甲斐 文明 120,000 日向市
門川 哲大 120,000 宮崎市
甲斐 靖也 240,000 延岡市
金丸 喜輝 110,000 日向市
河野 宏介 520,000 宮崎県都農町
河野 麗子 500,000 延岡市
川野 高則 100,000 宮崎県高鍋町
河野 文男 600,000 宮崎県西米良

村
木藤 一男 90,000 都城市
木田 芳人 240,000 宮崎県高千穂

町
木村 金義 240,000 宮崎市
木村 祐一 60,000 串間市
久間喜次郎 120,000 宮崎県椎葉村
工藤 武重 160,000 宮崎県高千穂

町
黒木 数義 500,000 日向市
久家 一幸 100,000 宮崎県木城町
黒竹 健治 120,000 日向市
黒原 義範 100,000 宮崎県椎葉村
桑原 常雄 180,000 宮崎県木城町
郡山 信生 110,000 西都市
後藤 昭義 180,000 西都市
小園 久雄 80,000 宮崎県野尻町
児玉 眞美 120,000 西都市
後藤 和男 60,000 西都市

小松 茂 60,000 西都市
西條 健一 90,000 宮崎県佐土原

町
佐伯 人史 200,000 西都市
酒井 久夫 60,000 西都市
坂下 利博 1,000,000 小林市
坂下 利行 1,000,000 小林市
坂元 宣雄 100,000 小林市
清水 安次 180,000 宮崎県高城町
白井 久雄 100,000 宮崎県高鍋町
末吉 徳広 60,000 西都市
菅 和政 60,000 都城市
鈴木 哲夫 80,000 宮崎県椎葉村
染矢 美敏 480,000 宮崎県門川町
武田 隆善 110,000 宮崎県国富町
高山 貴 100,000 宮崎県新富町
津房 正寛 120,000 宮崎県高鍋町
伊達 真一 110,000 西都市
田中 保雄 80,000 西都市
田村 順一 100,000 宮崎県新富町
塚本 光一 160,000 西都市
津江 利国 60,000 西都市
鳥山 浩 120,000 宮崎市
長友 広光 240,000 延岡市
永野征四郎 1,000,000 日南市
那須 智義 90,000 宮崎県椎葉村
永松 憲一 240,000 西都市
野津手行男 100,000 宮崎県都農町
野中 勉 120,000 宮崎市
橋口 俊介 100,000 宮崎県木城町
橋本 和夫 240,000 西都市
長谷川 勉 1,000,000 宮崎県門川町
東 太 500,000 都城市
日高 忠利 120,000 小林市
平澤 春樹 500,000 新宿区
福島 百司 120,000 都城市
藤田 文 120,000 西都市
藤元 健二 120,000 宮崎県国富町
本部憲二郎 100,000 西都市
前原 正人 180,000 宮崎市
松本 明信 60,000 西都市
馬原 久年 60,000 宮崎市
宮川 征夫 240,000 延岡市
三橋 正史 180,000 延岡市
宮下 廣計 100,000 宮崎市

森 勇 70,000 宮崎県山之口
町

宮本 優 840,000 西都市
村上 牧雄 130,000 西都市
柳田 良也 120,000 宮崎県北方町
矢野 喜信 480,000 宮崎県北方町
山口 寅夫 60,000 延岡市
山下 寛治 480,000 宮崎県高鍋町
山田 春雄 60,000 宮崎市
横田 直樹 100,000 宮崎県高鍋町
湯川 鶴三 360,000 延岡市
吉澤 次男 480,000 日南市
脇坂 次生 90,000 延岡市
年間五万円以下の
もの

682,000

（政治団体分）
宮崎県農民連盟 1,000,000 宮崎市
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 13. 4.11

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 13. 3.30

１ 収入総額 419,126,963

前年繰越額 309,610,237

本年収入額 109,516,726

２ 支出総額 103,467,665

３ 本年収入の内訳
寄附 109,130,000

個人分 19,680,000

政治団体分 89,450,000

その他の収入 386,726

預金利子 178,849

一件十万円未満のもの 207,877

４ 支出の内訳
経常経費 78,860,624

人件費 44,563,356

光熱水費 544,389
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備品・消耗品費 11,503,358

事務所費 22,249,521

政治活動費 24,607,041

組織活動費 407,960

寄附・交付金 24,199,081

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中 孝一 500,000 世田谷区
木村 芳子 300,000 兵庫県八鹿町
土田 正顕 100,000 練馬区
茂木 三郎 500,000 高崎市
富田恵一郎 500,000 高崎市
由井 克巳 200,000 都・港区
石井 源一 500,000 富士市
石井 利平 500,000 富士市
佐藤 仁 500,000 高崎市
塚本 一二 500,000 藤岡市
清水 潔 500,000 松戸市
年間五万円以下の
もの

15,080,000

（政治団体分）
山王経済研究会 80,000,000 都・港区
自由民主党群馬県
衆議院比例区第１
支部

9,450,000 高崎市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 11,425,786 12.12.25

（金銭信託）
62,944,374 12. 9.26

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 13. 2.13

１ 収入総額 3,955,679

前年繰越額 55,679

本年収入額 3,900,000

２ 支出総額 3,619,806

３ 本年収入の内訳
寄附 3,900,000

個人分 3,900,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,619,806

人件費 2,777,360

光熱水費 43,700

備品・消耗品費 348,437

事務所費 450,309

５ 寄附の内訳
（個人分）
柴野 実 3,300,000 中野区
渡辺 俊之 120,000 都・港区
柴田 昌彦 240,000 中野区
山崎 宗男 120,000 都・港区
小山 実 120,000 渋谷区
６ 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 13. 3.29

１ 収入総額 4,287

前年繰越額 4,287

２ 支出総額 0

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2. 8

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）
工藤堅太郎 4,526,755

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 13. 5. 7

１ 収入総額 8,039,460

前年繰越額 8,039,460

２ 支出総額 2,088,884

３ 支出の内訳
経常経費 1,496,259

人件費 680,000

光熱水費 48,371

備品・消耗品費 527,888

事務所費 240,000

政治活動費 592,625

組織活動費 386,553

調査研究費 206,072

久保田真苗をはげます会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

久保田真苗

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 13. 3.12

１ 収入総額 31,724

前年繰越額 31,721

本年収入額 3

２ 支出総額 31,724

３ 本年収入の内訳
その他の収入 3

一件十万円未満のもの 3

４ 支出の内訳
経常経費 31,724

事務所費 31,724

熊谷市雄共生農業研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

熊谷 市雄

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 13. 4. 2

１ 収入総額 18,685,895

前年繰越額 3,784,255

本年収入額 14,901,640

２ 支出総額 13,458,558

３ 本年収入の内訳
寄附 2,530,000

個人分 30,000

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

12,310,000

熊谷市雄共生農業研究会セミ
ナー(計７回）

9,160,000

衆議院議員熊谷市雄を囲む新
年懇談会

810,000

衆議院議員熊谷市雄国政報告
会及び衆議院議員熊谷市雄を
囲む懇談会

2,290,000

広告料 50,000

その他の収入 61,640

一件十万円未満のもの 61,640

４ 支出の内訳
経常経費 3,537,590

人件費 1,939,442

光熱水費 15,416

備品・消耗品費 329,486

事務所費 1,253,246

政治活動費 9,920,968

組織活動費 7,328,940

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,971,723

宣伝事業費 405,548

政治資金パーティー開催事
業費

1,566,175

調査研究費 120,305

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

30,000

（政治団体分）
共生社会政策研究
会

2,500,000 千代田区

６ 資産等の内訳
（借入金）
熊谷 市雄 3,500,000

暮らしやすい県政を実現する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

北川 正恭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

三重県知事

報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 1,235,043

前年繰越額 1,235,043

２ 支出総額 577,194

３ 支出の内訳
経常経費 577,194

光熱水費 5,545

事務所費 571,649

４ 資産等の内訳
（借入金）
北川 正恭 5,000,000

大谷 達也 4,500,000

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
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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 13. 2. 5

１ 収入総額 2,111,560

前年繰越額 1,222,604

本年収入額 888,956

２ 支出総額 1,508,000

３ 本年収入の内訳
寄附 888,000

個人分 888,000

その他の収入 956

一件十万円未満のもの 956

４ 支出の内訳
経常経費 120,000

事務所費 120,000

政治活動費 1,388,000

寄附・交付金 500,000

その他の経費 888,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
横田 賢一 240,000 多摩市
野口 英伍 648,000 目黒区
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 13. 2.13

１ 収入総額 2,604,391

前年繰越額 140,323

本年収入額 2,464,068

２ 支出総額 2,459,470

３ 本年収入の内訳
寄附 2,464,000

個人分 2,464,000

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 2,102,220

人件費 1,440,000

備品・消耗品費 321,494

事務所費 340,726

政治活動費 357,250

組織活動費 357,250

５ 寄附の内訳
（個人分）

相原 義仁 120,000 松山市
井関 和彦 100,000 大洲市
今井 満 60,000 松山市
岩崎 吉典 60,000 愛媛県中島町
黒田 裕康 90,000 松山市
黒毛利建自 120,000 松山市
小池 経子 60,000 松山市
重松 國雄 60,000 松山市
下村 治次 60,000 松山市
曽我 寛孝 60,000 松山市
露口 久夫 60,000 松山市
富田 隆司 140,000 松山市
成岡 力 55,000 松山市
能田 一心 60,000 愛媛県中島町
橋本 満義 120,000 松山市
堀切 保男 120,000 松山市
渡部 章 60,000 松山市
渡部 司 100,000 寝屋川市
年間五万円以下の
もの

959,000

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 13. 3.26

１ 収入総額 56,178,059

前年繰越額 23,563,559

本年収入額 32,614,500

２ 支出総額 54,930,927

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(848人) 1,314,500

寄附 22,600,000

政治団体分 22,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,700,000

阿吽の会（計２回） 8,700,000

４ 支出の内訳
経常経費 46,707,975

人件費 35,741,900

光熱水費 2,312,421

備品・消耗品費 4,831,955

事務所費 3,821,699

政治活動費 8,222,952

組織活動費 1,028,824

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,194,128

機関紙誌の発行事業費 809,485

宣伝事業費 3,051,568

政治資金パーティー開催事
業費

3,333,075

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党東京都
第七選挙区支部

22,600,000 渋谷区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第10回阿吽の会
（団体からの対価の支払）
サンケンエンジニ
アリングj

600,000 都・中央区
(前年支払額 0)

日本ビーエックア
イ販売j

1,000,000 渋谷区
(前年支払額 0)

日本ビーエックア
イj

1,000,000 渋谷区
(前年支払額 0)

松美屋j 300,000 世田谷区
(前年支払額 0)

国際文化理容専門
学校

300,000 渋谷区
(前年支払額 0)

全国小売酒販売組
合

1,000,000 目黒区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
全友会 900,000 千代田区

(前年支払額 0)

第11回阿吽の会
（団体からの対価の支払）
国際文化理容専門
学校

300,000 渋谷区
(前年支払額 0)

jダイヤモンドス
ター

1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

全国小売酒販売組
合

1,000,000 目黒区
(前年支払額 0)

アーデン山中 400,000 渋谷区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
全友会 400,000 千代田区

(前年支払額 0)

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 13. 3.27

１ 収入総額 63,740,394

前年繰越額 36,463,609

本年収入額 27,276,785

２ 支出総額 33,539,177

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(65人) 15,960,000

寄附 8,070,000

個人分 8,070,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,230,000

総会 3,230,000

その他の収入 16,785

一件十万円未満のもの 16,785

４ 支出の内訳
経常経費 10,078,623

人件費 3,519,200

光熱水費 186,215

備品・消耗品費 2,977,192

事務所費 3,396,016

政治活動費 23,460,554

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,460,554

その他の事業費 1,460,554

寄附・交付金 22,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 勝治 1,000,000 黒石市
秋元 採圭 600,000 青森市
小佐野政邦 500,000 世田谷区
桶田 武 240,000 青森県蓬田村
木村 博州 500,000 横浜市
木村 敏明 240,000 青森市
阿部 泰道 600,000 青森市
志田 正敏 600,000 青森市
小泉 一 240,000 名取市
佐藤 知彦 240,000 青森市
長沼 怜二 240,000 仙台市
加藤 毅 140,000 青森県平内町
佐藤 隆一 360,000 青森市
西田 文則 600,000 青森市
松居 重雄 120,000 仙台市
村上 秀一 500,000 青森市
奈良 裕 360,000 青森市
三上 勝司 240,000 青森県市浦村
三浦 絋一 240,000 八戸市
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相馬 恒男 240,000 仙台市
岩崎 英弘 220,000 青森市
年間五万円以下の
もの

50,000

経済親和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大原 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 13. 3.28

１ 収入総額 20,259,766

前年繰越額 629,766

本年収入額 19,630,000

２ 支出総額 20,009,582

３ 本年収入の内訳
寄附 4,410,000

政治団体分 4,410,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,220,000

経済親和会政経セミナー 15,220,000

４ 支出の内訳
経常経費 16,029,444

人件費 11,840,000

光熱水費 247,394

備品・消耗品費 1,215,705

事務所費 2,726,345

政治活動費 3,980,138

組織活動費 2,308,854

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,586,959

政治資金パーティー開催事
業費

1,586,959

調査研究費 84,325

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党宮崎県
衆議院比例区第二
支部

4,410,000 宮崎市

６ 特定パーティーの概要
経済親和会政経セ
ミナー(761人)

15,220,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
経済親和会政経セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

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 13. 3.14

１ 収入総額 223,636,160

前年繰越額 70,894,894

本年収入額 152,741,266

２ 支出総額 133,637,328

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5,297人) 52,970,000

寄附 72,780,000

個人分 9,650,000

政治団体分 63,130,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,970,000

武見セミナー 26,970,000

その他の収入 21,266

一件十万円未満のもの 21,266

４ 支出の内訳
経常経費 22,747,930

人件費 6,466,379

備品・消耗品費 8,692,280

事務所費 7,589,271

政治活動費 110,889,398

組織活動費 77,378,509

機関紙誌の発行その他の事業
費

30,078,075

機関紙誌の発行事業費 7,430,835

宣伝事業費 1,542,996

政治資金パーティー開催事
業費

21,104,244

調査研究費 3,432,814

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 宏司 100,000 神奈川県寒川

町
福井 光壽 100,000 渋谷区
高頭 進 100,000 船橋市
西川 武二 100,000 横浜市
三藤 邦彦 100,000 大田区
麻生 泰 60,000 都・港区
野口 国蘭 100,000 千代田区
梅田 幸正 100,000 都・港区
大勝 洋祐 60,000 鹿児島市

村上 誠治 240,000 伊東市
梅田 幸雄 60,000 都・港区
大野 修司 60,000 目黒区
村上京二朗 100,000 世田谷区
前原 東洋 60,000 小林市
大西 治代 70,000 都・港区
廣瀬 修 240,000 横浜市
大谷 公彦 100,000 津山市
藤島 公典 200,000 大分県三重町
内藤 武夫 100,000 尼崎市
嵐 祐治 100,000 調布市
川島 亨 100,000 行田市
大石 明宣 200,000 豊川市
加藤 雅通 100,000 名古屋市
国本 正雄 300,000 旭川市
田中 良樹 100,000 神戸市
年間五万円以下の
もの

6,700,000

（政治団体分）
山口県医師連盟 220,000 山口市
北海道医師連盟 500,000 札幌市
茨城県医師連盟 200,000 水戸市
栃木県医師連盟 100,000 宇都宮市
愛知県医師連盟 200,000 名古屋市
東京都柔道接骨師
政治連盟

720,000 文京区

日本医師連盟 35,000,000 文京区
全日本病院政治連
盟

2,360,000 千代田区

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本医療法人連盟 300,000 千代田区
奈良県医師連盟 400,000 橿原市
日本臨床整形外科
医会

100,000 台東区

佐賀県医師連盟 500,000 佐賀市
京都府医師連盟 230,000 京都市
日本臨床漢方医会 1,000,000 日野市
福岡県医師連盟 100,000 福岡市
日本柔道整復師連
盟

200,000 台東区

東京都医師政治連
盟

15,000,000 千代田区

秋田県医師連盟 300,000 秋田市
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本精神病院協会
政治連盟

300,000 都・港区

平成研究会 2,000,000 千代田区
宮城県医師連盟 800,000 仙台市
年間五万円以下の
もの

600,000

６ 特定パーティーの概要
武 見 セ ミ ナ ー
(1,522人)

26,970,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
武見セミナー
（政治団体からの対価の支払）
千葉県医師連盟 600,000 千葉市

(前年支払額 0)

日本医療法人連盟 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

大阪府医師政治連
盟

1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

神奈川県医師連盟 600,000 横浜市
(前年支払額 0)

愛知県医師連盟 1,000,000 名古屋市
(前年支払額 0)

日本眼科医師連盟 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

長崎県医師連盟 600,000 長崎市
(前年支払額 0)

群馬県医師連盟 600,000 前橋市
(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
(前年支払額 0)

札幌市医師連盟 400,000 札幌市
(前年支払額 0)

埼玉県医師連盟 500,000 浦和市
(前年支払額 0)

日本精神病院協会
政治連盟

1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

茨城県医師連盟 500,000 水戸市
(前年支払額 0)

新政治問題研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本薬業政治連盟 800,000 都・中央区
(前年支払額 0)

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

別府市長

報告年月日 13. 3. 5
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１ 収入総額 11,094,319

前年繰越額 11,039,677

本年収入額 54,642

２ 支出総額 8,827,167

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(6人) 51,000

その他の収入 3,642

一件十万円未満のもの 3,642

４ 支出の内訳
経常経費 8,827,167

人件費 5,400,000

光熱水費 475,884

備品・消耗品費 1,023,441

事務所費 1,927,842

啓政懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大内 啓伍

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 2,286,215

前年繰越額 1,866,215

本年収入額 420,000

２ 支出総額 1,248,508

３ 本年収入の内訳
寄附 420,000

個人分 420,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,248,508

人件費 936,600

光熱水費 81,592

備品・消耗品費 137,475

事務所費 92,841

５ 寄附の内訳
（個人分）
本多 正一 120,000 大田区
年間五万円以下の
もの

300,000

景雪会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡本 睦雄

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 13. 4.25

１ 収入総額 87,600

前年繰越額 87,600

２ 支出総額 42,000

３ 支出の内訳
政治活動費 42,000

組織活動費 42,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 160,841,557

前年繰越額 4,526,946

本年収入額 156,314,611

２ 支出総額 127,546,839

３ 本年収入の内訳
寄附 52,236,958

個人分 10,875,000

政治団体分 41,361,958

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

66,985,000

国会報告朝食会 10,000,000

ニューフロンティアセミナー 8,740,000

21世紀セミナー 6,660,000

合同総会 1,030,000

Ｄａｓｈ ｔｏ 21～21世紀
を目指す会

40,555,000

借入金 37,000,000

小此木八郎 37,000,000

その他の収入 92,653

一件十万円未満のもの 92,653

４ 支出の内訳
経常経費 82,587,090

人件費 43,206,644

光熱水費 828,468

備品・消耗品費 9,572,945

事務所費 28,979,033

政治活動費 44,959,749

組織活動費 9,812,033

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,418,320

機関紙誌の発行事業費 2,832,770

政治資金パーティー開催事
業費

14,585,550

調査研究費 359,396

寄附・交付金 17,370,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
稲垣 辰彌 440,000 神奈川県大磯

町
小野 繁 100,000 神奈川県松田

町
渡部 勝弘 300,000 横浜市
飯島 幹雄 300,000 横浜市
武田 州弘 1,000,000 神奈川県葉山

町
志村 善一 530,000 横浜市
杉山 愛子 1,000,000 平塚市
水越 昭平 100,000 横浜市
小山ナミコ 100,000 横浜市
千本 治 200,000 横浜市
小林 学 200,000 横浜市
鶴岡 勉 100,000 横浜市
上杉 敏夫 120,000 町田市
鈴木 荘八 60,000 目黒区
出渡 泰造 200,000 世田谷区
加藤 圭一 120,000 横浜市
反田 成雄 120,000 横浜市
横山 和生 60,000 横浜市
松島 英雄 110,000 横浜市
遠藤 恵弘 60,000 横浜市
田中 修二 220,000 横浜市
渡辺 文子 480,000 横浜市
小林 清 120,000 横浜市
奥野 信亮 400,000 渋谷区
瀬戸川 尚 330,000 横浜市
関 キタ 120,000 横浜市
竹内 徳榮 120,000 横浜市
山Ä 弘行 100,000 横浜市
佐藤 哲也 120,000 横浜市
倉知 恒久 150,000 横浜市
鴻 義久 360,000 横浜市
清瀬 本明 330,000 横浜市
山口彦太郎 110,000 横浜市
原 範行 110,000 横浜市
吉村 米壽 100,000 横浜市
渡邊 剛毅 120,000 大阪市
永田 ミナ 1,500,000 豊中市
加藤 一郎 100,000 茅ヶ崎市
年間五万円以下の
もの

765,000

（政治団体分）

自由民主党神奈川
県第三選挙区支部

31,820,242 横浜市

神奈川県農政推進
連盟

500,000 横浜市

全日本不動産政治
連盟神奈川県支部

200,000 横浜市

日本商工連盟 500,000 都・中央区
東京翔武会 500,000 都・港区
神奈川県石油政治
連盟

200,000 横浜市

神奈川県トラック
政治連盟

500,000 横浜市

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区
神奈川県歯科医師
政治連盟

500,000 横浜市

日本造船協力集団
政治連盟

300,000 千代田区

神奈川県薬剤師連
盟

500,000 横浜市

横浜市医師連盟 200,000 横浜市
ＴＫＣ全国政経研
究会

200,000 新宿区

ＴＫＣ神奈川政経
研究会

200,000 横浜市

日本商工連盟横浜
地区

100,000 横浜市

神奈川県不動産政
治連盟

200,000 横浜市

税理士による小此
木八郎後援会

300,000 横浜市

神奈川県医師連盟 500,000 横浜市
横浜市医師連盟 500,000 横浜市
神奈川県病院協会
政治連盟

100,000 横浜市

新政治問題研究会 1,000,000 千代田区
自由民主党神奈川
県連合会

100,000 横浜市

小此木八郎交通問
題研究会

300,000 横浜市

道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

国際政経調査会 981,716 横浜市
神奈川県自動車整
備政治連盟

100,000 横浜市

年間五万円以下の
もの

260,000
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６ 特定パーティーの概要
Ｄａｓｈ ｔｏ
21～21世紀を目指
す会(2,178人)

40,555,000 横浜市
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,022,640 11. 5.25

（敷金）
茅野 章 4,000,000 9. 2.12

（借入金）
小此木八郎 37,000,000

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 13. 2. 5

１ 収入総額 20,994,157

前年繰越額 14,590,127

本年収入額 6,404,030

２ 支出総額 18,217,465

３ 本年収入の内訳
寄附 6,400,000

個人分 6,400,000

その他の収入 4,030

一件十万円未満のもの 4,030

４ 支出の内訳
経常経費 13,208,553

人件費 7,274,933

光熱水費 27,904

備品・消耗品費 1,502,866

事務所費 4,402,850

政治活動費 5,008,912

組織活動費 3,971,412

寄附・交付金 1,037,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
内田 眞朗 150,000 千葉市
田村 宣雄 100,000 田無市
山口 浩一 150,000 文京区
鶴田 博昭 125,000 国分寺市
倉内 一長 100,000 青森市
梅原 利之 300,000 高松市
石井 康祐 150,000 柏市
林 建 125,000 国分寺市
朝日 康之 100,000 G飾区

楢崎 元儀 125,000 八千代市
美藤 恭久 125,000 川崎市
羽場 良和 125,000 川崎市
小関 憲幸 125,000 文京区
羽取 昌 125,000 越谷市
吉村 雅司 200,000 新宿区
西田 博 150,000 世田谷区
大内 順 100,000 柏市
林 養哉 100,000 久喜市
高津 精一 100,000 神戸市
芳賀 恒雄 100,000 練馬区
松山 晋作 100,000 八王子市
宮林 敬幸 150,000 多摩市
武藤 裕宣 100,000 岩槻市
野村 一郎 100,000 大垣市
漆原金一郎 100,000 世田谷区
湯本 亨 100,000 柏市
三品 勝暉 100,000 川崎市
浅賀 英雄 100,000 横浜市
北井 良吉 125,000 多摩市
桝田 卓洲 100,000 世田谷区
横堀 充 100,000 横浜市
田中 宏 100,000 横浜市
若生 寛治 100,000 松戸市
松田 昌士 100,000 千代田区
芝 逸朗 100,000 福岡市
榎本 龍幸 100,000 国分寺市
中島 啓雄 1,500,000 三鷹市
野嶋 恭 200,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

350,000

６ 資産等の内訳
（敷金）
伊東 正夫 1,200,000 11.10.20

県央政経会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

坂上 富男

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 13. 3.22

１ 収入総額 208,524

前年繰越額 8,524

本年収入額 200,000

２ 支出総額 159,416

３ 本年収入の内訳
寄附 200,000

政治団体分 200,000

４ 支出の内訳
経常経費 159,416

光熱水費 22,360

備品・消耗品費 62,430

事務所費 74,626

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
ＴＫＣ全国政経研
究会

200,000 大宮市

兼山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村岡 兼造

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 13. 3. 5

１ 収入総額 249,754,336

前年繰越額 131,108,335

本年収入額 118,646,001

２ 支出総額 146,743,905

３ 本年収入の内訳
寄附 11,890,000

個人分 2,790,000

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

106,730,000

2000村岡兼造政治フォーラム
仙台

36,540,000

村岡代議士を囲む会 11,510,000

村岡兼造2000政治フォーラム 58,680,000

その他の収入 26,001

一件十万円未満のもの 26,001

４ 支出の内訳
経常経費 93,930,589

人件費 65,199,873

光熱水費 3,834,716

備品・消耗品費 3,682,881

事務所費 21,213,119

政治活動費 52,813,316

組織活動費 27,713,589

機関紙誌の発行その他の事業
費

18,070,567

宣伝事業費 1,328,150

政治資金パーティー開催事
業費

16,742,417

調査研究費 1,029,160

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 勝三 500,000 福島市
斎藤 正明 120,000 福島市
長谷川 仁 120,000 福島県金山町
三瓶 英才 120,000 会津若松市
大場 周造 70,000 郡山市
目黒 和夫 240,000 福島県三島町
皆川 末男 120,000 福島県棚倉町
浅沼 秀俊 120,000 福島県下郷町
田中清一郎 120,000 福島県双葉町
佐々木公典 120,000 秋田市
鈴木 諄 120,000 仙台市
南部 郁郎 110,000 秋田市
藤田 和宏 120,000 秋田県山内村
年間五万円以下の
もの

790,000

（政治団体分）
道路運送経営研究
会

100,000 新宿区

全国不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区

日本医師連盟 8,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
2000村岡兼造政治
フォーラム仙台
(650人)

36,540,000 仙台市
(前年収入額 0)

村岡代議士を囲む
会(100人)

11,510,000 仙台市
(前年収入額 0)

村岡兼造2000政治
フォーラム(1,653

人)

58,680,000 秋田市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
2000村岡兼造政治フォーラム仙台
（個人からの対価の支払）
志戸田 誠 220,000 仙台市

(前年支払額 0)

滝田 幸一 300,000 郡山市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
三友工業 1,000,000 宮城県大河原

町
(前年支払額 0)

東開クレテックj 1,500,000 福島市
(前年支払額 0)
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j三東コーポレー
ション

1,000,000 福島市
(前年支払額 0)

jみちのく法面 500,000 いわき市
(前年支払額 0)

福浜工業j 1,000,000 いわき市
(前年支払額 0)

福進工業j 500,000 いわき市
(前年支払額 0)

jデジタルピケッ
ト

500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

j東日本基礎 1,000,000 仙台市
(前年支払額 0)

弘野電機j 300,000 仙台市
(前年支払額 0)

関場建設j 640,000 仙台市
(前年支払額 0)

北都ハウス工業 1,000,000 仙台市
(前年支払額 0)

滝田建設j 1,000,000 郡山市
(前年支払額 0)

j橋本 1,000,000 仙台市
(前年支払額 0)

j滝田運輸 500,000 郡山市
(前年支払額 0)

高野建設j 300,000 仙台市
(前年支払額 0)

三共電気j 300,000 仙台市
(前年支払額 0)

小岩金網j 300,000 台東区
(前年支払額 0)

jゴダイ 620,000 仙台市
(前年支払額 0)

日新設計j 500,000 仙台市
(前年支払額 0)

山下生コンクリー
トj

500,000 尾花沢市
(前年支払額 0)

秋田土建j 1,000,000 秋田県森吉町
(前年支払額 0)

丸か建設j 500,000 宮城県中新田
町

(前年支払額 0)

ホクエイ道路施設
j

400,000 仙台市
(前年支払額 0)

村岡代議士を囲む会
（団体からの対価の支払）

j坂内セメント工
業所

335,000 原町市
(前年支払額 0)

滝田運輸j 240,000 郡山市
(前年支払額 0)

jアドミックス 335,000 仙台市
(前年支払額 0)

j東日本基礎 255,000 仙台市
(前年支払額 0)

仙台螺子j 515,000 仙台市
(前年支払額 0)

金田建設 255,000 郡山市
(前年支払額 0)

東伸産業j 250,000 仙台市
(前年支払額 0)

東開クレテックj 815,000 福島市
(前年支払額 0)

jゴダイ 465,000 仙台市
(前年支払額 0)

樋口建設j 255,000 山形県飯豊町
(前年支払額 0)

滝田建設j 265,000 郡山市
(前年支払額 0)

ホクエイ道路施設
j

255,000 仙台市
(前年支払額 0)

三友工業j 255,000 宮城県大河原
町

(前年支払額 0)

田中建設j 255,000 福島県双葉町
(前年支払額 0)

j渡会電気土木 240,000 山形県櫛引町
(前年支払額 0)

弘野電機j 515,000 仙台市
(前年支払額 0)

秋葉建設j 255,000 山形県高畠町
(前年支払額 0)

リバーランズエン
ジニアリングj

435,000 仙台市
(前年支払額 0)

関場建設j 815,000 仙台市
(前年支払額 0)

福浜工業j 815,000 いわき市
(前年支払額 0)

日新設計j 265,000 仙台市
(前年支払額 0)

マルセ工業j 240,000 仙台市
(前年支払額 0)

佐々良建設j 240,000 仙台市
(前年支払額 0)

日誠工業j 515,000 仙台市
(前年支払額 0)

小岩金網j 255,000 台東区
(前年支払額 0)

長谷川体育施設j 255,000 仙台市
(前年支払額 0)

村岡兼造2000政治フォーラム
（団体からの対価の支払）
中央鋼建j 400,000 秋田市

(前年支払額 0)

本荘地区遊技業組
合

220,000 本荘市
(前年支払額 0)

j三義 300,000 本荘市
(前年支払額 0)

山科建設j 1,500,000 秋田県矢島町
(前年支払額 0)

秋田県歯科医師政
治連盟

300,000 秋田市
(前年支払額 0)

コマツ建設j 700,000 秋田県金浦町
(前年支払額 0)

由利本荘測量設計
業協会

500,000 本荘市
(前年支払額 0)

f西奥村測量設計 300,000 秋田県大内町
(前年支払額 0)

秋田県農協中央会 300,000 秋田市
(前年支払額 0)

本荘建設業協会 5,600,000 本荘市
(前年支払額 0)

東由利建設業協会 500,000 秋田県東由利
町

(前年支払額 0)

j大沼組 1,500,000 秋田県東由利
町

(前年支払額 0)

羽後町建設業協会 1,160,000 秋田県羽後町
(前年支払額 0)

金昭 700,000 秋田県羽後町
(前年支払額 0)

菅組 500,000 秋田県雄勝町
(前年支払額 0)

佐々木組 360,000 湯沢市
(前年支払額 0)

柴田組 700,000 秋田県羽後町
(前年支払額 0)

沼倉組 300,000 秋田県雄勝町
(前年支払額 0)

雄勝建設技術研究
会

500,000 湯沢市
(前年支払額 0)

高修興業 500,000 秋田県雄勝町
(前年支払額 0)

和賀組 360,000 湯沢市
(前年支払額 0)

山脇組 360,000 湯沢市
(前年支払額 0)

雄勝建設業協会 500,000 湯沢市
(前年支払額 0)

高久組 360,000 湯沢市
(前年支払額 0)

安藤工業 240,000 秋田県雄勝町
(前年支払額 0)

小原組 320,000 湯沢市
(前年支払額 0)

j吉田建設 1,000,000 秋田県雄物川
町

(前年支払額 0)

j伊忠組 1,000,000 秋田県大雄村
(前年支払額 0)

山下工業j 900,000 秋田県大森町
(前年支払額 0)

伊藤建設工業j 1,200,000 横手市
(前年支払額 0)

f阿部組 300,000 横手市
(前年支払額 0)

j大和組 400,000 横手市
(前年支払額 0)

十五建設j 500,000 横手市
(前年支払額 0)

Kマルサ建設 500,000 秋田県十文字
町

(前年支払額 0)

武茂製材j 400,000 横手市
(前年支払額 0)

j最上田組 700,000 横手市
(前年支払額 0)

横手建設j 300,000 横手市
(前年支払額 0)

j高作 900,000 秋田県十文字
町

(前年支払額 0)
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三又建設j 600,000 秋田県山内村
(前年支払額 0)

第一石油j 400,000 横手市
(前年支払額 0)

西田建設j 300,000 秋田県平鹿町
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 10,580,100 10. 5.22

（借入金）
村岡 兼造 20,000,000

憲心会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

杉山 憲夫

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 13. 2.26

１ 収入総額 40,072,660

前年繰越額 28,444,760

本年収入額 11,627,900

２ 支出総額 20,567,210

３ 本年収入の内訳
寄附 10,447,900

個人分 1,040,000

政治団体分 9,407,900

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,180,000

新年会 380,000

研修旅行会 800,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,947,570

人件費 1,200,000

光熱水費 324,390

備品・消耗品費 257,260

事務所費 2,165,920

政治活動費 16,619,640

組織活動費 8,201,909

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,067,731

その他の事業費 3,067,731

寄附・交付金 5,350,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 昭子 1,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
全日本不動産政治
連盟

200,000 静岡市

宏池会 9,157,900 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

建政会（坂野 重信）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

坂野 重信

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 13. 2.20

１ 収入総額 89,576,703

前年繰越額 74,518,515

本年収入額 15,058,188

２ 支出総額 15,264,812

３ 本年収入の内訳
寄附 15,028,000

政治団体分 15,028,000

その他の収入 30,188

一件十万円未満のもの 30,188

４ 支出の内訳
経常経費 10,969,741

人件費 7,571,079

備品・消耗品費 1,754,061

事務所費 1,644,601

政治活動費 4,295,071

組織活動費 4,231,711

機関紙誌の発行その他の事業
費

30,600

宣伝事業費 30,600

調査研究費 32,760

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党鳥取県
参議院選挙区第一
支部

15,000,000 鳥取市

年間五万円以下の
もの

28,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 4,000,000 5. 9. 6

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 13. 4. 3

１ 収入総額 5,670,899

前年繰越額 500,479

本年収入額 5,170,420

２ 支出総額 5,159,753

３ 本年収入の内訳
寄附 5,170,000

個人分 5,170,000

その他の収入 420

一件十万円未満のもの 420

４ 支出の内訳
経常経費 2,080,806

光熱水費 76,759

備品・消耗品費 131,475

事務所費 1,872,572

政治活動費 3,078,947

（うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出）

1,540,000

組織活動費 1,447,217

機関紙誌の発行その他の事業
費

40,630

宣伝事業費 40,630

調査研究費 7,420

寄附・交付金 1,583,680

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊達 徹 240,000 泉南市
戸口 猶二 120,000 埼玉県玉川村
有馬 昭美 220,000 目黒区
野口 忠彦 150,000 江東区
田村 稔 240,000 練馬区
広瀬 善大 120,000 都・府中市
横田 貞光 240,000 杉並区
長友 茂 220,000 小平市
長友 絋美 110,000 小平市
小田 寿夫 240,000 船橋市
鷹野眞一郎 480,000 世田谷区
森 忠夫 240,000 練馬区
山川 哲司 120,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

2,430,000

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 13. 2.15

１ 収入総額 46,511,756

前年繰越額 6,478,504

本年収入額 40,033,252

２ 支出総額 42,264,782

３ 本年収入の内訳
寄附 40,030,000

個人分 27,600,000

（うち特定寄附） 9,000,000

政治団体分 12,430,000

その他の収入 3,252

一件十万円未満のもの 3,252

４ 支出の内訳
経常経費 21,564,782

人件費 21,549,603

事務所費 15,179

政治活動費 20,700,000

選挙関係費 5,000,000

寄附・交付金 15,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…田村 憲久 9,000,000 松阪市
関島 正夫 360,000 横浜市
山野 稔 360,000 伊勢市
吉川 喜 480,000 伊勢市
田村 憲司 1,500,000 松阪市
田村 幸枝 1,500,000 松阪市
砂子 久生 1,500,000 松阪市
松尾 保夫 1,500,000 松阪市
早川 武士 1,500,000 松阪市
田村 欣也 1,500,000 津市
宮本 武蔵 480,000 伊勢市
早川美恵子 1,500,000 松阪市
砂子 貢 1,500,000 松阪市
倉田 厳圓 1,500,000 津市
田村千代子 1,500,000 松阪市
牧野 尚 1,500,000 調布市
鈴木 陸男 120,000 松阪市
年間五万円以下の
もの

300,000

（政治団体分）
全国森林土木建設
業政治連盟

5,000,000 千代田区
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松阪地区薬剤師連
盟

100,000 松阪市

ＴＫＣ全国政経研
究会

300,000 新宿区

ＴＫＣ中部政経研
究会

100,000 名古屋市

全国配置家庭薬政
治連盟

100,000 富山市

三重県ビルメンテ
ナンス政治連盟

100,000 津市

松阪地区医師連盟 300,000 松阪市
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
新政治問題研究会 2,000,000 千代田区
林業経営者林政会 500,000 都・港区
民有林振興会 800,000 千代田区
平成研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

130,000

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 13. 3.27

１ 収入総額 54,902,247

前年繰越額 9,808,079

本年収入額 45,094,168

２ 支出総額 50,870,791

３ 本年収入の内訳
寄附 3,160,000

個人分 3,160,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,930,000

2000政経フォーラム 41,930,000

その他の収入 4,168

一件十万円未満のもの 4,168

４ 支出の内訳
経常経費 41,251,342

人件費 23,023,625

光熱水費 508,717

備品・消耗品費 6,022,098

事務所費 11,696,902

政治活動費 9,619,449

組織活動費 1,654,194

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,260,967

機関紙誌の発行事業費 1,102,500

政治資金パーティー開催事
業費

4,158,467

調査研究費 2,704,288

５ 寄附の内訳
（個人分）
牛越 治秀 120,000 長野市
海野 悦次 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
小林 忠弘 70,000 長野市
野村 泰久 110,000 長野市
小林 誠一 60,000 長野市
渡辺 康彦 120,000 鎌倉市
金川 千尋 100,000 世田谷区
柏木 薫 120,000 杉並区
小坂善太郎 1,000,000 大田区
大野 義夫 120,000 船橋市
小柳 俊一 100,000 横浜市
井上 政博 120,000 文京区
油井 欽一 500,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

140,000

６ 特定パーティーの概要
2000政経フォーラ
ム(587人)

41,930,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
2000政経フォーラム
（団体からの対価の支払）
jフォーラムエン
ジニアリング

1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 21,554,742

前年繰越額 11,890,500

本年収入額 9,664,242

２ 支出総額 20,551,260

３ 本年収入の内訳
寄附 4,800,000

個人分 1,900,000

政治団体分 2,900,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,859,790

元政会勉強会 4,859,790

その他の収入 4,452

一件十万円未満のもの 4,452

４ 支出の内訳
経常経費 501,260

人件費 500,000

備品・消耗品費 1,260

政治活動費 20,050,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,070,000

その他の事業費 1,070,000

寄附・交付金 18,500,000

その他の経費 480,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小林 兼一 120,000 横浜市
小林 勝信 120,000 大田区
浅野 弘毅 240,000 千代田区
城山 力一 120,000 栃木県壬生町
鈴木 昌男 120,000 宇都宮市
山崎 竜弥 120,000 栃木県上三川

町
前島伸一郎 600,000 宇都宮市
戸村 兼男 240,000 宇都宮市
早坂 勝利 120,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
船田元と共に日本
をよくする会

2,500,000 千代田区

日本医師連盟 400,000 文京区
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 13. 2.15

１ 収入総額 2,647,677

前年繰越額 7,371

本年収入額 2,640,306

２ 支出総額 2,641,072

３ 本年収入の内訳
寄附 2,640,000

個人分 2,640,000

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 1,720,084

人件費 797,025

光熱水費 176,328

備品・消耗品費 37,621

事務所費 709,110

政治活動費 920,988

組織活動費 706,733

調査研究費 214,255

５ 寄附の内訳
（個人分）
大畑 勉 240,000 益田市
栗栖 幾武 240,000 益田市
河野 利治 240,000 島根県三隅町
中垣 健 240,000 浜田市
梨木 将良 240,000 島根県金城町
半田 弘運 240,000 島根県金城町
秀浦 淑晃 240,000 松江市
藤井三千勇 240,000 松江市
溝辺 毅 240,000 島根県石見町
村木 繁 240,000 益田市
森島 功武 240,000 島根県赤来町
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 13. 3.29

１ 収入総額 76,143,000

本年収入額 76,143,000

２ 支出総額 52,138,427

３ 本年収入の内訳
寄附 39,173,000

個人分 8,173,000

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

36,970,000

江田けんじ君の出版を記念す
る会

36,970,000

４ 支出の内訳
経常経費 25,092,713

人件費 4,616,890

光熱水費 284,872

備品・消耗品費 6,159,401
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事務所費 14,031,550

政治活動費 27,045,714

組織活動費 3,427,141

機関紙誌の発行その他の事業
費

20,372,510

宣伝事業費 11,973,225

政治資金パーティー開催事
業費

8,399,285

調査研究費 458,325

寄附・交付金 2,787,738

５ 寄附の内訳
（個人分）
三好祐二郎 100,000 世田谷区
玉木 英治 1,000,000 千代田区
木村 道夫 200,000 川崎市
持田 丞 500,000 川崎市
平山 勝久 100,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

6,273,000

（政治団体分）
橋本龍太郎後援会 20,000,000 倉敷市
自由民主党横浜市
支部連合会

1,000,000 横浜市

京浜政治科学研究
会

10,000,000 都・港区

６ 特定パーティーの概要
江田けんじ君の出
版を記念する会
(1,513人)

36,970,000 千代田区
(前年収入額 0)

現代経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 義郎

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 13. 3.28

１ 収入総額 86,280,693

前年繰越額 11,990,623

本年収入額 74,290,070

２ 支出総額 68,437,230

３ 本年収入の内訳
寄附 24,980,000

個人分 10,500,000

政治団体分 14,480,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

49,300,000

講演会（計２回） 9,810,000

林義郎君叙勲受章を祝う会 39,490,000

その他の収入 10,070

一件十万円未満のもの 10,070

４ 支出の内訳
経常経費 8,133,374

人件費 2,400,000

備品・消耗品費 2,386,289

事務所費 3,347,085

政治活動費 60,303,856

組織活動費 12,120,243

機関紙誌の発行その他の事業
費

16,811,879

政治資金パーティー開催事
業費

16,811,879

調査研究費 1,076,734

寄附・交付金 27,730,000

その他の経費 2,565,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河村 正子 200,000 宇部市
林 泰四郎 1,500,000 下関市
八田 武志 200,000 岡山市
伊藤 一彦 1,500,000 都・港区
梶川 勇壯 500,000 横浜市
武田 昌巳 1,500,000 練馬区
永井 健一 1,500,000 台東区
鳥越 耕二 1,500,000 臼杵市
橋本 清 600,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

1,500,000

（政治団体分）
全国産業廃棄物政
治連盟

360,000 都・港区

全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

日本医師連盟 8,000,000 文京区
日本商工連盟 2,000,000 都・中央区
陸上交通懇話会 1,000,000 千代田区
水産政策研究会 200,000 都・港区
道路運送経営研究
会

800,000 新宿区

健康保険政治連盟 2,000,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
林義郎君叙勲受章
を 祝 う 会 (1,522

人)

39,490,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
林義郎君叙勲受章を祝う会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
(前年支払額 0)

第88回講演会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

全国不動産政治連
盟

300,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.29

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 13. 2.20

１ 収入総額 1,834,311

前年繰越額 834,273

本年収入額 1,000,038

２ 支出総額 1,345,679

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 38

一件十万円未満のもの 38

４ 支出の内訳
経常経費 1,345,679

人件費 191,109

備品・消耗品費 175,475

事務所費 979,095

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
達山会 1,000,000 新宿区

現代政治経済研究会（本間俊太郎）
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 13. 1.15

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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

報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 33,474,641

前年繰越額 774,641

本年収入額 32,700,000

２ 支出総額 32,788,952

３ 本年収入の内訳
寄附 32,700,000

個人分 5,700,000

政治団体分 27,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 20,951,761

人件費 16,678,345

光熱水費 587,221

備品・消耗品費 1,653,296

事務所費 2,032,899

政治活動費 11,837,191

組織活動費 3,568,629

調査研究費 1,268,562

寄附・交付金 7,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田中 素夫 1,500,000 文京区
中内 節子 1,500,000 神奈川県大磯

町
河村 隆子 1,500,000 宇部市
大崎 康博 1,200,000 千代田区
（政治団体分）
自由民主党山口県
第三選挙区支部

27,000,000 宇部市

賢友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山岡 賢次
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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 13. 3.27

１ 収入総額 6,460,518

前年繰越額 864,117

本年収入額 5,596,401

２ 支出総額 5,721,465

３ 本年収入の内訳
寄附 4,556,000

個人分 4,556,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,040,000

賢友セミナー 1,040,000

その他の収入 401

一件十万円未満のもの 401

４ 支出の内訳
経常経費 5,059,025

人件費 383,400

光熱水費 173,089

備品・消耗品費 167,696

事務所費 4,334,840

政治活動費 662,440

組織活動費 402,068

機関紙誌の発行その他の事業
費

118,622

政治資金パーティー開催事
業費

118,622

調査研究費 141,750

５ 寄附の内訳
（個人分）
朝山 晃司 120,000 栃木県南河内

町
山口久一郎 120,000 真岡市
小野都美雄 120,000 横浜市
井野口昌巳 120,000 足利市
岸 徳二 120,000 栃木市
荒川 敏夫 360,000 小山市
安藤 又雄 120,000 目黒区
大平 昭作 120,000 新潟県小出町
椎名 節則 120,000 小山市
田村 富一 360,000 小山市
富張 広司 120,000 小山市
古川 勉 120,000 小山市
湧井 啓祐 500,000 小山市
福田 武隼 1,500,000 真岡市

星野 秀夫 60,000 栃木県国分寺
町

年間五万円以下の
もの

576,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
山岡 賢次 49,000,000

山岡 稚子 25,000,000

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 13. 2.27

１ 収入総額 28,100,543

前年繰越額 1,274,507

本年収入額 26,826,036

２ 支出総額 27,930,094

３ 本年収入の内訳
寄附 16,825,000

個人分 13,825,000

政治団体分 3,000,000

借入金 10,000,000

j珠鳳商会 8,500,000

亀井 久興 1,500,000

その他の収入 1,036

一件十万円未満のもの 1,036

４ 支出の内訳
経常経費 13,572,014

人件費 4,072,126

光熱水費 460,647

備品・消耗品費 1,429,779

事務所費 7,609,462

政治活動費 14,358,080

組織活動費 4,074,624

調査研究費 568,970

その他の経費 9,714,486

５ 寄附の内訳
（個人分）
小坪 昭光 120,000 都・港区
岩崎 茂治 240,000 豊島区
曽田 八郎 100,000 平田市
渡邊 常弘 240,000 大田市
前野 驍 500,000 練馬区
藤田 雅也 120,000 江津市
森井 三郎 100,000 座間市

大田 肇雄 500,000 浜田市
永田 好典 120,000 島根県日原町
斉藤 隆三 120,000 益田市
森井 栄一 240,000 広島市
斉藤 茂久 120,000 益田市
山野 拓史 120,000 広島市
今井 敦子 1,000,000 浜田市
山口 捨造 240,000 江東区
彦田 昌昭 240,000 江戸川区
山根 宏夫 240,000 入間市
大畑茂三郎 120,000 益田市
今井 聖造 300,000 江津市
小川 憲治 220,000 浜田市
井上 重忠 300,000 島根県桜江町
寺戸五三雄 150,000 島根県匹見町
高橋 完太 500,000 益田市
内田 裕之 200,000 島根県日原町
河野 充司 300,000 島根県匹見町
西行 修 100,000 益田市
藤井 洋 500,000 益田市
椋木 一男 300,000 益田市
野村喜代志 500,000 益田市
石田 一師 300,000 益田市
俵 隆 300,000 大田市
椋木賀寿男 300,000 益田市
今井 久師 200,000 江津市
今井 邦子 100,000 江津市
溝辺 毅 300,000 島根県石見町
福井 宗圭 200,000 島根県瑞穂町
有川 雅男 60,000 島根県六日市

町
大利 邦雄 200,000 島根県大和村
伊藤 凱皓 200,000 島根県邑智町
毛利 建進 500,000 島根県金城町
倉本 給都 300,000 浜田市
河野 利治 500,000 島根県三隅町
宮地 正浩 500,000 益田市
今井 久人 1,000,000 浜田市
秀浦 義久 200,000 松江市
寺戸 恒男 150,000 島根県匹見町
小山 健一 150,000 渋谷区
浅田 博昭 75,000 広島市
谷中 100,000 茨城県友部町
東尾 修 100,000 都・港区
清水 寿乃 100,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

140,000

（政治団体分）
大勇会 3,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
j珠鳳商会 4,535,368

亀井 久興 14,450,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 38,402,356

前年繰越額 19,841,581

本年収入額 18,560,775

２ 支出総額 24,467,284

３ 本年収入の内訳
寄附 18,520,000

個人分 3,000,000

政治団体分 15,520,000

その他の収入 40,775

一件十万円未満のもの 40,775

４ 支出の内訳
経常経費 13,462,361

人件費 4,924,880

備品・消耗品費 1,523,871

事務所費 7,013,610

政治活動費 11,004,923

組織活動費 8,163,238

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,207,122

宣伝事業費 1,207,122

調査研究費 134,563

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岩原 成年 500,000 宇都宮市
岡田 正臣 100,000 宇都宮市
柿沼 安利 500,000 鹿沼市
小平 真一 1,500,000 宇都宮市
小曽戸 廣 100,000 栃木県粟野町
田名 尚文 200,000 宇都宮市
年間五万円以下の
もの

100,000
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（政治団体分）
志帥会 2,020,000 千代田区
新政治研究会 4,000,000 千代田区
自由民主党栃木県
第２選挙区支部

9,000,000 栃木県氏家町

明風会 500,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（有価証券）
中国ファンド 10,000,000

10.6.25

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 13. 3. 1

１ 収入総額 41,136,195

前年繰越額 1,263,231

本年収入額 39,872,964

２ 支出総額 40,373,226

３ 本年収入の内訳
寄附 39,872,408

個人分 10,000,000

政治団体分 29,872,408

その他の収入 556

一件十万円未満のもの 556

４ 支出の内訳
経常経費 673,226

備品・消耗品費 394,224

事務所費 279,002

政治活動費 39,700,000

寄附・交付金 39,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡部 恒三 10,000,000 福島県田島町
（政治団体分）
日本医師連盟 20,000,000 文京区
全国石油政治連盟 600,000 千代田区
いわき恒山会 3,072,408 いわき市
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 富山市

民有林振興会 800,000 千代田区
無所属の会 5,000,000 千代田区

宏志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川越 宏樹

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 13. 3.30

１ 収入総額 34,563,696

前年繰越額 296,610

本年収入額 34,267,086

２ 支出総額 34,485,619

３ 本年収入の内訳
寄附 18,669,000

個人分 13,690,000

政治団体分 4,979,000

借入金 14,631,195

川越 宏樹 14,631,195

その他の収入 966,891

保険料解約金 173,360

自動車売却費 200,000

一件十万円未満のもの 593,531

４ 支出の内訳
経常経費 10,572,658

人件費 4,387,491

備品・消耗品費 27,803

事務所費 6,157,364

政治活動費 23,912,961

組織活動費 555,000

調査研究費 175,891

寄附・交付金 23,019,070

その他の経費 163,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
米良 充典 120,000 宮崎市
高宮 真樹 120,000 宮崎市
松本 正洋 60,000 中間市
更家 悠介 60,000 大阪市
落合幸一郎 60,000 豊橋市
橋元 幸次 60,000 名古屋市
森永 武彦 120,000 福岡市
吉弘 和夫 1,500,000 奈良市
菅原 一博 60,000 仙台市
川越 啓子 1,500,000 宮崎市
川越 宏樹 10,000,000 宮崎市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）

自由民主党宮崎県
青政会支部

4,778,000 宮崎市

川越宏樹後援会 180,000 宮崎市
年間五万円以下の
もの

21,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
川越 宏樹 23,221,195

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 13. 4. 4

１ 収入総額 17,800,000

前年繰越額 1,000,000

本年収入額 16,800,000

２ 支出総額 17,800,000

３ 本年収入の内訳
寄附 16,800,000

個人分 10,800,000

政治団体分 6,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 17,800,000

寄附・交付金 17,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
梶原 清 1,500,000 世田谷区
梶原やす子 1,500,000 世田谷区
梶原 典子 1,500,000 世田谷区
管野 芳子 1,500,000 世田谷区
猪俣 剛 1,500,000 川崎市
管野 士郎 1,500,000 世田谷区
管野 真澄 1,000,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

800,000

（政治団体分）
清山会 6,000,000 世田谷区
高志会
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 13. 3.14

１ 収入総額 46,930,273

前年繰越額 7,156,863

本年収入額 39,773,410

２ 支出総額 37,358,410

３ 本年収入の内訳
寄附 39,772,000

個人分 3,772,000

政治団体分 36,000,000

その他の収入 1,410

一件十万円未満のもの 1,410

４ 支出の内訳
経常経費 11,824,116

人件費 3,726,580

光熱水費 186,766

備品・消耗品費 2,239,892

事務所費 5,670,878

政治活動費 25,534,294

組織活動費 18,584,019

調査研究費 2,400,275

寄附・交付金 4,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大澤 啓藏 120,000 山形県最上町
青木 孝 120,000 山形県最上町
星川 勲 500,000 山形県金山町
安藤ミチ子 120,000 山形県真室川

町
星 光徳 74,000 山形市
阿部 文治 120,000 山形県真室川

町
外田 陽 120,000 長井市
高谷 博 240,000 村山市
大山 政美 120,000 尾花沢市
高橋 昭夫 100,000 山形県真室川

町
佐藤 益子 60,000 山形市
白旗 月美 200,000 酒田市
林 寛治 200,000 品川区
松本 利雄 160,000 山形県金山町
松田 貢 100,000 山形県金山町
本間 満 500,000 鶴岡市
年間五万円以下の
もの

918,000

（政治団体分）
宏池会 10,000,000 千代田区
自由民主党山形県
参議院選挙区第三
支部

26,000,000 山形市
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鴻志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤宗一郎

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 13. 3.19

１ 収入総額 63,450,146

前年繰越額 3,540,146

本年収入額 59,910,000

２ 支出総額 61,799,199

３ 本年収入の内訳
寄附 41,300,000

個人分 38,300,000

（うち特定寄附） 10,000,000

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

18,610,000

鴻志コア21の会（計12回） 9,750,000

忘年会 8,860,000

４ 支出の内訳
経常経費 28,220,000

人件費 21,040,000

光熱水費 180,000

備品・消耗品費 2,800,000

事務所費 4,200,000

政治活動費 33,579,199

組織活動費 7,076,830

選挙関係費 2,800,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,702,369

宣伝事業費 5,131,854

その他の事業費 8,570,515

寄附・交付金 10,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…伊藤宗一郎 10,000,000 宮城県中新田
町

佐々木衛一 300,000 宮城県宮崎町
今藤 健一 200,000 宮城県小野田

町
木戸 和夫 500,000 宮城県宮崎町
八木祐四郎 1,000,000 大田区
手柴 良一 1,000,000 川崎市
水野 正幸 1,000,000 長野市
石塚 晴久 1,000,000 長野市
小林 正夫 1,000,000 G飾区

中村 清彦 1,000,000 文京区
山口 義二 1,000,000 世田谷区
山口 哲也 1,000,000 世田谷区
杉山八洲衛 1,000,000 川崎市
清水 和雄 500,000 新宿区
嶺岸 實 1,000,000 仙台市
渡辺 忠雄 300,000 都・港区
植木 武彦 1,000,000 大田区
遠藤 長司 500,000 仙台市
伊藤 進 1,000,000 宮城県三本木

町
斎藤 瑞麿 1,000,000 気仙沼市
照井 正彦 1,000,000 都・中央区
橋本 光司 250,000 仙台市
高橋 末江 1,000,000 横浜市
菅野多利雄 500,000 塩釜市
田島 一滋 500,000 都・港区
三筒 和彦 1,000,000 世田谷区
長浜 清通 500,000 富山市
志磨 重和 1,000,000 川崎市
志磨 宏彦 1,000,000 狛江市
吉田 和子 1,000,000 渋谷区
志麿 克彦 1,000,000 川崎市
向井 芳江 500,000 品川区
年間五万円以下の
もの

3,750,000

（政治団体分）
伊藤科学技術懇話
会

3,000,000 都・港区

甲祥政研会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 甲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.20

１ 収入総額 7,426,721

前年繰越額 5,255,217

本年収入額 2,171,504

２ 支出総額 6,154,060

３ 本年収入の内訳
寄附 2,170,000

個人分 1,570,000

政治団体分 600,000

その他の収入 1,504

一件十万円未満のもの 1,504

４ 支出の内訳

経常経費 1,204,060

人件費 720,000

備品・消耗品費 78,120

事務所費 405,940

政治活動費 4,950,000

組織活動費 3,750,000

寄附・交付金 1,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田島 祐永 100,000 市川市
渡 一雄 300,000 市川市
年間五万円以下の
もの

1,170,000

（政治団体分）
清沼会 500,000 千葉市
民主党 100,000 千代田区
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 13. 3.30

１ 収入総額 36,189,585

本年収入額 36,189,585

２ 支出総額 36,189,585

３ 本年収入の内訳
寄附 360,000

個人分 120,000

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

35,829,585

吉村剛太郎政経セミナー 35,829,585

４ 支出の内訳
経常経費 31,170,260

人件費 16,794,000

光熱水費 420,345

備品・消耗品費 7,727,184

事務所費 6,228,731

政治活動費 5,019,325

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,019,325

政治資金パーティー開催事
業費

5,019,325

５ 寄附の内訳
（個人分）
波多江健一 120,000 福岡市

（政治団体分）
福岡県医師連盟 120,000 福岡市
福岡市医師連盟 120,000 福岡市
６ 特定パーティーの概要
吉村剛太郎政経セ
ミナー(823人)

35,829,585 福岡市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
吉村剛太郎政経セミナー
（団体からの対価の支払）
オリエント貿易j 500,000 福岡市

(前年支払額 0)

j未来図建設 400,000 福岡市
(前年支払額 0)

I十全会 300,000 大野城市
(前年支払額 0)

g福岡県土木組合
連合会

400,000 福岡市
(前年支払額 0)

福岡県港湾建設協
会

300,000 福岡市
(前年支払額 0)

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 13. 1.29

１ 収入総額 14,625,736

前年繰越額 1,155,736

本年収入額 13,470,000

２ 支出総額 14,190,441

３ 本年収入の内訳
寄附 10,000,000

個人分 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,470,000

まなべ光広君を励ます会 3,470,000

４ 支出の内訳
経常経費 11,103,296

人件費 5,926,000

光熱水費 837,230

備品・消耗品費 438,401

事務所費 3,901,665

政治活動費 3,087,145

組織活動費 314,751

選挙関係費 250,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

963,994
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宣伝事業費 279,038

政治資金パーティー開催事
業費

684,956

調査研究費 58,400

その他の経費 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田村 大司 120,000 高松市
左光 幸男 120,000 高松市
ˆ橋 昭成 120,000 高松市
安藤 敏郎 120,000 大阪市
岸本 繁明 120,000 豊中市
山崎 馨 120,000 中野区
國本 光徳 1,500,000 京都市
松本 通雄 1,000,000 高松市
磯口 和信 300,000 奈良市
徳田 孝徳 1,000,000 八尾市
廣田 尚久 100,000 品川区
福田 平治 100,000 大阪市
萩野谷 興 100,000 水戸市
国分 紀一 1,500,000 大阪市
長谷川末吉 200,000 大阪市
田中 英貴 500,000 神戸市
藤田 達夫 1,000,000 八尾市
真鍋 光広 500,000 香川県国分寺

町
中條喜一郎 300,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

1,180,000

宏誠会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥野 誠亮

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 13. 2. 1

１ 収入総額 22,835,972

前年繰越額 15,329,565

本年収入額 7,506,407

２ 支出総額 8,534,759

３ 本年収入の内訳
寄附 7,500,000

個人分 3,750,000

政治団体分 3,750,000

その他の収入 6,407

一件十万円未満のもの 6,407

４ 支出の内訳

経常経費 600,000

備品・消耗品費 100,000

事務所費 500,000

政治活動費 7,934,759

組織活動費 2,847,699

調査研究費 1,130,668

寄附・交付金 860,000

その他の経費 3,096,392

５ 寄附の内訳
（個人分）
松尾 好晃 500,000 桜井市
森岡 伸嘉 100,000 橿原市
浜田 末次 500,000 松浦市
杉本 充 500,000 新宿区
服部 明行 100,000 奈良市
喜多 勲 100,000 小平市
岡副 昭吾 300,000 都・中央区
横山 芳夫 500,000 小平市
野木 楢次 200,000 大阪市
大師堂経慰 100,000 川崎市
谷奥 昭弘 100,000 桜井市
福辻 道夫 500,000 伊丹市
小貫 員義 60,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

190,000

（政治団体分）
奈良県歯科医師連
盟

1,000,000 奈良市

日本専門新聞政治
連盟

200,000 都・港区

道路運送経営研究
会

800,000 新宿区

自由民主党奈良県
大樹支部

100,000 大和高田市

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
自由民主党奈良県
トラック支部

100,000 奈良市

日本医師連盟 1,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
j三和銀行 4,500,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 215,040,689

前年繰越額 23,304,456

本年収入額 191,736,233

２ 支出総額 188,968,429

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(21人) 13,270,000

寄附 23,030,000

個人分 3,030,000

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

153,436,233

21政経セミナー 64,585,221

幸政会懇親会 4,350,432

尾身幸次2000夏の国政報告会 26,980,580

尾身幸次2000秋の国政報告会 28,600,000

尾身幸次2000冬の国政報告会 28,920,000

その他の収入 2,000,000

貸付金の返金 2,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 29,782,578

人件費 24,548,797

光熱水費 467,818

備品・消耗品費 1,589,606

事務所費 3,176,357

政治活動費 159,185,851

組織活動費 16,729,836

機関紙誌の発行その他の事業
費

21,272,751

機関紙誌の発行事業費 2,531,707

宣伝事業費 678,657

政治資金パーティー開催事
業費

18,062,387

調査研究費 1,137,470

寄附・交付金 120,045,794

５ 寄附の内訳
（個人分）
青木二士夫 500,000 前橋市
阿部 治雄 100,000 前橋市
杉山 彦一 100,000 神奈川県湯河

原町
中澤 忠義 60,000 世田谷区
庭屋 伸 120,000 前橋市
橋野 邦夫 100,000 浦和市

樋口 建介 1,000,000 渋川市
山崎 秀冠 220,000 前橋市
年間五万円以下の
もの

830,000

（政治団体分）
沖縄幸政会 1,000,000 浦添市
群馬県医師連盟 100,000 前橋市
国観連政経懇話会 300,000 千代田区
新政治研究会 1,000,000 千代田区
新政治問題研究会 1,000,000 千代田区
製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
全国自動車共済政
治連盟

1,000,000 新宿区

全日電工連政治連
盟

500,000 都・港区

中小企業共済制度
拡充協議会

1,000,000 都・中央区

道路運送経営研究
会

600,000 新宿区

日本医師連盟 6,000,000 文京区
日本商工連盟 2,000,000 都・中央区
日本病院会政治連
盟

1,000,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

500,000

６ 特定パーティーの概要
21政経セミナー
(1,789人)

64,585,221 都・港区
(前年収入額 0)

尾身幸次2000夏の
国 政 報 告 会
(382人)

26,980,580 都・港区
(前年収入額 0)

尾身幸次2000秋の
国 政 報 告 会
(415人)

28,600,000 都・港区
(前年収入額 0)

尾身幸次2000冬の
国 政 報 告 会
(392人)

28,920,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
21政経セミナー
（政治団体からの対価の支払）
ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区
(前年支払額 0)
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平成の会 400,000 豊島区
(前年支払額 0)

尾身幸次2000夏の国政報告会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

尾身幸次2000秋の国政報告会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

(前年支払額 0)

尾身幸次2000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

(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
尾身 幸次 18,000,000

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

参議院議員

報告年月日 13. 3.13

１ 収入総額 400,303

本年収入額 400,303

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 400,000

個人分 400,000

その他の収入 303

一件十万円未満のもの 303

４ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

400,000

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 13. 2.15

１ 収入総額 18,546,092

前年繰越額 11,109,782

本年収入額 7,436,310

２ 支出総額 4,464,113

３ 本年収入の内訳
寄附 7,370,000

個人分 4,070,000

政治団体分 3,300,000

その他の収入 66,310

一件十万円未満のもの 66,310

４ 支出の内訳
経常経費 1,361,662

人件費 495,000

事務所費 866,662

政治活動費 3,102,451

組織活動費 579,151

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,523,300

宣伝事業費 1,500,000

その他の事業費 23,300

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小山田健治 700,000 柏市
備前 意怜 1,000,000 小松市
岩澤竹治郎 1,000,000 千葉県大栄町
萩原 信夫 500,000 千葉県大栄町
松田 幸助 300,000 習志野市
加瀬 昇一 100,000 銚子市
飯田 眞一 100,000 野田市
仁田 和夫 100,000 大阪市
竹田 譲 100,000 京都市
年間五万円以下の
もの

170,000

（政治団体分）
公明党千葉県本部 2,500,000 千葉市
ＴＫＣ全国政経研
究会

600,000 新宿区

ＴＫＣ千葉政経研
究会

100,000 千葉市

弁護士政治連盟 100,000 千代田区
交通運輸政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

今田 保典

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 13. 2.28

１ 収入総額 28,732,171

前年繰越額 8,725,376

本年収入額 20,006,795

２ 支出総額 15,588,745

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000,000

個人分 3,000,000

政治団体分 17,000,000

その他の収入 6,795

一件十万円未満のもの 6,795

４ 支出の内訳
経常経費 5,777,495

人件費 3,517,310

備品・消耗品費 546,185

事務所費 1,714,000

政治活動費 9,811,250

組織活動費 173,250

調査研究費 8,438,000

寄附・交付金 1,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
今田 保典 3,000,000 山形県河北町
（政治団体分）
山形交通労働組合
政治連盟

5,000,000 山形市

民主党衆議院東北
ブロック比例区第
１総支部

11,000,000 山形市

民主党 1,000,000 千代田区
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 13. 2.19

１ 収入総額 44,816,795

前年繰越額 24,257,619

本年収入額 20,559,176

２ 支出総額 20,999,719

３ 本年収入の内訳
寄附 20,550,000

個人分 260,000

政治団体分 20,290,000

その他の収入 9,176

一件十万円未満のもの 9,176

４ 支出の内訳
経常経費 7,232,266

人件費 2,529,765

備品・消耗品費 2,004,169

事務所費 2,698,332

政治活動費 13,767,453

組織活動費 10,557,453

調査研究費 800,000

寄附・交付金 2,410,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

260,000

（政治団体分）
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

全国木材産業政治
連盟

300,000 千代田区

外食産業政治研究
会

500,000 都・港区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
民有林振興会 800,000 千代田区
自由民主党佐賀県
第三選挙区支部

12,060,000 唐津市

全国小売酒販政治
連盟

500,000 目黒区

二火会 3,830,000 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 13. 2. 5

１ 収入総額 32,939,913

前年繰越額 2,282,891

本年収入額 30,657,022

２ 支出総額 24,907,638

３ 本年収入の内訳
寄附 30,655,000

個人分 11,655,000

政治団体分 19,000,000

その他の収入 2,022

一件十万円未満のもの 2,022

４ 支出の内訳
経常経費 17,816,994

人件費 2,893,264

備品・消耗品費 3,510,827

事務所費 11,412,903

政治活動費 7,090,644

˜
œ

�



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

組織活動費 3,731,911

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,429,900

機関紙誌の発行事業費 1,693,790

宣伝事業費 493,500

その他の事業費 242,610

調査研究費 618,833

寄附・交付金 310,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
神箸 勝 100,000 奈良市
原田 昌彦 300,000 箕面市
三田 政吉 200,000 都・中央区
日比野光鳳 100,000 京都市
近東 弘七 500,000 奈良市
近東 宏光 300,000 奈良市
片岡 衛 60,000 茨木市
青山 慶示 100,000 世田谷区
山崎 新 120,000 奈良県田原本

町
飯田 テル 60,000 奈良市
柳瀬 正敏 100,000 横浜市
山中 徳俊 500,000 奈良市
田島 洋 100,000 生駒市
金泉 隆介 100,000 横浜市
北西 研作 100,000 栃木県河内町
中村 孝也 100,000 仙台市
東 久仁昭 250,000 奈良市
林 秀彦 100,000 奈良市
北島 孝康 100,000 千葉市
福井 新成 100,000 奈良県山添村
梅原 寛克 120,000 大和郡山市
中本 新一 180,000 奈良県平群町
杉本 正夫 100,000 奈良市
高田 昌彦 500,000 桜井市
永田 正利 500,000 御所市
永原 行雄 100,000 奈良市
森岡 正宏 710,000 奈良市
青山福三郎 1,500,000 大津市
岡副 昭吾 100,000 都・中央区
綿谷 正之 100,000 奈良市
中谷 文子 100,000 奈良市
大浦 茂雄 500,000 桜井市
年間五万円以下の
もの

3,755,000

（政治団体分）

森岡正宏後援会 6,000,000 奈良市
森岡正宏君と未来
を語るセミナー

13,000,000 奈良市

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 13. 3.15

１ 収入総額 12,290,000

本年収入額 12,290,000

２ 支出総額 12,290,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(200人) 9,810,000

寄附 2,480,000

団体分 2,480,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,990,000

人件費 4,000,000

光熱水費 150,000

備品・消耗品費 600,000

事務所費 1,240,000

政治活動費 6,300,000

組織活動費 2,900,000

調査研究費 400,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳
（団体分）
jオータニ 100,000 金沢市
ヤンマー農機北陸 70,000 松任市
j日本海コンサル
タント

80,000 金沢市

年間五万円以下の
もの

2,230,000

行友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

池田 行彦

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 13. 3.19

１ 収入総額 59,537,223

前年繰越額 16,314,649

本年収入額 43,222,574

２ 支出総額 46,981,470

３ 本年収入の内訳
寄附 43,220,000

個人分 2,720,000

政治団体分 40,500,000

その他の収入 2,574

一件十万円未満のもの 2,574

４ 支出の内訳
経常経費 1,470

事務所費 1,470

政治活動費 46,980,000

寄附・交付金 46,980,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小島 ノブ 120,000 豊島区
武井 生夫 120,000 杉並区
池田 紀子 1,500,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

980,000

（政治団体分）
日本医師連盟 3,000,000 文京区
広池会 37,000,000 広島市
全国小売酒販政治
連盟

500,000 目黒区

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 13. 3. 9

１ 収入総額 32,942,300

前年繰越額 6,152,300

本年収入額 26,790,000

２ 支出総額 29,557,560

３ 本年収入の内訳
寄附 14,090,000

個人分 14,090,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,700,000

中井洽君の在職20年を祝う会 12,700,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,368,355

人件費 1,954,500

光熱水費 1,360,000

備品・消耗品費 980,000

事務所費 2,073,855

政治活動費 23,189,205

組織活動費 992,022

選挙関係費 1,102,443

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,699,200

政治資金パーティー開催事
業費

4,699,200

調査研究費 395,540

寄附・交付金 13,000,000

その他の経費 3,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
前田 久明 120,000 目黒区
松本 英美 120,000 青梅市
坂本寿美子 120,000 入間市
藤沢 恒夫 120,000 杉並区
中村清之介 100,000 都・府中市
白木 信博 1,500,000 国分寺市
鈴木 昭則 1,500,000 目黒区
鈴木 久子 1,500,000 目黒区
金森 誠 1,000,000 文京区
佐久間孝元 1,000,000 目黒区
森 純孝 1,500,000 四日市市
広瀬 克栄 500,000 上野市
三木 清巳 120,000 津市
中井 正夫 1,500,000 上野市
北森 定 150,000 名張市
中井 洽 1,500,000 上野市
赤坂 裕彦 220,000 横浜市
細金 鉚生 1,400,000 都・中央区
前田 光嘉 120,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
中井洽君の在職20

年 を 祝 う 会
(448人)

12,700,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（貸付金）
自由党三重県第１総
支部

3,000,000

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 13. 2.28

１ 収入総額 17,690,076

前年繰越額 12,708,942

本年収入額 4,981,134

２ 支出総額 5,777,308
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３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(6人) 720,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,258,740

浜田幸一を励ます会 4,258,740

その他の収入 2,394

一件十万円未満のもの 2,394

４ 支出の内訳
経常経費 3,441,762

人件費 1,700,000

備品・消耗品費 541,762

事務所費 1,200,000

政治活動費 2,335,546

組織活動費 1,437,891

調査研究費 286,034

その他の経費 611,621

５ 特定パーティーの概要
浜田幸一を励ます
会(16人)

4,258,740 千代田区
(前年収入額 47,318,870)

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
浜田幸一を励ます会
（個人からの対価の支払）
青木太一郎 440,000 新潟県黒崎町

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j西原衛生工業所 500,000 都・港区

(前年支払額 0)

（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）
小堀 宣夫 2,000,000 墨田区

(前年支払額 0)

古賀まさひろを育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

古賀 正浩

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.14

１ 収入総額 84,028,149

前年繰越額 1,537,882

本年収入額 82,490,267

２ 支出総額 80,648,855

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(496人) 2,102,058

寄附 42,703,336

個人分 11,493,336

団体分 70,000

政治団体分 31,140,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

37,684,000

平成12年新春の集い 13,886,000

2000古賀正浩君を支える会 21,090,000

平成13年新春の集い 2,708,000

その他の収入 873

一件十万円未満のもの 873

４ 支出の内訳
経常経費 57,380,040

人件費 32,916,401

光熱水費 321,272

備品・消耗品費 7,603,027

事務所費 16,539,340

政治活動費 23,268,815

組織活動費 8,750,345

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,638,511

宣伝事業費 300,000

政治資金パーティー開催事
業費

9,338,511

調査研究費 159,959

寄附・交付金 4,720,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
池田 好隆 120,000 福岡県三瀦町
井上 好人 110,000 久留米市
江上 均 670,540 柳川市
大石 工 120,000 久留米市
大木 孝明 1,500,000 福岡市
奥村 集 240,000 福岡県吉井町
河野 秀敏 110,000 福岡県高田町
草場 勝是 200,000 福岡市
倉田 光雄 120,000 久留米市
黒岩 直孝 1,500,000 大牟田市
古賀 喜録 120,000 大牟田市
佐々木孝之 100,000 久留米市
鈴木 淳一 120,000 久留米市
田中佐二郎 1,000,000 大牟田市
中垣 工 110,000 福岡県北野町
中島 真澄 120,000 大牟田市
中村 誠治 282,420 福岡県田主丸

町
長井 孝之 100,000 久留米市
原 岩男 275,376 久留米市
廣瀬 保行 150,000 筑後市

村山 勲男 120,000 久留米市
毛利 之男 120,000 福岡県志免町
森光 渉 170,000 久留米市
吉松 光廣 120,000 久留米市
古賀 正浩 3,000,000 久留米市
年間五万円以下の
もの

895,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

70,000

（政治団体分）
自由民主党福岡県
第十選挙区支部

100,000 北九州市

税理士による古賀
正浩後援会

1,090,000 久留米市

福岡県医師連盟 2,100,000 福岡市
自由民主党福岡県
支部連合会

100,000 福岡市

千歳会 4,050,000 久留米市
自由民主党福岡県
第六選挙区支部

23,700,000 久留米市

６ 特定パーティーの概要
平成12年新春の集
い(3,128人)

13,886,000 久留米市
(前年収入額 0)

2000古賀正浩君を
支 え る 会 (1,057

人)

21,090,000 都・港区
(前年収入額 0)

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2. 2

１ 収入総額 8,210,316

前年繰越額 5,510,316

本年収入額 2,700,000

２ 支出総額 5,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,700,000

個人分 2,700,000

４ 支出の内訳
政治活動費 5,000,000

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
今井 拓郎 1,500,000 蒲郡市

市川 寛 1,200,000 蒲郡市
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 13. 3.28

１ 収入総額 148,053,905

前年繰越額 12,243,906

本年収入額 135,809,999

２ 支出総額 143,502,312

３ 本年収入の内訳
寄附 68,445,615

個人分 13,781,000

政治団体分 54,664,615

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

67,092,265

中山太郎君の憲法調査会長就
任を祝う会

15,350,000

衆議院憲法調査会長中山太郎
と語る会

28,679,265

中山太郎を囲む新年互礼会 3,035,000

中山政経塾勉強会 160,000

中山太郎を囲む会（計３回） 2,930,000

泉のはな総会 16,938,000

その他の収入 272,119

一件十万円未満のもの 272,119

４ 支出の内訳
経常経費 62,404,155

人件費 37,592,116

光熱水費 861,162

備品・消耗品費 8,026,355

事務所費 15,924,522

政治活動費 81,098,157

組織活動費 20,765,207

機関紙誌の発行その他の事業
費

40,684,680

宣伝事業費 738,472

政治資金パーティー開催事
業費

16,187,397

その他の事業費 23,758,811

調査研究費 78,270

寄附・交付金 13,550,000

その他の経費 6,020,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
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宮本 幸雄 240,000 門真市
古木 秋男 120,000 泉南市
角野 卯一 120,000 泉大津市
小西 市朗 120,000 泉大津市
橘 好雄 120,000 大阪府熊取町
東山 政幸 110,000 泉大津市
八木 次司 130,000 泉大津市
槌屋 茂康 120,000 堺市
今井 文雄 60,000 泉大津市
林 修平 180,000 三重県御浜町
上西 圀宏 120,000 大阪市
山田 浩勝 120,000 堺市
槌屋千代子 120,000 堺市
岸上 正二 120,000 池田市
牧瀬 公一 120,000 芦屋市
浅野 敏行 120,000 宝塚市
小寺 正成 120,000 大阪市
黒川 益亘 120,000 大阪市
喜多 利三 90,000 和泉市
谷上 智純 120,000 和泉市
好本 一二 120,000 和泉市
多田五十鈴 120,000 岸和田市
藤野 利三 120,000 和泉市
桃田 安男 120,000 和泉市
樋口 和彦 120,000 大阪市
政山 功一 300,000 大阪市
谷上 雅之 120,000 和泉市
池田 元信 120,000 岸和田市
安枝 弘 60,000 岸和田市
山口 英之 120,000 岸和田市
饗場 博美 120,000 岸和田市
松阪 義典 120,000 岸和田市
柴田 辰男 120,000 岸和田市
児玉 精二 120,000 和泉市
山岸 弥平 120,000 泉佐野市
射手矢孝雄 120,000 泉佐野市
古谷 嘉三 120,000 泉佐野市
重里 忠夫 90,000 泉佐野市
中山 太郎 1,000,000 堺市
浅川 正英 60,000 堺市
山本 俊雄 120,000 大阪市
道風 邦子 120,000 大阪市
浅岡 建三 120,000 箕面市
中本 隆博 120,000 泉大津市
西野 一富 120,000 和泉市
北條喜八郎 120,000 大阪市

河 啓一 300,000 大阪市
小山 茂雄 120,000 岸和田市
森田 拓 120,000 岸和田市
畑中 伸介 120,000 大阪市
木山 正信 120,000 和泉市
山田 政治 120,000 泉南市
森田 浩資 120,000 和泉市
木村 利秋 120,000 大阪狭山市
瀧本 安克 240,000 堺市
伊藤 行男 120,000 和泉市
三森 季夫 60,000 岸和田市
忠岡 清 60,000 堺市
蓑川 和道 60,000 静岡県金谷町
東野千代子 120,000 高石市
東野 久二 120,000 高石市
末次 一郎 200,000 世田谷区
田中 義一 100,000 大阪市
石田 敏郎 100,000 岸和田市
杉岡 繁昭 100,000 泉佐野市
松尾 孝人 100,000 和泉市
槌屋 茂文 60,000 和泉市
川嶋 茂夫 120,000 新宮市
井上 泰正 120,000 大阪市
川畑 昭二 120,000 富田林市
重里 國麿 120,000 吹田市
中野 肇 100,000 神戸市
瀧谷 高 120,000 和歌山県那智

勝浦町
井庭 規一 60,000 堺市
山田 剛弘 120,000 和歌山市
大津 浩 120,000 西宮市
金野 巌 120,000 泉佐野市
熊取谷和巳 120,000 泉佐野市
内原 計介 120,000 泉佐野市
西田 尚生 60,000 大阪市
久保 宗一 120,000 堺市
玉岡 順石 120,000 大阪市
北澤 幸雄 120,000 堺市
田口 徳郎 120,000 岸和田市
高橋 純子 120,000 豊中市
安藤 晃 1,000,000 大阪府忠岡町
年間五万円以下の
もの

1,661,000

（政治団体分）
自由民主党大阪府
第18選挙区支部

19,338,624 泉大津市

日本薬業経済研究
協会

120,000 東大阪市

堺山会 1,575,000 泉大津市
泉山会 3,700,000 泉大津市
泉歯会 6,200,000 泉大津市
大阪府不動産政治
連盟

200,000 大阪市

製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
大阪府トラック運
送事業政治連盟

120,000 大阪市

全日本不動産政治
連盟大阪府支部

100,000 大阪市

Ｔ・Ｋ・Ｃ全国政
経研究会

300,000 新宿区

大阪府医師政治連
盟泉大津支部

300,000 泉大津市

自由民主党大阪府
支部連合会

5,000,000 大阪市

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
新声会 5,000,000 泉大津市
日本医師連盟 10,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

210,991

６ 特定パーティーの概要
中山太郎君の憲法
調査会長就任を祝
う会(356人)

15,350,000 千代田区
(前年収入額 0)

衆議院憲法調査会
長中山太郎と語る
会(701人)

28,679,265 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
中山太郎君の憲法調査会長就任を祝う会
（団体からの対価の支払）
j鳥芳 1,000,000 大阪市

(前年支払額 0)

衆議院憲法調査会長中山太郎と語る会
（団体からの対価の支払）
九石工業j 400,000 大阪市

(前年支払額 0)

共英製鋼j 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
大阪府医師政治連
盟

1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）

中山 太郎 37,000,000

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 13. 3.23

１ 収入総額 11,119,012

前年繰越額 49,012

本年収入額 11,070,000

２ 支出総額 11,094,806

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(47人) 470,000

寄附 10,600,000

個人分 6,600,000

政治団体分 4,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,626,791

人件費 1,200,000

備品・消耗品費 743,556

事務所費 683,235

政治活動費 8,468,015

組織活動費 3,743,120

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,927,287

宣伝事業費 918,700

その他の事業費 2,008,587

調査研究費 1,797,608

５ 寄附の内訳
（個人分）
前田 知克 1,000,000 都・中央区
阿部 裕行 200,000 都・港区
神田 安積 200,000 千代田区
渡辺 昌子 1,500,000 品川区
幣原 廣 200,000 都・中央区
小川原優之 200,000 都・中央区
村井 吉敬 1,000,000 市川市
中力 好子 500,000 三鷹市
松井 耶依 500,000 世田谷区
今井 真理 800,000 練馬区
長沼 石根 500,000 練馬区
（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
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
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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 13. 6.25

１ 収入総額 188,636,229

前年繰越額 41,235,542

本年収入額 147,400,687

２ 支出総額 155,205,994

３ 本年収入の内訳
寄附 43,301,212

個人分 2,000,000

政治団体分 41,301,212

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

104,099,475

政経セミナー木村義雄フォー
ラム

36,699,475

政経セミナー「近未来の日本
づくり」木村義雄フォーラム

10,920,000

木村義雄フォーラム（計３回）
勉強会

15,680,000

木村義雄新春賀詞交換会 40,800,000

４ 支出の内訳
経常経費 77,936,752

人件費 65,703,500

備品・消耗品費 6,549,092

事務所費 5,684,160

政治活動費 77,269,242

組織活動費 14,371,734

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,459,936

政治資金パーティー開催事
業費

17,459,936

調査研究費 1,937,572

寄附・交付金 43,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高畠 敏史 1,300,000 香川県国分寺

町
太田 卓 200,000 香川県大内町
八田 武志 500,000 岡山市
（政治団体分）
日本薬剤師連盟 2,000,000 渋谷区
近未来研究会 9,000,000 千代田区
日本医師連盟 7,000,000 文京区
全日本薬種商協政
治連盟

1,000,000 文京区

全国浄化槽対策推
進政治連盟

500,000 新宿区

日本薬業政治連盟 2,500,000 都・中央区
日本商工連盟 500,000 都・中央区
全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区

全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
日本歯科医師連盟 5,000,000 千代田区
日本柔道整復師連
盟

3,000,000 台東区

製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
東京香雄会 62,950 世田谷区
東京木星会 713,420 世田谷区
東京香志会 788,612 世田谷区
東京香洋会 588,123 世田谷区
東京木村義雄を育
てる会

332,300 世田谷区

東京木村義雄後援
会

589,702 世田谷区

木村義雄東京後援
会

1,082,515 世田谷区

日本精神病院協会
政治連盟

300,000 都・港区

健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

43,590

６ 特定パーティーの概要
政経セミナー木村
義雄フォーラム
(500人)

36,699,475 千代田区
(前年収入額 0)

木村義雄新春賀詞
交換会(1,000人)

40,800,000 高松市
(前年収入額 0)

政経セミナー「近
未来の日本づく
り」 木 村 義 雄
フ ォ ー ラ ム
(250人)

10,920,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経セミナー木村義雄フォーラム
（個人からの対価の支払）
橋本 晃 1,000,000 横浜市

(前年支払額 0)

橋本 珠里 1,000,000 横浜市
(前年支払額 0)

合田 典弘 1,000,000 豊島区
(前年支払額 0)

矢野 弘海 800,000 中野区
(前年支払額 0)

矢野 睦夫 600,000 今治市
(前年支払額 0)

矢野 裕子 800,000 今治市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
太平ビルサービス
j

600,000 新宿区
(前年支払額 0)

東洋紙業j 1,500,000 大阪市
(前年支払額 0)

朝日実業j 1,500,000 大阪市
(前年支払額 0)

東洋電子製版j 1,500,000 大阪市
(前年支払額 0)

東洋紙業高速印刷
j

1,500,000 大阪市
(前年支払額 0)

jそごう 999,475 大阪市
(前年支払額 0)

j東京メガネ 800,000 世田谷区
(前年支払額 0)

fコミュニケイ
ションスペース

1,000,000 新宿区
(前年支払額 0)

j山元 700,000 都・中央区
(前年支払額 0)

ダイア建設j 400,000 新宿区
(前年支払額 0)

j合田工務店 1,500,000 高松市
(前年支払額 0)

オーエス工業j 500,000 荒川区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
大阪府歯科医師連
盟

700,000 大阪市
(前年支払額 0)

全国浄化槽対策推
進政治連盟

500,000 新宿区
(前年支払額 0)

日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本薬剤師連盟 1,500,000 渋谷区
(前年支払額 0)

日本医師連盟 1,000,000 文京区
(前年支払額 0)

全国社会福祉政治
連盟老人福祉施設
部会

300,000 千代田区
(前年支払額 0)

政経セミナー「近未来の日本づくり」木村義雄
フォーラム
（団体からの対価の支払）
jサンエス 1,000,000 広島県神辺町

(前年支払額 0)

（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

(前年支払額 0)

大阪府薬剤師連盟 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

大阪府歯科医師連
盟

1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

日本医師連盟 1,000,000 文京区
(前年支払額 0)

木村義雄フォーラム第15回勉強会
（団体からの対価の支払）
j合田工務店 1,000,000 高松市

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,599,923 8. 5. 9

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 13. 3.16

１ 収入総額 96,684,608

前年繰越額 31,387,800

本年収入額 65,296,808

２ 支出総額 88,344,564

３ 本年収入の内訳
寄附 65,033,369

個人分 26,488,143

政治団体分 38,545,226

その他の収入 263,439

一件十万円未満のもの 263,439

４ 支出の内訳
経常経費 28,521,452

人件費 14,148,820

光熱水費 594,359

備品・消耗品費 6,193,121

事務所費 7,585,152

政治活動費 59,823,112

組織活動費 17,825,049
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機関紙誌の発行その他の事業
費

4,963,895

機関紙誌の発行事業費 4,843,145

宣伝事業費 120,750

調査研究費 93,768

寄附・交付金 36,940,400

５ 寄附の内訳
（個人分）
山根 英雄 120,000 北九州市
洲鎌 誠光 60,000 北九州市
永野サカヱ 120,000 北九州市
中島 俊勝 60,000 北九州市
西川 知文 80,000 中間市
花田 宏 60,000 北九州市
白尾 徹 80,000 北九州市
三原 尚子 1,320,000 北九州市
安田 善充 120,000 北九州市
渡辺 真充 55,000 北九州市
岡村 勲 300,000 千代田区
高森 道雄 100,000 鳥取市
柴田 右司 500,000 北九州市
筒井 昌秀 1,000,000 北九州市
羽柴美智夫 500,000 北九州市
土屋 卓洋 1,000,000 八千代市
白石 昌之 100,000 北九州市
朝重 直光 500,000 北九州市
大平 裕 100,000 千代田区
田坂 良昭 1,000,000 北九州市
廣渡 博 100,000 都・港区
草場 勝是 200,000 福岡市
野見山博吉 300,000 飯塚市
浜野 寛治 100,000 福岡県芦屋町
大峯 昭次 100,000 北九州市
西山 晴彦 100,000 横浜市
織田 明 100,000 飯塚市
石田 裕一 1,000,000 中間市
本村 隆男 300,000 島原市
林田 守邦 500,000 福岡県芦屋町
芦馬 廣徳 300,000 福岡県方城町
花田 宏 300,000 北九州市
貝島 保武 100,000 福岡県岡垣町
安部 信雄 100,000 福岡県岡垣町
井出 正一 100,000 長野県臼田町
重元 英喜 300,000 北九州市
大塚 昌博 1,200,000 北九州市
三原 朝彦 7,105,143 北九州市

鶴 雅敏 80,000 北九州市
福田 仁一 150,000 北九州市
長谷川 浩 100,000 豊島区
柴山 謙治 100,000 町田市
矢内 翠 200,000 福岡県遠賀町
三原伊保子 300,000 北九州市
年間五万円以下の
もの

6,078,000

（政治団体分）
杉浦正健後援会 2,745,226 都・中央区
自由民主党福岡県
第10選挙区支部

100,000 北九州市

新政治問題研究会 2,500,000 千代田区
自由民主党福岡県
第九選挙区支部

32,000,000 北九州市

自由民主党福岡県
支部連合会

100,000 福岡市

平成研究会 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

100,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 131,601,340

前年繰越額 7,058,146

本年収入額 124,543,194

２ 支出総額 129,401,525

３ 本年収入の内訳
寄附 3,565,000

個人分 315,000

政治団体分 3,250,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,370,000

片岡ひさのりを励ます会 9,370,000

借入金 111,278,944

片岡 久議 111,278,944

その他の収入 329,250

一件十万円未満のもの 329,250

４ 支出の内訳
経常経費 57,338,796

人件費 40,865,937

光熱水費 523,813

備品・消耗品費 6,103,647

事務所費 9,845,399

政治活動費 72,062,729

組織活動費 5,166,317

選挙関係費 79,970

機関紙誌の発行その他の事業
費

28,583,037

機関紙誌の発行事業費 15,673,228

宣伝事業費 221,110

政治資金パーティー開催事
業費

11,401,602

その他の事業費 1,287,097

調査研究費 194,405

寄附・交付金 29,999,000

その他の経費 8,040,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

315,000

（政治団体分）
新政治問題研究会 3,000,000 千代田区
自由民主党東京都
第十八選挙区支部

250,000 武蔵野市

６ 資産等の内訳
（借入金）
片岡 久議 117,278,944

山田 久裕 3,000,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 27,301,878

前年繰越額 14,796,825

本年収入額 12,505,053

２ 支出総額 25,891,423

３ 本年収入の内訳
寄附 12,500,000

個人分 9,500,000

政治団体分 3,000,000

その他の収入 5,053

一件十万円未満のもの 5,053

４ 支出の内訳
政治活動費 25,891,423

組織活動費 934,592

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,297,856

機関紙誌の発行事業費 2,297,856

調査研究費 1,758,975

寄附・交付金 20,900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
武宮 耕三 100,000 世田谷区
杉浦 正 300,000 山梨県石和町
斉藤 ˆ徳 1,500,000 山梨県 形町
池田 行彦 500,000 新宿区
臼井 成夫 100,000 甲府市
堀内 光雄 7,000,000 富士吉田市
（政治団体分）
陸上交通懇話会 1,000,000 千代田区
富士政治経済研究
会

2,000,000 渋谷区

国際政経ネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

益田 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 13. 3.30

１ 収入総額 1,289,997

前年繰越額 6,997

本年収入額 1,283,000

２ 支出総額 1,281,010

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 1,281,010

人件費 865,150

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 95,860

事務所費 200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,283,000

国際政治問題研究会
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 13. 1.31
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１ 収入総額 4,690,478

前年繰越額 90,478

本年収入額 4,600,000

２ 支出総額 4,666,040

３ 本年収入の内訳
寄附 4,600,000

個人分 600,000

政治団体分 4,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 400,000

事務所費 400,000

政治活動費 4,266,040

組織活動費 3,421,490

調査研究費 844,550

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

600,000

（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
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 13. 3.28

１ 収入総額 4,573,561

前年繰越額 1,073,537

本年収入額 3,500,024

２ 支出総額 4,568,474

３ 本年収入の内訳
寄附 3,500,000

個人分 1,500,000

政治団体分 2,000,000

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 2,090,950

人件費 1,884,480

備品・消耗品費 149,150

事務所費 57,320

政治活動費 2,477,524

組織活動費 1,077,524

寄附・交付金 1,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

中本 至 1,500,000 伊勢原市
（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（敷金）
ホリケン 1,932,600 8. 6.24

（借入金）
中本 至 19,200,000

国土防災調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田原 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 13. 3.15

１ 収入総額 38,415,437

前年繰越額 38,410,107

本年収入額 5,330

２ 支出総額 22,034,123

３ 本年収入の内訳
その他の収入 5,330

一件十万円未満のもの 5,330

４ 支出の内訳
経常経費 11,740,913

人件費 2,889,870

光熱水費 358,327

備品・消耗品費 314,758

事務所費 8,177,958

政治活動費 10,293,210

組織活動費 1,033,283

機関紙誌の発行その他の事業
費

21,510

宣伝事業費 21,510

調査研究費 138,417

寄附・交付金 9,100,000

５ 資産等の内訳
（敷金）
呉羽管財j 2,500,000 54.10.24

jベック 1,667,400 63. 3.15

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 13. 3.30

１ 収入総額 7,114,287

前年繰越額 114,287

本年収入額 7,000,000

２ 支出総額 6,946,297

３ 本年収入の内訳
寄附 7,000,000

政治団体分 7,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 986,231

備品・消耗品費 919,303

事務所費 66,928

政治活動費 5,960,066

組織活動費 2,948,301

調査研究費 2,630

寄附・交付金 3,000,000

その他の経費 9,135

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
近未来研究会 7,000,000 千代田区
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 13. 3.28

１ 収入総額 25,699,690

前年繰越額 1,508,512

本年収入額 24,191,178

２ 支出総額 25,017,519

３ 本年収入の内訳
寄附 24,050,000

個人分 14,550,000

（うち特定寄附） 5,000,000

政治団体分 9,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

120,000

機関紙 120,000

その他の収入 21,178

一件十万円未満のもの 21,178

４ 支出の内訳
経常経費 5,414,994

人件費 4,058,797

備品・消耗品費 35,024

事務所費 1,321,173

政治活動費 19,602,525

（うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出）

17,500,000

組織活動費 193,376

選挙関係費 80,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,542,537

機関紙誌の発行事業費 797,950

宣伝事業費 744,587

調査研究費 286,612

寄附・交付金 17,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…五島 正規 5,000,000 高知市
北野 博一 500,000 高知県大豊町
矢田 洋三 1,000,000 袖ケ浦市
山下 剛利 120,000 徳島県上坂町
筒井 大八 120,000 宿毛市
豊島 孝一 60,000 札幌市
渡辺 哲雄 60,000 吹田市
中澤 威 120,000 高知市
石黒 道彦 120,000 名古屋市
山口 省之 60,000 熊本県蘇陽町
武居 篤史 120,000 徳山市
土谷晋一郎 120,000 広島市
毛山 繁 120,000 高知市
下野 英世 120,000 摂津市
岡村 高雄 120,000 高知市
臼井 隆 120,000 安芸市
旭 俊臣 100,000 松戸市
近森 正幸 120,000 高知市
山本 浩志 120,000 南国市
森下 喬之 120,000 倉敷市
上野 義博 120,000 福岡県志免町
竹島 強 120,000 南国市
福井 昭 120,000 高知市
高田 宏美 120,000 高知市
宮田 信之 120,000 下館市
松本 文六 120,000 大分市
茅野 丈二 120,000 長崎県三和町
大平 昌彦 120,000 都・港区
持田 健 60,000 八王子市
山名 征三 120,000 東広島市
小島 武 120,000 新座市
松岡 練三 120,000 高知市
川村 明廣 120,000 高知県窪川町
国富 泰二 60,000 岡山市
藤原 一紫 120,000 南国市
藤崎 裕治 60,000 福山市
鶴見 雅彦 120,000 高知市
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古賀 旭 120,000 高槻市
寺尾 尚民 120,000 高知市
猿田 隆夫 120,000 高知市
船戸 豊彦 200,000 室戸市
竹田 秀 120,000 会津若松市
和気 健三 60,000 神戸市
谷川 雅洋 120,000 広島市
対馬 徳昭 1,000,000 札幌市
川田 拓助 500,000 高知市
石原 一生 500,000 高知市
北村 良平 300,000 南国市
大西 健一 120,000 宿毛市
小河 孝則 500,000 岡山市
中前 忠 200,000 渋谷区
植田 昌敏 100,000 岡山市
黒瀬 康平 120,000 福山市
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 2,000,000 都・港区
民主党高知県第１
区総支部

5,000,000 高知市

日本林業・国有林
野事業再建政治連
盟

200,000 文京区

民主党 300,000 千代田区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
小林憲司・輝きクラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小林 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 13. 3.27

１ 収入総額 8,674,140

前年繰越額 4,140

本年収入額 8,670,000

２ 支出総額 8,398,194

３ 本年収入の内訳
寄附 8,470,000

個人分 1,970,000

政治団体分 6,500,000

その他の収入 200,000

選挙事務所賃貸料 200,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,126,883

人件費 1,800,000

光熱水費 678,135

備品・消耗品費 1,087,356

事務所費 1,561,392

政治活動費 3,271,311

組織活動費 1,074,256

機関紙誌の発行その他の事業
費

512,400

宣伝事業費 512,400

調査研究費 184,655

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
宅見 祐行 100,000 愛知県佐織町
福岡 弘徳 100,000 名古屋市
吉田 真人 100,000 一宮市
加藤 千豊 100,000 名古屋市
黒肥地 修 1,500,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

70,000

（政治団体分）
愛知県民社協会 500,000 名古屋市
民主党愛知県第７
区総支部

6,000,000 瀬戸市

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 13. 2.13

１ 収入総額 33,494,880

前年繰越額 397,880

本年収入額 33,097,000

２ 支出総額 32,335,015

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(65人) 4,170,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,427,000

小林としひろ政経セミナー 14,180,000

昼食会（計２回） 157,000

朝食会 90,000

借入金 14,500,000

小林 俊博 14,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,579,982

人件費 5,662,500

光熱水費 255,000

備品・消耗品費 691,582

事務所費 2,970,900

政治活動費 22,755,033

組織活動費 3,009,274

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,933,692

政治資金パーティー開催事
業費

3,724,173

その他の事業費 209,519

寄附・交付金 3,812,067

その他の経費 12,000,000

５ 特定パーティーの概要
小林としひろ政経
セミナー(534人)

14,180,000 都・港区
(前年収入額 0)

６ 資産等の内訳
（借入金）
小林 俊博 14,500,000

小林守新日光高原会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小林 守

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 12,106,821

前年繰越額 2,310,606

本年収入額 9,796,215

２ 支出総額 11,642,230

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(35人) 417,000

寄附 9,150,000

個人分 5,750,000

政治団体分 3,400,000

その他の収入 229,215

一件十万円未満のもの 229,215

４ 支出の内訳
経常経費 5,244,383

人件費 3,968,319

備品・消耗品費 442,718

事務所費 833,346

政治活動費 6,397,847

組織活動費 1,442,865

選挙関係費 2,446,443

機関紙誌の発行その他の事業
費

400,000

機関紙誌の発行事業費 400,000

調査研究費 108,539

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小林 守 5,000,000 鹿沼市
井口 博 100,000 世田谷区
鬼ヶ原克志 600,000 八王子市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党 3,400,000 千代田区
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

参議院議員

報告年月日 13. 2.21

１ 収入総額 2,903,240

前年繰越額 1,097,937

本年収入額 1,805,303

２ 支出総額 1,823,475

３ 本年収入の内訳
寄附 1,805,034

個人分 1,805,034

その他の収入 269

一件十万円未満のもの 269

４ 支出の内訳
政治活動費 1,823,475

機関紙誌の発行その他の事業
費

123,475

その他の事業費 123,475

寄附・交付金 1,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
越山 康 100,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

1,705,034

小山孝雄後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小山 孝雄

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、収支の内訳
が記載できない旨、報告があった。）
報告年月日 13. 6.26

１ 収入総額 不明
前年繰越額 26,293,387
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２ 支出総額 不明
３ 本年収入の内訳
寄附 不明
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 13. 2.23

１ 収入総額 9,010,000

前年繰越額 2,670,000

本年収入額 6,340,000

２ 支出総額 8,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 6,340,000

個人分 1,340,000

政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 8,000,000

寄附・交付金 8,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河野 知子 60,000 大田区
神谷 一雄 160,000 渋谷区
桑原 真弓 120,000 大田区
小笠原一男 1,000,000 長井市
（政治団体分）
民主党 5,000,000 千代田区
財政金融調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

細川 護煕

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 13. 3.30

１ 収入総額 25,002,496

前年繰越額 3,881,887

本年収入額 21,120,609

２ 支出総額 24,656,181

３ 本年収入の内訳
寄附 15,570,000

個人分 15,570,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

550,000

軽井沢勉強会 550,000

借入金 5,000,000

勝見 圭太 2,000,000

永田 良三 3,000,000

その他の収入 609

一件十万円未満のもの 609

４ 支出の内訳
経常経費 11,393,085

人件費 7,083,331

光熱水費 187,775

備品・消耗品費 444,307

事務所費 3,677,672

政治活動費 13,263,096

組織活動費 3,776,551

機関紙誌の発行その他の事業
費

784,400

機関紙誌の発行事業費 60,480

その他の事業費 723,920

調査研究費 13,200

その他の経費 8,688,945

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 勝志 120,000 熊本市
緒方 進 120,000 熊本市
三村 保 120,000 山鹿市
田嶋 哲郎 120,000 熊本市
杉山 眞夫 120,000 熊本市
福田 稠 120,000 熊本市
永田 良三 1,250,000 熊本市
関上 伸彦 1,250,000 熊本市
佐々木哲男 240,000 玉名市
細川 護煕 10,000,000 熊本市
本田 治夫 120,000 熊本県城南町
河野 龍己 120,000 熊本市
宇治 寿康 120,000 熊本市
北原 康文 120,000 熊本市
福岡 一郎 100,000 八代市
勝見 圭太 1,500,000 荒川区
年間五万円以下の
もの

30,000

６ 資産等の内訳
（貸付金）
日本新党清算協会 138,548,036

（借入金）
勝見 圭太 2,000,000

永田 良三 3,000,000

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 13. 3. 9

１ 収入総額 692,526

前年繰越額 18,836

本年収入額 673,690

２ 支出総額 689,520

３ 本年収入の内訳
寄附 669,520

個人分 669,520

その他の収入 4,170

一件十万円未満のもの 4,170

４ 支出の内訳
政治活動費 689,520

調査研究費 689,520

５ 寄附の内訳
（個人分）
内田 英雄 669,520 和歌山県すさ

み町
サカエ政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福島 栄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

静岡県議会議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 96,684,471

前年繰越額 96,622,347

本年収入額 62,124

２ 支出総額 1,092,169

３ 本年収入の内訳
その他の収入 62,124

一件十万円未満のもの 62,124

４ 支出の内訳
経常経費 887,169

人件費 600,000

光熱水費 11,915

備品・消耗品費 35,254

事務所費 240,000

政治活動費 205,000

組織活動費 205,000

５ 資産等の内訳
（貸付金）
福島 栄 56,500,000

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 13. 1.23

１ 収入総額 4,080,284

前年繰越額 70,284

本年収入額 4,010,000

２ 支出総額 4,068,947

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(218人) 2,180,000

寄附 1,830,000

個人分 1,830,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,659,147

人件費 1,819,000

光熱水費 141,997

備品・消耗品費 88,150

事務所費 610,000

政治活動費 1,409,800

組織活動費 891,800

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

193,800

宣伝事業費 193,800

調査研究費 274,200

５ 寄附の内訳
（個人分）
原山 庫佳 1,500,000 世田谷区
須田 清 130,000 川口市
年間五万円以下の
もの

200,000

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2.28

１ 収入総額 5,130,674

前年繰越額 361,896

本年収入額 4,768,778

２ 支出総額 4,218,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,768,000

個人分 4,768,000

その他の収入 778

一件十万円未満のもの 778

４ 支出の内訳
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政治活動費 4,218,000

寄附・交付金 4,218,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
田賀 秀一 500,000 練馬区
年間五万円以下の
もの

4,268,000

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 尭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 116,264,452

前年繰越額 6,229,069

本年収入額 110,035,383

２ 支出総額 111,612,422

３ 本年収入の内訳
借入金 110,000,000

笹川 尭 110,000,000

その他の収入 35,383

一件十万円未満のもの 35,383

４ 支出の内訳
経常経費 15,910,919

備品・消耗品費 2,172,524

事務所費 13,738,395

政治活動費 95,701,503

組織活動費 556,006

調査研究費 145,497

寄附・交付金 95,000,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
笹川 尭 740,000,000

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.13

１ 収入総額 76,237,777

前年繰越額 30,122,649

本年収入額 46,115,128

２ 支出総額 66,172,316

３ 本年収入の内訳
寄附 26,100,000

個人分 6,100,000

政治団体分 20,000,000

借入金 20,000,000

笹川 博義 20,000,000

その他の収入 15,128

一件十万円未満のもの 15,128

４ 支出の内訳
経常経費 18,882,757

備品・消耗品費 11,773,669

事務所費 7,109,088

政治活動費 47,289,559

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,517,263

機関紙誌の発行事業費 3,480,513

宣伝事業費 36,750

調査研究費 1,772,296

寄附・交付金 42,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
笹川 隆弘 1,500,000 世田谷区
笹川 明弘 1,500,000 世田谷区
笹川 泰弘 1,500,000 目黒区
笹川 和弘 1,500,000 桐生市
津田 豊彰 100,000 杉並区
（政治団体分）
自由民主党群馬県
衆議院比例区第３
支部

20,000,000 太田市

６ 資産等の内訳
（借入金）
笹川 博義 20,000,000

佐々木知子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐々木知子

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 13. 3. 1

１ 収入総額 2,391,835

前年繰越額 1,350,000

本年収入額 1,041,835

２ 支出総額 410,000

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 1,835

一件十万円未満のもの 1,835

４ 支出の内訳

政治活動費 410,000

組織活動費 410,000

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

40,000

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 13. 3. 9

１ 収入総額 47,814,005

前年繰越額 20,252,362

本年収入額 27,561,643

２ 支出総額 40,073,751

３ 本年収入の内訳
寄附 12,471,643

個人分 1,900,000

政治団体分 10,571,643

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,090,000

佐々木洋平君と語る夕べ 15,090,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,505,464

人件費 218,612

備品・消耗品費 4,264,475

事務所費 4,022,377

政治活動費 31,568,287

組織活動費 1,696,036

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,838,336

宣伝事業費 282,450

政治資金パーティー開催事
業費

3,555,886

調査研究費 244,236

寄附・交付金 25,789,679

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 晋也 100,000 鹿児島市
本木 正幸 100,000 花巻市
佐々木 誼 100,000 盛岡市
柴田 義春 100,000 盛岡市
関 泰郎 100,000 岩手県花泉町
吉田 明夫 100,000 盛岡市

中川 勝博 500,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

800,000

（政治団体分）
自由党岩手県第３
総支部

10,205,773 一関市

佐々木洋平川崎後
援会

140,132 岩手県川崎村

佐々木洋平千厩後
援会

170,000 岩手県千]町

年間五万円以下の
もの

55,738

６ 特定パーティーの概要
佐々木洋平君と語
る夕べ(249人)

15,090,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
佐々木洋平君と語る夕べ
（個人からの対価の支払）
菅 脩 500,000 杉並区

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
新和産業j 400,000 山形市

(前年支払額 0)

日本化成j 600,000 西宮市
(前年支払額 0)

オリジナル設計j 500,000 新宿区
(前年支払額 0)

jフリーデン 400,000 平塚市
(前年支払額 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 13. 3.15

１ 収入総額 62,324,082

前年繰越額 18,529,969

本年収入額 43,794,113

２ 支出総額 58,987,890

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(394人) 6,064,000

寄附 37,720,000

個人分 1,920,000

政治団体分 35,800,000

その他の収入 10,113

一件十万円未満のもの 10,113
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４ 支出の内訳
経常経費 10,437,869

人件費 9,455,582

備品・消耗品費 29,489

事務所費 952,798

政治活動費 48,550,021

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,549,181

機関紙誌の発行事業費 6,549,181

寄附・交付金 42,000,840

５ 寄附の内訳
（個人分）
高野 将弘 300,000 世田谷区
田中 義典 120,000 福岡市
泉 信也 1,500,000 品川区
（政治団体分）
自由党参議院比例
代表選出第７総支
部

35,000,000 都・港区

道路運送経営研究
会

500,000 新宿区

東京都トラック運
送事業政治連盟

300,000 新宿区

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3. 2

１ 収入総額 38,221,499

前年繰越額 20,811,404

本年収入額 17,410,095

２ 支出総額 18,170,690

３ 本年収入の内訳
寄附 320,000

団体分 320,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,084,475

山東昭子の会 17,084,475

その他の収入 5,620

一件十万円未満のもの 5,620

４ 支出の内訳
経常経費 8,228,325

備品・消耗品費 2,483,293

事務所費 5,745,032

政治活動費 9,942,365

組織活動費 2,417,265

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,525,100

政治資金パーティー開催事
業費

7,525,100

５ 寄附の内訳
（団体分）
年間五万円以下の
もの

320,000

６ 特定パーティーの概要
山東昭子の会(465

人)

17,084,475 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
山東昭子の会
（団体からの対価の支払）
レンゴーj 400,000 大阪市

(前年支払額 0)

jジュンアシダ 800,000 目黒区
(前年支払額 0)

j東北新社 400,000 都・港区
(前年支払額 0)

東海商船j 400,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.13

１ 収入総額 57,630,012

前年繰越額 11,438,670

本年収入額 46,191,342

２ 支出総額 39,684,804

３ 本年収入の内訳
寄附 14,290,000

個人分 4,290,000

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

31,900,000

よしかわ貴盛特別国政報告会 31,900,000

その他の収入 1,342

一件十万円未満のもの 1,342

４ 支出の内訳
経常経費 27,956,564

人件費 5,587,568

光熱水費 189,056

備品・消耗品費 6,636,443

事務所費 15,543,497

政治活動費 11,728,240

組織活動費 7,367,997

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,740,260

宣伝事業費 1,280,000

政治資金パーティー開催事
業費

2,460,260

調査研究費 619,983

５ 寄附の内訳
（個人分）
押切 貢 180,000 札幌市
大塚 博貴 60,000 札幌市
山本 博 100,000 札幌市
菊谷 達夫 500,000 伊達市
高木 正明 1,000,000 札幌市
山田 義憲 500,000 札幌市
高橋 藤雄 500,000 札幌市
神田 峰樹 60,000 札幌市
原 徹 120,000 札幌市
塩見 透 70,000 札幌市
名越 隆雄 120,000 札幌市
末原 長蔵 96,000 札幌市
末原 正二 96,000 札幌市
桜井 幸夫 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
佐藤 幸一 200,000 札幌市
対馬 美和 300,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
札幌市医師連盟 1,200,000 札幌市
自由民主党北海道
衆議院比例区第一
支部

5,000,000 千代田区

全国小売酒販政治
連盟

300,000 目黒区

道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

新政治研究会 1,000,000 千代田区
平成研究会 2,000,000 千代田区
日本看護連盟北海
道支部

200,000 札幌市

６ 特定パーティーの概要

よしかわ貴盛特別
国 政 報 告 会
(576人)

31,900,000 札幌市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
よしかわ貴盛特別国政報告会
（個人からの対価の支払）
竹田 邦治 500,000 札幌市

(前年支払額 0)

竹田 邦博 500,000 札幌市
(前年支払額 0)

鈴木 武 900,000 北海道白老町
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j伊藤工業 1,000,000 室蘭市

(前年支払額 0)

北海道ショッピン
グセンターj

1,000,000 札幌市
(前年支払額 0)

j北海道観光物産
興社

300,000 札幌市
(前年支払額 0)

坂本建設j 500,000 札幌市
(前年支払額 0)

j丹波組 500,000 千歳市
(前年支払額 0)

菱中建設j 1,000,000 札幌市
(前年支払額 0)

菱中海陸運輸j 1,000,000 苫小牧市
(前年支払額 0)

菱中自動車運輸j 500,000 苫小牧市
(前年支払額 0)

菱中道路j 500,000 室蘭市
(前年支払額 0)

北興工業j 1,000,000 札幌市
(前年支払額 0)

j勝田組 500,000 伊達市
(前年支払額 0)

j啓北実業 500,000 苫小牧市
(前年支払額 0)

相互建設j 500,000 北海道鵡川町
(前年支払額 0)

j石垣 1,000,000 札幌市
(前年支払額 0)

柏菱建設工業j 500,000 札幌市
(前年支払額 0)

岩倉建設j 1,000,000 札幌市
(前年支払額 0)
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jホメックス 300,000 札幌市
(前年支払額 0)

j東洋実業 600,000 札幌市
(前年支払額 0)

j東洋実業グルー
プ

500,000 札幌市
(前年支払額 0)

東洋ロードメンテ
ナンスj

400,000 札幌市
(前年支払額 0)

j東洋建物興業 400,000 札幌市
(前年支払額 0)

j北英建設 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

北海道ガソンj 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

北武コンサルタン
トj

1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

j北武グループ連
絡協議会

500,000 札幌市
(前年支払額 0)

（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

(前年支払額 0)

北海道医師連盟 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

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 13. 3. 6

１ 収入総額 9,685,412

前年繰越額 1,005,208

本年収入額 8,680,204

２ 支出総額 9,544,282

３ 本年収入の内訳
寄附 8,680,000

個人分 7,180,000

政治団体分 1,500,000

その他の収入 204

一件十万円未満のもの 204

４ 支出の内訳
経常経費 1,224,282

人件費 1,060,000

光熱水費 16,996

備品・消耗品費 15,597

事務所費 131,689

政治活動費 8,320,000

寄附・交付金 8,320,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
寺田 敬三 1,000,000 都・港区
佐藤 重子 1,500,000 目黒区
佐藤 元信 1,500,000 目黒区
長岩 治郎 100,000 目黒区
酒井 一郎 100,000 都・港区
滝沢 泰三 100,000 渋谷区
大崎 晃義 150,000 品川区
沖本 新良 500,000 世田谷区
西村 雅夫 300,000 杉並区
佐藤 通次 1,500,000 新宿区
秋山真一郎 120,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

310,000

（政治団体分）
誠山会 1,500,000 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 13. 3.28

１ 収入総額 53,407,591

前年繰越額 40,896,015

本年収入額 12,511,576

２ 支出総額 20,046,313

３ 本年収入の内訳
寄附 12,490,000

個人分 10,490,000

政治団体分 2,000,000

その他の収入 21,576

一件十万円未満のもの 21,576

４ 支出の内訳
経常経費 10,590,172

人件費 1,271,500

備品・消耗品費 2,086,014

事務所費 7,232,658

政治活動費 9,456,141

組織活動費 7,395,721

寄附・交付金 2,060,420

５ 寄附の内訳
（個人分）
有本 恒夫 300,000 鳥取市
小田中敬夫 100,000 岩手県紫波町

篠原 久 100,000 熊本市
延藤 隆也 100,000 千葉市
宮崎 武美 150,000 岡山市
増田 教正 100,000 青森県森田村
藤谷 良治 100,000 仙台市
吉川 築 100,000 熊本市
田附 良一 100,000 滋賀県五個荘

町
林 博昭 110,000 熊本市
天野 彰徳 100,000 久留米市
押野 知行 100,000 仙台市
櫻木 博巳 100,000 宮崎県高城町
伊藤 昭 100,000 仙台市
安倍 希一 100,000 岩手県胆沢町
原田 憲一 100,000 熊本市
大石 純夫 150,000 仙台市
萩原 宗作 250,000 新宿区
伊藤 誠得 100,000 山形市
青木 和芳 100,000 小牧市
山Ä 絋一 150,000 千葉市
蓬田 達郎 240,000 座間市
大久保清和 350,000 京都市
大久保憲一 350,000 京都市
湯淺 満之 100,000 横浜市
藤本 尚一 100,000 熊本市
大津 利治 150,000 北広島市
辻 誠一 100,000 龍ケ崎市
大江 政昭 100,000 米沢市
藤田 靖夫 100,000 盛岡市
甲斐 篤 100,000 延岡市
薮内 邁 150,000 高岡市
中島 均 150,000 江戸川区
今井 卓郎 100,000 大津市
平澤 紀雄 100,000 仙台市
浜畑 孝一 250,000 豊島区
田内 堯 350,000 厚木市
脇阪 銃三 150,000 習志野市
生駒 雅彦 100,000 旭川市
木村 高明 100,000 熊本市
内田 欽也 100,000 熊本市
野口 隆昭 100,000 熊本県松橋町
宮津 高公 100,000 熊本市
原田 愼一 100,000 山口市
谷冨 一昭 100,000 鳥栖市
年間五万円以下の
もの

4,240,000

（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
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 13. 3.30

１ 収入総額 73,507,181

前年繰越額 3,055,644

本年収入額 70,451,537

２ 支出総額 56,526,300

３ 本年収入の内訳
寄附 7,394,835

個人分 5,294,835

政治団体分 2,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

63,055,740

石崎岳代議士を励ます集い 30,279,580

ガンバロー石崎岳11．10大集
会

32,776,160

その他の収入 962

一件十万円未満のもの 962

４ 支出の内訳
経常経費 1,503,675

人件費 1,503,675

政治活動費 55,022,625

組織活動費 248,906

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,773,719

政治資金パーティー開催事
業費

3,773,719

寄附・交付金 51,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
遠藤 三郎 300,000 札幌市
武藤 令子 500,000 札幌市
渡部 正博 1,000,000 札幌市
近藤 和雄 500,000 札幌市
石崎 岳 2,219,035 札幌市
仲島 司 775,800 札幌市
（政治団体分）
信友会 1,600,000 札幌市
東京翔武会 500,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
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石崎岳代議士を励
ま す 集 い
(1,224人)

30,279,580 札幌市
(前年収入額 0)

ガンバロー石崎岳
11． 10 大 集 会
(2,629人)

32,776,160 札幌市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
石崎岳代議士を励ます集い
（団体からの対価の支払）
山田建業j 1,000,000 札幌市

(前年支払額 0)

太陽グループj 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

坂本建設j 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

jダンテック 500,000 札幌市
(前年支払額 0)

坂本興産j 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

j石山組 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

j草別組 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

柏菱建設工業j 700,000 札幌市
(前年支払額 0)

岩倉建設j 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

倉英興業j 800,000 苫小牧市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
札幌市医師連盟 300,000 札幌市

(前年支払額 0)

北海道石油政治連
盟

300,000 札幌市
(前年支払額 0)

ガンバロー石崎岳11．10大集会
（団体からの対価の支払）
岩倉建設j 1,500,000 札幌市

(前年支払額 0)

j北海道日建設計 220,000 札幌市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
北海道医師連盟 400,000 札幌市

(前年支払額 0)

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 25,292,841

前年繰越額 3,062,622

本年収入額 22,230,219

２ 支出総額 19,950,229

３ 本年収入の内訳
寄附 21,800,000

個人分 3,480,000

政治団体分 18,320,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

430,000

産業問題研究会研修会 430,000

その他の収入 219

一件十万円未満のもの 219

４ 支出の内訳
経常経費 463,254

備品・消耗品費 336,000

事務所費 127,254

政治活動費 19,486,975

組織活動費 17,033

機関紙誌の発行その他の事業
費

105,598

その他の事業費 105,598

調査研究費 64,344

寄附・交付金 19,300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
玉置 一弥 1,500,000 京都府加茂町
大高 俊彦 150,000 真岡市
竹鼻 順子 300,000 杉並区
木村 博 1,500,000 京田辺市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
民主党京都府第６
区総支部

14,500,000 宇治市

全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区

民社協会 400,000 都・港区
新政会 3,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

120,000

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 13. 3. 1

１ 収入総額 130,000

前年繰越額 10,000

本年収入額 120,000

２ 支出総額 120,000

３ 本年収入の内訳
寄附 120,000

個人分 120,000

４ 支出の内訳
経常経費 120,000

事務所費 120,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
北井 宏弥 120,000 島根県大社町
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 13. 2.28

１ 収入総額 4,798,868

前年繰越額 4,796,927

本年収入額 1,941

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,941

一件十万円未満のもの 1,941

山水会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村山 達雄

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 13. 2.16

１ 収入総額 1,542,809

前年繰越額 1,542,584

本年収入額 225

２ 支出総額 1,540,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 225

一件十万円未満のもの 225

４ 支出の内訳

政治活動費 1,540,000

寄附・交付金 1,540,000

山王懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

後藤田正晴

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 13. 3.16

１ 収入総額 35,233,469

前年繰越額 35,153,843

本年収入額 79,626

２ 支出総額 21,595,349

３ 本年収入の内訳
寄附 66,000

個人分 50,000

政治団体分 16,000

その他の収入 13,626

一件十万円未満のもの 13,626

４ 支出の内訳
経常経費 8,412,749

備品・消耗品費 1,171,340

事務所費 7,241,409

政治活動費 13,182,600

組織活動費 2,987,543

調査研究費 195,057

寄附・交付金 10,000,000

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）
年間五万円以下の
もの

16,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

10,004,810

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 13. 2.28

１ 収入総額 55,829,533

前年繰越額 20,037,317

本年収入額 35,792,216

２ 支出総額 55,261,201

３ 本年収入の内訳
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寄附 16,878,452

個人分 878,452

政治団体分 16,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

18,913,764

出版記念会（計２回） 18,913,764

４ 支出の内訳
経常経費 11,710,553

人件費 8,290,000

光熱水費 41,260

備品・消耗品費 705,893

事務所費 2,673,400

政治活動費 43,550,648

組織活動費 272,997

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,727,651

宣伝事業費 199,500

政治資金パーティー開催事
業費

8,528,151

寄附・交付金 34,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大竹 美喜 120,000 新宿区
鴨田 泰治 120,000 高松市
木下榮次郎 120,000 所沢市
財田 忠幸 120,000 西宮市
矢野 茂子 120,000 坂出市
平井 敬三 120,000 奈良市
三宅 弘 120,000 高松市
年間五万円以下の
もの

38,452

（政治団体分）
自由民主党香川県
参議院選挙区第一
支部

16,000,000 高松市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,000,000 61.10. 6

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 13. 3.28

１ 収入総額 272,597,639

前年繰越額 154,566,002

本年収入額 118,031,637

２ 支出総額 238,747,790

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(44人) 586,000

寄附 19,960,000

個人分 3,460,000

政治団体分 16,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

90,032,520

河本三郎と語る夕べ 90,032,520

その他の収入 7,453,117

法定選挙費用戻り分 710,384

一件十万円未満のもの 6,742,733

４ 支出の内訳
経常経費 157,226,650

人件費 142,408,698

光熱水費 222,967

備品・消耗品費 6,649,423

事務所費 7,945,562

政治活動費 81,521,140

組織活動費 2,804,178

選挙関係費 11,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,196,917

宣伝事業費 8,093,277

政治資金パーティー開催事
業費

6,103,640

調査研究費 4,500

寄附・交付金 53,515,545

５ 寄附の内訳
（個人分）
河合 久夫 100,000 姫路市
年間五万円以下の
もの

3,360,000

（政治団体分）
番町政策研究所 7,000,000 千代田区
東京翔武会 500,000 都・港区
自由民主党兵庫県
第12選挙区支部

9,000,000 龍野市

６ 特定パーティーの概要
河本三郎と語る夕
べ(940人)

90,032,520 姫路市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
河本三郎と語る夕べ
（個人からの対価の支払）

浅見 正義 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
兵庫九門運輸j 220,000 赤穂市

(前年支払額 0)

j大気社 300,000 神戸市
(前年支払額 0)

j三弘建築事務所 300,000 西宮市
(前年支払額 0)

サンシャイン青山 400,000 姫路市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
パ ー ソ ナ ル コ ン
ピューター(一式)

1,696,410 5. 9.13

（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 13. 3.23

１ 収入総額 71,031,975

前年繰越額 45,670,795

本年収入額 25,361,180

２ 支出総額 26,765,749

３ 本年収入の内訳
寄附 25,360,000

個人分 25,360,000

その他の収入 1,180

一件十万円未満のもの 1,180

４ 支出の内訳
経常経費 19,765,749

人件費 16,923,308

光熱水費 209,229

備品・消耗品費 39,530

事務所費 2,593,682

政治活動費 7,000,000

寄附・交付金 7,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

25,360,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 6,052,097

前年繰越額 1,170,229

本年収入額 4,881,868

２ 支出総額 5,848,538

３ 本年収入の内訳
寄附 4,730,000

個人分 4,730,000

その他の収入 151,868

ＭＲＡ推進議員連盟 150,000

一件十万円未満のもの 1,868

４ 支出の内訳
経常経費 4,643,856

人件費 4,271,787

備品・消耗品費 106,146

事務所費 265,923

政治活動費 1,204,682

組織活動費 476,250

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,059

機関紙誌の発行事業費 14,059

調査研究費 204,373

寄附・交付金 510,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤田 幸久 2,550,000 都・北区
藤田 玲子 680,000 都・北区
星 ミヤ子 1,500,000 水戸市
６ 資産等の内訳
（借入金）
藤田 幸久 4,000,000

藤田 玲子 1,600,000

椎の実会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

椎名 素夫

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 13. 2.21

１ 収入総額 19,285,128

前年繰越額 10,895,326

本年収入額 8,389,802

２ 支出総額 14,136,871
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３ 本年収入の内訳
寄附 540,000

個人分 540,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,149,000

新春国政報告会 2,110,000

日韓友好研修会 1,679,000

経済戦略セミナー 3,360,000

その他の収入 700,802

一件十万円未満のもの 700,802

４ 支出の内訳
経常経費 1,794,716

人件費 1,085,000

備品・消耗品費 169,589

事務所費 540,127

政治活動費 12,342,155

組織活動費 11,577,935

機関紙誌の発行その他の事業
費

130,200

その他の事業費 130,200

調査研究費 634,020

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 敬人 100,000 盛岡市
佐々木友江 100,000 岩手県石鳥谷

町
佐々木新吉 100,000 花巻市
小友 康正 100,000 花巻市
橋本 健 100,000 岩手県千]町
年間五万円以下の
もの

40,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 15,977,622

前年繰越額 12,417,622

本年収入額 3,560,000

２ 支出総額 13,752,449

３ 本年収入の内訳
寄附 3,560,000

個人分 2,060,000

政治団体分 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,507,834

人件費 3,851,584

光熱水費 118,493

備品・消耗品費 2,533,348

事務所費 4,004,409

政治活動費 3,244,615

組織活動費 2,938,555

調査研究費 306,060

５ 寄附の内訳
（個人分）
坪倉 玲子 60,000 都・港区
山口 義二 1,000,000 世田谷区
手柴 良一 500,000 川崎市
山口 哲也 500,000 世田谷区
（政治団体分）
日本商工連盟 500,000 都・中央区
幸政会 1,000,000 千代田区
重富雄之安保政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

重富 雄之

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 13. 3.28

１ 収入総額 138

前年繰越額 138

２ 支出総額 0

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 13. 3.28

１ 収入総額 49,657,506

前年繰越額 7,462,310

本年収入額 42,195,196

２ 支出総額 48,031,731

３ 本年収入の内訳
寄附 7,500,000

個人分 5,050,000

団体分 450,000

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

32,540,000

浜田靖一君を励ます会 32,540,000

その他の収入 2,155,196

貸付金返戻金 2,000,000

積立定期 110,079

一件十万円未満のもの 45,117

４ 支出の内訳
経常経費 21,845,695

人件費 8,840,000

光熱水費 365,276

備品・消耗品費 6,046,343

事務所費 6,594,076

政治活動費 26,186,036

組織活動費 11,672,764

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,086,848

政治資金パーティー開催事
業費

6,086,848

寄附・交付金 5,500,000

その他の経費 2,926,424

５ 寄附の内訳
（個人分）
石井 準一 1,500,000 千葉県長生村
永田 シナ 1,500,000 豊中市
浜田 幸一 1,500,000 富津市
浜田寿美子 500,000 富津市
年間五万円以下の
もの

50,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

450,000

（政治団体分）
東京翔武会 500,000 都・港区
千葉県歯科医師会
政治連盟

500,000 千葉市

新政治研究会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
浜田靖一君を励ま
す会(785人)

32,540,000 千葉市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
浜田靖一君を励ます会
（団体からの対価の支払）
古谷建設j 1,500,000 千葉県横芝町

(前年支払額 0)

大和物産f 1,000,000 千葉県松尾町
(前年支払額 0)

古谷建材f 1,500,000 千葉県横芝町
(前年支払額 0)

佐久間土木j 1,500,000 千葉県成東町
(前年支払額 0)

j大松建設 1,500,000 千葉県松尾町
(前年支払額 0)

鈴木土木工業j 1,000,000 八街市
(前年支払額 0)

j久野工業 400,000 千葉県天津小
湊町

(前年支払額 0)

j三枝組 500,000 茂原市
(前年支払額 0)

白井建設j 340,000 習志野市
(前年支払額 0)

賢友会 400,000 木更津市
(前年支払額 0)

青木総業j 600,000 鴨川市
(前年支払額 0)

倉形建設j 500,000 木更津市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（貸付金）
近藤 司 1,676,742

（借入金）
岩Ä 慶子 2,600,000

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 13. 4. 3

１ 収入総額 23,376,069

前年繰越額 1,115,947

本年収入額 22,260,122

２ 支出総額 15,407,454

３ 本年収入の内訳
寄附 7,200,000

政治団体分 7,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,060,000

七条明氏大蔵政務次官就任を
祝う会

15,060,000

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 5,150,427

人件費 4,073,548

備品・消耗品費 513,218

事務所費 563,661
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政治活動費 10,257,027

組織活動費 4,528,780

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,693,978

政治資金パーティー開催事
業費

5,693,978

調査研究費 34,269

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
番町政策研究所 7,200,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
七条明氏大蔵政務
次官就任を祝う会
(1,016人)

15,060,000 徳島市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
七条明氏大蔵政務次官就任を祝う会
（政治団体からの対価の支払）
徳島県歯科医師連
盟

500,000 徳島市
(前年支払額 0)

島さとし全国後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

嶋 聡

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 4,748,746

前年繰越額 688,501

本年収入額 4,060,245

２ 支出総額 4,701,061

３ 本年収入の内訳
寄附 3,990,000

個人分 2,490,000

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

70,000

東海政経フォーラム 70,000

その他の収入 245

一件十万円未満のもの 245

４ 支出の内訳
経常経費 1,604,327

備品・消耗品費 288,345

事務所費 1,315,982

政治活動費 3,096,734

組織活動費 149,257

機関紙誌の発行その他の事業
費

638,477

その他の事業費 638,477

寄附・交付金 2,309,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大嶋 勝衛 100,000 鎌倉市
名倉 昇 160,000 碧南市
秋田 八郎 100,000 豊田市
金山 功 120,000 西尾市
藤浦 武 60,000 碧南市
渡辺 浩二 120,000 豊田市
山村 公一 120,000 杉並区
田村 純郎 120,000 都・北区
川合 歩 100,000 箕面市
北尾 吉孝 100,000 新宿区
片岡 悦郎 60,000 高知市
岩井 俊弥 60,000 鎌倉市
上村 文代 60,000 東海市
年間五万円以下の
もの

1,210,000

（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
愛知県民社協会 1,400,000 名古屋市
６ 資産等の内訳
（借入金）
嶋 聡 4,000,000

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 13. 3.27

１ 収入総額 67,587,419

前年繰越額 41,470,791

本年収入額 26,116,628

２ 支出総額 25,815,864

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(150人) 150,000

寄附 25,922,000

個人分 6,800,000

（うち特定寄附） 6,000,000

政治団体分 19,122,000

その他の収入 44,628

一件十万円未満のもの 44,628

４ 支出の内訳
経常経費 10,952,161

人件費 6,109,360

備品・消耗品費 1,981,974

事務所費 2,860,827

政治活動費 14,863,703

組織活動費 8,358,020

調査研究費 505,683

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…清水嘉与子 6,000,000 練馬区
原 寛 300,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

500,000

（政治団体分）
日本看護連盟 10,000,000 渋谷区
日本看護連盟北海
道支部

1,500,000 札幌市

日本看護連盟広島
県支部

500,000 広島市

日本看護連盟和歌
山県支部

200,000 和歌山市

日本看護連盟大分
県支部

100,000 大分市

日本看護連盟群馬
県支部

100,000 前橋市

日本看護連盟三重
県支部

200,000 津市

自由民主党徳島県
看護連盟支部

100,000 徳島市

日本看護連盟香川
県支部

300,000 香川県国分寺
町

日本看護連盟宮崎
県支部

100,000 宮崎市

日本看護連盟富山
県支部

100,000 富山市

清水嘉与子富山県
後援会

100,000 富山市

日本看護連盟愛知
県支部

100,000 名古屋市

自由民主党岡山県
看護連盟支部

100,000 岡山市

日本看護連盟愛媛
県支部

300,000 松山市

日本看護連盟静岡
県支部

1,000,000 静岡市

日本看護連盟岡山
県支部

100,000 岡山市

日本看護連盟石川
県支部

100,000 金沢市

日本看護連盟秋田
県支部

100,000 秋田市

日本看護連盟山口
県支部

100,000 防府市

日本看護連盟神奈
川県支部

100,000 横浜市

自由民主党福井県
看護連盟支部

60,000 福井市

日本看護連盟高知
県支部

200,000 高知市

清水嘉与子神奈川
県後援会

200,000 横浜市

清水会 500,000 名古屋市
自由社会を守る国
民会議

368,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

2,494,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

30,705,676

清水達雄後援会
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 13. 3.19

１ 収入総額 162,149,891

前年繰越額 99,019,934

本年収入額 63,129,957

２ 支出総額 63,307,287

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

58,989,265

清水達雄土地・住宅政策
フォーラム（計６回）

37,649,265

前参議院議員清水達雄君を励
ます会

21,340,000

その他の収入 40,692

一件十万円未満のもの 40,692

４ 支出の内訳
経常経費 32,723,375

人件費 9,946,356
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光熱水費 283,109

備品・消耗品費 6,737,321

事務所費 15,756,589

政治活動費 30,583,912

組織活動費 1,508,837

選挙関係費 10,042,941

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,032,134

宣伝事業費 404,960

政治資金パーティー開催事
業費

12,627,174

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
全国不動産政治連
盟

2,000,000 千代田区

日本不動産鑑定政
治連盟

100,000 都・港区

平成研究会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
前参議院議員清水
達雄君を励ます会
(450人)

21,340,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
清水達雄第19回土地・住宅政策フォーラム
（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
(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

清水達雄第20回土地・住宅政策フォーラム
（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
(前年支払額 0)

全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

清水達雄第21回土地・住宅政策フォーラム
（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
(前年支払額 0)

清水達雄第22回土地・住宅政策フォーラム
（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
(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

清水達雄第23回土地・住宅政策フォーラム
（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
(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

前参議院議員清水達雄君を励ます会
（団体からの対価の支払）
j大成出版社 700,000 世田谷区

(前年支払額 0)

g日本建築士事務
所協会連合会

400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

（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
(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

全日本不動産政治
連盟

1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

長崎県不動産政治
連盟

500,000 長崎市
(前年支払額 0)

新政治問題研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

清水達雄第24回土地・住宅政策フォーラム
（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
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,171,929 6. 4.28

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 13. 3.30

１ 収入総額 37,413,398

前年繰越額 13,553,008

本年収入額 23,860,390

２ 支出総額 22,017,431

３ 本年収入の内訳
寄附 22,895,378

個人分 4,178,583

政治団体分 18,716,795

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

960,000

保坂展人元気大集会 960,000

その他の収入 5,012

一件十万円未満のもの 5,012

４ 支出の内訳
経常経費 3,600,000

人件費 3,000,000

事務所費 600,000

政治活動費 18,417,431

組織活動費 485,190

選挙関係費 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,582,241

宣伝事業費 2,928,071

その他の事業費 1,654,170

寄附・交付金 9,350,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
灰谷健次郎 330,000 熱海市
花輪不二男 530,000 目黒区
河内 勝和 100,000 広島市
前沢奈津子 100,000 千葉県大網白

里町
佐高 信 100,000 清瀬市
田 英夫 100,000 渋谷区
市川 寿男 200,000 豊橋市
貝瀬 照峯 100,000 木更津市
高見 裕一 100,000 都・港区
国弘 正雄 200,000 世田谷区
斎藤 忠利 100,000 国分寺市
前田 知克 100,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

2,118,583

（政治団体分）
社会民主党 14,520,357 千代田区
保坂展人と元気印
の会

4,196,438 世田谷区

市民政治をすすめる会
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 13. 3.16

１ 収入総額 20,131,548

前年繰越額 317,478

本年収入額 19,814,070

２ 支出総額 19,966,710

３ 本年収入の内訳
寄附 14,812,546

個人分 9,812,546

政治団体分 5,000,000

借入金 2,000,000

土田 功光 2,000,000

その他の収入 3,001,524

貸付金返済金 3,000,000

一件十万円未満のもの 1,524

４ 支出の内訳
経常経費 2,810,720

人件費 2,779,430

備品・消耗品費 31,290

政治活動費 17,155,990

組織活動費 355,990

寄附・交付金 11,800,000

その他の経費 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
辻元 清美 8,100,000 高槻市
伊藤 裕作 1,000,000 新宿区
梅澤 桂子 712,546 杉並区
（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
社会民主党近畿ブ
ロック協議会

1,000,000 大阪市

社会活動研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藁科 滿治

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 13. 1.24

１ 収入総額 3,300,857

前年繰越額 100,431

本年収入額 3,200,426

２ 支出総額 1,091,760

３ 本年収入の内訳
寄附 3,200,000

政治団体分 3,200,000

その他の収入 426

一件十万円未満のもの 426

４ 支出の内訳
経常経費 1,450

事務所費 1,450

政治活動費 1,090,310

組織活動費 1,014,810
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調査研究費 33,500

寄附・交付金 42,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
藁科滿治後援会 2,000,000 川崎市
民主党 1,200,000 千代田区
社会計画研究会
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 13. 3.30

１ 収入総額 894,427,776

前年繰越額 431,177,408

本年収入額 463,250,368

２ 支出総額 477,981,384

３ 本年収入の内訳
寄附 108,717,000

個人分 29,761,000

団体分 4,316,000

政治団体分 74,640,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

354,425,360

機関誌 90,190,360

雲霓の会（計３回） 90,640,000

枝豆パーティ 34,760,000

雲霓の会総会 99,330,000

加藤紘一君を激励する会（計
２回）

38,655,000

新内外社会研究会 850,000

その他の収入 108,008

一件十万円未満のもの 108,008

４ 支出の内訳
経常経費 166,716,459

人件費 71,074,625

光熱水費 843,186

備品・消耗品費 12,666,070

事務所費 82,132,578

政治活動費 311,264,925

組織活動費 99,351,805

機関紙誌の発行その他の事業
費

66,986,200

機関紙誌の発行事業費 36,009,400

政治資金パーティー開催事
業費

29,480,092

その他の事業費 1,496,708

調査研究費 147,000

寄附・交付金 144,302,435

その他の経費 477,485

５ 寄附の内訳
（個人分）
井波 理朗 240,000 豊島区
林 豊司 240,000 杉並区
玉城 宏志 120,000 大阪市
鈴木 肇 300,000 鶴岡市
本間 敏英 300,000 山形県温海町
難波 忠昭 300,000 鶴岡市
丸山 淳一 300,000 鶴岡市
山下 操 100,000 相模原市
横尾 三郎 1,000,000 東根市
横尾 有一 1,000,000 東根市
平尾 和子 1,500,000 酒田市
平尾 彰 1,500,000 酒田市
平尾 静子 1,500,000 酒田市
平尾 未和 1,500,000 酒田市
高橋 良和 100,000 鎌ヶ谷市
田中 守彦 100,000 神奈川県大磯

町
松田 庄治 1,500,000 南陽市
菅原 守 200,000 川崎市
鈴木 忠敬 1,000,000 大宮市
樋口 三吉 1,000,000 朝霞市
平塚 眞 360,000 目黒区
山口 直良 240,000 大田区
関 昭一 60,000 新潟市
塩谷 喬 200,000 土浦市
西村 清邦 70,000 世田谷区
渡会 重雄 80,000 足立区
高橋 邦郎 100,000 小金井市
新井 清吾 100,000 文京区
山口スティファン 1,000,000 山形県最上町
和泉 修 500,000 山形県温海町
畫間 輝夫 100,000 浜松市
松田 泰典 1,500,000 墨田区
大倉 昊 480,000 芦屋市
鈴木 保 1,000,000 南陽市
佐藤 三郎 1,000,000 鎌倉市
柴崎 三男 120,000 新庄市
伊藤勇太郎 60,000 尾花沢市
池田 清瀬 300,000 鶴岡市
加藤 孝一 300,000 酒田市
加藤安太郎 200,000 酒田市

竹内 輝博 1,000,000 酒田市
斎藤 信義 100,000 鶴岡市
菅原 末三 140,000 鶴岡市
河北 博文 500,000 新宿区
中島皆右エ門 200,000 新庄市
渡辺 四郎 120,000 鶴岡市
森田 政一 120,000 鶴岡市
尾形 泰弘 100,000 鶴岡市
佐藤 裕一 100,000 鶴岡市
佐藤 喜信 70,000 山形市
年間五万円以下の
もの

5,741,000

（団体分）
三栄港運j 60,000 木更津市
j地文社 100,000 千代田区
jケンブリッジリ
サーチ研究所

120,000 都・港区

鶴峰産業j 360,000 鶴岡市
庄内交通j 500,000 鶴岡市
菅睦建設j 120,000 鶴岡市
}早坂食品 120,000 鶴岡市
新庄生コンクリー
トj

120,000 新庄市

j東日本電化 120,000 新庄市
年間五万円以下の
もの

2,696,000

（政治団体分）
酒田市医師連盟 1,000,000 酒田市
東友クラブ 100,000 酒田市
商工政治連盟 300,000 千代田区
日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
山形県農協政治連
盟

500,000 山形市

全国小売酒販政治
連盟

900,000 目黒区

全国旅館政治連盟 200,000 千代田区
東北税理士政治連
盟

100,000 仙台市

山形県税理士政治
連盟

200,000 天童市

全国クリーニング
業政治連盟

200,000 新宿区

富陽会 1,000,000 鶴岡市
山形県医師連盟 1,000,000 山形市
北海道森林土木建
設業政治連盟

800,000 札幌市

日本医師連盟 15,000,000 文京区
全国森林土木建設
業政治連盟

1,000,000 千代田区

全国木材産業政治
連盟

1,000,000 千代田区

日本歯科医師連盟 40,000,000 千代田区
製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
山形県不動産政治
連盟

200,000 山形市

健康保険政治連盟 2,000,000 都・港区
山形県歯科医師連
盟

700,000 山形市

日本遺族政治連盟 100,000 千代田区
山形県薬剤師連盟 100,000 山形市
鶴岡地区医師連盟 1,000,000 鶴岡市
全国商工政治連盟 300,000 都・港区
日本司法書士政治
連盟

100,000 新宿区

全国麺類飲食業政
治連盟

200,000 新宿区

日本林業・国有林
野事業債券政治連
盟

500,000 文京区

外食産業政治研究
会

1,000,000 都・港区

平成の会 80,000 鶴岡市
年間五万円以下の
もの

60,000

６ 特定パーティーの概要
第 25回雲霓の会
(375人)

28,880,000 千代田区
(前年収入額 0)

第 26回雲霓の会
(393人)

33,120,000 千代田区
(前年収入額 0)

第 27回雲霓の会
(338人)

28,640,000 千代田区
(前年収入額 0)

枝豆パーティ(436

人)

34,760,000 都・港区
(前年収入額 0)

雲 霓 の 会 総 会
(1,069人)

99,330,000 都・港区
(前年収入額 0)

加藤紘一君を激励
する会(505人)

35,240,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第25回雲霓の会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)
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第26回雲霓の会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

第27回雲霓の会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

枝豆パーティ
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

雲霓の会総会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

日本薬剤師連盟 1,500,000 渋谷区
(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
(前年支払額 0)

全国木材産業政治
連盟

300,000 千代田区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 9,181,000 8. 6.28

（貸付金）
加藤 紘一 50,000,000

（敷金）
大東通商j 37,606,320 11.12.16

（借入金）
加藤 紘一 37,606,320

社会福祉研究会（持永 和見）
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 13. 3.13

１ 収入総額 95,222,432

前年繰越額 8,768,099

本年収入額 86,454,333

２ 支出総額 86,844,858

３ 本年収入の内訳
寄附 54,240,000

個人分 8,220,000

政治団体分 46,020,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

32,210,000

持永和見昼食会 32,210,000

その他の収入 4,333

一件十万円未満のもの 4,333

４ 支出の内訳
経常経費 10,437,002

人件費 5,433,349

備品・消耗品費 2,945,789

事務所費 2,057,864

政治活動費 76,407,856

組織活動費 4,099,977

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,701,437

政治資金パーティー開催事
業費

2,701,437

調査研究費 118,400

寄附・交付金 69,488,042

５ 寄附の内訳
（個人分）
皆吉 幸雄 200,000 都城市
藤元登四郎 1,200,000 都城市
大岐 道子 120,000 宮崎県山之口

町
黒松小夜子 120,000 都城市
仙波佐知子 120,000 都城市
外山 真弓 120,000 都城市
中村テル子 120,000 都城市
宮永 和子 240,000 都城市
矢崎 充子 120,000 都城市
吉田サエ子 120,000 都城市
和田アツ子 120,000 都城市
吉澤 次男 120,000 日南市
山本 保則 130,000 日南市
岡村浩太郎 120,000 串間市
野辺 正涼 240,000 串間市
鴻野 貞利 120,000 串間市
鴻野 貞彦 120,000 串間市
松浦 豊喜 1,000,000 春日市
西田 純子 90,000 品川区
千 哲三 180,000 目黒区
森山 篤志 180,000 都城市
西 力重 300,000 松浦市
京極 高宣 100,000 世田谷区
石井 剛 240,000 練馬区
八田 武志 500,000 岡山市

坂下 利博 1,000,000 小林市
広瀬 吉信 120,000 宮崎県三股町
寺尾 寛 90,000 都城市
小園 久雄 60,000 宮崎県野尻町
石橋 謙三 120,000 宮崎市
和田 昭信 120,000 福岡市
藤井 良侑 120,000 春日市
小玉 幸佑 130,000 日南市
幸田 康之 120,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

300,000

（政治団体分）
全日本薬種商政治
連盟

3,000,000 文京区

宏池会 18,020,000 千代田区
全国浄化槽対策推
進政治連盟

500,000 新宿区

日本薬業政治連盟 1,500,000 都・中央区
日本歯科技工士連
盟

800,000 新宿区

日本造船協力集団
政治連盟

300,000 千代田区

全国ビルメンテナ
ンス政治連盟

3,000,000 荒川区

宮崎県農民連盟 1,000,000 宮崎市
健康保険政治連盟 2,200,000 都・港区
全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区

宮崎酒造研究会 200,000 宮崎市
宮崎県医師会医師
連盟

2,000,000 宮崎市

宮崎県道路運送経
営研究会

200,000 宮崎市

宮崎県薬剤師連盟 1,000,000 宮崎市
日本薬剤師連盟 2,000,000 渋谷区
日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区
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
自由民主党本部 5,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
持永和見昼食会
(582人)

32,210,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
持永和見昼食会
（団体からの対価の支払）

j鎌田建築 460,000 宮崎県野尻町
(前年支払額 0)

都城地区建設業協
会

1,000,000 都城市
(前年支払額 0)

都城市建設業協会 500,000 都城市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

(前年支払額 0)

日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
(前年支払額 0)

宮崎県農民連盟都
城支部

400,000 都城市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
持永 和見 26,000,000

社会労働クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡崎 宏美

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 13. 2. 1

１ 収入総額 3,473,879

前年繰越額 2,473,879

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 3,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

個人分 1,000,000

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
（個人分）
真鍋 知巳 1,000,000 西条市
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 13. 4. 2

１ 収入総額 1,000,000

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 1,000,000
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３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

個人分 1,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,000,000

備品・消耗品費 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高玉 政行 1,000,000 北海道別海町
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 13. 2.22

１ 収入総額 8,950,539

前年繰越額 1,030,539

本年収入額 7,920,000

２ 支出総額 8,581,689

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

7,920,000

その他の催物事業 7,920,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,952,237

人件費 2,095,000

光熱水費 118,093

備品・消耗品費 3,049,944

事務所費 689,200

政治活動費 2,629,452

組織活動費 1,191,056

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,397,296

その他の事業費 1,397,296

調査研究費 41,100

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 13. 2.20

１ 収入総額 2,144,096

前年繰越額 143,917

本年収入額 2,000,179

２ 支出総額 1,194,680

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 179

一件十万円未満のもの 179

４ 支出の内訳
経常経費 1,194,680

人件費 214,868

備品・消耗品費 102,350

事務所費 877,462

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
達山会 2,000,000 新宿区
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 13. 2.15

１ 収入総額 130,473,813

前年繰越額 50,371,765

本年収入額 80,102,048

２ 支出総額 94,963,632

３ 本年収入の内訳
寄附 2,514,000

個人分 2,514,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

77,483,320

大村ひであき政経セミナー
（計２回）

24,510,000

秀成会総会 805,000

大村ひであき政経セミナー
「日本のミレニアム構想を語
る」

52,168,320

その他の収入 104,728

一件十万円未満のもの 104,728

４ 支出の内訳
経常経費 3,308,245

人件費 922,000

事務所費 2,386,245

政治活動費 91,655,387

組織活動費 709,695

機関紙誌の発行その他の事業
費

15,945,692

宣伝事業費 3,252,690

政治資金パーティー開催事
業費

12,693,002

寄附・交付金 75,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
植村 律保 1,200,000 安城市
本多 博明 500,000 西尾市
羽佐田光保 500,000 愛知県吉良町
年間五万円以下の
もの

314,000

６ 特定パーティーの概要
大村ひであき政経
セミナー（平成11

年11月10日開催）
(1人)

200,000 都・港区
(前年収入額 27,149,580)

大村ひであき政経
セミナー「日本の
ミレニアム構想を
語る」(1,005人)

52,168,320 名古屋市
(前年収入額 0)

大村ひであき政経
セミナー（平成12

年10月31日開催）
(570人)

24,310,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
大村ひであき政経セミナー「日本のミレニアム
構想を語る」
（団体からの対価の支払）
j盛南組 1,000,000 愛知県一色町

(前年支払額 0)

j鈴好建設 600,000 愛知県一色町
(前年支払額 0)

杉本建設工業j 600,000 愛知県一色町
(前年支払額 0)

三和工業j 500,000 北見市
(前年支払額 0)

愛知県遊技業協同
組合連合会

1,000,000 名古屋市
(前年支払額 0)

安成工業j 1,020,000 安城市
(前年支払額 0)

日本電設工業j 300,000 台東区
(前年支払額 0)

三浦電気j 1,000,000 安城市
(前年支払額 0)

長坂建設興業j 540,000 愛知県吉良町
(前年支払額 0)

朝日工業j 460,000 岡崎市
(前年支払額 0)

j梶川建設 260,000 碧南市
(前年支払額 0)

東邦ガスj 220,000 名古屋市
(前年支払額 0)

フジセキ建設j 400,000 碧南市
(前年支払額 0)

木村建設j 260,000 碧南市
(前年支払額 0)

大伸建設j 600,000 岡崎市
(前年支払額 0)

j吉田組 400,000 愛知県吉良町
(前年支払額 0)

j近藤組 220,000 刈谷市
(前年支払額 0)

j大林組 280,000 大阪市
(前年支払額 0)

トヨタ自動車j 400,000 豊田市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
愛知県農政連盟 520,000 名古屋市

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,311,696 8.12.12

自動車(1台) 2,917,950 9. 9.26

選挙支援システム(1

式)

5,881,814 11. 5.24

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 13. 3.27

１ 収入総額 1,880,644

前年繰越額 1,180,439

本年収入額 700,205

２ 支出総額 1,679,618

３ 本年収入の内訳
寄附 700,000

個人分 700,000

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 31,500

備品・消耗品費 31,500

政治活動費 1,648,118
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組織活動費 433,203

調査研究費 1,214,915

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 昭子 500,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

200,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 237,824,383

前年繰越額 39,444,403

本年収入額 198,379,980

２ 支出総額 226,784,286

３ 本年収入の内訳
寄附 9,450,000

個人分 6,800,000

政治団体分 2,650,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

188,104,980

モーニングセミナー（計４回） 67,770,000

申秀会セミナー（計４回） 8,500,000

中川秀直シンポジウム 51,099,370

呉秀政会政経セミナー 7,055,820

新世紀へガンバレ中川秀直君
の会

39,759,790

秀政会新春政経セミナー 8,540,000

機関誌発行 5,380,000

その他の収入 825,000

一件十万円未満のもの 825,000

４ 支出の内訳
経常経費 98,878,243

人件費 36,714,772

光熱水費 9,631,220

備品・消耗品費 21,003,560

事務所費 31,528,691

政治活動費 127,906,043

組織活動費 52,051,888

選挙関係費 12,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

39,069,600

機関紙誌の発行事業費 1,183,450

政治資金パーティー開催事
業費

37,886,150

調査研究費 3,279,680

寄附・交付金 20,934,875

その他の経費 570,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
須藤 一夫 120,000 横浜市
大浦 獎 220,000 東金市
大竹 美喜 220,000 板橋区
村山 好弘 100,000 文京区
山田 光男 500,000 大田区
井口 忠美 300,000 福岡市
賀山 審也 100,000 世田谷区
齊田 晴一 1,000,000 豊島区
植木 武彦 500,000 大田区
加藤 正見 400,000 世田谷区
飯尾 豊 120,000 桶川市
片岡 小月 240,000 練馬区
中島 興治 120,000 文京区
中尾 是正 120,000 都・港区
寺田 満 120,000 都・港区
迫田 一実 120,000 鴻巣市
柳沼 和夫 120,000 白河市
山田 貞夫 120,000 大阪市
永尾 鎮機 120,000 柏市
阿出川利道 120,000 栃木県黒羽町
田窪 英司 120,000 都・港区
木村 浩 1,000,000 相模原市
上阪 常治 200,000 G飾区
山名 征三 500,000 東広島市
年間五万円以下の
もの

200,000

（政治団体分）
広島県ＪＡ政策研
究会

300,000 広島市

日本医師連盟 2,000,000 文京区
日販協政治連盟 300,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
第64回モーニング
セミナー(340人)

12,340,000 千代田区
(前年収入額 0)

第65回モーニング
セミナー(450人)

17,450,000 千代田区
(前年収入額 0)

第66回モーニング
セミナー(550人)

18,450,000 千代田区
(前年収入額 0)

第67回モーニング
セミナー(650人)

19,530,000 千代田区
(前年収入額 0)

中川秀直シンポジ
ウム(1,750人)

51,099,370 千代田区
(前年収入額 0)

新世紀へガンバレ
中川秀直君の会
(2,450人)

39,759,790 広島市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第64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 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

第65回モーニングセミナー
（団体からの対価の支払）
王子製紙j 500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

第66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

(前年支払額 0)

中川秀直シンポジウム
（団体からの対価の支払）
f坂田産業 300,000 広島市

(前年支払額 0)

広成建設j 1,000,000 広島市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

呉秀政会政経セミナー
（団体からの対価の支払）
室尾冷凍運輸j 600,000 呉市

(前年支払額 0)

新世紀へガンバレ中川秀直君の会
（団体からの対価の支払）
広成建設j 1,000,000 広島市

(前年支払額 0)

広島市西部団地組
合連合会

400,000 広島市
(前年支払額 0)

肥海建設j 500,000 広島市
(前年支払額 0)

広島精密工業j 300,000 広島市
(前年支払額 0)

中間公認会計士事
務所

300,000 広島市
(前年支払額 0)

東洋本社j 600,000 広島市
(前年支払額 0)

f堀尾建設 400,000 広島県瀬戸田
町

(前年支払額 0)

浅岡海運f 600,000 竹原市
(前年支払額 0)

j大創産業 1,000,000 東広島市
(前年支払額 0)

中国建設j 440,000 東広島市
(前年支払額 0)

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 13. 1. 9

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2.26

１ 収入総額 67,684,986

前年繰越額 2,840,786

本年収入額 64,844,200

２ 支出総額 65,403,722

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(9,838人) 2,186,000

寄附 54,162,800

個人分 18,162,800

政治団体分 36,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,495,400

機関紙発行 1,495,400

借入金 7,000,000

石川 八郎 7,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,095,742

人件費 3,262,000
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光熱水費 162,822

備品・消耗品費 172,920

事務所費 498,000

政治活動費 61,307,980

組織活動費 7,880,780

選挙関係費 15,262,800

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 2,624,400

寄附・交付金 35,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石川 八郎 7,000,000 立川市
高橋 妙子 1,500,000 都・北区
高橋 玲子 300,000 都・北区
石川 郁二 650,000 埼玉県毛呂山

町
池羽 政雄 300,000 調布市
石津一二美 250,000 浦和市
杉本 伸江 150,000 川崎市
石川 道子 400,000 立川市
ˆ橋 良江 300,000 都・北区
ˆ橋 佳子 200,000 都・北区
石川 義彦 150,000 世田谷区
石川 昭彦 500,000 世田谷区
山内 健樹 250,000 北本市
石川圭二郎 350,000 埼玉県吹上町
岡安 靖男 150,000 北本市
浜田みよし 450,000 立川市
上野 直明 350,000 国分寺市
年間五万円以下の
もの

4,912,800

（政治団体分）
新自由党 36,000,000 都・北区
６ 資産等の内訳
（借入金）
石川 八郎 7,000,000

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

参議院議員

報告年月日 13. 3. 6

１ 収入総額 2,744,797

前年繰越額 1,182,179

本年収入額 1,562,618

２ 支出総額 2,592,483

３ 本年収入の内訳
寄附 1,560,000

個人分 60,000

政治団体分 1,500,000

その他の収入 2,618

一件十万円未満のもの 2,618

４ 支出の内訳
経常経費 1,087,030

人件費 480,000

備品・消耗品費 342,580

事務所費 264,450

政治活動費 1,505,453

組織活動費 1,111,752

調査研究費 393,701

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 一秀 60,000 山口県田布施

町
（政治団体分）
無所属の会山口県
支部

1,500,000 光市

寿政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

菅野 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 13. 2.15

１ 収入総額 17,800,115

前年繰越額 13,800,115

本年収入額 4,000,000

２ 支出総額 4,950,000

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
政治活動費 4,950,000

寄附・交付金 4,950,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
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 13. 3.12

１ 収入総額 84,070

前年繰越額 3,725

本年収入額 80,345

２ 支出総額 80,000

３ 本年収入の内訳
寄附 80,000

個人分 80,000

その他の収入 345

一件十万円未満のもの 345

４ 支出の内訳
政治活動費 80,000

寄附・交付金 80,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

80,000

寿山勉後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

寿山 勉

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 13. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.29

１ 収入総額 1,705,491

前年繰越額 333,837

本年収入額 1,371,654

２ 支出総額 1,659,967

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(229人) 229,000

寄附 1,139,370

個人分 40,000

団体分 999,370

政治団体分 100,000

その他の収入 3,284

一件十万円未満のもの 3,284

４ 支出の内訳

経常経費 1,241,400

人件費 915,000

光熱水費 78,218

備品・消耗品費 30,000

事務所費 218,182

政治活動費 418,567

組織活動費 271,567

機関紙誌の発行その他の事業
費

147,000

機関紙誌の発行事業費 147,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

40,000

（団体分）
島根日産自動車j 60,000 松江市
j松尾工務店 120,000 松江市
中元クリーニング
j

59,370 松江市

松江土建j 75,000 松江市
山陰建材管機j 90,000 島根県東出雲

町
太陽電機製作所 60,000 松江市
j寿工務店 60,000 松江市
中海政経同友会 300,000 松江市
年間五万円以下の
もの

175,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
松江市第一支部

100,000 松江市

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 13. 2.15

１ 収入総額 410,743,184

前年繰越額 287,043,184

本年収入額 123,700,000

２ 支出総額 122,512,718

３ 本年収入の内訳
寄附 18,100,000

個人分 5,350,000

政治団体分 12,750,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

105,600,000
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POLICY21セミナー（計９回） 105,600,000

４ 支出の内訳
経常経費 105,647,149

人件費 50,217,568

光熱水費 224,757

備品・消耗品費 4,037,874

事務所費 51,166,950

政治活動費 16,865,569

組織活動費 13,526,192

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,242,190

機関紙誌の発行事業費 447,300

政治資金パーティー開催事
業費

2,794,890

その他の経費 97,187

５ 寄附の内訳
（個人分）
石川 昌平 1,000,000 荒川区
神谷 一雄 240,000 渋谷区
鈴木 章五 100,000 中野区
林 孝吉 1,100,000 都・中央区
高桑 掬子 120,000 新宿区
中野里孝正 120,000 都・中央区
大家萬次郎 160,000 新宿区
平富 美子 100,000 清瀬市
河西 聆子 390,000 新宿区
天野 進一 200,000 新宿区
大島 弥一 150,000 新宿区
古井 道郎 150,000 横浜市
高野 将弘 300,000 世田谷区
宮脇 淳光 100,000 世田谷区
大久保 治 100,000 徳山市
石橋 博良 100,000 千葉県大網白

里町
太田 茂 120,000 新宿区
峯島 美松 100,000 新宿区
西村金三郎 150,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

550,000

（政治団体分）
中小企業共済制度
拡充協議会

2,000,000 都・中央区

政経政策研究会 5,000,000 新宿区
平成の会 5,000,000 豊島区
全国小売酒販政治
連盟

250,000 目黒区

健康保険政治連盟 500,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
POLICY21セミナー
（平成12年11月27

日開催）(850人)

62,600,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
POLICY21セミナー（平成12年11月27日開催）
（団体からの対価の支払）
j三共 500,000 渋谷区

(前年支払額 0)

工新建設j 300,000 新宿区
(前年支払額 0)

林国際特許事務所 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

L早稲田電子専門
学校

400,000 新宿区
(前年支払額 0)

大洋電機j 400,000 千代田区
(前年支払額 0)

j伊勢半 600,000 千代田区
(前年支払額 0)

三晃商事j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

三貴商事j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

ミリオン貿易j 400,000 名古屋市
(前年支払額 0)

日光商品j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

日工建設j 400,000 都・港区
(前年支払額 0)

相互ビルディング
j

400,000 千代田区
(前年支払額 0)

j石川不動産 500,000 清水市
(前年支払額 0)

jお茶の水スクエ
ア

300,000 千代田区
(前年支払額 0)

j新宿調剤薬局 300,000 新宿区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本製薬政治連盟 500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

政経政策研究会 1,500,000 新宿区
(前年支払額 0)

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

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 290,183,575

前年繰越額 21,447,690

本年収入額 268,735,885

２ 支出総額 272,447,328

３ 本年収入の内訳
寄附 73,412,000

個人分 46,676,000

政治団体分 26,736,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

195,180,000

会合費 1,540,000

森喜朗代議士の在職30年を祝
い激励する会

155,100,000

広告代 37,300,000

機関誌 1,240,000

その他の収入 143,885

一件十万円未満のもの 143,885

４ 支出の内訳
経常経費 204,984,386

人件費 123,390,980

光熱水費 757,655

備品・消耗品費 21,422,916

事務所費 59,412,835

政治活動費 67,462,942

組織活動費 21,849,653

機関紙誌の発行その他の事業
費

29,375,833

機関紙誌の発行事業費 14,808,177

政治資金パーティー開催事
業費

14,567,656

調査研究費 3,165,216

その他の経費 13,072,240

５ 寄附の内訳
（個人分）
介田 徳一 60,000 小松市
那谷 忠雄 121,000 小松市
長沼 弘喜 121,000 小松市
荒幡外与男 121,000 小松市
安井 敏郎 111,000 小松市
井田 秀利 121,000 小松市
田村 俊丈 121,000 小松市
金子 徹 70,000 小松市
藤本 市洋 121,000 小松市

桂木 武彦 121,000 小松市
太田 忠 120,000 小松市
今村 幸治 60,000 小松市
太田 敏雄 60,000 小松市
金津 善一 60,000 小松市
塩谷外八郎 60,000 小松市
徳田八十吉 252,000 小松市
池田登喜雄 60,000 小松市
越田 克基 60,000 小松市
万仲 久雄 60,000 小松市
湯浅 幹也 60,000 小松市
福島 達夫 60,000 小松市
正木 康之 60,000 小松市
吉田 直人 60,000 小松市
斉藤 守雄 60,000 小松市
山上 正彦 60,000 小松市
伊藤 貞之 60,000 小松市
上村 猛 60,000 小松市
東 一枝 60,000 小松市
仲谷 純三 60,000 小松市
蓮井 正亮 60,000 小松市
湯浅 ` 60,000 小松市
東 裕文 60,000 小松市
山下七志郎 60,000 小松市
牧 幸太郎 60,000 小松市
森 泰洋 120,000 小松市
山上 徳司 60,000 小松市
福田 耕三 60,000 小松市
黒田 明宏 60,000 小松市
武田外喜男 60,000 小松市
太谷 雄三 60,000 小松市
武田 満 60,000 小松市
森 平八 60,000 小松市
竹田 又男 120,000 小松市
中田 耕治 60,000 小松市
東 章 60,000 小松市
西田 光男 60,000 小松市
東 啓一 60,000 小松市
吉田 裕幸 60,000 小松市
吉田 吉郎 60,000 小松市
中橋 新平 60,000 小松市
平島 俊雄 60,000 小松市
田中 利直 60,000 小松市
北出 弘 60,000 小松市
小山 友次 60,000 小松市
鈴木 弘 60,000 小松市
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北 博 60,000 小松市
神足 富夫 60,000 小松市
長 哲也 60,000 小松市
山田 康三 60,000 小松市
村田 伸仁 60,000 小松市
河越 清次 60,000 小松市
鈴木 義雄 60,000 小松市
西田 晴次 60,000 小松市
田中 勝次 55,000 小松市
有川 光造 120,000 小松市
中田 和雄 120,000 小松市
孫崎美枝子 120,000 小松市
三島 知和 200,000 大田区
市原 美郎 200,000 世田谷区
岡部 純一 200,000 川崎市
山川 端夫 60,000 小松市
上出 一郎 60,000 小松市
小原 修 60,000 小松市
児谷 美明 200,000 横浜市
三枝 芳彦 200,000 盛岡市
高瀬 秀常 200,000 船橋市
北村 学 60,000 小松市
宮越 一清 60,000 小松市
浜坂 純一 60,000 小松市
大場 幸夫 200,000 金沢市
橋村 精啓 200,000 都・府中市
高橋 脩 200,000 柏市
桶作 正広 55,000 小松市
瀬川 秀雄 60,000 小松市
宮本 和男 60,000 小松市
堀口外茂雄 60,000 小松市
森 孝 200,000 新座市
輪島 良平 60,000 小松市
久保伸一郎 60,000 小松市
岡野 孝次 60,000 小松市
西本 幸次 60,000 小松市
野田 浩平 121,000 小松市
先出谷 勲 65,000 石川県辰口町
成田 吉雄 65,000 石川県辰口町
茨木 吉夫 65,000 石川県辰口町
瀬川 邦夫 65,000 石川県辰口町
畑中 晃昭 120,000 石川県辰口町
山岸 善六 120,000 埼玉県松伏町
清水 猛 1,000,000 小松市
宗田 友次 60,000 石川県川北町
田中冨士男 60,000 石川県川北町

西田宇太郎 60,000 石川県寺井町
南野 隆 60,000 石川県寺井町
宮田 明 60,000 石川県寺井町
川原 正雄 60,000 石川県川北町
山本 邦雄 60,000 石川県川北町
酒井悌次郎 120,000 石川県寺井町
嶋村 泰夫 60,000 石川県辰口町
田嶋 建夫 60,000 石川県辰口町
井出 善昭 60,000 石川県寺井町
亀田 秀則 60,000 石川県寺井町
太田 昭一 60,000 石川県寺井町
森 章 60,000 石川県寺井町
魚尾 幸平 60,000 石川県川北町
森井 領平 200,000 都・港区
松重 正彦 120,000 川崎市
北本 護 60,000 石川県川北町
北田 好 60,000 石川県川北町
西野 昇吾 60,000 石川県川北町
中島 俊幸 60,000 石川県川北町
沢田 一次 60,000 石川県川北町
表 克之 60,000 石川県川北町
山本 静男 60,000 石川県川北町
南 邦夫 60,000 石川県川北町
上田 宏一 60,000 石川県川北町
富永 幸作 240,000 練馬区
西田 一正 60,000 石川県寺井町
北村 三郎 60,000 石川県寺井町
西野 博 60,000 石川県寺井町
徳富 健雄 360,000 大田区
山崎 哲夫 60,000 石川県寺井町
橋田 紀明 60,000 石川県寺井町
福島外幾夫 60,000 石川県寺井町
五味 豊二 110,000 都・港区
水本 潔 60,000 石川県寺井町
松本 志郎 60,000 石川県寺井町
上田美知子 60,000 石川県寺井町
中田 三郎 100,000 墨田区
赤松 泰 1,000,000 愛媛県津島町
浜崎 敏雄 60,000 石川県寺井町
山岸 大成 60,000 石川県寺井町
鈴木 信之 60,000 石川県寺井町
濱Ä 一郎 600,000 佐倉市
木屋 雅博 200,000 金沢市
坂本 由夫 60,000 石川県寺井町
永田 恭造 60,000 石川県寺井町
浜田 圭一 60,000 石川県寺井町

金津賢一郎 120,000 杉並区
林 省三 120,000 浦安市
柳 次郎 120,000 練馬区
武腰 敏昭 60,000 石川県寺井町
徳久梯次郎 60,000 石川県寺井町
前田 芳行 60,000 石川県寺井町
橋本 正章 120,000 藤井寺市
高橋 吉見 120,000 札幌市
東 秀男 60,000 石川県寺井町
田上 勝二 60,000 石川県寺井町
北村 繁 60,000 石川県寺井町
安達 晃昌 240,000 福岡市
野村 幸介 120,000 茅ヶ崎市
神坂 和明 120,000 品川区
西田 保 60,000 石川県寺井町
谷 良悟 60,000 石川県寺井町
宮下 正栄 60,000 石川県寺井町
地中 孝 60,000 石川県辰口町
伴 幸作 60,000 石川県寺井町
東 昭次 60,000 石川県川北町
西村七五三秋 60,000 石川県川北町
中川外世子 60,000 石川県辰口町
加藤 健一 60,000 石川県川北町
南 穣三 60,000 石川県辰口町
森 譲治 60,000 石川県川北町
和田 勝也 60,000 石川県辰口町
山田 善寛 60,000 石川県川北町
南 康博 60,000 石川県辰口町
北助右エ門 60,000 石川県辰口町
西田 圀夫 60,000 石川県辰口町
岩田 栄誉 60,000 石川県辰口町
大家栄次郎 60,000 石川県辰口町
苗代 光則 60,000 石川県川北町
近藤 俊明 120,000 石川県辰口町
田地 桂子 60,000 石川県辰口町
東 正幸 60,000 石川県辰口町
安地 保正 60,000 石川県辰口町
近藤 孔司 60,000 石川県寺井町
宮崎 陽 60,000 石川県辰口町
本 政雄 60,000 石川県辰口町
二沢 昇 60,000 石川県辰口町
中 兼太郎 120,000 石川県寺井町
山口 時平 60,000 石川県辰口町
北 圀男 60,000 石川県辰口町
山岸 貞司 60,000 石川県辰口町
中田他家男 60,000 石川県寺井町

大西 隆 120,000 石川県川北町
上出兼太郎 120,000 石川県寺井町
高田 久信 120,000 石川県寺井町
嶋田 兼五 60,000 石川県寺井町
前田 量平 120,000 石川県寺井町
吉田 歳嗣 120,000 石川県寺井町
金山 嘉行 120,000 石川県辰口町
横山 勝人 60,000 石川県寺井町
谷口 広 120,000 石川県辰口町
西出 伍 120,000 石川県辰口町
前 善則 60,000 石川県川北町
山本 堅次 60,000 石川県川北町
村本 亮衛 60,000 石川県川北町
田端 真佳 120,000 滝川市
坂平 忠一 120,000 飯塚市
鈴木 弘喜 120,000 杉並区
石野 洋 260,000 金沢市
高柳 利栄 120,000 金沢市
古田志津磨 70,000 松任市
横山 一男 55,000 石川県河内村
井田 松円 60,000 七尾市
佐武 實 60,000 松任市
森山 博之 55,000 石川県鶴来町
北出 甚章 60,000 石川県尾口村
林 繁 60,000 石川県吉野谷

村
山田 建造 60,000 石川県尾口村
川原 隆平 120,000 高岡市
大平 山 120,000 中野区
永田 義邦 120,000 高岡市
高井 章雄 60,000 金沢市
覚本 雅夫 120,000 金沢市
吉田 尚平 70,000 金沢市
高岩 権治 120,000 石川県富来町
中谷 欣二 120,000 金沢市
中野 一輝 120,000 金沢市
吉田 平二 120,000 金沢市
吉岡 克巳 60,000 石川県野々市

町
浅野 義幸 60,000 松任市
竹田 武暁 80,000 松任市
礒野 浩 120,000 金沢市
林 征一郎 240,000 金沢市
岡田 尚壮 240,000 金沢市
平 美都江 120,000 羽咋市
森 大 120,000 金沢市
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喜多 喜郎 120,000 石川県根上町
浮田 俊彦 60,000 金沢市
高木 忠 120,000 金沢市
横山 英勝 500,000 金沢市
三浦 利夫 250,000 神戸市
若林 光彦 120,000 金沢市
鈴木 英俊 1,000,000 小松市
室戸 實 100,000 小松市
輿石 幸晴 500,000 金沢市
浦野 優一 500,000 金沢市
吉田 千尋 120,000 金沢市
出戸 久善 120,000 金沢市
谷本 門 120,000 石川県野々市

町
池田 商洋 60,000 金沢市
新木富士雄 120,000 富山市
古田 暉彦 60,000 富山市
森田 孝文 1,000,000 小松市
中田 潔 60,000 松任市
山本 嗣雄 60,000 松任市
藤井 博之 120,000 金沢市
黒田 壽二 120,000 金沢市
加藤 晃 240,000 金沢市
中本 昭 60,000 松任市
川北 与文 60,000 松任市
宮田 隆志 500,000 金沢市
宮岸 進 60,000 松任市
雄谷 助成 60,000 松任市
石原 實 60,000 富山県立山町
中山 博 120,000 金沢市
西本 浩二 60,000 石川県野々市

町
西口剛太郎 60,000 石川県山中町
久保出久一 120,000 石川県山中町
辻 靖正 120,000 石川県山中町
上出 正司 55,000 石川県山中町
松原 茂樹 60,000 石川県山中町
萩野 恒信 120,000 石川県山中町
浅井 廣史 120,000 石川県山中町
向出 善一 90,000 石川県山中町
宮本 次郎 200,000 富山市
寶田 昭子 240,000 大阪市
山地 良造 200,000 川崎市
杉浦末矢子 120,000 金沢市
東 松夫 55,000 加賀市
本城 哲 60,000 加賀市

竹内 和良 60,000 加賀市
丸山 憲雄 60,000 加賀市
山形 伝一 60,000 加賀市
木下 稔 60,000 加賀市
酒谷 義明 60,000 加賀市
小清水 勉 60,000 加賀市
林 茂信 60,000 加賀市
池端 義和 60,000 加賀市
宮下 良次 60,000 加賀市
西田 實 55,000 加賀市
伊藤 清一 60,000 加賀市
上出 勝夫 60,000 加賀市
南中 寛治 60,000 加賀市
北村 修一 60,000 加賀市
田原 広 60,000 加賀市
塩野 哲夫 60,000 加賀市
上出 栄雄 60,000 加賀市
山下 作男 60,000 加賀市
山口 ˜ 120,000 加賀市
田島 庄吉 60,000 加賀市
脇田 徳司 60,000 加賀市
谷口 久男 60,000 加賀市
吉野 吉紀 60,000 加賀市
高村 保 60,000 加賀市
高村 耕作 60,000 加賀市
滝野 松雄 60,000 加賀市
東木 武彦 60,000 加賀市
山下 孝久 60,000 加賀市
古橋知枝子 60,000 加賀市
中村百合子 60,000 加賀市
熊木 幸子 55,000 加賀市
上出 茂 55,000 加賀市
中野 沖士 60,000 加賀市
吉江多美夫 60,000 加賀市
吉江外代夫 60,000 加賀市
森本 久雄 60,000 加賀市
加野久美子 60,000 加賀市
福島 有 60,000 加賀市
坂本 文栄 60,000 加賀市
立野 慎一 60,000 加賀市
坂野 行平 60,000 加賀市
安宅 忍 60,000 加賀市
西川外茂夫 60,000 加賀市
橋本 志朗 60,000 加賀市
呉比 一清 60,000 加賀市
定者 荘八 60,000 加賀市

島崎 守 55,000 加賀市
西出 振 60,000 加賀市
田本 重松 120,000 加賀市
木戸浦秀明 60,000 加賀市
河瀬 元憲 60,000 加賀市
中山 久勝 60,000 加賀市
大杉欽一郎 60,000 加賀市
長瀬 時一 60,000 加賀市
川東 健二 60,000 加賀市
西野 清克 60,000 加賀市
小西 敏雄 60,000 加賀市
水口 清隆 60,000 加賀市
山下 岩雄 60,000 加賀市
樋口 健三 60,000 加賀市
大和 謙市 60,000 加賀市
表 修司 60,000 加賀市
日根 悟司 60,000 加賀市
新田 博 55,000 加賀市
近藤 裕成 60,000 加賀市
宮下 正雄 60,000 加賀市
横山喜代子 60,000 加賀市
中嶋 克司 60,000 加賀市
大井 清秀 60,000 加賀市
湯谷 勝信 60,000 加賀市
橋村 勝昭 60,000 加賀市
北中 正巳 55,000 加賀市
鈴木 一夫 60,000 加賀市
田辺 英雄 60,000 加賀市
上出 重次 60,000 加賀市
小原辰次郎 120,000 加賀市
和田 藤雄 60,000 加賀市
川下 勉 60,000 加賀市
宮下 真男 60,000 加賀市
高木 強 60,000 加賀市
清水 英一 55,000 加賀市
北出 彦治 60,000 加賀市
中谷健太郎 60,000 加賀市
丸山 央雄 85,000 加賀市
藤沢 一男 60,000 加賀市
塚田喜市郎 60,000 加賀市
山口 忠志 60,000 加賀市
表 雅一 80,000 加賀市
丸山 兵雄 60,000 加賀市
織戸 薫 120,000 福岡市
中沢 政雄 60,000 小松市

年間五万円以下の
もの

9,965,000

（政治団体分）
大阪府公衆浴場業
政治連盟

200,000 大阪市

自由民主党石川県
看護連合支部

500,000 金沢市

北陸税理士政治連
盟

200,000 金沢市

日販協政治連盟 300,000 都・中央区
日本絹人繊織物振
興連盟

1,000,000 千代田区

小松市医師連盟 1,000,000 小松市
自由民主党石川県
医師会支部

3,000,000 金沢市

自由民主党石川県
陸運支部

600,000 金沢市

道路運送経営研究
会

1,000,000 新宿区

石川県トラック事
業政治連盟

1,000,000 金沢市

全日本不動産政治
連盟石川県支部

220,000 金沢市

日本行政書士政治
連盟

600,000 目黒区

日本病院会政治連
盟

1,500,000 千代田区

全国産業廃棄物連
合会政治連盟

1,000,000 都・港区

日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
全日電工連政治連
盟

2,000,000 都・港区

全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 富山市

自由社会を守る国
民会議

516,000 千代田区

日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
日本医師連盟 10,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
森喜朗代議士の在
職30年を祝い激励
する会(3,291人)

155,100,000 金沢市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
森喜朗代議士の在職30年を祝い激励する会
（個人からの対価の支払）
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波多 義雄 500,000 金沢市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j日本海コンサル
タント

1,000,000 金沢市
(前年支払額 0)

東洋水産j 300,000 都・港区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

全国産業廃棄物連
合会政治連盟

300,000 都・港区
(前年支払額 0)

経済政策懇談会 1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

自由民主党石川県
支部連合会

250,000 金沢市
(前年支払額 0)

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

都・港区議会議員

報告年月日 13. 3.26

１ 収入総額 5,710,000

本年収入額 5,710,000

２ 支出総額 5,174,151

３ 本年収入の内訳
寄附 2,210,000

政治団体分 2,210,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,500,000

春風会きたしろ勝彦君を励ま
す会

3,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 840,000

人件費 240,000

事務所費 600,000

政治活動費 4,334,151

組織活動費 2,500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,834,151

政治資金パーティー開催事
業費

1,834,151

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党港支部 100,000 都・港区

自由民主党港区第
八支部

2,110,000 都・港区

６ 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 13. 3. 9

１ 収入総額 35,752,964

前年繰越額 8,702,964

本年収入額 27,050,000

２ 支出総額 27,021,419

３ 本年収入の内訳
寄附 10,800,000

個人分 4,400,000

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

16,250,000

安住淳君の躍進を期する会 16,250,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,890,199

人件費 2,016,250

備品・消耗品費 921,084

事務所費 952,865

政治活動費 23,131,220

組織活動費 6,109,993

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,860,059

宣伝事業費 358,050

政治資金パーティー開催事
業費

2,502,009

調査研究費 61,168

寄附・交付金 14,100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石川 茂男 120,000 石巻市
福田 省一 120,000 石巻市
大山基久兵衛 200,000 宮城県矢本町
森 芳正 500,000 石巻市
天野 幸一 120,000 仙台市
土屋 寿夫 250,000 宮城県小牛田

町
阿部善吉郎 240,000 石巻市

津田栄吾郎 480,000 石巻市
宮本 隆史 100,000 西宮市
安住 淳 2,000,000 石巻市
小泉 清則 150,000 石巻市
小林 龍夫 100,000 石巻市
年間五万円以下の
もの

20,000

（政治団体分）
民主党 6,100,000 千代田区
宮城民主クラブ 300,000 仙台市
６ 特定パーティーの概要
安住淳君の躍進を
期 す る 会
(1,625人)

16,250,000 仙台市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
安住淳君の躍進を期する会
（団体からの対価の支払）
久我建設j 500,000 石巻市

(前年支払額 0)

石巻マリンj 300,000 石巻市
(前年支払額 0)

j太田組 500,000 宮城県迫町
(前年支払額 0)

j菅原建設 500,000 宮城県涌谷町
(前年支払額 0)

柳田産業j 500,000 高砂市
(前年支払額 0)

淀喜建設j 500,000 石巻市
(前年支払額 0)

f日野工建 500,000 宮城県河北町
(前年支払額 0)

石堂建設j 500,000 宮城県小牛田
町

(前年支払額 0)

熱海造園土木j 250,000 仙台市
(前年支払額 0)

松£会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松田 篤之

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 13. 2.15

１ 収入総額 4,546,926

前年繰越額 1,046,603

本年収入額 3,500,323

２ 支出総額 4,286,097

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

2,400,000

勉強会（計12回） 2,400,000

借入金 1,100,000

松田 篤之 1,100,000

その他の収入 323

一件十万円未満のもの 323

４ 支出の内訳
経常経費 2,182,542

人件費 1,776,801

備品・消耗品費 77,451

事務所費 328,290

政治活動費 2,103,555

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,090,000

その他の事業費 2,090,000

調査研究費 13,555

５ 資産等の内訳
（借入金）
松田 篤之 34,489,588

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 13. 2.23

１ 収入総額 44,567,836

前年繰越額 3,180,040

本年収入額 41,387,796

２ 支出総額 43,115,969

３ 本年収入の内訳
寄附 24,701,120

個人分 18,168,000

政治団体分 6,533,120

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,680,000

平沢勝栄政経文化セミナー 16,680,000

その他の収入 6,676

一件十万円未満のもの 6,676

４ 支出の内訳
経常経費 29,463,273

人件費 14,532,776

備品・消耗品費 5,680,756

事務所費 9,249,741

政治活動費 13,652,696
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組織活動費 3,388,704

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,718,267

宣伝事業費 573,872

政治資金パーティー開催事
業費

6,144,395

調査研究費 3,545,725

５ 寄附の内訳
（個人分）
小島 恵進 60,000 G飾区
谷 龍二 1,000,000 都・港区
宇田川忠義 100,000 G飾区
楠 都 100,000 江戸川区
中野 治幸 150,000 荒川区
山元 清則 200,000 世田谷区
龍原 正 670,000 渋谷区
海老原 勝 230,000 G飾区
木山 茂年 1,000,000 G飾区
村瀬 二郎 500,000 NEW YORK

山岸 祥浩 100,000 G飾区
岸野 禎則 100,000 都・中央区
内田 清 300,000 市川市
渡 喜由 100,000 小金井市
音 孝 500,000 杉並区
田中 淑隆 130,000 G飾区
斉藤 精二 100,000 G飾区
岩田 和夫 200,000 G飾区
瀧澤 健 200,000 G飾区
内宮 繁 150,000 江戸川区
油井 欽一 600,000 江戸川区
大橋 英子 100,000 G飾区
赤羽今朝雄 100,000 品川区
武内 新一 100,000 G飾区
福田 博年 100,000 G飾区
中田進十郎 60,000 G飾区
村尾 洋造 100,000 世田谷区
原 幸男 60,000 群馬県吉井町
長谷川 清 230,000 市川市
杉村 文一 110,000 G飾区
木村 俊雄 100,000 都・港区
松木 謙公 1,500,000 札幌市
飯塚 雅美 500,000 札幌市
能登谷康男 1,500,000 札幌市
松木 栄子 1,500,000 札幌市
了徳寺健二 1,000,000 千葉市

年間五万円以下の
もの

4,618,000

（政治団体分）
G栄会 5,533,120 G飾区
東京都薬剤師連盟 200,000 千代田区
東京都歯科医師連
盟

500,000 千代田区

G飾歯科医師連盟 100,000 G飾区
東京都医師政治連
盟G飾支部

100,000 G飾区

東京小売酒販組合
政治連盟

100,000 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(826人)

16,680,000 千代田区
(前年収入額 0)

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
（団体からの対価の支払）
j日本建設警備 500,000 足立区

(前年支払額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 88,883,530

前年繰越額 35,303,530

本年収入額 53,580,000

２ 支出総額 85,618,374

３ 本年収入の内訳
寄附 16,150,000

個人分 6,850,000

政治団体分 9,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

37,430,000

勝永会セミナー 37,430,000

４ 支出の内訳
経常経費 39,707,466

人件費 6,346,828

光熱水費 5,332,883

備品・消耗品費 19,095,186

事務所費 8,932,569

政治活動費 45,910,908

組織活動費 42,360,215

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,310,693

政治資金パーティー開催事
業費

3,310,693

寄附・交付金 240,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐々木 弘 360,000 杉並区
鈴木五十三 320,000 川崎市
多賀谷恒八 1,200,000 目黒区
松谷英次郎 1,000,000 伊丹市
大竹 美喜 500,000 板橋区
佐藤 安彦 120,000 山梨県春日居

町
井上 博 200,000 杉並区
五味 常明 120,000 新宿区
高橋 恵一 100,000 秋田県角館町
草階草一郎 300,000 秋田市
稲庭 毅 1,000,000 秋田市
稲庭千弥子 1,000,000 秋田市
福士 博夫 200,000 秋田市
年間五万円以下の
もの

430,000

（政治団体分）
日本医師連盟 4,000,000 文京区
全国小売酒販政治
連盟

1,000,000 目黒区

日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区
日本医療法人連盟 300,000 千代田区
平成研究会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
勝永会セミナー
(362人)

37,430,000 千代田区
(前年収入額 0)

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
（個人からの対価の支払）
一木剛太郎 400,000 千代田区

(前年支払額 0)

細川 益男 400,000 大阪市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jキャッツ 400,000 渋谷区

(前年支払額 0)

松谷化学工業j 400,000 伊丹市
(前年支払額 0)

松谷商事j 400,000 伊丹市
(前年支払額 0)

jみちのく銀行 400,000 青森市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
全国小売酒販政治
連盟

300,000 目黒区
(前年支払額 0)

日本医療法人連盟 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

松交会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松浦 功

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 13. 3.19

１ 収入総額 156,492,210

前年繰越額 154,744,162

本年収入額 1,748,048

２ 支出総額 24,859,329

３ 本年収入の内訳
寄附 968,000

政治団体分 968,000

その他の収入 780,048

一件十万円未満のもの 780,048

４ 支出の内訳
経常経費 12,786,809

人件費 5,344,000

光熱水費 287,176

備品・消耗品費 110,731

事務所費 7,044,902

政治活動費 12,072,520

組織活動費 2,072,520

寄附・交付金 10,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由社会を守る国
民会議

968,000 千代田区

６ 資産等の内訳
（預金等）

110,244,582

（敷金）
秋山 重 3,360,000 10.12.19

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
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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 13. 2.15

１ 収入総額 17,800,640

前年繰越額 1,180,640

本年収入額 16,620,000

２ 支出総額 11,648,065

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(41人) 820,000

寄附 15,800,000

個人分 15,440,000

団体分 360,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,711,548

人件費 6,000,000

光熱水費 112,800

備品・消耗品費 187,532

事務所費 2,411,216

政治活動費 2,936,517

組織活動費 1,936,517

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,000,000

宣伝事業費 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
笠原 得一 1,000,000 調布市
西村 勲 1,000,000 杉並区
赤木 泰三 1,000,000 都・港区
松井 正矩 500,000 都・港区
山中 秀夫 1,000,000 田無市
坂野 広 1,000,000 世田谷区
松下 一郎 1,000,000 熊本市
矢沢 栄吉 300,000 都・中央区
吉野 行男 500,000 函館市
菊川 誠司 240,000 熊本県横島町
平野 幸人 240,000 熊本県天水町
浦田 昌尚 420,000 熊本県岱明町
石川 孝一 1,000,000 札幌市
岡本 孔 500,000 札幌市
塚田 久男 500,000 別府市
年間五万円以下の
もの

5,240,000

（団体分）
j三井化学 240,000 大牟田市
王子製紙j 120,000 宇土市

城山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 六月

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 79,877,116

前年繰越額 22,612,703

本年収入額 57,264,413

２ 支出総額 66,596,788

３ 本年収入の内訳
寄附 3,350,000

個人分 1,550,000

団体分 1,800,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,730,000

衆議院議員加藤六月君の勲一
等旭日大綬章受章を祝う会

11,730,000

その他の収入 42,184,413

古後 惠三 42,181,400

一件十万円未満のもの 3,013

４ 支出の内訳
経常経費 33,319,054

人件費 12,852,668

備品・消耗品費 3,260,178

事務所費 17,206,208

政治活動費 33,277,734

組織活動費 7,413,427

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,154,807

政治資金パーティー開催事
業費

12,154,807

寄附・交付金 10,709,500

その他の経費 3,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
坂巻 正芳 1,000,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

550,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

1,800,000

６ 特定パーティーの概要
衆議院議員加藤六
月君の勲一等旭日
大綬章受章を祝う
会(585人)

11,730,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（貸付金）
古後 惠三 72,761,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 47,796,236

前年繰越額 15,970,725

本年収入額 31,825,511

２ 支出総額 41,170,811

３ 本年収入の内訳
寄附 31,820,000

個人分 3,920,000

政治団体分 27,900,000

その他の収入 5,511

一件十万円未満のもの 5,511

４ 支出の内訳
経常経費 13,721,224

人件費 6,044,011

備品・消耗品費 2,696,559

事務所費 4,980,654

政治活動費 27,449,587

組織活動費 27,024,413

調査研究費 425,174

５ 寄附の内訳
（個人分）
新井 清水 120,000 島根県佐田町
石飛 裕司 510,000 出雲市
合田 学剛 120,000 池田市
佐藤 輝彦 500,000 志木市
園山 幹生 600,000 与野市
堀 邦至 240,000 島根県日原市
小城 忠 80,000 島根県掛合町
福田 弘道 500,000 島根県斐川町
福田 輝子 500,000 島根県斐川町
岩佐 好雄 200,000 廿日市市
三加茂公之 500,000 島根県斐川町
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２
支部

25,900,000 松江市

平成研究会 2,000,000 千代田区
翔進会（簗瀬 進）
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 13. 3.21

１ 収入総額 16,016,337

前年繰越額 2,681,230

本年収入額 13,335,107

２ 支出総額 14,496,961

３ 本年収入の内訳
寄附 12,488,000

個人分 12,488,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

847,000

翔進会朝食会(計４回) 847,000

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 6,697,800

人件費 3,963,820

備品・消耗品費 729,423

事務所費 2,004,557

政治活動費 7,799,161

機関紙誌の発行その他の事業
費

399,161

その他の事業費 399,161

寄附・交付金 7,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
長島 一男 100,000 宇都宮市
木村 謙 100,000 宇都宮市
井上 良平 1,000,000 宇都宮市
白 泰司 1,500,000 世田谷区
林 昭夫 100,000 宇都宮市
宮内 馨 1,500,000 柏市
簗瀬 豊 100,000 栃木県河内町
年間五万円以下の
もの

8,088,000

庄政会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

自見庄三郎

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 13. 2.15
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１ 収入総額 183,666,782

前年繰越額 18,594,000

本年収入額 165,072,782

２ 支出総額 177,325,318

３ 本年収入の内訳
寄附 71,207,887

個人分 20,447,000

政治団体分 50,760,887

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

93,864,895

グローバル情報戦略研究会 4,430,000

自見庄三郎政経懇談会 2,420,000

日本の明日を考える政経セミ
ナー（計２回）

50,080,000

自見庄三郎国政報告会 2,105,000

自見庄三郎政経セミナー 34,829,895

４ 支出の内訳
経常経費 108,449,132

人件費 95,567,042

光熱水費 879,828

備品・消耗品費 5,192,428

事務所費 6,809,834

政治活動費 68,876,186

組織活動費 28,093,240

選挙関係費 15,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,486,870

政治資金パーティー開催事
業費

14,486,870

調査研究費 96,076

寄附・交付金 11,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
後野 嘉秀 120,000 田川市
安部 郁彦 120,000 福岡県椎田町
荒木 正之 120,000 福岡県川崎町
井田 政則 120,000 行橋市
井手上 鴻 120,000 田川市
井手口 功 120,000 福岡県川崎町
伊東清四郎 120,000 北九州市
江本 淡也 120,000 福岡県香春町
大原 幸彦 120,000 行橋市
香川 栄基 55,000 北九州市
織田 乾 120,000 福岡県築城町
柏村 明秀 120,000 福岡県川崎町
川口 幸男 120,000 福岡県添田町

木村 耕三 120,000 福岡県香春町
清田 幸宏 120,000 豊前市
倉員 健一 120,000 田川市
小峠 哲治 120,000 福岡県添田町
小林 寛 120,000 田川市
長末 大典 120,000 田川市
中山 晴郎 120,000 福岡県添田町
林田 泰治 120,000 田川市
原 千尋 90,000 福岡県大任町
松本第一郎 120,000 福岡県赤村
宮定 吾朗 120,000 田川市
松本栄一郎 120,000 田川市
向野 守人 120,000 福岡県川崎町
村上 直秀 120,000 田川市
吉峯 晃 120,000 田川市
吉村 弘 120,000 北九州市
脇坂 儒 120,000 田川市
古賀 精一 120,000 福岡県川崎町
嶋野 勝 120,000 福岡県方城町
菅 守誠 120,000 福岡県添田町
杉原 瑛治 120,000 福岡県方城町
田中 得雄 120,000 田川市
土井 信孚 120,000 田川市
田中 正英 120,000 田川市
月脚 克彦 120,000 田川市
河野 恭範 120,000 熊本市
大内 240,000 北九州市
永野サカヱ 240,000 北九州市
三好 和雄 110,000 北九州市
花田 浩 120,000 北九州市
森本 健司 120,000 行橋市
植高 大作 100,000 福岡県金田町
三好 力枝 80,000 北九州市
曾木 攻平 280,000 北九州市
北村 勝歳 120,000 北九州市
石川 政禧 120,000 北九州市
大池 啓勝 120,000 行橋市
香月 美則 80,000 福岡県赤池町
久良知正和 120,000 福岡県添田町
反部 匡史 120,000 台東区
畑 実 110,000 北九州市
山地 秀樹 120,000 北九州市
大島 由照 120,000 北九州市
田中 正人 100,000 北九州市
高田 一郎 1,500,000 北九州市
武田マサ子 200,000 佐原市

久野 修資 110,000 福岡市
多田 秀敏 120,000 福岡市
白濱 重国 120,000 福岡市
堤 成基 620,000 福岡市
松井 敬介 120,000 福岡市
松田峻一良 120,000 福岡市
石原 保之 600,000 福岡市
原 寛 360,000 福岡市
土器 国光 120,000 福岡市
古賀 説夫 120,000 福岡市
藤野 正典 120,000 福岡市
山田 衛 120,000 福岡市
山本 愛文 120,000 福岡市
村山 暁 120,000 福岡市
竹嶋 康弘 600,000 福岡市
佐藤 元一 120,000 福岡市
見元伊津子 120,000 大野城市
太田 辰彦 120,000 前原市
波多江康剛 120,000 前原市
頼 憲章 120,000 福岡県須恵町
田上 三雄 120,000 宗像市
森田 渉 120,000 田川市
中村 孝秀 100,000 福岡市
天ヶ瀬慶彦 120,000 大野城市
石橋 武彦 240,000 飯塚市
今泉 勉 120,000 福岡市
岡 泰正 120,000 福岡県須恵町
杉岡 洋一 120,000 春日市
平田 泰彦 120,000 福岡市
安松 聖高 120,000 古賀市
藤野 孝雄 200,000 臼杵市
赤司 文廣 120,000 長崎市
麻生 弘之 120,000 長崎市
押渕 礼子 120,000 長崎市
喜多 吉彦 120,000 島原市
北里 精司 120,000 長崎市
楠本 誠人 120,000 佐世保市
黒岩 正行 120,000 長崎市
黒崎 勇 120,000 長崎県時津町
道祖尾和彦 120,000 長崎市
高村 邦彦 120,000 長崎市
田崎 英秋 120,000 大村市
田嶋 英夫 120,000 長崎県時津町
中村 隆平 120,000 島原市
日浦 弘 120,000 長崎県外海町
藤井 卓 120,000 長崎市

渕 利雄 120,000 長崎市
蒔本 恭 120,000 長崎市
松藤 和靖 120,000 長崎県小浜町
三島 致衍 120,000 長崎市
牟田 郁夫 120,000 長崎市
牟田 啓三 80,000 長崎市
石川 寿 120,000 長崎市
梅木 誠一 120,000 長崎市
津田 尚幸 120,000 長崎市
牟田 広公 120,000 佐世保市
岡崎 敏幸 120,000 長崎県波佐見

町
諸岡 久夫 120,000 長崎市
吉弘 逸男 120,000 長崎市
福田 豊 120,000 長崎市
吉牟田 直 120,000 鹿児島県隼人

町
平山 藤彦 120,000 鹿児島市
新田 則孝 912,000 鹿児島県喜入

町
坂本文比古 120,000 福岡市
井口 潔 120,000 福岡市
池田 秀夫 120,000 佐賀市
宮原 陽 120,000 佐世保市
大坂 渥巳 120,000 佐世保市
井川 長年 120,000 長崎県長与町
福田 英彦 120,000 佐世保市
犬尾 博治 120,000 諌早市
貝田 英一 120,000 諌早市
酒井 真純 120,000 島原市
原田 弾 140,000 都・港区
田中 聖豪 60,000 豊島区
年間五万円以下の
もの

160,000

（政治団体分）
鹿児島市医師連盟 120,000 鹿児島市
鹿児島県医師連盟 600,000 鹿児島市
群馬県医師連盟 2,000,000 前橋市
福岡県医師連盟 3,500,000 福岡市
熊本県医師連盟 600,000 熊本市
日本医師連盟 5,000,000 文京区
佐賀県医師連盟 600,000 佐賀市
福岡市医師連盟 600,000 福岡市
北九州市医師連盟 5,000,000 北九州市
近未来研究会 5,000,000 千代田区
医庄会 7,000,000 大阪市
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全日本薬種商政治
連盟

300,000 文京区

福岡県歯科医師連
盟

8,500,000 福岡市

製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
日本眼科医連盟 2,000,000 千代田区
福岡県歯科医師連
盟小倉支部

100,000 北九州市

日本酪農政治連盟
福岡県支部連合会

100,000 福岡市

福岡県自動車整備
政治連盟

200,000 福岡市

日本柔道整復師連
盟

2,000,000 台東区

全日本病院政治連
盟

1,000,000 千代田区

全国公衆浴場業政
治連盟

100,000 千代田区

税理士による自見
庄三郎後援会

500,000 北九州市

福岡県トラック事
業政治連盟

500,000 福岡市

新世紀研究会 1,000,000 佐世保市
自由民主党福岡県
支部連合会

100,000 福岡市

日本精神病院協会
政治連盟

1,000,000 都・港区

全国小売酒販政治
連盟福岡県支部

100,000 福岡市

福岡優政会 292,565 北九州市
福岡同心会 221,508 北九州市
長Ä県医師連盟 720,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

6,814

６ 特定パーティーの概要
日本の明日を考え
る政経セミナー
（平成12年４月６
日開催）(519人)

28,610,000 千代田区
(前年収入額 0)

自見庄三郎政経セ
ミナー(473人)

34,829,895 北九州市
(前年収入額 0)

日本の明日を考え
る政経セミナー
（平成12年10月18

日開催）(378人)

21,470,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

日本の明日を考える政経セミナー（平成12年４
月６日開催）
（団体からの対価の支払）
fステラ 300,000 館林市

(前年支払額 0)

I大花会 400,000 館林市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,500,000 文京区

(前年支払額 0)

日本眼科医連盟 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

大阪府歯科医師連
盟

300,000 大阪市
(前年支払額 0)

近未来研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

自見庄三郎政経セミナー
（個人からの対価の支払）
松俵 義博 1,500,000 福岡県稲築町

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
三洋信販j 500,000 福岡市

(前年支払額 0)

第一交通産業j 1,000,000 北九州市
(前年支払額 0)

東陶機器j 800,000 北九州市
(前年支払額 0)

j森組 500,000 北九州市
(前年支払額 0)

j塩見組 400,000 北九州市
(前年支払額 0)

j石山組 400,000 北九州市
(前年支払額 0)

jゼンリン 300,000 北九州市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
医庄会 1,000,000 大阪市

(前年支払額 0)

北九州市医師連盟 300,000 北九州市
(前年支払額 0)

北九州タクシー協
会連盟

400,000 北九州市
(前年支払額 0)

日本の明日を考える政経セミナー（平成12年10

月18日開催）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

日本眼科医連盟 1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

近未来研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 23,494,650

前年繰越額 494,650

本年収入額 23,000,000

２ 支出総額 22,320,546

３ 本年収入の内訳
寄附 23,000,000

政治団体分 23,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 17,328,683

人件費 11,486,525

光熱水費 364,217

備品・消耗品費 1,523,456

事務所費 3,954,485

政治活動費 4,991,863

組織活動費 384,476

その他の経費 4,607,387

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
住宅政策研究会 23,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,700,000 8. 8.23

自動車(1台) 7,934,670 10. 8.28

（借入金）
大和銀行 1,840,000

上野 公成 13,850,431

上代義郎後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上代 義郎

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 13. 4. 2

１ 収入総額 305,000

前年繰越額 105,000

本年収入額 200,000

２ 支出総額 276,000

３ 本年収入の内訳
寄附 200,000

個人分 200,000

４ 支出の内訳
経常経費 151,000

人件費 30,000

光熱水費 45,000

備品・消耗品費 30,000

事務所費 46,000

政治活動費 125,000

組織活動費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

20,000

その他の事業費 20,000

調査研究費 30,000

その他の経費 25,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
上代 義郎 200,000 島根県三刀屋

町
松風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松崎 俊久

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 13. 2. 1

１ 収入総額 1,184,029

前年繰越額 873,617

本年収入額 310,412

２ 支出総額 819,419

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

10,000

書籍販売 10,000

その他の収入 412

一件十万円未満のもの 412

４ 支出の内訳
経常経費 448,419

備品・消耗品費 34,537

事務所費 413,882

政治活動費 371,000

選挙関係費 371,000
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５ 寄附の内訳
（個人分）
坂巻 靖訓 300,000 国立市
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 13. 3.26

１ 収入総額 11,781,326

前年繰越額 1,610,974

本年収入額 10,170,352

２ 支出総額 11,610,608

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(6人) 170,000

寄附 10,000,000

個人分 500,000

団体分 1,900,000

政治団体分 7,600,000

その他の収入 352

一件十万円未満のもの 352

４ 支出の内訳
経常経費 4,978,106

人件費 1,274,180

光熱水費 405,778

備品・消耗品費 1,184,579

事務所費 2,113,569

政治活動費 6,632,502

組織活動費 3,931,677

選挙関係費 132,300

機関紙誌の発行その他の事業
費

704,870

機関紙誌の発行事業費 704,870

調査研究費 483,655

寄附・交付金 1,380,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
元吉 清美 500,000 長崎県生月町
（団体分）
j芦塚工務店 70,000 諌早市
j園池商店 60,000 長崎市
f林田組 150,000 長崎県富江町
j江口組 90,000 長崎県有川町
f羽二生建設 90,000 長崎県上五島

町

j野口建設 90,000 長崎県上五島
町

j真喜商事 60,000 長崎市
j坂本建設 220,000 長崎県有川町
f神之浦組 60,000 長崎県岐宿町
j浜田組 60,000 長崎県新魚目

町
fÖ村組 60,000 長崎県上五島

町
j山口組 60,000 佐世保市
年間五万円以下の
もの

830,000

（政治団体分）
自由民主党長崎県
南松浦郡第一支部

7,600,000 長崎県奈留町

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 13. 3.14

１ 収入総額 6,328,933

前年繰越額 847,933

本年収入額 5,481,000

２ 支出総額 6,328,933

３ 本年収入の内訳
寄附 5,481,000

団体分 5,481,000

４ 支出の内訳
政治活動費 6,328,933

寄附・交付金 6,328,933

５ 寄附の内訳
（団体分）
青木建設j 120,000 北見市
五十嵐建設j 120,000 北見市
j小川組 300,000 北見市
岡村建設j 120,000 北見市
f岡嶋水産 60,000 北見市
北見石油販売j 120,000 北見市
j北見鉄筋 60,000 北見市
jグリーンズ北見 60,000 北見市
工藤建設j 60,000 北見市
jホテル黒部 60,000 北見市
j小池組 60,000 北見市
j小柳中央堂 60,000 北見市
興和建設j 120,000 北見市

jサン印刷 60,000 北見市
jジオアット 60,000 北見市
j鈴木組 60,000 北見市
f大道測量設計事
務所

120,000 北見市

塚原ガラス工業j 60,000 北見市
永田建設j 120,000 北見市
j西木材店 60,000 北見市
ホクセイ産業j 120,000 北見市
北遠観光j 60,000 北見市
北林測量j 120,000 北見市
f皆川製作所 60,000 北見市
渡辺電気j 60,000 北見市
大雪運輸j 60,000 北海道留辺蘂

町
j土山建設 60,000 北海道端野町
jたいせつ 180,000 北海道女満別

町
野口建設j 60,000 北海道常呂町
jはせがわ 60,000 北海道常呂町
j佐藤製材工場 60,000 北海道斜里町
大成工業j 120,000 北海道斜里町
j石井組 300,000 北海道清里町
f興測設計事務所 120,000 北海道清里町
j箱崎 240,000 北海道遠軽町
j岸組 240,000 北海道佐呂間

町
佐呂間漁業e 120,000 北海道佐呂間

町
佐呂間砕石工業j 60,000 北海道佐呂間

町
j村上組 120,000 北海道上湧別

町
j鈴木工業 380,000 北見市
j飯塚産業 60,000 北海道釧路町
年間五万円以下の
もの

961,000

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 13. 2. 5

１ 収入総額 226,561,017

前年繰越額 22,462,903

本年収入額 204,098,114

２ 支出総額 191,690,669

３ 本年収入の内訳
寄附 202,956,274

個人分 23,040,000

政治団体分 179,916,274

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,140,000

総会及び懇親会 1,040,000

役員会及び懇親会 100,000

その他の収入 1,840

一件十万円未満のもの 1,840

４ 支出の内訳
経常経費 107,844,528

人件費 23,788,170

光熱水費 911,168

備品・消耗品費 6,313,209

事務所費 76,831,981

政治活動費 83,846,141

組織活動費 5,287,574

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,396,046

宣伝事業費 312,400

その他の事業費 1,083,646

調査研究費 567,287

寄附・交付金 69,577,699

その他の経費 7,017,535

５ 寄附の内訳
（個人分）
中津川 稔 60,000 北海道上湧別

町
川上 昭一 60,000 北海道羅臼町
麻生 国雄 600,000 北海道浜中町
前田 三郎 120,000 北海道阿寒町
谷藤 和弘 360,000 釧路市
菊地 利勝 120,000 蕨市
中西 行夫 120,000 宝塚市
山尾 寿一 120,000 大阪市
足立 年英 120,000 川西市
吉名 博 120,000 箕面市
吉冨 正 120,000 川口市
河村 毅 120,000 練馬区
岸本 伸也 120,000 宝塚市
中村 喜信 120,000 新座市
小松 善一 120,000 吹田市
山本 文男 120,000 川西市
岡田 和男 120,000 大阪市
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安藤 和幸 120,000 川西市
吉富 逸雄 120,000 川西市
国府寺陽三 120,000 枚方市
池内 誠一 120,000 豊中市
藤澤 正孝 120,000 西宮市
山本 茂生 120,000 和歌山市
松本 勲 120,000 大阪市
山口 育孝 120,000 神戸市
宮崎 正数 120,000 尼崎市
山本 征男 120,000 京田辺市
吉野 惇 120,000 大阪市
北山 茂 120,000 姫路市
佐々木 繁 100,000 帯広市
丸山 和則 100,000 北海道鹿追町
小川 敬信 100,000 北海道芽室町
森崎 正 100,000 北海道長沼町
濱田 末次 300,000 松浦市
中川 庄一 500,000 北海道美幌町
谷本 巍 100,000 板橋区
田中井清司 180,000 朝霞市
赤澤 芳樹 360,000 北海道大樹町
石原 達夫 180,000 世田谷区
名倉 直孝 180,000 都・港区
新崎 裕一 360,000 旭川市
前田 寿一 100,000 川崎市
濱野 浩二 360,000 札幌市
森下 元晴 100,000 北海道海部町
浅野 克哉 60,000 北海道清水町
荒井千江子 120,000 北海道本別町
五十嵐幹雄 60,000 帯広市
伊豆倉寿信 350,000 帯広市
伊豆倉米郎 350,000 帯広市
牛渡 和典 60,000 帯広市
植田ヨシ子 60,000 帯広市
大森 清一 60,000 帯広市
小川 豊 60,000 北海道芽室町
乙黒 季彦 60,000 帯広市
大澤真智子 60,000 北海道音更町
川上 勝久 60,000 帯広市
金澤 耿 100,000 北海道音更町
貝森 拓司 60,000 北海道幕別町
笠井 和 120,000 札幌市
菊地 美文 1,000,000 帯広市
工藤 洋二 60,000 北海道芽室町
久世 昇 240,000 北海道豊頃町
小杉富之助 60,000 北海道池田町

小甲 孝義 120,000 帯広市
小林 俊昭 800,000 帯広市
上徳 勲 60,000 帯広市
進藤 恒彦 1,500,000 帯広市
白石 俊之 120,000 帯広市
杉田 長男 120,000 帯広市
角倉 博 60,000 北海道大樹町
反町 有孝 60,000 帯広市
竹川 正之 60,000 帯広市
谷本 倍規 60,000 帯広市
高橋 末吉 60,000 北海道大樹町
高橋 大介 450,000 帯広市
高木 章好 1,500,000 帯広市
高木 克安 60,000 帯広市
高田 博美 60,000 帯広市
高橋 文雄 300,000 帯広市
高橋 健雄 60,000 北海道幕別町
蛸井 富夫 60,000 帯広市
津田 政実 100,000 帯広市
筒井 清美 60,000 北海道音更町
寺西 鑛一 60,000 帯広市
登坂 昇 120,000 北海道本別町
所 輝雄 120,000 帯広市
中木平三郎 120,000 帯広市
中村 弘子 100,000 北海道音更町
内藤 定光 100,000 北海道音更町
中橋 温子 100,000 北海道音更町
納村 鶴吉 60,000 北海道音更町
野中 信郎 120,000 北海道足寄町
橋爪 信行 60,000 帯広市
長谷川信次 60,000 帯広市
林 省三 200,000 北海道音更町
畠山 禎子 100,000 北海道音更町
原田 忠 60,000 帯広市
日崎 秀一 160,000 帯広市
保前 来 100,000 北海道音更町
松井日出雄 60,000 帯広市
松本 敏光 100,000 北海道大樹町
松本 健春 120,000 帯広市
真鍋 四郎 120,000 帯広市
三木 昌幸 120,000 北海道音更町
宮坂 文一 1,500,000 帯広市
宮坂 寿文 1,500,000 帯広市
望月 隆亮 60,000 札幌市
森 政成 55,000 帯広市
山口 富嗣 132,000 帯広市

山田 郁子 100,000 帯広市
山本 忠信 200,000 北海道音更町
年間五万円以下の
もの

1,463,000

（政治団体分）
自由民主党北海道
第11選挙区支部

105,244,811 帯広市

十勝地区農協政治
連盟

60,000 帯広市

中川会 51,111,463 千代田区
中川昭一札幌後援
会

23,000,000 札幌市

北海道水産政治協
会

500,000 札幌市

６ 資産等の内訳
（借入金）
谷藤 和弘 4,000,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 91,915,428

前年繰越額 1,982,818

本年収入額 89,932,610

２ 支出総額 86,652,932

３ 本年収入の内訳
寄附 31,648,005

個人分 28,548,005

政治団体分 3,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

58,280,000

松下忠洋君を励ます会 57,680,000

セミナー（計４回） 600,000

その他の収入 4,605

一件十万円未満のもの 4,605

４ 支出の内訳
経常経費 46,060,315

人件費 26,428,615

備品・消耗品費 672,645

事務所費 18,959,055

政治活動費 40,592,617

組織活動費 4,851,218

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,203,382

宣伝事業費 42,000

政治資金パーティー開催事
業費

12,161,382

調査研究費 38,017

寄附・交付金 23,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
早野 潔 100,000 甲府市
國松 久 100,000 群馬県嬬恋村
山下 一郎 150,000 鹿児島県栗野

町
前田 卓範 100,000 渋谷区
田代 藤夫 1,000,000 川内市
田島 賢一 500,000 鹿児島県入来

町
東 和朗 500,000 鹿児島県根占

町
東 まゆみ 500,000 鹿児島県根占

町
太田 誠 500,000 中津川市
須田 志郎 300,000 渋川市
田畑 貞雄 300,000 藤岡市
岩井 功 300,000 高崎市
金沢 昭孝 100,000 恵那市
干場 隆光 500,000 氷見市
星野 光 300,000 沼田市
藤本 憲明 500,000 別府市
中神 健治 300,000 沼田市
相田 藤吉 150,000 群馬県利根村
鈴木 英樹 200,000 沼田市
前田 透 100,000 宗像市
清水 正郎 300,000 高崎市
森山 弘子 100,000 熊本市
永吉 久男 100,000 多摩市
宮迫 俊英 200,000 大分県武蔵町
松嶋 善吉 200,000 多治見市
鈴木 恭彦 300,000 恵那市
鈴木 英幸 300,000 恵那市
鳴海 英一 300,000 中津川市
鳴海 伸明 300,000 中津川市
利行 眞一 249,265 大分県国東町
清野 篤 500,000 伊那市
岡林 直英 100,000 新宿区
穴井 隆史 500,000 大分県天瀬町
池原 純 300,000 群馬県吾妻町
末木 次郎 500,000 長野県山口村
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山内 良信 200,000 岐阜県明智町
山浦 義人 500,000 駒ヶ根市
加藤 良一 1,000,000 中津川市
岩田 秀機 1,000,000 中津市
北原 隆光 500,000 長野県高遠町
梅田 守洋 100,000 中津川市
安倍昭一郎 500,000 宇佐市
武田 秀文 1,000,000 鹿児島県樋脇

町
塚本 健治 300,000 藤岡市
安東 建治 500,000 大分市
秋吉 善平 500,000 大分県湯布院

町
後藤 尊 100,000 大分市
松下功一朗 100,000 弘前市
宮崎 勉 100,000 千葉市
友寄 隆文 500,000 那覇市
橋本量太郎 200,000 大分市
小路口忠久 100,000 鹿児島県有明

町
川崎 一郎 100,000 鹿児島県有明

町
大平 洋一 100,000 鹿児島県大隅

町
郡山謙太郎 100,000 鹿児島県有明

町
大平 勝男 100,000 鹿児島県大隅

町
宮尾 克秀 100,000 鹿児島県末吉

町
深谷 幸作 200,000 調布市
大塚 唯雄 100,000 熊本市
山本 広己 100,000 高山市
中山 幹康 100,000 笠岡市
西 力重 300,000 松浦市
山村 宜久 300,000 大分市
近藤由美子 100,000 鹿児島県吉松

町
田口 幸亮 200,000 大分県国東町
清末 諭 150,000 大分県国東町
木下 章 250,000 駒ヶ根市
森田 修 500,000 宇佐市
佐藤 明 500,000 大分県安心院

町
奥田 守人 500,000 宇佐市
荒尾 修 500,000 清瀬市

徳永 毅 100,000 鹿児島市
徳永 竜二 100,000 鹿児島市
田中 嘉典 120,000 福岡市
山本 博司 100,000 狛江市
西田 武文 100,000 多摩市
北村 八也 100,000 練馬区
須藤 政道 100,000 浦和市
山崎 進一 100,000 横浜市
佐竹 好 100,000 横浜市
金附 壮典 100,000 浦和市
浅田 和男 100,000 新座市
飯岡 晃一 100,000 調布市
千葉 行雄 100,000 狭山市
西尾 芳樹 100,000 多治見市
山田 實 500,000 札幌市
古家ひろ子 100,000 津久見市
前田 重宏 100,000 可児市
箕輪佐久男 60,000 宇都宮市
山下 高志 500,000 鹿児島県大崎

町
厚田 大祐 200,000 練馬区
黒木 数義 100,000 日向市
年間五万円以下の
もの

3,318,740

（政治団体分）
全国木材産業政治
連盟

1,000,000 千代田区

自民党高知林業土
木支部

300,000 高知市

林土連懇話会 200,000 千代田区
全国林業政治連盟 300,000 千代田区
自由民主党北海道
衆議院比例区第一
支部

1,000,000 釧路市

新政治問題研究会 300,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
松下忠洋君を励ま
す会(1,006人)

57,680,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（建物）
川内市 15,000,000

132.49fl

9. 4. 1

（動産）
自動車(1台) 1,660,000 8. 9.30

自動車(1台) 2,500,000 11.12.27

松籟会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松野 頼三

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 13. 3.28

１ 収入総額 38,552

前年繰越額 38,552

２ 支出総額 38,552

３ 支出の内訳
経常経費 38,552

備品・消耗品費 26,298

事務所費 12,254

昭和政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中村正三郎

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 13. 1.22

１ 収入総額 15,342,117

前年繰越額 1,981,894

本年収入額 13,360,223

２ 支出総額 8,542,421

３ 本年収入の内訳
寄附 13,360,000

個人分 1,200,000

政治団体分 12,160,000

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 5,478,354

人件費 2,805,858

備品・消耗品費 1,569,004

事務所費 1,103,492

政治活動費 3,064,067

組織活動費 1,974,761

機関紙誌の発行その他の事業
費

171,442

宣伝事業費 171,442

調査研究費 89,864

寄附・交付金 828,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村正三郎 1,200,000 世田谷区
（政治団体分）
日本医師連盟 5,000,000 文京区
寛清会 300,000 千代田区

自由民主党千葉県
衆議院比例区第一
支部

6,860,000 館山市

食・緑・水ネットワーク
資金管理団体の届出をした
者の氏名

信田 邦雄

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 13. 3.14

１ 収入総額 3,640,105

前年繰越額 3,638,147

本年収入額 1,958

２ 支出総額 114,309

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,958

一件十万円未満のもの 1,958

４ 支出の内訳
経常経費 64,309

事務所費 64,309

政治活動費 50,000

組織活動費 50,000

女性政治フォーラム
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 13. 2. 9

１ 収入総額 6,174,365

前年繰越額 1,909,075

本年収入額 4,265,290

２ 支出総額 3,433,452

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(68人) 834,000

寄附 2,946,000

個人分 2,946,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

485,000

機関紙発行 485,000

その他の収入 290

一件十万円未満のもの 290

４ 支出の内訳
経常経費 394,425

人件費 327,520

備品・消耗品費 5,990

事務所費 60,915

政治活動費 3,039,027
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組織活動費 58,240

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,480,787

機関紙誌の発行事業費 1,480,787

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中島 貞子 80,000 横浜市
溝尾 桂子 500,000 水戸市
上垣香世子 400,000 帯広市
浅野 誠 200,000 市原市
橋本 由美 765,000 世田谷区
上垣亜希子 600,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

401,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 1,412,273

前年繰越額 1,412,229

本年収入額 44

２ 支出総額 1,410,140

３ 本年収入の内訳
その他の収入 44

一件十万円未満のもの 44

４ 支出の内訳
経常経費 140

事務所費 140

政治活動費 1,410,000

寄附・交付金 1,410,000

女性の政治文化研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

ˆ澤 美香

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 13. 4.20

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

新愛知会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

愛知 和男

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 13. 4. 2

１ 収入総額 20,020,048

前年繰越額 4,760,311

本年収入額 15,259,737

２ 支出総額 18,807,769

３ 本年収入の内訳
寄附 1,170,000

個人分 1,020,000

団体分 150,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,020,000

愛知和男君を囲む会 11,020,000

借入金 317,080

愛知 和男 317,080

その他の収入 2,752,657

貸付金返還金 2,750,000

一件十万円未満のもの 2,657

４ 支出の内訳
経常経費 5,236,830

人件費 1,610,000

備品・消耗品費 1,485,832

事務所費 2,140,998

政治活動費 13,570,939

組織活動費 6,345,993

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,974,603

機関紙誌の発行事業費 1,019,655

政治資金パーティー開催事
業費

3,954,948

調査研究費 653,898

寄附・交付金 596,445

５ 寄附の内訳
（個人分）
瀬戸 茂雄 1,000,000 宮城県大和町
年間五万円以下の
もの

20,000

（団体分）
j総合エンジニア
リング

60,000 都・港区

年間五万円以下の
もの

90,000

６ 特定パーティーの概要
愛知和男君を囲む
会(551人)

11,020,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳

（借入金）
愛知 絢子 40,000,000

愛知 和男 19,317,080

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 13. 6.20

１ 収入総額 15,832,851

前年繰越額 7,425,733

本年収入額 8,407,118

２ 支出総額 14,445,841

３ 本年収入の内訳
寄附 8,405,955

個人分 3,298,060

政治団体分 5,107,895

その他の収入 1,163

一件十万円未満のもの 1,163

４ 支出の内訳
経常経費 9,699,250

人件費 2,993,071

光熱水費 85,303

備品・消耗品費 1,919,735

事務所費 4,701,141

政治活動費 4,746,591

組織活動費 2,766,181

機関紙誌の発行その他の事業
費

873,247

宣伝事業費 873,247

調査研究費 107,163

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
二宮 睦治 1,000,000 熱海市
安江 謙二 240,000 神戸市
市場 聡 960,000 境港市
皿井 昭子 90,000 大阪市
小林 喬 500,000 品川区
年間五万円以下の
もの

508,060

（政治団体分）
自由社会を守る国
民会議

68,000 千代田区

大勇会 3,000,000 千代田区

全国損害保険代理
業政治連盟

500,000 千代田区

日本合板産業政治
連盟

1,000,000 都・港区

年間五万円以下の
もの

539,895

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

新経済クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷川 寛三

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 13. 4. 2

１ 収入総額 7,085,330

前年繰越額 85,330

本年収入額 7,000,000

２ 支出総額 698,080

３ 本年収入の内訳
寄附 7,000,000

政治団体分 7,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 698,080

その他の経費 698,080

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
税制懇話会 5,000,000 中野区
新政研究会 2,000,000 志木市
６ 資産等の内訳
（借入金）
j四国銀行 20,000,000

新経済研究会（越智 通雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

越智 通雄

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 13. 3.29

１ 収入総額 86,002,688

前年繰越額 3,912,115

本年収入額 82,090,573

２ 支出総額 84,750,258

３ 本年収入の内訳
寄附 27,750,000

個人分 16,750,000
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政治団体分 11,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

39,338,000

越智通雄と語る会（計２回） 33,830,000

朝食会（計５回） 5,280,000

実務者会議 78,000

関西政経懇話会 150,000

借入金 15,000,000

王子信用金庫 15,000,000

その他の収入 2,573

一件十万円未満のもの 2,573

４ 支出の内訳
経常経費 20,222,381

人件費 4,725,000

光熱水費 1,161,520

備品・消耗品費 3,045,568

事務所費 11,290,293

政治活動費 64,527,877

組織活動費 1,943,346

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,965,536

機関紙誌の発行事業費 1,236,795

宣伝事業費 554,790

政治資金パーティー開催事
業費

4,061,270

その他の事業費 2,112,681

調査研究費 193,640

寄附・交付金 13,000,000

その他の経費 41,425,355

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉村 精仁 100,000 大阪市
山口 厚生 100,000 世田谷区
松井 茂 100,000 佐倉市
村岡 洋一 120,000 横浜市
松林 久行 120,000 世田谷区
田中 和夫 100,000 新宿区
杉山 四郎 320,000 杉並区
福嶋 宗二 100,000 八王子市
細金 鉚生 1,100,000 都・中央区
山本 均 100,000 渋谷区
矢野 弾 60,000 世田谷区
小林 喬 500,000 品川区
高野 将弘 300,000 世田谷区
栗原 稔 760,000 新宿区
山崎 富治 1,000,000 渋谷区

平井 瑞恩 600,000 都・港区
三竹 幸雄 300,000 都・港区
大木 康三 300,000 都・港区
加藤 哲夫 300,000 都・港区
大竹 美喜 120,000 板橋区
越智 通雄 10,000,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

250,000

（政治団体分）
自由民主党東京都
第六選挙区支部

10,000,000 世田谷区

一新会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
越智通雄と語る会
（平成12年５月30

日開催）(564人)

33,670,000 千代田区
(前年収入額 0)

越智通雄と語る会
（平成11年11月９
日開催）(2人)

160,000 千代田区
(前年収入額 30,970,000)

７ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,956,340 10. 4.27

（敷金）
松村 正一 1,560,000 10. 4. 1

（借入金）
j第一勧業銀行 13,000,000

j富士銀行 17,620,000

巣鴨信用金庫 13,000,000

王子信用金庫 20,200,000

新経済懇話会（浜田卓二郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浜田卓二郎

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 13. 2.13

１ 収入総額 29,151,604

前年繰越額 4,951,604

本年収入額 24,200,000

２ 支出総額 28,963,750

３ 本年収入の内訳
寄附 10,780,000

個人分 5,780,000

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

13,420,000

浜田卓二郎君の「新たなる出
発を報告する会」

8,820,000

広告料 4,600,000

４ 支出の内訳
経常経費 18,840,490

人件費 14,006,090

光熱水費 638,910

備品・消耗品費 235,490

事務所費 3,960,000

政治活動費 10,123,260

組織活動費 6,053,110

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,786,500

政治資金パーティー開催事
業費

3,786,500

調査研究費 283,650

５ 寄附の内訳
（個人分）
阪上 正樹 1,500,000 川口市
染谷 修 1,000,000 川口市
矢作 好英 200,000 与野市
田辺 龍 1,000,000 与野市
平川 忠雄 300,000 文京区
竹迫 建治 320,000 浦和市
池田 栄藏 340,000 川口市
甲木 昶 120,000 多摩市
年間五万円以下の
もの

1,000,000

（政治団体分）
改革クラブ参議院
埼玉県支部

5,000,000 浦和市

新経済懇話会（細木 久慶）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

細木 久慶

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 13. 3.27

１ 収入総額 4,460,668

前年繰越額 30,668

本年収入額 4,430,000

２ 支出総額 4,383,066

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(137人) 4,430,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,220,006

人件費 1,800,000

光熱水費 32,644

備品・消耗品費 187,362

事務所費 1,200,000

政治活動費 1,163,060

組織活動費 427,590

調査研究費 735,470

新構想政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木俣 佳丈

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 13. 2. 2

１ 収入総額 5,201,194

前年繰越額 1,194

本年収入額 5,200,000

２ 支出総額 5,000,210

３ 本年収入の内訳
寄附 5,200,000

個人分 200,000

政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 210

事務所費 210

政治活動費 5,000,000

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
武田 一泉 200,000 豊川市
（政治団体分）
鷹虎会 3,400,000 豊橋市
きまた佳丈東三河
後援会

1,400,000 豊橋市

民主党愛知県総支
部連合会

200,000 名古屋市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,001,315 10. 8. 3

（貸付金）
民主党愛知県参議院
選挙区第１総支部

16,996,160

きまた佳丈東三河後
援会

1,463,802

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
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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 13. 3.30

１ 収入総額 160,412,154

前年繰越額 53,348,979

本年収入額 107,063,175

２ 支出総額 115,187,182

３ 本年収入の内訳
寄附 40,744,036

個人分 3,100,000

政治団体分 37,644,036

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

66,316,576

竹本直一君を励ます会（計２
回）

64,473,576

互礼会 1,843,000

その他の収入 2,563

一件十万円未満のもの 2,563

４ 支出の内訳
経常経費 70,511,800

人件費 24,238,159

光熱水費 475,024

備品・消耗品費 6,931,390

事務所費 38,867,227

政治活動費 44,675,382

組織活動費 8,430,834

選挙関係費 822,680

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,172,155

機関紙誌の発行事業費 585,060

宣伝事業費 5,423,865

政治資金パーティー開催事
業費

10,602,516

その他の事業費 560,714

調査研究費 294,569

寄附・交付金 17,955,144

５ 寄附の内訳
（個人分）
竹村 喬 100,000 西宮市
花岡 重雄 1,000,000 富田林市
上田 保 1,000,000 大阪狭山市
辻岡 俊 1,000,000 大阪市

（政治団体分）
宏池会 10,000,000 千代田区
関西21フォーラム 7,641,007 大阪市
竹本直一後援会 7,000,000 富田林市
東京21フォーラム 13,003,029 目黒区
６ 特定パーティーの概要
竹本直一君を励ま
す会（平成12年６
月２日開催）(427

人)

32,390,000 都・港区
(前年収入額 0)

竹本直一君を励ま
す会（平成12年12

月11日開催）(554

人)

32,083,576 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
竹本直一君を励ます会（平成12年６月２日開催）
（団体からの対価の支払）
j宮原建設 300,000 大阪府美原町

(前年支払額 0)

第一建設j 1,000,000 守山市
(前年支払額 0)

日経総合警備j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

ニッケイビルシス
テムj

300,000 奈良市
(前年支払額 0)

j沖建住宅 400,000 那覇市
(前年支払額 0)

ユタカタクシーj 400,000 大阪市
(前年支払額 0)

関西中央交通j 400,000 東大阪市
(前年支払額 0)

茨木高槻交通j 400,000 大阪市
(前年支払額 0)

関西中央タクシー
j

400,000 大阪市
(前年支払額 0)

茨木高槻交通j 400,000 東大阪市
(前年支払額 0)

山形県第四選挙区
支部

300,000 酒田市
(前年支払額 0)

j紙谷工務店 500,000 吹田市
(前年支払額 0)

東海工業j 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

j総合技研 300,000 羽曳野市
(前年支払額 0)

竹本直一君を励ます会（平成12年12月11日開催）
（団体からの対価の支払）
f玉村重機 500,000 大阪府美原町

(前年支払額 0)

j松本基礎 400,000 松原市
(前年支払額 0)

竹中北花田鍼灸整
骨院

300,000 堺市
(前年支払額 0)

モリタ建設j 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

東海興産j 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

jサンプラザ 500,000 羽曳野市
(前年支払額 0)

東海工業j 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

信山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野沢 太三

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 13. 2.27

１ 収入総額 57,845,258

前年繰越額 26,652,554

本年収入額 31,192,704

２ 支出総額 33,491,760

３ 本年収入の内訳
寄附 20,839,685

個人分 1,179,685

団体分 40,000

政治団体分 19,620,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,340,000

野沢太三国政報告会 10,340,000

その他の収入 13,019

一件十万円未満のもの 13,019

４ 支出の内訳
経常経費 33,185,685

人件費 15,281,741

光熱水費 127,338

備品・消耗品費 2,405,494

事務所費 15,371,112

政治活動費 306,075

機関紙誌の発行その他の事業
費

306,075

政治資金パーティー開催事
業費

306,075

５ 寄附の内訳
（個人分）
鳥居 敏則 600,000 市原市
渡辺 浩 120,000 川崎市
石田 裕 120,000 川口市
羽取 昌 120,000 越谷市
石田 勝人 120,000 相模原市
年間五万円以下の
もの

99,685

（団体分）
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
自由民主党東京都
ときわ会支部

4,620,000 台東区

自由民主党長野県
ときわ会支部

15,000,000 長野市

６ 特定パーティーの概要
野沢太三国政報告
会(125人)

10,340,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（預金等）

5,000,000

森山会（森山 裕）
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

参議院議員

報告年月日 13. 3.23

１ 収入総額 12,756,950

前年繰越額 10,225,000

本年収入額 2,531,950

２ 支出総額 12,241,135

３ 本年収入の内訳
寄附 2,530,000
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個人分 2,530,000

その他の収入 1,950

一件十万円未満のもの 1,950

４ 支出の内訳
経常経費 6,130,984

人件費 1,570,000

備品・消耗品費 3,171,493

事務所費 1,389,491

政治活動費 6,110,151

組織活動費 1,594,210

調査研究費 1,515,941

寄附・交付金 2,850,000

その他の経費 150,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤田 正實 60,000 鹿屋市
白坂 次郎 190,000 鹿屋市
川原 明男 120,000 鹿児島市
表 和義 120,000 鹿児島市
上橋 正行 120,000 鹿児島市
有村 昇 100,000 鹿児島市
沖野 公三 80,000 大野城市
今園 正見 80,000 鹿児島市
今井 義久 80,000 福岡市
原崎 寿 190,000 佐賀県白石町
伊瀬知公美 240,000 鹿児島市
森山 裕 1,000,000 鹿児島市
年間五万円以下の
もの

150,000

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

新産業研究会（川手 俊彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川手 俊彦

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 13. 3.29

１ 収入総額 584,221

前年繰越額 584,221

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（貸付金）
かわて俊彦後援会 24,700,000

（借入金）
川手 俊彦 27,500,000

新産業研究会（進藤 勇治）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

進藤 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 13. 3. 7

１ 収入総額 12,457,740

前年繰越額 497,643

本年収入額 11,960,097

２ 支出総額 10,942,635

３ 本年収入の内訳
寄附 7,210,000

個人分 6,210,000

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

4,750,000

第７回進藤勇治政経セミナー 4,750,000

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 5,958,134

人件費 4,677,168

備品・消耗品費 285,362

事務所費 995,604

政治活動費 4,984,501

組織活動費 3,074,321

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,910,180

宣伝事業費 378,617

政治資金パーティー開催事
業費

1,531,563

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

6,210,000

（政治団体分）
幸政会 1,000,000 千代田区
新産業政策研究会（森田 一）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森田 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 13. 2.16

１ 収入総額 55,156,911

前年繰越額 2,055,733

本年収入額 53,101,178

２ 支出総額 54,593,710

３ 本年収入の内訳
寄附 53,096,000

個人分 7,580,000

団体分 2,220,000

政治団体分 43,296,000

その他の収入 5,178

一件十万円未満のもの 5,178

４ 支出の内訳
経常経費 7,859,723

人件費 4,207,560

光熱水費 156,933

備品・消耗品費 1,295,819

事務所費 2,199,411

政治活動費 46,733,987

組織活動費 9,133,987

寄附・交付金 37,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
上田 正義 240,000 高松市
師岡 通雄 100,000 上福岡市
山田 義晴 100,000 浦和市
財田 忠幸 60,000 西宮市
平田 昌弘 1,000,000 丸亀市
森田 久 1,500,000 坂出市
平田 英明 1,000,000 高松市
平田 義和 1,000,000 高松市
森田 宏 1,500,000 奈良市
森田 純二 1,000,000 高松市
年間五万円以下の
もの

80,000

（団体分）
jクシベウィン
テック

300,000 香川県高瀬町

信和興産j 300,000 香川県高瀬町
日野交通j 90,000 横浜市
j三英興産 60,000 大阪市
大扇産業j 60,000 大阪市
j扇商会 180,000 大阪市
扇谷興業j 60,000 大阪市
商都交通j 360,000 大阪市
大阪第一信用金庫 120,000 大阪市
八尾エクステリア
j

60,000 八尾市

イチイ産業j 180,000 伊丹市
神西工業j 120,000 伊丹市

阪急産業j 90,000 大阪市
明晃建設j 60,000 豊中市
年間五万円以下の
もの

180,000

（政治団体分）
自由民主党香川県
衆議院比例区第一
支部

37,000,000 丸亀市

宏池会 5,000,000 千代田区
自由社会を守る国
民会議

296,000 千代田区

自由民主党香川県
西部商工開発支部

1,000,000 香川県詫間町

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 13. 2.23

１ 収入総額 10,640,372

前年繰越額 10,520,372

本年収入額 120,000

２ 支出総額 10,640,372

３ 本年収入の内訳
寄附 120,000

団体分 120,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,424,402

人件費 6,120,000

備品・消耗品費 927,298

事務所費 1,377,104

政治活動費 2,215,970

組織活動費 2,215,970

５ 寄附の内訳
（団体分）
大竹運送j 60,000 北海道七飯町
年間五万円以下の
もの

60,000

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 13. 2.28

１ 収入総額 7,794,356

前年繰越額 763,510
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本年収入額 7,030,846

２ 支出総額 7,556,464

３ 本年収入の内訳
寄附 7,030,000

政治団体分 7,030,000

その他の収入 846

一件十万円未満のもの 846

４ 支出の内訳
経常経費 2,556,464

光熱水費 137,889

事務所費 2,418,575

政治活動費 5,000,000

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
番町政策研究所 7,030,000 千代田区
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

衆議院議員

報告年月日 13. 3. 2

１ 収入総額 144,763,725

前年繰越額 1,298,660

本年収入額 143,465,065

２ 支出総額 143,790,182

３ 本年収入の内訳
寄附 69,500,000

個人分 21,120,000

政治団体分 48,380,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

73,960,000

白川勝彦君を激励する集い 50,720,000

第１回セミナー 6,240,000

第２回セミナー 8,220,000

第３回セミナー 8,780,000

その他の収入 5,065

一件十万円未満のもの 5,065

４ 支出の内訳
経常経費 9,481,620

人件費 2,040,000

備品・消耗品費 3,065,300

事務所費 4,376,320

政治活動費 134,308,562

組織活動費 3,976,995

選挙関係費 1,200,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,309,437

宣伝事業費 901,570

政治資金パーティー開催事
業費

10,407,867

調査研究費 822,130

寄附・交付金 117,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山崎 源三 240,000 新宿区
大嶋 匡 220,000 長岡京市
新井 宏明 1,140,000 都・中央区
藤巻 元雄 340,000 新潟市
服部 敏治 100,000 都・港区
安西 愈 1,200,000 浦和市
加毛 修 1,020,000 都・港区
宮尾 舜二 250,000 千代田区
長尾 憲治 1,020,000 中野区
西 力重 500,000 松浦市
黒田 光春 500,000 市川市
永塚 昇 120,000 三鷹市
居田 徳治 500,000 上越市
平山 玲 70,000 中野区
鷲山 淳 200,000 上越市
渋谷 和男 200,000 高崎市
渡辺洋一郎 1,000,000 前橋市
瀬戸 英雄 1,000,000 世田谷区
豊田 愛祥 200,000 浦和市
神 洋明 200,000 浦安市
古川 晴雄 200,000 文京区
小田 修司 200,000 横浜市
二島 豊太 200,000 品川区
石川 哲夫 200,000 中野区
錦戸 景一 300,000 豊島区
篠 連 200,000 台東区
村上 泰 200,000 新宿区
渡辺 潤 200,000 豊島区
梅沢 健祐 200,000 文京区
饗場 靖之 200,000 都・港区
池内 雅利 200,000 板橋区
永山 倫久 200,000 杉並区
堀江 貴雄 600,000 加古川市
高田 勝也 1,500,000 横浜市
岡世名洲枝 100,000 鹿児島市
古庄 良我 500,000 川崎市

小池 正己 160,000 鹿児島県上屋
久町

谷川 浩也 120,000 千代田区
島田 一彦 140,000 都・港区
米本 明佑 100,000 石岡市
里山 正昇 60,000 名瀬市
瀬下 直彦 120,000 上越市
伴 昭彦 120,000 新潟市
山本 隆幸 70,000 千代田区
脇 次郎 100,000 都・港区
有沢 栄一 500,000 上越市
相良 清 100,000 江東区
澤井 利之 100,000 新潟県三和村
澤井 孝之 500,000 上越市
中 明夫 540,000 大阪市
柳 真一 80,000 十日町市
平 辰 300,000 品川区
水沢 満夫 100,000 上越市
水沢 洋子 100,000 上越市
芦沢 重夫 100,000 都・港区
青木 貞夫 200,000 大田区
今村 敬二 200,000 三鷹市
秋本 協徳 100,000 山口市
島田政之助 100,000 十日町市
大城 敬三 500,000 習志野市
年間五万円以下の
もの

1,390,000

（政治団体分）
白仁会 37,000,000 都・港区
柳栄会 1,000,000 大阪市
日本弁護士政治連
盟

100,000 千代田区

白政会 7,280,000 都・港区
新世代研究会 3,000,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
白川勝彦君を激励
す る 集 い
(1,939人)

50,720,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
白川勝彦君を激励する集い
（団体からの対価の支払）
jアサックス 1,000,000 都・中央区

(前年支払額 0)

j三洋商事 300,000 名古屋市
(前年支払額 0)

j三洋物産 300,000 名古屋市
(前年支払額 0)

j丸山務所 500,000 十日町市
(前年支払額 0)

f旭産業 500,000 十日町市
(前年支払額 0)

大和商事j 500,000 習志野市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

(前年支払額 0)

上越医師連盟 500,000 上越市
(前年支払額 0)

新時代政経研究会（長友 義樹）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長友 義樹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

相模原市議会議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 699,521

前年繰越額 89,468

本年収入額 610,053

２ 支出総額 668,588

３ 本年収入の内訳
寄附 610,000

個人分 610,000

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 668,588

人件費 52,000

光熱水費 228,850

備品・消耗品費 61,267

事務所費 326,471

５ 寄附の内訳
（個人分）
大隈 秀仁 120,000 相模原市
松田 壮吾 120,000 横浜市
森崎 貞幸 60,000 相模原市
村上 邦男 60,000 相模原市
永瀬 豊司 120,000 相模原市
河合 二 120,000 相模原市
年間五万円以下の
もの

10,000
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新時代政経研究会（岩屋 毅）
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 13. 4. 2

１ 収入総額 53,809,694

前年繰越額 2,684,694

本年収入額 51,125,000

２ 支出総額 49,822,868

３ 本年収入の内訳
寄附 8,390,000

個人分 8,390,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

42,735,000

新時代政経フォーラム（計２
回）

34,280,000

新時代政経セミナー 8,455,000

４ 支出の内訳
経常経費 32,355,900

人件費 14,580,401

光熱水費 83,377

備品・消耗品費 8,231,901

事務所費 9,460,221

政治活動費 17,466,968

組織活動費 7,313,256

選挙関係費 765,643

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,488,069

政治資金パーティー開催事
業費

8,488,069

寄附・交付金 900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
朝木 和則 120,000 大分市
甲斐 隆義 120,000 別府市
此本英一郎 60,000 別府市
岡田 圭子 60,000 別府市
江口雄一郎 1,060,000 中津市
河村 好明 60,000 大分県庄内町
渋谷 幸男 60,000 大分県湯布院

町
浦松 大八 480,000 別府市
兼頭 淳二 60,000 福岡市
友永 文月 60,000 別府市
後藤 昌子 120,000 宇佐市

宗像 雅文 1,000,000 宇佐市
三重野精二 60,000 大分県庄内町
渕 陽一郎 60,000 大分県庄内町
河野 幸治 120,000 別府市
渡辺 千之 120,000 別府市
廣瀬 忠男 120,000 別府市
石川 晃 120,000 別府市
境 隆太郎 120,000 別府市
西 真瑳人 120,000 別府市
鳴海 淳郎 120,000 別府市
児玉 公彦 120,000 別府市
岩永 邦喜 120,000 別府市
内倉 洋三 120,000 別府市
畑 一郎 120,000 別府市
松本 常圃 120,000 別府市
吉武 義之 60,000 別府市
新森 義信 60,000 別府市
宮崎 幸雄 60,000 別府市
右田 寛 60,000 別府市
大藪 久憲 60,000 別府市
古屋 英樹 60,000 別府市
下鳥 隆生 60,000 別府市
松本 恒尋 60,000 別府市
安藤 太介 60,000 別府市
都留 茂 60,000 別府市
金子 啓二 60,000 別府市
向井 弘樹 60,000 別府市
向井喜美江 60,000 別府市
菊池 隆一 80,000 別府市
中村 信博 180,000 別府市
右田 修平 120,000 別府市
手嶋 絋一 240,000 大分県日出町
廣瀬 善弘 200,000 大分県国東町
安藤 睦生 60,000 大分県挾間町
上川路長生 200,000 鹿児島市
和田 龍幸 100,000 船橋市
二階堂雅士 1,500,000 大分県日出町
年間五万円以下の
もの

110,000

６ 特定パーティーの概要
新時代政経フォー
ラム（平成12年２
月５日開催）(875

人)

17,500,000 別府市
(前年収入額 0)

新時代政経フォー
ラム（平成12年12

月９日開催）(839

人)

16,780,000 別府市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
新時代政経フォーラム（12年２月５日開催）
（団体からの対価の支払）
新成建設j 1,000,000 大分市

(前年支払額 0)

渡辺材木店 500,000 別府市
(前年支払額 0)

大鵬レジャー産業
j

400,000 別府市
(前年支払額 0)

新時代政策研究会（高市 早苗）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高市 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 13. 3.30

１ 収入総額 104,249,308

前年繰越額 2,528,772

本年収入額 101,720,536

２ 支出総額 101,173,091

３ 本年収入の内訳
寄附 19,402,000

個人分 18,702,000

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

82,313,100

高市早苗さんの出版をみんな
で祝う会

82,220,000

書籍販売 93,100

その他の収入 5,436

一件十万円未満のもの 5,436

４ 支出の内訳
経常経費 46,453,952

人件費 7,135,260

光熱水費 1,108,021

備品・消耗品費 11,487,319

事務所費 26,723,352

政治活動費 54,719,139

組織活動費 4,337,672

機関紙誌の発行その他の事業
費

20,816,426

宣伝事業費 943,717

政治資金パーティー開催事
業費

19,872,709

調査研究費 865,041

寄附・交付金 28,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山上 やす 500,000 奈良市
細川 恵吾 530,000 香芝市
福本 克也 500,000 大和高田市
佐川八重子 100,000 都・中央区
尾下 千明 100,000 奈良市
西村 佳樹 200,000 香芝市
福本 毅平 100,000 奈良市
臼井 溢 120,000 浜北市
杉村 明彦 100,000 奈良県平群町
町村 信孝 500,000 札幌市
浅川 清 100,000 奈良市
小嶋 泰 100,000 新宿区
小泉純一郎 100,000 横須賀市
古賀 誠 100,000 大牟田市
竹本 直一 100,000 大阪府河南町
中川 秀直 300,000 東広島市
伊東 光好 500,000 小田原市
土手 章生 1,500,000 奈良市
川井 徳子 1,500,000 奈良市
水川 照彦 300,000 奈良市
西尾 良彦 100,000 大阪市
高橋八重子 300,000 都・港区
窪田 幹蔵 100,000 奈良県月ヶ瀬

村
山上 雄平 600,000 奈良市
中谷 敏文 100,000 奈良市
池田 久 500,000 奈良市
古川 隆 100,000 広島市
岡本登茂子 500,000 奈良市
浅田 重雄 100,000 大田区
井上 大輔 100,000 志木市
斉藤 發司 100,000 杉並区
森本 義弘 310,000 大阪市
堀 裕彦 100,000 生駒市
年間五万円以下の
もの

8,342,000

（政治団体分）
自由民主党奈良県
支部連合会

100,000 奈良市
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全国小売酒販政治
連盟

500,000 目黒区

年間五万円以下の
もの

100,000

６ 特定パーティーの概要
高市早苗さんの出
版をみんなで祝う
会(1,098人)

82,220,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
高市早苗さんの出版をみんなで祝う会
（個人からの対価の支払）
山上 やす 1,500,000 奈良市

(前年支払額 0)

岡本 三好 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

森岡 勇次 400,000 奈良県吉野町
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j桝谷設計 1,000,000 奈良市

(前年支払額 0)

jヒラカワ 300,000 大和郡山市
(前年支払額 0)

j山中工務店 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

j同和防水エンジ
ニアリング

1,000,000 桜井市
(前年支払額 0)

j宅和建設 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

山形建材j 220,000 橿原市
(前年支払額 0)

j浅川組 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

j万喜 400,000 大和高田市
(前年支払額 0)

j大阪防水建設社 420,000 大阪市
(前年支払額 0)

第１建設j 320,000 奈良市
(前年支払額 0)

八房建設j 400,000 橿原市
(前年支払額 0)

ダイドードリンコ
j

500,000 大阪市
(前年支払額 0)

コタニ運輸j 500,000 天理市
(前年支払額 0)

大倭殖産j 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

j紀和鋳造 300,000 桜井市
(前年支払額 0)

谷建設j 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

松塚建設j 300,000 奈良県榛原町
(前年支払額 0)

jナミ商事 300,000 奈良県榛原市
(前年支払額 0)

西川興業j 500,000 大和郡山市
(前年支払額 0)

大淀小松j 400,000 寝屋川市
(前年支払額 0)

j日経サービス 1,500,000 大阪市
(前年支払額 0)

清晃建設j 300,000 神戸市
(前年支払額 0)

j水雲 750,000 大阪市
(前年支払額 0)

j梶本建設 500,000 奈良県川西町
(前年支払額 0)

上武建設j 1,500,000 大東市
(前年支払額 0)

j阪本商会 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

中村建設j 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

j木村建設 380,000 奈良市
(前年支払額 0)

jオカモトコンス
トラクションシス
テム

300,000 尼崎市
(前年支払額 0)

五嶋電気工業j 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

岸本建設j 300,000 摂津市
(前年支払額 0)

j宮本組 300,000 姫路市
(前年支払額 0)

コウヨウ土木j 1,000,000 羽曳野市
(前年支払額 0)

j辻岡工務店 500,000 奈良市
(前年支払額 0)

j松美 750,000 大阪市
(前年支払額 0)

j中尾組 400,000 桜井市
(前年支払額 0)

j浅沼組 240,000 大阪市
(前年支払額 0)

吉岡建設j 400,000 高槻市
(前年支払額 0)

白井造園土木 440,000 奈良市
(前年支払額 0)

日産建設j 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

j森組 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

西奈良中央病院 300,000 奈良市
(前年支払額 0)

上武建機j 1,500,000 生駒市
(前年支払額 0)

十河建設j 300,000 神戸市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（敷金）
jトーヨー 4,500,000 10. 9.28

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 13. 2. 9

１ 収入総額 37,556,500

前年繰越額 11,500

本年収入額 37,545,000

２ 支出総額 37,505,500

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(260人) 520,000

寄附 26,665,000

個人分 15,710,000

政治団体分 10,955,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,360,000

中野寛成政経セミナー(計２
回)

10,360,000

４ 支出の内訳
経常経費 18,916,350

人件費 3,638,800

光熱水費 479,175

備品・消耗品費 6,906,849

事務所費 7,891,526

政治活動費 18,589,150

組織活動費 6,696,829

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,051,931

機関紙誌の発行事業費 1,880,120

宣伝事業費 2,292,440

政治資金パーティー開催事
業費

3,500,061

その他の事業費 1,379,310

調査研究費 1,399,500

その他の経費 1,440,890

５ 寄附の内訳
（個人分）
楊井 ª枝 60,000 大阪市
岡田 義昭 1,500,000 芦屋市
鎌倉 利行 1,500,000 吹田市
福本 永成 1,500,000 豊中市
佐野 吉延 1,500,000 大阪市
西野 国輔 1,500,000 高槻市
穐吉 正孝 1,500,000 芦屋市
稲田 安廣 1,000,000 吹田市
吉田 宏 1,000,000 豊中市
弓場 國宏 1,500,000 豊中市
藤本 大造 1,500,000 豊中市
仲松 孝 600,000 吹田市
年間五万円以下の
もの

1,050,000

（政治団体分）
ダイハツ自動車問
題政策研究会

600,000 池田市

ＴＫＣ近畿大阪政
経研究会

1,000,000 吹田市

全日本不動産政治
連盟大阪府支部

200,000 大阪市

民社協会 400,000 都・港区
日本歯科医師連盟 3,500,000 千代田区
健康保険政治連盟 1,500,000 都・港区
大阪府歯科医師連
盟

500,000 大阪市

近畿税理士政治連
盟

100,000 大阪市

民主党大阪府総支
部連合会

3,105,000 大阪市

年間五万円以下の
もの

50,000

新社会構造研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

斎藤 十朗
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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 13. 3.16

１ 収入総額 35,138,760

前年繰越額 8,030,816

本年収入額 27,107,944

２ 支出総額 27,546,167

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(3人) 650,000

寄附 26,456,000

個人分 14,200,000

政治団体分 12,256,000

その他の収入 1,944

一件十万円未満のもの 1,944

４ 支出の内訳
経常経費 3,537,386

人件費 1,673,740

備品・消耗品費 935,661

事務所費 927,985

政治活動費 24,008,781

組織活動費 6,933,781

調査研究費 75,000

寄附・交付金 17,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山路 行雄 500,000 津市
高士 修 500,000 芦屋市
松塚 幾善 100,000 奈良県榛原町
吉田 逸郎 1,500,000 寝屋川市
岡 秀隆 100,000 都・北区
相臺 淳吉 300,000 松戸市
明丸 剛宣 100,000 杉並区
佐伯 行宣 500,000 調布市
佐伯 和彦 500,000 調布市
田辺 幸一 300,000 津市
山田 好彦 100,000 京都市
西川 孝 100,000 三重県美里村
長谷川泰造 100,000 世田谷区
亀井 武 200,000 奈良市
若林 英司 100,000 船橋市
神谷 宏 100,000 渋谷区
生地 義明 500,000 大阪市
朝倉 邦造 200,000 目黒区
柴田 誠 100,000 横浜市
橋本 隆行 500,000 富士市
森田 角治 100,000 杉並区

鶴原 三郎 100,000 池田市
佐名木光昭 200,000 名古屋市
中島 基博 100,000 三重県嬉野町
木下 雅俊 1,000,000 福井市
加藤 精一 1,500,000 渋谷区
新井 東鉉 300,000 京都市
睦田 輝昌 150,000 大阪市
河野 修 150,000 京都府木津町
鎮目 和夫 500,000 渋谷区
安田 金治 300,000 岐阜市
望月 一靖 100,000 荒川区
泉 俊雄 100,000 富士市
大井 一郎 100,000 沼津市
遠藤 早俊 100,000 富士市
千 宗左 1,500,000 京都市
相臺 公豊 1,500,000 松戸市
（政治団体分）
全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

日本歯科技工士連
盟

1,000,000 新宿区

日本薬剤師連盟 2,000,000 渋谷区
日本医師連盟 5,000,000 文京区
国民健康保険組合
推進連盟

1,000,000 新宿区

製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
自由社会を守る国
民会議

136,000 千代田区

新自由社会研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 健一

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 13. 1.29

１ 収入総額 11,966,169

前年繰越額 786,083

本年収入額 11,180,086

２ 支出総額 11,925,330

３ 本年収入の内訳
寄附 11,180,000

個人分 11,180,000

その他の収入 86

一件十万円未満のもの 86

４ 支出の内訳
経常経費 23,653

備品・消耗品費 6,515

事務所費 17,138

政治活動費 11,901,677

組織活動費 122,677

選挙関係費 6,500,000

寄附・交付金 5,219,000

その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小西甚右衛門 1,500,000 川西市
伊藤 興二 1,500,000 横浜市
山田 哲司 1,110,000 文京区
斎藤 善夫 1,500,000 文京区
伊藤 眞 1,500,000 仙台市
伊藤 健一 2,650,000 小牧市
岩崎 興三 1,060,000 国立市
年間五万円以下の
もの

360,000

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.21

１ 収入総額 112,812,621

前年繰越額 7,445,498

本年収入額 105,367,123

２ 支出総額 108,759,748

３ 本年収入の内訳
寄附 17,267,000

個人分 11,767,000

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

78,100,123

日本再生セミナー 38,682,486

桜井新君を激励する会 25,844,561

エネルギー懇談会 2,000,000

桜井新後援会報 11,573,076

借入金 10,000,000

岡村 豊 10,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 51,487,158

人件費 29,693,122

光熱水費 1,609,951

備品・消耗品費 1,571,443

事務所費 18,612,642

政治活動費 57,272,590

組織活動費 23,853,018

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,198,696

機関紙誌の発行事業費 2,330,832

宣伝事業費 351,750

政治資金パーティー開催事
業費

9,516,114

調査研究費 17,800

寄附・交付金 8,653,076

その他の経費 12,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
桜井 英一 1,100,000 新潟県小出町
吉田 勇 800,000 新潟県小出町
桜井 秀一 800,000 新潟県小出町
池田 三雄 800,000 新潟県小出町
永井 眞一 72,000 新潟県越路町
長谷川国雄 72,000 新潟県三島町
石黒 淳一 72,000 新潟県与板町
小林 一夫 72,000 新潟県与板町
高橋 長三 72,000 新潟県和島村
田宮 崇 60,000 長岡市
牛木 典雄 60,000 長岡市
小島 利雄 60,000 長岡市
名畑 等 120,000 長岡市
大石 秀男 360,000 長岡市
阿部 東吾 60,000 長岡市
大矢 清 120,000 長岡市
西沢 正彦 120,000 長岡市
細川 恭一 60,000 長岡市
永井 義夫 60,000 新潟県西山町
日浦 寛治 60,000 長岡市
反町 秀司 60,000 長岡市
下条 福松 60,000 長岡市
星野 秀一 120,000 長岡市
田中 哲雄 60,000 長岡市
関川 浩治 72,000 新潟県和島村
伊藤 盛一 72,000 新潟県出雲崎

町
大谷 太 72,000 新潟県出雲崎

町
水上 実 72,000 新潟県出雲崎

町
棚橋 勇 99,000 新潟県出雲崎

町

˜
 

�



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

大村 忠男 72,000 新潟県寺泊町
渡辺 清 144,000 新潟県寺泊町
伊藤 文弥 120,000 新潟県寺泊町
杉山 茂 72,000 新潟県分水町
菅沼 敏 72,000 新潟県寺泊町
関 春雄 60,000 長岡市
反町 一栄 60,000 長岡市
新保 功 120,000 長岡市
年間五万円以下の
もの

5,360,000

（政治団体分）
自由民主党新潟県
第二選挙区支部

5,500,000 柏崎市

６ 特定パーティーの概要
日本再生セミナー
(1,000人)

38,682,486 新潟市
(前年収入額 0)

桜井新君を激励す
る会(500人)

25,844,561 千代田区
(前年収入額 0)

桜井新後援会(127

人)

11,573,076 新潟県巻町
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（借入金）
岡村 豊 10,000,000

桜井 新 3,500,000

信仁会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

村井 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 13. 3.27

１ 収入総額 60,538,545

前年繰越額 9,864,533

本年収入額 50,674,012

２ 支出総額 50,294,348

３ 本年収入の内訳
寄附 6,750,000

個人分 2,050,000

政治団体分 4,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

43,920,000

第11回村井仁シンポジウム 18,160,000

村井仁を励ます会 25,760,000

その他の収入 4,012

一件十万円未満のもの 4,012

４ 支出の内訳
経常経費 4,452,720

人件費 1,046,000

備品・消耗品費 1,594,547

事務所費 1,812,173

政治活動費 45,841,628

組織活動費 1,880,278

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,691,510

政治資金パーティー開催事
業費

9,691,510

調査研究費 169,840

寄附・交付金 34,100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高木 逸男 280,000 都・北区
小笠原英一 100,000 世田谷区
小富 重喜 100,000 松本市
上野 絃志 100,000 松本市
林 信久 200,000 新潟県湯沢町
加藤 正人 300,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

970,000

（政治団体分）
日本商工連盟 1,100,000 都・中央区
長野県薬剤師連盟 300,000 松本市
長野県柔道復士会 300,000 長野市
長野県歯科医師連
盟

1,000,000 長野市

平成研究会 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
第11回村井仁シン
ポジウム(375人)

18,160,000 都・港区
(前年収入額 0)

村井仁を励ます会
(590人)

25,760,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第11回村井仁シンポジウム
（団体からの対価の支払）
国広建設j 500,000 長野県小谷村

(前年支払額 0)

j相模組 400,000 大町市
(前年支払額 0)

金森建設j 400,000 大町市
(前年支払額 0)

北陽建設j 400,000 大町市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）

日本医師連盟 400,000 文京区
(前年支払額 0)

村井仁を励ます会
（団体からの対価の支払）
国広建設j 500,000 長野県小谷村

(前年支払額 0)

j相模組 400,000 大町市
(前年支払額 0)

金森建設j 400,000 大町市
(前年支払額 0)

北陽建設j 400,000 大町市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

新政治問題研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.29

１ 収入総額 99,637,331

前年繰越額 44,524,910

本年収入額 55,112,421

２ 支出総額 53,967,535

３ 本年収入の内訳
寄附 12,309,685

個人分 5,290,000

政治団体分 7,019,685

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

42,797,480

信誠会総会セミナー 4,439,370

村上誠一郎君を励ます会 34,298,950

機関誌広告掲載料 4,059,160

その他の収入 5,256

一件十万円未満のもの 5,256

４ 支出の内訳
経常経費 1,541,533

人件費 422,116

備品・消耗品費 259,262

事務所費 860,155

政治活動費 52,426,002

（うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出）

38,972,976

組織活動費 4,125,622

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,028,799

宣伝事業費 695,409

政治資金パーティー開催事
業費

8,333,390

調査研究費 298,605

寄附・交付金 38,972,976

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 硬 1,500,000 愛媛県砥部町
徳原 栄輔 1,020,000 中野区
関口 啓貴 600,000 渋谷区
馬場 孝之 370,000 日野市
岡田 雅孝 320,000 所沢市
鈴木 純 200,000 千葉市
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
岡田孝太郎 110,000 所沢市
原田 弾 100,000 都・中央区
須田 唯雄 60,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

650,000

（政治団体分）
番町政策研究所 7,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

19,685

６ 特定パーティーの概要
村上誠一郎君を励
ます会(1,715人)

34,298,950 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
村上誠一郎君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 500,000 文京区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（預金等）

9,000,000

（借入金）
村上誠一郎 33,000,000

新政会（横山 義雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

横山 義雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大分県議会議員
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報告年月日 13. 4. 9

１ 収入総額 1,550,000

前年繰越額 50,000

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,000,000

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
政治活動費 1,000,000

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
横山 幹男 1,500,000 大分市
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 13. 3.30

１ 収入総額 110,832,367

前年繰越額 8,822,889

本年収入額 102,009,478

２ 支出総額 100,664,856

３ 本年収入の内訳
寄附 32,361,000

個人分 18,491,000

政治団体分 13,870,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

69,640,000

新声会政経パーティー 69,640,000

その他の収入 8,478

一件十万円未満のもの 8,478

４ 支出の内訳
経常経費 52,294,967

人件費 31,536,667

光熱水費 1,699,190

備品・消耗品費 5,175,543

事務所費 13,883,567

政治活動費 48,369,889

組織活動費 3,180,380

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,812,960

政治資金パーティー開催事
業費

13,812,960

調査研究費 1,256,549

その他の経費 30,120,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋場 邦雄 60,000 文京区
英 公悦 120,000 都・港区
石川 公也 120,000 渋谷区
池山吉之助 60,000 江戸川区
二上 貞夫 100,000 新宿区
井上 和子 1,500,000 品川区
鳩山 安子 1,500,000 文京区
矢田英一郎 100,000 狛江市
小林 齊 150,000 文京区
石橋 寛 1,220,000 都・港区
成毛ミチ子 360,000 都・港区
宮入 正則 340,000 都・中央区
野上 年定 120,000 文京区
大野 佐吉 150,000 台東区
岡島 一志 120,000 豊島区
木南 直樹 120,000 世田谷区
鎌原 洋 120,000 文京区
川手正一郎 1,500,000 練馬区
鳩山 邦夫 8,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

2,731,000

（政治団体分）
全日本不動産政治
連盟東京都支部

300,000 千代田区

東京都トラック運
送事業政治連盟

100,000 新宿区

東京都社会保険労
務士政治連盟文京
支部会

100,000 文京区

矢田よしひで後援
会

100,000 都・中央区

東京都医師政治連
盟

200,000 千代田区

鳩山邦夫後援会 7,000,000 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
年間五万円以下の
もの

70,000

６ 特定パーティーの概要
新声会政経パー
ティー(3,482人)

69,640,000 都・港区
(前年収入額 0)

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日本教材備品協
会

500,000 文京区
(前年支払額 0)

j図書館流通セン
ター

300,000 文京区
(前年支払額 0)

jダイナム 600,000 荒川区
(前年支払額 0)

東卸政策推進協力
会

500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

新光ビルシステム
j

500,000 文京区
(前年支払額 0)

jみちのく銀行 1,000,000 青森市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
井上 和子 136,000,000

真政会（近岡理一郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

近岡理一郎

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 13. 3.27

１ 収入総額 45,627,951

前年繰越額 20,110,884

本年収入額 25,517,067

２ 支出総額 41,116,578

３ 本年収入の内訳
寄附 11,240,000

個人分 1,240,000

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

14,270,000

真政会設立20年記念の集い 14,270,000

その他の収入 7,067

一件十万円未満のもの 7,067

４ 支出の内訳
経常経費 31,147,180

人件費 12,347,075

光熱水費 813,377

備品・消耗品費 3,430,769

事務所費 14,555,959

政治活動費 9,969,398

組織活動費 173,836

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,295,562

政治資金パーティー開催事
業費

2,295,562

寄附・交付金 7,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 猛 240,000 仙台市
星川 広喜 1,000,000 山形県金山町
（政治団体分）
自由民主党山形県
第三選挙区支部

10,000,000 新庄市

６ 特定パーティーの概要
真政会設立20年記
念の集い(714人)

14,270,000 千代田区
(前年収入額 0)

真政会（植竹 繁雄）
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 13. 4. 2

１ 収入総額 9,018,133

前年繰越額 2,538,133

本年収入額 6,480,000

２ 支出総額 6,458,570

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(24人) 3,480,000

寄附 3,000,000

政治団体分 3,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,390,993

人件費 300,000

光熱水費 60,220

備品・消耗品費 605,213

事務所費 425,560

政治活動費 5,067,577

組織活動費 915,575

機関紙誌の発行その他の事業
費

355,740

宣伝事業費 355,740

調査研究費 796,262

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
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自由民主党栃木県
衆議院比例区第三
支部

3,000,000 小山市

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 13. 3.22

１ 収入総額 7,840,628

前年繰越額 7,119,045

本年収入額 721,583

２ 支出総額 3,598,182

３ 本年収入の内訳
寄附 720,000

個人分 720,000

その他の収入 1,583

一件十万円未満のもの 1,583

４ 支出の内訳
経常経費 3,598,182

人件費 600,000

備品・消耗品費 90,064

事務所費 2,908,118

５ 寄附の内訳
（個人分）
蓮見 一之 100,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

620,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 35,521,342

前年繰越額 4,071,655

本年収入額 31,449,687

２ 支出総額 33,108,590

３ 本年収入の内訳
寄附 5,170,000

個人分 4,420,000

団体分 750,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,278,000

陣内孝雄第２回政経文化セミ
ナー

26,278,000

その他の収入 1,687

一件十万円未満のもの 1,687

４ 支出の内訳
経常経費 9,118,013

人件費 7,852,433

事務所費 1,265,580

政治活動費 23,990,577

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,390,577

政治資金パーティー開催事
業費

5,390,577

寄附・交付金 18,600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
重岡 豊八 120,000 茨城県江戸崎

町
吉田 繁敏 200,000 鹿島市
友岡 豊彦 120,000 伊万里市
吉村 公一 1,500,000 京都市
藤崎 重巳 120,000 西宮市
川嶋 実 500,000 兵庫県出石町
谷沢 政子 620,000 都・港区
谷沢 敏允 620,000 都・港区
納富 雪徳 240,000 伊万里市
松田 達 100,000 西宮市
年間五万円以下の
もの

280,000

（団体分）
日本無線j 250,000 都・港区
j松田組 250,000 西宮市
日本サミコンj 250,000 新潟市
６ 特定パーティーの概要
陣内孝雄第２回政
経文化セミナー
(499人)

26,278,000 都・港区
(前年収入額 0)

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 13. 3.23

１ 収入総額 53,826,132

前年繰越額 19,850,132

本年収入額 33,976,000

２ 支出総額 51,162,367

３ 本年収入の内訳

寄附 4,426,000

個人分 330,000

政治団体分 4,096,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,550,000

平成12年勉強会（計４回） 29,550,000

４ 支出の内訳
経常経費 30,287,667

人件費 19,920,000

光熱水費 1,214,729

備品・消耗品費 5,015,870

事務所費 4,137,068

政治活動費 20,874,700

組織活動費 5,493,790

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,618,910

宣伝事業費 5,576,975

政治資金パーティー開催事
業費

2,041,935

調査研究費 7,500,000

寄附・交付金 262,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 一郎 300,000 茅ヶ崎市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
自由社会を守る国
民会議

96,000 千代田区

新世紀研究会（星野 行男）
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 13. 2.23

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 13. 3.28

１ 収入総額 25,661,811

前年繰越額 784,327

本年収入額 24,877,484

２ 支出総額 24,948,980

３ 本年収入の内訳
寄附 24,877,150

個人分 24,287,150

政治団体分 590,000

その他の収入 334

一件十万円未満のもの 334

４ 支出の内訳
政治活動費 24,948,980

組織活動費 98,980

寄附・交付金 24,850,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
近森 淳二 120,000 堺市
工藤 厚 60,000 日野市
羽柴 秀雄 100,000 富山市
新野 徳 60,000 徳島県板野町
佐々木信之 70,000 仙台市
阿部 士良 100,000 東村山市
川島 周 100,000 徳島市
大道 學 100,000 大阪市
目崎 育弘 100,000 福島市
森久保治道 120,000 日野市
安部 龍秀 150,000 福岡市
三枝 一雄 120,000 富津市
武田 隆男 120,000 京都市
星野 鉄士 60,000 大分市
菅田 巌 100,000 広島県府中町
中野 昇 100,000 札幌市
佐藤 眞杉 240,000 枚方市
佐々木尊光 300,000 松江市
高木 直 60,000 青梅市
中村 英雄 240,000 広島市
辻 尚司 1,120,000 大阪市
追川 孝雄 120,000 佐倉市
小嶋 洋一 120,000 東海市
高田 聰 120,000 目黒区
村上 弓夫 100,000 広島市
石橋 盟士 100,000 長崎市
黒瀬 康平 120,000 福山市
田口 保志 60,000 京都市
勝目 紘 100,000 京都市
嶺井 進 120,000 浦添市
西口健二郎 120,000 名古屋市

™
—

—



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

日野 頌三 240,000 堺市
岩瀬 康信 60,000 勝浦市
田口 哲男 100,000 坂出市
稲波 弘彦 120,000 都・港区
大田 浩右 100,000 福山市
大林 誠一 100,000 高松市
松村 誠 120,000 広島市
山下 恵代 100,000 座間市
山本 正隆 100,000 広島県海田町
金澤 豊純 100,000 尼崎市
馬越 峻 120,000 大田区
木村 衛 240,000 名古屋市
寺岡 宏 120,000 福山市
中後 勝 120,000 大阪市
小林 直之 120,000 大津市
河内 光男 120,000 香川県多度津

町
鵜飼 昌訓 120,000 名古屋市
殿 敦 100,000 広島市
宇沢 充圭 120,000 館林市
佐々木 豊 60,000 中村市
高橋 昭 120,000 大田区
神野 正博 120,000 七尾市
松岡 巌 150,000 福山市
松下 隆 120,000 板橋区
中川 正美 100,000 名古屋市
辰川 自光 100,000 福山市
水野 尚士 180,000 広島市
山之内照雄 120,000 小平市
泉田 良一 500,000 浦和市
川原 裕一 120,000 川内市
松原 弘治 100,000 姫路市
高祖 譲 60,000 姫路市
年間五万円以下の
もの

15,497,150

（政治団体分）
日本眼科医連盟 300,000 千代田区
大阪府医師政治連
盟

200,000 大阪市

広島県ＪＡ政策研
究会

60,000 広島市

年間五万円以下の
もの

30,000

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 97,775,653

前年繰越額 36,879,653

本年収入額 60,896,000

２ 支出総額 73,706,529

３ 本年収入の内訳
寄附 31,486,000

個人分 18,266,000

政治団体分 13,220,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,410,000

えとう晟一と明日を語る会 29,410,000

４ 支出の内訳
経常経費 31,530,856

人件費 19,463,404

光熱水費 273,584

備品・消耗品費 5,781,440

事務所費 6,012,428

政治活動費 42,175,673

組織活動費 18,957,708

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,923,343

宣伝事業費 6,129,735

政治資金パーティー開催事
業費

6,793,608

調査研究費 1,294,622

寄附・交付金 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿南 文武 120,000 大分県緒方町
大野 豊 120,000 大分市
小幡 洋一 240,000 大分市
河向 一彦 110,000 佐伯市
広末 尚 120,000 佐伯市
平沼 龍漢 120,000 大分市
山口和太郎 240,000 大分市
秋吉 信幸 100,000 大分市
松田 清重 110,000 大分市
山口 實 300,000 大分市
佐藤 俊治 70,000 大分市
山村 君子 100,000 大分市
佐藤 利定 950,000 大分市
小仲 二郎 60,000 大分市
有田 一哉 500,000 大分市

伊東 憲一 1,000,000 大分市
原田 勝吉 500,000 大分市
清水 利男 1,500,000 大分市
由見 啓治 1,500,000 大分市
内田 雅則 200,000 大分市
萩原 義秀 1,000,000 宝塚市
広瀬 幸一 60,000 大分市
田中 英隆 1,000,000 宮崎県北川町
藍澤 明吉 1,000,000 大分市
川野 岩太 100,000 大分市
安見 和慶 60,000 大分市
川Ä 紀則 1,500,000 大分市
萱島 徹 1,000,000 大分市
菅尾 昌彦 120,000 大分市
砂田 良 240,000 大分市
佐藤 為一 120,000 大分市
相良 範子 200,000 別府市
吉武 篤 1,500,000 大分市
由見貞次朗 1,500,000 大分市
河野 義久 100,000 大分市
小野 浩 500,000 大分市
年間五万円以下の
もの

306,000

（政治団体分）
大分商工連盟 1,420,000 大分市
製薬産業政治連盟 5,000,000 都・中央区
大分県歯科医師連
盟

3,000,000 大分市

日本歯科技工士連
盟

500,000 新宿区

全日本病院政治連
盟

500,000 千代田区

自由民主党本部 2,000,000 千代田区
全国環衛中央会政
治連盟

100,000 都・港区

全国公衆浴場政治
連盟

200,000 千代田区

全国設備政治研究
会

500,000 都・港区

６ 特定パーティーの概要
えとう晟一と明日
を語る会(710人)

29,410,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
えとう晟一と明日を語る会
（団体からの対価の支払）

jさとうベネック 500,000 大分市
(前年支払額 0)

富士産業j 400,000 都・港区
(前年支払額 0)

j進昂 500,000 大分県国東町
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

全国浄化槽対策推
進政治連盟

400,000 新宿区
(前年支払額 0)

平沼会 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

全国設備政治研究
会

1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

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 13. 3.21

１ 収入総額 58,186,026

前年繰越額 24,172,285

本年収入額 34,013,741

２ 支出総額 33,347,320

３ 本年収入の内訳
寄附 34,000,000

政治団体分 34,000,000

その他の収入 13,741

一件十万円未満のもの 13,741

４ 支出の内訳
経常経費 4,714,704

人件費 2,593,590

光熱水費 6,091

備品・消耗品費 1,428,384

事務所費 686,639

政治活動費 28,632,616

組織活動費 1,119,080

調査研究費 13,536

寄附・交付金 27,500,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
公明党東京都本部 34,000,000 新宿区
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新世紀政治研究会（遠藤 武彦）
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 13. 3.12

１ 収入総額 5,095,843

前年繰越額 400,843

本年収入額 4,695,000

２ 支出総額 4,984,340

３ 本年収入の内訳
寄附 4,695,000

個人分 4,695,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,462,601

人件費 960,000

備品・消耗品費 217,903

事務所費 284,698

政治活動費 3,521,739

組織活動費 891,239

調査研究費 115,500

寄附・交付金 2,515,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
尾形 一郎 120,000 米沢市
山田 健 120,000 米沢市
大峡 肇 600,000 米沢市
土田 貞男 120,000 上山市
西方 常蔵 115,000 米沢市
佐藤 信一 150,000 山形市
岡崎 文彦 100,000 山形県朝日町
竹内 直文 1,500,000 杉並区
青木 朗 500,000 川崎市
松木 慶喜 1,000,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

370,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 28,137,477

前年繰越額 27,780,026

本年収入額 357,451

２ 支出総額 6,486,454

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4人) 200,000

寄附 150,000

個人分 150,000

その他の収入 7,451

一件十万円未満のもの 7,451

４ 支出の内訳
経常経費 400,520

備品・消耗品費 335,801

事務所費 64,719

政治活動費 6,085,934

組織活動費 1,079,255

調査研究費 6,679

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

150,000

新政経会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片岡 武司

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 13. 3. 1

１ 収入総額 47,384,950

前年繰越額 35,751,350

本年収入額 11,633,600

２ 支出総額 38,303,967

３ 本年収入の内訳
寄附 11,114,600

政治団体分 11,114,600

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

519,000

新政経会研修会（計２回） 519,000

４ 支出の内訳
経常経費 14,260,485

人件費 7,510,523

光熱水費 426,475

備品・消耗品費 3,089,746

事務所費 3,233,741

政治活動費 24,043,482

組織活動費 10,874,032

調査研究費 169,450

寄附・交付金 13,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）

新政経研究会 400,000 千代田区
近未来研究会 1,000,000 千代田区
自由民主党第３選
挙区支部

7,000,000 名古屋市

明風会 500,000 千代田区
たけし会 1,500,000 名古屋市
愛知県建築士事務
所政経研究会

200,000 名古屋市

年間五万円以下の
もの

514,600

新政経研究会（小坂 真三）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小坂 真三

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 13. 6.14

１ 収入総額 630,237

前年繰越額 20,237

本年収入額 610,000

２ 支出総額 618,720

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4人) 110,000

寄附 500,000

政治団体分 500,000

４ 支出の内訳
経常経費 618,720

人件費 600,000

備品・消耗品費 18,720

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党荒川支
部

300,000 荒川区

自由民主党東京14

選挙区支部
200,000 墨田区

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 13. 2.19

１ 収入総額 21,806,540

前年繰越額 2,766,316

本年収入額 19,040,224

２ 支出総額 20,310,000

３ 本年収入の内訳
寄附 19,039,167

個人分 2,030,000

政治団体分 17,009,167

その他の収入 1,057

一件十万円未満のもの 1,057

４ 支出の内訳
政治活動費 20,310,000

寄附・交付金 20,310,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
五味 豊二 120,000 都・港区
宮澤 昭一 120,000 都・小笠原村
谷本 雅晴 120,000 世田谷区
金子 卓也 1,000,000 佐世保市
浦木清十郎 300,000 三重県紀宝町
藤澤 彰 60,000 大阪市
宮川 晋 240,000 都・小笠原村
年間五万円以下の
もの

70,000

（政治団体分）
新政経研究会 11,500,000 御坊市
自由党和歌山県第
３総支部

309,167 御坊市

健康保険政治連盟 1,500,000 和歌山市
和歌山石油政治連
盟

200,000 和歌山市

ささ山幸俊後援会
連合会

1,000,000 神戸市

新政経政治経済研
究所

1,000,000 奈良県平群町

東京都トラック運
送事業政治連盟

500,000 新宿区

道路運送経営研究
会

1,000,000 新宿区

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 13. 3.30

１ 収入総額 31,641,845

前年繰越額 31,845

本年収入額 31,610,000

２ 支出総額 31,573,270

３ 本年収入の内訳
寄附 6,540,000

個人分 4,540,000
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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

25,070,000

勉強会 3,550,000

総会 540,000

大討論 17,130,000

研修会 3,850,000

４ 支出の内訳
経常経費 15,384,459

人件費 3,866,522

光熱水費 28,080

備品・消耗品費 6,070,893

事務所費 5,418,964

政治活動費 16,188,811

組織活動費 4,459,471

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,396,593

機関紙誌の発行事業費 338,750

政治資金パーティー開催事
業費

4,292,085

その他の事業費 4,765,758

調査研究費 332,747

その他の経費 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿部 裕三 120,000 渋谷区
妻鹿健次郎 120,000 世田谷区
安廣 周治 120,000 江東区
天野 幸江 300,000 三鷹市
村山 好弘 1,000,000 文京区
畠田 道夫 60,000 川口市
古柴 和子 1,200,000 横浜市
八木祐四郎 300,000 大田区
山本 良介 500,000 武蔵野市
細谷 煥栄 590,000 秋田市
加藤 四郎 120,000 秋田市
加藤 金治 60,000 秋田市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党秋田県第一
区総支部

2,000,000 秋田市

６ 特定パーティーの概要
大討論(373人) 17,130,000 都・港区

(前年収入額 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 13. 3.29

１ 収入総額 9,637,696

前年繰越額 5,268,034

本年収入額 4,369,662

２ 支出総額 6,155,451

３ 本年収入の内訳
寄附 4,369,580

個人分 2,319,580

政治団体分 2,050,000

その他の収入 82

一件十万円未満のもの 82

４ 支出の内訳
経常経費 4,834,711

人件費 3,637,600

光熱水費 356,458

備品・消耗品費 384,062

事務所費 456,591

政治活動費 1,320,740

組織活動費 967,840

調査研究費 352,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅井 健二 1,100,000 都・港区
宮脇 三徳 1,200,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

19,580

（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

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 13. 2. 2

１ 収入総額 1,863,423

本年収入額 1,863,423

２ 支出総額 1,860,222

３ 本年収入の内訳
寄附 1,863,423

個人分 1,863,423

４ 支出の内訳
経常経費 332,187

備品・消耗品費 332,187

政治活動費 1,528,035

組織活動費 842,474

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

146,823

機関紙誌の発行事業費 146,823

調査研究費 38,738

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,863,423

６ 資産等の内訳
（借入金）
花田 叶 4,356,000

新政経懇話会（谷川 和穂）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷川 和穂

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.13

１ 収入総額 52,473,632

前年繰越額 7,438,184

本年収入額 45,035,448

２ 支出総額 32,071,132

３ 本年収入の内訳
寄附 40,160,000

個人分 1,170,000

政治団体分 38,990,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,870,000

谷川和穂君を囲む新年名刺交
換会

4,870,000

その他の収入 5,448

一件十万円未満のもの 5,448

４ 支出の内訳
経常経費 19,222,492

人件費 9,180,000

光熱水費 164,851

備品・消耗品費 3,662,217

事務所費 6,215,424

政治活動費 12,848,640

組織活動費 9,625,256

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,733,384

政治資金パーティー開催事
業費

1,733,384

寄附・交付金 1,490,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
辻 敢 600,000 世田谷区
入江 長生 360,000 広島県本郷町
行年 和正 120,000 広島県本郷町
依田 直也 60,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
谷川和穂縁故会 60,000 広島市
自由民主党広島県
衆議院比例区第一
支部

30,700,000 東広島市

番町政策研究所 7,730,000 千代田区
日本眼科医連盟 500,000 千代田区
新政経フォーラム21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

安田 公寛

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 13. 5.24

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 71,511,626

前年繰越額 1,450,626

本年収入額 70,061,000

２ 支出総額 70,147,808

３ 本年収入の内訳
寄附 16,475,000

個人分 6,100,000

団体分 375,000

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

44,586,000
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二田孝治政策セミナー（計２
回）

44,586,000

その他の収入 9,000,000

貸付金返済 9,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 30,222,124

人件費 9,178,000

光熱水費 2,333,924

備品・消耗品費 8,661,193

事務所費 10,049,007

政治活動費 39,925,684

組織活動費 21,365,102

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,546,772

政治資金パーティー開催事
業費

12,546,772

調査研究費 1,463,810

寄附・交付金 4,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
東江 公之 1,100,000 浦添市
上滝 勝 1,000,000 長崎市
梅村 良輔 1,000,000 佐世保市
佐々木 弘 600,000 豊島区
渡邊洋一郎 200,000 前橋市
金子 源吉 1,000,000 長崎市
金子フクエ 1,000,000 長崎県生月町
宮崎五三男 200,000 世田谷区
（団体分）
年間五万円以下の
もの

375,000

（政治団体分）
宏池会 10,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
二田孝治政策セミ
ナー（平成12年11

月27日開催）(808

人)

24,265,000 秋田市
(前年収入額 0)

二田孝治政策セミ
ナー（平成12年11

月７日開催）(756

人)

20,321,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
二田孝治政策セミナー（平成12年11月27日開催）
（団体からの対価の支払）

敬徳会 400,000 秋田県天王町
(前年支払額 0)

j栗原組 1,000,000 秋田市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
秋田県農協政治連
盟

500,000 秋田市
(前年支払額 0)

兼山会 800,000 千代田区
(前年支払額 0)

二田孝治政策セミナー（平成12年11月７日開催）
（政治団体からの対価の支払）
自由民主党魚市場
連合会

400,000 長崎市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（貸付金）
自由民主党秋田県第
１選挙区支部

6,000,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 51,041,408

前年繰越額 12,811,098

本年収入額 38,230,310

２ 支出総額 42,308,446

３ 本年収入の内訳
寄附 15,829,895

個人分 1,940,000

団体分 289,895

政治団体分 13,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

22,400,000

岸田文雄君を激励する会 22,400,000

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 13,363,429

人件費 6,253,452

備品・消耗品費 3,186,431

事務所費 3,923,546

政治活動費 28,945,017

組織活動費 9,013,963

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,611,054

宣伝事業費 2,508,357

政治資金パーティー開催事
業費

6,102,697

調査研究費 6,320,000

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
井ツ 清 1,500,000 広島市
岸田 雄三 120,000 広島市
坂口 邦男 120,000 広島市
山口 茂 200,000 世田谷区
（団体分）
f日基リース 60,000 廿日市市
新ダイワ工業j 120,000 広島県千代田

町
年間五万円以下の
もの

109,895

（政治団体分）
みどり会 600,000 千代田区
日本医師連盟 6,000,000 文京区
自由民主党広島雄
翔会支部

2,000,000 広島市

宏池会 5,000,000 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(680人)

22,400,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
岸田文雄君を激励する会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

新政治研究会（木部 佳昭）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木部 佳昭

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 13. 3.15

１ 収入総額 54,408,995

前年繰越額 3,842,318

本年収入額 50,566,677

２ 支出総額 51,353,138

３ 本年収入の内訳
寄附 9,738,570

個人分 8,174,341

団体分 451,850

政治団体分 1,112,379

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

33,990,000

2000年新政研春季セミナー 20,720,000

新政治研究会秋季セミナー 13,270,000

その他の収入 6,838,107

敷金返還金 6,838,107

４ 支出の内訳
経常経費 9,560,657

人件費 1,115,500

備品・消耗品費 153,656

事務所費 8,291,501

政治活動費 41,792,481

組織活動費 553,243

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,645,978

政治資金パーティー開催事
業費

5,645,978

調査研究費 66,360

寄附・交付金 35,526,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
下山 幸夫 336,400 静岡県中伊豆

町
頼重 秀一 497,941 沼津市
和田 武久 60,000 沼津市
青木 隆 1,010,000 静岡県土肥町
室伏 進 60,000 世田谷区
小島 康義 240,000 横浜市
相良 裕 860,000 横浜市
中澤 正博 500,000 大田区
中沢 久子 120,000 野田市
田村 隆 500,000 横浜市
中村 健 1,500,000 鎌倉市
濱田 輝彌 100,000 伊勢原市
濱田 勝彌 100,000 伊勢原市
濱田 晴吉 100,000 伊勢原市
東庄 五郎 60,000 横浜市
鈴木 貞宏 60,000 横浜市
宮崎富士雄 60,000 横浜市
照喜 名実 60,000 横浜市
保津 潔 60,000 横浜市
岩崎 一雄 500,000 沼津市
名川 昌一 100,000 文京区
清水 勝雄 1,000,000 伊東市
一条 義明 120,000 富士市
川口 昇 60,000 沼津市

™
—

›



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

年間五万円以下の
もの

110,000

（団体分）
j暖香園 88,110 伊東市
金剛商事j 58,740 伊東市
jＮＫＢ 90,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

215,000

（政治団体分）
21彩のくにづくり
県民連合

500,000 浦和市

観光政経懇話会 612,379 千代田区
６ 特定パーティーの概要
2000年新政研春季
セミナー(336人)

20,720,000 千代田区
(前年収入額 0)

新政治研究会秋季
セミナー(252人)

13,270,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
2000年新政研春季セミナー
（個人からの対価の支払）
百嶋 武雄 210,000 札幌市

(前年支払額 0)

浜田 輝弥 300,000 伊勢原市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
松庫工業j 240,000 品川区

(前年支払額 0)

滝野川自動車j 300,000 目黒区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 300,000 文京区

(前年支払額 0)

新政治研究会（武藤 嘉文）
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 13. 3.19

１ 収入総額 195,601,595

前年繰越額 11,247,631

本年収入額 184,353,964

２ 支出総額 195,294,003

３ 本年収入の内訳
寄附 184,353,730

個人分 4,380,000

政治団体分 179,973,730

その他の収入 234

一件十万円未満のもの 234

４ 支出の内訳
経常経費 122,146,042

人件費 17,080,456

光熱水費 592,496

備品・消耗品費 15,782,672

事務所費 88,690,418

政治活動費 73,147,961

組織活動費 24,912,510

調査研究費 17,382,570

寄附・交付金 30,852,881

５ 寄附の内訳
（個人分）
野田 豪一 500,000 関市
沢崎 三朗 580,000 横浜市
神谷 一男 350,000 渋谷区
川島源太郎 100,000 船橋市
稲本敬之助 200,000 我孫子市
下山彌壽男 1,000,000 所沢市
高橋 泰之 1,000,000 都・府中市
稲垣 正王 100,000 岐阜市
高橋 桂子 500,000 岐阜市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
日本医師連盟 13,250,000 文京区
平成の会 7,000,000 豊島区
中小企業共済制度
拡充協議会

2,000,000 都・中央区

全国旅館政治連盟 500,000 千代田区
全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
道路運送経営研究
会

1,500,000 新宿区

全国ＬＰガス政治
連盟

1,000,000 都・港区

日本遺族政治連盟 100,000 千代田区
日本絹人繊織物振
興連盟

300,000 千代田区

日本薬剤師連盟 650,000 渋谷区
酉政会 3,000,000 都・港区
酉和会 1,000,000 目黒区
全国小売酒販政治
連盟

2,000,000 目黒区

全国商工政治連盟 100,000 都・港区
日本商工連盟 2,000,000 都・中央区

全国クリーニング
業政治連盟

200,000 新宿区

ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

500,000 都・中央区

政経懇話会 143,823,730 千代田区
年間五万円以下の
もの

50,000

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 13. 3.27

１ 収入総額 22,619,755

前年繰越額 99,755

本年収入額 22,520,000

２ 支出総額 22,534,106

３ 本年収入の内訳
寄附 7,000,000

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

15,520,000

ザ・ウィンド2001 4,740,000

衆議院議員小平忠正さんを激
励する会

10,780,000

４ 支出の内訳
経常経費 488,012

人件費 100,000

光熱水費 60,000

備品・消耗品費 73,205

事務所費 254,807

政治活動費 22,046,094

組織活動費 1,843,212

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,733,982

宣伝事業費 102,900

政治資金パーティー開催事
業費

4,631,082

調査研究費 293,900

寄附・交付金 15,175,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党北海道総支
部連合会

7,000,000 札幌市

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(151人)

10,780,000 札幌市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員小平忠正さんを激励する会
（政治団体からの対価の支払）
農協政治連盟 500,000 札幌市

(前年支払額 0)

新政治問題研究会（橋本龍太郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

橋本龍太郎

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 13. 3.28

１ 収入総額 212,681,178

前年繰越額 160,887,208

本年収入額 51,793,970

２ 支出総額 120,945,582

３ 本年収入の内訳
寄附 51,674,000

個人分 11,520,000

団体分 430,000

政治団体分 39,724,000

その他の収入 119,970

一件十万円未満のもの 119,970

４ 支出の内訳
経常経費 49,480,918

人件費 22,378,586

光熱水費 948,128

備品・消耗品費 3,559,350

事務所費 22,594,854

政治活動費 71,464,664

組織活動費 14,529,214

機関紙誌の発行その他の事業
費

293,500

宣伝事業費 293,500

調査研究費 1,200,000

寄附・交付金 55,441,950

５ 寄附の内訳
（個人分）
須田 ハツ 1,500,000 上尾市
宮尾 舜二 200,000 目黒区
浅地 正一 500,000 都・港区
川田 善朗 500,000 都・港区
方波見 篤 500,000 川崎市
瀬崎 信明 300,000 倉敷市
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瀬崎 宏之 300,000 倉敷市
八田 武志 500,000 岡山市
西郷 逸郎 100,000 福島市
米本むら江 1,000,000 目黒区
青野 公英 1,500,000 柏市
淺野 善孝 100,000 松戸市
河田誠一郎 500,000 杉並区
橋本 鐡司 100,000 渋谷区
平井 豊光 500,000 大阪市
七村 嘉文 100,000 豊島区
方波見速雄 200,000 川崎市
田中 裕士 1,000,000 台東区
飯田 耕作 500,000 世田谷区
曽田 史郎 90,000 大津市
年間五万円以下の
もの

1,530,000

（団体分）
j赤木建設 120,000 倉敷市
フクダ電子岡山販
売j

250,000 岡山市

年間五万円以下の
もの

60,000

（政治団体分）
慶龍会 9,700,000 品川区
京都昇龍会 5,000,000 京都市
日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
全国社会保険労務
士政治連盟

1,500,000 文京区

日本眼科医連盟 1,000,000 千代田区
関西慶龍会 1,000,000 大阪市
社交政治連盟 500,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 4,000,000 渋谷区
健康保険政治連盟 4,000,000 都・港区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
橋本龍太郎後援会 10,000,000 倉敷市
年間五万円以下の
もの

24,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

80,000,000

新生政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤井 裕久

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 13. 2.22

１ 収入総額 121,743,165

前年繰越額 22,700,353

本年収入額 99,042,812

２ 支出総額 121,611,154

３ 本年収入の内訳
寄附 15,110,000

個人分 15,110,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

74,018,635

藤井裕久フロンティアコンベ
ンション（計２回）

74,018,635

借入金 9,908,509

藤井 裕久 9,908,509

その他の収入 5,668

一件十万円未満のもの 5,668

４ 支出の内訳
経常経費 3,478,172

人件費 1,375,000

備品・消耗品費 1,887,926

事務所費 215,246

政治活動費 118,132,982

組織活動費 2,687,240

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,045,845

宣伝事業費 14,730

政治資金パーティー開催事
業費

11,031,115

調査研究費 113,660

寄附・交付金 104,286,237

５ 寄附の内訳
（個人分）
山田 宣郷 200,000 世田谷区
石井 當‡ 1,500,000 相模原市
藤木 正幸 200,000 八戸市
藤井 裕久 10,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

3,210,000

６ 特定パーティーの概要
第10回藤井裕久フ
ロンティアコンベ
ン シ ョ ン
(1,996人)

39,929,055 千代田区
(前年収入額 0)

第11回藤井裕久フ
ロンティアコンベ
ン シ ョ ン
(1,704人)

34,089,580 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第10回藤井裕久フロンティアコンベンション
（団体からの対価の支払）
北研工業j 1,000,000 岐阜市

(前年支払額 0)

j吉田冷暖房工業
所

1,000,000 名古屋市
(前年支払額 0)

jみちのく銀行 1,000,000 青森市
(前年支払額 0)

fプライトピック 400,000 綾瀬市
(前年支払額 0)

J世界救世教いづ
のめ教団教育政治
委員会

400,000 熱海市
(前年支払額 0)

恵那都市開発j 300,000 恵那市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

神奈川県医師連盟 300,000 横浜市
(前年支払額 0)

酉和会 400,000 目黒区
(前年支払額 0)

日本公認会計士政
治連盟

1,500,000 文京区
(前年支払額 0)

第11回藤井裕久フロンティアコンベンション
（団体からの対価の支払）
J世界救世教いづ
のめ教団教育政治
委員会

400,000 熱海市
(前年支払額 0)

fプライトピック 400,000 綾瀬市
(前年支払額 0)

恵那都市開発j 300,000 恵那市
(前年支払額 0)

jみちのく銀行 1,000,000 青森市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 800,000 都・中央区
(前年支払額 0)

全国小売酒販政治
連盟

1,000,000 目黒区
(前年支払額 0)

日本公認会計士政
治連盟

1,000,000 文京区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳

（借入金）
藤井 裕久 12,000,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 98,001,724

前年繰越額 67,366,803

本年収入額 30,634,921

２ 支出総額 47,100,000

３ 本年収入の内訳
寄附 30,596,000

個人分 5,014,000

団体分 982,000

政治団体分 24,600,000

その他の収入 38,921

一件十万円未満のもの 38,921

４ 支出の内訳
経常経費 36,000,158

人件費 22,456,133

備品・消耗品費 2,091,029

事務所費 11,452,996

政治活動費 11,099,842

組織活動費 9,290,278

調査研究費 474,564

寄附・交付金 1,335,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊東 正孝 120,000 江戸川区
森 勇 60,000 江戸川区
須原 義夫 60,000 江戸川区
福島 三郎 100,000 江戸川区
薄井 弘亘 300,000 G飾区
阿部 清司 500,000 足立区
三浦 亮一 60,000 江戸川区
小泉龍之助 60,000 江戸川区
島村 信之 60,000 江戸川区
小久保晴行 120,000 江戸川区
田口善太郎 60,000 江戸川区
森 博司 72,000 江戸川区
島村 成人 60,000 江戸川区
中田 志郎 120,000 江戸川区
山口 綱孝 60,000 江戸川区
久保田照国 120,000 江戸川区
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由利 忠雄 60,000 江戸川区
須賀 一郎 120,000 江戸川区
須賀 節子 120,000 江戸川区
岩倉 理雄 120,000 江戸川区
油井 欽一 1,000,000 江戸川区
森山 貴 1,000,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

662,000

（団体分）
j松富 80,000 G飾区
福日観光j 120,000 G飾区
中村設備工業j 60,000 江戸川区
小島工芸j 60,000 江戸川区
j水越電工社 60,000 江戸川区
j植木紅匠 120,000 杉並区
村山商事j 60,000 江戸川区
j島村商店 120,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

302,000

（政治団体分）
楽伸会 19,600,000 江戸川区
自由民主党東京都
第十六選挙区支部

5,000,000 江戸川区

６ 資産等の内訳
（預金等）

36,000,000

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 13. 1.19

１ 収入総額 139,413,519

前年繰越額 82,050,500

本年収入額 57,363,019

２ 支出総額 63,237,193

３ 本年収入の内訳
寄附 27,304,386

個人分 23,240,386

団体分 1,064,000

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

30,055,000

第５回時局セミナー 30,055,000

その他の収入 3,633

一件十万円未満のもの 3,633

４ 支出の内訳
経常経費 56,574

事務所費 56,574

政治活動費 63,180,619

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,555,619

政治資金パーティー開催事
業費

2,555,619

寄附・交付金 60,545,000

その他の経費 80,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
三浦 忠 800,000 湖西市
高橋 宥二 800,000 神奈川県松田

町
小田 寛 800,000 横浜市
村上 義弘 800,000 大田区
安藤 壽浩 800,000 平塚市
金子 嘉男 800,000 藤沢市
鹿嶋 俊文 800,000 川崎市
内山 和夫 800,000 鎌倉市
八尾 N彦 800,000 堺市
藤田 栄一 500,000 渋谷区
藤田 雄造 300,000 市川市
栗原 正明 800,000 川崎市
小石 泰資 800,000 目黒区
石井 昭之 200,000 練馬区
渡邉 享司 300,000 浦和市
水島 巖 100,000 茅ヶ崎市
山田 重明 100,000 伊勢原市
菅沼 由安 100,000 平塚市
星野 栄治 300,000 平塚市
吉田 和子 500,000 渋谷区
竹内 伸枝 500,000 平塚市
小池 裕司 1,000,000 平塚市
和田 宏 60,000 厚木市
福澤 正人 120,000 平塚市
大八木ふみ 240,000 茅ヶ崎市
伊藤 留治 600,000 茅ヶ崎市
平井 茂 120,000 平塚市
松本 伸一 120,000 平塚市
佐藤 節子 120,000 茅ヶ崎市
永田 浩三 120,000 茅ヶ崎市
水島 忠彦 120,000 平塚市
杉山 幹生 120,000 平塚市
岡崎 勲 120,000 平塚市

大曽根清子 120,000 小田原市
中村 進 60,000 平塚市
佐藤 清光 240,000 厚木市
河野 太郎 5,963,386 平塚市
大塚 健次 150,000 平塚市
年間五万円以下の
もの

2,147,000

（団体分）
j品川鐵工所 80,000 平塚市
山栄青果j 90,000 平塚市
j平塚竹田組 60,000 平塚市
細野興業j 60,000 平塚市
jダイワ 90,000 平塚市
j日比建設 60,000 平塚市
年間五万円以下の
もの

624,000

（政治団体分）
大勇会 3,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
第５回時局セミ
ナー(246人)

30,055,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第５回時局セミナー
（個人からの対価の支払）
野崎 邦夫 300,000 藤沢市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j昭光精機製作所 1,500,000 横浜市

(前年支払額 0)

エスケー技研j 1,500,000 湖西市
(前年支払額 0)

日端鹿嶋j 1,500,000 川崎市
(前年支払額 0)

平塚化成j 1,500,000 平塚市
(前年支払額 0)

j鵬製作所 1,500,000 平塚市
(前年支払額 0)

j村巌製作所 1,500,000 大田区
(前年支払額 0)

f藤沢化学工業 1,500,000 藤沢市
(前年支払額 0)

j八尾製作所 1,500,000 堺市
(前年支払額 0)

中尾金属j 1,500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

正栄金属j 1,500,000 世田谷区
(前年支払額 0)

j三谷商会 1,500,000 国立市
(前年支払額 0)

滝産業j 550,000 台東区
(前年支払額 0)

精研機工j 1,000,000 杉並区
(前年支払額 0)

日本端子j 1,500,000 神奈川県大磯
町

(前年支払額 0)

麻布台ビルj 1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

麻布台興業j 250,000 都・港区
(前年支払額 0)

jサンユー 250,000 平塚市
(前年支払額 0)

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

長崎県議会議員

報告年月日 13. 3.22

１ 収入総額 15,096,568

前年繰越額 14,050,424

本年収入額 1,046,144

２ 支出総額 1,608,669

３ 本年収入の内訳
寄附 1,040,000

個人分 1,040,000

その他の収入 6,144

一件十万円未満のもの 6,144

４ 支出の内訳
経常経費 1,027,879

備品・消耗品費 376,893

事務所費 650,986

政治活動費 580,790

組織活動費 531,107

調査研究費 49,683

５ 寄附の内訳
（個人分）
山口 寛 70,000 長崎県小浜町
菅 昭介 70,000 諌早市
菅 裕介 120,000 諌早市
大久保 隆 160,000 佐世保市
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久間 洋 135,000 長崎県口之津
町

宮崎 綾子 100,000 長崎県瑞穂町
勝田 憲治 120,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

265,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,730,000 7. 6.22

新世代の会（大野 功統）
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 13. 3.29

１ 収入総額 158,128,019

前年繰越額 62,845,445

本年収入額 95,282,574

２ 支出総額 100,525,166

３ 本年収入の内訳
寄附 18,845,000

個人分 9,845,000

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

76,437,574

大野よしのり君と21世紀を語
る会

37,740,000

フォーラム「ＳＡＴ］勉強会
（計３回）

6,610,000

大野功統君を囲む会 32,087,574

４ 支出の内訳
経常経費 10,725,831

備品・消耗品費 8,200,662

事務所費 2,525,169

政治活動費 89,799,335

組織活動費 23,342,075

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,363,940

機関紙誌の発行事業費 244,215

宣伝事業費 79,190

政治資金パーティー開催事
業費

12,040,535

調査研究費 64,620

寄附・交付金 52,653,700

その他の経費 1,375,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
林 利幸 100,000 坂出市
今滝 健介 100,000 観音寺市
徳永 信行 100,000 香川県飯山町
楠本 富治 500,000 善通寺市
前田 隆史 1,000,000 善通寺市
吉本 哲夫 300,000 坂出市
近藤 健治 100,000 丸亀市
樋笠 貞行 100,000 香川県高瀬町
清水 英詮 1,000,000 観音寺市
早馬 正敏 300,000 香川県高瀬町
須田 敏之 100,000 香川県詫間町
合田 道子 300,000 香川県豊浜町
神余 孝夫 100,000 丸亀市
河内 光男 300,000 香川県多度津

町
楠原 洋 1,000,000 香川県綾南町
年間五万円以下の
もの

4,445,000

（政治団体分）
近未来研究会 9,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
大野よしのり君と
21世紀を語る会
(598人)

37,740,000 丸亀市
(前年収入額 0)

大野功統君を囲む
会(676人)

32,087,574 千代田区
(前年収入額 0)

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21世紀を語る会
（団体からの対価の支払）
j秋山組 1,000,000 丸亀市

(前年支払額 0)

f倉本水産 1,500,000 香川県多度津
町

(前年支払額 0)

f西岡産業 500,000 香川県豊中町
(前年支払額 0)

大野功統君を囲む会
（個人からの対価の支払）
神内 良一 400,000 都・港区

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
fサンヨウプロ
ジェクト

500,000 加古川市
(前年支払額 0)

前川建設j 500,000 加古川市
(前年支払額 0)

j合田不動産 500,000 高松市
(前年支払額 0)

j合田工務店 1,500,000 高松市
(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 26,627,710

前年繰越額 21,110

本年収入額 26,606,600

２ 支出総額 21,310,539

３ 本年収入の内訳
寄附 17,266,600

個人分 7,266,600

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

9,340,000

末松義規君を応援する会 9,340,000

４ 支出の内訳
経常経費 13,750,165

人件費 7,588,589

光熱水費 149,302

備品・消耗品費 2,217,714

事務所費 3,794,560

政治活動費 7,560,374

組織活動費 3,684,812

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,514,438

政治資金パーティー開催事
業費

3,514,438

調査研究費 361,124

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 三男 1,000,000 小平市
中田 修平 400,000 小平市
年間五万円以下の
もの

5,866,600

（政治団体分）
民主党 10,000,000 千代田区
新通産政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

牧野 隆守

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 17,215,447

前年繰越額 6,996,077

本年収入額 10,219,370

２ 支出総額 10,119,423

３ 本年収入の内訳
寄附 10,219,370

政治団体分 10,219,370

４ 支出の内訳
経常経費 6,801,923

人件費 2,316,880

備品・消耗品費 2,440,010

事務所費 2,045,033

政治活動費 3,317,500

組織活動費 3,100,900

調査研究費 156,600

寄附・交付金 60,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党福井県
第２選挙区支部

10,219,370 福井県丸岡町

新東北政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

菅原喜重郎

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 13. 1.25

１ 収入総額 2,939,043

前年繰越額 43

本年収入額 2,939,000

２ 支出総額 2,939,043

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(52人) 104,000

寄附 1,585,000

個人分 1,585,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,250,000

菅原喜重郎と語る会 1,250,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,064,047

人件費 145,000

光熱水費 72,000

備品・消耗品費 35,391

事務所費 811,656
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政治活動費 1,874,996

組織活動費 1,243,781

機関紙誌の発行その他の事業
費

522,663

政治資金パーティー開催事
業費

522,663

調査研究費 108,552

５ 寄附の内訳
（個人分）
高畑 次穂 1,500,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

85,000

新都市政策研究会（松本 純）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松本 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 13. 2. 2

１ 収入総額 109,682,624

前年繰越額 16,706,263

本年収入額 92,976,361

２ 支出総額 101,393,036

３ 本年収入の内訳
寄附 63,814,000

個人分 2,244,000

政治団体分 61,570,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

25,917,000

松本純君を励ます神奈川１区
新年総会

24,157,000

ゴルフ大会 1,760,000

借入金 2,406,895

松本 純 2,406,895

その他の収入 838,466

通帳解約金 734,230

一件十万円未満のもの 104,236

４ 支出の内訳
経常経費 24,354,750

人件費 3,506,811

光熱水費 451,205

備品・消耗品費 5,648,563

事務所費 14,748,171

政治活動費 77,038,286

組織活動費 8,745,494

機関紙誌の発行その他の事業
費

21,355,214

宣伝事業費 3,664,198

政治資金パーティー開催事
業費

15,959,305

その他の事業費 1,731,711

調査研究費 184,471

寄附・交付金 46,753,107

５ 寄附の内訳
（個人分）
千野 洋一 60,000 横浜市
加山正治郎 500,000 横浜市
佐藤 周一 500,000 三浦市
松本 澄子 750,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

434,000

（政治団体分）
神奈川県薬剤師連
盟

16,560,000 横浜市

山梨県薬剤師連盟 500,000 甲府市
横浜市薬剤師連盟 60,000 横浜市
神奈川県自動車整
備政治連盟

100,000 横浜市

日本薬業政治連盟 1,800,000 都・中央区
横浜市医師連盟 600,000 横浜市
松本純薬剤師中央
後援会

12,000,000 渋谷区

愛知県薬剤師連盟 1,000,000 名古屋市
神奈川県医師連盟 500,000 横浜市
神奈川県税理士政
治連盟

100,000 横浜市

埼玉県薬剤師連盟 1,000,000 浦和市
神奈川県柔道復師
連盟

200,000 横浜市

日本精神病院協会
政治連盟

1,000,000 都・港区

全日本薬種商政治
連盟

200,000 文京区

製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 10,000,000 渋谷区
神奈川県石油政治
連盟

200,000 横浜市

日本歯科医師政治
連盟

500,000 千代田区

千葉県薬剤師連盟 1,000,000 千葉市
日本病院薬剤師連
盟

1,000,000 渋谷区

神奈川県松本純薬
剤師後援会

3,500,000 横浜市

健康保険政治連盟 2,600,000 都・港区
自由民主党神奈川
県支部連合会

100,000 横浜市

大勇会 3,000,000 千代田区
神奈川県歯科医師
政治連盟

3,050,000 横浜市

６ 特定パーティーの概要
松本純君を励ます
神奈川１区新年総
会(1,800人)

24,157,000 横浜市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松本純君を励ます神奈川１区新年総会
（団体からの対価の支払）
j潮 300,000 横浜市

(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本薬剤師連盟 300,000 渋谷区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
松本 純 2,406,895

新都市問題研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

米山久美子

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 13. 2.16

１ 収入総額 4,220,000

本年収入額 4,220,000

２ 支出総額 4,220,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,220,000

個人分 120,000

政治団体分 4,100,000

４ 支出の内訳
政治活動費 4,220,000

選挙関係費 2,121,768

寄附・交付金 2,098,232

５ 寄附の内訳
（個人分）
塩入 通之 120,000 千代田区
（政治団体分）
菅直人を応援する
会

1,000,000 武蔵野市

民主党 3,100,000 千代田区
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 13. 4. 5

１ 収入総額 91,366,872

前年繰越額 6,106,294

本年収入額 85,260,578

２ 支出総額 80,637,825

３ 本年収入の内訳
寄附 30,879,047

個人分 20,079,047

政治団体分 10,800,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

54,194,440

アーリーバードセミナー（計
10回）

29,490,000

ムーンライトセミナー 1,930,000

特別セミナー 810,000

四季セミナー（計３回） 21,964,440

その他の収入 187,091

一件十万円未満のもの 187,091

４ 支出の内訳
経常経費 25,829,831

人件費 12,600,000

備品・消耗品費 753,628

事務所費 12,476,203

政治活動費 54,807,994

組織活動費 11,582,887

機関紙誌の発行その他の事業
費

25,225,107

機関紙誌の発行事業費 10,225,826

政治資金パーティー開催事
業費

14,999,281

寄附・交付金 18,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋津 宏機 400,000 練馬区
岩瀬 信捷 240,000 宇土市
大野 高正 120,000 都・港区
小野カズキ 200,000 大分市
小野 浩 300,000 大分市
川野 巧 325,747 横浜市
木村 久彌 90,000 都・中央区
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小島 昇 60,000 千代田区
高橋 正太 120,000 稲城市
酒井孝二郎 110,000 宇佐市
谷 政治 360,000 藤沢市
藤田 軍太 1,000,000 大分市
藤田 三吉 1,000,000 大分市
村上 栄一 1,500,000 今治市
村上 国昭 150,000 川崎市
安村 長生 100,000 田無市
吉村 作治 160,000 新宿区
園江登世子 360,000 板橋区
稲田 政治 320,000 枚方市
上田 高嶺 70,000 大阪市
臼井宏三郎 60,000 京都市
奥田 実 320,000 西宮市
長船 強 520,000 芦屋市
沖見 圭佑 300,000 吹田市
加地 道弘 523,300 大阪市
畑下 辰典 300,000 八尾市
幸川 典生 60,000 羽曳野市
衣目 修三 1,500,000 吹田市
澤田 眞史 320,000 三田市
多田 喜明 320,000 西宮市
田村 幾蔵 320,000 宝塚市
林 恭造 320,000 芦屋市
比佐 彰 80,000 守口市
国分 紀一 300,000 大阪市
比佐 視史 320,000 寝屋川市
田 圭兒 320,000 吹田市
宮村 久治 120,000 京都市
細川 信義 100,000 芦屋市
米山 正治 70,000 大阪市
伊東 禄晄 120,000 大分市
利光 公一 120,000 大分市
笠木 啓子 120,000 大分市
西村善治郎 1,500,000 大分市
福本 忠男 120,000 大分市
内田 幹雄 500,000 大分市
日隈 三郎 1,000,000 大分市
市橋 雄治 500,000 大分市
藤島 宣典 120,000 大分県三重町
三池 善朗 120,000 大分県玖珠町
小野 和積 300,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

2,400,000

（政治団体分）

大分商工連盟 1,000,000 大分市
全日本不動産政治
連盟大分支部

500,000 大分市

日本建築士事務所
政経研究会

300,000 都・中央区

大分県酪農政治連
盟

200,000 大分県野津原
町

南九州税理士政治
連盟

300,000 熊本市

日本造船協力集団
政治連盟

300,000 千代田区

全国たばこ耕作者
政治連盟

200,000 都・港区

日本精神病院協会
政治連盟

500,000 都・港区

ＴＫＣ全国政経研
究会

600,000 新宿区

平松守彦後援会 100,000 大分市
全国木材産業政治
連盟

300,000 千代田区

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
日本公認会計士政
治連盟

1,100,000 文京区

全日本不動産政治
連盟大阪府支部

500,000 大阪市

大勇会 3,000,000 千代田区
日本医師連盟 1,400,000 文京区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第28回アーリーバードセミナー
（政治団体からの対価の支払）
ＴＫＣ全国政経研
究会

300,000 新宿区
(前年支払額 0)

四季セミナー（平成12年３月13日開催）
（団体からの対価の支払）
西日本土木j 1,000,000 豊後高田市

(前年支払額 0)

高山総合工業j 1,120,000 大分市
(前年支払額 0)

後藤建設j 800,000 大分市
(前年支払額 0)

四季セミナー（平成12年９月25日開催）
（団体からの対価の支払）
西日本土木j 1,000,000 豊後高田市

(前年支払額 0)

高山総合工業j 1,000,000 大分市
(前年支払額 0)

後藤建設j 780,000 大分市
(前年支払額 0)

四季セミナー（平成12年12月４日開催）
（団体からの対価の支払）
西日本土木j 1,000,000 豊後高田市

(前年支払額 0)

後藤建設j 770,000 大分市
(前年支払額 0)

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 13. 2.20

１ 収入総額 63,435,678

前年繰越額 12,831,897

本年収入額 50,603,781

２ 支出総額 39,941,512

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(289人) 35,877,165

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

13,720,000

平松守彦氏を囲む会 13,720,000

その他の収入 6,616

一件十万円未満のもの 6,616

４ 支出の内訳
経常経費 18,439,330

人件費 7,899,800

備品・消耗品費 710,263

事務所費 9,829,267

政治活動費 21,502,182

組織活動費 4,376,815

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,658,642

宣伝事業費 1,341,354

政治資金パーティー開催事
業費

8,317,288

調査研究費 436,410

寄附・交付金 7,030,315

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 光弘 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要

平松守彦氏を囲む
会(203人)

13,720,000 大分市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
平松守彦氏を囲む会
（団体からの対価の支払）
川田建設j九州支
店

400,000 福岡市
(前年支払額 0)

jトキハ 300,000 大分市
(前年支払額 0)

jさとうベネック 400,000 大分市
(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 2,000,000

本年収入額 2,000,000

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

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
埼玉県医師連盟 2,000,000 浦和市
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 13. 3.28

１ 収入総額 141,074,532

前年繰越額 94,824,657

本年収入額 46,249,875

２ 支出総額 94,984,922

３ 本年収入の内訳
寄附 10,302,274

個人分 2,330,000

政治団体分 7,972,274

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

35,937,100

新日本政匡会パーティ 35,937,100

その他の収入 10,501

一件十万円未満のもの 10,501

４ 支出の内訳
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経常経費 31,120,234

人件費 13,819,691

光熱水費 5,610,321

備品・消耗品費 1,990,707

事務所費 9,699,515

政治活動費 63,864,688

組織活動費 14,976,733

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,388,645

政治資金パーティー開催事
業費

5,388,645

調査研究費 1,389,310

寄附・交付金 42,110,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
野呂 秀明 120,000 青森市
吉田 誠夫 1,200,000 八戸市
新谷 和夫 500,000 むつ市
宮尾 舜二 200,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

310,000

（政治団体分）
無所属の会八戸市
第一支部

7,972,274 八戸市

６ 特定パーティーの概要
新日本政匡会パー
ティ(655人)

35,937,100 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
新日本政匡会パーティー
（団体からの対価の支払）
東和電材j 500,000 青森市

(前年支払額 0)

jユニカ 300,000 新宿区
(前年支払額 0)

みちのく銀行 1,000,000 青森市
(前年支払額 0)

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 13. 3.21

１ 収入総額 120,640,908

前年繰越額 118,362,469

本年収入額 2,278,439

２ 支出総額 3,944,884

３ 本年収入の内訳
寄附 2,220,235

個人分 2,220,235

その他の収入 58,204

一件十万円未満のもの 58,204

４ 支出の内訳
経常経費 3,944,884

事務所費 3,944,884

５ 寄附の内訳
（個人分）
村部 治 480,000 東大阪市
水谷 洋一 104,330 桑名市
市野 茂二 180,000 桑名市
村山 貞男 110,000 熊谷市
中村 周一 100,000 長野市
碓井 静照 220,000 広島市
石井 孝之 220,000 世田谷区
牧野 久 320,000 三重県東員町
水谷 登 96,325 三重県東員町
年間五万円以下の
もの

389,580

６ 資産等の内訳
（預金等）

62,300,135

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 13. 3.28

１ 収入総額 71,098,754

前年繰越額 70,983,521

本年収入額 115,233

２ 支出総額 14,093,250

３ 本年収入の内訳
その他の収入 115,233

預金利子 115,233

４ 支出の内訳
経常経費 12,974,622

人件費 10,194,845

備品・消耗品費 1,047,142

事務所費 1,732,635

政治活動費 1,118,628

組織活動費 848,885

機関紙誌の発行その他の事業
費

20,000

宣伝事業費 20,000

調査研究費 42,863

寄附・交付金 206,880

新平河クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

熊谷 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 13. 3.29

１ 収入総額 19,694,128

前年繰越額 5,010,724

本年収入額 14,683,404

２ 支出総額 18,486,415

３ 本年収入の内訳
寄附 14,682,800

個人分 2,774,500

政治団体分 11,908,300

その他の収入 604

一件十万円未満のもの 604

４ 支出の内訳
経常経費 16,123,279

人件費 7,973,300

備品・消耗品費 4,324,563

事務所費 3,825,416

政治活動費 2,363,136

組織活動費 743,830

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,317,891

宣伝事業費 1,317,891

調査研究費 301,415

５ 寄附の内訳
（個人分）
木山 茂年 500,000 G飾区
平川 裕 1,500,000 札幌市
藤原 直哉 100,000 神奈川県二宮

町
年間五万円以下の
もの

674,500

（政治団体分）
ＴＫＣ全国政治研
究会

300,000 新宿区

全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 浜松市

日本獣医師政治連
盟

500,000 都・港区

民主党 11,008,300

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 13. 3. 9

１ 収入総額 59,217,663

前年繰越額 28,785,663

本年収入額 30,432,000

２ 支出総額 49,825,545

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(62人) 620,000

寄附 26,282,000

個人分 9,622,000

団体分 1,660,000

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

3,530,000

新風会幹事会 130,000

遠藤利明君を励ます会 3,400,000

４ 支出の内訳
経常経費 23,803,242

人件費 4,557,911

光熱水費 1,009,973

備品・消耗品費 9,050,628

事務所費 9,184,730

政治活動費 26,022,303

組織活動費 3,550,213

選挙関係費 14,500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,863,323

政治資金パーティー開催事
業費

4,746,878

その他の事業費 116,445

調査研究費 3,108,767

５ 寄附の内訳
（個人分）
矢尾板信孝 120,000 山形市
原田 順二 120,000 上山市
黒田 政喜 200,000 山形県河北町
五十嵐 健 1,000,000 山形市
青木 眞 100,000 横浜市
浜田 末次 500,000 松浦市
青木 健 100,000 横浜市
永山 薫子 100,000 吹田市
秋野 貞子 1,000,000 天童市
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永井 利見 1,000,000 新庄市
武田 弘 200,000 山形市
藤原 薫 100,000 山形市
佐藤 国夫 100,000 山形市
姉崎 昇一 120,000 山形市
長谷川吉茂 480,000 山形市
升川 尚男 500,000 山形市
渡辺 きみ 500,000 長井市
渡辺 清 500,000 長井市
大場 一夫 150,000 上山市
中村 武 200,000 米沢市
長岡 迪生 1,000,000 上山市
年間五万円以下の
もの

1,532,000

（団体分）
j中村塗装 120,000 鶴岡市
第一貨物j 60,000 山形市
東北ミサワホーム
j

60,000 山形市

蔵王温泉ガスj 120,000 山形市
山形酸素j 240,000 山形市
東栄コンクリート
工業j

80,000 山形市

山形警備保障j 120,000 山形市
内外緑化j 60,000 山形市
j千歳建設 120,000 山形市
j丹野 120,000 山形市
j礼文エンジニア
リング

120,000 上山市

年間五万円以下の
もの

440,000

（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
自由民主党山形県
第一選挙区支部

10,000,000 上山市

６ 特定パーティーの概要
遠藤利明君を励ま
す会(13人)

3,400,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
遠藤利明君を励ます会
（団体からの対価の支払）
大和建設産業j 1,000,000 横浜市

(前年支払額 0)

新風日本国民の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小山 和伸

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 13. 3.29

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

新福島政経研究会
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

参議院議員

報告年月日 13. 2.13

１ 収入総額 124,731

前年繰越額 124,731

２ 支出総額 20,754

３ 支出の内訳
経常経費 20,754

事務所費 20,754

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 13. 3. 5

１ 収入総額 20,000,000

本年収入額 20,000,000

２ 支出総額 11,437,567

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000,000

政治団体分 20,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,329,255

人件費 4,302,250

光熱水費 55,614

備品・消耗品費 1,552,497

事務所費 4,418,894

政治活動費 1,108,312

組織活動費 1,108,312

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
全国土地改良政治
連盟

20,000,000 都・港区

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 13. 3.30

１ 収入総額 2,942,540

前年繰越額 82,540

本年収入額 2,860,000

２ 支出総額 2,145,860

３ 本年収入の内訳
寄附 860,000

個人分 860,000

借入金 2,000,000

伊藤 信明 2,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,145,860

人件費 1,308,000

光熱水費 307,384

備品・消耗品費 264,576

事務所費 265,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
小倉 陽二 500,000 三鷹市
年間五万円以下の
もの

360,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
伊藤 信明 10,940,610

伸雄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堀田 雄三

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 13. 4. 2

１ 収入総額 2,089,703

前年繰越額 189,504

本年収入額 1,900,199

２ 支出総額 2,000,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(30人) 1,550,000

寄附 350,000

個人分 350,000

その他の収入 199

一件十万円未満のもの 199

４ 支出の内訳
政治活動費 2,000,000

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

年間五万円以下の
もの

350,000

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 13. 3. 6

１ 収入総額 188,326,468

前年繰越額 7,641,183

本年収入額 180,685,285

２ 支出総額 182,620,007

３ 本年収入の内訳
寄附 49,870,000

個人分 9,270,000

政治団体分 40,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

130,800,000

第22回信友会朝食会 30,140,000

第12回町村信孝フォーラム 45,530,000

町村信孝君を囲む会 55,130,000

その他の収入 15,285

一件十万円未満のもの 15,285

４ 支出の内訳
経常経費 50,821,018

人件費 40,490,784

光熱水費 287,956

備品・消耗品費 2,421,678

事務所費 7,620,600

政治活動費 131,798,989

組織活動費 19,072,588

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,059,627

政治資金パーティー開催事
業費

13,059,627

調査研究費 466,774

寄附・交付金 99,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
出村 貢 250,000 札幌市
木幡 保信 80,000 名古屋市
國枝 良吉 60,000 札幌市
吉村 彰二 60,000 札幌市
山本 春斗 240,000 札幌市
佐々木栄一郎 500,000 品川区
佐々木浩二 100,000 都・港区
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小野 正廣 100,000 世田谷区
増田 徹 270,000 杉並区
前田 豊司 150,000 千歳市
岩城 弘侑 100,000 札幌市
島村 忠勝 1,050,000 渋谷区
山崎 富治 100,000 渋谷区
関場 憲明 60,000 札幌市
沼生 智 100,000 渋谷区
浜田 末次 300,000 松浦市
大林 豁史 1,000,000 世田谷区
大林美恵子 500,000 世田谷区
高橋 歳夫 60,000 厚木市
堀内 晴人 60,000 小È市
町村 末吉 100,000 江別市
夏井坂信幸 60,000 札幌市
村上 光輝 100,000 千歳市
伊藤 清治 60,000 札幌市
岩城 秀晴 100,000 札幌市
丸茂 晴男 200,000 横浜市
中館 慈子 100,000 川崎市
山崎 紘一 100,000 千歳市
山田 耕作 100,000 千歳市
佐野トシ子 150,000 江別市
常田 寛 100,000 横浜市
伊藤 義郎 1,000,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

1,960,000

（政治団体分）
北海道医師連盟 1,200,000 札幌市
札幌市歯科医師連
盟

300,000 札幌市

酉和会 300,000 目黒区
日本医師連盟 6,000,000 文京区
北海道歯科医師連
盟

800,000 札幌市

日本病院会政治連
盟

1,000,000 千代田区

平成の会 1,300,000 豊島区
日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
日本専門新聞政治
連盟

300,000 都・港区

日本眼科医連盟 500,000 千代田区
全国商工政治連盟 100,000 都・港区
札幌市医師連盟 1,200,000 札幌市
全国小売酒販政治
連盟

1,000,000 目黒区

北海道石油政治連
盟札幌地方支部

60,000 札幌市

北海道市場政治連
盟

120,000 札幌市

北海道石油政治連
盟

120,000 札幌市

道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

自由民主党北海道
第五選挙区支部

25,000,000 札幌市

６ 特定パーティーの概要
第22回信友会朝食
会(753人)

30,140,000 千代田区
(前年収入額 0)

第 12回町村信孝
フォーラム(1,018

人)

45,530,000 札幌市
(前年収入額 0)

町村信孝君を囲む
会(1,178人)

55,130,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第22回信友会朝食会
（団体からの対価の支払）
北陸開発j 300,000 足立区

(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

平成の会 400,000 豊島区
(前年支払額 0)

町村信孝君を囲む会
（団体からの対価の支払）
jインターボイス 300,000 千代田区

(前年支払額 0)

日本レストランシ
ステムj

400,000 渋谷区
(前年支払額 0)

日本レストランサ
プライj

300,000 渋谷区
(前年支払額 0)

南インドj 300,000 渋谷区
(前年支払額 0)

jデベロップメン
ト・リサーチ

1,000,000 新宿区
(前年支払額 0)

jトーヨーアサノ 580,000 沼津市
(前年支払額 0)

日本電子開発j 400,000 世田谷区
(前年支払額 0)

北陸開発j 500,000 足立区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
平成の会 600,000 豊島区

(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

第12回町村信孝フォーラム
（団体からの対価の支払）
I札幌田中病院 400,000 札幌市

(前年支払額 0)

町村信孝大人会 1,040,000 札幌市
(前年支払額 0)

北海道中小企業団
体中央会

700,000 札幌市
(前年支払額 0)

j太陽グループ 400,000 札幌市
(前年支払額 0)

g北海道ハイヤー
協会

300,000 札幌市
(前年支払額 0)

jムトウ 300,000 札幌市
(前年支払額 0)

山謙工業j 300,000 札幌市
(前年支払額 0)

j和泉組 500,000 札幌市
(前年支払額 0)

つばめ自動車j 300,000 札幌市
(前年支払額 0)

江別後援会 300,000 江別市
(前年支払額 0)

北舗建設j 400,000 札幌市
(前年支払額 0)

恵庭市建設業協会 400,000 恵庭市
(前年支払額 0)

新篠津農業e 220,000 石狩市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
札幌市医師連盟 700,000 札幌市

(前年支払額 0)

北海道医師連盟 400,000 札幌市
(前年支払額 0)

日本看護連盟北海
道支部

300,000 札幌市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（敷金）
j十全 14,000,000 2. 7.20

森友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森田 次夫

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 13. 3.16

１ 収入総額 647,187

前年繰越額 645,855

本年収入額 1,332

２ 支出総額 550,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,332

一件十万円未満のもの 1,332

４ 支出の内訳
政治活動費 550,000

寄附・交付金 550,000

真友会（江Ä 鐵磨）
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 13. 3.29

１ 収入総額 13,555,656

前年繰越額 11,500,832

本年収入額 2,054,824

２ 支出総額 13,284,655

３ 本年収入の内訳
寄附 2,053,716

個人分 2,000,000

政治団体分 53,716

その他の収入 1,108

一件十万円未満のもの 1,108

４ 支出の内訳
経常経費 1,623,804

人件費 200,000

備品・消耗品費 963,815

事務所費 459,989

政治活動費 11,660,851

組織活動費 1,100,432

調査研究費 70,419

寄附・交付金 9,490,000

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
水野 和夫 500,000 一宮市
足立 昌彦 500,000 一宮市
北折 定俊 1,000,000 愛知県扶桑町
（政治団体分）
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自由党愛知県第10

総支部
53,716 一宮市

６ 資産等の内訳
（借入金）
江Ä 鐵磨 1,000,000

真友会（真島 一男）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

真島 一男

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 13. 3.28

１ 収入総額 28,265,888

前年繰越額 25,915,544

本年収入額 2,350,344

２ 支出総額 19,448,032

３ 本年収入の内訳
寄附 2,340,000

団体分 1,340,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 10,344

一件十万円未満のもの 10,344

４ 支出の内訳
経常経費 7,044,022

人件費 2,777,950

光熱水費 118,354

備品・消耗品費 989,776

事務所費 3,157,942

政治活動費 12,404,010

組織活動費 1,724,010

寄附・交付金 10,680,000

５ 寄附の内訳
（団体分）
年間五万円以下の
もの

1,340,000

（政治団体分）
平成研究会 1,000,000 千代田区
信立会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高橋紀世子

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 13. 3.16

１ 収入総額 7,651,909

前年繰越額 1,776

本年収入額 7,650,133

２ 支出総額 7,611,800

３ 本年収入の内訳
寄附 7,650,000

個人分 7,650,000

その他の収入 133

一件十万円未満のもの 133

４ 支出の内訳
経常経費 1,228,136

人件費 597,206

備品・消耗品費 325,403

事務所費 305,527

政治活動費 6,383,664

組織活動費 1,679,476

機関紙誌の発行その他の事業
費

176,085

宣伝事業費 176,085

調査研究費 28,103

寄附・交付金 4,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋紀世子 7,650,000 徳島県土成町
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 13. 3.19

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.12

１ 収入総額 298,419,519

前年繰越額 200,833,772

本年収入額 97,585,747

２ 支出総額 156,504,480

３ 本年収入の内訳
寄附 39,981,680

個人分 3,980,000

政治団体分 36,001,680

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

57,468,320

安倍晋三後援会昼食セミナー
（計３回）

57,468,320

その他の収入 135,747

一件十万円未満のもの 135,747

４ 支出の内訳
経常経費 94,657,931

人件費 57,293,487

光熱水費 284,789

備品・消耗品費 8,046,927

事務所費 29,032,728

政治活動費 61,846,549

組織活動費 32,342,539

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,337,270

政治資金パーティー開催事
業費

6,337,270

調査研究費 846,740

寄附・交付金 22,320,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
谷 博治 150,000 和泉市
上田 宣弘 120,000 下関市
中村 幸信 110,000 山口県小郡町
松井 達 120,000 山口県山陽町
岡村 信弘 200,000 下関市
犬伏 孝治 120,000 横浜市
内田 正幸 120,000 萩市
山下 一光 120,000 山口県豊北町
堀 泰三 1,000,000 下関市
山本 栄則 240,000 世田谷区
藤田 忠義 1,000,000 山口県日置町
中川 清嗣 120,000 三重県海山町
年間五万円以下の
もの

560,000

（政治団体分）
日本医師連盟 6,500,000 文京区
全国浄化槽対策推
進政治連盟

500,000 新宿区

日本病院会政治連
盟

1,000,000 千代田区

日本薬業政治連盟 3,500,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 1,500,000 渋谷区
製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
自由民主党山口県
第四選挙区支部

19,001,680 下関市

６ 特定パーティーの概要

安倍晋三後援会昼
食セミナー（平成
12年４月 19日開
催）(270人)

14,059,265 千代田区
(前年収入額 0)

安倍晋三後援会昼
食セミナー（平成
12年９月 20日開
催）(275人)

14,850,000 千代田区
(前年収入額 0)

安倍晋三後援会昼
食セミナー（平成
12年 12月５日開
催）(334人)

28,559,055 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
安倍晋三後援会昼食セミナー（平成12年４月19

日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

安倍晋三後援会昼食セミナー（平成12年９月20

日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

安倍晋三後援会昼食セミナー（平成12年12月５
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

(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（預金等）

121,413,254

親和会（羽田 孜）
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 13. 3.28

１ 収入総額 386,534,633

前年繰越額 275,948,029

本年収入額 110,586,604

２ 支出総額 96,534,673

３ 本年収入の内訳
寄附 42,160,000

個人分 12,540,000
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政治団体分 29,620,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

68,420,000

親和会・羽田孜代議士の国会
在職三十周年を祝う会

68,420,000

その他の収入 6,604

一件十万円未満のもの 6,604

４ 支出の内訳
経常経費 41,664,581

人件費 23,667,985

備品・消耗品費 6,717,261

事務所費 11,279,335

政治活動費 54,870,092

組織活動費 19,685,281

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,322,376

宣伝事業費 735,000

政治資金パーティー開催事
業費

12,587,376

調査研究費 2,827,446

寄附・交付金 1,980,000

その他の経費 17,054,989

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 正六 600,000 習志野市
柳川 彰男 100,000 立川市
渡邊 喜雄 320,000 渋谷区
渡邊 喜忠 320,000 渋谷区
中沢 克彦 250,000 渋谷区
中沢 義明 250,000 渋谷区
中沢 順子 250,000 渋谷区
中沢ますみ 250,000 渋谷区
朝賀 昭 1,000,000 世田谷区
塩谷 安男 100,000 世田谷区
小林 敬子 100,000 町田市
北沢 栄二 120,000 彦根市
石井 稔 100,000 都・北区
鳴沢 裕一 120,000 長野県北御牧

村
木下 功 500,000 多摩市
丸山 和夫 500,000 G飾区
田中 孝 100,000 長野県穂高町
小池 勤 100,000 武蔵野市
稲山 孝英 1,000,000 都・港区
神津 進 100,000 鎌倉市
小林 郷司 500,000 練馬区

辻本 武信 1,000,000 世田谷区
横溝 政昭 1,000,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

3,860,000

（政治団体分）
新世代の会 3,000,000 千代田区
民主党 15,000,000 千代田区
外食産業政治研究
会

1,000,000 都・港区

日本医師連盟 10,000,000 文京区
全国たばこ販売政
治連盟

120,000 都・港区

全国麺類飲食業政
治連盟

500,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
親和会・羽田孜代
議士の国会在職三
十周年を祝う会
(1,250人)

68,420,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
親和会・羽田孜代議士の国会在職三十周年を祝
う会
（個人からの対価の支払）
塩谷 安男 1,000,000 世田谷区

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jメイコーポレー
ション

400,000 都・港区
(前年支払額 0)

jカインドウェア 700,000 千代田区
(前年支払額 0)

エー・プロジェク
トj

500,000 都・港区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（敷金）
農協共済ビルヂング
j

8,793,888 2. 3.29

農協共済ビルヂング
j

1,758,360 4. 3.31

農協共済ビルヂング
j

983,880 6. 5.31

農協共済ビルヂング
j

240,000 2. 6. 1

農協共済ビルヂング
j

60,000 4. 6.30

（借入金）
羽田 孜 91,000,000

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

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 5,796,038

前年繰越額 1,284,038

本年収入額 4,512,000

２ 支出総額 4,783,810

３ 本年収入の内訳
寄附 4,512,000

個人分 4,512,000

４ 支出の内訳
経常経費 283,810

事務所費 283,810

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）
中村潤一郎 440,000 大阪市
田中 繁男 120,000 河内長野市
木下 義一 120,000 堺市
水間 頼孝 120,000 大阪市
西村 勇三 500,000 堺市
溝端 恵一 120,000 堺市
竹内 芳信 120,000 堺市
多田 照男 120,000 大阪市
谷浦 一好 60,000 東大阪市
寺田 照利 170,000 大阪市
谷和 光彦 120,000 堺市
熊谷 尚之 132,000 大阪市
土師 登 120,000 堺市
中野 秀樹 120,000 堺市
西村 眞悟 1,500,000 堺市
高野 雅樹 600,000 調布市
年間五万円以下の
もの

30,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
西村 真悟 17,000,000

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 信行

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 13. 3. 9

１ 収入総額 23,703,987

前年繰越額 3,383,987

本年収入額 20,320,000

２ 支出総額 23,380,059

３ 本年収入の内訳
寄附 4,300,000

個人分 4,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,020,000

葉梨信行政経セミナー 16,020,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,610,136

人件費 220,000

備品・消耗品費 644,136

事務所費 746,000

政治活動費 21,769,923

組織活動費 5,135,673

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,478,420

政治資金パーティー開催事
業費

4,478,420

調査研究費 605,830

寄附・交付金 11,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
青野 一枝 500,000 柏市
青野 公英 1,500,000 柏市
渡辺 武治 1,000,000 板橋区
渡辺 秀裕 100,000 板橋区
柳田 治子 100,000 福生市
岡部 順子 100,000 板橋区
中里 秀介 500,000 杉並区
葉梨 圭美 500,000 水戸市
６ 特定パーティーの概要
葉梨信行政経セミ
ナー(350人)

16,020,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
葉梨信行政経セミナー
（団体からの対価の支払）
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j三陽商会 1,000,000 新宿区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

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 13. 2.20

１ 収入総額 1,944,353

前年繰越額 1,943,596

本年収入額 757

２ 支出総額 15,750

３ 本年収入の内訳
その他の収入 757

一件十万円未満のもの 757

４ 支出の内訳
政治活動費 15,750

組織活動費 15,750

水晶会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塩野谷 晶

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 13. 6.11

１ 収入総額 284,602

前年繰越額 284,602

２ 支出総額 0

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 13. 3.28

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 13. 3.16

１ 収入総額 105,608,079

前年繰越額 44,019,683

本年収入額 61,588,396

２ 支出総額 63,505,061

３ 本年収入の内訳
寄附 35,571,141

個人分 14,471,141

政治団体分 21,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,000,000

杉浦正健の次代を読む政経セ
ミナー

26,000,000

その他の収入 17,255

一件十万円未満のもの 17,255

４ 支出の内訳
経常経費 9,946,350

人件費 6,351,323

光熱水費 10,777

備品・消耗品費 2,994,216

事務所費 590,034

政治活動費 53,558,711

組織活動費 4,831,711

機関紙誌の発行その他の事業
費

14,078,111

機関紙誌の発行事業費 7,527,465

宣伝事業費 2,127,758

政治資金パーティー開催事
業費

4,422,888

調査研究費 98,663

寄附・交付金 34,550,226

５ 寄附の内訳
（個人分）
山田 敏 200,000 岡崎市
金原 正朗 110,000 中野区
千代田博明 100,000 江戸川区
渡辺洋一郎 400,000 前橋市
島村 明定 110,000 大田区
中村 一生 1,433,000 市川市
星野 睦郎 100,000 品川区
飯沼 英郎 70,000 鎌倉市
加藤 正男 150,000 岡崎市
杉浦 正健 6,000,000 岡崎市
城山 忠人 100,000 船橋市
山崎 源三 200,000 三鷹市
米林 和吉 100,000 四街道市
年間五万円以下の
もの

5,398,141

（政治団体分）
清和政策研究会 7,000,000 千代田区
自由民主党本部 13,000,000 千代田区
愛知県歯科医師連
盟

1,000,000 名古屋市

年間五万円以下の
もの

100,000

６ 特定パーティーの概要
杉浦正健の次代を
読む政経セミナー
(404人)

26,000,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
杉浦正健の次代を読む政経セミナー
（団体からの対価の支払）
j文化企画 400,000 都・中央区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（建物）
岡崎市 11,917,409

215.5fl

5. 7.28

西尾市 5,356,000

198fl

9. 3.28

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 13. 1.29

１ 収入総額 37,295,718

前年繰越額 4,374,015

本年収入額 32,921,703

２ 支出総額 37,245,406

３ 本年収入の内訳
寄附 26,141,703

個人分 441,703

政治団体分 25,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,780,000

朝食勉強会（計２回） 6,780,000

４ 支出の内訳
経常経費 35,126,311

人件費 14,037,803

光熱水費 340,979

備品・消耗品費 10,551,342

事務所費 10,196,187

政治活動費 2,119,095

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,119,095

政治資金パーティー開催事
業費

2,119,095

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 淑夫 441,703 世田谷区
（政治団体分）
自由党東京都第６
総支部

25,700,000 世田谷区

６ 資産等の内訳
（借入金）
鈴木 淑夫 5,000,000

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 13. 3.12

１ 収入総額 77,502,423

前年繰越額 182,423

本年収入額 77,320,000

２ 支出総額 77,128,693

３ 本年収入の内訳
寄附 44,540,000

個人分 21,510,000

政治団体分 23,030,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

32,780,000

恒さんの勝利を誓う会 32,780,000

４ 支出の内訳
経常経費 32,576,363

人件費 14,558,140

光熱水費 660,000

備品・消耗品費 6,495,033

事務所費 10,863,190

政治活動費 44,552,330

組織活動費 12,420,163

選挙関係費 2,062,790

機関紙誌の発行その他の事業
費

27,224,091

機関紙誌の発行事業費 1,377,441

宣伝事業費 14,751,291

政治資金パーティー開催事
業費

9,076,499

その他の事業費 2,018,860
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調査研究費 691,036

寄附・交付金 1,689,000

その他の経費 465,250

５ 寄附の内訳
（個人分）
磯本陽太郎 70,000 横浜市
加瀬 一男 120,000 横浜市
加藤 正次 110,000 横浜市
小菅 一美 55,000 横浜市
斉藤 吉徳 60,000 横浜市
白井 秀行 120,000 横浜市
鈴木 忠雄 120,000 横浜市
鈴木 正 60,000 横浜市
鈴木 義鋪 60,000 横浜市
田畑 正邦 140,000 横浜市
塚越 俊子 60,000 横浜市
中村 健司 640,000 平塚市
中村 亘 560,000 平塚市
畑中 秀 100,000 横浜市
林 照憲 60,000 横浜市
福田 盛行 60,000 横浜市
堀内 正明 65,000 横浜市
濱里 ª 110,000 横浜市
吉田 寛 80,000 横浜市
安藤 良男 60,000 横浜市
石川 正人 120,000 横浜市
綿井 哲夫 60,000 横浜市
井上 禮子 60,000 横浜市
臼井 從清 60,000 横浜市
遠藤 忠男 120,000 横浜市
小川 恵三 60,000 横浜市
鏑木 輝眞 60,000 横浜市
紙透 幹郎 60,000 横浜市
川崎 勇 60,000 横浜市
岸 清 60,000 横浜市
岸野 功 60,000 横浜市
北 憲五 60,000 横浜市
北村 正晴 60,000 横浜市
木下 陽一 60,000 横浜市
木村福太郎 60,000 横浜市
小泉 正 60,000 横浜市
甲良大三郎 60,000 川崎市
小林 良夫 60,000 横浜市
後藤 三郎 120,000 渋谷区
澤邊 英男 60,000 厚木市
島津 宜正 60,000 横浜市

島村 晴一 60,000 横浜市
市場谷靖夫 60,000 横浜市
鈴木 則正 60,000 相模原市
鈴木 光男 60,000 横浜市
園田 國治 60,000 横浜市
ˆ橋 文治 60,000 横浜市
高城 雅允 60,000 横浜市
田中 三善 60,000 横浜市
ˆ山 貞子 640,000 横浜市
長瀬 正行 60,000 横浜市
根本 稠 60,000 横浜市
比企 省蔵 60,000 横浜市
松田 幹夫 60,000 横浜市
松村 健二 130,000 横浜市
三宅 和夫 60,000 横浜市
森 エイ子 60,000 横浜市
吉田 保夫 60,000 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
青柳 和子 60,000 横浜市
秋本 謙三 60,000 横浜市
浅村 皓 120,000 三鷹市
荒井 賢一 60,000 横浜市
阿部 哲也 60,000 横浜市
荒井 健吉 60,000 横浜市
飯山 清志 120,000 横浜市
井崎 良一 60,000 横浜市
石川 一好 60,000 横浜市
石黒 延代 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
上野 蕗山 60,000 横浜市
上野 町 60,000 横浜市
上原 良哉 60,000 横浜市
漆原 博昭 60,000 横浜市
遠藤 健二 60,000 横浜市
大河内一洋 60,000 横浜市
大嶋 昭 60,000 横浜市
大和田幸男 60,000 横浜市
小川 覺 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 典生 60,000 横浜市
加藤 房男 60,000 横浜市

加藤 豊 60,000 横浜市
金子 憲司 60,000 横浜市
金子 茂 60,000 横浜市
金子 真二 620,000 横浜市
金子 保 60,000 横浜市
鴨志田隆郎 60,000 横浜市
唐沢 元治 60,000 横浜市
川崎 辰雄 60,000 横浜市
川島 清嘉 60,000 横浜市
川西 博孝 60,000 横浜市
河野伸二郎 60,000 横浜市
北原美智子 60,000 横浜市
木村 正 60,000 横浜市
吉良 敏 60,000 横浜市
鯨岡 寿子 60,000 足立区
金子 進 60,000 横浜市
久保田 満 60,000 横浜市
桑原 栄一 60,000 横浜市
小泉 清 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
佐藤 繁正 60,000 横浜市
佐藤 洋一 60,000 横浜市
鮫嶋 清 60,000 横浜市
椎橋 忠男 60,000 横浜市
塩原 和夫 120,000 横浜市
島岡 栄基 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 60,000 横浜市
志村 實 120,000 横浜市
杉谷 源治 300,000 横浜市
須藤 隆 60,000 横浜市
鈴木 勲 1,360,000 横浜市
鈴木 修身 60,000 横浜市
鈴木 伸彦 60,000 横浜市
鈴木 博 60,000 横浜市
鈴木松太郎 60,000 横浜市
ˆ久 道男 60,000 横浜市
ˆ田 昌一 60,000 横浜市
滝田 光久 120,000 横浜市
竹田 次夫 60,000 横浜市
田嶋 和則 60,000 横浜市

千葉 昭夫 120,000 横浜市
岡田 勝 1,500,000 八王子市
寺岡 英吉 60,000 横浜市
寺中 靖夫 60,000 横浜市
堂薗紀栄之 300,000 横浜市
仲田 敏捷 60,000 横浜市
中村 信男 60,000 横浜市
中森 伸明 60,000 横浜市
中山 清司 60,000 町田市
中山 千之 60,000 横浜市
永井 豊一 60,000 横浜市
中村 孝雄 60,000 津島市
長崎 昭司 100,000 横浜市
永作 令子 60,000 横浜市
那須 幹誉 120,000 横浜市
菜花 衛 60,000 横浜市
根岸 周也 60,000 横浜市
野路 一幸 300,000 横浜市
野田 信幸 60,000 横浜市
羽鳥善三郎 60,000 横浜市
濱田 松二 60,000 横浜市
原木 正司 60,000 横浜市
東 璋 60,000 横浜市
菱川 貞 60,000 横浜市
平野 和光 60,000 横浜市
平本 武夫 60,000 横浜市
昼間 勝 60,000 横浜市
福岡 實 60,000 横浜市
福士 高 60,000 横浜市
藤津 均 60,000 横浜市
藤原 英阜 60,000 横浜市
前嶋 宏行 60,000 横浜市
真下 忠雄 60,000 横浜市
前田 穂積 120,000 横浜市
松田 豊 60,000 横浜市
松本 光史 60,000 江戸川区
三橋 武久 60,000 横浜市
宮越喜美雄 60,000 横浜市
宮地 信彦 60,000 横浜市
三山 英彰 120,000 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
山口 哲衛 60,000 横浜市
山本 卓亮 60,000 川崎市
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結城 俊美 60,000 横浜市
吉田 勝則 60,000 新宿区
吉田 博宣 180,000 新宿区
吉野 誠二 60,000 横浜市
与那原寛稘 60,000 川崎市
渡辺 明 60,000 横浜市
渡辺 秀生 60,000 目黒区
和田 久寿 60,000 横浜市
小島 明雄 300,000 横浜市
田川 幸男 100,000 横浜市
中田 順寿 1,500,000 横浜市
樋口 智久 100,000 横浜市
藤山不二男 500,000 横浜市
荏原 光男 150,000 横浜市
山口 精一 60,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

340,000

（政治団体分）
大勇会 3,000,000 千代田区
神奈川県自動車整
備政治連盟

100,000 横浜市

自由民主党神奈川
県第７選挙支部

19,930,000 横浜市

６ 特定パーティーの概要
恒さんの勝利を誓
う会(1,467人)

32,780,000 横浜市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
恒さんの勝利を誓う会
（個人からの対価の支払）
金子 保 250,000 横浜市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
セコタックオペ
レーションj

500,000 横浜市
(前年支払額 0)

セコタックジャパ
ンj

500,000 横浜市
(前年支払額 0)

日本端子j 1,000,000 神奈川県大磯
町

(前年支払額 0)

日総工産j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

j日能研関東 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

藤木企業j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

横浜ビル建材j 450,000 横浜市
(前年支払額 0)

北陽建設j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

宇路建設j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

イワキ工業j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

工藤建設j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

宮内建設j 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

山本電気水道j 250,000 横浜市
(前年支払額 0)

j宇井建設 250,000 横浜市
(前年支払額 0)

タカハシj 250,000 横浜市
(前年支払額 0)

小林建設林産j 250,000 横浜市
(前年支払額 0)

j大建設計事務所 250,000 横浜市
(前年支払額 0)

j大田組 250,000 宮城県迫町
(前年支払額 0)

安藤建設j 350,000 都・港区
(前年支払額 0)

jヨコハマフーズ 500,000 横浜市
(前年支払額 0)

jダイモンドス
ター

300,000 千代田区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
自由民主党本部 300,000 千代田区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
鈴木 恒夫 1,600,000

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

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 4,310,000

本年収入額 4,310,000

２ 支出総額 3,823,875

３ 本年収入の内訳

寄附 2,400,000

個人分 100,000

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

1,910,000

鈴木やすしを励ます会 1,910,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,547,218

人件費 1,180,000

備品・消耗品費 65,184

事務所費 302,034

政治活動費 2,276,657

組織活動費 27,110

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,249,547

宣伝事業費 446,250

政治資金パーティー開催事
業費

1,803,297

５ 寄附の内訳
（個人分）
海野 徹 100,000 静岡市
（政治団体分）
民主党 2,100,000 千代田区
静岡追手町会議 200,000 静岡市
須藤農村政策研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

須藤良太郎

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 13. 2.19

１ 収入総額 54,382,666

前年繰越額 30,538,645

本年収入額 23,844,021

２ 支出総額 24,937,442

３ 本年収入の内訳
寄附 23,830,000

個人分 330,000

政治団体分 23,500,000

その他の収入 14,021

一件十万円未満のもの 14,021

４ 支出の内訳
経常経費 16,005,557

人件費 2,442,600

備品・消耗品費 1,700,946

事務所費 11,862,011

政治活動費 8,931,885

組織活動費 2,977,643

調査研究費 144,242

寄附・交付金 5,810,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大津 利治 100,000 北広島市
年間五万円以下の
もの

230,000

（政治団体分）
自由民主党東京都
参議院比例区第九
十五支部

3,500,000 都・港区

群馬県緑水会 18,000,000 前橋市
平成研究会 2,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（預金等）

20,746,335

スポーツフォーラム21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

釜本 邦茂

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 13. 4. 2

１ 収入総額 95,220,276

前年繰越額 24,049,046

本年収入額 71,171,230

２ 支出総額 79,328,998

３ 本年収入の内訳
寄附 2,920,000

個人分 2,920,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

63,392,000

釜本邦茂君と集う会大阪 10,320,000

釜本邦茂君と集う会京都 5,770,000

釜本邦茂君を励ます会 21,960,000

チャリティディナーショウ 8,146,000

貴ノ浪関を囲む会 7,290,000

チャリティゴルフコンペ 1,520,000

新聞広告料 715,000

清和政策研究会フォーラム 5,650,000

その他催物事業 2,021,000

その他の収入 4,859,230

貸付金戻り 4,828,123

一件十万円未満のもの 31,107

４ 支出の内訳
経常経費 18,461,033
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人件費 8,923,100

備品・消耗品費 1,684,761

事務所費 7,853,172

政治活動費 60,867,965

組織活動費 27,043,639

機関紙誌の発行その他の事業
費

33,727,346

機関紙誌の発行事業費 417,270

宣伝事業費 1,330,283

政治資金パーティー開催事
業費

31,979,793

調査研究費 96,980

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮脇 邦行 1,000,000 神戸市
杉 茂樹 100,000 西宮市
濱田 明彦 60,000 世田谷区
才賀 英雄 100,000 大阪市
横山 謙二 100,000 東大阪市
加藤 雅康 200,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

1,360,000

６ 特定パーティーの概要
釜本邦茂君と集う
会大阪(416人)

10,320,000 大阪市
(前年収入額 0)

釜本邦茂君を励ま
す会(998人)

21,960,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
釜本邦茂君と集う会大阪
（個人からの対価の支払）
春次賢太郎 400,000 大阪市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
ベルゴスジャパン
j

500,000 大阪市
(前年支払額 0)

j藤村建設 800,000 羽曳野市
(前年支払額 0)

大幸工業j 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

裕進観光j 420,000 大阪市
(前年支払額 0)

jデサント 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

東海運輸興業j 1,000,000 大阪狭山市
(前年支払額 0)

ヤンマーディーゼ
ルj

1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

釜本邦茂君と集う会京都
（団体からの対価の支払）
j京野菜かね正 500,000 京都市

(前年支払額 0)

佐川印刷j 1,500,000 向日市
(前年支払額 0)

釜本邦茂君を励ます会
（個人からの対価の支払）
佐倉 光興 500,000 守口市

(前年支払額 0)

西川 文男 600,000 吹田市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
fエルフエージェ
ンシー

400,000 大阪市
(前年支払額 0)

j伊藤ショウ 1,500,000 守口市
(前年支払額 0)

東海運輸興業j 500,000 大阪狭山市
(前年支払額 0)

jフェリシモ 1,000,000 神戸市
(前年支払額 0)

大幸工業j 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

j大黒住宅 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

橋梁建設事業e 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

ヤンマーディーゼ
ルj

1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

ヤンマー農機j 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

jガンバ大阪 300,000 吹田市
(前年支払額 0)

j湊組 1,000,000 和歌山市
(前年支払額 0)

j大阪サーキット 600,000 吹田市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（貸付金）
自由民主党大阪府参
議院比例区第七十八
支部

7,192,097

（敷金）
fエクシード江坂 2,000,000 11. 2.10

（借入金）
釜本 修子 1,412,964

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 13. 3.30

１ 収入総額 29

本年収入額 29

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
その他の収入 29

一件十万円未満のもの 29

清愛会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

長谷川 清

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 13. 3.27

１ 収入総額 12,833,399

前年繰越額 273,399

本年収入額 12,560,000

２ 支出総額 12,502,244

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

12,560,000

長谷川清参議院議員と明日の
日本を語る会（計３回）

12,560,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,380,481

備品・消耗品費 1,894,725

事務所費 1,485,756

政治活動費 9,121,763

組織活動費 4,410,011

選挙関係費 2,625,400

機関紙誌の発行その他の事業
費

328,972

政治資金パーティー開催事
業費

328,972

調査研究費 697,380

寄附・交付金 1,060,000

青雲政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大谷 信雪

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 2,561,500

前年繰越額 1,185,000

本年収入額 1,376,500

２ 支出総額 2,376,500

３ 本年収入の内訳
寄附 1,376,500

個人分 1,356,500

政治団体分 20,000

４ 支出の内訳
政治活動費 2,376,500

寄附・交付金 2,356,500

その他の経費 20,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中務 正裕 200,000 大阪市
大谷 信雪 1,000,000 茨木市
年間五万円以下の
もの

156,500

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

20,000

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 13. 3.19

１ 収入総額 67,203,058

前年繰越額 1,578,058

本年収入額 65,625,000

２ 支出総額 64,518,811

３ 本年収入の内訳
寄附 8,465,000

個人分 5,465,000

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

57,160,000

古屋圭司政経フォーラム 11,240,000

政経研究会 4,100,000

古屋圭司君の商工委員長就任
を祝い同君のさらなる飛躍を
期する会

41,820,000

４ 支出の内訳

™
˜

 



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

経常経費 15,580,780

人件費 8,212,100

備品・消耗品費 3,433,059

事務所費 3,935,621

政治活動費 48,938,031

組織活動費 5,570,013

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,968,018

政治資金パーティー開催事
業費

8,968,018

寄附・交付金 34,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山内 良信 240,000 岐阜県山岡町
松本 紀子 860,000 多治見市
松島 善吉 60,000 多治見市
沢田 良一 120,000 名古屋市
杉野富美子 170,000 市川市
松本 昇 1,500,000 多治見市
松本 武彦 120,000 奈良市
三枝 節雄 100,000 群馬県大泉町
神谷 一雄 200,000 渋谷区
沼生 智 1,000,000 渋谷区
安田 金治 700,000 岐阜市
下ノ本 勝 240,000 岐阜市
年間五万円以下の
もの

155,000

（政治団体分）
全日本不動産政治
連盟岐阜県支部

200,000 岐阜市

ＴＫＣ全国政経研
究会

1,000,000 新宿区

ＴＫＣ中部政経研
究会

100,000 名古屋市

名古屋税理士政治
連盟

200,000 名古屋市

日本商工連盟 100,000 都・中央区
清和会 300,000 土岐市
志帥会 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

100,000

６ 特定パーティーの概要
古 屋 圭 司 政 経
フ ォ ー ラ ム
(402人)

11,240,000 千代田区
(前年収入額 0)

古屋圭司君の商工
委員長就任を祝い
同君のさらなる飛
躍 を 期 す る 会
(1,491人)

41,820,000 千代田区
(前年収入額 0)

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
（政治団体からの対価の支払）
平沼会 1,000,000 千代田区

(前年支払額 0)

古屋圭司君の商工委員長就任を祝い同君のさら
なる飛躍を期する会
（政治団体からの対価の支払）
平沼会 1,000,000 千代田区

(前年支払額 0)

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 13. 3.26

１ 収入総額 4,252,512

前年繰越額 252,244

本年収入額 4,000,268

２ 支出総額 4,075,796

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 268

一件十万円未満のもの 268

４ 支出の内訳
経常経費 1,795,046

人件費 30,000

光熱水費 328,794

備品・消耗品費 382,590

事務所費 1,053,662

政治活動費 2,280,750

組織活動費 120,000

寄附・交付金 2,160,750

５ 寄附の内訳
（個人分）
石川 哲夫 480,000 徳島県藍住町
石川 勲 70,000 江東区
松永 明 450,000 江東区
石川 隆司 1,000,000 荒川区
関本 力雄 1,000,000 江東区

荒川 敬 1,000,000 江東区
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 隆秀

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 13. 4. 2

１ 収入総額 117,585,366

前年繰越額 7,223,249

本年収入額 110,362,117

２ 支出総額 106,336,926

３ 本年収入の内訳
寄附 2,825,000

個人分 2,825,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

107,522,902

新年初詣旅行 10,735,000

後援会親睦旅行 31,360,000

海外親睦旅行 27,645,000

チャレンジ・フォーラム2000 37,782,902

その他の収入 14,215

一件十万円未満のもの 14,215

４ 支出の内訳
経常経費 15,498,134

人件費 10,532,250

光熱水費 601,130

備品・消耗品費 134,234

事務所費 4,230,520

政治活動費 90,838,792

組織活動費 9,632,361

機関紙誌の発行その他の事業
費

81,082,176

宣伝事業費 3,604,172

政治資金パーティー開催事
業費

5,688,268

その他の事業費 71,789,736

調査研究費 81,000

その他の経費 43,255

５ 寄附の内訳
（個人分）
奥村 昭博 100,000 名古屋市
水平 美枝 100,000 名古屋市
飯沼 康正 200,000 名古屋市
田中 耕一 100,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

2,325,000

６ 特定パーティーの概要
チ ャ レ ン ジ ・
フォーラム 2000

(1,125人)

37,782,902 名古屋市
(前年収入額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 49,005,437

前年繰越額 42,963,868

本年収入額 6,041,569

２ 支出総額 7,494,263

３ 本年収入の内訳
寄附 6,040,000

個人分 1,000,000

政治団体分 5,040,000

その他の収入 1,569

一件十万円未満のもの 1,569

４ 支出の内訳
経常経費 5,998,864

人件費 220,000

光熱水費 50,968

備品・消耗品費 748,308

事務所費 4,979,588

政治活動費 1,495,399

組織活動費 1,495,399

５ 寄附の内訳
（個人分）
江原 毅 1,000,000 前橋市
（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
志帥会 3,040,000 千代田区
政経懇話会（山下 徳夫）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山下 徳夫

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 13. 3.30

１ 収入総額 22,855,242

前年繰越額 18,689,436

本年収入額 4,165,806

２ 支出総額 22,855,242

３ 本年収入の内訳
寄附 4,109,738
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個人分 1,000,000

政治団体分 3,109,738

その他の収入 56,068

一件十万円未満のもの 56,068

４ 支出の内訳
経常経費 5,411,696

人件費 3,543,759

光熱水費 381,259

備品・消耗品費 827,524

事務所費 659,154

政治活動費 17,443,546

組織活動費 4,059,092

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,754,454

機関紙誌の発行事業費 165,805

政治資金パーティー開催事
業費

12,588,649

寄附・交付金 630,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤島 ツヤ 1,000,000 佐賀市
（政治団体分）
番町政策研究所 3,109,738 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 13. 2. 1

１ 収入総額 26,427,025

前年繰越額 2,892,025

本年収入額 23,535,000

２ 支出総額 24,805,338

３ 本年収入の内訳
寄附 16,005,000

個人分 9,005,000

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

7,530,000

政経創造研究会翔の会フォー
ラム

7,530,000

４ 支出の内訳
経常経費 14,334,296

人件費 10,590,070

光熱水費 119,023

備品・消耗品費 1,155,051

事務所費 2,470,152

政治活動費 10,471,042

組織活動費 2,520,914

機関紙誌の発行その他の事業
費

250,128

宣伝事業費 45,675

政治資金パーティー開催事
業費

204,453

寄附・交付金 7,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
永田 シナ 1,500,000 豊中市
林 正敏 100,000 徳島市
山口 晴告 100,000 徳島県三野町
藤崎 治 100,000 徳島市
山口 健一 1,500,000 八王子市
中西 寛 1,000,000 東久留米市
壇野 健蔵 60,000 徳島市
森田 年昭 100,000 徳島市
川 史 500,000 鳴門市
藤本 宏司 100,000 鹿児島県脇町
中岸 敏昭 100,000 鳴門市
中石 義昭 70,000 徳島県東祖谷

山村
粟飯原三郎 250,000 徳島市
南 恒生 1,000,000 徳島県貞光町
竜越 泰男 1,000,000 鳴門市
年間五万円以下の
もの

1,525,000

（政治団体分）
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

全国森林土木建設
業政治連盟

2,000,000 千代田区

全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 富山市

徳島県医師連盟 1,000,000 徳島市
四国税理士政治連
盟

300,000 高松市

ＴＫＣ四国地域政
経研究会

300,000 高松市

ＴＫＣ全国政経研
究会

200,000 新宿区

自由民主党岐阜第
３選挙区支部

1,000,000 各務原市

新政治研究会 1,000,000 千代田区

民有林振興会 800,000 千代田区
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 13. 2. 6

１ 収入総額 203,004,958

前年繰越額 192,478,948

本年収入額 10,526,010

２ 支出総額 34,378,084

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

10,430,000

時事問題勉強会（計10回） 10,430,000

その他の収入 96,010

一件十万円未満のもの 96,010

４ 支出の内訳
経常経費 17,032,684

人件費 2,486,708

光熱水費 1,325,508

備品・消耗品費 2,379,318

事務所費 10,841,150

政治活動費 17,345,400

組織活動費 5,096,418

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,630,680

その他の事業費 3,630,680

調査研究費 4,788,851

寄附・交付金 3,829,451

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

衆議院議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 92,005,670

前年繰越額 33,725,670

本年収入額 58,280,000

２ 支出総額 41,182,710

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(74人) 1,480,000

寄附 16,800,000

個人分 16,800,000

その他の収入 40,000,000

契約手数料 40,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 7,501,710

人件費 3,600,000

光熱水費 314,210

備品・消耗品費 1,187,500

事務所費 2,400,000

政治活動費 33,681,000

組織活動費 1,719,200

選挙関係費 1,961,800

寄附・交付金 30,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
島 宏樹 1,300,000 京都府久御山

町
三宅泰二郎 1,500,000 高松市
高橋 亜男 1,500,000 世田谷区
成田 博明 1,500,000 相模原市
奈良 武 1,500,000 町田市
永松 秀章 1,500,000 仙台市
小川 裕範 1,000,000 茨木市
国武 和春 1,000,000 杉並区
田嶋 秀一 1,500,000 仙台市
岡本十右衛門 1,500,000 横浜市
石井 和夫 1,500,000 浦安市
山田 英司 1,500,000 愛知県大治町
政経同友会（山Ä 義章）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山Ä 義章

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 13. 6. 8

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

政経フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

上田 清司

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 13. 3.28

１ 収入総額 26,485,486

本年収入額 26,485,486

２ 支出総額 26,485,486
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３ 本年収入の内訳
寄附 26,485,486

個人分 8,510,000

政治団体分 17,975,486

４ 支出の内訳
経常経費 3,002,229

人件費 2,770,000

備品・消耗品費 232,229

政治活動費 23,483,257

組織活動費 3,134,610

調査研究費 689,500

寄附・交付金 16,453,147

その他の経費 3,206,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
塩野 保 60,000 新座市
池田 敬 60,000 新座市
中林 登 60,000 新座市
遠藤 茂夫 60,000 朝霞市
服部 修 60,000 清瀬市
福留 準一 60,000 新座市
本多 正明 60,000 朝霞市
薮内 芳郎 60,000 新座市
上野 光男 160,000 朝霞市
関 靖子 60,000 朝霞市
大澤 衛 60,000 和光市
高橋 忠志 100,000 大宮市
松岡 晋 60,000 浦和市
大井川和男 60,000 大宮市
大谷 泰久 60,000 上尾市
荒木 幹光 60,000 大宮市
矢野おさえ 100,000 福岡市
光武 俊郎 200,000 大牟田市
塩谷健次郎 60,000 志木市
永井 曜 800,000 戸田市
山崎 繁 80,000 埼玉県伊奈町
榎本 幸雄 60,000 桶川市
羽鳥 廣次 60,000 上福岡市
上田 清司 6,000,000 志木市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党埼玉県第４
区総支部

17,975,486 朝霞市

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 13. 2.26

１ 収入総額 24,414,850

前年繰越額 8,044,481

本年収入額 16,370,369

２ 支出総額 21,985,862

３ 本年収入の内訳
寄附 3,624,750

個人分 3,420,000

政治団体分 204,750

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

160,000

企業経営者懇談会 160,000

借入金 12,583,395

漆原 良夫 9,373,395

漆原 道夫 3,200,000

相沢 宣代 10,000

その他の収入 2,224

一件十万円未満のもの 2,224

４ 支出の内訳
経常経費 6,629,649

備品・消耗品費 3,002,204

事務所費 3,627,445

政治活動費 15,356,213

組織活動費 2,283,994

選挙関係費 604,906

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,255,992

機関紙誌の発行事業費 325,000

宣伝事業費 316,700

その他の事業費 614,292

寄附・交付金 5,311,321

その他の経費 5,900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
村山 六郎 420,000 豊栄市
小林 芳夫 240,000 中野区
漆原 道夫 940,000 燕市
石井 次治 120,000 新宿区
今井 浩三 100,000 大阪市
猪熊 重二 500,000 横浜市
飯田 房義 100,000 八潮市

井田 吉則 100,000 千代田区
菊池 勉 100,000 山梨県昭和町
池田 克哉 100,000 世田谷区
佐藤 睦郎 100,000 三郷市
坂入 絹子 100,000 八潮市
田崎 敏英 100,000 燕市
年間五万円以下の
もの

400,000

（政治団体分）
公明党新潟県本部 204,750 新潟市
６ 資産等の内訳
（借入金）
漆原 良夫 13,026,246

漆原 道夫 1,700,000

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 13. 3. 1

１ 収入総額 30,192,233

前年繰越額 14,404,233

本年収入額 15,788,000

２ 支出総額 26,042,928

３ 本年収入の内訳
寄附 8,765,000

個人分 8,765,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,023,000

政経フォーラム22総会賀交 920,000

愛川町新年会 79,000

伊勢原会合 162,000

相川地区会合 485,000

比々多地区会合 259,000

一門の会仲善会総会 125,000

愛川婦人部会合 192,000

厚木バス研修会（計２回） 4,801,000

４ 支出の内訳
経常経費 17,233,032

人件費 14,069,938

備品・消耗品費 723,309

事務所費 2,439,785

政治活動費 8,809,896

組織活動費 7,659,896

寄附・交付金 1,150,000

５ 寄附の内訳

（個人分）
鴻 義久 240,000 横浜市
門脇 哲夫 120,000 横浜市
斉藤 健次 60,000 厚木市
土屋賢太郎 120,000 小田原市
田渕 實 120,000 小田原市
原田由美子 100,000 都・中央区
脇 春芳 60,000 神奈川県二宮

町
上杉 敏夫 120,000 町田市
吉沢 伸二 120,000 新宿区
神山 務 100,000 小田原市
鶴窪 一行 100,000 厚木市
成田れい子 60,000 伊勢原市
城所 弘之 60,000 伊勢原市
岩倉 正保 320,000 横浜市
露木 孝夫 100,000 小田原市
中原 一郎 120,000 秦野市
原田 弾 100,000 都・中央区
板津健治郎 120,000 横浜市
関野 道弘 120,000 秦野市
佐野 英之 120,000 秦野市
栗原 勇 120,000 秦野市
金子 功 60,000 小田原市
加藤 一郎 500,000 茅ヶ崎市
原 正三 120,000 小田原市
多田 幹美 60,000 伊勢原市
都築 融光 120,000 小田原市
稲垣 辰彌 200,000 横浜市
飯島 幹雄 100,000 横浜市
富沢 昭夫 60,000 小田原市
小林 三男 60,000 神奈川県箱根

町
久津間康允 120,000 小田原市
常盤 博敏 60,000 神奈川県湯河

原町
高橋 富枝 55,000 神奈川県真鶴

町
石川 範義 60,000 厚木市
石川 一男 60,000 小田原市
内山カツエ 120,000 小田原市
山田 貢 80,000 小田原市
和田 一郎 60,000 伊勢原市
梶山 春雄 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
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永瀬 収二 60,000 伊勢原市
高橋 宏昌 100,000 伊勢原市
増田 能高 60,000 伊勢原市
小川 八郎 100,000 相模原市
年間五万円以下の
もの

3,870,000

政経文化研究会（谷垣 禎一）
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 13. 3.28

１ 収入総額 39,438,810

前年繰越額 638,810

本年収入額 38,800,000

２ 支出総額 38,135,641

３ 本年収入の内訳
寄附 12,600,000

個人分 10,740,000

政治団体分 1,860,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

26,200,000

政経文化研究会「谷垣禎一氏
を囲んで」

26,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,688,726

人件費 2,167,000

備品・消耗品費 4,950,190

事務所費 2,571,536

政治活動費 28,446,915

組織活動費 5,178,691

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,168,224

政治資金パーティー開催事
業費

3,168,224

寄附・交付金 20,100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山段 将明 60,000 福知山市
野田 謙二 60,000 都・港区
金森 良彰 60,000 福知山市
大槻 弘右 60,000 福知山市
上田 宏 60,000 福知山市
谷垣 修 60,000 福知山市
奥田 貴之 60,000 福知山市
船越 健二 60,000 福知山市

塩見 英樹 60,000 福知山市
片山 良一 60,000 福知山市
高木 道雄 60,000 福知山市
岸 伊和男 120,000 杉並区
宮本 次郎 55,000 富山市
植西 保男 60,000 京都市
吉田誠之助 60,000 都・港区
渡辺洋一郎 600,000 前橋市
伍賀 濤夫 200,000 世田谷区
豊川 圭一 60,000 新宿区
堀谷 義明 120,000 京都市
野田 雅生 70,000 新宿区
鷹森 幸枝 60,000 世田谷区
金田 英一 60,000 都・中央区
塩沢喜代彦 60,000 目黒区
門脇 英晴 60,000 三鷹市
香取 嘉信 500,000 大田区
篠原 義徳 280,000 世田谷区
藤田 T五 120,000 箕面市
四方 順三 60,000 長岡京市
荒木 靖生 120,000 鳥栖市
新井 宏明 60,000 都・中央区
荒木 尚 120,000 鳥栖市
中野 進 120,000 京都市
冨田 純弘 60,000 生駒市
赤川 裕信 120,000 都・中央区
羽鳥 修平 500,000 文京区
大久保 昇 500,000 京都市
須藤 英章 250,000 松戸市
黒木 芳男 100,000 国立市
小原 健 100,000 三鷹市
川津 裕司 100,000 杉並区
香月 芳雄 60,000 福知山市
大久保 浩 500,000 京都市
森 健一 60,000 横浜市
大石 智一 120,000 都・港区
古賀 邦正 60,000 沼津市
清水慶三郎 60,000 文京区
塩見仁一郎 60,000 福知山市
家元 丈夫 60,000 福知山市
塩見精太郎 60,000 福知山市
中森 峻治 300,000 大田区
土田 康輔 120,000 福知山市
加毛 修 100,000 都・港区
塩見 幸雄 100,000 福知山市
高日 音彦 60,000 福知山市

岡野 真也 60,000 福知山市
宮崎 劭 60,000 宮津市
年間五万円以下の
もの

3,545,000

（政治団体分）
全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区

法務懇談会 500,000 都・港区
日本弁護士政治連
盟

100,000 千代田区

麻立会 700,000 新宿区
全国麺類飲食業政
治連盟

200,000 千代田区

福知山市政経懇話
会

60,000 福知山市

６ 特定パーティーの概要
政経文化研究会
「谷垣禎一氏を囲
んで」(1,310人)

26,200,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経文化研究会「谷垣禎一氏を囲んで」
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

全国麺類飲食業政
治連盟

300,000 千代田区
(前年支払額 0)

清元会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小川 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 13. 3.22

１ 収入総額 10,326,150

前年繰越額 986,150

本年収入額 9,340,000

２ 支出総額 10,308,300

３ 本年収入の内訳
寄附 9,340,000

個人分 4,340,000

政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 308,300

事務所費 308,300

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）
岩田 進 1,500,000 長野県富士見

町
岡市 脩 600,000 世田谷区
高橋 一 1,200,000 長野県下諏訪

町
高橋太喜彦 840,000 長野県下諏訪

町
高野 将弘 200,000 世田谷区
（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
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 13. 4. 2

１ 収入総額 24,101,907

前年繰越額 19,873,543

本年収入額 4,228,364

２ 支出総額 13,171,023

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(22人) 165,000

寄附 4,061,000

個人分 4,061,000

その他の収入 2,364

一件十万円未満のもの 2,364

４ 支出の内訳
経常経費 5,171,023

人件費 901,680

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 1,255,006

事務所費 2,894,337

政治活動費 8,000,000

寄附・交付金 8,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岩丸 勉 120,000 宮崎市
高橋 弘義 1,000,000 川崎市
高橋 昇 350,000 品川区
神田橋 修 120,000 宮崎市
須藤 正規 1,500,000 板橋区
図師田 馨 120,000 宮崎市
多賀谷恒八 480,000 目黒区
金丸 禮三 220,000 宮崎市
年間五万円以下の
もの

151,000
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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 13. 4. 2

１ 収入総額 183,414,625

前年繰越額 87,875,943

本年収入額 95,538,682

２ 支出総額 115,243,320

３ 本年収入の内訳
寄附 7,697,740

個人分 100,000

政治団体分 7,597,740

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

87,800,000

太田誠一セミナーô政治はど
うしたら国民の意志を体現で
きるかü

87,800,000

その他の収入 40,942

一件十万円未満のもの 40,942

４ 支出の内訳
経常経費 60,010,622

人件費 30,824,379

光熱水費 1,165,309

備品・消耗品費 8,958,236

事務所費 19,062,698

政治活動費 55,232,698

組織活動費 19,379,857

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,370,240

宣伝事業費 459,351

政治資金パーティー開催事
業費

2,910,889

調査研究費 2,602,137

寄附・交付金 29,600,420

その他の経費 280,044

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
自由民主党山形県
第四選挙区支部

297,740 酒田市

全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

ＴＫＣ全国政経研
究会

1,000,000 新宿区

日本公認会計士政
治連盟

1,000,000 文京区

全国小売酒販政治
連盟

600,000 目黒区

日本商工連盟 500,000 都・中央区
法務懇談会 500,000 都・港区
日本専門新聞政治
連盟

200,000 都・港区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
福岡県医師連盟 100,000 福岡市
民有林振興会 400,000 千代田区
平成の会 300,000 豊島区
道路運送研究会 300,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

100,000

６ 特定パーティーの概要
太田誠一セミナー
ô政治はどうした
ら国民の意志を体
現できるかü(854
人)

87,800,000 福岡市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
太田誠一セミナーô政治はどうしたら国民の意
志を体現できるかü
（団体からの対価の支払）
九卅勧業j 1,500,000 福岡市

(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
福岡県社会保険労
務士政治連盟

300,000 福岡市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（預金等）

14,608,978

（金銭信託）
4,124,204 12. 8.15

青山会（浜野 剛）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浜野 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 13. 3.27

１ 収入総額 59,352,282

前年繰越額 58,793,641

本年収入額 558,641

２ 支出総額 6,985,320

３ 本年収入の内訳
寄附 500,000

個人分 500,000

その他の収入 58,641

一件十万円未満のもの 58,641

４ 支出の内訳
経常経費 1,567,330

人件費 600,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 435,310

事務所費 412,020

政治活動費 5,417,990

組織活動費 2,726,650

機関紙誌の発行その他の事業
費

291,000

宣伝事業費 291,000

調査研究費 200,340

寄附・交付金 2,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
鬼澤 伸雄 500,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（預金等）

51,000,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 100,606,101

前年繰越額 57,958,533

本年収入額 42,647,568

２ 支出総額 54,929,142

３ 本年収入の内訳
寄附 42,606,874

個人分 5,772,000

団体分 273,000

政治団体分 36,561,874

その他の収入 40,694

一件十万円未満のもの 40,694

４ 支出の内訳
経常経費 35,421,170

人件費 12,078,197

光熱水費 661,256

備品・消耗品費 8,492,692

事務所費 14,189,025

政治活動費 19,507,972

組織活動費 11,928,360

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,293,600

宣伝事業費 1,293,600

寄附・交付金 5,963,012

その他の経費 273,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小山内 博 120,000 札幌市
中川 幾夫 90,000 札幌市
嶋 政昭 120,000 札幌市
名内 健助 200,000 小È市
稲川 昭 1,500,000 室蘭市
木村 武彦 96,000 中野区
佐野 栄 1,000,000 札幌市
藤田 清司 100,000 北海道仁木町
佐藤 満 100,000 札幌市
古垣 恒次 240,000 北海道余市町
木村 丈雄 360,000 伊達市
真吉 勝俊 120,000 北海道倶知安

町
田尻 稲雄 1,080,000 小È市
年間五万円以下の
もの

646,000

（団体分）
三雄設備j 120,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

153,000

（政治団体分）
北海道医師連盟 1,000,000 札幌市
北海道不動産政治
連盟

200,000 札幌市

国観連政経懇話会 200,000 登別市
全日本不動産政治
連盟北海道支部

500,000 札幌市

日本看護連盟北海
道支部

200,000 札幌市

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
志帥会 4,880,000 千代田区
明風会 500,000 千代田区
健康保険政治連盟 500,000 札幌市
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佐藤静雄の会連合
会

28,071,874 小È市

年間五万円以下の
もの

10,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

10,037,960

政治課題懇談会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森井 忠良

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 913,730

前年繰越額 913,730

２ 支出総額 913,730

３ 支出の内訳
経常経費 43,849

事務所費 43,849

政治活動費 869,881

組織活動費 644,281

調査研究費 225,600

政治経済研究会（小林 準）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小林 準

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.26

１ 収入総額 309,934

前年繰越額 309,934

２ 支出総額 0

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 13. 3. 7

１ 収入総額 21,919,044

本年収入額 21,919,044

２ 支出総額 21,919,044

３ 本年収入の内訳
寄附 210,000

個人分 210,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

21,706,224

国土政策と地方自治を考える
セミナー（計２回）

21,706,224

その他の収入 2,820

一件十万円未満のもの 2,820

４ 支出の内訳
政治活動費 21,919,044

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,536,146

政治資金パーティー開催事
業費

2,536,146

寄附・交付金 19,382,898

５ 寄附の内訳
（個人分）
桃野 忠義 120,000 富山県福光町
東保 力 90,000 新湊市
６ 特定パーティーの概要
国土政策と地方自
治を考えるセミ
ナー（平成12年３
月２日開催）(120

人)

11,672,695 千代田区
(前年収入額 0)

国土政策と地方自
治を考えるセミ
ナー（平成12年６
月28日開催）(108

人)

10,033,529 千代田区
(前年収入額 0)

政治経済研究所21

資金管理団体の届出をした
者の氏名

近藤 剛

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 13. 2.13

１ 収入総額 681,300

本年収入額 681,300

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 681,300

個人分 681,300

４ 寄附の内訳
（個人分）
米沢 敏夫 100,000 町田市
今井 敬 300,000 杉並区
関 哲夫 80,000 川崎市
内田 公三 100,000 江東区
和田 龍幸 100,000 船橋市

年間五万円以下の
もの

1,300

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

甘木市議会議員

報告年月日 13. 3. 5

１ 収入総額 14,885,683

前年繰越額 289

本年収入額 14,885,394

２ 支出総額 14,876,253

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4人) 90,000

寄附 12,015,394

団体分 12,015,394

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,780,000

機関紙発行 2,780,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,721,824

光熱水費 1,459,533

備品・消耗品費 1,298,465

事務所費 1,963,826

政治活動費 10,154,429

組織活動費 5,019,245

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,135,184

機関紙誌の発行事業費 1,859,000

宣伝事業費 3,276,184

５ 寄附の内訳
（団体分）
年間五万円以下の
もの

12,015,394

政治結社憂國塾
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 盛雄

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 13. 3. 7

１ 収入総額 1,410,000

前年繰越額 1,410,000

２ 支出総額 0

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 13. 1.26

１ 収入総額 85,678,841

前年繰越額 41,621,660

本年収入額 44,057,181

２ 支出総額 81,786,439

３ 本年収入の内訳
寄附 29,032,000

個人分 16,430,000

政治団体分 12,602,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,000

機関紙購読料 20,000

借入金 15,000,000

河野 洋平 15,000,000

その他の収入 5,181

一件十万円未満のもの 5,181

４ 支出の内訳
経常経費 24,462,320

人件費 12,091,343

光熱水費 317,593

備品・消耗品費 1,659,664

事務所費 10,393,720

政治活動費 57,324,119

組織活動費 7,670,599

選挙関係費 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,463,520

機関紙誌の発行事業費 2,463,520

寄附・交付金 36,000,000

その他の経費 1,190,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石 昭 300,000 千代田区
皆川 修一 100,000 秋田市
吉田 和子 200,000 渋谷区
永瀬 明 1,000,000 豊島区
河野 洋平 10,000,000 小田原市
中村 進 100,000 平塚市
関野 栄治 100,000 秦野市
吉川 昌男 100,000 伊勢原市
亀井 文夫 500,000 茅ヶ崎市
笠原 清隆 100,000 伊勢原市
大貫 照男 200,000 平塚市
藤野 誠 100,000 秦野市
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大八木信昭 500,000 茅ヶ崎市
杉山善一郎 100,000 平塚市
水越 努 200,000 平塚市
竹内 伸枝 500,000 平塚市
福澤 正人 100,000 平塚市
大塚 健次 200,000 平塚市
鈴木子守氏 500,000 秦野市
小西 広一 500,000 富山市
真壁 弘一 500,000 平塚市
真壁 治子 500,000 平塚市
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）
自由民主党神奈川
県第17選挙区支部

4,590,000 小田原市

日本医師連盟 7,000,000 文京区
日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

12,000

６ 資産等の内訳
（敷金）
阪急不動産j 8,580,000 4. 2.25

（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 13. 4. 2

１ 収入総額 45,884,584

前年繰越額 4,313,107

本年収入額 41,571,477

２ 支出総額 42,041,002

３ 本年収入の内訳
寄附 10,326,732

個人分 10,326,732

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

19,574,265

十六酔会 110,000

松野頼久さんを囲む会 1,570,000

松野頼久氏を励ます会 17,894,265

借入金 10,000,000

松野 頼久 10,000,000

その他の収入 1,670,480

貸付金返済 1,000,000

一件十万円未満のもの 670,480

４ 支出の内訳
経常経費 13,017,593

人件費 6,185,150

備品・消耗品費 2,834,083

事務所費 3,998,360

政治活動費 29,023,409

組織活動費 11,446,165

選挙関係費 617,218

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,703,511

機関紙誌の発行事業費 934,080

宣伝事業費 487,920

政治資金パーティー開催事
業費

1,774,447

その他の事業費 2,507,064

調査研究費 401,200

寄附・交付金 12,000

その他の経費 10,843,315

５ 寄附の内訳
（個人分）
中野 宰志 120,000 東大阪市
河口 広大 240,000 品川区
松野 頼三 1,308,000 都・港区
杉本 修二 138,732 熊本市
古田 辰夫 100,000 熊本県泗水町
岩谷 晃生 200,000 神戸市
大曲 邦博 500,000 小郡市
安田 公寛 500,000 本渡市
中村 時広 100,000 松山市
福田 稠 1,500,000 熊本市
福田 邦子 1,500,000 熊本市
紀伊 進 200,000 熊本市
松川 徹 120,000 熊本市
松本 順一 1,000,000 熊本県松橋町
西川 通子 500,000 熊本市
田村 公一 300,000 杉並区
川原 大人 1,000,000 練馬区
川原 大作 1,000,000 練馬区
６ 特定パーティーの概要
松野頼久氏を励ま
す会(210人)

17,894,265 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松野頼久氏を励ます会
（団体からの対価の支払）

fホテル大黒屋 800,000 八代市
(前年支払額 0)

f西日本陶器 800,000 八代市
(前年支払額 0)

松崎記念病院 1,000,000 小郡市
(前年支払額 0)
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資金管理団体の届出をした
者の氏名

徳川 高人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福岡県知事

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 22,166,195

前年繰越額 2,166,195

本年収入額 20,000,000

２ 支出総額 19,961,384

３ 本年収入の内訳
借入金 20,000,000

田中 敏明 20,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 13,029,324

人件費 2,000,000

備品・消耗品費 860,922

事務所費 10,168,402

政治活動費 6,932,060

組織活動費 6,494,210

機関紙誌の発行その他の事業
費

437,850

宣伝事業費 437,850

５ 資産等の内訳
（借入金）
田中 敏明 20,000,000

清沼会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

沼田 武

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉県知事

報告年月日 13. 1.12

１ 収入総額 73,112,638

前年繰越額 70,982,568

本年収入額 2,130,070

２ 支出総額 41,574,769

３ 本年収入の内訳
寄附 1,250,000

個人分 1,250,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

830,000

総会 830,000

その他の収入 50,070

一件十万円未満のもの 50,070

４ 支出の内訳
経常経費 6,521,515

人件費 3,146,472

備品・消耗品費 699,690

事務所費 2,675,353

政治活動費 35,053,254

組織活動費 7,866,102

機関紙誌の発行その他の事業
費

452,000

機関紙誌の発行事業費 168,000

宣伝事業費 284,000

寄附・交付金 26,104,000

その他の経費 631,152

５ 寄附の内訳
（個人分）
勝又 基夫 1,200,000 千葉市
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

28,000,000

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 13. 3. 7

１ 収入総額 20,251,472

前年繰越額 1,748,472

本年収入額 18,503,000

２ 支出総額 19,069,750

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(920人) 5,120,000

寄附 11,153,000

個人分 10,153,000

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

2,230,000

機関誌発行 410,000

堀込いくお議員10周年パー
ティー

1,820,000
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４ 支出の内訳
経常経費 9,159,695

人件費 6,789,000

備品・消耗品費 589,471

事務所費 1,781,224

政治活動費 9,910,055

組織活動費 2,956,625

選挙関係費 4,758,336

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,876,094

機関紙誌の発行事業費 1,204,187

政治資金パーティー開催事
業費

671,907

調査研究費 309,000

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀込 征雄 1,500,000 上田市
安松 徹 1,000,000 鎌倉市
山浦 晶 1,000,000 上田市
浅野 賢一 500,000 長野県坂城町
堀込 藤一 1,000,000 八王子市
若林 和男 500,000 上田市
年間五万円以下の
もの

4,653,000

（政治団体分）
民主党 1,000,000 千代田区
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 13. 3.30

１ 収入総額 9,104,556

前年繰越額 1,553,675

本年収入額 7,550,881

２ 支出総額 8,332,459

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(267人) 5,354,000

寄附 2,196,192

個人分 1,156,192

政治団体分 1,040,000

その他の収入 689

一件十万円未満のもの 689

４ 支出の内訳
経常経費 6,913,274

人件費 2,017,780

備品・消耗品費 76,488

事務所費 4,819,006

政治活動費 1,419,185

組織活動費 1,018,185

寄附・交付金 401,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小野 清子 1,036,192 大田区
小野 喬 120,000 大田区
（政治団体分）
志帥会 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

40,000

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 13. 2.22

１ 収入総額 48,509,239

前年繰越額 19,261,161

本年収入額 29,248,078

２ 支出総額 38,365,092

３ 本年収入の内訳
寄附 29,245,000

個人分 29,045,000

政治団体分 200,000

その他の収入 3,078

一件十万円未満のもの 3,078

４ 支出の内訳
経常経費 21,117,632

人件費 13,058,260

光熱水費 985,204

備品・消耗品費 5,921,373

事務所費 1,152,795

政治活動費 17,247,460

調査研究費 1,247,460

寄附・交付金 16,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石橋由紀子 1,000,000 都・港区
井上 保男 500,000 徳島県北島町
今井 義禮 100,000 徳島市
漆原 本晴 500,000 徳島市
海老原 薫 300,000 練馬区

小川 恭弘 120,000 徳島県羽ノ浦
町

奥村 博信 200,000 徳島県藍住町
小原 健 100,000 三鷹市
兼子 義信 1,000,000 徳島市
河崎 歌子 100,000 徳島県石井町
河崎 寛 100,000 徳島県石井町
菊地 一郎 100,000 渋谷区
楠 育治 1,000,000 生駒市
小林 一夫 200,000 徳島市
五味 豊二 360,000 都・港区
斎藤 義郎 1,000,000 鳴門市
櫻井 えつ 1,000,000 徳島市
櫻井 芳明 300,000 徳島市
桜木 佳明 1,000,000 徳島県脇町
笹 三徳 100,000 徳島市
島 文男 1,000,000 小松島市
島田 忠直 200,000 朝霞市
島谷 栄 120,000 武蔵野市
杉本 紀子 500,000 徳島市
住友 純 500,000 徳島市
住友 雄志 150,000 鳴門市
住友 美子 500,000 徳島市
高田 博文 1,000,000 徳島県川島町
高見 裕一 100,000 世田谷区
武久 洋三 1,000,000 徳島市
多田 節子 100,000 徳島市
田中 幸博 100,000 徳島市

博文 100,000 徳島市
東絛 孝嗣 300,000 鳴門市
土佐 誠司 500,000 徳島市
土佐 正明 1,000,000 徳島市
中島 栄三 1,000,000 横須賀市
仁木 寛治 1,100,000 徳島市
庭山正一郎 100,000 世田谷区
林 政憲 300,000 徳島市
板東 利治 1,500,000 徳島市
板東美由紀 1,500,000 徳島市
古川 敏一 100,000 都・府中市
松島 興夫 1,180,000 徳島市
松本謙之助 1,000,000 都・港区
三木 睦子 300,000 渋谷区
湊 省 100,000 徳島市
米沢 正文 1,000,000 小松島市
生野 大造 100,000 徳島市

年間五万円以下の
もの

3,515,000

（政治団体分）
泰政会 200,000 渋谷区
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

衆議院議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 63,802,173

前年繰越額 12,923,847

本年収入額 50,878,326

２ 支出総額 51,509,948

３ 本年収入の内訳
寄附 4,702,000

個人分 4,362,000

団体分 340,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,175,000

出版記念パーティー 7,425,000

大石正光政経フォーラム 8,750,000

借入金 30,000,000

大石 正光 30,000,000

その他の収入 1,326

一件十万円未満のもの 1,326

４ 支出の内訳
経常経費 11,158,409

人件費 7,864,000

光熱水費 386,821

備品・消耗品費 1,175,126

事務所費 1,732,462

政治活動費 40,351,539

組織活動費 6,259,471

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,805,308

政治資金パーティー開催事
業費

9,805,308

調査研究費 286,760

寄附・交付金 24,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大西 弘高 600,000 名古屋市
千葉 鉄夫 500,000 宮城県若柳町
大内 武一 120,000 宮城県栗駒町
瀬戸健治郎 200,000 宮城県若柳町
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及川 栄 100,000 宮城県東和町
及川健太郎 120,000 宮城県東和町
本田 治夫 200,000 宮城県中田町
井上 純一 800,000 都・港区
鈴木 明 120,000 石巻市
日野 康寿 500,000 宮城県中田町
森谷 嘉雄 389,000 宮城県岩出山

町
大石 峯子 540,000 宮城県中田町
年間五万円以下の
もの

173,000

（団体分）
j岩島産業 60,000 宮城県金成町
丸安建設j 240,000 宮城県築館町
年間五万円以下の
もの

40,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
大石 正光 30,000,000

靖風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中村 靖

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.19

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（借入金）
中村 光孝 32,000,000

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 13. 3. 5

１ 収入総額 30,951,544

前年繰越額 23,177,091

本年収入額 7,774,453

２ 支出総額 20,283,780

３ 本年収入の内訳
寄附 7,760,000

個人分 5,220,000

政治団体分 2,540,000

その他の収入 14,453

一件十万円未満のもの 14,453

４ 支出の内訳
経常経費 14,187,100

人件費 3,600,000

光熱水費 51,100

備品・消耗品費 4,176,000

事務所費 6,360,000

政治活動費 6,096,680

組織活動費 2,723,380

選挙関係費 3,000,000

調査研究費 373,300

５ 寄附の内訳
（個人分）
中川 博文 100,000 姫路市
八田 武志 500,000 岡山市
佐々木親臣 100,000 姫路市
笹山 周作 100,000 兵庫県新宮町
年間五万円以下の
もの

4,420,000

（政治団体分）
全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

日本歯科衛生士連
盟

120,000 千代田区

全国浄化槽対策推
進政治連盟

500,000 新宿区

日本薬業政治連盟 1,500,000 都・中央区
日本歯科技工士連
盟

300,000 新宿区

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、支出の一部
の内訳が記載できない旨、報告があった。）
報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 129,349,105

前年繰越額 95,559,010

本年収入額 33,790,095

２ 支出総額 不明
３ 本年収入の内訳
寄附 33,768,000

個人分 6,560,000

政治団体分 27,208,000

その他の収入 22,095

一件十万円未満のもの 22,095

４ 支出の内訳
経常経費 不明
人件費 不明
光熱水費 不明
備品・消耗品費 不明
事務所費 不明
政治活動費 不明
組織活動費 不明
調査研究費 不明
寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
雨宮 良晴 120,000 小平市
岡田 雷太 200,000 和光市
加藤 圭一 200,000 横浜市
関根 一夫 120,000 練馬区
吉原 良一 100,000 志木市
高橋健一郎 120,000 志木市
高山 弘憲 100,000 千代田区
細田 英治 1,000,000 新座市
細田喜八郎 120,000 志木市
市ノ瀬征雄 130,000 志木市
渋谷金太郎 100,000 清瀬市
小山加代子 200,000 都・中央区
松本 米蔵 60,000 志木市
上原 実 120,000 志木市
瀬戸壽太郎 200,000 世田谷区
清水 邦夫 200,000 志木市
中村 昌訓 1,000,000 山梨市
中野渡雄一 120,000 志木市
長谷部常美 120,000 志木市
天野 卓郎 140,000 三浦市
鈴木 潔 120,000 志木市
濱中信一郎 100,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

1,870,000

（政治団体分）
志帥会 15,960,000 千代田区
日本医師連盟 10,000,000 文京区
日本行政書士政治
連盟

1,200,000 目黒区

年間五万円以下の
もの

48,000

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 13. 2. 2

１ 収入総額 2,123,367

前年繰越額 423,367

本年収入額 1,700,000

２ 支出総額 2,105,406

３ 本年収入の内訳
寄附 1,700,000

個人分 1,700,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,005,406

備品・消耗品費 207,266

事務所費 1,798,140

政治活動費 100,000

選挙関係費 100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大山 茂尚 250,000 倉敷市
広畑 一雄 250,000 倉敷市
恵谷 龍二 200,000 岡山県鴨方町
松木 宏 100,000 岡山市
西井 達士 100,000 笠岡市
河村 載 100,000 玉野市
中田 利幸 100,000 倉敷市
木原 毅 500,000 岡山市
年間五万円以下の
もの

100,000

生命科学産業研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

近藤 雅敏

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 13. 3.22

１ 収入総額 2,132,389

前年繰越額 2,132,107

本年収入額 282

２ 支出総額 2,122,410

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 1,121,523

人件費 500,000

光熱水費 39,699

備品・消耗品費 581,824

™
™

Ÿ



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

政治活動費 1,000,887

組織活動費 3,150

調査研究費 997,737

誠友会（堀 誠）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堀 誠

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.23

１ 収入総額 2,022,124

前年繰越額 192,124

本年収入額 1,830,000

２ 支出総額 2,020,748

３ 本年収入の内訳
寄附 90,000

個人分 90,000

借入金 1,740,000

堀 司郎 1,740,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,800,576

備品・消耗品費 1,231,847

事務所費 568,729

政治活動費 220,172

組織活動費 200,000

調査研究費 20,172

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

90,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
堀 司郎 1,830,000

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 13. 2.27

１ 収入総額 38,493,082

前年繰越額 21,493,082

本年収入額 17,000,000

２ 支出総額 27,056,379

３ 本年収入の内訳
寄附 5,000,000

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

12,000,000

励ます集い 12,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,929,934

人件費 960,000

備品・消耗品費 1,267,300

事務所費 702,634

政治活動費 24,126,445

組織活動費 3,265,283

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,129,787

政治資金パーティー開催事
業費

2,129,787

寄附・交付金 18,731,375

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
励 ま す 集 い
(600人)

12,000,000 清水市
(前年収入額 0)

せいらんかい
資金管理団体の届出をした
者の氏名

永田 亮一

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 13. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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

宮城県議会議員

報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 19,516,338

前年繰越額 11,961,779

本年収入額 7,554,559

２ 支出総額 12,194,153

３ 本年収入の内訳
寄附 7,550,000

個人分 6,850,000

政治団体分 700,000

その他の収入 4,559

一件十万円未満のもの 4,559

４ 支出の内訳

経常経費 2,587,239

人件費 1,400,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 234,267

事務所費 832,972

政治活動費 9,606,914

組織活動費 501,714

調査研究費 105,200

寄附・交付金 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
八城 鉄兵 480,000 石巻市
大沼 佑 120,000 宮城県村田町
瀬崎 和雄 600,000 石巻市
武山 徳蔵 480,000 宮城県北上町
及川 和雄 240,000 宮城県登米町
阿部 達男 240,000 石巻市
亀山 昌昭 360,000 石巻市
石川 達雄 120,000 宮城県矢本町
渡辺 秀二 110,000 石巻市
雁部 善一 360,000 石巻市
松本 勝 300,000 石巻市
福田 省一 120,000 石巻市
遠藤 信義 500,000 石巻市
長岡 政治 200,000 仙台市
津田 昭一 120,000 石巻市
佐々木敏一 450,000 宮城県河南町
渋谷 浩一 240,000 石巻市
大槻 勝男 500,000 宮城県河北町
遠藤 新造 300,000 石巻市
鈴木 徹 120,000 石巻市
岩城準之助 200,000 石巻市
村上 宏 60,000 仙台市
武田 裕幸 90,000 石巻市
佐藤 洋子 500,000 宮城県矢本町
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
自由民主党宮城県
支部連合会

700,000 仙台市

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 13. 3.29

１ 収入総額 164,340,208

前年繰越額 78,283,650

本年収入額 86,056,558

２ 支出総額 83,768,369

３ 本年収入の内訳
寄附 29,504,378

個人分 17,939,378

政治団体分 11,565,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

56,519,260

衆議院議員高村正彦君の国会
議員在職20年を祝う会

55,679,260

正流会幹事会 580,000

正流会世話人会 260,000

その他の収入 32,920

一件十万円未満のもの 32,920

４ 支出の内訳
経常経費 47,160,058

人件費 18,589,180

光熱水費 599,820

備品・消耗品費 9,146,670

事務所費 18,824,388

政治活動費 36,608,311

組織活動費 18,760,781

選挙関係費 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,756,755

宣伝事業費 1,907,761

政治資金パーティー開催事
業費

5,024,185

その他の事業費 824,809

調査研究費 90,775

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
冨川 和久 100,000 横浜市
本島 信 500,000 調布市
西田 健一 120,000 山口県阿知須

町
山子 大助 1,440,000 川崎市
吉田 郁夫 120,000 埼玉県小川町
渡辺 直紀 100,000 杉並区
渡邊洋一郎 600,000 前橋市
遠藤 三男 1,100,000 都・港区
加毛 修 100,000 都・港区
宮崎 進 100,000 鎌倉市
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山西 孝治 100,000 日野市
小高愛次郎 80,000 世田谷区
小林 哲男 120,000 横浜市
水津 和夫 1,000,000 防府市
川手正一郎 100,000 練馬区
大竹 美喜 200,000 板橋区
菅野 薗子 60,000 徳山市
山田 宏 1,300,000 下松市
桐山 英夫 100,000 徳山市
蔵清 正一 150,000 徳山市
久行 操 150,000 徳山市
光永 徹 360,000 徳山市
弘中 正俊 90,000 防府市
大西満津子 1,000,000 防府市
都野 治男 880,000 徳山市
宇多村善則 120,000 防府市
深野 浩一 600,000 防府市
岡澤 寛 60,000 防府市
右田 信行 110,000 防府市
深瀬 博美 120,000 山口市
中坊 公平 120,000 大阪市
阿武 義人 120,000 山口市
中島 喜夫 120,000 小野田市
雨宮 眞也 60,000 都・港区
国重 恒之 120,000 防府市
打林 行夫 60,000 杉並区
今村 元治 120,000 防府市
大野 泰男 500,000 浦和市
小笠原英一 60,000 世田谷区
福田 貢 120,000 防府市
末兼 保史 100,000 防府市
各務 正 119,378 防府市
鈴木 敏文 110,000 武蔵野市
松本 彦 1,500,000 世田谷区
村田 博之 70,000 防府市
末永 汎本 360,000 山口市
中村 重郎 60,000 足立区
徳竹 康憲 500,000 杉並区
辻 克明 200,000 新宿区
堤 昭人 150,000 武蔵野市
寺内 敬 200,000 足立区
年間五万円以下の
もの

2,190,000

（政治団体分）
高村正彦法曹後援
会

4,000,000 都・中央区

日本弁護士政治連
盟

100,000 千代田区

番町政策研究所 5,665,000 千代田区
日本公認会計士政
治連盟

300,000 文京区

法務懇談会 500,000 都・港区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員高村正
彦君の国会議員在
職 20年を祝う会
(1,140人)

55,679,260 都・港区
(前年収入額 0)

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の国会議員在職20年を祝
う会
（個人からの対価の支払）
山子 大助 1,000,000 川崎市

(前年支払額 0)

本島 信 500,000 調布市
(前年支払額 0)

了徳寺健二 500,000 千葉市
(前年支払額 0)

岡田 錫淵 320,000 千代田区
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
f東京日の丸 1,400,000 目黒区

(前年支払額 0)

I社団知仁会 1,000,000 大竹市
(前年支払額 0)

j三甲興産 1,000,000 滋賀県野洲町
(前年支払額 0)

jエヌ・エスピー 1,000,000 都・中央区
(前年支払額 0)

パテコj 600,000 新宿区
(前年支払額 0)

明信産業j 600,000 都・港区
(前年支払額 0)

橋本産業j 500,000 台東区
(前年支払額 0)

スリーディー・コ
ムj

400,000 新宿区
(前年支払額 0)

進栄物産j 600,000 武蔵野市
(前年支払額 0)

日喜商事j 500,000 目黒区
(前年支払額 0)

L了徳寺学園 500,000 墨田区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区

(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,880,000 10. 7.14

（貸付金）
自由民主党山口県第
１選挙区支部

3,640,000

青竜会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山崎 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 13. 2.27

１ 収入総額 84,136,637

前年繰越額 71,907,695

本年収入額 12,228,942

２ 支出総額 55,930,826

３ 本年収入の内訳
寄附 10,982,000

個人分 8,942,000

団体分 40,000

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

1,221,000

新年会 1,221,000

その他の収入 25,942

一件十万円未満のもの 25,942

４ 支出の内訳
経常経費 24,825,995

人件費 13,277,731

光熱水費 167,487

備品・消耗品費 7,359,119

事務所費 4,021,658

政治活動費 31,104,831

組織活動費 8,870,017

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,723,872

機関紙誌の発行事業費 2,155,890

宣伝事業費 1,571,300

その他の事業費 1,996,682

調査研究費 510,942

寄附・交付金 16,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 等 120,000 青森市
鳴海 信弘 1,500,000 行田市
馬場友三郎 1,500,000 佐野市
牧野 慶逸 240,000 青森県三 村
馬場安紀子 1,500,000 佐野市
山崎 竜男 912,000 青森市
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
城山 力一 120,000 栃木県壬生町
年間五万円以下の
もの

50,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
政良会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

足立 良平

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 13. 3.26

１ 収入総額 8,738,556

前年繰越額 8,734,920

本年収入額 3,636

２ 支出総額 1,767,240

３ 本年収入の内訳
その他の収入 3,636

一件十万円未満のもの 3,636

４ 支出の内訳
経常経費 267,240

事務所費 267,240

政治活動費 1,500,000

組織活動費 1,500,000

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 13. 3.12
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１ 収入総額 134,977,394

前年繰越額 22,991,245

本年収入額 111,986,149

２ 支出総額 74,632,887

３ 本年収入の内訳
寄附 36,458,000

個人分 8,390,000

政治団体分 28,068,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

75,500,000

鈴木俊一君を激励する会 69,690,000

鈴木俊一先生を囲む会 2,310,000

鈴木俊一君を励ます会 3,500,000

その他の収入 28,149

一件十万円未満のもの 28,149

４ 支出の内訳
経常経費 32,971,303

人件費 5,996,000

光熱水費 102,979

備品・消耗品費 2,955,731

事務所費 23,916,593

政治活動費 41,661,584

組織活動費 7,888,947

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,558,457

機関紙誌の発行事業費 1,459,500

宣伝事業費 4,731,128

政治資金パーティー開催事
業費

7,367,829

調査研究費 833,760

寄附・交付金 19,080,420

その他の経費 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
柳原 紀文 120,000 浦安市
五味 p 960,000 上田市
河村 透 1,000,000 盛岡市
森 和夫 120,000 大田区
山崎 美代 120,000 品川区
板澤 俊夫 60,000 横浜市
野村 稲穂 1,000,000 長崎県奈良尾

町
佐々木 博 200,000 盛岡市
石川 育成 100,000 盛岡市
金子 卓也 1,000,000 佐世保市
近藤 駿 200,000 盛岡市

前川 滋 200,000 盛岡市
金沢 源一 200,000 盛岡市
後藤 康文 1,500,000 宮古市
佐々木幹雄 120,000 仙台市
藤森 幸晴 360,000 稲城市
打川 一男 60,000 盛岡市
川村 久史 300,000 盛岡市
岡田 茂雄 120,000 盛岡市
年間五万円以下の
もの

650,000

（政治団体分）
全日本病院政治連
盟

1,360,000 千代田区

宏池会 5,000,000 千代田区
日本薬業政治連盟 2,500,000 都・中央区
日本歯科技工士連
盟

600,000 新宿区

水産政策研究会 500,000 都・港区
健康保険政治連盟 2,000,000 都・港区
製薬産業政治連盟 6,000,000 都・中央区
日本精神病院協会
政治連盟

2,300,000 都・港区

岩手県社会保険労
務士政治連盟

100,000 盛岡市

全国社会保険労務
士政治連盟

200,000 文京区

日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区
臨協同志会 300,000 千代田区
全国小売酒販組合
政治連盟岩手県支
部

200,000 盛岡市

全国たばこ耕作者
政治連盟

300,000 都・港区

日本柔道整復師連
盟

1,000,000 台東区

麻立会 700,000 新宿区
日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

8,000

６ 特定パーティーの概要
鈴木俊一君を激励
する会(3,484人)

69,690,000 千代田区
(前年収入額 0)

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
（団体からの対価の支払）

j藤村商会 360,000 岩手県矢巾町
(前年支払額 0)

菅原建設j 360,000 北上市
(前年支払額 0)

三櫻商事f 240,000 盛岡市
(前年支払額 0)

j小山組 500,000 久慈市
(前年支払額 0)

宮城建設j 1,000,000 久慈市
(前年支払額 0)

東日本プラントj 500,000 仙台市
(前年支払額 0)

j及川工務店 280,000 釜石市
(前年支払額 0)

梨子建設j 240,000 盛岡市
(前年支払額 0)

熊谷建設j 500,000 岩手県田野畑
村

(前年支払額 0)

山崎建設j 480,000 仙台市
(前年支払額 0)

jサンクスエクス
プレス

490,000 岩手県矢巾町
(前年支払額 0)

佐藤建設工業j 500,000 二戸市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

自由民主党山形県
第四選挙区支部

500,000 酒田市
(前年支払額 0)

清浪政治懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西川 潔

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 13. 3.21

１ 収入総額 7,830,033

前年繰越額 30,033

本年収入額 7,800,000

２ 支出総額 7,816,931

３ 本年収入の内訳
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 2,496,211

備品・消耗品費 406,528

事務所費 2,089,683

政治活動費 5,320,720

組織活動費 3,181,322

調査研究費 1,396,783

その他の経費 742,615

正和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤島 正之

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 13. 3.13

１ 収入総額 3,880,000

本年収入額 3,880,000

２ 支出総額 3,482,808

３ 本年収入の内訳
寄附 3,880,000

個人分 3,880,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,482,808

人件費 1,566,073

備品・消耗品費 1,364,914

事務所費 551,821

５ 寄附の内訳
（個人分）
金山 政治 100,000 千歳市
篠原 孝典 100,000 日立市
田尻 茂 100,000 練馬区
井畑 敏 100,000 品川区
谷川 幸雄 150,000 福岡市
沼生 智 500,000 渋谷区
鈴木 正三 100,000 日立市
大場 純代 100,000 世田谷区
佐藤 滋恭 100,000 世田谷区
伊藤 利三 100,000 浦安市
中澤 誠 100,000 習志野市
仲川 末雄 200,000 所沢市
小野 英治 120,000 大分市
年間五万円以下の
もの

2,010,000

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 13. 2.13

１ 収入総額 77,227,507
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前年繰越額 12,073,667

本年収入額 65,153,840

２ 支出総額 76,580,969

３ 本年収入の内訳
寄附 16,890,000

個人分 920,000

団体分 870,000

政治団体分 15,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

260,000

第１回衆議院議員倉成正和政
経セミナー

260,000

借入金 34,000,000

倉成 正和 34,000,000

その他の収入 14,003,840

貸付金返済 14,000,000

一件十万円未満のもの 3,840

４ 支出の内訳
経常経費 5,614,539

人件費 3,787,919

備品・消耗品費 575,523

事務所費 1,251,097

政治活動費 70,966,430

組織活動費 2,438,370

調査研究費 19,660

寄附・交付金 18,508,400

その他の経費 50,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
堤 利基 120,000 長崎市
野田 正 60,000 長崎市
平 精介 120,000 長崎市
渡辺 敬一 120,000 諌早市
古賀野親男 500,000 長崎市
（団体分）
jメモリード 60,000 長崎県長与町
ラッキー自動車j 60,000 長崎市
三和建設j 60,000 長崎市
長崎綜合警備j 60,000 長崎市
I稲仁会三原台病
院

60,000 長崎市

年間五万円以下の
もの

570,000

（政治団体分）
近未来研究会 14,000,000 千代田区
東京翔武会 500,000 千代田区

自由民主党福岡県
第10選挙区支部

600,000 北九州市

６ 特定パーティーの概要
第１回衆議院議員
倉成正和政経セミ
ナー(13人)

260,000 千代田区
(前年収入額 13,050,000)

７ 資産等の内訳
（貸付金）
倉成正和後援会 20,000,000

（借入金）
倉成 正和 18,000,000

政和流通研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

和田 静夫

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 13. 2.21

１ 収入総額 137,000

前年繰越額 137,000

２ 支出総額 68,000

３ 支出の内訳
経常経費 68,000

備品・消耗品費 68,000

千公会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鶴岡 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 13. 1.24

１ 収入総額 6,585,798

前年繰越額 4,901,026

本年収入額 1,684,772

２ 支出総額 6,385,798

３ 本年収入の内訳
寄附 1,682,700

個人分 1,500,000

政治団体分 182,700

その他の収入 2,072

一件十万円未満のもの 2,072

４ 支出の内訳
政治活動費 6,385,798

寄附・交付金 6,385,798

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 幸男 1,000,000 福岡市
斉藤 年子 500,000 江東区

（政治団体分）
公明党千葉県本部 182,700 千葉市
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 13. 3.30

１ 収入総額 21,134,317

前年繰越額 3,800,232

本年収入額 17,334,085

２ 支出総額 17,506,415

３ 本年収入の内訳
寄附 6,080,000

個人分 4,980,000

政治団体分 1,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,254,085

金子善次郎君を励ます会（計
３回）

11,035,000

金子善次郎善学会 219,085

４ 支出の内訳
経常経費 11,393,500

人件費 3,600,000

光熱水費 225,600

備品・消耗品費 1,693,200

事務所費 5,874,700

政治活動費 6,112,915

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,112,915

宣伝事業費 802,500

政治資金パーティー開催事
業費

5,310,415

５ 寄附の内訳
（個人分）
石田 崇雄 90,000 千葉県白井町
井上 省二 80,000 都・中央区
大岡栄一郎 100,000 大宮市
大野 和男 120,000 浦和市
岡本 憲治 120,000 大宮市
小熊 偉也 60,000 大宮市
小幡 政夫 120,000 上尾市
柿間 彰 60,000 市川市
片山 登 90,000 大宮市
金子他喜男 120,000 つくば市
菊地 正洋 480,000 大宮市

栗原 勝 120,000 都・港区
酒井 政男 120,000 文京区
島貫 強 120,000 新宿区
清水志摩子 120,000 大宮市
外久保定雄 60,000 埼玉県川里村
高田 建治 240,000 大宮市
高橋 明 80,000 大宮市
丹 義明 120,000 浦和市
寺口 長生 120,000 三郷市
奈良 重美 120,000 大宮市
西塚 孝雄 240,000 大宮市
萩原 朝幸 120,000 浦和市
服部 圓 120,000 大宮市
花房 清 60,000 豊島区
堀田 高彦 150,000 大田区
三宅 講一 120,000 豊島区
吉田 邦男 200,000 大宮市
米島 秀夫 360,000 春日部市
飯田 精 120,000 町田市
内田 房雄 60,000 与野市
年間五万円以下の
もの

770,000

（政治団体分）
民主党埼玉県総支
部連合会

1,100,000 浦和市

６ 資産等の内訳
（借入金）
金子善次郎 5,200,000

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 13. 2.20

１ 収入総額 36,702,383

前年繰越額 16,385,820

本年収入額 20,316,563

２ 支出総額 25,155,692

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(70人) 699,000

寄附 7,714,000

個人分 7,664,000

政治団体分 50,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,790,000
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全国江田五月会講演会＆交流
会

11,790,000

その他の収入 113,563

一件十万円未満のもの 113,563

４ 支出の内訳
経常経費 7,828,135

人件費 6,602,716

備品・消耗品費 723,974

事務所費 501,445

政治活動費 17,327,557

組織活動費 976,870

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,724,000

政治資金パーティー開催事
業費

2,724,000

調査研究費 500,000

寄附・交付金 13,123,747

その他の経費 2,940

５ 寄附の内訳
（個人分）
杉井 俊二 100,000 和泉市
阪口 徳雄 100,000 奈良市
田中 尚輝 100,000 都・港区
岩城 晴義 100,000 大田区
高見 裕一 400,000 千代田区
小林 善勝 200,000 都・港区
小林奈緒美 200,000 杉並区
川西 博孝 100,000 横浜市
瓦茸 隆彦 100,000 日立市
前田八重美 120,000 渋谷区
倉持 和朗 345,000 板橋区
仁保 克己 60,000 小浜市
江田 洋一 1,000,000 墨田区
木村 健吾 100,000 目黒区
中島 長 60,000 八王子市
鈴木 栄 60,000 八王子市
安藤 兼治 60,000 八王子市
白田 一男 120,000 八王子市
上嶋 義望 60,000 八王子市
立川 佳子 212,000 奈良市
黒田 正夫 170,000 大田区
越山 康 200,000 目黒区
白石 秀幸 60,000 千代田区
石川 嘉延 120,000 静岡市
海野 隆 52,000 茨城県那珂町
伊藤 茂昭 60,000 新宿区

江田 五月 1,200,000 岡山市
三上 隆 124,000 京都市
児玉 範彦 120,000 大垣市
小泉征一郎 120,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

1,841,000

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
全国江田五月会講
演会＆交流会(295

人)

11,790,000 千代田区
(前年収入額 0)

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 13. 3.26

１ 収入総額 16,511,455

前年繰越額 5,460,206

本年収入額 11,051,249

２ 支出総額 9,994,433

３ 本年収入の内訳
寄附 9,250,000

個人分 50,000

政治団体分 9,200,000

その他の収入 1,801,249

敷金戻り 1,800,000

一件十万円未満のもの 1,249

４ 支出の内訳
経常経費 5,957,474

人件費 1,625,880

備品・消耗品費 140,569

事務所費 4,191,025

政治活動費 4,036,959

組織活動費 1,857,915

調査研究費 179,044

寄附・交付金 2,000,000

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）
21世紀政治経済調
査会

8,200,000 世田谷区

二十一世紀政治研
究会

1,000,000 富士市

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 13. 3.19

１ 収入総額 106,042,738

前年繰越額 87,984,305

本年収入額 18,058,433

２ 支出総額 94,515,352

３ 本年収入の内訳
寄附 18,044,000

個人分 7,884,000

団体分 4,930,000

政治団体分 5,230,000

その他の収入 14,433

一件十万円未満のもの 14,433

４ 支出の内訳
政治活動費 94,515,352

組織活動費 991,214

調査研究費 5,200,000

寄附・交付金 88,260,718

その他の経費 63,420

５ 寄附の内訳
（個人分）
安田 行雄 180,000 国分市
吉冨 信雄 440,000 鹿児島市
吉満 伊祐 120,000 川内市
久保 純郎 120,000 千代田区
窪田 律子 100,000 鹿児島県霧島

町
古川 秀明 120,000 室蘭市
後藤 徳司 200,000 世田谷区
高橋 邦夫 120,000 室蘭市
黒江 文夫 120,000 鹿児島県牧園

町
三浦 広志 120,000 室蘭市
三角皓三郎 500,000 鹿児島市
渋谷 栄城 70,000 鹿児島市
小原 良弘 120,000 鹿児島市
小川 昭治 240,000 串木野市
小田原光二 60,000 出水市
新町 要紀 240,000 国分市
森山 茂知 200,000 国分市

瀬戸口美知男 120,000 鹿児島県福山
町

前山健太郎 120,000 鹿児島県溝辺
町

大井 千尋 120,000 鹿児島県加治
木町

大山 裕継 120,000 鹿児島県加治
木町

谷口 昌孝 240,000 鹿児島市
竹内 慧 240,000 鹿児島県牧園

町
塚田 洋一 180,000 鹿児島県隼人

町
田島 涼二 100,000 鹿児島県入来

町
田能村政雄 240,000 大分県三重町
田畑 勇 80,000 鹿児島市
渡辺 紘紀 240,000 鹿児島市
渡辺 伸一 120,000 室蘭市
馬場 康裕 90,000 鹿児島県栗野

町
飯田 実 120,000 札幌市
平原 隆 120,000 鹿児島県吉松

町
末重 忠義 90,000 鹿児島県溝辺

町
吉井 八郎 240,000 出水市

津田和 亨 120,000 鹿児島県隼人
町

年間五万円以下の
もの

2,114,000

（団体分）
j宇都組 240,000 川内市
j橋口組 120,000 鹿児島県姶良

町
j山藤建設 120,000 加治木町
j新町組 60,000 国分市
j成政建設 120,000 鹿児島県牧園

町
j田島組 120,000 鹿児島県入来

町
j堀之内建設 120,000 鹿児島県牧園

町
j旭交通 140,000 国分市
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I恵愛会しもぞの
クリニック

120,000 出水市

薩摩建設j 120,000 鹿児島県M摩
町

石原建設j 120,000 室蘭市
南九州道路サービ
スj

120,000 鹿児島市

年間五万円以下の
もの

3,410,000

（政治団体分）
鹿児島県トラック
政治連盟

500,000 鹿児島市

鹿児島県獣医師会
政治連盟

300,000 鹿児島市

鹿児島県商工政治
連盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県商連政治
連盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県税理士政
治連盟

300,000 鹿児島市

鹿児島県石油政治
連盟

200,000 鹿児島市

鹿児島県宅地建物
取引業政治連盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県中小企業
政治連盟

100,000 鹿児島市

全国小売酒販政治
連盟鹿児島支部

100,000 鹿児島市

全国澱粉流通対策
政治連盟

200,000 都・港区

全国美容政治連盟 1,980,000 渋谷区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
年間五万円以下の
もの

250,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
小里 貞利 35,000,000

善進会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山下 善彦

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 13. 2.27

１ 収入総額 32,137,491

前年繰越額 813,298

本年収入額 31,324,193

２ 支出総額 19,884,974

３ 本年収入の内訳
寄附 7,000,000

個人分 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

24,324,193

善進会東京第３回セミナー 1,120,000

善進会東京第４回セミナー 1,600,000

頑張れ！山下善彦君の会 21,604,193

４ 支出の内訳
経常経費 7,093,052

人件費 2,951,550

光熱水費 6,000

備品・消耗品費 1,475,539

事務所費 2,659,963

政治活動費 12,791,922

組織活動費 5,389,259

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,148,126

政治資金パーティー開催事
業費

6,465,469

その他の事業費 682,657

調査研究費 254,537

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 勝彦 200,000 浜松市
臼井 一子 300,000 浜北市
臼井 溢 400,000 浜北市
渥美 恵 100,000 浜松市
鈴木 孝男 1,500,000 浜松市
山下 正義 1,500,000 浜松市
新村 剛一 1,500,000 浜松市
佐藤イサク 1,500,000 浜松市
６ 特定パーティーの概要
頑張れ！山下善彦
君の会(859人)

21,604,193 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
頑張れ！山下善彦君の会
（政治団体からの対価の支払）
新政治問題研究会 300,000 千代田区

(前年支払額 0)

自由民主党北海道
第13選挙区支部

500,000 釧路市
(前年支払額 0)

泉友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平泉 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 13. 3.27

１ 収入総額 16,369,263

前年繰越額 4,367,629

本年収入額 12,001,634

２ 支出総額 12,941,974

３ 本年収入の内訳
借入金 12,000,000

平泉 渉 12,000,000

その他の収入 1,634

一件十万円未満のもの 1,634

４ 支出の内訳
経常経費 7,175,544

人件費 4,758,540

光熱水費 628,105

備品・消耗品費 598,656

事務所費 1,190,243

政治活動費 5,766,430

組織活動費 2,159,550

調査研究費 1,226,880

寄附・交付金 2,380,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
平泉 渉 57,500,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 39,559,298

前年繰越額 7,466,088

本年収入額 32,093,210

２ 支出総額 34,744,685

３ 本年収入の内訳
寄附 8,250,000

個人分 1,250,000

（うち特定寄附） 1,200,000

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

23,820,000

川端達夫と政治を語る集い 17,850,000

川端達夫と語る会 4,760,000

川端達夫を囲む会 1,210,000

その他の収入 23,210

一件十万円未満のもの 23,210

４ 支出の内訳
経常経費 17,597,754

人件費 10,464,345

光熱水費 216,176

備品・消耗品費 2,180,321

事務所費 4,736,912

政治活動費 17,146,931

組織活動費 9,420,726

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,351,269

機関紙誌の発行事業費 819,940

宣伝事業費 141,225

政治資金パーティー開催事
業費

6,390,104

調査研究費 284,936

寄附・交付金 90,000

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
川端達夫政経懇話
会

500,000 大津市

民主党滋賀県第１
区総支部

5,000,000 大津市

６ 特定パーティーの概要
川端達夫と政治を
語る集い(900人)

17,850,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
川端達夫と政治を語る集い
（団体からの対価の支払）
日本労働組合総連
合会

700,000 千代田区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
東政会 1,000,000 茨木市

(前年支払額 0)

総木会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木内 昭二

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 13. 3.30

１ 収入総額 1,007,976
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前年繰越額 1,007,970

本年収入額 6

２ 支出総額 509,479

３ 本年収入の内訳
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 473,264

光熱水費 110,036

備品・消耗品費 13,228

事務所費 350,000

政治活動費 36,215

組織活動費 36,215

創究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森本 吉昭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

堺市議会議員

報告年月日 13. 5.30

１ 収入総額 3,357,695

前年繰越額 217,617

本年収入額 3,140,078

２ 支出総額 3,318,074

３ 本年収入の内訳
寄附 3,140,000

個人分 3,020,000

政治団体分 120,000

その他の収入 78

一件十万円未満のもの 78

４ 支出の内訳
経常経費 3,318,074

人件費 2,150,000

光熱水費 171,948

備品・消耗品費 546,126

事務所費 450,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森本 吉昭 2,600,000 堺市
槌屋 茂康 360,000 堺市
前田 峰次 60,000 大阪市
（政治団体分）
秋友会 120,000 堺市
総合教育政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石川 晋

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 13. 3.29

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 13. 2. 8

１ 収入総額 46,443,407

前年繰越額 17,867,301

本年収入額 28,576,106

２ 支出総額 43,686,994

３ 本年収入の内訳
寄附 5,354,875

個人分 2,070,000

政治団体分 3,284,875

（寄附のうち寄附のあっせんに
よるもの）

500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,210,000

米沢隆を励ます会 17,810,000

米沢隆と語る会（計２回） 2,400,000

米ちゃん会政治研修会 700,000

米沢隆を囲む集い 2,300,000

その他の収入 11,231

一件十万円未満のもの 11,231

４ 支出の内訳
経常経費 3,560,232

人件費 2,666,664

備品・消耗品費 135,587

事務所費 757,981

政治活動費 40,126,762

組織活動費 6,569,550

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,310,964

宣伝事業費 3,226,125

政治資金パーティー開催事
業費

2,084,839

調査研究費 316,248

寄附・交付金 27,930,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
片山 正樹 700,000 横浜市

林田 元次 500,000 練馬区
橋本きい子 100,000 台東区
二本木由文 200,000 川崎市
年間五万円以下の
もの

570,000

（政治団体分）
民社協会 2,000,000 都・港区
民主党参議院比例
区第４総支部

100,000 都・港区

新政経政策研究会 1,184,875 船橋市
６ 寄附のうち寄附のあっせんによるものの内訳
年間五万円以下の
もの

500,000

７ 特定パーティーの概要
米沢隆を励ます会
(384人)

17,810,000 千代田区
(前年収入額 0)

総合政策研究会（御法川英文）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

御法川英文

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 13. 3.23

１ 収入総額 4,006,953

前年繰越額 706,871

本年収入額 3,300,082

２ 支出総額 4,006,953

３ 本年収入の内訳
寄附 3,300,000

個人分 300,000

政治団体分 3,000,000

その他の収入 82

一件十万円未満のもの 82

４ 支出の内訳
経常経費 4,006,953

備品・消耗品費 3,581,131

事務所費 425,822

５ 寄附の内訳
（個人分）
西 力重 300,000 松浦市
（政治団体分）
自由民主党秋田県
衆議院比例区第一
支部

3,000,000 大曲市

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 13. 4. 2

１ 収入総額 41,469,482

前年繰越額 3,962,054

本年収入額 37,507,428

２ 支出総額 39,490,626

３ 本年収入の内訳
寄附 9,817,428

個人分 3,900,000

政治団体分 5,917,428

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,690,000

勉強会（計３回） 1,830,000

再出発と勝利を誓うパー
ティー

4,860,000

借入金 21,000,000

西村 康稔 21,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 30,671,013

人件費 13,771,375

光熱水費 255,795

備品・消耗品費 5,830,356

事務所費 10,813,487

政治活動費 8,819,613

組織活動費 2,135,668

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,141,310

宣伝事業費 4,788,727

政治資金パーティー開催事
業費

1,352,583

調査研究費 542,635

５ 寄附の内訳
（個人分）
平岡 功 1,000,000 明石市
小峰 毅 1,000,000 兵庫県五色町
谷家 衛 1,000,000 渋谷区
松井 利夫 500,000 相模原市
島田 幸夫 100,000 戸田市
松谷 晃 250,000 明石市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
自由民主党兵庫県
商工振興連盟支部

5,917,428 明石市

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
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再出発と勝利を誓うパーティー
（団体からの対価の支払）
fデバイス 1,000,000 神戸市

(前年支払額 0)

７ 資産等の内訳
（借入金）
西村 康稔 21,000,000

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 13. 3.12

１ 収入総額 7,025,000

本年収入額 7,025,000

２ 支出総額 7,025,000

３ 本年収入の内訳
寄附 7,025,000

個人分 7,025,000

４ 支出の内訳
政治活動費 7,025,000

寄附・交付金 7,025,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉田 豊 120,000 鹿児島市
白石 友信 120,000 京都市
迫 貞義 120,000 鹿児島市
鰺坂 文昭 120,000 鹿児島市
伊東 祐久 300,000 鹿児島市
上川路長生 200,000 鹿児島市
山口 孝信 120,000 鹿児島市
斉藤 静枝 750,000 川崎市
川内 博史 3,350,000 鹿児島市
川内 榮 1,500,000 鹿児島市
年間五万円以下の
もの

325,000

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 13. 2. 8

１ 収入総額 49,622,217

前年繰越額 4,573,563

本年収入額 45,048,654

２ 支出総額 31,687,246

３ 本年収入の内訳
寄附 40,717,781

個人分 20,657,781

（うち特定寄附） 5,571,211

政治団体分 20,060,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,252,000

定例講演会懇親会（計２回） 2,996,000

総会 1,256,000

その他の収入 78,873

一件十万円未満のもの 78,873

４ 支出の内訳
経常経費 12,470,283

光熱水費 240,240

備品・消耗品費 826,069

事務所費 11,403,974

政治活動費 19,216,963

組織活動費 1,586,496

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,619,657

その他の事業費 4,619,657

調査研究費 10,810

寄附・交付金 3,000,000

その他の経費 10,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…菅 直人 5,571,211 武蔵野市
勝亦 研二 160,000 横浜市
綾部祥一郎 410,000 横浜市
配川 孝治 60,000 宇部市
林 美穂子 150,000 茨木市
星野 利一 860,000 大田区
河尻 直己 60,000 横浜市
ˆ木 貞男 100,000 大田区
中村 正 120,000 目黒区
大木 至 1,000,000 杉並区
永井 秀哉 100,000 横浜市
三浦 清義 70,000 京都市
末松 安晴 60,000 川崎市
斎藤 忠 70,000 三鷹市
萬田 貴久 100,000 立川市
安江 政和 60,000 国立市
成田 幸穂 100,000 立川市
大和田国男 100,000 世田谷区
岡田 英彦 140,000 名古屋市
ˆ山 勝一 100,000 小金井市

中野 浩二 100,000 小金井市
佐藤 一雄 100,000 藤沢市
沼尻 隆彦 100,000 三鷹市
山本 淳夫 240,000 大阪市
山元 由旭 80,000 文京区
鈴木 弘喜 60,000 杉並区
音馬 峻 100,000 横浜市
田中 郁三 60,000 世田谷区
山井 忠夫 100,000 茅ヶ崎市
竹内 隆 100,000 中野区
青木 朗 500,000 川崎市
矢野 忠雄 100,000 三鷹市
本宮ひろ志 1,000,000 市川市
丸山 夏 120,000 文京区
宮坂伊兵衛 100,000 中野区
古庄 孝夫 120,000 足立区
年間五万円以下の
もの

8,286,570

（政治団体分）
菅直人を応援する
会

20,000,000 武蔵野市

菅直人を支援する
弁理士有志の会

60,000 都・港区

６ 資産等の内訳
（敷金）
東急不動産j 9,913,200 11. 4.30

早春会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

横山 忠始

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

香川県詫間町長

報告年月日 13. 4.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

創世会（奥田 建）
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 13. 1.23

１ 収入総額 24,558,560

前年繰越額 11,564,051

本年収入額 12,994,509

２ 支出総額 21,294,750

３ 本年収入の内訳
寄附 12,990,000

個人分 11,890,000

政治団体分 1,100,000

その他の収入 4,509

一件十万円未満のもの 4,509

４ 支出の内訳
経常経費 1,995,695

人件費 1,372,300

光熱水費 32,500

備品・消耗品費 249,750

事務所費 341,145

政治活動費 19,299,055

組織活動費 1,879,032

寄附・交付金 17,400,000

その他の経費 20,023

５ 寄附の内訳
（個人分）
五宝外美雄 1,000,000 千代田区
岡田 誠 450,000 市川市
村井 淳一 500,000 金沢市
小倉周一郎 1,000,000 金沢市
平櫻 保 120,000 金沢市
森 慎一 120,000 金沢市
岡田 真 120,000 金沢市
細川外茂治 120,000 金沢市
中川 孝 240,000 金沢市
寺田 茂男 240,000 金沢市
宮地 治 120,000 輪島市
神 亮一 120,000 金沢市
嶋谷潤一郎 120,000 金沢市
嶋谷 道子 120,000 金沢市
出戸 久善 120,000 金沢市
橘 守 120,000 金沢市
藤内 拓朗 120,000 金沢市
福田 喜憲 120,000 石川県野々市

町
尾蔵 一郎 120,000 金沢市
上田 巌生 120,000 金沢市
宮子 征士 120,000 野田市
中嶋日出男 120,000 金沢市
広岡 克則 120,000 金沢市
室野 吉雄 120,000 金沢市
辰野 善弘 120,000 金沢市
長坂慎太郎 120,000 金沢市
浦川 昭司 120,000 金沢市
石野 晴紀 360,000 金沢市
岡 昌弘 240,000 金沢市
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高瀬 博 120,000 金沢市
安原 博幸 120,000 金沢市
米澤 幸平 120,000 金沢市
堀野 正明 120,000 金沢市
中島 秀雄 120,000 金沢市
南 和重 120,000 石川県内灘町
宮竹 和彦 120,000 金沢市
林 敬和 120,000 金沢市
山本士恵雄 120,000 金沢市
上出 聡 120,000 金沢市
本田 正敏 240,000 金沢市
高山 修司 120,000 金沢市
小柳 成美 120,000 金沢市
青木 桂生 60,000 松任市
連 友也 120,000 金沢市
川本 章之 200,000 金沢市
寺西 正彰 110,000 金沢市
篠原 邦夫 240,000 金沢市
高桑 幸一 120,000 金沢市
操川 由一 120,000 金沢市
笠谷 峰和 120,000 石川県内灘町
小川喜一郎 220,000 福井市
石動 信明 110,000 金沢市
谷口 敏 240,000 金沢市
村山 卓治 120,000 金沢市
浜田 稔 120,000 金沢市
河合 雅之 100,000 金沢市
松浦 邦裕 110,000 金沢市
成瀬 巌 360,000 金沢市
阪田 幸信 70,000 金沢市
小西 康博 80,000 金沢市
徳川亜起雄 120,000 石川県辰口町
吉田 力夫 450,000 練馬区
北野 一郎 60,000 石川県鶴来町
尾本 英臣 90,000 石川県内灘町
年間五万円以下の
もの

320,000

（政治団体分）
民主党 1,100,000 千代田区
創税会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮下 創平

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 13. 1.30

１ 収入総額 1,839,174

前年繰越額 528,907

本年収入額 1,310,267

２ 支出総額 1,410,104

３ 本年収入の内訳
寄附 1,310,000

個人分 1,310,000

その他の収入 267

一件十万円未満のもの 267

４ 支出の内訳
政治活動費 1,410,104

組織活動費 40,104

寄附・交付金 1,370,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
前田 宜久 120,000 豊島区
行川 栄 130,000 江戸川区
年間五万円以下の
もの

1,060,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 2,779,967

前年繰越額 79,847

本年収入額 2,700,120

２ 支出総額 2,729,760

３ 本年収入の内訳
寄附 2,700,000

個人分 2,700,000

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 1,787,523

備品・消耗品費 674,150

事務所費 1,113,373

政治活動費 942,237

組織活動費 915,307

調査研究費 26,930

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡辺 孝男 1,600,000 米沢市
野田 政美 100,000 北九州市
新妻 博 500,000 仙台市
原田 敬二 500,000 南陽市

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 161,340,527

前年繰越額 19,081,586

本年収入額 142,258,941

２ 支出総額 139,110,930

３ 本年収入の内訳
寄附 17,130,000

個人分 30,000

政治団体分 17,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

125,128,941

新年互礼会並びにくましろ昭
彦君を激励する会

23,624,265

くましろ昭彦玉野・灘崎後援
会新年互礼会

1,069,000

くましろ昭彦邑久郡後援会新
年互礼会

531,000

経済・保健福祉研究会セミ
ナー（計４回）

55,809,201

熊代昭彦君の社会部会長並び
に副幹事長就任を祝う会

44,095,475

４ 支出の内訳
経常経費 96,154,365

人件費 68,532,564

光熱水費 547,144

備品・消耗品費 3,879,520

事務所費 23,195,137

政治活動費 42,956,565

組織活動費 5,822,036

機関紙誌の発行その他の事業
費

35,134,529

宣伝事業費 1,144,500

政治資金パーティー開催事
業費

29,886,954

その他の事業費 4,103,075

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

30,000

（政治団体分）

全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区

日本薬業政治連盟 500,000 都・中央区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
国民健康保険組合
推進連盟

1,000,000 新宿区

製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
健康保険政治連盟 1,500,000 都・港区
日本歯科技工士連
盟

300,000 新宿区

白い翼の会 5,000,000 岡山市
平成研究会 2,000,000 千代田区
日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
６ 特定パーティーの概要
新年互礼会並びに
くましろ昭彦君を
激励する会(2,000

人)

23,624,265 岡山市
(前年収入額 0)

経済・保健福祉研
究会第 28回セミ
ナー(200人)

12,841,106 都・港区
(前年収入額 0)

経済・保健福祉研
究会第 29回セミ
ナー(200人)

12,266,200 都・港区
(前年収入額 0)

経済・保健福祉研
究会第 30回セミ
ナー(200人)

17,362,261 都・港区
(前年収入額 0)

経済・保健福祉研
究会第 31回セミ
ナー(200人)

13,339,634 都・港区
(前年収入額 0)

熊代昭彦君の社会
部会長並びに副幹
事長就任を祝う会
(2,000人)

44,095,475 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
経済・保健福祉研究会第29回セミナー
（団体からの対価の支払）
東海商事j 300,000 名古屋市

(前年支払額 0)

経済・保健福祉研究会第31回セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

新政治問題研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)
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熊代昭彦君の社会部会長並びに副幹事長就任を
祝う会
（団体からの対価の支払）
日本チェーンド
ラッグストア協会

1,000,000 横浜市
(前年支払額 0)

（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

(前年支払額 0)

新政治問題研究会 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 63,228,335

前年繰越額 12,654,703

本年収入額 50,573,632

２ 支出総額 56,058,424

３ 本年収入の内訳
寄附 38,780,000

個人分 20,010,000

（うち特定寄附） 18,550,000

政治団体分 18,770,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,790,000

江渡あきのり君を励ます会 11,790,000

その他の収入 3,632

一件十万円未満のもの 3,632

４ 支出の内訳
経常経費 11,164,271

人件費 6,505,266

光熱水費 3,373

備品・消耗品費 1,605,629

事務所費 3,050,003

政治活動費 44,894,153

組織活動費 7,425,180

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,366,289

政治資金パーティー開催事
業費

3,366,289

調査研究費 21,000

寄附・交付金 34,081,684

５ 寄附の内訳
（個人分）

…江渡 聡徳 18,550,000 十和田市
鳴海 愛博 240,000 仙台市
竹達 幸雄 500,000 十和田市
竹達 孝子 100,000 十和田市
佐藤 廣志 120,000 十和田市
吉村 善有 500,000 十和田市
（政治団体分）
自由民主党青森県
第二選挙区支部

6,770,000 十和田市

番町政策研究所 12,000,000 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(575人)

11,790,000 千代田区
(前年収入額 0)

ソシアルマーケティング21研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

水野 誠一

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 13. 3.29

１ 収入総額 7,702,301

前年繰越額 7,702,301

２ 支出総額 4,581,430

３ 支出の内訳
経常経費 3,300,187

人件費 1,934,942

光熱水費 74,983

備品・消耗品費 758,526

事務所費 531,736

政治活動費 1,281,243

組織活動費 1,276,034

調査研究費 5,209

４ 資産等の内訳
（借入金）
水野 誠一 1,500,000

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 13. 4.17

１ 収入総額 117,397,818

前年繰越額 222,446

本年収入額 117,175,372

２ 支出総額 114,499,123

３ 本年収入の内訳
寄附 93,795,000

個人分 23,795,000

政治団体分 70,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,380,000

政経サミット21（計２回） 23,380,000

その他の収入 372

一件十万円未満のもの 372

４ 支出の内訳
経常経費 61,488,467

人件費 47,682,338

光熱水費 1,008,052

備品・消耗品費 6,183,481

事務所費 6,614,596

政治活動費 53,010,656

組織活動費 39,365,076

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,094,827

機関紙誌の発行事業費 2,516,558

宣伝事業費 2,381,142

政治資金パーティー開催事
業費

7,197,127

調査研究費 1,200,753

寄附・交付金 350,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
矢毛石 豊 60,000 熊本市
松本 真典 60,000 熊本市
忽那 博雅 60,000 熊本市
中村 勇一 60,000 熊本市
永野 忠 60,000 熊本市
前野 正春 60,000 熊本市
柿原 訓 60,000 熊本市
小島 博文 60,000 熊本市
森 一 60,000 宇土市
中嶋 敬介 60,000 本渡市
松本 文隆 60,000 宇土市
中野 敬輔 60,000 熊本県三角町
北田賢次郎 60,000 熊本県天水町
福嶋 修治 60,000 荒尾市
吉田 公典 60,000 荒尾市
牧 正仁 60,000 熊本県植木町
中山 精文 60,000 熊本県泗水町
三隈 晴具 60,000 熊本県合志町
甲斐田英俊 60,000 熊本県小国町

成瀬 公洪 60,000 熊本県甲佐町
神戸 威 60,000 熊本県御船町
矢毛石陸男 60,000 熊本県益城町
水野 完治 60,000 熊本県城南町
上田 忠 60,000 八代市
松田 愛人 60,000 本渡市
鬼塚 義行 60,000 牛深市
青砥 忠孝 60,000 熊本県苓北町
規矩 保 60,000 牛深市
中村 社綱 60,000 本渡市
藤本 豊 60,000 熊本県倉岳町
久々山芳文 60,000 本渡市
松山 宗利 60,000 本渡市
山本 源治 60,000 熊本県五和町
生田 図南 60,000 熊本県河浦町
有馬 圭子 60,000 本渡市
森口 茂樹 60,000 熊本県天草町
小田 哲也 60,000 本渡市
松木正二郎 60,000 牛深市
布井 隆行 60,000 本渡市
松本 信久 60,000 熊本県栖本町
中山 要 120,000 本渡市
中村 矩眞 120,000 本渡市
川嵜 正 60,000 熊本市
中根 俊吾 60,000 熊本市
山室 紀雄 60,000 熊本市
古賀 明 60,000 熊本市
関 剛一 60,000 熊本市
堤 直文 60,000 熊本市
岡田 知久 60,000 熊本市
菅原 洋 60,000 熊本市
寺脇 博 60,000 熊本市
伊東 隆利 60,000 熊本市
長野 久雄 120,000 熊本県五和町
丸田意気夫 120,000 熊本市
榎本 武揚 130,000 熊本市
戸山祐一郎 1,080,000 熊本県菊陽町
狩場 正敏 120,000 熊本県豊野村
山本 正 120,000 八代市
小林 明子 120,000 熊本県城南町
福本 郁子 120,000 牛深市
間部 一彰 120,000 熊本県砥用町
池田 修 55,000 熊本市
浜洲 昌明 210,000 宇土市
川上 鉄弥 120,000 熊本市
福島 正継 120,000 熊本市
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寺田 正巳 60,000 熊本市
武原 誓司 120,000 熊本市
中山 英朗 600,000 八代市
沖崎 光弘 120,000 熊本県松橋町
後藤 幸雄 120,000 熊本市
竹村 照章 1,500,000 熊本県三角町
植村 数義 220,000 熊本県鏡町
西田 満伸 1,000,000 八代市
上村 昭徳 1,000,000 世田谷区
持田 光司 120,000 新宿区
大良 武晴 120,000 大田区
石曽根 良 1,500,000 世田谷区
小林 善勝 200,000 都・港区
緒方 民男 500,000 東久留米市
武井 是雄 1,500,000 渋谷区
武井 孝蔵 1,500,000 都・港区
吉田 陽一 480,000 牛深市
榎本 武揚 120,000 宗像市
和田 武 120,000 松山市
谷口 正信 1,000,000 熊本市
谷口美津子 1,000,000 熊本市
西川 通子 1,000,000 熊本市
矢澤 又男 500,000 熊本県三角町
今村 龍夫 60,000 熊本市
児玉 元英 60,000 熊本市
和佐野 学 120,000 熊本市
酒井 一守 120,000 本渡市
外山 博之 60,000 人吉市
山代 敏男 120,000 宇土市
逸見 和清 90,000 福岡市
佐々木達夫 110,000 熊本市
山田 洋助 60,000 熊本市
日隈 之勝 70,000 熊本市
鶴崎 毅 60,000 熊本県錦町
満田 豊 120,000 熊本市
緒方俊一郎 120,000 熊本県相良村
松本 英男 60,000 熊本県御船町
江頭 正巳 70,000 熊本市
小嶺 敬二 120,000 鹿児島県姶良

町
鍋谷 勇市 140,000 熊本市
片山 学 120,000 熊本市
柳田 祐一 1,500,000 高砂市
藤岡 俊宏 120,000 熊本市
上塚美喜雄 120,000 宇土市

年間五万円以下の
もの

180,000

（政治団体分）
日本医師連盟 4,000,000 文京区
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
自由民主党衆議院
第十五支部

26,600,000 都・港区

自由民主党熊本県
第四選挙区支部

38,400,000 宇土市

６ 特定パーティーの概要
第12回政経サミッ
ト21(628人)

12,560,000 千代田区
(前年収入額 0)

第13回政経サミッ
ト21(541人)

10,820,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第12回政経サミット21

（個人からの対価の支払）
山本とみ子 300,000 都・港区

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
極光電機産業j 400,000 都・港区

(前年支払額 0)

jニチロ 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

新光産業j 400,000 新宿区
(前年支払額 0)

jパワーズアンリ
ミテッド

400,000 新宿区
(前年支払額 0)

jクリエーション 300,000 堺市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

第13回政経サミット21

（個人からの対価の支払）
緒方 千富 500,000 熊本市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jニチロ 1,000,000 千代田区

(前年支払額 0)

東芝ソシオシステ
ムサポートj

400,000 都・港区
(前年支払額 0)

柳田産業j 1,500,000 高砂市
(前年支払額 0)

コマツ医科工業j 400,000 富士見市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 20,000

本年収入額 20,000

２ 支出総額 10,943

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000

個人分 20,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,943

事務所費 10,943

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

20,000

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 13. 3. 5

１ 収入総額 187,470,293

前年繰越額 91,025,282

本年収入額 96,445,011

２ 支出総額 131,874,696

３ 本年収入の内訳
寄附 22,020,000

個人分 5,920,000

政治団体分 16,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

74,143,653

麻生太郎政経セミナー 72,783,653

素淮会総会 1,360,000

その他の収入 281,358

一件十万円未満のもの 281,358

４ 支出の内訳
経常経費 44,293,583

人件費 4,158,200

光熱水費 559,959

備品・消耗品費 2,106,503

事務所費 37,468,921

政治活動費 87,581,113

組織活動費 40,301,973

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,411,329

政治資金パーティー開催事
業費

8,411,329

調査研究費 8,667,811

寄附・交付金 30,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高田賢一郎 1,500,000 北九州市
山本 十七 1,000,000 福岡県新宮町
飯島 奉商 800,000 松戸市
中山 隼雄 300,000 世田谷区
組田 昌平 300,000 都・港区
秋間 八郎 500,000 福生市
浅田 豊久 100,000 都・港区
大久保博之 1,000,000 水戸市
池田 弘 300,000 新潟市
年間五万円以下の
もの

120,000

（政治団体分）
中国素淮会 10,000,000 呉市
日本病院会政治連
盟

1,500,000 千代田区

日本商工連盟 500,000 都・中央区
大勇会 3,000,000 千代田区
ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

500,000 都・中央区

全国小売酒販政治
連盟

500,000 目黒区

自由民主党福岡県
支部連合会

100,000 福岡市

６ 特定パーティーの概要
麻生太郎政経セミ
ナー(1,421人)

72,783,653 千代田区
(前年収入額 0)

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）
jï中居 300,000 都・中央区

(前年支払額 0)

第一交通産業j 1,050,000 北九州市
(前年支払額 0)
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新日軽j 300,000 品川区
(前年支払額 0)

昭和鋼機j 300,000 板橋区
(前年支払額 0)

昭和化学工業j 240,000 目黒区
(前年支払額 0)

日本化薬j 330,000 千代田区
(前年支払額 0)

神奈川ナブコj 210,000 横浜市
(前年支払額 0)

西濃運輸j 300,000 大垣市
(前年支払額 0)

ヤマトプロテック
j

300,000 都・港区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

北海道素淮会 600,000 札幌市
(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
麻生 太郎 134,000,000

泰山会（田村 公平）
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 13. 4. 2

１ 収入総額 19,275,393

前年繰越額 1,095,393

本年収入額 18,180,000

２ 支出総額 19,275,393

３ 本年収入の内訳
寄附 2,720,000

個人分 720,000

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

15,460,000

国政報告会（計５回） 15,460,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,346,432

光熱水費 160,656

備品・消耗品費 2,177,462

事務所費 2,008,314

政治活動費 14,928,961

組織活動費 9,851,241

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,077,720

その他の事業費 5,077,720

５ 寄附の内訳
（個人分）
森田 豊秋 120,000 高知県檮原町
田邊 聖 500,000 高知県大正町
谷脇 幸秀 100,000 高知県東津野

村
（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
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 13. 3.27

１ 収入総額 82,286,315

前年繰越額 18,115,724

本年収入額 64,170,591

２ 支出総額 78,268,280

３ 本年収入の内訳
寄附 6,870,000

個人分 730,000

団体分 240,000

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

57,280,000

大樹会新世代フォーラム 305,000

大樹会昼食会 615,000

林幹雄君を激励する会 56,360,000

その他の収入 20,591

一件十万円未満のもの 20,591

４ 支出の内訳
経常経費 1,382,172

備品・消耗品費 883,988

事務所費 498,184

政治活動費 76,886,108

組織活動費 200,000

選挙関係費 13,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,450,108

政治資金パーティー開催事
業費

6,432,040

その他の事業費 1,018,068

寄附・交付金 56,236,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山崎 幸男 350,000 銚子市
中西 良彦 120,000 船橋市
野崎 卓次 100,000 千葉市
年間五万円以下の
もの

160,000

（団体分）
岩城造園j 120,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

120,000

（政治団体分）
青山会 100,000 所沢市
寛清会 300,000 千代田区
東京翔武会 500,000 都・港区
国観連政経懇話会 200,000 千代田区
自由民主党千葉県
地域振興支部

2,000,000 千葉市

近未来研究会 2,000,000 千代田区
道路運送経営研究
会

800,000 新宿区

６ 特定パーティーの概要
林幹雄君を激励す
る会(582人)

56,360,000 千葉市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
林幹雄君を激励する会
（団体からの対価の支払）
古谷建設j 1,000,000 千葉県横芝町

(前年支払額 0)

f古谷建材 1,000,000 千葉県横芝町
(前年支払額 0)

大松建設j 1,500,000 千葉県松尾町
(前年支払額 0)

石川造園土木j 1,000,000 船橋市
(前年支払額 0)

緑造園土木j 300,000 千葉市
(前年支払額 0)

大阪運輸倉庫j 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

fフォックス 300,000 千葉県富里町
(前年支払額 0)

j北総園芸 360,000 千葉県富里町
(前年支払額 0)

大真建設j 300,000 佐原市
(前年支払額 0)

京葉緑化工事j 1,200,000 市原市
(前年支払額 0)

石井工業j 1,000,000 佐原市
(前年支払額 0)

阿部建設j 1,000,000 旭市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
新政治問題研究会 600,000 千代田区

(前年支払額 0)

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 13. 3. 2

１ 収入総額 167,749,569

前年繰越額 163,580,876

本年収入額 4,168,693

２ 支出総額 3,664,679

３ 本年収入の内訳
寄附 168,693

政治団体分 168,693

借入金 4,000,000

jコスモマネージメント 4,000,000

４ 支出の内訳
政治活動費 3,664,679

組織活動費 3,424,679

調査研究費 40,000

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
泰道三八後援会 109,692 渋谷区
泰道政治経済研究
所

59,001 渋谷区

６ 資産等の内訳
（預金等）

160,000,000

（借入金）
jコスモマネージメ
ント

4,000,000

大知会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

津島 雄二
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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 13. 3.30

１ 収入総額 61,544,361

前年繰越額 15,148,561

本年収入額 46,395,800

２ 支出総額 45,835,784

３ 本年収入の内訳
寄附 31,945,800

個人分 2,240,000

政治団体分 29,705,800

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

14,450,000

津島雄二セミナー（計５回） 14,450,000

４ 支出の内訳
経常経費 26,354,084

人件費 20,300,000

光熱水費 351,594

備品・消耗品費 1,526,970

事務所費 4,175,520

政治活動費 19,481,700

組織活動費 3,915,998

機関紙誌の発行その他の事業
費

520,182

政治資金パーティー開催事
業費

520,182

調査研究費 45,520

寄附・交付金 15,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
志田 善則 170,000 青森市
吉田 邦男 60,000 青森市
我満 悦男 120,000 青森市
平野 雅昭 120,000 青森市
高橋 秀磁 100,000 八戸市
高橋 幸男 70,000 青森市
佐藤 浩平 1,000,000 五所川原市
町田 光司 500,000 青森市
上野 英夫 100,000 前橋市
（政治団体分）
青森県薬剤師連盟 1,000,000 青森市
全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 富山市

ＴＫＣ全国政経研
究会

600,000 新宿区

健康保健政治連盟 1,000,000 都・港区

青森県小売酒販組
合連合会西和会青
森支部

200,000 青森市

青森県津島雄二薬
剤師後援会

500,000 青森市

青森県医師連盟 1,000,000 青森市
日本薬剤師連盟 3,000,000 渋谷区
自由民主党青森県
第一選挙区支部

22,305,800 青森市

大地の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

竹腰 創一

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 13. 3.21

１ 収入総額 1,660,699

前年繰越額 230,524

本年収入額 1,430,175

２ 支出総額 1,470,058

３ 本年収入の内訳
寄附 1,430,000

個人分 1,430,000

その他の収入 175

一件十万円未満のもの 175

４ 支出の内訳
経常経費 1,067,123

人件費 600,000

備品・消耗品費 307,123

事務所費 160,000

政治活動費 402,935

組織活動費 280,041

調査研究費 122,894

５ 寄附の内訳
（個人分）
本田 実 120,000 大田市
龍岩 幹也 60,000 大田市
波多 志朗 240,000 大田市
波多野 司 70,000 大田市
小倉 正敏 120,000 大田市
原田 勤 120,000 大田市
堀 博彦 120,000 大田市
渡辺 常弘 110,000 大田市
寺戸 隆文 120,000 大田市
近藤 浩平 120,000 大田市
山根 和昭 120,000 大田市
林 幸則 60,000 大田市

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
竹腰 創一 2,000,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 5,430,000

本年収入額 5,430,000

２ 支出総額 5,430,000

３ 本年収入の内訳
寄附 5,430,000

個人分 5,430,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,430,000

人件費 4,100,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 490,000

事務所費 720,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

5,430,000

太陽政治研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷 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 13. 1.29

１ 収入総額 20,752,106

前年繰越額 3,241,893

本年収入額 17,510,213

２ 支出総額 18,237,496

３ 本年収入の内訳
寄附 17,510,000

個人分 10,540,000

（うち特定寄附） 10,000,000

団体分 110,000

政治団体分 6,860,000

その他の収入 213

一件十万円未満のもの 213

４ 支出の内訳

経常経費 1,546,181

備品・消耗品費 37,577

事務所費 1,508,604

政治活動費 16,691,315

組織活動費 3,641,818

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,267,893

宣伝事業費 3,267,893

調査研究費 391,484

寄附・交付金 9,150,120

その他の経費 240,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…谷 洋一 10,000,000 兵庫県村岡町
金谷 博司 80,000 和歌山市
立花 淳治 100,000 明石市
久保井一匡 360,000 吹田市
（団体分）
年間五万円以下の
もの

110,000

（政治団体分）
全国木材産業政治
連盟

1,000,000 千代田区

全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

全国森林土木建設
業政治連盟

200,000 千代田区

全国林業政治連盟 500,000 千代田区
全国たばこ耕作者
政治連盟

100,000 都・港区

日本酪農政治連盟 300,000 渋谷区
兵庫県精神病院政
治連盟

500,000 神戸市

兵庫県歯科医師連
盟

1,000,000 神戸市

全国小売酒販政治
連盟兵庫支部

300,000 神戸市

兵庫県石油政治連
盟

100,000 神戸市

全国林業政治連盟
兵庫県支部

500,000 神戸市

兵庫県不動産政治
連盟

100,000 神戸市

民有林振興会 800,000 千代田区
志帥会 1,160,000 千代田区
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高木信幸後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高木 信幸

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 13. 3. 5

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.23

１ 収入総額 574,933,888

前年繰越額 217,814,149

本年収入額 357,119,739

２ 支出総額 399,124,557

３ 本年収入の内訳
寄附 178,657,160

個人分 5,069,160

政治団体分 173,588,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

178,374,228

山崎拓政経懇話会（計４回） 177,175,698

機関誌広告料 1,198,530

その他の収入 88,351

一件十万円未満のもの 88,351

４ 支出の内訳
経常経費 60,276,451

人件費 41,985,547

備品・消耗品費 4,403,985

事務所費 13,886,919

政治活動費 338,848,106

組織活動費 15,875,618

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,186,284

機関紙誌の発行事業費 5,575,941

政治資金パーティー開催事
業費

7,610,343

寄附・交付金 309,786,204

５ 寄附の内訳
（個人分）
野田 元子 359,160 福岡市
荒木 邦一 100,000 福岡市
長野 豊子 60,000 福岡市

東原 澄江 110,000 久留米市
徳納 崇 120,000 福岡市
原 寛 600,000 福岡市
神崎 泰雄 100,000 三鷹市
千葉 邦郎 400,000 文京区
重松 義一 240,000 練馬区
岡田 達郎 300,000 都・港区
岩崎 福三 1,000,000 鹿児島市
岩崎芳太郎 1,000,000 鹿児島市
渕上 禮三 100,000 福岡市
重松 俊朗 250,000 久留米市
重松 聡江 250,000 久留米市
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
新世紀研究会 1,000,000 佐世保市
自由社会を守る国
民会議

200,000 千代田区

博多織振興連盟 120,000 福岡市
自由民主党福岡第
二選挙区支部

60,200,000 福岡市

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
山崎拓後援会 86,000,000 福岡市
ＬＰＧ拓睦会 268,000 福岡市
日本医師連盟 20,000,000 文京区
日本眼科医連盟 200,000 千代田区
全国ＬＰガス連合
会

5,000,000 都・港区

自由民主党福岡県
支部連合会

100,000 福岡市

６ 特定パーティーの概要
山崎拓政経懇話会
（平成12年１月19

日開催）(636人)

19,879,265 都・港区
(前年収入額 0)

山崎拓政経懇話会
（平成12年４月５
日開催）(869人)

33,880,000 都・港区
(前年収入額 0)

山崎拓政経懇話会
（平成12年８月１
日開催）(852人)

32,040,000 都・港区
(前年収入額 0)

山崎拓政経懇話会
（平成12年12月11

日開催）(2,519人)

91,376,433 都・港区
(前年収入額 0)

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12年４月５日開催）
（政治団体からの対価の支払）

日本医師連盟 1,000,000 文京区
(前年支払額 0)

山崎拓政経懇話会（平成12年８月１日開催）
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

山崎拓政経懇話会（平成12年12月11日開催）
（団体からの対価の支払）
山崎建設j 300,000 都・中央区

(前年支払額 0)

三建設備工業j 300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

jドウリサーチ研
究所

300,000 都・港区
(前年支払額 0)

（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

(前年支払額 0)

日本医師連盟 1,500,000 文京区
(前年支払額 0)

日本歯科医師連盟 1,200,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 67,254,991

前年繰越額 25,445,225

本年収入額 41,809,766

２ 支出総額 32,306,920

３ 本年収入の内訳
寄附 41,800,000

個人分 23,700,000

団体分 13,100,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 9,766

一件十万円未満のもの 9,766

４ 支出の内訳
経常経費 13,674,402

人件費 5,821,644

光熱水費 417,721

備品・消耗品費 4,923,655

事務所費 2,511,382

政治活動費 18,632,518

組織活動費 9,673,403

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,779,974

宣伝事業費 5,779,974

調査研究費 2,579,141

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
菊田 健作 600,000 福島市
奥谷 史人 110,000 青森県名川町
ù水 正康 100,000 福島県船引町
金田 岩男 500,000 郡山市
橋本 賢吉 100,000 郡山市
菊地 四郎 200,000 福島県本宮町
中村 俊明 500,000 郡山市
市野 文治 500,000 郡山市
根 裕久 1,000,000 郡山市
川島 隆 1,000,000 東金市
佐藤 勝三 1,000,000 福島市
齋藤 正明 1,000,000 福島市
佐藤喜一郎 1,000,000 福島市
È川 広明 800,000 郡山市
年間五万円以下の
もの

15,290,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

13,100,000

（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
沢竜会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小沢 辰男

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 13. 3.29

１ 収入総額 215,407,483

前年繰越額 19,913,814

本年収入額 195,493,669

２ 支出総額 149,676,340

３ 本年収入の内訳
寄附 117,434,692

個人分 84,000

団体分 390,000

政治団体分 116,960,692

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

76,580,000

沢竜会セミナー（計２回） 38,410,000
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沢竜会パーティー 38,170,000

その他の収入 1,478,977

事務所賃貸解約敷金戻り 1,411,941

一件十万円未満のもの 67,036

４ 支出の内訳
経常経費 69,315,436

人件費 7,187,924

光熱水費 362,752

備品・消耗品費 5,334,156

事務所費 56,430,604

政治活動費 80,360,904

組織活動費 37,236,381

機関紙誌の発行その他の事業
費

29,020,843

政治資金パーティー開催事
業費

29,020,843

調査研究費 79,330

寄附・交付金 13,640,000

その他の経費 384,350

５ 寄附の内訳
（個人分）
日倉 勝彦 60,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

24,000

（団体分）
酒井医療j 90,000 文京区
j昭和紙工 90,000 新座市
j協立 90,000 板橋区
I稲信会 120,000 札幌市
（政治団体分）
政経文化研究会 23,094,012 千代田区
改革クラブ東京支
部

34,191,596 千代田区

新経済調査会 59,674,359 千代田区
年間五万円以下の
もの

725

６ 特定パーティーの概要
沢竜会セミナー
（平成12年３月31

日開催）(380人)

21,800,000 千代田区
(前年収入額 0)

沢竜会パーティー
(1,300人)

38,170,000 千代田区
(前年収入額 0)

沢竜会セミナー
（平成12年12月１
日開催）(410人)

16,610,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

沢竜会パーティー
（個人からの対価の支払）
梶野 善治 1,000,000 札幌市

(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

田沢智治後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田澤 智治

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 13. 2.27

１ 収入総額 2,026,501

前年繰越額 1,307,329

本年収入額 719,172

２ 支出総額 1,553,976

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(122人) 369,000

寄附 350,000

個人分 350,000

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 1,160,361

人件費 165,010

光熱水費 136,559

備品・消耗品費 71,868

事務所費 786,924

政治活動費 393,615

組織活動費 393,615

５ 寄附の内訳
（個人分）
小山 昭雄 150,000 茅ヶ崎市
菅 脩 200,000 杉並区
但馬久美後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 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 13. 2.20

１ 収入総額 5,844,609

前年繰越額 210,429

本年収入額 5,634,180

２ 支出総額 5,445,478

３ 本年収入の内訳

寄附 4,334,000

個人分 34,000

政治団体分 4,300,000

借入金 1,300,000

林 由美子 50,000

林 久美子 1,250,000

その他の収入 180

一件十万円未満のもの 180

４ 支出の内訳
経常経費 4,235,352

人件費 1,320,000

備品・消耗品費 193,366

事務所費 2,721,986

政治活動費 1,210,126

組織活動費 962,226

選挙関係費 170,000

調査研究費 77,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

34,000

（政治団体分）
公明党参議院比例
第９総支部

4,300,000 神戸市

６ 資産等の内訳
（借入金）
林 久美子 1,250,000

たちばな会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

原田昇左右

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3. 9

１ 収入総額 70,709,442

前年繰越額 5,257,177

本年収入額 65,452,265

２ 支出総額 63,293,998

３ 本年収入の内訳
寄附 24,249,485

個人分 7,289,485

政治団体分 16,960,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

41,199,475

衆議院議員原田昇左右君を励
ます会

19,370,000

衆議院予算委員長原田昇左右
君を励ます会

21,829,475

その他の収入 3,305

一件十万円未満のもの 3,305

４ 支出の内訳
経常経費 16,120,047

人件費 11,222,060

光熱水費 178,447

備品・消耗品費 888,348

事務所費 3,831,192

政治活動費 47,173,951

組織活動費 3,316,629

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,125,014

宣伝事業費 408,987

政治資金パーティー開催事
業費

10,716,027

調査研究費 432,308

寄附・交付金 32,300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
細川三弥太 480,000 子市
長谷川隆二 1,000,000 静岡市
甲賀 新 200,000 焼津市
深澤 正一 200,000 清水市
市川 一郎 300,000 静岡市
原田 隆文 1,000,000 焼津市
前島希久也 60,000 沼津市
大石 恒夫 500,000 静岡市
三輪 淳 100,000 静岡県岡部町
楠田 庄一 100,000 静岡県相良町
石井 紀子 100,000 焼津市
西野 繁夫 200,000 藤枝市
服部 和彦 500,000 静岡市
望月幸次郎 800,000 静岡市
八木憲次郎 500,000 藤枝市
加藤 景 79,485 焼津市
深澤 勝 120,000 静岡県由比町
原田昇左右 1,000,000 焼津市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
全国小売酒販政治
連盟

600,000 目黒区

全国小売酒販政治
連盟静岡支部

100,000 静岡市
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静岡県農政対策協
議会

500,000 静岡市

全国中小企業政治
連盟

500,000 都・港区

静岡県都市開発政
治連盟

200,000 静岡市

静岡県歯科医師政
治連盟

500,000 静岡市

全国理容政治連盟
中央会

200,000 渋谷区

静岡県理容政治連
盟

200,000 静岡市

ＺＥＮＮＡＭＡ政
策研究会

500,000 都・中央区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本専門新聞政治
連盟

200,000 都・港区

全国旅館政治連盟 300,000 千代田区
国際観光旅館連盟 300,000 千代田区
日本商工連盟 100,000 都・中央区
ＴＫＣ静岡政経研
究会

200,000 静岡市

静岡県薬剤師会 300,000 静岡市
静岡県医師連盟 1,000,000 静岡市
道路運送経営研究
会

800,000 新宿区

全国ＬＰガス政治
連盟静岡県支部

300,000 静岡市

自由民主党静岡県
第２選挙区支部

8,000,000 焼津市

年間五万円以下の
もの

160,000

６ 特定パーティーの概要
衆議院議員原田昇
左右君を励ます会
(377人)

19,370,000 都・港区
(前年収入額 0)

衆議院予算委員長
原田昇左右君を励
ます会(436人)

21,829,475 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員原田昇左右君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

衆議院予算委員長原田昇左右君を励ます会
（政治団体からの対価の支払）

日本医師連盟 400,000 文京区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（預金等）

3,341,462

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 13. 2.20

１ 収入総額 21,635,446

前年繰越額 8,084,397

本年収入額 13,551,049

２ 支出総額 15,395,173

３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000

個人分 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,550,000

政経セミナー 9,550,000

その他の収入 1,049

一件十万円未満のもの 1,049

４ 支出の内訳
経常経費 1,576,959

人件費 765,072

光熱水費 218,329

備品・消耗品費 122,319

事務所費 471,239

政治活動費 13,818,214

組織活動費 49,500

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,268,714

政治資金パーティー開催事
業費

1,268,714

寄附・交付金 12,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大槻 博太 1,000,000 福島市
亀谷 典良 1,000,000 福島市
倉島 紀夫 1,000,000 福島市
菅野日出喜 1,000,000 福島市
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経セミナー
（団体からの対価の支払）

三建設備工業j 500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

片山ストラッテッ
ク

250,000 大阪市
(前年支払額 0)

安藤建設 1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

j熊谷組 1,500,000 新宿区
(前年支払額 0)

jユニカ 1,000,000 新宿区
(前年支払額 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 13. 3.15

１ 収入総額 23,989,977

前年繰越額 9,686,052

本年収入額 14,303,925

２ 支出総額 6,592,266

３ 本年収入の内訳
寄附 14,300,000

個人分 10,000,000

政治団体分 4,300,000

その他の収入 3,925

一件十万円未満のもの 3,925

４ 支出の内訳
経常経費 1,220,793

人件費 386,310

光熱水費 267,945

事務所費 566,538

政治活動費 5,371,473

組織活動費 1,209,108

寄附・交付金 4,162,365

５ 寄附の内訳
（個人分）
金子 亮介 1,000,000 長岡市
室橋 順一 500,000 長岡市
大石 昇 300,000 長岡市
神保 功 300,000 長岡市
小林 光一 500,000 見附市
飯利 泰智 200,000 長岡市
ˆ 富夫 500,000 長岡市
樺沢 光夫 200,000 長岡市
大谷 忠男 500,000 新潟県西山町
相場 隆司 300,000 長岡市

外山 種治 500,000 長岡市
恩田 靖邦 200,000 長岡市
加藤 武 500,000 長岡市
加藤 圭子 500,000 長岡市
佐藤雄治郎 500,000 三条市
小山 良一 200,000 柏崎市
木村富美男 500,000 長岡市
山崎 明弘 200,000 長岡市
田中 敏和 200,000 新潟県小国町
岸本 虎雄 300,000 三条市
田中 美衛 300,000 三条市
栗林 政一 200,000 見附市
中山 一彦 300,000 長岡市
杉本 充 200,000 新潟県湯沢町
村上 雅六 200,000 見附市
伊藤 俊子 100,000 須坂市
吉田 精二 100,000 長岡市
年間五万円以下の
もの

700,000

（政治団体分）
新潟県石油政治連
盟

100,000 新潟市

日本精神病院協会
政治連盟

300,000 都・港区

新潟県不動産政治
連盟

200,000 新潟市

日本歯科技工士政
治連盟

1,000,000 新宿区

日本鳶工業連合会 100,000 都・港区
新潟県医師連盟 1,000,000 新潟市
Ｔ・Ｋ・Ｃ関信政
経研究会

200,000 大宮市

酉和会新潟県支部 200,000 新潟市
関東信越税理士政
治連盟

200,000 大宮市

新潟県歯科医師連
盟

1,000,000 新潟市

谷本たかし後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

谷本 巍

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 13. 3.26

１ 収入総額 14,581,588

前年繰越額 10,570,157

本年収入額 4,011,431

™
›

›



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

２ 支出総額 3,568,295

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 11,431

一件十万円未満のもの 11,431

４ 支出の内訳
経常経費 1,099,350

人件費 720,000

備品・消耗品費 79,350

事務所費 300,000

政治活動費 2,468,945

組織活動費 1,514,950

選挙関係費 519,700

機関紙誌の発行その他の事業
費

434,295

機関紙誌の発行事業費 434,295

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
玉井敏男後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

玉井 敏男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

松山市議会議員

報告年月日 13. 1.11

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.28

１ 収入総額 24,437,955

前年繰越額 12,373,760

本年収入額 12,064,195

２ 支出総額 18,267,373

３ 本年収入の内訳
寄附 12,060,000

個人分 1,760,000

政治団体分 10,300,000

その他の収入 4,195

一件十万円未満のもの 4,195

４ 支出の内訳
経常経費 5,059,658

人件費 50,000

備品・消耗品費 3,483,747

事務所費 1,525,911

政治活動費 13,207,715

組織活動費 7,563,899

機関紙誌の発行その他の事業
費

312,926

機関紙誌の発行事業費 312,926

調査研究費 2,369,820

寄附・交付金 2,961,070

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤巻保之輔 480,000 横浜市
黒沼 茂治 480,000 世田谷区
田口 正典 240,000 相模原市
真壁 潔 240,000 平塚市
正木 勉 120,000 千葉市
藤巻 司郎 200,000 横浜市
（政治団体分）
全国木材産業政治
連盟

1,000,000 千代田区

芳翔フォーラム 9,000,000 目黒区
道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 9,000,000 8.12.24

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 13. 3. 9

１ 収入総額 70,961,581

前年繰越額 44,299,324

本年収入額 26,662,257

２ 支出総額 54,867,029

３ 本年収入の内訳
寄附 26,643,731

個人分 13,823,000

団体分 140,000

政治団体分 12,680,731

その他の収入 18,526

一件十万円未満のもの 18,526

４ 支出の内訳
経常経費 28,789,414

人件費 11,069,742

光熱水費 595,886

備品・消耗品費 6,326,524

事務所費 10,797,262

政治活動費 26,077,615

組織活動費 25,677,615

選挙関係費 400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大野 愃三 120,000 松山市
清家 彦和 60,000 横浜市
三好 七郎 60,000 松山市
羽田 政市 300,000 愛媛県一本松

町
松本 直幸 100,000 宇和島市
坂本 信哉 100,000 愛媛県広見町
井元 達男 1,000,000 長崎県生月町
金子 源吉 1,000,000 長崎市
柿崎 清 200,000 山形県小国町
松田 勇 1,000,000 愛媛県城辺町
中村 恒一 800,000 鎌倉市
鳥羽 良介 60,000 宇和島市
西山 周 300,000 松山市
西山 正志 300,000 愛媛県松前町
川口 宮章 90,000 愛媛県御荘町
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
大野 阜芝 160,000 宇和島市
宇都宮 和 480,000 愛媛県宇和町
田原 実 480,000 松山市
中尾 信雄 120,000 愛媛県御荘町
松本 泰幸 120,000 松山市
立花 千春 120,000 宇和島市
上田 干城 360,000 宇和島市
嶋川 武文 120,000 愛媛県三瓶町
里井 哲明 330,000 宇和島市
藤井 朝廣 120,000 愛媛県宇和町
入江 伸明 360,000 愛媛県津島町
新地 重昭 480,000 八幡浜市
河野 一人 120,000 愛媛県宇和町

山内 一臣 240,000 愛媛県宇和町
下元 利夫 120,000 愛媛県宇和町
高田 博文 120,000 愛媛県宇和町
佐々木雅志 110,000 愛媛県瀬戸町
年間五万円以下の
もの

3,293,000

（団体分）
名門サカイj 60,000 宇和島市
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
自由民主党愛媛県
第四選挙区支部

7,680,731 宇和島市

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

衆議院議員

報告年月日 13. 1.29

１ 収入総額 15,417,715

前年繰越額 86,057

本年収入額 15,331,658

２ 支出総額 8,514,833

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(38人) 380,000

寄附 1,770,000

個人分 1,770,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

13,180,000

「郵政民営化論」出版記念パー
ティー

12,700,000

会員勉強会 480,000

その他の収入 1,658

一件十万円未満のもの 1,658

４ 支出の内訳
政治活動費 8,514,833

組織活動費 306,908

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,207,925

政治資金パーティー開催事
業費

4,207,925

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
片山 義規 1,500,000 川崎市

™
›

œ



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

松沢 成文 270,000 川崎市
６ 特定パーティーの概要
「郵政民営化論」
出 版 記 念 パ ー
ティー(635人)

12,700,000 都・港区
(前年収入額 0)

地域政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野中 広務

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 50,014,031

前年繰越額 5,944,031

本年収入額 44,070,000

２ 支出総額 48,063,721

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(297人) 35,690,000

寄附 8,380,000

個人分 360,000

政治団体分 8,020,000

４ 支出の内訳
経常経費 33,812,999

人件費 11,658,767

光熱水費 611,778

備品・消耗品費 3,375,321

事務所費 18,167,133

政治活動費 14,250,722

組織活動費 658,150

調査研究費 592,572

寄附・交付金 13,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀谷 義昭 120,000 京都市
角 禎昭 120,000 京都市
荒木 茂 120,000 京都市
（政治団体分）
自由民主党本部 5,000,000 千代田区
自由民主党京都府
支部連合会

3,020,000 京都市

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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 86,269,141

前年繰越額 3,021,664

本年収入額 83,247,477

２ 支出総額 72,669,005

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(34人) 2,820,000

寄附 11,000,000

個人分 1,160,000

政治団体分 9,840,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

69,419,160

横内正明君を励ます会 50,329,160

地域未来研究会第10回セミ
ナー

19,090,000

その他の収入 8,317

一件十万円未満のもの 8,317

４ 支出の内訳
経常経費 4,885,303

人件費 94,000

備品・消耗品費 3,356,353

事務所費 1,434,950

政治活動費 67,783,702

組織活動費 6,025,074

選挙関係費 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,258,628

政治資金パーティー開催事
業費

8,258,628

寄附・交付金 43,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
伊藤 雄康 100,000 目黒区
宮川 勝馬 60,000 山梨県 形町
赤岡 啓二 1,000,000 山梨県田富町
（政治団体分）
全国管工事業政治
連盟

1,500,000 都・府中市

北斗政経研究会 200,000 千代田区
新政治問題研究会 1,200,000 千代田区
日本司法書士政治
連盟山梨会

80,000 甲府市

山梨県不動産政治
連盟

300,000 甲府市

ＴＫＣ西東京山梨
政経研究会

300,000 八王子市

ＴＫＣ全国政経研
究会

200,000 新宿区

朗友会 200,000 山梨市
日本不動産鑑定政
治連盟

1,200,000 都・港区

税理士による横内
正明後援会

200,000 山梨県竜王町

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区
山梨県歯科医師連
盟

100,000 甲府市

山梨県道路運送経
営研究会

500,000 山梨県石和町

山梨県中小企業政
治連盟

300,000 甲府市

自由民主党北海道
衆議院比例区第１
支部

1,000,000 釧路市

平成研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

60,000

６ 特定パーティーの概要
横内正明君を励ま
す会(1,631人)

50,329,160 千代田区
(前年収入額 0)

地域未来研究会第
10回セミナー(682

人)

19,090,000 千代田区
(前年収入額 0)

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）
トヨタビスタ山梨
j

1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

トヨタホーム山梨
j

500,000 山梨県昭和町
(前年支払額 0)

甲府通運j 500,000 山梨県田富町
(前年支払額 0)

植野興業j 1,000,000 塩山市
(前年支払額 0)

三和建材j 1,000,000 大月市
(前年支払額 0)

天野工業j 1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

長田組土木j 1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

扶桑建設j 500,000 山梨県身延町
(前年支払額 0)

山崎建設j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

京浜測器j 340,000 品川区
(前年支払額 0)

jコンピュータマ
インド

1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

jコミヤマ工業 1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

内藤商事j 300,000 韮崎市
(前年支払額 0)

近藤工業j 300,000 山梨県身延町
(前年支払額 0)

東亜グラウト工業
j

500,000 江東区
(前年支払額 0)

東江商事j 300,000 江東区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
住産協政治連盟 400,000 新宿区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,710,512 8. 7.18

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 13. 3.26

１ 収入総額 14,517,256

前年繰越額 8,125,578

本年収入額 6,391,678

２ 支出総額 10,067,407

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(68人) 211,000

寄附 5,978,000

個人分 5,978,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

200,000

クリアファイル販売 200,000

その他の収入 2,678

一件十万円未満のもの 2,678

４ 支出の内訳
経常経費 1,682,448

人件費 306,770

備品・消耗品費 501,859

事務所費 873,819

政治活動費 8,384,959

組織活動費 243,626

™
›

�



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

選挙関係費 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

790,650

宣伝事業費 790,650

調査研究費 350,683

５ 寄附の内訳
（個人分）
平岡 俊彦 100,000 西宮市
久保田 俊 100,000 町田市
杉山 嘉一 100,000 横浜市
松下 仁 100,000 日立市
川嶋 元士 120,000 目黒区
大畠 章宏 5,150,000 日立市
年間五万円以下の
もの

308,000

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 13. 3. 9

１ 収入総額 63,630,253

前年繰越額 682,878

本年収入額 62,947,375

２ 支出総額 63,524,138

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

62,940,000

地球環境・エネルギー問題研
究会（計９回）

33,460,000

加納時男君の出版を祝う会 29,480,000

その他の収入 7,375

一件十万円未満のもの 7,375

４ 支出の内訳
経常経費 26,524,185

人件費 10,187,703

備品・消耗品費 1,619,121

事務所費 14,717,361

政治活動費 36,999,953

組織活動費 14,991,063

機関紙誌の発行その他の事業
費

15,891,833

政治資金パーティー開催事
業費

15,891,833

調査研究費 5,967,057

寄附・交付金 150,000

５ 特定パーティーの概要
加納時男君の出版
を 祝 う 会
(1,116人)

29,480,000 都・港区
(前年収入額 0)

地球環境政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小泉 晨一

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 13. 3.21

１ 収入総額 2,338,574

前年繰越額 542,678

本年収入額 1,795,896

２ 支出総額 952,500

３ 本年収入の内訳
寄附 1,795,890

政治団体分 1,795,890

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 12,180

事務所費 12,180

政治活動費 940,320

機関紙誌の発行その他の事業
費

940,320

宣伝事業費 940,320

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

1,795,890

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

宮崎 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 13. 4. 2

１ 収入総額 3,321,000

前年繰越額 143,710

本年収入額 3,177,290

２ 支出総額 3,255,562

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(106人) 1,272,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,900,000

新エネルギー政策委託調査 260,000

新冷媒委託調査 800,000

地球温暖化対策調査 840,000

その他の収入 5,290

一件十万円未満のもの 5,290

４ 支出の内訳
経常経費 2,217,174

人件費 1,510,300

備品・消耗品費 172,926

事務所費 533,948

政治活動費 1,038,388

組織活動費 507,659

機関紙誌の発行その他の事業
費

311,137

機関紙誌の発行事業費 311,137

調査研究費 219,592

地方行政研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

土屋 義彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

埼玉県知事

報告年月日 13. 3.15

１ 収入総額 41,298,177

前年繰越額 391,116

本年収入額 40,907,061

２ 支出総額 40,990,204

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,056人) 30,840,000

寄附 10,057,701

個人分 4,877,701

政治団体分 5,180,000

その他の収入 9,360

一件十万円未満のもの 9,360

４ 支出の内訳
経常経費 29,727,373

人件費 16,326,794

光熱水費 1,238,786

備品・消耗品費 800,334

事務所費 11,361,459

政治活動費 11,262,831

組織活動費 5,829,152

選挙関係費 4,142,526

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,291,153

宣伝事業費 1,291,153

５ 寄附の内訳
（個人分）

年間五万円以下の
もの

4,877,701

（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

5,180,000

６ 資産等の内訳
（敷金）
j小峰ビルディング 4,000,000 7. 4. 1

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 13. 2.16

１ 収入総額 83,314,121

本年収入額 83,314,121

２ 支出総額 34,168,859

３ 本年収入の内訳
寄附 31,573,230

個人分 19,593,230

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

51,738,950

森元恒雄君を励ます会 51,738,950

その他の収入 1,941

一件十万円未満のもの 1,941

４ 支出の内訳
経常経費 12,067,221

人件費 3,672,710

光熱水費 140,669

備品・消耗品費 2,153,155

事務所費 6,100,687

政治活動費 22,101,638

組織活動費 4,345,090

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,719,233

政治資金パーティー開催事
業費

4,719,233

寄附・交付金 13,035,965

その他の経費 1,350

５ 寄附の内訳
（個人分）
沼田 憲男 100,000 千代田区
森元 恒雄 10,000,000 川崎市
佐藤 達三 100,000 世田谷区
的石 淳一 100,000 横浜市
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山口 均 100,000 調布市
石原 信雄 200,000 川崎市
林 省吾 100,000 川崎市
前川 尚美 110,000 千葉市
滝沢 忠徳 100,000 茨城県守谷町
襲田 正徳 100,000 目黒区
北神 智 100,000 大阪市
高島 進 100,000 練馬区
斎藤 誠治 100,000 京都市
久世 公堯 100,000 世田谷区
谷本 正憲 100,000 金沢市
橋本 昌 100,000 水戸市
藤原 利絋 100,000 新宿区
石津 廣司 100,000 世田谷区
松本 英昭 100,000 市川市
馬瀬 寛 100,000 越谷市
吉田 弘正 100,000 新宿区
細野 光弘 100,000 千代田区
木村 仁 100,000 熊本市
川村 仁弘 100,000 川崎市
滝 実 100,000 生駒市
岩崎 忠夫 100,000 佐久市
小寺 弘之 100,000 前橋市
年間五万円以下の
もの

6,883,230

（政治団体分）
松交会 10,000,000 千代田区
自由民主党奈良県
第三選挙区支部

100,000 御所市

森元恒雄兵庫県後
援会

1,000,000 神戸市

自由社会を守る国
民会議

800,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

80,000

６ 特定パーティーの概要
森元恒雄君を励ま
す会(2,506人)

51,738,950 都・港区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（敷金）
佐藤不動産j 2,282,000 12. 5.24

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 13. 4. 4

１ 収入総額 37,090,621

前年繰越額 2,460,621

本年収入額 34,630,000

２ 支出総額 30,198,579

３ 本年収入の内訳
寄附 3,500,000

個人分 3,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

31,130,000

中央政治経済研究会昼食会 9,500,000

瓦防衛庁長官を囲む会 10,330,000

中央政治経済研究会朝食会 11,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 15,122,176

人件費 10,253,600

光熱水費 1,357,238

備品・消耗品費 1,963,420

事務所費 1,547,918

政治活動費 15,076,403

組織活動費 8,149,823

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,376,580

宣伝事業費 372,560

政治資金パーティー開催事
業費

5,772,642

その他の事業費 231,378

寄附・交付金 550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
新田 久義 120,000 七尾市
荒牧 久志 120,000 杉並区
金岡 寛 1,000,000 富山市
星 貢市 1,000,000 戸田市
中部 栄子 200,000 品川区
三浦 弘 60,000 東久留米市
真柄 敏郎 1,000,000 金沢市
６ 特定パーティーの概要
瓦防衛庁長官を囲
む会(565人)

10,330,000 金沢市
(前年収入額 0)

中央政治経済研究
会朝食会(570人)

11,300,000 都・港区
(前年収入額 0)

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

参議院議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 1,320,000

前年繰越額 10,000

本年収入額 1,310,000

２ 支出総額 1,320,000

３ 本年収入の内訳
借入金 1,310,000

伊藤 忠夫 900,000

伊藤 礼子 410,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,320,000

人件費 120,000

事務所費 1,200,000

長期政治経済政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

安倍 基雄

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 13. 3.29

１ 収入総額 8,167,096

前年繰越額 8,067,096

本年収入額 100,000

２ 支出総額 8,147,837

３ 本年収入の内訳
寄附 100,000

個人分 100,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,294,891

備品・消耗品費 741,589

事務所費 553,302

政治活動費 6,852,946

組織活動費 852,946

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
片山 元宏 100,000 静岡県新居町
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 13. 1.30

１ 収入総額 35,652,078

前年繰越額 22,046,709

本年収入額 13,605,369

２ 支出総額 26,608,438

３ 本年収入の内訳
寄附 13,600,000

個人分 1,360,000

団体分 100,000

政治団体分 12,140,000

その他の収入 5,369

一件十万円未満のもの 5,369

４ 支出の内訳
経常経費 2,549,707

人件費 600,000

備品・消耗品費 239,445

事務所費 1,710,262

政治活動費 24,058,731

寄附・交付金 23,698,731

その他の経費 360,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
五箇 甚三 120,000 富山県婦中町
杉林 純雄 130,000 富山県八尾町
金森 俊夫 130,000 富山市
稲波三郎右衛門 230,000 富山市
加藤 良治 130,000 富山市
永田 義邦 120,000 高岡市
東 貞夫 120,000 富山市
年間五万円以下の
もの

380,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
酉和会 100,000 目黒区
富山県柔道整復師
政治連盟

120,000 富山市

ながせ甚遠オール
後援会

120,000 富山市

甚励会 2,200,000 江東区
日本自動車整備政
治連盟

300,000 都・港区

全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
慶雲会 100,000 魚津市
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
全国配置家庭薬政
治連盟

200,000 富山市

日本医師連盟 6,000,000 文京区
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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 13. 3.27

１ 収入総額 17,503,109

前年繰越額 9,400,000

本年収入額 8,103,109

２ 支出総額 6,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,100,000

個人分 2,100,000

借入金 6,000,000

田中 直紀 6,000,000

その他の収入 3,109

一件十万円未満のもの 3,109

４ 支出の内訳
政治活動費 6,000,000

寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
相場 隆司 300,000 長岡市
小林 光一 300,000 見附市
高橋 富夫 300,000 長岡市
神保 功 100,000 長岡市
室橋 順一 100,000 長岡市
大石 昇 100,000 長岡市
佐藤雄治郎 300,000 三条市
山崎 明弘 100,000 長岡市
木村富美男 100,000 長岡市
田中 敏和 100,000 新潟県小国町
外山 種治 300,000 三条市
６ 資産等の内訳
（借入金）
田中 直紀 25,000,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 72,157,778

前年繰越額 4,767,060

本年収入額 67,390,718

２ 支出総額 70,914,725

３ 本年収入の内訳
寄附 14,170,000

個人分 13,430,000

団体分 240,000

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

53,220,000

新政研21フォーラム（計３回） 53,220,000

その他の収入 718

一件十万円未満のもの 718

４ 支出の内訳
経常経費 11,691,379

人件費 7,478,872

光熱水費 201,813

備品・消耗品費 863,850

事務所費 3,146,844

政治活動費 59,223,346

組織活動費 2,959,200

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,264,146

政治資金パーティー開催事
業費

10,264,146

寄附・交付金 44,000,000

その他の経費 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山崎 秀冠 360,000 前橋市
田中 祥介 1,300,000 大田区
貫洞 一夫 120,000 中野区
山崎 誠三 800,000 世田谷区
仲 敏文 200,000 大和高田市
岩崎 嘉秋 300,000 所沢市
瀬戸壽太郎 300,000 世田谷区
五味 典雄 120,000 浦安市
川田 貢 1,000,000 高崎市
清水喜久夫 1,000,000 群馬県榛名町
細金 鉚生 300,000 都・港区
山岡 幸夫 500,000 品川区
川島 崇 500,000 渋川市
川島 理 500,000 渋川市
伊藤徳三郎 100,000 台東区
末村 重雄 200,000 高崎市
栗原 稔 1,000,000 新宿区
安藤 百福 1,000,000 池田市
大村 義親 1,000,000 新宿区
岸 仲哉 100,000 高崎市

浅賀 方正 100,000 藤岡市
金井 靖子 500,000 高崎市
山崎 富治 1,000,000 渋谷区
戸塚 巌 100,000 高崎市
松田 良三 100,000 高崎市
菅谷 功 100,000 前橋市
大竹 美善 120,000 板橋区
年間五万円以下の
もの

710,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

240,000

（政治団体分）
群馬県興農政治連
盟

500,000 前橋市

６ 特定パーティーの概要
新政研21フォーラ
ム（平成12年３月
10日開催）(883人)

17,660,000 千代田区
(前年収入額 0)

新政研21フォーラ
ム（平成12年７月
26日開催）(877人)

17,540,000 千代田区
(前年収入額 0)

新政研21フォーラ
ム（平成12年11月
28日開催）(901人)

18,020,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（借入金）
福田 康夫 11,300,000

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 13. 2.27

１ 収入総額 45,472,750

前年繰越額 2,442,418

本年収入額 43,030,332

２ 支出総額 44,812,759

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5人) 176,000

寄附 13,690,000

個人分 5,010,000

団体分 80,000

政治団体分 8,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,160,000

機関紙発行 700,000

細田博之君を励ます会 28,460,000

その他の収入 4,332

一件十万円未満のもの 4,332

４ 支出の内訳
経常経費 17,841,533

人件費 4,158,000

光熱水費 131,957

備品・消耗品費 6,263,975

事務所費 7,287,601

政治活動費 26,971,226

組織活動費 12,789,615

選挙関係費 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,514,883

機関紙誌の発行事業費 147,600

宣伝事業費 653,179

政治資金パーティー開催事
業費

5,714,104

調査研究費 666,728

５ 寄附の内訳
（個人分）
原田 弾 110,000 都・中央区
細金 鉚生 600,000 都・中央区
林 信久 500,000 新宿区
山口 義二 1,500,000 世田谷区
手柴 良一 1,000,000 川崎市
須藤 英章 200,000 松戸市
森本 紀彦 100,000 松江市
出川 修治 500,000 松江市
山口 哲也 500,000 世田谷区
（団体分）
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
島根県農業者政治
連盟

500,000 松江市

島根県司法書士政
治連盟

100,000 松江市

税理士による細田
博之後援会

80,000 松江市

島根県税理士政治
連盟

100,000 松江市

日本商工連盟 1,100,000 都・中央区
国観連政経懇話会 1,000,000 千代田区
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全国自動車共済政
治連盟

500,000 新宿区

道路運送経営研究
会

800,000 新宿区

全国中小企業政治
協会

200,000 都・港区

全日本病院政治連
盟

500,000 千代田区

島根県石油政治連
盟

300,000 松江市

日本精神病院協会
政治連盟

1,000,000 都・港区

島根県酪農政治連
盟

100,000 大田市

島根県商工政治連
盟

100,000 松江市

島根県医師連盟 800,000 松江市
全国小売酒販政治
連盟

1,300,000 目黒区

年間五万円以下の
もの

120,000

６ 特定パーティーの概要
細田博之君を励ま
す会(595人)

28,460,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
細田博之君を励ます会
（団体からの対価の支払）
j浅沼組 1,000,000 大阪市

(前年支払額 0)

j第一 1,000,000 泉佐野市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
ZENNAMA政策研究
会

1,000,000 都・中央区
(前年支払額 0)

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

二睦会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石井 一二

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 13. 3. 5

１ 収入総額 73,362,443

前年繰越額 3,859,568

本年収入額 69,502,875

２ 支出総額 72,442,959

３ 本年収入の内訳
寄附 52,239,750

個人分 4,040,000

政治団体分 48,199,750

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,210,000

二睦会年次研修会 3,480,000

二睦会出版記念レセプション
（計２回）

5,730,000

その他の収入 8,053,125

立法事務費 7,800,000

一件十万円未満のもの 253,125

４ 支出の内訳
経常経費 38,944,562

人件費 15,958,370

光熱水費 523,776

備品・消耗品費 6,197,687

事務所費 16,264,729

政治活動費 33,498,397

組織活動費 3,371,370

機関紙誌の発行その他の事業
費

29,649,348

宣伝事業費 24,413,780

政治資金パーティー開催事
業費

5,235,568

調査研究費 477,679

５ 寄附の内訳
（個人分）
中末 昭彦 1,200,000 神戸市
高橋 一彦 1,000,000 練馬区
大森 進 500,000 世田谷区
浅野 仁一 500,000 芦屋市
緒方 巧 100,000 練馬区
田浦 久幸 100,000 練馬区
町田 敬之 80,000 都・港区
元泉 信一 60,000 川崎市
二川 和良 500,000 加古川市
（政治団体分）
自由連合参議院第
一総支部

6,430,000 千代田区

自由連合 41,769,750 千代田区
塚原光良を支える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塚原 光良

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2. 2

１ 収入総額 5,010,000

本年収入額 5,010,000

２ 支出総額 4,151,012

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(121人) 1,280,000

寄附 3,700,000

個人分 3,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

30,000

塚原光良多摩定例報告会 30,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,923,519

人件費 1,350,000

光熱水費 199,169

備品・消耗品費 357,717

事務所費 2,016,633

政治活動費 227,493

組織活動費 42,000

選挙関係費 39,515

機関紙誌の発行その他の事業
費

102,128

機関紙誌の発行事業費 46,502

宣伝事業費 39,126

その他の事業費 16,500

調査研究費 43,850

５ 寄附の内訳
（個人分）
塚原 光良 1,000,000 多摩市
塚原 正彦 1,000,000 牛久市
塚原 實 500,000 牛久市
鈴木 欣也 100,000 練馬区
泉 道夫 300,000 杉並区
宮崎 陽 500,000 多摩市
西村ミヤ子 300,000 多摩市
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 13. 2. 7

１ 収入総額 14,716,608

前年繰越額 1,496,608

本年収入額 13,220,000

２ 支出総額 14,687,588

３ 本年収入の内訳
寄附 13,220,000

個人分 720,000

政治団体分 12,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,560,000

人件費 1,560,000

政治活動費 13,127,588

組織活動費 627,588

寄附・交付金 12,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

720,000

（政治団体分）
日本薬剤師連盟 10,500,000 渋谷区
製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
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

衆議院議員

報告年月日 13. 2.14

１ 収入総額 7,791,644

前年繰越額 658,203

本年収入額 7,133,441

２ 支出総額 7,461,181

３ 本年収入の内訳
寄附 7,132,927

個人分 100,000

政治団体分 7,032,927

その他の収入 514

一件十万円未満のもの 514

４ 支出の内訳
経常経費 211,181

事務所費 211,181

政治活動費 7,250,000

寄附・交付金 7,250,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
民主党 7,000,000 千代田区
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年間五万円以下の
もの

32,927

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 13. 3.26

１ 収入総額 62,484,274

前年繰越額 37,278,582

本年収入額 25,205,692

２ 支出総額 59,164,560

３ 本年収入の内訳
寄附 4,318,000

個人分 4,318,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,845,000

てつお国土研究会新年会（計
２回）

3,450,000

三月てつお国土研究会 2,100,000

四月てつお国土研究会 5,415,000

五月てつお国土研究会 1,300,000

七月東京役員会 1,200,000

八月東京理事会 1,400,000

十月金決役員会 2,100,000

忘年会 3,880,000

その他の収入 42,692

一件十万円未満のもの 42,692

４ 支出の内訳
経常経費 1,367,211

人件費 332,934

光熱水費 10,000

備品・消耗品費 475,100

事務所費 549,177

政治活動費 57,797,349

選挙関係費 13,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,797,349

その他の事業費 4,797,349

寄附・交付金 40,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
沓掛 真一 1,500,000 金沢市
真柄 敏郎 1,000,000 金沢市
年間五万円以下の
もの

1,818,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 14,038,592

前年繰越額 5,680,278

本年収入額 8,358,314

２ 支出総額 10,378,009

３ 本年収入の内訳
寄附 8,358,000

個人分 4,538,000

政治団体分 3,820,000

その他の収入 314

一件十万円未満のもの 314

４ 支出の内訳
経常経費 2,792,735

備品・消耗品費 2,291,309

事務所費 501,426

政治活動費 7,585,274

組織活動費 5,933,184

調査研究費 312,090

寄附・交付金 1,340,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森田 浩敏 120,000 宇都宮市
渡辺 眞幸 500,000 宇都宮市
増渕 秋雄 500,000 宇都宮市
矢野 愛子 360,000 宇都宮市
釜井 督夫 354,000 宇都宮市
中田 均 114,000 宇都宮市
助川 友二 114,000 宇都宮市
堀江 精治 116,000 宇都宮市
岩原 成年 1,000,000 宇都宮市
野中 耕一 1,000,000 宇都宮市
渡辺 勇雄 360,000 宇都宮市
（政治団体分）
志帥会 3,820,000 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 13. 3.30

１ 収入総額 13,606,752

前年繰越額 6,046,213

本年収入額 7,560,539

２ 支出総額 9,881,922

３ 本年収入の内訳
寄附 7,560,000

個人分 3,760,000

政治団体分 3,800,000

その他の収入 539

一件十万円未満のもの 539

４ 支出の内訳
経常経費 9,765,897

人件費 121,000

備品・消耗品費 1,282,714

事務所費 8,362,183

政治活動費 116,025

調査研究費 56,025

寄附・交付金 60,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山田 義之 300,000 佐賀県諸富町
立花 末馬 100,000 鹿島市
西村 正敏 500,000 佐賀県太良町
植松 信次 100,000 鹿島市
副島 妙子 100,000 佐賀県太良町
副島敬三郎 100,000 佐賀県太良町
岡本 清一 550,000 佐賀県芦刈町
野中 忠春 100,000 枚方市
佐藤 栄一 500,000 熊本市
市川 竹造 120,000 福岡市
枝国 五雄 100,000 佐賀県川副町
年間五万円以下の
もの

1,190,000

（政治団体分）
弘南会 1,800,000 大阪市
平成研究会 2,000,000 千代田区
東亜研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤尾 正行

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 13. 3.13

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 13. 3.26

１ 収入総額 56,865,647

前年繰越額 40,852,906

本年収入額 16,012,741

２ 支出総額 18,020,611

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,233人) 10,680,000

寄附 1,940,000

個人分 790,000

政治団体分 1,150,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,380,000

総会 3,380,000

その他の収入 12,741

一件十万円未満のもの 12,741

４ 支出の内訳
経常経費 6,721,668

人件費 486,000

光熱水費 238,324

備品・消耗品費 892,358

事務所費 5,104,986

政治活動費 11,298,943

組織活動費 5,600,593

調査研究費 1,698,350

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
安田 甫 500,000 名古屋市
亀井とも子 100,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

190,000

（政治団体分）
愛知県薬剤師政治
連盟

200,000 名古屋市

愛知県医師連盟 100,000 名古屋市
愛知県商工政治連
盟

200,000 名古屋市

愛知県中小企業政
策連盟

200,000 名古屋市

日本行政書士政治
連盟愛知会

100,000 名古屋市

愛知県生コン政策
研究会

100,000 名古屋市
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愛知県歯科医師連
盟

100,000 名古屋市

愛知県商店街政治
連盟

100,000 名古屋市

年間五万円以下の
もの

50,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

東京英友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

畑 英次郎

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 13. 3.19

１ 収入総額 19,682,656

前年繰越額 19,332,656

本年収入額 350,000

２ 支出総額 16,214,114

３ 本年収入の内訳
寄附 350,000

個人分 50,000

政治団体分 300,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,649,929

人件費 500,000

備品・消耗品費 614,482

事務所費 2,535,447

政治活動費 12,564,185

組織活動費 4,394,185

寄附・交付金 8,170,000

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）
日本治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

東京山栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中尾 栄一

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 13. 3.30

１ 収入総額 108,520,207

前年繰越額 34,564,207

本年収入額 73,956,000

２ 支出総額 108,520,207

３ 本年収入の内訳
寄附 22,656,000

個人分 10,206,000

団体分 1,520,000

政治団体分 10,930,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

51,300,000

中尾栄一と明日の日本を語る
国際政経セミナー

51,300,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,699,905

人件費 3,020,000

備品・消耗品費 353,455

事務所費 326,450

政治活動費 104,820,302

組織活動費 5,671,410

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,502,340

政治資金パーティー開催事
業費

3,502,340

寄附・交付金 95,646,552

５ 寄附の内訳
（個人分）
中尾 栄一 10,000,000 甲府市
年間五万円以下の
もの

206,000

（団体分）
角栄ガスj 60,000 渋谷区
キャンシステムj 90,000 杉並区
ダイタンj 120,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

1,250,000

（政治団体分）
新労働研究会 60,000 都・港区
自由民主党山梨県
第一選挙区支部

10,870,000 甲府市

６ 特定パーティーの概要

中尾栄一と明日の
日本を語る国際政
経 セ ミ ナ ー
(840人)

51,300,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
中尾栄一と明日の日本を語る国際政経セミナー
（団体からの対価の支払）
トヨタビスタ山梨 1,000,000 甲府市

(前年支払額 0)

甲府通運j 500,000 山梨県田富町
(前年支払額 0)

トヨタホーム山梨
j

300,000 山梨県昭和町
(前年支払額 0)

帝京サービス 1,000,000 板橋区
(前年支払額 0)

天野工業j 1,000,000 大月市
(前年支払額 0)

石井工業 1,000,000 大月市
(前年支払額 0)

昭和建設j 500,000 塩山市
(前年支払額 0)

井尻工業j 1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

jコシヤマ工業 1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

長田組土木j 1,000,000 甲府市
(前年支払額 0)

東京修山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

高鳥 修

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.30

１ 収入総額 22,150,457

前年繰越額 7,760,444

本年収入額 14,390,013

２ 支出総額 20,335,530

３ 本年収入の内訳
寄附 14,387,711

個人分 1,000,000

政治団体分 13,387,711

その他の収入 2,302

一件十万円未満のもの 2,302

４ 支出の内訳
経常経費 12,434,638

人件費 12,147,711

備品・消耗品費 286,927

政治活動費 7,900,892

組織活動費 1,121,567

調査研究費 174,325

寄附・交付金 6,605,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
保坂 武司 1,000,000 新井市
（政治団体分）
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

全国森林土木建設
業政治連盟

1,000,000 千代田区

全国林業政治連盟 300,000 千代田区
民有林振興会 300,000 千代田区
新潟県衆議院比例
区第２支部

11,487,711 上越市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 2,000,000 10. 9.28

東京常山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

関 宗長

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

茨城県議会議員

報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 349,666

前年繰越額 199,536

本年収入額 150,130

２ 支出総額 335,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(6人) 150,000

その他の収入 130

一件十万円未満のもの 130

４ 支出の内訳
経常経費 335,000

事務所費 335,000

東京千代田会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小笠原洋一郎

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 13. 2. 1

１ 収入総額 2,147,022

前年繰越額 147,022

本年収入額 2,000,000
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２ 支出総額 2,075,350

３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000

個人分 2,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 842,213

人件費 337,330

光熱水費 121,024

備品・消耗品費 73,542

事務所費 310,317

政治活動費 1,233,137

組織活動費 1,233,137

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

2,000,000

東京にしこおり淳を支援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

錦織 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 13. 2.28

１ 収入総額 73,826,630

前年繰越額 9,000,000

本年収入額 64,826,630

２ 支出総額 54,107,801

３ 本年収入の内訳
寄附 52,708,326

個人分 22,800,769

政治団体分 29,907,557

その他の収入 12,118,304

負担金 12,000,000

一件十万円未満のもの 118,304

４ 支出の内訳
経常経費 22,339,955

人件費 12,153,590

光熱水費 438,473

備品・消耗品費 1,841,163

事務所費 7,906,729

政治活動費 31,767,846

組織活動費 1,981,986

選挙関係費 9,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,171,425

宣伝事業費 1,171,425

寄附・交付金 19,614,435

５ 寄附の内訳
（個人分）
栃木 義宏 150,000 都・港区
松村 圭造 60,000 相模原市
舩橋 光俊 100,000 川崎市
亀山 輝雄 110,000 大田区
久保井一匡 100,000 大阪市
錦織 一雄 300,000 出雲市
古瀬 倶之 220,000 出雲市
原 満孝 100,000 G飾区
上野 操 100,000 都・中央区
渡辺 八郎 300,000 世田谷区
久保利英明 100,000 千代田区
羽柴 駿 100,000 調布市
鈴木 武志 200,000 千代田区
亀山 道子 100,000 大田区
丸山 輝久 100,000 千代田区
梅村 岳史 100,000 大田区
小原 健 100,000 都・港区
羽山 幸孝 500,000 大田区
黒田 純吉 100,000 大田区
菊地 一郎 300,000 渋谷区
内田 勝巳 1,500,000 新宿区
松井 弘之 500,000 世田谷区
島田十四雄 1,500,000 世田谷区
島田 雄二 1,500,000 世田谷区
田野島孝雄 300,000 福知山市
栗宇 一樹 100,000 千代田区
上原 由夫 1,000,000 志木市
有賀 正明 100,000 千代田区
小檜山 隆 1,000,000 豊島区
大久保ヨシエ 100,000 横浜市
古川 英之 100,000 四街道市
井出 正一 100,000 長野県臼田町
中川 登 100,000 世田谷区
日野 春樹 100,000 神戸市
橋本 宏 100,000 世田谷区
木南 直樹 100,000 世田谷区
尾崎 純理 1,000,000 千代田区
米原 義雄 500,000 出雲市
田中 稔 100,000 渋谷区
田中 利雄 100,000 横浜市
森 喬一 100,000 品川区
中村鉄五郎 100,000 豊島区
葉山 水樹 100,000 都・港区
田辺 昭知 100,000 目黒区

土屋 公献 500,000 都・中央区
豊吉 秀明 100,000 杉並区
奥 和義 100,000 杉並区
佐藤 徹 100,000 横浜市
尾木 徹 100,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

8,360,769

（政治団体分）
民主党島根県第２
区総支部

29,907,557 出雲市

６ 資産等の内訳
（借入金）
錦織 淳 38,504,806

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 13. 4. 2

１ 収入総額 1,429,190

前年繰越額 469,190

本年収入額 960,000

２ 支出総額 1,349,581

３ 本年収入の内訳
寄附 960,000

個人分 460,000

政治団体分 500,000

４ 支出の内訳
経常経費 472,595

光熱水費 242,160

備品・消耗品費 25,025

事務所費 205,410

政治活動費 876,986

組織活動費 336,986

寄附・交付金 540,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
吉川 英男 220,000 諌早市
諸熊 正文 240,000 長崎市
（政治団体分）
自由党長崎県第１
総支部

500,000 長崎市

東京博山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

栗原 博久

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 13. 3. 7

１ 収入総額 12,037,235

前年繰越額 537,235

本年収入額 11,500,000

２ 支出総額 12,024,956

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

11,500,000

栗原博久君と日本新生を語る
会

11,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,092,727

人件費 3,650,000

備品・消耗品費 794,536

事務所費 648,191

政治活動費 6,932,229

組織活動費 3,594,128

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,388,101

機関紙誌の発行事業費 368,825

政治資金パーティー開催事
業費

2,019,276

寄附・交付金 950,000

５ 特定パーティーの概要
栗原博久君と日本
新生を語る会(575

人)

11,500,000 千代田区
(前年収入額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 637,831

前年繰越額 7,831

本年収入額 630,000

２ 支出総額 621,172

３ 本年収入の内訳
寄附 630,000

個人分 630,000

４ 支出の内訳
経常経費 174,572

備品・消耗品費 25,632

事務所費 148,940
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政治活動費 446,600

組織活動費 149,700

機関紙誌の発行その他の事業
費

238,670

宣伝事業費 238,670

調査研究費 58,230

５ 寄附の内訳
（個人分）
甲賀 正治 120,000 渋谷区
池田 広義 360,000 長野県豊科町
大久保 博 120,000 市川市
年間五万円以下の
もの

30,000

闘魂会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

猪木 寛至

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 13. 3.22

１ 収入総額 1,309

前年繰越額 1,309

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（貸付金）
国際平和を考える会 6,000,000

（借入金）
jアントン管財 30,500,000

j猪木事務所 2,600,000

猪木 寛至 31,000,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 127,116,403

前年繰越額 643,846

本年収入額 126,472,557

２ 支出総額 123,062,143

３ 本年収入の内訳
寄附 6,423,000

個人分 4,423,000

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

97,885,170

後藤茂之を囲む朝食会（計４
回）

16,998,635

後藤茂之を励ます会（計２回） 80,886,535

借入金 22,160,137

後藤 茂之 22,160,137

その他の収入 4,250

一件十万円未満のもの 4,250

４ 支出の内訳
経常経費 389,822

備品・消耗品費 48,679

事務所費 341,143

政治活動費 122,672,321

組織活動費 997,500

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,014,821

政治資金パーティー開催事
業費

10,014,821

寄附・交付金 111,660,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河野 岩男 100,000 諏訪市
太田 信男 120,000 諏訪市
小川 義人 100,000 長野県下諏訪

町
小口 元康 120,000 長野県下諏訪

町
丸茂 真 110,000 諏訪市
後藤 芳平 70,000 塩尻市
河野 豊彦 90,000 長野県原村
湖山 泰成 1,500,000 富士市
大木 節行 200,000 諏訪市
小松 喬 300,000 塩尻市
西村 秀昭 500,000 世田谷区
小口 晃 1,000,000 堺市
年間五万円以下の
もの

213,000

（政治団体分）
民主党 2,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
後藤茂之を励ます
会（平成12年２月
24日開催）(401人)

46,537,900 千代田区
(前年収入額 0)

後藤茂之を励ます
会（平成12年12月
４日開催）(414人)

34,348,635 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

後藤茂之を囲む朝食会
（団体からの対価の支払）
西野商事j 1,500,000 台東区

(前年支払額 0)

加藤産業j 1,000,000 西宮市
(前年支払額 0)

後藤茂之を励ます会（平成12年２月24日開催）
（団体からの対価の支払）
jわけありフーズ
センター

1,500,000 台東区
(前年支払額 0)

オハヨー乳業 1,200,000 岡山市
(前年支払額 0)

j太平洋エステー
ト

1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

西野商事j 1,500,000 台東区
(前年支払額 0)

jＣＮＳ 1,500,000 台東区
(前年支払額 0)

ＣＴＣテクノロ
ジーj

540,000 江東区
(前年支払額 0)

小岩井乳業 400,000 新宿区
(前年支払額 0)

トオカツフーズj 400,000 横浜市
(前年支払額 0)

ＣＴＣファイナン
シャルエンジニア

360,000 都・中央区
(前年支払額 0)

j東京即売 300,000 豊島区
(前年支払額 0)

jシスコン 1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

加藤産業j 1,500,000 西宮市
(前年支払額 0)

ファミリーコーポ
レーション

240,000 都・港区
(前年支払額 0)

j東京堂 1,500,000 墨田区
(前年支払額 0)

j啓徳社 300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

伊藤忠テクノサイ
エンス

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

ＣＴＣ．ＳＰ 360,000 世田谷区
(前年支払額 0)

日本製粉j 260,000 渋谷区
(前年支払額 0)

日本出版販売j 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

後藤茂之を励ます会（平成12年12月４日開催）
（個人からの対価の支払）
小口 晃 1,500,000 堺市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
jエフケイ 1,000,000 船橋市

(前年支払額 0)

西野商事j 1,500,000 台東区
(前年支払額 0)

オハヨー牛乳j 700,000 岡山市
(前年支払額 0)

加藤産業j 500,000 西宮市
(前年支払額 0)

日本製粉j 300,000 渋谷区
(前年支払額 0)

トオカツフーズj 360,000 横浜市
(前年支払額 0)

j東京堂 1,500,000 墨田区
(前年支払額 0)

カルビーj 400,000 都・北区
(前年支払額 0)

伊藤忠テクノサイ
エンス

800,000 千代田区
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
後藤 茂之 22,160,137

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 13. 3.26

１ 収入総額 129,908,799

前年繰越額 43,015,025

本年収入額 86,893,774

２ 支出総額 91,024,849

３ 本年収入の内訳
寄附 39,474,000

個人分 22,174,000

政治団体分 17,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

47,400,000

機関誌発行 15,900,000

福泉会モーニングセミナー
（計７回）

14,080,000
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小泉政経懇話会モーニングセ
ミナー（計２回）

760,000

福泉会モーニングセミナー懇
親会

16,660,000

その他の収入 19,774

一件十万円未満のもの 19,774

４ 支出の内訳
経常経費 25,780,222

人件費 17,040,320

備品・消耗品費 2,559,363

事務所費 6,180,539

政治活動費 65,244,627

組織活動費 5,539,752

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,788,260

機関紙誌の発行事業費 5,565,356

政治資金パーティー開催事
業費

7,222,904

調査研究費 6,916,615

寄附・交付金 40,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
志賀富士弥 720,000 都・中央区
北代晋一郎 200,000 文京区
荻原 博美 120,000 川崎市
植村 秀 1,000,000 世田谷区
米津 一郎 200,000 一宮市
水村 和夫 200,000 横浜市
中島 完司 200,000 茨城県八千代

町
寺嶋 利夫 200,000 真岡市
足立 堅三 200,000 大和市
大旗 健 200,000 広島市
飯島 民和 90,000 川崎市
山田 三郎 500,000 堺市
水上 弘祥 200,000 札幌市
山浦 義人 1,200,000 駒ヶ根市
綾部 勝敏 200,000 横浜市
村山 好弘 100,000 文京区
清田 一 200,000 鎌倉市
福田 益和 700,000 大阪市
迫 陽一 500,000 鎌倉市
金井 清隆 200,000 都・港区
田中 邦弘 800,000 横浜市
村瀬 賢正 1,150,000 横須賀市
澤田 秀雄 1,500,000 渋谷区

加藤 一郎 500,000 茅ヶ崎市
竹谷内宏明 100,000 都・港区
池田冨士太 100,000 川崎市
森 平三郎 100,000 横浜市
吉田三栄吉 300,000 名古屋市
城所 金平 150,000 稲城市
山内 照清 300,000 杉並区
川口 泰助 100,000 世田谷区
内藤 照美 200,000 茅ヶ崎市
斎藤 章 200,000 横須賀市
小林 茂 200,000 埼玉県大井町
石橋 幸夫 200,000 横須賀市
青柳征八郎 200,000 目黒区
本多 英郎 200,000 多摩市
雨宮 愼一 200,000 横浜市
五十嵐松二 150,000 川崎市
仁藤 照子 120,000 川崎市
宮田 謙一 360,000 川崎市
足立 600,000 臼杵市
前田 完治 100,000 板橋区
大竹 美喜 1,000,000 板橋区
持田 和夫 110,000 川崎市
岡田榮一郎 200,000 川崎市
渋谷 吉久 200,000 群馬県赤城村
渋谷 博文 200,000 群馬県赤城村
渋谷 英 200,000 横浜市
渋谷 祐子 200,000 都・中央区
福田喜久雄 120,000 川崎市
島田 章三 100,000 名古屋市
井上美悠紀 1,000,000 新宿区
本多 隆法 1,000,000 品川区
年間五万円以下の
もの

2,884,000

（政治団体分）
神奈川県自動車整
備政治連盟

100,000 横浜市

日本医師連盟 7,000,000 文京区
日本病院会政治連
盟

1,500,000 千代田区

日本薬業政治連盟 1,500,000 都・中央区
日本商工連盟 500,000 都・中央区
税理士による小泉
純一郎後援会

500,000 横須賀市

製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
健康保険政治連盟 2,000,000 都・港区

全日本不動産政治
連盟

200,000 横浜市

６ 特定パーティーの概要
福泉会モーニング
セミナー懇親会
(833人)

16,660,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
福泉会モーニングセミナー懇親会
（団体からの対価の支払）
g全国地方銀行協
会

700,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 26,895,428

前年繰越額 3,403,038

本年収入額 23,492,390

２ 支出総額 25,795,535

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(3人) 100,000

寄附 5,300,000

個人分 2,000,000

政治団体分 3,300,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

18,090,000

都市エネルギー政策研究会勉
強会（計４回）

18,090,000

その他の収入 2,390

一件十万円未満のもの 2,390

４ 支出の内訳
経常経費 12,933,088

人件費 10,328,930

備品・消耗品費 1,462,448

事務所費 1,141,710

政治活動費 12,862,447

組織活動費 6,577,641

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,645,525

機関紙誌の発行事業費 157,950

宣伝事業費 552,650

政治資金パーティー開催事
業費

3,934,925

調査研究費 29,281

寄附・交付金 610,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
菅井 善三 1,500,000 新宿区
池畑 守 500,000 世田谷区
（政治団体分）
寛清会 300,000 千代田区
大勇会 3,000,000 千代田区
東北政経調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

遠藤 要

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 13. 1.31

１ 収入総額 5,824,449

前年繰越額 254,449

本年収入額 5,570,000

２ 支出総額 5,600,141

３ 本年収入の内訳
寄附 5,570,000

個人分 5,570,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,600,141

光熱水費 313,059

事務所費 5,287,082

５ 寄附の内訳
（個人分）
奥田 和男 720,000 仙台市
小野 義道 720,000 白石市
佐々木一夫 240,000 仙台市
深松 勇 480,000 仙台市
大沼 佑 240,000 宮城県大河原

町
岡崎 禮 480,000 仙台市
奥田 智 480,000 仙台市
上野 春雄 240,000 宮城県亘理町
菊田 浩之 240,000 仙台市
後藤 康平 240,000 仙台市
関 信男 240,000 仙台市
太宰雄一郎 240,000 白石市
井上 敏春 240,000 宮城県柴田町
佐藤 幸一 240,000 角田市
阿部亀久夫 200,000 宮城県亘理町
只野 佳旦 120,000 宮城県豊里町
井上 勁 120,000 仙台市
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京谷 国雄 90,000 仙台市
堂本暁子ネットワーク
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堂本 暁子

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 13. 3.28

１ 収入総額 12,486,400

前年繰越額 4,261,142

本年収入額 8,225,258

２ 支出総額 12,426,781

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(544人) 1,632,000

寄附 5,508,933

個人分 5,508,933

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

83,500

森の会（計４回） 83,500

借入金 1,000,000

堂本 暁子 1,000,000

その他の収入 825

一件十万円未満のもの 825

４ 支出の内訳
経常経費 8,860,837

人件費 6,395,440

光熱水費 80,971

備品・消耗品費 650,111

事務所費 1,734,315

政治活動費 3,565,944

組織活動費 2,258,839

機関紙誌の発行その他の事業
費

63,630

宣伝事業費 63,630

調査研究費 1,243,475

５ 寄附の内訳
（個人分）
原 ひろ子 1,000,000 中野区
菅谷 孝子 200,000 都・港区
井口 博 1,200,000 世田谷区
村松 安子 200,000 三鷹市
山田 聰 97,000 矢板市
年間五万円以下の
もの

2,811,933

統友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

久野統一郎

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 13. 1.10

１ 収入総額 45,769,380

前年繰越額 45,048,048

本年収入額 721,332

２ 支出総額 37,552,214

３ 本年収入の内訳
寄附 700,000

団体分 700,000

その他の収入 21,332

一件十万円未満のもの 21,332

４ 支出の内訳
経常経費 35,665,611

人件費 21,930,000

光熱水費 608,877

備品・消耗品費 1,236,790

事務所費 11,889,944

政治活動費 1,886,603

組織活動費 1,431,343

機関紙誌の発行その他の事業
費

455,260

宣伝事業費 455,260

５ 寄附の内訳
（団体分）
レオ化研j 500,000 都・港区
レオ住建j 200,000 東海市
燈篭の会
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 13. 3.30

１ 収入総額 17,174,383

前年繰越額 820,270

本年収入額 16,354,113

２ 支出総額 16,032,571

３ 本年収入の内訳
寄附 4,768,320

個人分 4,768,320

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

229,580

政治経済情報資料提供 229,580

借入金 11,356,070

米津 等史 11,356,070

その他の収入 143

一件十万円未満のもの 143

４ 支出の内訳
経常経費 10,472,033

人件費 3,169,630

備品・消耗品費 5,436,513

事務所費 1,865,890

政治活動費 5,560,538

組織活動費 5,140,538

寄附・交付金 420,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
藤沢 正彦 140,000 真岡市
神山 利雄 200,000 神戸市
杉原 賢一 1,000,000 大阪府忠岡町
河村 吉植 1,000,000 貝塚市
浜井 良明 100,000 富山市
山口 宜信 800,000 和泉市
田村 悦宏 120,000 世田谷区
遠藤 久人 70,000 渋谷区
手塚 栄司 60,000 江東区
梅田 嘉明 600,000 横浜市
田口 恭一 60,000 世田谷区
村田 哲朗 118,320 世田谷区
菊澤 政夫 120,000 世田谷区
池田 司朗 100,000 富山市
山田 雅稔 120,000 杉並区
中村金四郎 100,000 都・北区
年間五万円以下の
もの

60,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
米津 等史 17,186,357

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 13. 3. 6

１ 収入総額 2,204,910

前年繰越額 334,910

本年収入額 1,870,000

２ 支出総額 2,136,313

３ 本年収入の内訳
寄附 1,870,000

個人分 1,870,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,136,313

人件費 853,400

備品・消耗品費 559,463

事務所費 723,450

５ 寄附の内訳
（個人分）
河合 公子 490,000 大阪市
泉 隆雄 1,000,000 大阪市
金堂 克己 120,000 川崎市
森田 昌克 60,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

200,000

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 13. 3.16

１ 収入総額 525,014

前年繰越額 25,014

本年収入額 500,000

２ 支出総額 525,014

３ 本年収入の内訳
寄附 500,000

政治団体分 500,000

４ 支出の内訳
経常経費 525,014

光熱水費 167,533

備品・消耗品費 187,520

事務所費 169,961

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党参議院選挙
区福島県第１支部

500,000 会津若松市

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 13. 4. 2

１ 収入総額 10,629,264

前年繰越額 10,629,264

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
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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 13. 3. 9

１ 収入総額 14,669,939

前年繰越額 3,069,120

本年収入額 11,600,819

２ 支出総額 14,667,072

３ 本年収入の内訳
寄附 3,560,000

個人分 1,560,000

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

8,040,000

はばたく21世紀の会 8,040,000

その他の収入 819

一件十万円未満のもの 819

４ 支出の内訳
経常経費 1,825,205

人件費 1,017,133

光熱水費 116,211

備品・消耗品費 498,973

事務所費 192,888

政治活動費 12,841,867

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,381,867

宣伝事業費 5,276,920

政治資金パーティー開催事
業費

2,104,947

寄附・交付金 5,460,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
木村 貞行 60,000 茨城県美野里

町
深田 宏 1,500,000 世田谷区
（政治団体分）
徳政会 1,000,000 世田谷区
21世紀の茨城を創
る県民会議

1,000,000 水戸市

都市経営研究会（鈴木 雄三）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 雄三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉県議会議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 300,000

前年繰越額 300,000

２ 支出総額 0

都市政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平山 八郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

世田谷区議会議員

報告年月日 13. 2. 9

１ 収入総額 120,572

前年繰越額 120,572

２ 支出総額 0

都市政策正友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡島 正之

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 13. 4. 2

１ 収入総額 21,399,799

前年繰越額 194,799

本年収入額 21,205,000

２ 支出総額 21,086,390

３ 本年収入の内訳
寄附 19,136,000

個人分 9,716,000

政治団体分 9,420,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,069,000

都市政策正友会例会 920,000

代表者会議 1,149,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,842,058

備品・消耗品費 856,263

事務所費 985,795

政治活動費 19,244,332

組織活動費 855,126

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,323,376

宣伝事業費 265,890

その他の事業費 2,057,486

調査研究費 365,830

寄附・交付金 15,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
石井豊寿郎 200,000 市川市
波多野 仁 100,000 市川市
鶴岡 啓一 100,000 千葉市
大槁 和夫 200,000 船橋市

外木 啓史 200,000 市原市
秋庭 清 100,000 市原市
吉田 裕成 1,000,000 千葉市
青木あや子 1,000,000 鴨川市
大多和貞夫 200,000 千葉県白子町
小池 清一 100,000 市原市
鳥飼 孝 100,000 市原市
小出 国男 300,000 市原市
高澤 正樹 500,000 市原市
加藤 庄司 100,000 市原市
花澤 幸吉 100,000 市原市
年間五万円以下の
もの

5,416,000

（政治団体分）
清沼会 1,000,000 千葉市
新交通体系研究会 1,000,000 千葉市
千葉県不動産政治
連盟市原地区

100,000 千葉市

全国社会保険労務
士政治連盟

100,000 文京区

千葉県薬剤師政治
連盟

100,000 千葉市

千葉県歯科医師政
治連盟

100,000 千葉市

保守党千葉県第３
総支部

7,000,000 千葉市

年間五万円以下の
もの

20,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 15,849,426

前年繰越額 3,003,929

本年収入額 12,845,497

２ 支出総額 12,974,684

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(199人) 6,548,740

寄附 4,130,000

個人分 3,630,000

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

2,166,757

三原まさつぐ出版パーティ 2,166,757

４ 支出の内訳
経常経費 6,806,316

人件費 3,841,984

光熱水費 167,211

備品・消耗品費 32,145

事務所費 2,764,976

政治活動費 6,168,368

組織活動費 2,641,254

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,467,114

政治資金パーティー開催事
業費

3,467,114

調査研究費 60,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
青木 克巳 100,000 足立区
渋谷君美義 60,000 足立区
峯岸 茂隆 100,000 足立区
¨原 正男 1,000,000 足立区
小林 太一 60,000 足立区
鈴木 淑雅 100,000 足立区
門井 政弥 300,000 足立区
鈴木 健児 1,300,000 足立区
古田 正男 500,000 足立区
年間五万円以下の
もの

110,000

（政治団体分）
東京ごねん会 500,000 都・府中市
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 13. 2.28

１ 収入総額 2,918,396

前年繰越額 189,521

本年収入額 2,728,875

２ 支出総額 2,766,322

３ 本年収入の内訳
寄附 2,728,000

個人分 2,428,000

政治団体分 300,000

その他の収入 875

一件十万円未満のもの 875

４ 支出の内訳
経常経費 860,193

™
œ

	



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

人件費 116,460

備品・消耗品費 140,000

事務所費 603,733

政治活動費 1,906,129

組織活動費 1,906,129

５ 寄附の内訳
（個人分）
永久保勇治郎 150,000 神奈川県葉山

町
吉井 昌信 100,000 目黒区
戸田 節子 300,000 小田原市
年間五万円以下の
もの

1,878,000

（政治団体分）
道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

戸田二郎を支持する会
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

衆議院議員

報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 859,467

前年繰越額 859,467

２ 支出総額 840,000

３ 支出の内訳
政治活動費 840,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

840,000

機関紙誌の発行事業費 840,000

虎島和夫四全総研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

虎島 和夫

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 13. 3. 8

１ 収入総額 75,699,448

前年繰越額 34,168,919

本年収入額 41,530,529

２ 支出総額 69,734,871

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5人) 44,000

寄附 41,484,558

個人分 10,150,000

政治団体分 31,334,558

その他の収入 1,971

一件十万円未満のもの 1,971

４ 支出の内訳
経常経費 4,412,902

備品・消耗品費 1,102,105

事務所費 3,310,797

政治活動費 65,321,969

組織活動費 8,867,351

調査研究費 276,865

寄附・交付金 56,177,753

５ 寄附の内訳
（個人分）
河野 敬一 800,000 佐世保市
金子 源吉 1,000,000 長崎市
今川源治郎 1,500,000 福江市
松本 康信 1,500,000 福江市
森 惠治 1,500,000 長崎市
染石 俊幸 500,000 福岡市
田村三津男 1,500,000 福江市
野田 政人 100,000 大村市
森 哲也 100,000 千代田区
上山 政廣 250,000 長崎県波佐見

町
西畑 憲治 100,000 長崎県川棚町
門田 元 100,000 長崎県生月町
野村 稲穂 500,000 長崎県奈良尾

町
虎島 和夫 700,000 福江市
（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
自由民主党長崎県
第三選挙区支部

29,334,558 大村市

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 13. 4. 2

１ 収入総額 13,834,597

前年繰越額 6,924,578

本年収入額 6,910,019

２ 支出総額 9,531,648

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(309人) 1,555,000

寄附 5,354,740

個人分 5,354,740

その他の収入 279

一件十万円未満のもの 279

４ 支出の内訳
経常経費 5,461,970

人件費 2,015,900

光熱水費 298,899

備品・消耗品費 982,539

事務所費 2,164,632

政治活動費 4,069,678

組織活動費 1,006,114

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,571,000

機関紙誌の発行事業費 1,571,000

調査研究費 1,492,564

５ 寄附の内訳
（個人分）
武知 健 120,000 松山市
西村 裕子 120,000 松山市
竿尾 作實 100,000 松山市
真鍋 正彦 120,000 松山市
田部 早巳 80,000 松山市
森 一哉 150,000 松山市
岩崎 吉典 100,000 愛媛県中島町
鎌田 憲二 480,000 松山市
三浦 陽子 300,000 松山市
丹生谷雄久 300,000 松山市
松本 浩治 59,580 松山市
松本 治隆 59,580 松山市
松本 陵志 59,580 松山市
福崎美和子 300,000 松山市
門屋 齊 100,000 松山市
岩岸 博一 240,000 松山市
永野 貞一 120,000 松山市
年間五万円以下の
もの

2,546,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 2,721,168

前年繰越額 1,168

本年収入額 2,720,000

２ 支出総額 2,701,415

３ 本年収入の内訳
寄附 2,720,000

個人分 500,000

政治団体分 2,220,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,403,322

人件費 547,000

備品・消耗品費 191,800

事務所費 664,522

政治活動費 1,298,093

組織活動費 885,920

調査研究費 412,173

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 正見 500,000 千代田区
（政治団体分）
平沼会 500,000 千代田区
裕和会 240,000 千葉市
国際政経研究会 240,000 世田谷区
熹山会 240,000 都・港区
素淮会 500,000 千代田区
新声会 500,000 文京区
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 13. 2.19

１ 収入総額 147,191

前年繰越額 147,191

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 13. 3.16

１ 収入総額 4,425,700

前年繰越額 4,423,212

本年収入額 2,488

２ 支出総額 50,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 2,488

一件十万円未満のもの 2,488

４ 支出の内訳
政治活動費 50,000

組織活動費 50,000
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永井てつお政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

永井 哲男

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 13. 3.29

１ 収入総額 6,591,681

前年繰越額 2,360,859

本年収入額 4,230,822

２ 支出総額 3,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,230,000

個人分 580,000

政治団体分 3,650,000

その他の収入 822

一件十万円未満のもの 822

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
（個人分）
谷本 巍 100,000 板橋区
桜井 雅洋 480,000 調布市
（政治団体分）
民主党北海道 3,650,000 札幌市
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 13. 3.28

１ 収入総額 11,624,902

前年繰越額 23,407

本年収入額 11,601,495

２ 支出総額 8,565,305

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(756人) 756,000

寄附 10,842,440

個人分 6,742,440

政治団体分 4,100,000

その他の収入 3,055

一件十万円未満のもの 3,055

４ 支出の内訳
経常経費 5,905,403

人件費 1,003,000

光熱水費 279,653

備品・消耗品費 1,315,050

事務所費 3,307,700

政治活動費 2,659,902

組織活動費 223,446

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,395,553

機関紙誌の発行事業費 2,082,810

宣伝事業費 312,743

調査研究費 40,273

その他の経費 630

５ 寄附の内訳
（個人分）
山田 達也 200,000 新潟市
荒木 光和 170,000 伊丹市
中村 昭三 500,000 三田市
二神 陽子 100,000 熊本市
澤 昌弘 100,000 大阪市
太田 均 200,000 伊丹市
秋葉 忠利 100,000 広島市
高見 裕一 100,000 世田谷区
國弘 正雄 150,000 世田谷区
藤田 章子 75,000 伊丹市
坂本 洋子 360,000 大宮市
井上 聖 150,000 宝塚市
都築 建躬 300,000 世田谷区
蒲池 孝一 200,000 神戸市
年間五万円以下の
もの

4,037,440

（政治団体分）
社会民主党近畿ブ
ロック協議会

100,000 大阪市

社会民主党 4,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（敷金）
松村 克子 2,000,000 8.11.15

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 13. 1.24

１ 収入総額 38,791,368

前年繰越額 34,256,675

本年収入額 4,534,693

２ 支出総額 28,194,210

３ 本年収入の内訳

寄附 4,518,239

個人分 1,244,000

団体分 774,239

政治団体分 2,500,000

その他の収入 16,454

一件十万円未満のもの 16,454

４ 支出の内訳
経常経費 20,216,035

人件費 5,834,218

備品・消耗品費 4,075,995

事務所費 10,305,822

政治活動費 7,978,175

組織活動費 7,352,485

機関紙誌の発行その他の事業
費

282,870

宣伝事業費 282,870

調査研究費 42,820

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 大介 320,000 帯広市
鎌田 公治 120,000 北海道中標津

町
武田 孝 120,000 北海道広尾町
遊佐 良明 120,000 北海道池田町
西坂 達雄 240,000 北海道池田町
佐藤 純一 120,000 北海道本別町
丹野 唯吉 120,000 北海道芽室町
年間五万円以下の
もの

84,000

（団体分）
j渡辺建設 60,000 北海道池田町
東和工研j 200,000 帯広市
j北口電器商会 60,000 帯広市
日進貿易j 60,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

394,239

（政治団体分）
北海道農協政治連
盟

1,500,000 札幌市

志帥会 1,000,000 千代田区
中北龍太郎を応援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中北龍太郎

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 13. 5.23

１ 収入総額 14,504,466

本年収入額 14,504,466

２ 支出総額 14,472,402

３ 本年収入の内訳
寄附 14,136,000

個人分 13,136,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 368,466

事務所貸付料 360,000

一件十万円未満のもの 8,466

４ 支出の内訳
経常経費 776,835

備品・消耗品費 191,414

事務所費 585,421

政治活動費 13,695,567

組織活動費 495,567

選挙関係費 7,000,000

寄附・交付金 6,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

13,136,000

（政治団体分）
社会民主党近畿ブ
ロック協議会

1,000,000 大阪市

中島章夫新政策フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中島 章夫

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 13. 3.30

１ 収入総額 272,828

前年繰越額 272,731

本年収入額 97

２ 支出総額 100,000

３ 本年収入の内訳
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 100,000

人件費 16,033

備品・消耗品費 7,578

事務所費 76,389
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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 13. 3.16

１ 収入総額 142,446,586

前年繰越額 11,757,828

本年収入額 130,688,758

２ 支出総額 129,366,059

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5人) 70,000

寄附 127,460,000

個人分 1,960,000

政治団体分 125,500,000

その他の収入 3,158,758

車売却代 1,300,000

原状回復工事代 1,120,000

事務所賃貸保証金 736,520

一件十万円未満のもの 2,238

４ 支出の内訳
経常経費 115,536,304

人件費 103,980,706

備品・消耗品費 3,836,336

事務所費 7,719,262

政治活動費 13,829,755

組織活動費 9,488,235

調査研究費 105,000

寄附・交付金 736,520

その他の経費 3,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
川田 省二 60,000 広島市
赤木 嗣道 100,000 松江市
島田 三郎 100,000 安来市
松林 久行 60,000 世田谷区
伊藤 義郎 1,500,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

140,000

（政治団体分）
長期政策総合懇話
会

85,000,000 千代田区

新産業経済研究会 33,500,000 千代田区
自由民主党島根県
第二選挙支部

5,000,000 出雲市

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) 3,500,000 12.10. 1

中田ひろしを支える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中田 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 13. 1.10

１ 収入総額 33,811,242

前年繰越額 3,943,911

本年収入額 29,867,331

２ 支出総額 20,135,144

３ 本年収入の内訳
寄附 29,866,200

個人分 19,616,200

政治団体分 10,250,000

その他の収入 1,131

一件十万円未満のもの 1,131

４ 支出の内訳
経常経費 82,260

事務所費 82,260

政治活動費 20,052,884

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,510,791

機関紙誌の発行事業費 2,510,791

寄附・交付金 16,000,000

その他の経費 1,542,093

５ 寄附の内訳
（個人分）
太田 邦夫 400,000 横浜市
太田 和子 100,000 横浜市
寺尾 和則 120,000 静岡市
秋山 利輝 120,000 横浜市
池本 助夫 780,000 横浜市
池本美奈子 120,000 横浜市
岡田 卓三 120,000 八尾市
岡田 妙美 120,000 八尾市
岩崎桂二郎 120,000 横浜市
岩崎 千江 120,000 横浜市
大森 昇 100,000 横浜市
塚越 住子 110,000 茨城県千代川

村
塚越 康男 620,000 茨城県千代川

村
兵藤 浩 90,000 川崎市

増田 健一 120,000 川崎市
上條 義昭 220,000 渋谷区
久保 博義 197,700 川口市
鍵山秀三郎 100,000 目黒区
二宮 洋 100,000 横浜市
羽原 博 80,000 横浜市
小野寺修身 60,000 横浜市
中村 薫 170,000 川崎市
丸山 正信 1,110,000 横浜市
丸山 保江 110,000 横浜市
丸山 修 140,000 横浜市
豊田 詔子 96,000 飯塚市
佐久間‡二 100,000 横浜市
頼経 健治 1,000,000 大田区
川原千鶴子 96,000 川崎市
内藤 勲 100,000 川崎市
大江みどり 320,000 横浜市
小林 八郎 60,000 川崎市
木原 伸雄 100,000 広島市
亀井 民治 100,000 町田市
田中 義人 100,000 恵那市
山崎 貞雄 1,000,000 大和市
横山 博 150,000 横浜市
河合 八朗 100,000 川崎市
鎌田 善政 100,000 国分市
高堂 仁 100,000 富山市
長 榮一 130,000 川崎市
小嶋 雅俊 260,000 川崎市
神崎 和雄 100,000 横浜市
志田健一郎 60,000 横浜市
宮森 博 1,500,000 横浜市
上甲美代子 100,000 堺市
中田 慎二 100,000 富山市
中田 義明 200,000 富山市
並川 克三 100,000 横浜市
松岡 浩 100,000 岐阜県池田町
太田 眞次 110,000 相模原市
宗像 敏夫 100,000 横浜市
佐藤 信久 100,000 横浜市
加藤嘉代子 100,000 横浜市
坂田 三郎 120,000 横浜市
増田 紀男 250,000 横浜市
前城 睦 180,000 沖縄県知念村
比嘉 盛勝 180,000 沖縄県中城村
石川 丈之 120,000 横浜市
平田 栄次 70,000 横浜市

中田 哲男 80,000 富山市
中田 正春 100,000 横浜市
古川 隆 300,000 広島市
年間五万円以下の
もの

6,186,500

（政治団体分）
民主党 10,100,000 千代田区
かわさきせいせい
会

100,000 川崎市

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
中田 宏 7,000,000

中橋国際政経研究所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中橋 廣司

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 13. 3.30

１ 収入総額 25,785,302

前年繰越額 201,240

本年収入額 25,584,062

２ 支出総額 25,584,062

３ 本年収入の内訳
借入金 25,584,062

中橋 廣司 25,584,062

４ 支出の内訳
経常経費 15,902,799

人件費 10,838,000

光熱水費 72,329

備品・消耗品費 323,707

事務所費 4,668,763

政治活動費 9,681,263

組織活動費 9,516,319

調査研究費 164,944

５ 資産等の内訳
（借入金）
中橋 廣司 52,159,408

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 13. 3.19

１ 収入総額 8,559,087
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前年繰越額 2,558,162

本年収入額 6,000,925

２ 支出総額 4,322,608

３ 本年収入の内訳
寄附 6,000,000

個人分 4,000,000

政治団体分 2,000,000

その他の収入 925

一件十万円未満のもの 925

４ 支出の内訳
経常経費 3,338,270

人件費 1,817,361

備品・消耗品費 899,130

事務所費 621,779

政治活動費 984,338

組織活動費 984,338

５ 寄附の内訳
（個人分）
中原 爽 4,000,000 杉並区
（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 千代田区
仲道俊哉政経交友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

仲道 俊哉

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 13. 3.28

１ 収入総額 687,521

前年繰越額 247,461

本年収入額 440,060

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 440,000

個人分 440,000

その他の収入 60

一件十万円未満のもの 60

４ 寄附の内訳
（個人分）
安部 正明 200,000 世田谷区
中島 成 240,000 都・中央区
中山政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中山 利生

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 13. 3.27

１ 収入総額 12,225,960

前年繰越額 816,392

本年収入額 11,409,568

２ 支出総額 12,173,660

３ 本年収入の内訳
寄附 1,459,220

団体分 1,059,220

政治団体分 400,000

借入金 9,950,000

中山 利生 9,950,000

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 10,606,668

人件費 2,944,570

備品・消耗品費 2,965,166

事務所費 4,696,932

政治活動費 1,566,992

組織活動費 1,317,960

機関紙誌の発行その他の事業
費

36,120

宣伝事業費 36,120

調査研究費 132,412

寄附・交付金 80,500

５ 寄附の内訳
（団体分）
トキワ造園建設j 240,000 取手市
横浜倉庫j 119,780 都・港区
茨水建設j 119,780 水戸市
誠心エンジニアリ
ングj

119,780 墨田区

日本無線 240,000 都・港区
関東三栄 120,000 水戸市
年間五万円以下の
もの

99,880

（政治団体分）
自由民主党茨城県
衆議院比例区第一
支部

400,000 竜ケ崎市

６ 資産等の内訳
（借入金）
中山 利生 13,150,000

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 13. 3.27

１ 収入総額 7,305,482

前年繰越額 1,335,080

本年収入額 5,970,402

２ 支出総額 6,712,926

３ 本年収入の内訳
寄附 5,970,000

個人分 3,970,000

政治団体分 2,000,000

その他の収入 402

一件十万円未満のもの 402

４ 支出の内訳
経常経費 6,609,867

光熱水費 38,108

備品・消耗品費 166,625

事務所費 6,405,134

政治活動費 103,059

組織活動費 103,059

５ 寄附の内訳
（個人分）
今泉 弘和 220,000 佐賀県有田町
岩永 忠美 240,000 佐賀県西有田

町
高野 岩雄 240,000 佐賀県有田町
弟子丸弘海 350,000 佐賀市
金崎 徳人 100,000 伊万里市
岸川 秋二 240,000 佐賀県有田町
江口 健治 180,000 佐賀県三日月

町
織田 孝夫 360,000 佐賀県山内町
甲斐 建夫 120,000 鹿児島県姶良

町
金本 正則 360,000 福岡市
舘林 茂 500,000 佐賀県有田町
舘林 一 500,000 佐賀県有田町
白井 研介 130,000 三鷹市
福川 武一 100,000 佐賀県有田町
松尾 公博 330,000 武雄市
（政治団体分）
平成研究会 2,000,000 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 13. 3.30

１ 収入総額 290,000

前年繰越額 290,000

２ 支出総額 0

西岡真一郎を育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西岡真一郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

小金井市議会議員

報告年月日 13. 1.12

１ 収入総額 160,513

前年繰越額 120,513

本年収入額 40,000

２ 支出総額 60,700

３ 本年収入の内訳
寄附 40,000

個人分 40,000

４ 支出の内訳
経常経費 60,700

備品・消耗品費 60,700

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

40,000

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 13. 2.15

１ 収入総額 18,783,957

前年繰越額 9,618,585

本年収入額 9,165,372

２ 支出総額 15,791,715

３ 本年収入の内訳
寄附 8,252,000

個人分 1,652,000

政治団体分 6,600,000

その他の収入 913,372

一時貸付金回収 910,000

一件十万円未満のもの 3,372

４ 支出の内訳
経常経費 8,146,744

人件費 3,956,385
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光熱水費 121,375

備品・消耗品費 1,335,981

事務所費 2,733,003

政治活動費 7,644,971

組織活動費 1,417,746

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

827,225

宣伝事業費 827,225

寄附・交付金 4,400,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
今村 彰秀 120,000 札幌市
萩原八洲世 120,000 札幌市
森 勝利 120,000 札幌市
横田 一郎 60,000 札幌市
尾上 黎二 120,000 北広島市
溝口 和男 240,000 札幌市
老川 伸 80,000 札幌市
萩野 賢 100,000 都・府中市
越前 重敏 120,000 札幌市
堀内けい子 100,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

472,000

（政治団体分）
北海道医師連盟 600,000 札幌市
民主党北海道総支
部連絡会

6,000,000 札幌市

21文教治安調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

阿南 一成

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 13. 3.29

１ 収入総額 37,937,535

前年繰越額 8,044,643

本年収入額 29,892,892

２ 支出総額 32,806,304

３ 本年収入の内訳
寄附 29,889,580

個人分 9,889,580

政治団体分 20,000,000

その他の収入 3,312

一件十万円未満のもの 3,312

４ 支出の内訳
経常経費 14,302,621

人件費 4,209,420

備品・消耗品費 1,419,389

事務所費 8,673,812

政治活動費 18,503,683

組織活動費 15,233,715

調査研究費 269,968

その他の経費 3,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森 忠治 100,000 竹田市
増田 聡 60,000 文京区
中村 能久 120,000 香芝市
赤嶺 輝明 100,000 佐伯市
佐藤 俊一 260,000 大分市
乗竹 文男 120,000 岐阜市
吉田 愛 60,000 別府市
岩切 秀雄 100,000 大分県千歳村
荒木 俊洋 100,000 大分市
古荘 善啓 60,000 熊本市
藤井 文夫 100,000 大分市
武井 素六 100,000 神奈川県湯河

原町
宮島 一夫 120,000 都・北区
阿南 博明 100,000 大分市
三戸 端之 250,000 横浜市
川崎 孝夫 120,000 世田谷区
龍原 正 120,000 上尾市
堀内 牧 120,000 都・港区
工藤 一勝 100,000 竹田市
原口 幸子 80,000 鳥栖市
姫野 勝俊 200,000 竹田市
中山 進 500,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

6,899,580

（政治団体分）
明社会21 13,000,000 都・港区
全国桜友会 7,000,000 品川区

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 13. 3.12

１ 収入総額 200,000

本年収入額 200,000

２ 支出総額 200,000

３ 本年収入の内訳
寄附 200,000

政治団体分 200,000

４ 支出の内訳
政治活動費 200,000

組織活動費 200,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
自由民主党徳島県
支部連合会

200,000 徳島市

二十一世紀教育科学技術研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

有馬 朗人

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 13. 2.22

１ 収入総額 9,094,403

前年繰越額 4,760,590

本年収入額 4,333,813

２ 支出総額 8,000,296

３ 本年収入の内訳
寄附 4,332,480

個人分 980,000

政治団体分 3,352,480

その他の収入 1,333

一件十万円未満のもの 1,333

４ 支出の内訳
経常経費 1,006,656

備品・消耗品費 245,606

事務所費 761,050

政治活動費 6,993,640

組織活動費 6,157,727

選挙関係費 270,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

216,720

機関紙誌の発行事業費 216,720

調査研究費 349,193

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 耕子 100,000 名古屋市
富田 祐司 100,000 浜松市
関 理夫 100,000 川越市
年間五万円以下の
もの

680,000

（政治団体分）
文政会 3,352,480 千代田区

21世紀京葉政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

狩野 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 13. 4. 9

１ 収入総額 405,413

前年繰越額 405,413

２ 支出総額 405,413

３ 支出の内訳
政治活動費 405,413

寄附・交付金 405,413

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 13. 3.30

１ 収入総額 59,849,990

前年繰越額 5,622,444

本年収入額 54,227,546

２ 支出総額 58,838,043

３ 本年収入の内訳
寄附 31,310,000

個人分 1,090,000

政治団体分 30,220,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

22,913,064

機関紙誌発行 723,589

福井21世紀セミナー 21,349,475

新春の集い 485,000

総会 337,000

その他の事業 18,000

その他の収入 4,482

一件十万円未満のもの 4,482

４ 支出の内訳
経常経費 30,846,446

人件費 11,347,736

光熱水費 340,391

備品・消耗品費 3,243,533

事務所費 15,914,786

政治活動費 27,991,597

組織活動費 4,687,953

選挙関係費 4,500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,734,862
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機関紙誌の発行事業費 475,000

宣伝事業費 1,995,870

政治資金パーティー開催事
業費

1,263,992

調査研究費 386,798

寄附・交付金 14,654,000

その他の経費 27,984

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 秀男 500,000 福井市
林 信久 100,000 新潟県湯沢町
年間五万円以下の
もの

490,000

（政治団体分）
自由民主党福井県
第一選挙区支部

27,500,000 福井市

福井県絹織物振興
連盟

200,000 福井市

志帥会 2,520,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
福井 21世紀セミ
ナー(463人)

21,349,475 福井市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
福井21世紀セミナー
（個人からの対価の支払）
勝木 健俊 500,000 福井市

(前年支払額 0)

山本 秀男 500,000 福井市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j橋本工務店 360,000 福井市

(前年支払額 0)

旭電設j 360,000 福井市
(前年支払額 0)

j木下組 480,000 m江市
(前年支払額 0)

j食生活プランニ
ング

240,000 千代田区
(前年支払額 0)

j中広地所 300,000 福井市
(前年支払額 0)

木原建設j 480,000 武生市
(前年支払額 0)

I十全会 240,000 福井市
(前年支払額 0)

福井環境事業j 300,000 福井市
(前年支払額 0)

森田地区建設業会 300,000 福井市
(前年支払額 0)

j昭和堂 1,500,000 福井市
(前年支払額 0)

三越建設工業j 600,000 福井市
(前年支払額 0)

丸市食品j 500,000 福井市
(前年支払額 0)

j吉勝重建 1,500,000 福井県丸岡町
(前年支払額 0)

j足利産業 500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
松宮 利常 15,740,700

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 13. 2.14

１ 収入総額 25,226,246

前年繰越額 1,726,021

本年収入額 23,500,225

２ 支出総額 22,790,850

３ 本年収入の内訳
寄附 23,499,265

個人分 15,399,265

政治団体分 8,100,000

その他の収入 960

一件十万円未満のもの 960

４ 支出の内訳
経常経費 13,725,113

人件費 10,962,053

備品・消耗品費 2,255,687

事務所費 507,373

政治活動費 9,065,737

組織活動費 3,839,167

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,162,570

宣伝事業費 5,162,570

調査研究費 64,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
北岡 秀二 1,500,000 徳島県美馬町
北岡美津穂 1,500,000 徳島県美馬町

樫原 聖二 150,000 徳島県市場町
坂本 薫明 100,000 徳島県美馬町
久米川敏子 100,000 徳島県美馬町
馬場 茂 100,000 徳島県半田町
北岡 春夫 1,500,000 徳島県美馬町
北岡 政子 1,500,000 徳島県美馬町
藤永 忍 100,000 徳島県脇町
北岡 保 100,000 徳島県美馬町
真鍋 忠雄 1,500,000 徳島県池田町
真鍋チエコ 1,500,000 徳島県池田町
真鍋 克俊 1,500,000 徳島県池田町
真鍋 郷美 1,500,000 徳島県池田町
西村 治 100,000 徳島県脇町
年間五万円以下の
もの

2,649,265

（政治団体分）
自由民主党徳島県
参議院選挙区第二
支部

5,600,000 徳島市

健康保険政治連盟 500,000 都・港区
平成研究会 2,000,000 千代田区
二十一世紀情報通信同友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡野 裕

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 13. 2.28

１ 収入総額 14,383,093

前年繰越額 12,728,976

本年収入額 1,654,117

２ 支出総額 7,326,170

３ 本年収入の内訳
寄附 1,650,000

個人分 1,650,000

その他の収入 4,117

一件十万円未満のもの 4,117

４ 支出の内訳
経常経費 1,459,829

備品・消耗品費 588,766

事務所費 871,063

政治活動費 5,866,341

組織活動費 686,810

機関紙誌の発行その他の事業
費

62,759

宣伝事業費 62,759

調査研究費 116,772

寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,650,000

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 13. 3.26

１ 収入総額 21,091,598

前年繰越額 3,027,527

本年収入額 18,064,071

２ 支出総額 18,695,006

３ 本年収入の内訳
寄附 17,951,648

個人分 12,083,795

（うち特定寄附） 6,000,000

団体分 3,867,853

政治団体分 2,000,000

その他の収入 112,423

一件十万円未満のもの 112,423

４ 支出の内訳
経常経費 5,187,762

人件費 314,770

光熱水費 306,258

備品・消耗品費 2,050,479

事務所費 2,516,255

政治活動費 13,507,244

組織活動費 4,527,748

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,505,781

宣伝事業費 2,505,781

調査研究費 423,715

寄附・交付金 6,050,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…太田 豊秋 6,000,000 原町市
年間五万円以下の
もの

6,083,795

（団体分）
年間五万円以下の
もの

3,867,853

（政治団体分）
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自由民主党福島県
参議院選挙区第三
支部

2,000,000 福島市

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 13. 3.30

１ 収入総額 228,393,692

前年繰越額 85,107,163

本年収入額 143,286,529

２ 支出総額 164,318,131

３ 本年収入の内訳
寄附 13,700,000

政治団体分 13,700,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

129,582,000

原田義昭君を激励する会（計
２回）

67,962,000

原田義昭君を励ます会（計２
回）

61,620,000

その他の収入 4,529

一件十万円未満のもの 4,529

４ 支出の内訳
経常経費 38,388,949

人件費 25,489,480

光熱水費 711,226

備品・消耗品費 1,522,864

事務所費 10,665,379

政治活動費 125,929,182

選挙関係費 15,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

21,507,530

政治資金パーティー開催事
業費

21,507,530

調査研究費 421,652

寄附・交付金 89,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
近未来研究会 10,000,000 千代田区
自由民主党福岡県
第十選挙区支部

1,400,000 北九州市

庄政会 1,000,000 千代田区
東京翔武会 500,000 千代田区
日本薬業政治連盟 500,000 都・中央区

全国中小企業政治
協会

200,000 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
原田義昭君を激励
する会（平成12年
４月 26日開催）
(1,650人)

35,233,000 都・港区
(前年収入額 0)

原田義昭君を激励
する会（平成12年
10月 24日開催）
(1,535人)

32,729,000 都・港区
(前年収入額 0)

原田義昭君を励ま
す会（平成12年５
月 26 日 開 催）
(1,410人)

30,205,000 福岡市
(前年収入額 0)

原田義昭君を励ま
す会（平成12年12

月 １ 日 開 催）
(1,470人)

31,415,000 福岡市
(前年収入額 0)

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 13. 3.26

１ 収入総額 21,135,910

前年繰越額 527,906

本年収入額 20,608,004

２ 支出総額 20,077,065

３ 本年収入の内訳
寄附 20,607,466

個人分 17,277,466

政治団体分 3,330,000

その他の収入 538

一件十万円未満のもの 538

４ 支出の内訳
経常経費 5,281,330

人件費 4,250,000

光熱水費 119,235

備品・消耗品費 388,066

事務所費 524,029

政治活動費 14,795,735

組織活動費 395,735

寄附・交付金 12,400,000

その他の経費 2,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
尾崎 隆 100,000 高知市
尾崎 武行 200,000 高知市
大原 嘉子 300,000 高知市
植村 唯志 100,000 武蔵村山市
人見 則子 100,000 土佐清水市
今宮 士郎 500,000 高知県大月町
石田 祝稔 887,609 高知市
年間五万円以下の
もの

15,089,857

（政治団体分）
石田のりとし後援
会

3,180,000 高知市

全国小売酒販政治
連盟高知県支部

100,000 高知市

年間五万円以下の
もの

50,000

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 13. 2.21

１ 収入総額 167,842,822

前年繰越額 26,268,139

本年収入額 141,574,683

２ 支出総額 140,760,807

３ 本年収入の内訳
寄附 141,548,530

個人分 141,548,530

その他の収入 26,153

一件十万円未満のもの 26,153

４ 支出の内訳
経常経費 60,189,359

人件費 58,500,000

光熱水費 190,914

備品・消耗品費 729,032

事務所費 769,413

政治活動費 80,571,448

（うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出）

37,310,000

組織活動費 8,353,603

調査研究費 439,873

寄附・交付金 71,777,972

５ 寄附の内訳

（個人分）
石田 康人 120,000 釧路市
川島 晴輝 110,000 北海道中標津

町
野陳 敏 120,000 根室市
大西 雅之 1,200,000 北海道阿寒町
佐野 康男 150,000 札幌市
森 治良 120,000 根室市
西村 進 240,000 釧路市
伊藤 克彦 100,000 釧路市
藤本 満 120,000 北海道標津町
今井 文夫 120,000 北海道中標津

町
梅田四志男 60,000 北海道音別町
西尾 裕司 480,000 根室市
牧口 勝彦 120,000 根室市
井田 昭亘 120,000 釧路市
佐藤 征一 220,000 釧路市
石田 博司 330,000 釧路市
白鳥 敏浩 110,000 釧路市
柴尾 耕二 240,000 小È市
板井 進 240,000 釧路市
高部 英男 280,000 北海道中標津

町
土橋 賢一 120,000 北海道釧路町
阿部 忠征 120,000 北海道羅臼町
辻中純一郎 120,000 北海道羅臼町
辻中雄二郎 120,000 八王子市
山下 洋司 500,000 根室市
山下 隆史 500,000 根室市
山口 末雄 120,000 釧路市
佐々木龍男 120,000 北海道白糠町
大沢 弘之 100,000 釧路市
小原 尚子 120,000 北海道別海町
大内 省吾 120,000 北海道別海町
沖野 康之 120,000 北海道別海町
金子 隆春 120,000 北海道中標津

町
五十嵐志津 180,000 北海道中標津

町
望月 光治 80,000 北海道羅臼町
瀬戸 真吉 119,265 北海道音別町
中西 勉 120,000 北海道羅臼町
山本 博美 120,000 札幌市
篠崎 由則 80,000 釧路市
寺井 範男 120,000 北海道別海町

™
�

›



平
成

˜
š
年

 
月

˜
›
日
金
曜
日

(号
外
第

˜
 

�
号
)

官
報

庄司 生幸 100,000 釧路市
濱屋 進 500,000 根室市
田中 知也 120,000 釧路市
松本 淳一 360,000 苫小牧市
下山萬四郎 150,000 釧路市
篠原 幹夫 120,000 釧路市
吉田 忠夫 90,000 釧路市
小林 新市 240,000 北海道標茶町
鈴木八之助 120,000 北海道羅臼町
大澤 義一 120,000 北海道阿寒町
東堂 義春 90,000 釧路市
長江 文男 90,000 釧路市
高玉 政行 590,000 北海道別海町
万代 重則 120,000 北海道弟子屈

町
滝沢 哲也 120,000 釧路市
清野 豊伸 120,000 北海道中標津

町
大西 茂子 1,500,000 北海道阿寒町
大西 珠江 1,500,000 北海道阿寒町
高坂 亨 120,000 釧路市
高田 勇治 240,000 釧路市
清造 保雄 120,000 釧路市
大島 満吉 120,000 釧路市
吉岡 正典 360,000 北海道標茶町
岩浅 雅志 120,000 北海道別海町
須藤 淳 300,000 釧路市
中島 和義 120,000 釧路市
藤井 利之 60,000 釧路市
両角 靖二 120,000 釧路市
両角 幹彦 60,000 釧路市
大友 輝夫 120,000 北海道中標津

町
村井 順一 480,000 釧路市
橋本 與吉 120,000 北海道別海町
中村 政信 120,000 北海道中標津

町
渡邊 光男 240,000 北海道中標津

町
須藤 隆一 180,000 根室市
徳永 静夫 120,000 北海道標津町
原口 良一 80,000 釧路市
飯塚 五郎 60,000 北海道釧路町
工藤 儀一 100,000 北海道丸瀬布

町
多田 照征 120,000 北海道標茶町

磯角 榮治 500,000 北海道中標津
町

金井 関一 240,000 釧路市
福来 行男 90,000 釧路市
太田 博夫 620,000 北海道白糠町
篠田 順一 120,000 北海道標津町
尾藤 哲夫 500,000 北海道中標津

町
野 浩 120,000 北海道羅臼町
藤田 文明 120,000 北海道弟子屈

町
犬飼 勝 240,000 北海道中標津

町
柳町 孝親 119,580 釧路市
気仙 英二 120,000 北海道標茶町
小林美枝子 120,000 根室市
畠沢 憲二 100,000 北海道別海町
阿部 徳松 240,000 釧路市
若山 八郎 200,000 釧路市
水沢 正 90,000 釧路市
寺島 隆司 90,000 根室市
近藤 實 120,000 北海道中標津

町
石黒勝三郎 120,000 北海道羅臼町
小川 勝弘 120,000 北海道羅臼町
鎌上 恒義 120,000 北海道陸別町
阿部 信之 120,000 釧路市
高坂 亮二 100,000 北海道白糠町
水野 保 200,000 根室市
市岡 俊一 60,000 北海道羅臼町
近藤 正義 100,000 釧路市
石田 寛 120,000 根室市
大畑 幸男 500,000 北海道白糠町
田村 慶司 60,000 北海道標津町
高畠 一雄 240,420 北海道厚岸町
上山 八郎 120,000 相模原市
市橋 清捷 240,000 釧路市
加藤 功一 120,000 北海道標茶町
奥村 義友 140,000 北海道中標津

町
山田 一雄 120,000 北海道陸別町
島影 喜作 160,000 北海道別海町
太田 武憲 60,000 釧路市
平川 昌昭 60,000 北海道標茶町
渡辺慶次郎 120,000 根室市
大羽 富雄 100,000 釧路市

蟹沢 直人 60,000 釧路市
北畑 和博 120,000 釧路市
小野 哲也 120,000 北海道羅臼町
高尾 實 120,000 釧路市
中井 理文 120,000 釧路市
鎌田二三男 120,000 北海道中標津

町
砂田 伸行 120,000 釧路市
柿崎 邦夫 60,000 北海道標茶町
郡 冨士男 80,000 釧路市
竹嶋 哲也 120,000 北海道中標津

町
太田与志治 500,000 北海道白糠町
濱谷 和雄 600,000 釧路市
濱谷美津男 600,000 釧路市
菅原 孝治 60,000 釧路市
上杉 正雄 120,000 北海道別海町
藤木 信之 500,000 札幌市
鈴木 隆夫 500,000 札幌市
山村五十三 120,000 北海道弟子屈

町
滑川 義幸 120,000 根室市
菅野 智 90,000 北海道中標津

町
津山 秀行 60,000 北海道羅臼町
渡辺 寿一 500,000 根室市
太田 孝 120,000 北海道浜中町
水口 清一 120,000 根室市
菊地 清秋 120,000 根室市
山口 和男 60,000 根室市
三上 弘信 120,000 釧路市
今 朝光 600,000 北海道浦河町
牧野 実 120,000 北海道中標津

町
鎌田 公治 240,000 北海道中標津

町
河原 貢 120,000 根室市
加藤 則彦 600,000 北海道浦河町
合田 忠史 60,000 北海道標津町
小林 辰雄 120,000 北海道中標津

町
村田 英二 180,000 北見市
後藤 光男 60,000 北海道足寄町
中津川武秀 240,000 北海道音更町
海野 岩男 60,000 帯広市
内木 信子 120,000 帯広市

馬場 則行 120,000 帯広市
横山 協司 240,000 北海道足寄町
大泉 和恵 120,000 北海道足寄町
山本 政明 110,000 北見市
武田 孝 860,000 北海道広尾町
栗田 律子 60,000 帯広市
西岡 正 120,000 帯広市
小川 信男 620,000 北海道本別町
小西 保男 180,000 帯広市
山本 淑子 120,000 帯広市
谷瀬 幸治 60,000 北海道池田町
黒田 清春 60,000 北海道広尾町
常世 安勝 120,000 帯広市
松村 紀男 120,000 帯広市
河井 修 250,000 北海道清水町
辻 泰治 120,000 北海道足寄町
大西 道夫 120,000 帯広市
森本 晴夫 360,000 紋別市
丹野 次男 360,000 北海道芽室町
板垣 晋 60,000 北海道新得町
板垣 博子 60,000 北海道新得町
桑野 秀基 120,000 北海道池田町
遊佐 隆 120,000 北海道池田町
遊佐 隆夫 120,000 北海道池田町
朝日 明 120,000 北海道本別町
中前 孝二 1,100,000 北海道本別町
鷲野 光康 120,000 帯広市
赤石 浩行 120,000 北海道広尾町
出村 行敬 120,000 帯広市
岩野 伸也 740,000 北海道新得町
三井 福成 180,000 北海道鹿追町
ˆ堂 忠美 620,000 帯広市
ˆ堂マキ子 500,000 帯広市
斉藤 昇 500,000 北海道足寄町
斉藤シズヨ 500,000 北海道足寄町
斉藤 健司 500,000 北海道足寄町
斉藤 京子 500,000 北海道足寄町
小島 保 360,000 北海道陸別町
曽根 一 60,000 帯広市
神 俊明 620,000 帯広市
石原 辰美 100,000 北海道足寄町
村上 誠 500,000 北海道音更町
村上 正江 500,000 北海道音更町
金 俊和 120,000 帯広市
武田 泰幸 500,000 帯広市
柴屋 幸弘 120,000 小È市
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佐藤 武 480,000 北海道本別町
河向由紀夫 360,000 北海道足寄町
新妻 寛 120,000 帯広市
上谷内信雄 400,000 北海道浦幌町
笹原 信勝 60,000 北海道幕別町
藤江 英二 60,000 北海道大樹町
長原 伸介 120,000 帯広市
千葉 芳男 60,000 北海道下川町
福田 順一 120,000 北海道浦幌町
田中 聖彬 60,000 帯広市
下坪 弘 60,000 帯広市
笹村 二朗 250,000 帯広市
杉山 良雄 120,000 北海道足寄町
菅原 清寿 250,000 北海道浦幌町
菊地 美文 1,000,000 帯広市
高山 栄子 120,000 北見市
西坂 達雄 240,000 北海道池田町
石田 政博 240,000 北海道足寄町
伏屋 隆芳 120,000 北海道幕別町
高橋 欽造 120,000 北海道新得町
新沼 靖典 120,000 北海道足寄町
小田 良夫 60,000 北海道陸別町
宇佐美恭広 500,000 帯広市
小林 俊昭 500,000 帯広市
小林 悦子 500,000 帯広市
真鍋 智紀 120,000 帯広市
永井 博清 60,000 北海道中札内

村
日景 健治 600,000 北海道足寄町
千葉 幹雄 60,000 北海道幕別町
藤原 治 500,000 北海道幕別町
木村 昭 120,000 北海道足寄町
石井 啓裕 60,000 帯広市
原田 昭三 240,000 札幌市
小園 藤生 120,000 鹿児島県大浦

町
西森 義一 120,000 稚内市
斉藤久美子 240,000 北海道羽幌町
永井冨美男 120,000 石狩市
佐藤 實 240,000 北海道豊富町
山田 實 1,270,000 札幌市
五反田徳穂 500,000 鹿児島市
小林満之助 180,000 松山市
前川 長慶 179,265 福井市
松谷 光二 1,500,000 北海道留辺蘂

町

竹田 正彦 120,000 苫小牧市
田中 良一 90,000 札幌市
川村 宏人 500,000 函館市
川村 直樹 500,000 函館市
小谷 佶 500,000 岩見沢市
小谷 博美 500,000 岩見沢市
Ö田 厚 860,000 北海道中川町
寺澤 照夫 150,000 北海道浜頓別

町
佐藤 英一 500,000 北海道南幌町
工藤 豊輝 500,000 岩見沢市
本間 雄 500,000 北海道月形町
本間 トモ 500,000 札幌市
太田 直義 500,000 北海道月形町
平田 昌之 500,000 北海道長沼町
平田美智子 500,000 北海道長沼町
平田 師心 500,000 北海道長沼町
最能 哲 500,000 北海道中標津

町
最能 栄子 500,000 北海道中標津

町
上田 満 500,000 北海道中標津

町
中村 義信 740,000 北海道中標津

町
松實 武夫 680,000 北海道中標津

町
加野島 勲 90,000 北海道小平町
橋本 哲夫 1,000,000 河内長野市
松田慎太郎 240,000 北九州市
鈴木 登 280,000 杉並区
滝田 武美 120,000 稚内市
小谷内史郎 120,000 北海道妹背牛

町
千場 博文 600,000 氷見市
高橋 寅雄 500,000 北海道南幌町
飯島 弘泰 500,000 旭川市
飯島 珠実 500,000 旭川市
黒木 健 500,000 札幌市
清水 金哉 500,000 岩見沢市
木村 一美 60,000 茅野市
宮路 高光 120,000 鹿児島県伊集

院町
水上 潔 120,000 北海道羽幌町
篠田 久雄 120,000 北海道沼田町
山田 朝常 500,000 北海道芽室町

山田 亮誠 500,000 札幌市
平村二三男 90,000 北海道平取町
大友喜八郎 60,000 川崎市
真鍋 正之 120,000 札幌市
谷口 幸司 120,000 鹿児島県吾平

町
大竹幸次郎 240,000 北海道七飯町
青地 洋一 120,000 苫小牧市
Ö田 忍 180,000 兵庫県太子町
佐々木真佳 90,000 愛知県一色町
小町屋一則 120,000 札幌市
和田 由之 240,000 稚内市
市川 靖雄 350,000 帯広市
市川 幹雄 350,000 帯広市
市川 文雄 300,000 帯広市
橋場 一雄 120,000 北海道苫前町
中村 裕之 120,000 北海道余市町
平松 勝二 120,000 札幌市
堀越 伸也 120,000 松戸市
萩 済 740,000 室蘭市
南澤 輝佳 240,000 旭川市
小玉 昌彦 60,000 苫小牧市
菊地 敏 120,000 北海道天塩町
田村 敏夫 120,000 札幌市
岩倉 賢周 120,000 世田谷区
安達 敏憲 120,000 福井県松岡町
関川 政輝 500,000 恵庭市
畠山 五郎 90,000 旭川市
滝本 興亜 500,000 札幌市
飯島久美子 480,000 札幌市
百嶋 武雄 500,000 札幌市
百嶋 文子 500,000 札幌市
斉藤 禮照 120,000 旭川市
武田 勇 120,000 稚内市
田中 美穂 120,000 稚内市
忠津 章 120,000 北海道羽幌町
三上 之世 120,000 北海道幌延町
登尾真喜男 120,000 新居浜市
吉田 秀明 120,000 愛媛県松前町
菊地 直文 120,000 松山市
片山 昭男 120,000 松山市
河村 洋一 120,000 松山市
大石 有三 120,000 松山市
柴田 仁 120,000 松山市
石倉八州男 120,000 松山市
長滝 憲正 120,000 松山市

白石 学 120,000 松山市
長井 只志 120,000 今治市
山岸 明雄 240,000 留萌市
五反田樹史 500,000 鹿児島市
西谷 毅 90,000 札幌市
堀口 亘 240,000 留萌市
藤田 潤治 80,000 苫小牧市
山本 稔 600,000 北海道豊富町
川中 信幸 500,000 伊達市
大坂 廣志 120,000 札幌市
松本 演之 1,000,000 函館市
岩下 春幸 120,000 福井市
Ö尾 雅晴 240,000 留萌市
広重 孝徳 120,000 千歳市
北谷 文夫 120,000 砂川市
山崎 勉 120,000 埼玉県白岡町
松井 良之 120,000 海老名市
小沢 紀雄 120,000 藤沢市
増田 尚弘 120,000 藤沢市
番 幸一 120,000 横浜市
鈴木 克美 120,000 横浜市
小林 昭八 120,000 鎌倉市
井上 喬夫 120,000 鎌倉市
森崎 佳旺 240,000 北広島市
中野 泰秀 120,000 調布市
酒井 秀男 500,000 北海道三石町
鈴木 俊策 360,000 北海道厚真町
酒井 芳男 500,000 北海道三石町
中島 勢三 120,000 苫小牧市
武藤 征一 500,000 札幌市
工藤 信明 500,000 札幌市
鍋田 久男 500,000 伊達市
藤村 芳治 240,000 名古屋市
大谷 輝雄 120,000 札幌市
田端 真佳 360,000 滝川市
前田 豊司 120,000 千歳市
大江 健 200,000 北海道鵡川町
青野 春夫 1,000,000 苫小牧市
広瀬 薫 120,000 習志野市
石山 博司 500,000 北海道端野町
村田 実 120,000 倉吉市
高橋 秀之 120,000 北海道幌延町
坂本 盛正 120,000 北海道七飯町
池田 實 120,000 三郷市
小谷 茂 60,000 鳥取県名和町
佐々木正明 480,000 稚内市
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正木 省司 240,000 北海道新冠町
正木美恵子 80,000 北海道新冠町
渡邊 一範 120,000 恵庭市
今岡九州男 120,000 伊予市
井上 重雄 120,000 大阪市
竹下 富也 120,000 松山市
谷本 好則 120,000 松山市
渡部 光 120,000 今治市
矢野 正明 120,000 今治市
石塚 宗博 120,000 稚内市
國岡 廣隆 500,000 北海道弟子屈

町
長浜 和也 120,000 北海道新冠町
伊藤豊次郎 360,000 室蘭市
橋本 研二 980,000 河内長野市
石村 紀康 90,000 砂川市
佐藤 勝弘 120,000 稚内市
土橋 裕 120,000 留萌市
麻里 隆三 120,000 北海道初山別

村
磯田 憲生 240,000 北海道門別町
久富 慶亮 120,000 舞鶴市
田中井清司 360,000 朝霞市
窪田 勝憲 120,000 稚内市
水上 務 360,000 北海道上磯町
鵜木 正儀 120,000 北海道様似町
仲程 實 500,000 沖縄県宜野座

村
仲程 實湧 500,000 沖縄県宜野座

村
阪本 照夫 60,000 鳥取県大栄町
山田 昇 240,000 砂川市
新永 正昭 60,000 熊本県植木町
堤 由延 60,000 恵庭市
瀬越 正巳 120,000 北海道天塩町
菊地 啓泰 300,000 北海道陸別町
中道 一三 120,000 北海道静内町
手塚 純一 240,000 北海道浦河町
上田 泰生 120,000 高知市
大坪 一寿 60,000 高知市
平田 靖雄 90,000 山鹿市
滝本 紀子 500,000 札幌市
寺島 勝俊 500,000 室蘭市
猪野毛博昭 500,000 帯広市
揚原 静雄 120,000 旭川市

関口 武俊 480,000 北海道幌加内
町

高橋 哲也 360,000 北海道洞爺村
栗原 清昭 120,000 札幌市
山田 香子 500,000 北海道芽室町
山田有里子 500,000 札幌市
渡辺美津子 500,000 八代市
Ö田 寛 500,000 北海道中川町
片岡 利行 120,000 奈良県榛原町
原田 昌男 120,000 留萌市
谷川 純一 500,000 恵庭市
神谷 久雄 500,000 鎌倉市
笹山 智市 1,500,000 伊達市
永井 武憲 500,000 伊達市
田邊 隆一 500,000 横浜市
藤田 貢 120,000 北海道小平町
川村 文雄 200,000 北海道上土幌

町
川村勇喜雄 150,000 北海道上土幌

町
川村祐紀次 150,000 北海道音更町
田渕 勝一 120,000 札幌市
田畑 裕士 120,000 札幌市
伊藤 幸美 120,000 札幌市
金城 重正 300,000 那覇市
松茂良興辰 100,000 那覇市
大城 松勇 300,000 名護市
澤岻 安貞 200,000 沖縄県嘉手納

町
松田 栄正 200,000 沖縄県読谷村
屋良 政信 300,000 沖縄県読谷村
比嘉 義雄 200,000 沖縄県読谷村
知念 政仁 200,000 沖縄県読谷村
池原 正徳 200,000 沖縄県読谷村
新垣 次郎 200,000 沖縄県読谷村
比嘉 文雄 200,000 沖縄県読谷村
松田 栄喜 200,000 沖縄県読谷村
伊波 勇一 200,000 沖縄県読谷村
与久田豊光 200,000 沖縄県読谷村
浅川 三郎 60,000 鳥取県日南町
石山 悦子 500,000 北海道端野町
鎌田 武 620,000 北海道中標津

町
五十嵐千津雄 120,000 北海道平取町
田湯 勝義 120,000 北海道静内町
西川喜四雄 200,000 帯広市

佐野 俊男 200,000 福井市
廣田 義文 120,000 北海道浦河町
津川 清 120,000 徳島市
菊池 浩 120,000 北海道苫前町
奥山 壽雄 240,000 北海道白滝村
寺島 幸 240,000 名寄市
松本 寛幸 120,000 江戸川区
佐藤 留男 120,000 留萌市
小島 直治 60,000 苫小牧市
Ö田 勝美 120,000 稚内市
和田 年正 1,500,000 北海道余市町
中山弘三郎 120,000 北海道静内町
原田 森成 120,000 北海道秩父別

町
福本 憲治 60,000 鳥取県羽合町
千田 久 120,000 留萌市
米川 収 60,000 米子市
山崎 進一 120,000 横浜市
中谷 健 120,000 高知市
小野 一男 120,000 川越市
久木田徳二 120,000 鹿屋市
白石 勝六 240,000 福山市
金子 俊彦 120,000 北海道小平町
伊藤 重廣 120,000 北海道静内町
森田 隆朝 60,000 米子市
石川 守 500,000 恵庭市
神 昇 500,000 帯広市
阿野昭三郎 120,000 練馬区
兼松 360,000 芦屋市
矢橋 温郎 60,000 札幌市
伊藤 晋 60,000 愛知県幸田町
橋本 靖美 500,000 河内長野市
渡辺 俊雄 500,000 八代市
前田 勉 500,000 北見市
國岡 玲子 500,000 北海道弟子屈

町
片山 昌英 240,000 北海道中頓別

町
新津 俊勝 120,000 札幌市
川上 貴史 60,000 北海道平取町
齋藤 大介 600,000 函館市
秋田 毅 120,000 北海道大野町
上山 孝幸 500,000 練馬区
谷川 貴英 120,000 北海道浦河町
永Ö 晶子 120,000 北海道中川町
水谷 勤 360,000 桑名市

田中 靖夫 360,000 甲府市
武田 法史 120,000 北海道静内町
木藤 隆光 500,000 北海道幕別町
木藤 光子 500,000 北海道幕別町
林 幸治 120,000 砂川市
中田 良孝 1,000,000 札幌市
小倉 義門 120,000 稚内市
宮嶋 政幸 1,000,000 札幌市
田中 茂夫 120,000 北海道歌登町
池田 輝雄 1,000,000 札幌市
野村 昭松 1,000,000 江別市
中宗根 正 120,000 沖縄市
上岡 武司 120,000 高知県吾川村
蓬田 達郎 120,000 座間市
弘田 明博 120,000 高知市
前川 重一 120,000 姫路市
新妻 嵩 500,000 帯広市
古川 隆 120,000 稚内市
川元 正明 120,000 函館市
矢部 幸一 500,000 苫小牧市
矢部 スエ 100,000 苫小牧市
矢部 道晃 100,000 苫小牧市
北川 義信 500,000 金沢市
河合 慎一 120,000 稚内市
佐々木正義 120,000 北海道豊富町
平尾 秀明 120,000 砂川市
伊藤 守 120,000 留萌市
中山 明 120,000 札幌市
田村 雅男 120,000 北海道美幌町
佐藤 達生 240,000 稚内市
佐々木光雄 120,000 北海道小平町
佐藤国一郎 480,000 稚内市
野田 隆 120,000 札幌市
高橋 ロコ 120,000 那覇市
石井 諭 120,000 北海道静内町
長田 達機 500,000 甲府市
阿部 勇 120,000 稚内市
三宅 正浩 500,000 北海道中標津

町
三宅 文子 500,000 北海道中標津

町
三谷 純夫 120,000 鹿児島市
黒川 謙一 120,000 稚内市
小玉 正猛 60,000 鳥取市
澤田 和志 120,000 札幌市
保田 勝滋 120,000 滝川市
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貝森 輝幸 120,000 稚内市
林 靖二 120,000 稚内市
本田 満 120,000 稚内市
伊藤 義郎 1,000,000 札幌市
奥山 紘一 120,000 天童市
出口 雄一 500,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

740,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,200,000 7. 1. 1

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

成瀬 守重

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 13. 3.26

１ 収入総額 5,962,176

前年繰越額 962,176

本年収入額 5,000,000

２ 支出総額 4,089,133

３ 本年収入の内訳
寄附 5,000,000

政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 793,833

備品・消耗品費 246,204

事務所費 547,629

政治活動費 3,295,300

組織活動費 2,871,334

機関紙誌の発行その他の事業
費

300,897

機関紙誌の発行事業費 300,897

調査研究費 123,069

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
明社会21 5,000,000 都・港区
二十一世紀政治研究会（柳田 稔）
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 13. 3. 6

１ 収入総額 15,299,209

前年繰越額 15,274,240

本年収入額 24,969

２ 支出総額 121,980

３ 本年収入の内訳
寄附 19,500

個人分 19,500

その他の収入 5,469

一件十万円未満のもの 5,469

４ 支出の内訳
経常経費 121,980

事務所費 121,980

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

19,500

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 13. 3.23

１ 収入総額 28,031,132

前年繰越額 501,132

本年収入額 27,530,000

２ 支出総額 26,417,786

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

26,530,000

玄葉光一郎を囲む会（計２回） 5,150,000

玄葉光一郎政経セミナー 21,380,000

４ 支出の内訳
経常経費 14,175,028

人件費 8,385,397

光熱水費 87,816

備品・消耗品費 2,817,124

事務所費 2,884,691

政治活動費 12,242,758

組織活動費 4,386,111

選挙関係費 723,110

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,085,787

機関紙誌の発行事業費 1,459,580

宣伝事業費 84,000

政治資金パーティー開催事
業費

3,728,207

その他の事業費 814,000

調査研究費 1,047,750

５ 寄附の内訳
（個人分）
玄葉光一郎 1,000,000 福島県船引町
６ 特定パーティーの概要
玄葉光一郎政経セ
ミナー(811人)

21,380,000 都・港区
(前年収入額 0)

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 13. 1.23

１ 収入総額 15,186,705

前年繰越額 10,601,572

本年収入額 4,585,133

２ 支出総額 10,050,000

３ 本年収入の内訳
寄附 4,580,000

個人分 3,280,000

政治団体分 1,300,000

その他の収入 5,133

一件十万円未満のもの 5,133

４ 支出の内訳
政治活動費 10,050,000

寄附・交付金 10,050,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
星 喜晴 240,000 いわき市
枝野 幸男 3,000,000 大宮市
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
民主党埼玉県総支
部連合会

1,000,000 浦和市

民主党 300,000 千代田区
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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.13

１ 収入総額 1,000,021

本年収入額 1,000,021

２ 支出総額 484,270

３ 本年収入の内訳

寄附 1,000,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 21

一件十万円未満のもの 21

４ 支出の内訳
経常経費 166,889

備品・消耗品費 113,008

事務所費 53,881

政治活動費 317,381

組織活動費 317,381

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 1,000,000 千代田区
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 13. 3. 8

１ 収入総額 82,831,551

前年繰越額 20,343,299

本年収入額 62,488,252

２ 支出総額 65,190,106

３ 本年収入の内訳
寄附 46,230,000

個人分 13,230,000

政治団体分 33,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

15,340,000

野田聖子トーク＆トーク
フォーラム2000

14,320,000

ニューミレニアム研究会 1,020,000

その他の収入 918,252

敷金返礼金 910,872

一件十万円未満のもの 7,380

４ 支出の内訳
経常経費 48,125,007

人件費 21,047,225

光熱水費 733,218

備品・消耗品費 10,591,208

事務所費 15,753,356

政治活動費 17,065,099

組織活動費 7,682,931

選挙関係費 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,158,668
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機関紙誌の発行事業費 314,508

宣伝事業費 1,271,550

政治資金パーティー開催事
業費

5,572,610

調査研究費 223,500

５ 寄附の内訳
（個人分）
角田 式美 300,000 調布市
堀 祝昌 100,000 品川区
寺岡 唯夫 100,000 西宮市
広瀬 雅夫 150,000 新宿区
千田 協 200,000 倉敷市
國井 秋弘 300,000 岐阜市
長谷部和正 1,500,000 岐阜市
長谷部紀之 1,500,000 岐阜市
神谷 一男 100,000 渋谷区
島 福子 1,000,000 文京区
山岡 基悦 100,000 伊東市
國井 武彦 120,000 岐阜市
大澤 寛 1,000,000 岐阜市
針ヶ谷洋子 120,000 世田谷区
永田 シナ 1,000,000 豊中市
島 稔 1,500,000 文京区
森川 幸江 120,000 岐阜市
杉田 時男 120,000 練馬区
藤木 正幸 120,000 八戸市
三田 正光 120,000 岐阜市
深貝 敏雄 60,000 羽島市
加藤 才子 100,000 名古屋市
辻 巌 80,000 岐阜市
桜井 美国 100,000 新宿区
青木 増之 100,000 岐阜市
松田 信治 120,000 岐阜市
古田 庸三 480,000 岐阜市
佐竹 静夫 120,000 岐阜県養老町
神谷みゑ子 120,000 岐阜市
神谷 哲郎 120,000 岐阜市
年間五万円以下の
もの

2,260,000

（政治団体分）
つばさの会 1,000,000 茂原市
番町政策研究所 5,000,000 千代田区
自由民主党岐阜県
第一選挙区支部

19,000,000 岐阜市

サルビア会 1,000,000 岐阜市

野田聖子後援会連
合会

3,000,000 岐阜市

野田聖子を国政に
送るおんなの会

2,000,000 岐阜市

日本医師連盟 2,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
野田聖子トーク＆
トークフォーラム
2000(560人)

14,320,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
野田聖子トーク＆トークフォーラム2000

（団体からの対価の支払）
jサンケンエンジ
ニアリング

600,000 名古屋市
(前年支払額 0)

富士電機総設j 600,000 名古屋市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
新政治問題研究会 500,000 千代田区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
野田 聖子 11,500,000

21世紀の流通問題を考える会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

勝木 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 13. 3.30

１ 収入総額 39,769,802

前年繰越額 39,749,657

本年収入額 20,145

２ 支出総額 10,091,124

３ 本年収入の内訳
その他の収入 20,145

一件十万円未満のもの 20,145

４ 支出の内訳
経常経費 11,424

事務所費 11,424

政治活動費 10,079,700

組織活動費 79,700

寄附・交付金 10,000,000

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 13. 1.31

１ 収入総額 31,065,166

前年繰越額 18,203,476

本年収入額 12,861,690

２ 支出総額 12,015,357

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(18人) 220,000

寄附 2,210,000

個人分 2,210,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,290,000

井上義久国政報告会 8,340,000

その他の催物事業（計６回） 1,950,000

その他の収入 141,690

新聞広告手数料 132,300

一件十万円未満のもの 9,390

４ 支出の内訳
経常経費 1,743,733

備品・消耗品費 986,164

事務所費 757,569

政治活動費 10,271,624

組織活動費 2,839,012

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,712,527

政治資金パーティー開催事
業費

4,767,645

その他の事業費 1,944,882

調査研究費 219,350

その他の経費 500,735

５ 寄附の内訳
（個人分）
高倉 秀行 200,000 横浜市
堀岡 正典 800,000 大田区
宗定 節子 110,000 世田谷区
小森みゆき 100,000 世田谷区
松倉 昭二 300,000 世田谷区
秋元 実 500,000 仙台市
千葉 正胤 120,000 仙台市
年間五万円以下の
もの

80,000

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
井上義久国政報告会
（団体からの対価の支払）
富士興業j 400,000 都・中央区

(前年支払額 0)

７ 資産等の内訳

（動産）
自動車(1台) 3,335,000 11.11.30

21世紀・ヒューマンクラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

河合 正智

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 13. 1.23

１ 収入総額 458,289

前年繰越額 258,062

本年収入額 200,227

２ 支出総額 458,283

３ 本年収入の内訳
寄附 200,000

個人分 200,000

その他の収入 227

一件十万円未満のもの 227

４ 支出の内訳
経常経費 336,423

光熱水費 18,725

備品・消耗品費 283,330

事務所費 34,368

政治活動費 121,860

組織活動費 31,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

63,000

機関紙誌の発行事業費 63,000

調査研究費 27,860

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

200,000

21世紀フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森本 晃司

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 13. 1.30

１ 収入総額 10,959,244

前年繰越額 1,788,224

本年収入額 9,171,020

２ 支出総額 5,454,298

３ 本年収入の内訳
寄附 7,870,000

個人分 3,750,000

政治団体分 4,120,000
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機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,300,000

経済フォーラム21 1,300,000

その他の収入 1,020

一件十万円未満のもの 1,020

４ 支出の内訳
経常経費 1,925,779

人件費 600,000

備品・消耗品費 777,460

事務所費 548,319

政治活動費 3,528,519

組織活動費 1,864,298

機関紙誌の発行その他の事業
費

622,350

その他の事業費 622,350

調査研究費 41,871

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀江 健二 1,000,000 練馬区
斉藤 力丸 1,000,000 中野区
太田 宏 300,000 渋谷区
太田ミエ子 200,000 渋谷区
中筋 保 100,000 生駒市
中筋 栄 100,000 生駒市
蚊爪 信吉 1,000,000 横須賀市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
公明党大阪府本部 4,120,000 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 13. 3.30

１ 収入総額 58,267,334

前年繰越額 17,797,334

本年収入額 40,470,000

２ 支出総額 31,049,854

３ 本年収入の内訳
寄附 40,470,000

個人分 7,930,000

政治団体分 32,540,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,651,104

人件費 8,240,000

光熱水費 871,104

備品・消耗品費 230,000

事務所費 1,310,000

政治活動費 20,398,750

組織活動費 9,701,660

調査研究費 877,090

寄附・交付金 9,820,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河合ひとみ 1,500,000 大田区
富成 弘 1,000,000 千葉県大網白

里町
阿部雅一郎 1,500,000 江東区
河村 透 1,000,000 盛岡市
谷藤 泰寛 1,000,000 盛岡市
年間五万円以下の
もの

1,930,000

（政治団体分）
自由民主党岩手県
第一選挙区支部

32,540,000 盛岡市

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 13. 3.21

１ 収入総額 62,704,509

前年繰越額 3,132,661

本年収入額 59,571,848

２ 支出総額 55,010,692

３ 本年収入の内訳
寄附 14,400,000

個人分 6,500,000

政治団体分 7,900,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

45,160,000

塩崎恭久と明日を語る会(計
２回)

22,780,000

21世紀問題懇話会セミナー 22,380,000

その他の収入 11,848

一件十万円未満のもの 11,848

４ 支出の内訳
経常経費 5,396,500

人件費 750,000

光熱水費 307,500

備品・消耗品費 2,359,000

事務所費 1,980,000

政治活動費 49,614,192

組織活動費 6,815,173

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,861,379

宣伝事業費 5,927,000

政治資金パーティー開催事
業費

5,934,379

調査研究費 237,640

寄附・交付金 30,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
栗原 晃 100,000 松山市
一色 英雄 1,000,000 松山市
八木祐四郎 100,000 中野区
諸 潤一 200,000 新宿区
嵜岡 秀夫 500,000 松山市
山本 硬 1,500,000 八千代市
山本美佐子 1,500,000 松山市
武田 加代 1,300,000 八千代市
岩田 長人 200,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
全国環衛中央会 100,000 都・港区
日本公認会計士政
治連盟

100,000 文京区

Ｔ．Ｋ．Ｃ政経研
究会

1,000,000 新宿区

Ｔ．Ｋ．Ｃ四国地
域政研

200,000 松山市

全国美容政治連盟 1,000,000 渋谷区
宏池会 5,000,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

500,000 目黒区

６ 特定パーティーの概要
塩崎恭久と明日を
語る会(495人)

16,540,000 都・港区
(前年収入額 0)

21世紀問題懇話会
セミナー(983人)

22,380,000 都・港区
(前年収入額 0)

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
（団体からの対価の支払）
jダイヤモンドス
ター

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

jスリーボンド 400,000 八王子市
(前年支払額 0)

東海商船j 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

ダイキj 600,000 松山市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

日本公認会計士政
治連盟

400,000 文京区
(前年支払額 0)

日本司法書士政治
連盟

1,000,000 新宿区
(前年支払額 0)

21世紀問題懇話会セミナー
（団体からの対価の支払）
jダイヤモンドス
ター

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

大王製紙j 300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

（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

(前年支払額 0)

日本公認会計士政
治連盟

500,000 文京区
(前年支払額 0)

日本医師連盟 600,000 文京区
(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 38,767,176

前年繰越額 623,176

本年収入額 38,144,000

２ 支出総額 38,281,546

３ 本年収入の内訳
寄附 14,754,000

個人分 13,554,000

政治団体分 1,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,390,000

棚橋泰文君と21世紀を拓く会
フォーラム

23,390,000

４ 支出の内訳
経常経費 13,714,422
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人件費 6,583,964

光熱水費 256,702

備品・消耗品費 3,258,436

事務所費 3,615,320

政治活動費 24,567,124

組織活動費 4,250,780

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,316,344

機関紙誌の発行事業費 973,875

政治資金パーティー開催事
業費

4,342,469

寄附・交付金 10,000,000

その他の経費 5,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋田 治 100,000 岐阜市
足立 博男 1,000,000 大垣市
家田利一郎 500,000 岐阜県穂積町
臼井 晴之 120,000 岐阜県穂積町
岡本 進 500,000 渋谷区
小川 哲也 500,000 大垣市
小川 信也 200,000 大垣市
進藤 末次 120,000 岐阜県穂積町
田辺 清男 90,000 大垣市
竹中 清次 120,000 大垣市
棚瀬 輝男 120,000 岐阜県穂積町
棚橋 祐治 1,500,000 世田谷区
棚橋 泰子 1,000,000 世田谷区
中尾 二 120,000 名古屋市
野々垣 孝 60,000 岐阜市
成宮壮一郎 1,200,000 松戸市
浜口吉右衛門 120,000 品川区
福山 昌男 360,000 江南市
船戸 行雄 500,000 岐阜県洞戸村
細金 鉚生 200,000 都・中央区
本田 正勝 110,000 岐阜県垂井町
馬渕 義明 120,000 岐阜県穂積町
武藤 輝夫 120,000 岐阜県穂積町
安田 金治 500,000 岐阜市
吉村 武弘 120,000 岐阜県穂積町
小森 幸浩 120,000 大垣市
松野 力 1,000,000 岐阜県穂積町
年間五万円以下の
もの

3,034,000

（政治団体分）

自由民主党大垣市
支部

1,200,000 大垣市

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(1,150人)

23,390,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
棚橋泰文君と21世紀を拓く会フォーラム
（政治団体からの対価の支払）
新政治問題研究会 300,000 千代田区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（借入金）
棚橋 泰子 21,100,000

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 13. 3.23

１ 収入総額 79,228,845

前年繰越額 29,746,912

本年収入額 49,481,933

２ 支出総額 40,087,153

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(41人) 2,463,000

寄附 47,015,000

個人分 8,265,000

政治団体分 38,750,000

その他の収入 3,933

一件十万円未満のもの 3,933

４ 支出の内訳
経常経費 38,895,486

人件費 27,116,491

光熱水費 790,867

備品・消耗品費 3,177,443

事務所費 7,810,685

政治活動費 1,191,667

寄附・交付金 1,000,000

その他の経費 191,667

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 康雄 300,000 奈良市
杉山 利一 100,000 八尾市
竹田 満章 100,000 八尾市
津田 泰秀 100,000 八尾市

山下 敏夫 100,000 柏原市
山田 徳三 100,000 八尾市
渡邊 日吉 300,000 八尾市
上田 博 100,000 柏原市
西田 吉宏 100,000 京都市
大津 幸雄 100,000 生駒市
吉井 定信 100,000 奈良市
三根 隆三 100,000 藤井寺市
徳山 仁守 100,000 高槻市
山田 正義 100,000 高槻市
中野 茂伸 200,000 高槻市
中村市太郎 100,000 池田市
三野 千明 200,000 大阪市
福永 政弘 100,000 大阪市
大本 明秀 200,000 神戸市
大林 勝宏 100,000 堺市
岩本 周 200,000 大阪市
大須賀 正 100,000 大阪市
飯田 高志 100,000 堺市
加藤 忠司 100,000 堺市
桝谷 美雪 100,000 泉佐野市
玉木 周一 100,000 吹田市
玉井 淳介 100,000 阪南市
利川 明秀 60,000 八尾市
入江 達性 60,000 富田林市
谷 雅彦 60,000 堺市
田中 昇 60,000 八尾市
木村 辰雄 100,000 東大阪市
南 大元 100,000 大阪狭山市
森田 政春 100,000 松原市
永野 忠男 200,000 柏原市
山田 茂信 300,000 八尾市
今川 金治 300,000 八尾市
桃田 安男 500,000 和泉市
年間五万円以下の
もの

2,925,000

（政治団体分）
日本歯科医師連盟 500,000 千代田区
大阪府歯科医師連
盟

200,000 大阪市

中小企業共済制度
拡充協議会

500,000 都・中央区

大阪府石油政治連
盟

100,000 吹田市

幸政会 1,000,000 千代田区

大阪府医師政治連
盟八尾支部

500,000 八尾市

大阪府医師政治連
盟

1,000,000 大阪市

酉和会大阪府本部 300,000 大阪市
商工政治連盟 33,500,000 大阪市
全日本不動産連盟
大阪府支部

200,000 大阪市

自由民主党柏原支
部

100,000 柏原市

大阪府社会保険労
務士連盟

70,000 大阪市

年間五万円以下の
もの

780,000

2000年ジャスト会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

小西 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 13. 1.24

１ 収入総額 1,129,604

前年繰越額 1,129,604

２ 支出総額 864,280

３ 支出の内訳
経常経費 181,497

備品・消耗品費 89,005

事務所費 92,492

政治活動費 682,783

組織活動費 682,033

その他の経費 750

日本海政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

安野 実

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 13. 4.11

１ 収入総額 5,011,772

前年繰越額 3,282,684

本年収入額 1,729,088

２ 支出総額 4,676,484

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(29人) 58,000

寄附 1,670,000

団体分 1,670,000

その他の収入 1,088

一件十万円未満のもの 1,088
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４ 支出の内訳
経常経費 1,338,713

人件費 1,140,000

光熱水費 2,089

備品・消耗品費 50,890

事務所費 145,734

政治活動費 3,337,771

組織活動費 732,953

寄附・交付金 2,425,962

その他の経費 178,856

５ 寄附の内訳
（団体分）
jタイピック 90,000 益田市
j島根互助会 120,000 益田市
金井建設f 72,000 益田市
建鉄工業j 90,000 益田市
七社会 500,000 益田市
中国コンクリート
製品工業j

90,000 益田市

島根西いすゞモー
ターj

120,000 益田市

年間五万円以下の
もの

588,000

日本経済情勢調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三ツ林弥太郎

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 13. 3.23

１ 収入総額 17,764,303

前年繰越額 784,303

本年収入額 16,980,000

２ 支出総額 17,758,739

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(144人) 2,880,000

寄附 14,100,000

個人分 14,100,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,441,949

人件費 3,494,500

光熱水費 71,644

備品・消耗品費 616,927

事務所費 258,878

政治活動費 13,316,790

組織活動費 1,660,603

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,656,187

宣伝事業費 4,656,187

寄附・交付金 7,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
白石 光保 1,200,000 草加市
高脇 佳郎 500,000 北本市
荻久保良男 1,000,000 台東区
田部井洋子 100,000 埼玉県妻沼町
小曽川和義 1,500,000 越谷市
島田 松夫 100,000 川口市
大沢 立承 100,000 岩槻市
梶原 長雄 100,000 川口市
中島又四郎 1,000,000 越谷市
山崎 良蔵 1,000,000 越谷市
矢島 寿夫 1,000,000 越谷市
犬山 国重 1,000,000 横浜市
三ツ林裕己 1,500,000 文京区
三ツ林照子 1,500,000 幸手市
犬山 彰子 1,500,000 幸手市
三ツ林恭子 1,000,000 幸手市
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 13. 3.13

１ 収入総額 9,797,013

前年繰越額 376,469

本年収入額 9,420,544

２ 支出総額 9,557,013

３ 本年収入の内訳
寄附 120,000

個人分 120,000

借入金 9,300,544

赤石 貞治 9,300,544

４ 支出の内訳
経常経費 1,178,079

備品・消耗品費 218,079

事務所費 960,000

政治活動費 8,378,934

組織活動費 3,610,450

機関紙誌の発行その他の事業
費

657,405

宣伝事業費 657,405

調査研究費 3,839,690

その他の経費 271,389

５ 寄附の内訳
（個人分）
中村 宗人 120,000 都・港区
６ 資産等の内訳
（借入金）
赤石 貞治 9,300,544

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 13. 1.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

日本政治協會
資金管理団体の届出をした
者の氏名

加藤 卓二

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 13. 4. 2

１ 収入総額 5,445,032

前年繰越額 754,358

本年収入額 4,690,674

２ 支出総額 5,441,148

３ 本年収入の内訳
寄附 4,690,000

個人分 4,690,000

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 4,696,673

人件費 3,929,146

備品・消耗品費 462,626

事務所費 304,901

政治活動費 744,475

組織活動費 106,832

調査研究費 296,140

寄附・交付金 341,503

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 好久 1,000,000 新宿区
加藤 秀浩 1,000,000 新宿区
加藤 仁美 1,500,000 新宿区
中村 昭正 500,000 豊島区

山崎桓三郎 240,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

450,000

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 13. 2. 5

１ 収入総額 1,157,671

前年繰越額 206,121

本年収入額 951,550

２ 支出総額 1,086,311

３ 本年収入の内訳
寄附 951,550

個人分 951,550

４ 支出の内訳
政治活動費 1,086,311

寄附・交付金 1,086,311

５ 寄附の内訳
（個人分）
松尾 義知 220,000 都城市
上原 正紘 120,000 宮崎県山之口

町
児玉 静子 110,000 都城市
江尻 瑛 110,000 都城市
牧 恵美子 119,376 都城市
吉永 義洋 59,370 都城市
古久保文蔵 109,428 都城市
小寺 暢 90,000 都城市
年間五万円以下の
もの

13,376

日本党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

番場 良造

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

新宿区議会議員

報告年月日 13. 2.13

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

日本の新産業政策調査会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

月原 茂皓

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 13. 1.18
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１ 収入総額 16,107,319

前年繰越額 4,235,522

本年収入額 11,871,797

２ 支出総額 9,908,810

３ 本年収入の内訳
寄附 1,270,000

個人分 900,000

団体分 370,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,600,000

月原茂皓政経セミナー（計２
回）

10,600,000

その他の収入 1,797

一件十万円未満のもの 1,797

４ 支出の内訳
政治活動費 9,908,810

機関紙誌の発行その他の事業
費

908,810

政治資金パーティー開催事
業費

908,810

寄附・交付金 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅野 一彦 280,000 香川県大野原

町
上杉 清高 500,000 茨城県神栖町
山元 由旭 120,000 文京区
（団体分）
j中央 120,000 高松市
四国冷食協同組合 80,000 香川県豊中町
j精工舎 120,000 高松市
年間五万円以下の
もの

50,000

日本福祉党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

東 三元

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 13. 3.13

１ 収入総額 1,864,586

前年繰越額 44,586

本年収入額 1,820,000

２ 支出総額 1,800,000

３ 本年収入の内訳
寄附 20,000

個人分 20,000

借入金 1,800,000

東 三元 900,000

松崎 泰夫 900,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,800,000

人件費 900,000

事務所費 900,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

20,000

日本・フランス友好協会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

ˆ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 13. 1.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 3.30

１ 収入総額 13,864,812

前年繰越額 13,864,812

２ 支出総額 13,540,000

３ 支出の内訳
政治活動費 13,540,000

選挙関係費 13,000,000

寄附・交付金 540,000

日本ヲ良クスル会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石本 隆夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

郡山市議会議員

報告年月日 13. 2. 7

１ 収入総額 690,000

本年収入額 690,000

２ 支出総額 690,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(60人) 180,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

510,000

会報発行 510,000

４ 支出の内訳
経常経費 640,000

人件費 640,000

政治活動費 50,000

組織活動費 28,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

22,000

機関紙誌の発行事業費 22,000

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 13. 3.27

１ 収入総額 251,666,998

前年繰越額 118,929,850

本年収入額 132,737,148

２ 支出総額 149,546,554

３ 本年収入の内訳
寄附 73,080,000

個人分 20,020,000

政治団体分 53,060,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

59,620,000

渡辺ともよし君と明日を語る
会

59,620,000

その他の収入 37,148

一件十万円未満のもの 37,148

４ 支出の内訳
政治活動費 149,546,554

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,046,554

政治資金パーティー開催事
業費

7,046,554

寄附・交付金 142,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
浜田 和毅 100,000 宗像市
熊倉 勉 200,000 札幌市
岡本信一郎 1,500,000 中津市
戸村 晃二 1,500,000 宗像市
三原 晴正 1,500,000 福岡県苅田町
坂口 正廣 1,500,000 福江市
加野 資典 500,000 古賀市
浜田 末次 300,000 松浦市
別府 藤光 1,000,000 福岡県須恵町

内田 昭夫 500,000 大野城市
川本 安子 100,000 北九州市
田中 昭愛 100,000 福岡市
江藤 康世 500,000 大分県香々地

町
安部 進治 500,000 豊後高田市
関澤 邦正 500,000 江東区
船迫 作章 100,000 鹿児島県佐多

町
米盛 庄司 120,000 鹿児島市
米盛 司郎 110,000 鹿児島市
米盛庄一郎 110,000 鹿児島市
米盛 直樹 110,000 鹿児島市
井川 臣治 1,000,000 北九州市
江藤 元一 1,500,000 大分県香々地

町
堤 俊之 1,000,000 大分県国見町
年間五万円以下の
もの

5,670,000

（政治団体分）
都市開発研究会 200,000 杉並区
近未来研究会 13,000,000 千代田区
自由民主党福岡県
第十選挙区支部

1,800,000 北九州市

福岡県不動産政治
連盟

100,000 福岡市

福岡県医師連盟 3,100,000 福岡市
港栄会 30,000,000 都・港区
福岡県薬剤師連盟 300,000 福岡市
粕屋薬剤師連盟 100,000 福岡県粕屋町
東京翔武会 500,000 千代田区
福岡県歯科医師連
盟

500,000 福岡市

神武あきら後援会 300,000 福岡県宇美町
粕屋医師連盟 1,000,000 福岡県久山町
福岡地区トラック
政治連盟

200,000 福岡市

福岡県トラック事
業政治連盟

400,000 福岡市

日本酪農政治連盟
福岡県支部連合会

100,000 福岡市

福岡県自動車整備
政治連盟

200,000 福岡市

全国石油政治連盟
福岡県支部連合会

100,000 福岡市
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全国石油政治連盟
福岡県福岡支部

200,000 福岡市

自由民主党福岡県
支部連合会

100,000 福岡市

福岡県福岡地区税
理士政治連盟

300,000 福岡市

全国小売酒販政治
連盟福岡県支部

100,000 福岡市

道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

年間五万円以下の
もの

160,000

６ 特定パーティーの概要
渡辺ともよし君と
明日を語る会(775

人)

59,620,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
渡辺ともよし君と明日を語る会
（団体からの対価の支払）
佐伯建設工業j 600,000 福岡市

(前年支払額 0)

川本パーツ 1,000,000 北九州市
(前年支払額 0)

j大本組 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

秋田県港湾建設協
会

300,000 秋田市
(前年支払額 0)

海洋工事汚濁防止
協会

700,000 目黒区
(前年支払額 0)

北海道港湾建設協
会

900,000 札幌市
(前年支払額 0)

日光建設j 400,000 福岡市
(前年支払額 0)

福島県港湾建設協
会

220,000 いわき市
(前年支払額 0)

北海道機械開発j 300,000 札幌市
(前年支払額 0)

国土総合建設j 300,000 都・港区
(前年支払額 0)

j大盛組 300,000 北九州市
(前年支払額 0)

岩手県港湾建設協
会

340,000 盛岡市
(前年支払額 0)

j本間組 1,160,000 千代田区
(前年支払額 0)

j塩月工業 400,000 春日市
(前年支払額 0)

川崎製鉄j 400,000 福岡市
(前年支払額 0)

横浜ゴムj 600,000 都・港区
(前年支払額 0)

東亜土木j 1,500,000 福岡市
(前年支払額 0)

信幸建設j 1,500,000 下関市
(前年支払額 0)

九州総合建設j 300,000 北九州市
(前年支払額 0)

大新土木j 300,000 福岡市
(前年支払額 0)

jヤナイ 600,000 北九州市
(前年支払額 0)

村上海事j 300,000 福岡県苅田町
(前年支払額 0)

森崎建設工業j 500,000 大分市
(前年支払額 0)

j小山 300,000 北九州市
(前年支払額 0)

井森工業j 1,000,000 柳井市
(前年支払額 0)

神野建設j 700,000 北九州市
(前年支払額 0)

博多湾環境整備j 300,000 福岡市
(前年支払額 0)

村上建設工業j 300,000 北九州市
(前年支払額 0)

j宮本組 400,000 福岡市
(前年支払額 0)

近畿地区石材協同
組合

500,000 大阪市
(前年支払額 0)

小枚建設j 600,000 鹿児島市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
自由民主党富山県
港湾支部

400,000 富山市
(前年支払額 0)

自由民主党宮城県
港湾支部

460,000 仙台市
(前年支払額 0)

日本医師連盟 400,000 文京区
(前年支払額 0)

自由民主党東京都
港湾支部

1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

自由民主党山口県
港湾支部

1,000,000 山口市
(前年支払額 0)

自由民主党長崎県
港湾支部

1,500,000 長崎市
(前年支払額 0)

農林水産基本政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

日出 英輔

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 13. 2.27

１ 収入総額 42,211,756

前年繰越額 31,879,407

本年収入額 10,332,349

２ 支出総額 11,819,337

３ 本年収入の内訳
寄附 3,050,000

個人分 300,000

政治団体分 2,750,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

7,265,000

日出英輔と語る集い（計４回） 7,265,000

その他の収入 17,349

一件十万円未満のもの 17,349

４ 支出の内訳
政治活動費 11,819,337

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,319,337

政治資金パーティー開催事
業費

1,319,337

寄附・交付金 10,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
橋浦 敏胤 200,000 名取市
日出 雄平 100,000 仙台市
（政治団体分）
全国木材産業政治
連盟

500,000 千代田区

日惣協政治研究会 100,000 千代田区
志帥会 1,000,000 千代田区
平成の会 200,000 豊島区
春交会 300,000 都・中央区
自由社会を守る国
民会議

400,000 千代田区

自由民主党宮城県
支部連合会

250,000 仙台市

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 13. 3. 6

１ 収入総額 114,603,623

本年収入額 114,603,623

２ 支出総額 114,603,623

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

104,503,370

福島啓史郎君を励ます集い 19,280,000

福島啓史郎君を励ます会 72,053,370

第１回福島啓史郎と語る会 1,820,000

第２回福島啓史郎と語る会 1,660,000

第３回福島啓史郎と語る会 3,080,000

福島啓史郎と畜産を語る会 6,610,000

借入金 10,000,000

福島啓史郎 10,000,000

その他の収入 253

一件十万円未満のもの 253

４ 支出の内訳
経常経費 315

事務所費 315

政治活動費 114,603,308

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,118,333

政治資金パーティー開催事
業費

5,118,333

寄附・交付金 109,484,975

５ 寄附の内訳
（個人分）
飯沼 英郎 100,000 鎌倉市
６ 特定パーティーの概要
福島啓史郎君を励
ます集い(488人)

19,280,000 千代田区
(前年収入額 0)

福島啓史郎君を励
ます会(1,776人)

72,053,370 都・港区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（借入金）
福島啓史郎 10,000,000
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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

南野知惠子

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 13. 3.26

１ 収入総額 15,896,231

前年繰越額 115,876

本年収入額 15,780,355

２ 支出総額 15,150,360

３ 本年収入の内訳
寄附 15,780,000

個人分 1,050,000

政治団体分 14,730,000

その他の収入 355

一件十万円未満のもの 355

４ 支出の内訳
経常経費 4,895,961

人件費 96,000

備品・消耗品費 1,826,105

事務所費 2,973,856

政治活動費 10,254,399

組織活動費 7,051,139

調査研究費 183,260

寄附・交付金 3,020,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 法勝 1,000,000 竜ケ崎市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
日本看護連盟 10,000,000 渋谷区
日本看護連盟栃木
県支部

100,000 宇都宮市

日本看護連盟北海
道支部

1,300,000 札幌市

日本看護連盟山梨
県支部

400,000 甲府市

日本看護連盟愛媛
県支部

200,000 松山市

日本看護連盟熊本
県支部

200,000 熊本市

庄政会 200,000 千代田区
日本看護連盟石川
県支部

100,000 金沢市

日本看護連盟三重
県支部

350,000 津市

日本看護連盟鹿児
島県支部

200,000 鹿児島市

日本看護連盟山口
県支部

100,000 防府市

日本看護連盟高知
県支部

100,000 高知市

日本看護連盟鳥取
県支部

100,000 鳥取市

日本看護連盟岡山
県支部

200,000 岡山市

日本看護連盟静岡
県支部

1,000,000 静岡市

年間五万円以下の
もの

180,000

能勢和子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

能勢 和子

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 13. 3.30

１ 収入総額 33,659,130

前年繰越額 22,370,271

本年収入額 11,288,859

２ 支出総額 18,370,980

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(3,550人) 3,587,000

寄附 2,716,000

個人分 1,085,000

政治団体分 1,631,000

その他の収入 4,985,859

新年互礼会 4,956,000

一件十万円未満のもの 29,859

４ 支出の内訳
経常経費 5,216,852

人件費 122,530

備品・消耗品費 1,446,115

事務所費 3,648,207

政治活動費 13,154,128

組織活動費 12,172,661

調査研究費 321,467

寄附・交付金 660,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
泉 一郎 685,000 沼津市

能勢 和子 400,000 呉市
（政治団体分）
自由民主党広島県
支部連合会

100,000 広島市

自由民主党鳥取県
看護連盟支部

100,000 鳥取市

自由民主党山梨県
看護連盟支部

300,000 甲府市

日本看護連盟三重
県支部

100,000 津市

自由民主党長野県
看護連盟支部

100,000 松本市

年間五万円以下の
もの

931,000

６ 資産等の内訳
（預金等）

12,000,000

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 13. 3.12

１ 収入総額 122,618,167

前年繰越額 1,176,250

本年収入額 121,441,917

２ 支出総額 118,418,367

３ 本年収入の内訳
寄附 12,190,000

個人分 3,590,000

政治団体分 8,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

109,250,000

東京野田会２月セミナー 14,820,000

衆議院議員野田毅君を叱咤激
励する会

49,060,000

東京野田会７月セミナー 14,340,000

東京野田会10月セミナー 15,570,000

東京野田会12月セミナー 15,460,000

その他の収入 1,917

一件十万円未満のもの 1,917

４ 支出の内訳
経常経費 26,234,118

人件費 12,210,500

光熱水費 3,956,400

備品・消耗品費 5,928,051

事務所費 4,139,167

政治活動費 92,184,249

組織活動費 18,078,032

機関紙誌の発行その他の事業
費

31,999,339

宣伝事業費 18,471,876

政治資金パーティー開催事
業費

13,527,463

調査研究費 4,106,878

寄附・交付金 38,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
河口 廣文 70,000 都・府中市
濱口吉右衛門 120,000 品川区
山田 三郎 500,000 堺市
山下 光 1,000,000 横浜市
小室 恒 200,000 文京区
神谷 一雄 100,000 渋谷区
兼武 正明 1,500,000 豊中市
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
日本医師連盟 6,000,000 文京区
全国石油政治連盟 600,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

1,000,000 目黒区

日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
６ 特定パーティーの概要
東京野田会２月セ
ミナー(240人)

14,820,000 都・港区
(前年収入額 0)

衆議院議員野田毅
君を叱咤激励する
会(810人)

49,060,000 千代田区
(前年収入額 0)

東京野田会７月セ
ミナー(230人)

14,340,000 都・港区
(前年収入額 0)

東京野田会10月セ
ミナー(250人)

15,570,000 千代田区
(前年収入額 0)

東京野田会12月セ
ミナー(240人)

15,460,000 都・港区
(前年収入額 0)

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２月セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

衆議院議員野田毅君を叱咤激励する会
（団体からの対価の支払）
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j丸金コーポレー
ション

500,000 都・港区
(前年支払額 0)

西南総合開発j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

鶴原吉井j 400,000 熊本市
(前年支払額 0)

阿蘇製薬j 1,000,000 熊本県菊陽町
(前年支払額 0)

アソインターナ
ショナルj

1,000,000 熊本県菊陽町
(前年支払額 0)

日本ライフエイド
j

600,000 大阪市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

酉和会 1,000,000 目黒区
(前年支払額 0)

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 400,000 文京区

(前年支払額 0)

東京野田会10月セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

東京野田会12月セミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

博萩会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

亀谷 博昭

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 13. 3. 8

１ 収入総額 35,779,883

前年繰越額 18,943,519

本年収入額 16,836,364

２ 支出総額 22,907,886

３ 本年収入の内訳
寄附 240,000

個人分 240,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

16,590,000

'00亀谷ひろあきクリスマス
パーティー

16,590,000

その他の収入 6,364

一件十万円未満のもの 6,364

４ 支出の内訳
経常経費 9,572,426

人件費 5,833,880

光熱水費 27,310

備品・消耗品費 1,998,022

事務所費 1,713,214

政治活動費 13,335,460

組織活動費 5,692,799

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,642,661

宣伝事業費 214,535

政治資金パーティー開催事
業費

7,428,126

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 裕 120,000 仙台市
菅原 萬 60,000 仙台市
吉田 雅男 60,000 宮城県柴田町
６ 特定パーティーの概要
'00亀谷ひろあき
クリスマスパー
ティー(1,106人)

16,590,000 仙台市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
'00亀谷ひろあきクリスマスパーティー
（団体からの対価の支払）
j東北設計計画研
究所

300,000 仙台市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 3,351,000 7.10. 5

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 13. 2.26

１ 収入総額 21,385,522

前年繰越額 819,336

本年収入額 20,566,186

２ 支出総額 21,129,639

３ 本年収入の内訳
寄附 20,565,000

個人分 17,165,000

政治団体分 3,400,000

その他の収入 1,186

一件十万円未満のもの 1,186

４ 支出の内訳
経常経費 10,741,257

人件費 10,741,257

政治活動費 10,388,382

組織活動費 2,513,486

選挙関係費 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,874,896

機関紙誌の発行事業費 2,874,896

５ 寄附の内訳
（個人分）
永田 進 500,000 静岡県新居町
浜田 末次 500,000 松浦市
小笠原 彰 1,000,000 静岡県新居町
横田 喜 1,500,000 浜松市
清水 孝郎 1,500,000 浜松市
豊田 順介 1,000,000 袋井市
竹林 睦夫 1,000,000 静岡県小笠町
佐野 史郎 200,000 静岡県新居町
山村 勝 200,000 静岡県細江町
中山 頼雄 300,000 浜松市
山城 正敏 1,500,000 浜松市
小林 正樹 500,000 袋井市
青島 安宏 1,000,000 磐田市
柳内 正基 1,000,000 習志野市
村松 茂弘 1,000,000 磐田市
鈴木 勝樹 300,000 磐田市
杉浦 秀明 1,500,000 浜松市
堀川 守夫 100,000 浜松市
松田 治夫 1,000,000 浜松市
安田 金治 1,000,000 岐阜市
成沢 久男 300,000 掛川市
年間五万円以下の
もの

265,000

（政治団体分）
日本医師連盟 1,000,000 文京区
日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
Ｔ・Ｋ・Ｃ全国政
経研究会

600,000 新宿区

日本獣医師政治連
盟

500,000 都・港区

年間五万円以下の
もの

300,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 2,525,168

本年収入額 2,525,168

２ 支出総額 2,522,318

３ 本年収入の内訳
借入金 2,525,168

佐藤 芳博 2,525,168

４ 支出の内訳
経常経費 448,252

人件費 9,000

備品・消耗品費 126,991

事務所費 312,261

政治活動費 2,074,066

組織活動費 1,291,749

調査研究費 709,317

寄附・交付金 73,000

５ 資産等の内訳
（借入金）
佐藤 芳博 14,458,855

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 13. 3. 5

１ 収入総額 3,119

前年繰越額 3,119

２ 支出総額 0

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 13. 3.14

１ 収入総額 28,938,255

前年繰越額 6,644,831

本年収入額 22,293,424

２ 支出総額 28,591,831

３ 本年収入の内訳
寄附 4,250,000

個人分 2,250,000
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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

18,040,000

川崎二郎君を励ます会 18,040,000

その他の収入 3,424

一件十万円未満のもの 3,424

４ 支出の内訳
経常経費 18,761,755

人件費 7,133,000

備品・消耗品費 4,250,892

事務所費 7,377,863

政治活動費 9,830,076

組織活動費 6,547,980

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,652,096

政治資金パーティー開催事
業費

2,652,096

寄附・交付金 630,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森本 豊 90,000 大田区
下村 浩子 60,000 与野市
家里 英雄 500,000 名張市
家里 和子 500,000 名張市
藤井 繁 200,000 滋賀県びわ町
五十嵐昭男 240,000 桑名市
見並 正生 120,000 四日市市
岸本 正三 120,000 四日市市
黒田 鉞郎 240,000 四日市市
呉山 英雄 60,000 四日市市
小林 徹 60,000 四日市市
二井 重美 60,000 四日市市
（政治団体分）
全国森林土木建設
業政治連盟

2,000,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
川崎二郎君を励ま
す会(582人)

18,040,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
川崎二郎君を励ます会
（個人からの対価の支払）
安田 金治 300,000 岐阜市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
ミクニ総業j 520,000 都・港区

(前年支払額 0)

東進産業j 600,000 津市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,739,681 11.10.27

（借入金）
川崎 二郎 39,390,000

博友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三塚 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 13. 3.29

１ 収入総額 48,269,113

前年繰越額 5,974,668

本年収入額 42,294,445

２ 支出総額 42,082,381

３ 本年収入の内訳
寄附 42,294,000

個人分 25,410,000

（うち特定寄附） 5,000,000

政治団体分 16,884,000

その他の収入 445

一件十万円未満のもの 445

４ 支出の内訳
経常経費 20,742,048

人件費 11,099,997

備品・消耗品費 2,931,309

事務所費 6,710,742

政治活動費 21,340,333

組織活動費 11,130,385

選挙関係費 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

370,498

宣伝事業費 370,498

調査研究費 569,450

寄附・交付金 4,270,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…三塚 博 5,000,000 名取市
三塚 博 8,000,000 名取市
高橋 良夫 330,000 宮城県七ヶ宿

町

堀 宏嘉 120,000 横浜市
庄司 京子 1,000,000 仙台市
庄司 允幸 90,000 草加市
山川 昇 500,000 豊中市
植木 武彦 1,000,000 大田区
石野 秋雄 250,000 岩沼市
金山 正一 250,000 名取市
佐藤 健一 250,000 岩沼市
上野 春雄 250,000 宮城県亘理町
椎野 隆弘 300,000 大阪市
鈴木 新 100,000 宮城県桃生町
村上 司郎 200,000 渋谷区
武中 文策 1,000,000 宮城県小牛田

町
野村 紘一 1,500,000 渋谷区
野村 智子 1,000,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

4,270,000

（政治団体分）
自由民主党宮城県
三選挙区支部

9,580,000 名取市

蜂産連盟 700,000 都・中央区
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

日本商工連盟 1,000,000 都・中央区
全国管工事業政治
連盟

1,300,000 都・府中市

宮城県獣医師政治
連盟

500,000 仙台市

日本獣医師政治連
盟

1,000,000 都・港区

全国たばこ耕作者
政治連盟

200,000 都・港区

日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
日本薬業政治連盟 500,000 都・中央区
民有林振興会 800,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

4,000

二十日会（関谷 勝嗣）
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 13. 3.30

１ 収入総額 10,782,283

前年繰越額 2,227,913

本年収入額 8,554,370

２ 支出総額 10,782,283

３ 本年収入の内訳
寄附 8,554,370

個人分 3,554,370

政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 10,782,283

人件費 6,725,031

備品・消耗品費 2,114,722

事務所費 1,942,530

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 宏司 550,000 川崎市
山梨 五男 120,000 世田谷区
日野 忠義 480,000 渋谷区
馬殿 貞夫 600,000 滋賀県高島町
菅野とし江 240,000 松戸市
平田 寿 90,000 市川市
小田切 清 60,000 越谷市
原田 公明 499,370 香川県牟礼町
川北 順彦 120,000 津市
守谷 仁志 120,000 松山市
竹村 洋一 100,000 松山市
佐伯 敬 120,000 松山市
年間五万円以下の
もの

455,000

（政治団体分）
近未来政治研究会 5,000,000 千代田区
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 13. 3.16

１ 収入総額 35,846,888

前年繰越額 9,313,800

本年収入額 26,533,088

２ 支出総額 11,664,088

３ 本年収入の内訳
寄附 26,260,000

個人分 1,500,000

政治団体分 24,760,000

その他の収入 273,088

一件十万円未満のもの 273,088

４ 支出の内訳
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経常経費 7,614,238

人件費 367,562

光熱水費 235,010

備品・消耗品費 1,001,838

事務所費 6,009,828

政治活動費 4,049,850

組織活動費 3,548,857

機関紙誌の発行その他の事業
費

71,490

機関紙誌の発行事業費 71,490

調査研究費 429,503

５ 寄附の内訳
（個人分）
武村 千鶴 1,500,000 大津市
（政治団体分）
さきがけ滋賀県第
二選挙区支部

4,760,000 八日市市

さきがけ 20,000,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
武村 正義 15,000,000

花の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

林 福治

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 13. 1.15

１ 収入総額 1,045,290

前年繰越額 725,000

本年収入額 320,290

２ 支出総額 268,300

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(12人) 72,000

寄附 248,000

個人分 248,000

その他の収入 290

一件十万円未満のもの 290

４ 支出の内訳
経常経費 173,120

備品・消耗品費 53,120

事務所費 120,000

政治活動費 95,180

組織活動費 26,380

機関紙誌の発行その他の事業
費

45,000

宣伝事業費 45,000

調査研究費 23,800

５ 寄附の内訳
（個人分）
林 福治 248,000 岡山県早島町
６ 資産等の内訳
（借入金）
fセレクコ 2,000,000

濱口和久後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

濱口 和久

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 13. 4. 2

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2.27

１ 収入総額 10,472,599

前年繰越額 12,268

本年収入額 10,460,331

２ 支出総額 10,410,592

３ 本年収入の内訳
寄附 3,360,000

政治団体分 3,360,000

借入金 7,100,000

林 省之介 7,100,000

その他の収入 331

一件十万円未満のもの 331

４ 支出の内訳
経常経費 9,014,870

人件費 3,745,000

光熱水費 122,366

備品・消耗品費 881,296

事務所費 4,266,208

政治活動費 1,395,722

組織活動費 917,167

機関紙誌の発行その他の事業
費

384,470

宣伝事業費 384,470

調査研究費 94,085

５ 寄附の内訳
（政治団体分）

自高会 2,000,000 高槻市
志帥会 1,360,000 千代田区
６ 資産等の内訳
（借入金）
林 省之介 33,185,172

山下美智子 4,000,000

水野 和幸 5,500,000

高橋 敬晃 2,000,000

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 13. 3.30

１ 収入総額 63,786,488

前年繰越額 33,255,961

本年収入額 30,530,527

２ 支出総額 35,810,141

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(53人) 566,000

寄附 11,043,000

個人分 3,943,000

政治団体分 7,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

18,342,000

第５回平成デモクラシーセミ
ナー

18,152,000

ＣＤ売上 190,000

その他の収入 579,527

一件十万円未満のもの 579,527

４ 支出の内訳
経常経費 11,738,756

人件費 2,458,922

光熱水費 906,306

備品・消耗品費 4,884,327

事務所費 3,489,201

政治活動費 24,071,385

組織活動費 12,581,954

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,553,958

政治資金パーティー開催事
業費

8,553,958

調査研究費 385,473

寄附・交付金 2,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

河野 泰通 1,000,000 四條畷市
河村 正子 150,000 宇部市
坂井 音重 120,000 渋谷区
林 泰四郎 1,500,000 下関市
海老原 茂 60,000 横浜市
林 孝介 500,000 下関市
村重 武次 120,000 小野田市
年間五万円以下の
もの

493,000

（政治団体分）
日本医師連盟 5,000,000 文京区
山口県医師連盟 1,100,000 山口市
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
６ 特定パーティーの概要
第５回平成デモク
ラシーセミナー
(550人)

18,152,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第５回平成デモクラシーセミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 24,373,534

前年繰越額 24,366,750

本年収入額 6,784

２ 支出総額 20,000,630

３ 本年収入の内訳
その他の収入 6,784

一件十万円未満のもの 6,784

４ 支出の内訳
経常経費 630

事務所費 630

政治活動費 20,000,000

寄附・交付金 20,000,000

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 13. 3.29
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１ 収入総額 10,354,715

前年繰越額 2,699,015

本年収入額 7,655,700

２ 支出総額 10,090,446

３ 本年収入の内訳
寄附 7,560,000

個人分 3,510,000

政治団体分 4,050,000

その他の収入 95,700

一件十万円未満のもの 95,700

４ 支出の内訳
経常経費 8,583,160

人件費 2,893,556

光熱水費 130,028

備品・消耗品費 2,559,555

事務所費 3,000,021

政治活動費 1,507,286

組織活動費 723,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

430,500

機関紙誌の発行事業費 430,500

その他の経費 353,786

５ 寄附の内訳
（個人分）
山根 健二 240,000 島根県美保関

町
講辺 毅 120,000 島根県石見町
今井 久師 120,000 島根県桜江町
永井 則幸 120,000 島根県羽須美

村
福井 宗圭 130,000 島根県瑞穂町
森下 道幸 120,000 島根県邑智町
小松 利行 120,000 島根県邑智町
三明 一之 120,000 島根県川本町
町田 光好 130,000 島根県瑞穂町
谷 正博 270,000 島根県瑞穂町
井上 重忠 120,000 島根県桜江町
波多 志朗 100,000 大田市
大利 邦雄 120,000 島根県大和村
西村 勘六 120,000 島根県大和村
日高 哲 130,000 島根県瑞穂町
澤田 明夫 120,000 島根県邑智町
森下 勝義 130,000 島根県桜江町
森脇 一昭 130,000 島根県桜江町
増田不二朗 130,000 島根県瑞穂町
寺本 実 130,000 島根県瑞穂町

日高 信明 120,000 島根県羽須美
村

磯野 隆起 120,000 島根県邑智町
小林 憲治 120,000 島根県瑞穂町
浜 慎一 90,000 島根県石見町
前田 恭三 240,000 島根県川本町
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
邑智郡第一支部

1,950,000 島根県川本町

道路問題懇談会 2,100,000 松江市
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 13. 3.30

１ 収入総額 24,475,871

前年繰越額 342,131

本年収入額 24,133,740

２ 支出総額 24,077,065

３ 本年収入の内訳
寄附 3,253,740

個人分 2,673,740

政治団体分 580,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,880,000

磐陽会政経フォーラム 20,880,000

４ 支出の内訳
経常経費 17,341,167

人件費 12,662,725

光熱水費 724,896

備品・消耗品費 1,570,646

事務所費 2,382,900

政治活動費 6,735,898

組織活動費 303,072

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,432,826

政治資金パーティー開催事
業費

6,432,826

５ 寄附の内訳
（個人分）
永井 克久 240,000 いわき市
大木 伸一 60,000 いわき市
福田由美子 60,000 いわき市

小泉 良夫 60,000 いわき市
斉藤 正光 59,685 いわき市
渡辺 和裕 100,000 福島市
中里 迪彦 200,000 いわき市
森 博 1,500,000 いわき市
年間五万円以下の
もの

394,055

（政治団体分）
全国たばこ耕作者
政治連盟

200,000 都・港区

ＴＫＣ全国政経研
究会

300,000 新宿区

年間五万円以下の
もの

80,000

６ 特定パーティーの概要
磐陽会政経フォー
ラム(780人)

20,880,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
磐陽会政経フォーラム
（団体からの対価の支払）
堀江工業j 600,000 いわき市

(前年支払額 0)

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 13. 3.16

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

ひぐち博康21世紀維新の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

樋口 博康

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 13. 3. 5

１ 収入総額 11,334,867

本年収入額 11,334,867

２ 支出総額 10,999,093

３ 本年収入の内訳
寄附 11,334,497

個人分 9,334,497

政治団体分 2,000,000

その他の収入 370

一件十万円未満のもの 370

４ 支出の内訳
経常経費 8,402,386

人件費 4,614,600

光熱水費 86,491

備品・消耗品費 1,851,856

事務所費 1,849,439

政治活動費 2,596,707

組織活動費 615,950

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,980,757

宣伝事業費 1,980,757

５ 寄附の内訳
（個人分）
樋口 博康 8,459,007 広島市
樋口 秀雄 92,490 大田区
林 直一 500,000 国立市
年間五万円以下の
もの

283,000

（政治団体分）
民主党 2,000,000 千代田区
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 13. 3.13

１ 収入総額 42,486,342

前年繰越額 20,389,388

本年収入額 22,096,954

２ 支出総額 34,076,159

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,067人) 3,554,318

寄附 331,157

個人分 50,000

政治団体分 281,157

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

18,207,000

岡本芳郎政経セミナー 15,900,000

眉山芳友会互礼会 1,592,000

眉山芳友会報告・懇親会 715,000

その他の収入 4,479

一件十万円未満のもの 4,479

４ 支出の内訳
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経常経費 5,735,491

人件費 1,618,725

光熱水費 125,600

備品・消耗品費 250,408

事務所費 3,740,758

政治活動費 28,340,668

組織活動費 574,025

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,766,643

政治資金パーティー開催事
業費

381,116

その他の事業費 2,385,527

寄附・交付金 25,000,000

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）
自由民主党徳島県
第一選挙区支部

281,157 徳島市

６ 特定パーティーの概要
岡本芳郎政経セミ
ナー(226人)

15,900,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（敷金）
fナルゲエンタープ
ライズ

1,040,000 10.10.29

飛翔会（松前 達郎）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松前 達郎

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 13. 3. 9

１ 収入総額 16,284,914

前年繰越額 16,278,919

本年収入額 5,995

２ 支出総額 10,001,680

３ 本年収入の内訳
その他の収入 5,995

一件十万円未満のもの 5,995

４ 支出の内訳
政治活動費 10,001,680

寄附・交付金 10,001,680

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 13. 1.29

１ 収入総額 12,117,004

前年繰越額 3,587,004

本年収入額 8,530,000

２ 支出総額 6,800,106

３ 本年収入の内訳
寄附 8,530,000

個人分 7,350,000

団体分 1,180,000

４ 支出の内訳
経常経費 822,372

光熱水費 158,718

備品・消耗品費 484,191

事務所費 179,463

政治活動費 5,977,734

組織活動費 1,381,185

調査研究費 46,549

寄附・交付金 4,500,000

その他の経費 50,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒川 仁一 120,000 滋賀県甲南町
泉 征生 120,000 滋賀県甲西町
井上 伊祐 240,000 滋賀県甲西町
井上 清 120,000 滋賀県甲西町
井上 博之 120,000 滋賀県栗東町
大岡 通男 120,000 滋賀県甲西町
大岡 公平 120,000 大津市
大橋 淳一 240,000 滋賀県水口町
奥村正一郎 600,000 滋賀県甲西町
奥村 英一 120,000 滋賀県甲西町
奥村 正雄 360,000 滋賀県甲西町
奥村 増一 120,000 滋賀県甲西町
楠本 正俊 120,000 滋賀県水口町
坂 弘光 120,000 滋賀県水口町
澤田 秀三 600,000 滋賀県水口町
園田 隆雄 90,000 滋賀県甲西町
上西 宗市 300,000 滋賀県甲西町
高畑 松夫 480,000 滋賀県甲西町
竹若 豪 120,000 滋賀県甲西町
辻 邦夫 120,000 滋賀県甲南町
鉄井 洋美 120,000 滋賀県土山町
中川 三夫 480,000 滋賀県甲西町
野上 佳輝 120,000 滋賀県水口町

野村 治 80,000 滋賀県甲西町
伴 惣司 180,000 滋賀県水口町
伴 之宏 300,000 滋賀県水口町
平松 善雄 600,000 滋賀県甲西町
本間 典夫 120,000 滋賀県土山町
前川 忠一 160,000 滋賀県水口町
松原 栄樹 120,000 滋賀県甲西町
柳澤 定男 120,000 滋賀県水口町
山中 俊則 120,000 滋賀県甲西町
高井 宣彦 480,000 滋賀県甲西町
（団体分）
甲賀バラスj 90,000 滋賀県土山町
f滋賀陶業 120,000 滋賀県甲西町
日新機工j 60,000 北九州市
西村建設j 120,000 滋賀県甲西町
村上産業j 60,000 滋賀県水口町
甲西ガス協業組合 90,000 滋賀県甲西町
滋賀設備j 120,000 滋賀県水口町
村上興業j 60,000 滋賀県水口町
年間五万円以下の
もの

460,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
美松ゴルフセンター
j

5,000,000

ビジョン21

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

鳥取県議会議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 4,082,452

前年繰越額 382,380

本年収入額 3,700,072

２ 支出総額 3,859,329

３ 本年収入の内訳
寄附 3,700,000

個人分 3,700,000

その他の収入 72

一件十万円未満のもの 72

４ 支出の内訳
経常経費 2,240,214

人件費 267,400

光熱水費 181,152

備品・消耗品費 63,081

事務所費 1,728,581

政治活動費 1,619,115

その他の経費 1,619,115

５ 寄附の内訳
（個人分）
福谷 直美 200,000 倉吉市
前田 充伸 500,000 江東区
網倉 宅二 500,000 新宿区
猪股 靖 500,000 都・港区
酒井 靖祐 500,000 倉吉市
藤井 武親 1,000,000 倉吉市
福井 利明 500,000 鳥取県北条町
６ 資産等の内訳
（借入金）
川上 義博 4,183,631

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 13. 3. 2

１ 収入総額 1,735,318

前年繰越額 895,293

本年収入額 840,025

２ 支出総額 1,003,576

３ 本年収入の内訳
寄附 840,000

個人分 840,000

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 701,770

事務所費 701,770

政治活動費 301,806

組織活動費 301,806

５ 寄附の内訳
（個人分）
殿地 眞己 840,000 渋谷区
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 13. 3. 1

１ 収入総額 2,485,000

本年収入額 2,485,000

２ 支出総額 2,309,684
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３ 本年収入の内訳
寄附 2,485,000

個人分 2,485,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,256,679

人件費 759,010

光熱水費 25,468

備品・消耗品費 338,818

事務所費 1,133,383

政治活動費 53,005

組織活動費 34,105

調査研究費 18,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
平野 貞夫 1,500,000 高知市
年間五万円以下の
もの

985,000

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 13. 3.29

１ 収入総額 138,168,740

前年繰越額 48,580,222

本年収入額 89,588,518

２ 支出総額 109,852,779

３ 本年収入の内訳
寄附 34,210,472

個人分 9,820,000

政治団体分 24,390,472

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

55,360,000

金子一義君と語る会（計２回） 55,360,000

その他の収入 18,046

一件十万円未満のもの 18,046

４ 支出の内訳
経常経費 55,464,497

人件費 36,394,270

光熱水費 416,163

備品・消耗品費 3,154,660

事務所費 15,499,404

政治活動費 54,388,282

組織活動費 15,922,616

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,956,373

宣伝事業費 1,222,668

政治資金パーティー開催事
業費

2,733,705

調査研究費 409,293

寄附・交付金 34,100,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山田 進 120,000 酒田市
浜 雄太郎 500,000 石岡市
大西 明守 200,000 岐阜県白鳥町
土屋 正光 200,000 藤沢市
山田 幸人 300,000 酒田市
栗本 幸一 1,000,000 岐阜県柳津町
林 弘 1,000,000 高山市
林 喜美枝 500,000 高山市
林 芳雄 750,000 高山市
林 幸男 750,000 高山市
長瀬 利治 500,000 岐阜県久々野

町
宮沢 茂隆 500,000 高山市
新井 和男 1,500,000 高山市
高垣 石雄 1,500,000 岐阜県八幡町
年間五万円以下の
もの

500,000

（政治団体分）
自由民主党山形県
第４選挙区支部

18,090,472 酒田市

宏池会 6,300,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
金子一義君と語る
会（平成12年１月
25日開催）(120人)

14,060,000 千代田区
(前年収入額 0)

金子一義君と語る
会（平成12年11月
14日開催）(500人)

41,300,000 千代田区
(前年収入額 0)

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（平成12年１月25日開催）
（団体からの対価の支払）
山崎建設j 1,500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

西原ネオ工業j 400,000 都・港区
(前年支払額 0)

（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
(前年支払額 0)

金子一義君と語る会（平成12年11月14日開催）

（団体からの対価の支払）
山崎建設j 500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

郡上設業協会 1,000,000 岐阜県八幡町
(前年支払額 0)

西原ネオ工業j 1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

吉城建設業協会 1,240,000 岐阜県吉川町
(前年支払額 0)

（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
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（預金等）

17,442,577

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 13. 3.28

１ 収入総額 316,236,823

前年繰越額 17,541,099

本年収入額 298,695,724

２ 支出総額 266,412,127

３ 本年収入の内訳
寄附 67,235,350

個人分 43,885,350

団体分 360,000

政治団体分 22,990,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

231,300,000

新潮流シンポジウム（計５回） 231,300,000

その他の収入 160,374

一件十万円未満のもの 160,374

４ 支出の内訳
経常経費 184,852,982

人件費 101,523,435

光熱水費 2,103,289

備品・消耗品費 17,006,462

事務所費 64,219,796

政治活動費 81,559,145

組織活動費 53,707,999

選挙関係費 18,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,033,442

宣伝事業費 490,335

政治資金パーティー開催事
業費

4,543,107

調査研究費 1,413,704

寄附・交付金 3,404,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋山 寿郎 360,000 小平市
阿部 武 500,000 横浜市
天野 和子 1,500,000 笠岡市
天野 忠彦 1,500,000 笠岡市
荒木 雷太 500,000 岡山市
荒島 信昭 1,000,000 岡山市
有若 信雄 1,050,000 品川区
石田 祥史 1,500,000 岡山市
石田 規夫 1,500,000 岡山市
宇野澤虎雄 720,000 大田区
大竹 芳明 500,000 渋谷区
岡田 一彦 720,000 大田区
小倉 俊彦 1,000,000 岡山市
柏原 保久 360,000 大田区
加藤 三郎 1,000,000 板橋区
河合 進 240,000 岡山市
木村 旭 500,000 岡山市
黒田 孝 480,000 大田区
熊 琢磨 1,000,000 岡山市
小竹 守 360,000 恵那市
木庭 寛大 1,500,000 都・港区
小林 元治 120,000 新宿区
坂野 直樹 1,000,000 福岡市
坂野 義政 1,500,000 福岡市
里見 治 500,000 板橋区
重崎 高至 360,000 世田谷区
重藤 武士 1,500,000 岡山市
篠崎 洋二 500,000 岡山市
武居 利春 500,000 足立区
田村 和夫 1,000,000 岡山市
辻 修二 500,000 岡山市
土屋 宗光 480,000 市原市
道満 祥雄 560,000 岡山県落合町
長島 勝 780,000 ＳＡＮ ＲＡ

ＦＡＡＥＬ，
ＣＡ．ＵＳＡ．

中村 節雄 360,000 世田谷区
長谷川 浩 1,500,000 品川区
蜂谷 泰祐 1,500,000 岡山市
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原 光正 500,000 福岡市
日比野正夫 500,000 渋谷区
平戸 秀壽 1,000,000 木更津市
平松 東峰 360,000 目黒区
平松 力夫 500,000 岡山市
深野 暉國 480,000 目黒区
藤井 暢二 200,000 神戸市
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
平沼 赳夫 5,216,969 津山市
年間五万円以下の
もの

1,318,381

（団体分）
j釜屋 360,000 埼玉県騎西町
（政治団体分）
岡山県農政連盟 300,000 岡山市
志帥会 18,740,000 千代田区
歯平会 1,000,000 岡山市
全国配置家庭薬業
政治連盟

100,000 岡山市

ＴＫＣ全国政経研
究会

100,000 新宿区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
麻立会 700,000 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
平成12年第１回新
潮流シンポジウム
(456人)

56,970,000 千代田区
(前年収入額 0)

平成12年第２回新
潮流シンポジウム
(311人)

41,670,000 千代田区
(前年収入額 0)

平成12年第３回新
潮流シンポジウム
(468人)

52,000,000 千代田区
(前年収入額 0)

平成12年第４回新
潮流シンポジウム
(310人)

32,020,000 千代田区
(前年収入額 0)

平成12年第５回新
潮流シンポジウム
(496人)

48,640,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
平成12年第１回新潮流シンポジウム

（団体からの対価の支払）
浅野産業j 500,000 岡山市

(前年支払額 0)

jアサヒエンジニ
アリング

360,000 岡山市
(前年支払額 0)

jエイ・アイ・エ
イ

360,000 都・港区
(前年支払額 0)

岡山県貨物運送j 260,000 岡山市
(前年支払額 0)

カーツj 260,000 岡山市
(前年支払額 0)

j釜屋 360,000 埼玉県騎西町
(前年支払額 0)

吉備システムj 660,000 岡山市
(前年支払額 0)

共栄セキュリティ
サービスj

360,000 豊島区
(前年支払額 0)

j鴻池組 300,000 千代田区
(前年支払額 0)

j小島組 500,000 名古屋市
(前年支払額 0)

酒井工業j 360,000 岡山市
(前年支払額 0)

坂本工業j 500,000 津山市
(前年支払額 0)

j佐藤組 520,000 岡山市
(前年支払額 0)

三建設備工業j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

jサンベルコ 500,000 岡山市
(前年支払額 0)

三洋金属j 500,000 岡山市
(前年支払額 0)

jシュガーレディ
本社

240,000 品川区
(前年支払額 0)

jシュガーレディ
湘南

240,000 厚木市
(前年支払額 0)

jシュガーレディ
東京

240,000 新座市
(前年支払額 0)

jシュガーレディ
横浜

240,000 横浜市
(前年支払額 0)

j大氣社 400,000 新宿区
(前年支払額 0)

大成温調j 400,000 品川区
(前年支払額 0)

経営研究会e 360,000 品川区
(前年支払額 0)

中国精油j 360,000 岡山市
(前年支払額 0)

jディスコ 240,000 大田区
(前年支払額 0)

jテクノ菱和 400,000 豊島区
(前年支払額 0)

j電業社機械製作
所

700,000 大田区
(前年支払額 0)

電通工業j 300,000 品川区
(前年支払額 0)

利根地下技術j 300,000 大田区
(前年支払額 0)

富山湾建設j 300,000 高岡市
(前年支払額 0)

日本植生j 500,000 津山市
(前年支払額 0)

jメレック 360,000 岡山市
(前年支払額 0)

jリベラワイズ 720,000 千代田区
(前年支払額 0)

両備バスj 500,000 岡山市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

平成12年第２回新潮流シンポジウム
（個人からの対価の支払）
武居 利春 700,000 足立区

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
アイサワ工業j 1,000,000 岡山市

(前年支払額 0)

jアマノ 500,000 広島県坂町
(前年支払額 0)

大崎電気工業j 400,000 品川区
(前年支払額 0)

吉備システムj 660,000 岡山市
(前年支払額 0)

jテクノ菱和 700,000 豊島区
(前年支払額 0)

電通工業j 1,200,000 品川区
(前年支払額 0)

日立自動車交通j 340,000 足立区
(前年支払額 0)

j大本組 1,300,000 岡山市
(前年支払額 0)

平成12年第３回新潮流シンポジウム
（団体からの対価の支払）
カーツj 240,000 岡山市

(前年支払額 0)

吉備システムj 660,000 岡山市
(前年支払額 0)

三建設備工業j 600,000 都・中央区
(前年支払額 0)

親和パッケージj 700,000 神戸市
(前年支払額 0)

中国フレキ工業j 600,000 東広島市
(前年支払額 0)

東テクj 240,000 都・中央区
(前年支払額 0)

東邦ロードj 600,000 横浜市
(前年支払額 0)

前澤工業j 700,000 大阪市
(前年支払額 0)

ヨシダ道路企業j 600,000 石川県野々市
町

(前年支払額 0)

両備バスj 500,000 岡山市
(前年支払額 0)

昭栄自動車j 700,000 足立区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

平成12年第４回新潮流シンポジウム
（団体からの対価の支払）
吉備システムj 660,000 岡山市

(前年支払額 0)

平成12年第５回新潮流シンポジウム
（団体からの対価の支払）
吉備システムj 660,000 岡山市

(前年支払額 0)

東テクj 240,000 都・中央区
(前年支払額 0)

j中山工務店 520,000 岡山市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
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（敷金）
秀和j 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 13. 1.22

１ 収入総額 10,890,607

前年繰越額 2,863,188

本年収入額 8,027,419

２ 支出総額 9,693,701

３ 本年収入の内訳
寄附 6,776,000

個人分 5,776,000

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

1,250,000

書籍発行 1,250,000

その他の収入 1,419

一件十万円未満のもの 1,419

４ 支出の内訳
経常経費 4,578,426

人件費 3,438,629

備品・消耗品費 206,873

事務所費 932,924

政治活動費 5,115,275

組織活動費 1,875,353

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,400,000

宣伝事業費 600,000

その他の事業費 1,800,000

調査研究費 295,822

寄附・交付金 500,000

その他の経費 44,100

５ 寄附の内訳
（個人分）
小川 巖 1,500,000 中野区
平野 貞夫 3,500,000 高知市
平野 秀郎 120,000 須崎市
齋藤 達 60,000 川崎市
東山 勝 60,000 松山市
野並 繁勝 120,000 高知県春野町
平野 清 120,000 土佐清水市
平林 靖宏 200,000 土佐清水市

年間五万円以下の
もの

96,000

（政治団体分）
自由党参議院比例
代表選出第11総支
部

1,000,000 高知市

びわ湖発・新時代研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

八幡 和郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

滋賀県知事

報告年月日 13. 3.14

１ 収入総額 8,246,556

前年繰越額 35,040

本年収入額 8,211,516

２ 支出総額 8,246,556

３ 本年収入の内訳
寄附 1,711,000

個人分 711,000

政治団体分 1,000,000

借入金 6,500,000

犬塚八重子 2,000,000

八幡 和郎 500,000

小林 徹 4,000,000

その他の収入 516

一件十万円未満のもの 516

４ 支出の内訳
政治活動費 8,246,556

寄附・交付金 2,421,136

その他の経費 5,825,420

５ 寄附の内訳
（個人分）
今井 達士 100,000 岡谷市
大西 正和 100,000 名古屋市
戸所新太郎 150,000 大津市
中村 年男 200,000 京都市
年間五万円以下の
もの

161,000

（政治団体分）
無所属の会大津支
部

1,000,000 大津市

備後会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮澤 喜一

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 13. 2.19

１ 収入総額 90,497,507

前年繰越額 12,802,985

本年収入額 77,694,522

２ 支出総額 84,189,819

３ 本年収入の内訳
寄附 77,692,000

個人分 13,676,000

政治団体分 64,016,000

その他の収入 2,522

一件十万円未満のもの 2,522

４ 支出の内訳
経常経費 32,707,022

人件費 8,026,250

備品・消耗品費 1,518,523

事務所費 23,162,249

政治活動費 51,482,797

組織活動費 19,199,023

機関紙誌の発行その他の事業
費

685,005

機関紙誌の発行事業費 685,005

調査研究費 599,348

寄附・交付金 29,350,000

その他の経費 1,649,421

５ 寄附の内訳
（個人分）
市川 周蔵 110,000 西宮市
小野 義博 1,000,000 渋谷区
神原 眞人 170,000 広島県沼隈町
佐々木榮一郎 1,000,000 品川区
山口 久一 1,000,000 芦屋市
渡辺 辰男 300,000 高岡市
宮澤 喜一 10,000,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

96,000

（政治団体分）
みどり会 59,000,000 千代田区
自由民主党広島県
小選挙区支部

5,000,000 福山市

年間五万円以下の
もの

16,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
宮澤 洋一 30,000,000

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

大阪市議会議員

報告年月日 13. 1.29

１ 収入総額 7,596

前年繰越額 7,596

２ 支出総額 0

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 13. 2. 9

１ 収入総額 8,115,021

前年繰越額 22,021

本年収入額 8,093,000

２ 支出総額 8,074,988

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(50人) 320,000

寄附 4,973,000

個人分 4,973,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,800,000

狭山事務所開設５周年 2,800,000

４ 支出の内訳
経常経費 307,988

人件費 300,000

事務所費 7,988

政治活動費 7,767,000

組織活動費 706,925

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,560,075

政治資金パーティー開催事
業費

1,560,075

寄附・交付金 5,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
今井 輝子 300,000 入間市
佐野 雄二 200,000 所沢市
川野 幸夫 1,000,000 川越市
小島 清作 600,000 狭山市
平間 裕一 120,000 埼玉県毛呂山

町
柏木 一枝 100,000 練馬区
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金澤 純三 100,000 狭山市
小倉 吉男 200,000 八王子市
平本 良行 500,000 狭山市
長瀬 衛 80,000 埼玉県毛呂山

町
松本 桂司 600,000 埼玉県鳩山町
中島 政希 600,000 高崎市
年間五万円以下の
もの

573,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 22,318,544

前年繰越額 42,535

本年収入額 22,276,009

２ 支出総額 21,337,879

３ 本年収入の内訳
寄附 18,719,658

個人分 2,760,000

（うち特定寄附） 1,260,000

政治団体分 15,959,658

その他の収入 3,556,351

家賃 990,000

一件十万円未満のもの 2,566,351

４ 支出の内訳
経常経費 12,679,485

人件費 8,418,785

光熱水費 209,660

備品・消耗品費 1,079,933

事務所費 2,971,107

政治活動費 8,658,394

組織活動費 5,865,077

選挙関係費 10,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,436,226

機関紙誌の発行事業費 95,130

宣伝事業費 62,970

その他の事業費 1,278,126

調査研究費 945,566

寄附・交付金 401,525

５ 寄附の内訳
（個人分）

…福山 哲郎 1,260,000 京都市

福山知恵子 1,500,000 京都市
（政治団体分）
民主党京都府参議
院選挙区第二総支
部

12,639,658 京都市

福山哲郎後援会 3,320,000 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

Ｆｏｒｕｍ21（フォーラム21）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川村 博章

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉県議会議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 1,911,169

前年繰越額 275,033

本年収入額 1,636,136

２ 支出総額 1,618,363

３ 本年収入の内訳
寄附 1,036,000

個人分 1,036,000

借入金 600,000

川村 博章 600,000

その他の収入 136

一件十万円未満のもの 136

４ 支出の内訳
経常経費 1,264,659

人件費 1,200,000

備品・消耗品費 45,659

事務所費 19,000

政治活動費 353,704

組織活動費 331,246

調査研究費 22,458

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,036,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
川村 博章 2,200,000

フォーラム21（増田 敏男）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

増田 敏男

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 13. 3.13

１ 収入総額 26,969,625

前年繰越額 15,198,102

本年収入額 11,771,523

２ 支出総額 705,882

３ 本年収入の内訳
寄附 11,765,000

個人分 1,210,000

政治団体分 10,555,000

その他の収入 6,523

一件十万円未満のもの 6,523

４ 支出の内訳
経常経費 205,882

事務所費 205,882

政治活動費 500,000

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
増田 馨 1,000,000 熊谷市
西田 貞之 100,000 熊谷市
年間五万円以下の
もの

110,000

（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
熊谷市医師連盟 1,000,000 熊谷市
県北政治経済懇話
会

100,000 熊谷市

埼玉県医師連盟 800,000 浦和市
埼玉県歯科医師連
盟

600,000 浦和市

埼玉県接骨師政治
連盟

200,000 大宮市

埼玉県不動産政治
連盟

100,000 浦和市

全日本不動産政治
連盟

300,000 千代田区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本建築士事務所
政経研究会

300,000 都・中央区

年間五万円以下の
もの

155,000

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 13. 1.26

１ 収入総額 45,897,130

前年繰越額 1,489,640

本年収入額 44,407,490

２ 支出総額 41,330,740

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(82人) 260,000

寄附 23,411,500

個人分 20,411,500

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

20,614,950

カサブランカの会（計３回） 70,000

百乃会朝食会（計５回） 2,210,000

ニュービジネス研究会（計２
回）

1,720,000

伊丹ゆりの会 35,000

小池ゆりこさんをもっと働か
せる会

15,700,000

ポストカード売上（計２回） 84,000

宝塚ゆりの会決起大会 210,000

伊丹市議団セミナー 60,000

伊丹市議団懇親会 52,000

カサブランカ・バザー 422,950

小池ゆりこ事務所忘年会 51,000

その他の収入 121,040

一件十万円未満のもの 121,040

４ 支出の内訳
経常経費 9,548,964

人件費 1,689,111

光熱水費 792,342

備品・消耗品費 2,917,477

事務所費 4,150,034

政治活動費 31,781,776

組織活動費 628,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

19,653,776

機関紙誌の発行事業費 2,382,110

宣伝事業費 2,549,301

政治資金パーティー開催事
業費

9,593,985

その他の事業費 5,128,380

その他の経費 11,500,000

５ 寄附の内訳
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（個人分）
藤嶋 志郎 100,000 宝塚市
能村龍太郎 662,000 吹田市
川畑 道春 1,212,000 尼崎市
鈴木 忠雄 100,000 大田区
立野 純三 300,000 生駒市
大西 武夫 512,000 川西市
末次 一郎 212,000 世田谷区
澤村 正良 300,000 伊丹市
大西 信弥 62,000 宝塚市
中山 恵子 1,500,000 埼玉県嵐山町
中村 崇 1,500,000 世田谷区
西岡 伸明 100,000 豊中市
小池百合子 10,000,000 伊丹市
本田 敬吉 1,000,000 世田谷区
永田 シナ 1,000,000 豊中市
山田 清 62,000 宝塚市
年間五万円以下の
もの

1,789,500

（政治団体分）
保守党兵庫県第６
総支部

3,000,000 伊丹市

６ 特定パーティーの概要
小池ゆりこさんを
もっと働かせる会
(785人)

15,700,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（敷金）
今永 勝博 1,500,000 12. 9.22

（借入金）
小池百合子 55,500,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 62,711,710

前年繰越額 21,354,536

本年収入額 41,357,174

２ 支出総額 42,979,823

３ 本年収入の内訳
寄附 6,130,000

個人分 2,530,000

政治団体分 3,600,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

35,220,000

深谷ø司君を励ます会 35,220,000

その他の収入 7,174

一件十万円未満のもの 7,174

４ 支出の内訳
経常経費 26,195,893

人件費 14,135,210

光熱水費 814,407

備品・消耗品費 1,536,241

事務所費 9,710,035

政治活動費 16,783,930

組織活動費 3,719,245

機関紙誌の発行その他の事業
費

13,064,685

機関紙誌の発行事業費 431,610

政治資金パーティー開催事
業費

12,633,075

５ 寄附の内訳
（個人分）
朝倉 忠孝 300,000 八王子市
高橋 正暢 1,500,000 荒川区
年間五万円以下の
もの

730,000

（政治団体分）
ＴＫＣ全国政経研
究会

100,000 新宿区

近未来研究会 3,000,000 千代田区
健康保険政治連盟 500,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
深谷ø司君を励ま
す会(1,761人)

35,220,000 千代田区
(前年収入額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 54,738,005

前年繰越額 33,948,672

本年収入額 20,789,333

２ 支出総額 26,749,494

３ 本年収入の内訳
寄附 20,740,000

個人分 2,250,000

政治団体分 18,490,000

その他の収入 49,333

一件十万円未満のもの 49,333

４ 支出の内訳
経常経費 2,697,903

人件費 600,000

備品・消耗品費 888,453

事務所費 1,209,450

政治活動費 24,051,591

組織活動費 6,665,619

調査研究費 886,697

寄附・交付金 16,499,275

５ 寄附の内訳
（個人分）
越中 賢二 400,000 山形市
橋本 一夫 100,000 新宿区
竹内 輝博 500,000 酒田市
年間五万円以下の
もの

1,250,000

（政治団体分）
全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
国民健康保険組合
推進連盟

1,000,000 新宿区

製薬産業政治連盟 2,000,000 都・中央区
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
宏池会 2,000,000 千代田区
阿部正俊後援会 10,000,000 G飾区
年間五万円以下の
もの

370,000

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車 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 13. 3.29

１ 収入総額 92,907,814

前年繰越額 4,715,178

本年収入額 88,192,636

２ 支出総額 71,028,387

３ 本年収入の内訳
寄附 4,730,000

個人分 3,730,000

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

83,458,740

額賀福志郎君と新しい時代を
創造する会（計５回）

83,458,740

その他の収入 3,896

一件十万円未満のもの 3,896

４ 支出の内訳
経常経費 24,199,801

人件費 7,650,000

光熱水費 95,981

備品・消耗品費 7,319,084

事務所費 9,134,736

政治活動費 46,828,586

組織活動費 21,622,866

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,633,415

宣伝事業費 318,735

政治資金パーティー開催事
業費

8,314,680

調査研究費 62,305

寄附・交付金 16,510,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
大竹 美喜 500,000 板橋区
大田 嘉正 60,000 武蔵野市
井川 貞夫 60,000 茨城県北浦町
小端 健司 1,500,000 水戸市
宮内 一行 60,000 茨城県潮来町
小端 ふみ 1,500,000 水戸市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
21世紀の茨城を創
る県民会議

1,000,000 水戸市

６ 特定パーティーの概要
額賀福志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成11年12

月６日開催）(13

人)

580,000 都・港区
(前年収入額 23,829,475)

額賀福志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成12年５
月29日開催）(362

人)

30,180,000 都・港区
(前年収入額 0)
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額賀福志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成12年10

月16日開催）(183

人)

18,500,000 都・港区
(前年収入額 0)

額賀福志郎君と新
しい時代を創造す
る会（平成12年12

月４日開催）(360

人)

28,660,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
額賀福志郎君と新しい時代を創造する会（平成
12年５月29日開催）
（団体からの対価の支払）
青野産業j 500,000 茨城県波崎町

(前年支払額 0)

jセイユウ 500,000 茨城県波崎町
(前年支払額 0)

額賀福志郎君と新しい時代を創造する会（平成
12年10月16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

(前年支払額 0)

額賀福志郎君と新しい時代を創造する会（平成
12年12月４日開催）
（団体からの対価の支払）
青野産業j 500,000 茨城県波崎町

(前年支払額 0)

jセイユウ 500,000 茨城県波崎町
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 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 13. 2.13

１ 収入総額 838,470

前年繰越額 837,778

本年収入額 692

２ 支出総額 124,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 692

一件十万円未満のもの 692

４ 支出の内訳
経常経費 124,000

事務所費 124,000

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 13. 3.12

１ 収入総額 152,235,979

前年繰越額 45,754,817

本年収入額 106,481,162

２ 支出総額 107,332,059

３ 本年収入の内訳
寄附 16,390,246

個人分 1,290,000

政治団体分 15,100,246

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

90,088,478

ザ・チャレンジ21セミナー
（計３回）

90,088,478

その他の収入 2,438

一件十万円未満のもの 2,438

４ 支出の内訳
経常経費 28,475,158

人件費 5,612,000

光熱水費 337,137

備品・消耗品費 6,688,462

事務所費 15,837,559

政治活動費 78,856,901

組織活動費 10,655,756

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,674,622

政治資金パーティー開催事
業費

11,674,622

調査研究費 507,990

寄附・交付金 56,018,533

５ 寄附の内訳
（個人分）
増田 敏光 120,000 文京区
安田 金治 1,000,000 岐阜市
松田元太郎 120,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）

自由民主党岐阜県
衆議院比例区第一
支部

4,000,000 美濃加茂市

日本獣医師政治連
盟

500,000 都・港区

日本薬剤師連盟 500,000 渋谷区
日本医師連盟 2,000,000 文京区
自由民主党岐阜県
第四選挙区支部

8,100,246 美濃加茂市

６ 特定パーティーの概要
ザ・チャレンジ21

セミナー（平成12

年５月17日開催）
(412人)

24,838,662 千代田区
(前年収入額 0)

ザ・チャレンジ21

セミナー（平成12

年11月19日開催）
(861人)

41,018,533 名古屋市
(前年収入額 0)

ザ・チャレンジ21

セミナー（平成12

年12月14日開催）
(392人)

24,231,283 千代田区
(前年収入額 0)

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12年５月17日
開催）
（個人からの対価の支払）
安田 金治 500,000 岐阜市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j田辺エージェン
シー

220,000 目黒区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

ザ・チャレンジ21セミナー（平成12年11月19日
開催）
（個人からの対価の支払）
安田 金治 500,000 岐阜市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
平成舗道j 300,000 可児市

(前年支払額 0)

j丸久商事 500,000 岐阜県白川町
(前年支払額 0)

近代コンクリート
工業j

500,000 岐阜県萩原町
(前年支払額 0)

j益建リバース 500,000 岐阜県萩原町
(前年支払額 0)

jカナックス 400,000 尾西市
(前年支払額 0)

ザ・チャレンジ21セミナー（平成12年12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

(前年支払額 0)

全国不動産政治連
盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 20,394,150

前年繰越額 16,386,108

本年収入額 4,008,042

２ 支出総額 10,958,717

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 8,042

一件十万円未満のもの 8,042

４ 支出の内訳
経常経費 288,025

備品・消耗品費 203,255

事務所費 84,770

政治活動費 10,670,692

組織活動費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,170,692

機関紙誌の発行事業費 976,571

宣伝事業費 1,194,121

寄附・交付金 7,500,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
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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 13. 2.26

１ 収入総額 77,898,300

前年繰越額 4,367,612

本年収入額 73,530,688

２ 支出総額 44,575,473

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(7人) 880,000

寄附 8,950,000

個人分 4,910,000

団体分 40,000

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

63,700,000

佐藤剛男福活21・国政報告会 1,800,000

佐藤剛男君を励ます会 16,640,000

衆議院議員佐藤たつお君の飛
躍を期待する集い

45,260,000

その他の収入 688

一件十万円未満のもの 688

４ 支出の内訳
経常経費 916,933

人件費 536,184

備品・消耗品費 12,934

事務所費 367,815

政治活動費 43,658,540

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,358,540

機関紙誌の発行事業費 26,910

政治資金パーティー開催事
業費

5,331,630

寄附・交付金 34,300,000

その他の経費 4,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 信 1,500,000 郡山市
佐藤 勝也 850,000 福島市
加藤 政雄 60,000 福島市
秋月 元子 500,000 福島市
山口 保廣 1,000,000 横浜市
宮下附一竜 500,000 岡山市
黒田 泰光 500,000 八王子市

（団体分）
年間五万円以下の
もの

40,000

（政治団体分）
東京翔武会 500,000 都・港区
新政治研究会 1,000,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

500,000 福島市

日本医師連盟 2,000,000 文京区
６ 特定パーティーの概要
佐藤剛男君を励ま
す会(185人)

16,640,000 千代田区
(前年収入額 0)

衆議院議員佐藤た
つお君の飛躍を期
待 す る 集 い
(621人)

45,260,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
佐藤剛男福活21・国政報告会
（団体からの対価の支払）
王子製紙j 1,500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

佐藤剛男君を励ます会
（団体からの対価の支払）
王子製紙j 1,500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

日本製紙j 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

大昭和製紙j 400,000 千代田区
(前年支払額 0)

大王製紙j 300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

日本製紙連合会 900,000 都・中央区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
全日本印刷産業政
治連盟

300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

近未来政治研究会 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

衆議院議員佐藤たつお君の飛躍を期待する集い
（団体からの対価の支払）
王子製紙j 1,500,000 都・中央区

(前年支払額 0)

日本製紙j 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

大昭和製紙j 400,000 千代田区
(前年支払額 0)

大王製紙j 300,000 都・中央区
(前年支払額 0)

日本製紙連合会 900,000 都・中央区
(前年支払額 0)

j中里工務店 1,000,000 福島県小高町
(前年支払額 0)

jジャスト 1,000,000 原町市
(前年支払額 0)

i脳神経疾患研究
所

1,000,000 郡山市
(前年支払額 0)

福島県たばこ耕作
組合

360,000 福島県船引町
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 1,000,000 文京区

(前年支払額 0)

全国小売酒販政治
連盟

300,000 福島市
(前年支払額 0)

全国商工会連合会 300,000 都・港区
(前年支払額 0)

近未来政治研究会 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 59,739,506

佐藤 豊子 6,272,897

ふづき会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

飯塚 普彬

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 13. 3. 7

１ 収入総額 854,482

前年繰越額 854,167

本年収入額 315

２ 支出総額 213,526

３ 本年収入の内訳
その他の収入 315

一件十万円未満のもの 315

４ 支出の内訳
経常経費 83,526

光熱水費 45,889

事務所費 37,637

政治活動費 130,000

寄附・交付金 130,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 56,067,477

前年繰越額 11,734,977

本年収入額 44,332,500

２ 支出総額 51,694,237

３ 本年収入の内訳
寄附 20,207,500

個人分 15,977,500

政治団体分 4,230,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

24,125,000

ミネルバの会（計３回） 3,565,000

吉川元久とともに明日を創る
会

14,000,000

未来塾政経フォーラム 6,560,000

４ 支出の内訳
経常経費 39,820,242

人件費 22,323,525

光熱水費 720,988

備品・消耗品費 7,200,297

事務所費 9,575,432

政治活動費 11,873,995

組織活動費 3,235,950

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,638,045

機関紙誌の発行事業費 1,224,840

政治資金パーティー開催事
業費

6,018,840

その他の事業費 1,394,365

５ 寄附の内訳
（個人分）
水野 純生 70,000 名古屋市
遠山 a郎 70,000 名古屋市
石原 真二 70,000 名古屋市
太田 照子 70,000 名古屋市
都築 省吾 60,000 川崎市
佐治 由之 60,000 東海市
伊藤 茂昭 60,000 杉並区
相山 英生 60,000 所沢市
鈴木 俊郎 70,000 名古屋市
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奥 博司 90,000 福岡市
久保 重明 80,000 名古屋市
坂部 芳子 70,000 名古屋市
米本 平一 70,000 名古屋市
竹内 真三 70,000 名古屋市
近藤 誠司 60,000 日進市
広瀬 光彦 70,000 名古屋市
稲垣 禎一 100,000 名古屋市
香月 俊道 670,000 名古屋市
曽我 貴志 100,000 足立区
平野 龍夫 80,000 品川区
吉沢文五郎 80,000 取手市
栢森 新治 104,000 名古屋市
鶴谷 直明 80,000 群馬県境町
藤沼 亜起 80,000 横浜市
丹羽 金之 60,000 名古屋市
神谷 幹雄 80,000 瀬戸市
尾崎 雅夫 70,000 文京区
中辻富貴子 120,000 伊勢原市
河村 繁廣 200,000 名古屋市
太田 和宏 500,000 名古屋市
小川 貞夫 120,000 世田谷区
田口 俊子 100,000 江東区
石川 勝彦 100,000 半田市
西澤 昭男 200,000 神戸市
中前 忠 200,000 渋谷区
出原 修子 188,000 日進市
横井見矢子 51,000 名古屋市
細川 力 130,000 名古屋市
古川 元久 10,000,000 名古屋市
土井 幹夫 120,000 日進市
年間五万円以下の
もの

1,344,500

（政治団体分）
健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
民主党 100,000 千代田区
民主党愛知県第２
区総支部

3,000,000 名古屋市

年間五万円以下の
もの

130,000

６ 特定パーティーの概要
吉川元久とともに
明日を創る会(700

人)

14,000,000 千代田区
(前年収入額 0)

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 13. 3. 2

１ 収入総額 54,769,377

前年繰越額 19,543,767

本年収入額 35,225,610

２ 支出総額 22,250,809

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(118人) 1,120,000

寄附 4,723,000

個人分 2,368,000

政治団体分 2,355,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

29,375,000

市川一朗政策フォーラム（計
３回）

14,080,000

世話人会 220,000

市川一朗”2000”ミレニアム
サマーパーティー

15,075,000

その他の収入 7,610

一件十万円未満のもの 7,610

４ 支出の内訳
経常経費 6,414,911

人件費 3,418,541

光熱水費 9,275

備品・消耗品費 352,713

事務所費 2,634,382

政治活動費 15,835,898

組織活動費 92,368

機関紙誌の発行その他の事業
費

11,443,530

政治資金パーティー開催事
業費

11,443,530

寄附・交付金 4,300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
只野 佳旦 1,000,000 宮城県豊里町
白鳥 和男 150,000 古川市
今野 正彦 120,000 仙台市
石野 秋雄 250,000 岩沼市
上野 春雄 250,000 宮城県亘理町
佐藤 健一 250,000 岩沼市
金山 正一 250,000 名取市

年間五万円以下の
もの

98,000

（政治団体分）
多市会 520,000 多賀城市
不動産鑑定政治連
盟

300,000 都・港区

自由民主党宮城県
支部連合会

1,535,000 仙台市

６ 特定パーティーの概要
市川一朗”2000”
ミレニアムサマー
パーティー(3,015

人)

15,075,000 仙台市
(前年収入額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 139,715,929

前年繰越額 15,423,076

本年収入額 124,292,853

２ 支出総額 96,908,600

３ 本年収入の内訳
寄附 121,634,580

個人分 25,275,000

政治団体分 96,359,580

その他の収入 2,658,273

事務所建物無償貸付 2,645,982

一件十万円未満のもの 12,291

４ 支出の内訳
経常経費 15,414,588

人件費 1,296,120

光熱水費 357,513

備品・消耗品費 474,424

事務所費 13,286,531

政治活動費 81,494,012

機関紙誌の発行その他の事業
費

198,030

宣伝事業費 198,030

寄附・交付金 81,245,982

その他の経費 50,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
尾崎眞一郎 100,000 倉敷市
直原 博光 200,000 岡山県山陽町

則武 康夫 100,000 大阪市
吉岡 洋介 60,000 笠岡市
行吉 哉女 100,000 神戸市
中島 吉 100,000 津山市
真壁 弘美 100,000 新見市
八田 勉 100,000 岡山市
岡崎 彬 200,000 岡山市
北川 清人 120,000 岡山県吉永町
中田 悦夫 180,000 岡山市
阿部 芳孝 100,000 岡山県美作町
小川 健 200,000 岡山市
原 真一 100,000 岡山市
前坂 正紀 100,000 岡山市
小嶋 光信 100,000 岡山市
木口 衛 100,000 芦屋市
井上 優 1,500,000 倉敷市
柏 正敏 300,000 備前市
大塚 民一 100,000 井原市
増本 純三 300,000 岡山市
本城 嘉浩 100,000 高槻市
山本 春久 100,000 岡山市
平松 利吉 500,000 倉敷市
平松 康子 500,000 倉敷市
香西 仁吉 500,000 岡山市
山地 弘 1,000,000 岡山市
浮田 佐平 250,000 津山市
須江 英典 400,000 津山市
日笠 富夫 100,000 津山市
牧野 大作 100,000 津山市
豆原 直行 300,000 津山市
青山 滋美 60,000 岡山市
小川 俊彦 60,000 岡山市
小倉 次郎 250,000 岡山市
亀山 英之 500,000 岡山市
越宗猪一郎 60,000 岡山県赤坂町
寺坂 務 100,000 岡山市
佐藤 三平 60,000 岡山市
重藤 正己 200,000 岡山市
柳 勝巳 150,000 岡山市
新谷 札宣 250,000 岡山市
岡田 哲夫 450,000 新宿区
千原 行喜 1,500,000 岡山市
年間五万円以下の
もの

13,525,000

（政治団体分）
岡山県医師連盟 1,300,000 岡山市
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岡山県農政連盟 1,550,000 岡山市
岡山県薬剤師連盟 350,000 岡山市
岡山県不動産政治
連盟

350,000 岡山市

全国不動産政治連
盟

1,500,000 千代田区

岡山県病院政治連
盟

1,000,000 岡山市

岡山県歯科医師連
盟

3,000,000 岡山市

日本商工連盟 100,000 都・中央区
環整連政治連盟岡
山県支部

300,000 岡山市

自由民主党岡山県
支部連合会

86,599,580 岡山市

年間五万円以下の
もの

310,000

文化日本研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

桜内 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 13. 3.23

１ 収入総額 18,027,614

前年繰越額 4,701,246

本年収入額 13,326,368

２ 支出総額 15,729,165

３ 本年収入の内訳
寄附 3,243,201

個人分 1,871,685

政治団体分 1,371,516

借入金 10,079,163

桜内 義雄 10,079,163

その他の収入 4,004

一件十万円未満のもの 4,004

４ 支出の内訳
経常経費 8,123,682

人件費 1,200,000

事務所費 6,923,682

政治活動費 7,605,483

組織活動費 6,605,483

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
竹瀬 福次 60,000 尼崎市

年間五万円以下の
もの

1,811,685

（政治団体分）
自由民主党島根県
衆議院比例区第一
支部

1,371,516 松江市

６ 資産等の内訳
（借入金）
桜内 義雄 102,749,163

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 13. 3. 7

１ 収入総額 367,820

前年繰越額 367,820

２ 支出総額 143,175

３ 支出の内訳
政治活動費 143,175

組織活動費 143,175

平安政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

姉崎 正史

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 13. 4. 2

１ 収入総額 535,349

前年繰越額 55,305

本年収入額 480,044

２ 支出総額 470,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(24人) 480,000

その他の収入 44

一件十万円未満のもの 44

４ 支出の内訳
経常経費 350,000

事務所費 350,000

政治活動費 120,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

120,000

機関紙誌の発行事業費 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 13. 3.28

１ 収入総額 64,674,815

前年繰越額 21,042,287

本年収入額 43,632,528

２ 支出総額 29,192,268

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(3人) 230,000

寄附 1,200,000

個人分 1,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

42,200,000

北沢俊美君を激励する会 41,000,000

北沢俊美と語る会 1,200,000

その他の収入 2,528

一件十万円未満のもの 2,528

４ 支出の内訳
経常経費 2,020,703

備品・消耗品費 1,098,644

事務所費 922,059

政治活動費 27,171,565

組織活動費 4,912,132

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,240,828

政治資金パーティー開催事
業費

7,240,828

調査研究費 18,605

寄附・交付金 15,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
平林 林 200,000 台東区
油井 欽一 1,000,000 江戸川区
６ 特定パーティーの概要
北沢俊美君を激励
する会(1,032人)

41,000,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
北沢俊美君を激励する会
（団体からの対価の支払）
j日創建材 300,000 長野市

(前年支払額 0)

jシステムエンジ
ニアリング

1,000,000 台東区
(前年支払額 0)

三建設備工業j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

双和産業j 600,000 松本市
(前年支払額 0)

前田道路j 1,500,000 品川区
(前年支払額 0)

東亜建設工業j 1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

信幸建設j 500,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.29

１ 収入総額 49,265,687

前年繰越額 6,592,687

本年収入額 42,673,000

２ 支出総額 44,279,465

３ 本年収入の内訳
寄附 33,093,000

個人分 18,013,000

政治団体分 15,080,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,580,000

第10回稲葉大和政経フォーラ
ム

9,580,000

４ 支出の内訳
経常経費 15,567,796

人件費 11,392,260

備品・消耗品費 738,176

事務所費 3,437,360

政治活動費 28,711,669

組織活動費 5,210,776

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,658,347

宣伝事業費 4,762,067

政治資金パーティー開催事
業費

4,896,280

調査研究費 82,546

寄附・交付金 13,760,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
坂詰市四郎 1,000,000 新潟県安田町
板倉 克宏 100,000 深川市
稲葉 隆一 100,000 松山市
川島 悦世 1,000,000 G飾区
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児玉 透 510,000 江戸川区
小林 曹一 600,000 鎌倉市
近藤 康二 100,000 武蔵野市
近藤 文枝 80,000 小平市
渋谷喜惣治 300,000 杉並区
米山 良司 120,000 新発田市
友野 喜一 1,500,000 鎌倉市
布施 誠司 1,030,000 杉並区
長岡弥一郎 1,000,000 山形市
溝口きみ子 1,500,000 山形市
吉田 勝則 120,000 新宿区
本間 崇 240,000 品川区
塩入 和洋 1,500,000 G飾区
塩入とめ子 1,500,000 墨田区
塩入 満男 1,500,000 墨田区
塩入 満洋 1,500,000 文京区
佐々木 弘 600,000 杉並区
鈴木 喜一 120,000 浦和市
渡部 庄蔵 70,000 鎌倉市
樋口 義健 240,000 新発田市
八木 三好 55,000 新発田市
渡辺 淳 60,000 新潟県聖籠町
年間五万円以下の
もの

1,568,000

（政治団体分）
近未来研究会 7,000,000 千代田区
東京翔武会 500,000 都・港区
経済懇話会 7,580,000 新宿区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
第10回稲葉大和政経フォーラム
（団体からの対価の支払）
三幸建設工業j 400,000 都・中央区

(前年支払額 0)

ボイス21（二十一世紀の声）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中山 哲夫

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 13. 4. 9

１ 収入総額 602,669

前年繰越額 602,669

２ 支出総額 600,000

３ 支出の内訳
経常経費 600,000

人件費 600,000

豊興政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 英成

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 13. 3.30

１ 収入総額 64,834,937

前年繰越額 38,519,596

本年収入額 26,315,341

２ 支出総額 27,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 26,300,000

政治団体分 26,300,000

その他の収入 15,341

一件十万円未満のもの 15,341

４ 支出の内訳
政治活動費 27,000,000

寄附・交付金 27,000,000

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
愛知県不動産政治
連盟

300,000 名古屋市

健康保険政治連盟 1,000,000 都・港区
全トヨタ政治に参
加する会

25,000,000 豊田市

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 13. 2.15

１ 収入総額 105,886,551

前年繰越額 12,817,811

本年収入額 93,068,740

２ 支出総額 98,359,170

３ 本年収入の内訳
寄附 63,379,729

個人分 5,475,000

政治団体分 57,904,729

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,238,000

新年賀詞交歓会（計２回） 911,000

総会 150,000

後援会代表者会議 136,000

懇談会 41,000

借入金 28,440,000

岩永 峯一 7,750,000

岩永 聡明 20,690,000

その他の収入 11,011

一件十万円未満のもの 11,011

４ 支出の内訳
経常経費 57,522,170

人件費 26,070,029

光熱水費 662,559

備品・消耗品費 14,849,605

事務所費 15,939,977

政治活動費 40,837,000

組織活動費 11,420,549

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,741,274

機関紙誌の発行事業費 4,732,118

宣伝事業費 3,009,156

調査研究費 189,000

寄附・交付金 21,486,177

５ 寄附の内訳
（個人分）
村井 安一 300,000 滋賀県竜王町
金岡 義雄 300,000 滋賀県土山町
前田 延行 120,000 滋賀県栗東町
森島 正博 100,000 滋賀県甲南町
宗像 清子 200,000 滋賀県甲南町
奥田 武久 200,000 草津市
水野 光邦 1,000,000 草津市
奥村 昌次 100,000 滋賀県水口町
瀬戸 瞭一 100,000 滋賀県甲賀町
中村 裕 500,000 大津市
亀井 光生 60,000 滋賀県多賀町
西川甚五郎 100,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

2,395,000

（政治団体分）
岩永みねいち君を
励ます会

28,200,000 滋賀県水口町

宏池会 17,480,000 千代田区
自由民主党滋賀県
第三選挙区支部

11,000,000 草津市

岩永みねいち甲賀
町後援会

192,750 滋賀県信楽町

岩永みねいち甲南
町後援会

138,120 滋賀県信楽町

岩永みねいち栗東
町後援会

68,088 滋賀県信楽町

岩永みねいち中主
町後援会

166,376 滋賀県信楽町

岩永みねいち野洲
町後援会

354,566 草津市

岩永みねいち甲西
町後援会

295,574 滋賀県水口町

年間五万円以下の
もの

9,255

６ 資産等の内訳
（預金等）

3,311,338

（借入金）
岩永 峯一 47,690,106

岩永 聡明 70,787,730

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 13. 3. 6

１ 収入総額 149,155,544

前年繰越額 5,734,084

本年収入額 143,421,460

２ 支出総額 127,839,750

３ 本年収入の内訳
寄附 20,326,000

個人分 4,326,000

政治団体分 16,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

123,020,000

吉田六左エ門政経懇話会 45,260,000

吉田六左エ門政経懇話会 48,100,000

吉田ろくざえもん君を励ます
会

29,660,000

その他の収入 75,460

一件十万円未満のもの 75,460

４ 支出の内訳
経常経費 11,444,297

人件費 8,238,328

備品・消耗品費 1,511,162

事務所費 1,694,807

政治活動費 116,395,453

組織活動費 2,275,606

機関紙誌の発行その他の事業
費

17,478,707

機関紙誌の発行事業費 3,338,779
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政治資金パーティー開催事
業費

14,139,928

寄附・交付金 96,641,140

５ 寄附の内訳
（個人分）
堀 恒雄 100,000 新潟県中之口

村
関谷 園一 250,000 白根市
木滑 孝一 200,000 新潟市
浅見 達男 200,000 新潟市
韮澤 勝司 100,000 新潟市
槻 義則 60,000 富山市
澤野 修 100,000 新潟県津川町
三島 知和 200,000 大田区
市原 美郎 200,000 世田谷区
岡部 純一 200,000 川崎市
児谷 美明 200,000 横浜市
三枝 芳彦 200,000 盛岡市
高瀬 秀常 200,000 船橋市
大場 幸夫 200,000 金沢市
橋村 精啓 400,000 都・府中市
高橋 脩 100,000 柏市
森 孝 100,000 新座市
年間五万円以下の
もの

1,316,000

（政治団体分）
自由民主党新潟県
第一選挙区支部

15,500,000 新潟市

明風会 500,000 京都市
６ 特定パーティーの概要
吉田六左エ門政経
懇 話 会
(2,263人)

45,260,000 新潟市
(前年収入額 0)

吉田六左エ門政経
懇 話 会
(2,405人)

48,100,000 新潟市
(前年収入額 0)

吉田ろくざえもん
君 を 励 ま す 会
(1,483人)

29,660,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
吉田六左エ門政経懇話会
（団体からの対価の支払）
j小林工業所 240,000 新潟市

(前年支払額 0)

ナミックスj 1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

jキタック 600,000 新潟市
(前年支払額 0)

jヨネヤマ 300,000 新潟県西川町
(前年支払額 0)

j新潟藤田組 220,000 新潟市
(前年支払額 0)

g県公園緑地建設
業協会

1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

jユアサ電池 300,000 新潟市
(前年支払額 0)

jマルケイ阿部組 300,000 新潟市
(前年支払額 0)

j岩機組 300,000 新潟県亀田町
(前年支払額 0)

大明電業j 300,000 新潟市
(前年支払額 0)

シー・アイ・シー
j

1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

中野建設工業j 240,000 新潟市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
新潟県不動産政治
連盟

1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

自由民主党新潟県
大樹支部

400,000 新潟市
(前年支払額 0)

六新会 400,000 新潟市
(前年支払額 0)

吉田六左エ門政経懇話会
（団体からの対価の支払）
jマルケイ阿部組 300,000 新潟市

(前年支払額 0)

ナミックスj 1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

西蒲原土地改良区 240,000 新潟県巻町
(前年支払額 0)

キタックj 400,000 新潟市
(前年支払額 0)

伊藤組j 300,000 新発田市
(前年支払額 0)

j本間組 400,000 新潟市
(前年支払額 0)

新潟卸団地e 300,000 新潟市
(前年支払額 0)

中越運送j 400,000 新潟市
(前年支払額 0)

三浦工業j 400,000 新潟市
(前年支払額 0)

国原建設j 400,000 新潟市
(前年支払額 0)

野上建設興業j 300,000 新潟市
(前年支払額 0)

j石井組 240,000 新発田市
(前年支払額 0)

j岩機組 300,000 新潟県亀田町
(前年支払額 0)

jオークラホテル
新潟

340,000 新潟市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
新潟県不動産政治
連盟

1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

吉田ろくざえもん君を励ます会
（団体からの対価の支払）
大興建設j 500,000 一宮市

(前年支払額 0)

富士建設j 500,000 一宮市
(前年支払額 0)

千代田工販j 1,000,000 新潟市
(前年支払額 0)

黒沢建設j 300,000 新宿区
(前年支払額 0)

エス・ピー・エス
j

300,000 江東区
(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 101,908,656

前年繰越額 64,895,808

本年収入額 37,012,848

２ 支出総額 60,437,115

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,346人) 3,924,000

寄附 33,068,180

個人分 1,050,000

団体分 1,489,580

政治団体分 30,528,600

その他の収入 20,668

一件十万円未満のもの 20,668

４ 支出の内訳

経常経費 30,085,743

人件費 20,017,803

光熱水費 348,391

備品・消耗品費 1,444,883

事務所費 8,274,666

政治活動費 30,351,372

組織活動費 12,498,325

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,205,232

機関紙誌の発行事業費 190,743

その他の事業費 7,014,489

調査研究費 103,189

その他の経費 10,544,626

５ 寄附の内訳
（個人分）
速見 晴朗 1,000,000 都城市
年間五万円以下の
もの

50,000

（団体分）
園田グリーンセン
ターj

60,000 都城市

大栄高圧j 120,000 都城市
丸宮建設j 150,000 都城市
j富高工務店 120,000 延岡市
平和リースj 120,000 宮崎市
j馬原造園建設 60,000 宮崎市
年間五万円以下の
もの

859,580

（政治団体分）
長崎県薬剤師連盟 1,496,000 長崎市
佐賀県薬剤師連盟 990,600 佐賀市
宮崎県薬剤師連盟 568,500 宮崎市
沖縄県薬剤師連盟 426,500 沖縄市
熊本県薬剤師連盟 414,500 熊本市
日本薬業政治連盟 1,500,000 都・中央区
日本薬剤師連盟 10,000,000 渋谷区
製薬産業政治連盟 1,000,000 都・中央区
長峯基薬剤師後援
会

10,000,000 宮崎市

福岡県薬剤師連盟 2,617,000 福岡市
大分県薬剤師連盟 657,500 大分市
鹿児島県薬剤師連
盟

858,000 鹿児島市

６ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 1,238,000 12.10. 3
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堀利和全国後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堀 利和

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 13. 6.27

１ 収入総額 530,000

前年繰越額 500,000

本年収入額 30,000

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 30,000

政治団体分 30,000

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
年間五万円以下の
もの

30,000

堀之内久男後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

堀之内久男

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 13. 3.30

１ 収入総額 113,719,812

前年繰越額 52,690,872

本年収入額 61,028,940

２ 支出総額 48,949,818

３ 本年収入の内訳
寄附 24,476,000

個人分 540,000

政治団体分 23,936,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

36,539,580

堀之内久男後援会政経セミ
ナー

36,539,580

その他の収入 13,360

一件十万円未満のもの 13,360

４ 支出の内訳
経常経費 20,699,273

人件費 9,481,124

備品・消耗品費 6,568,646

事務所費 4,649,503

政治活動費 28,250,545

組織活動費 9,602,694

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,647,851

政治資金パーティー開催事
業費

3,647,851

寄附・交付金 15,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
上原 正美 120,000 宮崎県三股町
永野 勝朗 240,000 都城市
井ノ上義夫 120,000 宮崎県三股町
津山 敏夫 60,000 都城市
（政治団体分）
自由民主党宮崎県
衆議院比例区第一
支部

21,000,000 都城市

志帥会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

936,000

６ 特定パーティーの概要
堀之内久男後援会
政経セミナー(500

人)

36,539,580 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
堀之内久男後援会政経セミナー
（団体からの対価の支払）
元旦ビューティ工
業j

600,000 都・中央区
(前年支払額 0)

j加根又本店 700,000 都城市
(前年支払額 0)

都城地区建設業協
会

1,000,000 都城市
(前年支払額 0)

都城市建設業協会 500,000 都城市
(前年支払額 0)

大淀開発j 1,000,000 都城市
(前年支払額 0)

大豊建設j 800,000 都城市
(前年支払額 0)

南九州いすゞ自動
車j

300,000 都城市
(前年支払額 0)

j渕脇組 500,000 宮崎県三股町
(前年支払額 0)

小林地区建設業協
会

400,000 小林市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
新政治問題研究会 500,000 千代田区

(前年支払額 0)

日本医師連盟 400,000 文京区
(前年支払額 0)

都城地区建設業政
治連盟

1,000,000 都城市
(前年支払額 0)

宮崎県建設業政治
連盟

300,000 宮崎市
(前年支払額 0)

農民連盟都城支部 400,000 都城市
(前年支払額 0)

宮崎県酪農政治連
盟

300,000 宮崎市
(前年支払額 0)

宮崎県農民連盟 1,000,000 宮崎市
(前年支払額 0)

８ 資産等の内訳
（動産）
自動車(1台) 5,506,911 11.10. 5

自動車(1台) 5,360,965 12. 2.16

前川忠夫政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

前川 忠夫

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 13. 3.28

１ 収入総額 3,311,375

前年繰越額 211,176

本年収入額 3,100,199

２ 支出総額 204,687

３ 本年収入の内訳
寄附 3,100,000

政治団体分 3,100,000

その他の収入 199

一件十万円未満のもの 199

４ 支出の内訳
経常経費 204,687

備品・消耗品費 23,192

事務所費 181,495

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 3,100,000 千代田区
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 13. 3.30

１ 収入総額 107,834,154

前年繰越額 21,384,639

本年収入額 86,449,515

２ 支出総額 94,171,823

３ 本年収入の内訳
寄附 20,581,000

個人分 7,381,000

政治団体分 13,200,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

62,560,000

前田武志君と政治の再生を語
る会

62,560,000

その他の収入 3,308,515

保険解約返戻金 3,297,500

一件十万円未満のもの 11,015

４ 支出の内訳
経常経費 11,340,682

人件費 7,279,046

光熱水費 137,219

備品・消耗品費 692,144

事務所費 3,232,273

政治活動費 82,831,141

組織活動費 6,991,913

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,890,611

宣伝事業費 2,358,695

政治資金パーティー開催事
業費

10,531,916

調査研究費 475,892

寄附・交付金 62,472,725

５ 寄附の内訳
（個人分）
山上 ヤス 1,000,000 奈良市
西村 良之 100,000 奈良県榛原町
福田 博司 100,000 橿原市
西峠 昭文 100,000 奈良県榛原町
奥田耕一郎 500,000 橿原市
佐藤 又一 1,400,000 橿原市
多根井明則 100,000 橿原市
桝田 義夫 150,000 橿原市
林 信久 1,000,000 新宿区
木村 一臣 100,000 大和高田市
脇本 文資 100,000 奈良県明日香

村
亀井 常可 100,000 奈良市
杉田 好文 100,000 奈良県川上村
島田 文人 300,000 奈良市
山本 康雄 500,000 奈良市
年間五万円以下の
もの

1,731,000
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（政治団体分）
民主党 8,400,000 千代田区
民主党奈良県第四
区総支部

2,500,000 橿原市

全国森林土木建設
業政治連盟

1,000,000 千代田区

全日本不動産政治
連盟奈良県支部

200,000 奈良市

全国配置家庭薬業
政治連盟

300,000 富山市

田中惟允後援会 200,000 奈良県大宇陀
町

近畿税理士政治連
盟

300,000 大阪市

全国木材産業政治
連盟

300,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要
前田武志君と政治
の再生を語る会
(1,295人)

62,560,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
前田武志君と政治の再生を語る会
（個人からの対価の支払）
石田 一朗 400,000 神戸市

(前年支払額 0)

五嶋 久仁 600,000 大阪府忠岡町
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
j尾田組 1,000,000 奈良市

(前年支払額 0)

j中尾組 400,000 桜井市
(前年支払額 0)

j樋口組 300,000 大東市
(前年支払額 0)

吉岡建設j 400,000 高槻市
(前年支払額 0)

機動建設工業j 400,000 大阪市
(前年支払額 0)

j浅沼組 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

八房建設j 600,000 橿原市
(前年支払額 0)

j桝谷 280,000 奈良県吉野町
(前年支払額 0)

上武建設j 1,400,000 大東市
(前年支払額 0)

上武建機j 1,000,000 生駒市
(前年支払額 0)

j阪本商会 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

j御所建設 400,000 御所市
(前年支払額 0)

十河建設j 400,000 神戸市
(前年支払額 0)

口村建設コンサル
タントj

500,000 奈良市
(前年支払額 0)

鴻池建設j 500,000 貝塚市
(前年支払額 0)

五嶋電気工事j 1,500,000 大阪市
(前年支払額 0)

奈良レミコンj 500,000 大和郡山市
(前年支払額 0)

川商ジェコスj 260,000 大阪市
(前年支払額 0)

j丸島アクアシス
テム

300,000 大阪市
(前年支払額 0)

j森組 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

fオフィスエム・
アイ・ユー

500,000 三郷市
(前年支払額 0)

アート産業j 400,000 泉大津市
(前年支払額 0)

西尾建設j 500,000 富山県入善町
(前年支払額 0)

森建設j 220,000 奈良市
(前年支払額 0)

大淀小松j 400,000 寝屋川市
(前年支払額 0)

前野智加子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

前野智加子

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 13. 3.28

１ 収入総額 800,543

前年繰越額 800,543

２ 支出総額 800,000

３ 支出の内訳
政治活動費 800,000

寄附・交付金 800,000

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 13. 3.26

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2.26

１ 収入総額 7,769,846

前年繰越額 5,669,368

本年収入額 2,100,478

２ 支出総額 5,495,253

３ 本年収入の内訳
寄附 2,100,000

個人分 1,860,000

政治団体分 240,000

その他の収入 478

一件十万円未満のもの 478

４ 支出の内訳
経常経費 3,997,076

人件費 3,684,748

事務所費 312,328

政治活動費 1,498,177

組織活動費 498,177

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
雨宮 真一 60,000 大津市
若吉 豊 300,000 大津市
谷川 登 500,000 西宮市
中山 安正 1,000,000 大津市
（政治団体分）
自由民主党滋賀県
第一選挙区支部

240,000 大津市

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 13. 3.30

１ 収入総額 421,081,881

前年繰越額 301,196,881

本年収入額 119,885,000

２ 支出総額 82,683,611

３ 本年収入の内訳
寄附 27,265,000

個人分 4,685,000

政治団体分 22,580,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

92,620,000

松岡利勝国政報告会 10,120,000

松岡利勝君と語る会 82,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 57,613,659

人件費 29,750,000

光熱水費 4,885,500

備品・消耗品費 12,295,005

事務所費 10,683,154

政治活動費 25,069,952

組織活動費 13,926,954

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,401,191

政治資金パーティー開催事
業費

6,401,191

調査研究費 2,046,807

寄附・交付金 2,695,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
秋山 智英 120,000 武蔵野市
小澤 普照 120,000 渋谷区
須藤 徹男 120,000 伊東市
高橋豊次郎 120,000 所沢市
田中 恒寿 120,000 松戸市
中川 清郎 60,000 船橋市
根橋 達三 60,000 松戸市
松村陽一郎 120,000 熊本県上村
松本 重継 120,000 熊本県鹿北町
松岡 義久 120,000 熊本県植木町
小川 正照 120,000 熊本県鹿北町
岩根 朝来 120,000 熊本県旭志村
福岡 孝 120,000 八代市
西 正美 120,000 三重県宮川村
前川 直 120,000 菊池市
中川 光男 120,000 玉名市
高田 保隆 120,000 多治見市
満石賢一郎 120,000 熊本県免田町
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青木 正行 120,000 熊本県菊鹿町
上岡 寛明 120,000 八代市
工藤 清重 70,000 北海道当別町
乾 和雄 400,000 青森市
植野 友規 120,000 塩山市
鈴木 泰博 120,000 浜松市
長島 吉治 120,000 静岡市
折谷 秀和 140,000 函館市
菊池 暁生 120,000 北海道滝上町
椎葉 未秋 100,000 熊本県水上村
桐明 哲巳 120,000 人吉市
年間五万円以下の
もの

1,095,000

（政治団体分）
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

全国木材産業政治
連盟

1,600,000 千代田区

全国森林土木建設
業政治連盟

5,000,000 千代田区

日本林業経営者林
政会

1,000,000 都・港区

日本合板産業政治
連盟

240,000 都・港区

全国林業政治連盟 240,000 江東区
特森懇話会 200,000 千代田区
新政治研究会 2,000,000 千代田区
自由民主党熊本県
第３選挙区支部

12,000,000 熊本県泗水町

６ 特定パーティーの概要
松岡利勝国政報告
会(240人)

10,120,000 都・港区
(前年収入額 0)

松岡利勝君と語る
会(3,200人)

82,500,000 都・港区
(前年収入額 0)

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）
民有林振興会 1,000,000 千代田区

(前年支払額 0)

全国木材産業政治
連盟

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

全国森林土木建設
業政治連盟

1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本林業経営者林
政会

300,000 都・港区
(前年支払額 0)

全国林業政治連盟 300,000 江東区
(前年支払額 0)

林土連懇話会 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

特森懇話会 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

松岡利勝君と語る会
（団体からの対価の支払）
宇城地区生コンク
リートe

480,000 熊本県松橋町
(前年支払額 0)

建吉組 1,000,000 熊本市
(前年支払額 0)

杉本建設 1,000,000 熊本県阿蘇町
(前年支払額 0)

森工業 1,000,000 熊本県阿蘇町
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
全国林業政治連盟 300,000 江東区

(前年支払額 0)

全国木材産業政治
連盟

400,000 千代田区
(前年支払額 0)

全国森林土木建設
業政治連盟

1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

林土連懇話会 1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本酪農政治連盟 500,000 渋谷区
(前年支払額 0)

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

三重県議会議員

報告年月日 13. 2.27

１ 収入総額 4,351,036

前年繰越額 390,043

本年収入額 3,960,993

２ 支出総額 4,161,897

３ 本年収入の内訳
寄附 3,960,993

個人分 1,970,993

（うち特定寄附） 150,000

政治団体分 1,990,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,850,076

人件費 1,200,000

光熱水費 155,933

備品・消耗品費 423,039

事務所費 2,071,104

政治活動費 311,821

組織活動費 263,821

調査研究費 48,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…松田 直久 150,000 三重県一志町
松田 晶子 1,390,000 三重県一志町
横井 徹郎 270,000 三重県度会町
年間五万円以下の
もの

160,993

（政治団体分）
創造三重の会 1,990,000 三重県一志町
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 13. 3.14

１ 収入総額 41,263,094

前年繰越額 7,290,249

本年収入額 33,972,845

２ 支出総額 30,567,456

３ 本年収入の内訳
寄附 5,096,123

個人分 830,000

政治団体分 4,266,123

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

28,872,676

松谷蒼一郎後援会新年懇親会 350,000

松谷蒼一郎後援会昼食会 1,270,991

松谷蒼一郎後援会忘年会 1,582,000

松谷蒼一郎君と語る会 25,669,685

その他の収入 4,046

一件十万円未満のもの 4,046

４ 支出の内訳
経常経費 13,758,441

人件費 6,200,000

光熱水費 193,045

備品・消耗品費 979,689

事務所費 6,385,707

政治活動費 16,809,015

組織活動費 3,608,790

機関紙誌の発行その他の事業
費

12,626,703

機関紙誌の発行事業費 2,653,681

政治資金パーティー開催事
業費

8,430,712

その他の事業費 1,542,310

調査研究費 573,522

５ 寄附の内訳
（個人分）
竹本 欣也 120,000 長崎市
池田 敏章 360,000 佐世保市
原田 信弘 70,000 福岡市
平塚 義廣 120,000 福岡市
武藤 章 110,000 長崎市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
全鉄構連政経研究
会

240,000 都・中央区

自由民主党長崎県
参議院選挙区第一
支部

2,000,000 長崎市

平成研究会 2,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

26,123

６ 特定パーティーの概要
松谷蒼一郎君と語
る会(1,284人)

25,669,685 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松谷蒼一郎君と語る会
（団体からの対価の支払）
j建設綜合資料社 500,000 千代田区

(前年支払額 0)

大和ハウス工業j 1,440,000 大阪市
(前年支払額 0)

松永都市開発j 1,000,000 岩槻市
(前年支払額 0)

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 13. 3.27

１ 収入総額 78,790

前年繰越額 78,790

２ 支出総額 0
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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 13. 3. 9

１ 収入総額 34,066,919

前年繰越額 4,664,876

本年収入額 29,402,043

２ 支出総額 29,543,292

３ 本年収入の内訳
寄附 29,400,000

個人分 14,170,000

政治団体分 15,230,000

その他の収入 2,043

一件十万円未満のもの 2,043

４ 支出の内訳
経常経費 1,158,739

備品・消耗品費 278,949

事務所費 879,790

政治活動費 28,384,553

組織活動費 2,246,118

寄附・交付金 26,138,435

５ 寄附の内訳
（個人分）
七田 和子 90,000 文京区
胡 イラ 120,000 渋谷区
植木 誠也 100,000 栃木県塩谷町
柏木 薫 100,000 都・港区
森 哲也 240,000 千代田区
佐々木宏幸 100,000 宇都宮市
菊池 清孝 1,000,000 宇都宮市
永松 繁彦 100,000 世田谷区
大橋 久夫 100,000 大津市
保坂 正雄 200,000 宇都宮市
関 義雄 1,000,000 宇都宮市
稲葉 久夫 100,000 日光市
塚田由起子 500,000 宇都宮市
和田 均 1,500,000 宇都宮市
森山 眞弓 610,000 世田谷区
保坂 信雄 1,200,000 小山市
吉成 健蔵 200,000 栃木県氏家町
松本とも子 70,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

6,840,000

（政治団体分）

番町政策研究所 6,450,000 千代田区
栃木県不動産政治
連盟

200,000 宇都宮市

元政会 5,000,000 千代田区
栃木県柔道整復師
政治連盟

300,000 宇都宮市

西川公也後援会 3,000,000 栃木県氏家町
全国社会保険労務
士政治連盟

200,000 文京区

年間五万円以下の
もの

80,000

三浦恭後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三浦 恭

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.27

１ 収入総額 81,900

本年収入額 81,900

２ 支出総額 81,900

３ 本年収入の内訳
寄附 81,900

政治団体分 81,900

４ 支出の内訳
政治活動費 81,900

組織活動費 81,900

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
公明党秋田県本部 81,900 秋田市
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 瑞穂

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 13. 3.30

１ 収入総額 18,092,883

前年繰越額 7,023,467

本年収入額 11,069,416

２ 支出総額 10,568,131

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(504人) 1,512,000

寄附 7,979,000

個人分 3,979,000

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

1,578,000

福島瑞穂と楽しく政治を語る
会

1,578,000

その他の収入 416

一件十万円未満のもの 416

４ 支出の内訳
経常経費 2,834,165

人件費 83,000

備品・消耗品費 1,473,902

事務所費 1,277,263

政治活動費 7,733,966

組織活動費 1,425,188

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,059,480

機関紙誌の発行事業費 2,249,378

宣伝事業費 1,327,887

政治資金パーティー開催事
業費

1,482,215

調査研究費 1,235,020

その他の経費 14,278

５ 寄附の内訳
（個人分）
荒木 克昭 180,000 横浜市
吉岡 睦子 1,000,000 新宿区
和田 清美 250,000 京都市
井口 博 1,000,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

1,549,000

（政治団体分）
社会民主党 4,000,000 千代田区
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 13. 3.27

１ 収入総額 30,367,546

前年繰越額 12,300,543

本年収入額 18,067,003

２ 支出総額 26,760,044

３ 本年収入の内訳
寄附 16,537,520

個人分 2,719,000

政治団体分 13,818,520

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,525,000

三井わきおと進む会総会 122,000

三井わきおと進む会懇親会 1,403,000

その他の収入 4,483

一件十万円未満のもの 4,483

４ 支出の内訳
経常経費 560,165

備品・消耗品費 15,562

事務所費 544,603

政治活動費 26,199,879

組織活動費 17,045

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,656,250

宣伝事業費 41,580

その他の事業費 1,614,670

調査研究費 26,584

寄附・交付金 24,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
土栄 静雄 72,000 札幌市
芦澤 和親 100,000 北海道壮瞥町
土門 重義 108,000 札幌市
河村 宇泰 1,500,000 札幌市
年間五万円以下の
もの

939,000

（政治団体分）
民主党北海道総文
部連合会

7,518,520 札幌市

民主党 1,000,000 千代田区
全日本不動産政治
連盟北海道支部

500,000 札幌市

日本病院薬剤師連
盟

300,000 渋谷区

日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
全日本不動産連盟 500,000 千代田区
北海道三井わきお
薬剤師後援会

3,000,000 札幌市

６ 資産等の内訳
（借入金）
三井 辨雄 2,000,000

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 13. 2.16

１ 収入総額 51,627,296

前年繰越額 605,803
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本年収入額 51,021,493

２ 支出総額 50,494,420

３ 本年収入の内訳
寄附 45,170,893

個人分 22,441,287

政治団体分 22,729,606

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,921,000

羽田孜元総理を迎えて21世紀
の日本のビジョンを語る会

76,000

女性ミレニアムの集い 3,845,000

借入金 1,150,000

山口 壯 1,150,000

その他の収入 779,600

政策討議資料代 371,000

一件十万円未満のもの 408,600

４ 支出の内訳
経常経費 22,167,815

人件費 4,982,250

光熱水費 451,620

備品・消耗品費 5,612,690

事務所費 11,121,255

政治活動費 28,326,605

組織活動費 9,549,957

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,826,759

宣伝事業費 1,826,759

寄附・交付金 10,150,000

その他の経費 6,799,889

５ 寄附の内訳
（個人分）
石野 明成 250,000 神戸市
石野 明 100,000 赤穂市
石野 隆子 100,000 赤穂市
梅本 文司 100,000 兵庫県香寺町
大井 孝文 150,000 兵庫県香寺町
奥村 真人 100,000 兵庫県太子町
金井 敏博 100,000 兵庫県香寺町
北新居良雄 180,000 小平市
国富 奎三 100,000 姫路市
田邊 幸子 100,000 大田区
中村建二郎 100,000 世田谷区
中村 秀雄 100,000 兵庫県太子町
中村雄太郎 1,000,000 世田谷区
永井 伴夫 100,000 杉並区
法旨 筆夫 300,000 姫路市

西川 澄夫 200,000 兵庫県山崎町
平松 玲子 600,000 兵庫県揖保川

町
福崎 勝之 100,000 龍野市
藤原 義文 200,000 姫路市
村岡 邦男 300,000 中野区
安田 宏行 250,000 姫路市
山口 脩 1,000,000 相生市
山口 牧子 1,000,000 相生市
山本 弘 100,000 中野区
横田 和明 1,500,000 龍野市
岩本 久司 100,000 兵庫県家島町
大井 朋則 250,000 兵庫県宍粟郡

一宮町
大谷 大介 100,000 兵庫県香寺町
北本 毅 100,000 兵庫県山崎町
小林 一三 424,000 兵庫県佐用町
中塚 廣重 100,000 兵庫県福崎町
中村 信彦 200,000 龍野市
西田 晴彦 300,000 龍野市
平尾 正信 100,000 赤穂市
前田 恭助 100,000 兵庫県香寺町
正木 繁 100,000 兵庫県三日月

町
宮園 正規 200,000 尼崎市
森本 正臣 100,000 兵庫県山崎町
薮田 博幸 100,000 兵庫県御津町
山内 作次 130,000 兵庫県大河内

町
山田 正雄 100,000 龍野市
山本 松弘 130,000 兵庫県上郡町
横山 弘介 1,000,000 兵庫県佐用町
吉田 久夫 100,000 龍野市
瀬戸 加大 100,000 名古屋市
武内 憲成 100,000 龍野市
村上 哲朗 100,000 兵庫県夢前町
年間五万円以下の
もの

10,277,287

（政治団体分）
勝利に向けて山口
つよしを励ます会

21,629,606 相生市

リベラル保守クラ
ブ

100,000 千代田区

ミッション21懇話
会

1,000,000 相生市

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 13. 3.23

１ 収入総額 61,587,548

前年繰越額 22,437,548

本年収入額 39,150,000

２ 支出総額 25,762,567

３ 本年収入の内訳
寄附 5,670,000

個人分 4,570,000

政治団体分 1,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

33,480,000

下条みつ君を育てる会 33,480,000

４ 支出の内訳
経常経費 17,974,525

人件費 8,008,479

光熱水費 540,796

備品・消耗品費 3,037,467

事務所費 6,387,783

政治活動費 7,788,042

組織活動費 465,876

選挙関係費 2,653,412

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,209,021

宣伝事業費 549,669

政治資金パーティー開催事
業費

3,659,352

調査研究費 459,733

５ 寄附の内訳
（個人分）
園原 庄三 70,000 長野市
小宮山和幸 1,500,000 長野県立科町
小宮山佳子 1,500,000 長野県立科町
下条進一郎 1,500,000 新宿区
（政治団体分）
新世代の会 1,000,000 千代田区
民主党 100,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
下条みつ君を育て
る会(727人)

33,480,000 都・港区
(前年収入額 0)

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 13. 4. 2

１ 収入総額 31,268,624

前年繰越額 788,624

本年収入額 30,480,000

２ 支出総額 30,676,499

３ 本年収入の内訳
寄附 9,360,000

個人分 8,360,000

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

21,120,000

松島みどりさんの飛躍を期す
る会

21,120,000

４ 支出の内訳
経常経費 22,624,250

人件費 15,292,600

光熱水費 403,275

備品・消耗品費 528,791

事務所費 6,399,584

政治活動費 8,052,249

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,052,249

宣伝事業費 6,302,249

政治資金パーティー開催事
業費

1,750,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
冲永 荘一 1,500,000 品川区
松島 善美 500,000 豊中市
山Ä 誠三 1,000,000 世田谷区
前田又兵衛 1,000,000 杉並区
江頭 匡一 500,000 福岡市
細川 佳子 1,200,000 川崎市
杉山美佐子 160,000 墨田区
中澤 巌 1,000,000 取手市
馬場みどり 1,500,000 墨田区
（政治団体分）
幸政会 1,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
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松島みどりさんの
飛躍を期する会
(889人)

21,120,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
松島みどりさんの飛躍を期する会
（団体からの対価の支払）
j帝京サービス 1,500,000 豊島区

(前年支払額 0)

三荘企業j 1,500,000 豊島区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

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⁄県砥部町議会
議員

報告年月日 13. 1.11

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 13. 2.19

１ 収入総額 67,487,405

前年繰越額 664,775

本年収入額 66,822,630

２ 支出総額 41,578,056

３ 本年収入の内訳
寄附 29,060,000

個人分 11,480,000

政治団体分 17,580,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

37,760,000

宮沢洋一君を励ます会 37,760,000

その他の収入 2,630

一件十万円未満のもの 2,630

４ 支出の内訳
経常経費 8,415,677

備品・消耗品費 1,174,225

事務所費 7,241,452

政治活動費 33,162,379

組織活動費 11,147,923

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,377,797

機関紙誌の発行事業費 275,842

政治資金パーティー開催事
業費

1,101,955

調査研究費 136,659

寄附・交付金 20,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡Ä 勇 1,500,000 杉並区
小野 隆彦 200,000 品川区
岸田 次郎 500,000 岸和田市
北村 昭夫 360,000 横浜市
剛 嘉宏 980,000 都・港区
坂井 邦隆 800,000 目黒区
篠 洋右 1,000,000 板橋区
島村 健 480,000 上尾市
辰野 守彦 980,000 都・港区
田中 智信 100,000 横浜市
利田 美知 480,000 岸和田市
中村 成男 500,000 千代田区
野崎 卓次 480,000 千葉市
橋本 哲夫 1,500,000 河内長野市
檜谷 義美 1,000,000 広島県沼隈町
藤巻 健史 300,000 目黒区
藤原 雄介 170,000 渋谷区
柳田 宏 100,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
宏池会 8,000,000 千代田区
みどり会 9,500,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

80,000

６ 特定パーティーの概要
宮沢洋一君を励ま
す会(351人)

37,760,000 千代田区
(前年収入額 0)

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
（個人からの対価の支払）
小林 平三 500,000 新宿区

(前年支払額 0)

水本 茂穂 700,000 大阪市
(前年支払額 0)

山田 壽 500,000 吹田市
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
カトーレックj 300,000 江東区

(前年支払額 0)

北川鉄工所j 300,000 広島県府中市
(前年支払額 0)

光和化成j 500,000 福山市
(前年支払額 0)

光和物産j 500,000 福山市
(前年支払額 0)

千代田ビル管財j 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

jテクトインター
ナショナル

500,000 都・港区
(前年支払額 0)

トーザイ工業j 400,000 大田区
(前年支払額 0)

日本管機工業j 300,000 都・港区
(前年支払額 0)

j日本交通公社 300,000 品川区
(前年支払額 0)

広建コンサルタン
ツj

400,000 福山市
(前年支払額 0)

福山通運j 1,500,000 福山市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

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 13. 3. 2

１ 収入総額 18,160,747

前年繰越額 7,407,452

本年収入額 10,753,295

２ 支出総額 18,134,774

３ 本年収入の内訳
寄附 10,750,000

個人分 5,750,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 3,295

一件十万円未満のもの 3,295

４ 支出の内訳
経常経費 2,750,414

人件費 2,250,000

備品・消耗品費 84,320

事務所費 416,094

政治活動費 15,384,360

組織活動費 578,340

寄附・交付金 14,660,000

その他の経費 146,020

５ 寄附の内訳
（個人分）
阿久根 格 120,000 川内市
伊東 祐久 400,000 鹿児島市
稲盛 一穂 120,000 鹿児島市
井上 克暁 140,000 鹿児島県吹上

町
上山 達典 120,000 鹿児島市
宇都 要一 60,000 川内市
上川路長生 360,000 鹿児島市
木元 信 120,000 鹿児島市
本坊 和夫 120,000 鹿児島市
松村 篤憲 60,000 熊本市
森 征一郎 60,000 鹿児島市
和田 耕夫 120,000 鹿児島市
徳留 忠敬 120,000 鹿児島市
田口 徹 120,000 川口市
海野 研一 120,000 松戸市
平山 玲是 120,000 田無市
西 力重 300,000 松浦市
野間ヒデ子 1,000,000 鹿児島県末吉

町
永田 眞人 1,500,000 北九州市
鶴田代志哉 500,000 鹿児島県輝北

町
年間五万円以下の
もの

170,000

（政治団体分）
全国林業政治連盟 200,000 千代田区
健康問題研究所 500,000 都・港区
林業経営者林政会 500,000 都・港区
鹿児島県税理士政
治連盟

300,000 鹿児島市

鹿児島県中小企業
政治協会

100,000 鹿児島市

鹿児島県商政治連
盟

100,000 鹿児島市

鹿児島県石油政治
連盟

200,000 鹿児島市
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鹿児島県トラック
政治連盟

500,000 鹿児島市

日本商工連盟 100,000 都・中央区
鹿児島県獣医師政
治連盟

200,000 鹿児島市

全国澱粉流通対策
政治連盟

500,000 都・港区

全国たばこ耕作者
政治連盟

500,000 都・港区

全国小売酒販政治
連盟

100,000 目黒区

日本酪農政治連盟
鹿児島県支部連合
会

200,000 渋谷区

鹿児島県商工政治
連盟

100,000 鹿児島市

自由民主党伊集院
宅建支部

100,000 鹿児島県伊集
院町

全国木材産業政治
連盟

300,000 千代田区

鹿児島県歯科医師
連盟

500,000 鹿児島市

宮下創平後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮下 創平

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 13. 4.16

１ 収入総額 29,832,883

前年繰越額 3,623,286

本年収入額 26,209,597

２ 支出総額 27,869,352

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,065人) 1,282,800

寄附 24,925,000

個人分 11,125,000

政治団体分 13,800,000

その他の収入 1,797

一件十万円未満のもの 1,797

４ 支出の内訳
経常経費 22,110,390

人件費 15,890,795

光熱水費 15,824

備品・消耗品費 823,189

事務所費 5,380,582

政治活動費 5,758,962

組織活動費 4,858,062

機関紙誌の発行その他の事業
費

900,900

機関紙誌の発行事業費 900,900

５ 寄附の内訳
（個人分）
池上 正之 120,000 伊那市
小坂 栄一 240,000 伊那市
野澤征一郎 240,000 伊那市
近藤 廉治 1,240,000 長野県南箕輪

村
斎藤 幸洋 60,000 伊那市
下平 正臣 120,000 伊那市
樋口 眸 60,000 伊那市
松下 正博 60,000 伊那市
牧田 政彦 60,000 伊那市
服部 幸雄 60,000 伊那市
樋代 昌彦 60,000 伊那市
下島 弥 60,000 伊那市
北原 博 120,000 伊那市
井上 武雄 60,000 伊那市
小木曽元彦 240,000 伊那市
小田切勝彦 55,000 駒ヶ根市
田中 文雄 60,000 駒ヶ根市
田中 一正 120,000 駒ヶ根市
早田 和夫 60,000 駒ヶ根市
林 文明 60,000 駒ヶ根市
下島 美寛 60,000 駒ヶ根市
秋城 和人 60,000 駒ヶ根市
菅沼 聰介 60,000 駒ヶ根市
大澤 秀一 60,000 駒ヶ根市
小原 弘 60,000 駒ヶ根市
春日 和郎 120,000 駒ヶ根市
土屋 隆 120,000 長野県辰野町
野沢 昭雄 60,000 長野県辰野町
河野 理 60,000 長野県箕輪町
中島 隆司 110,000 長野県箕輪町
長田 国広 120,000 長野県南箕輪

村
代田敬一郎 60,000 長野県宮田村
田畑 行義 240,000 長野県飯島町
平沢 勉 240,000 長野県飯島町
下平 文昭 120,000 長野県飯島町
加藤 尚志 120,000 長野県中川村
大森 正勝 120,000 長野県下諏訪

町

神山 幸雄 60,000 長野県下諏訪
町

笠原 邦義 300,000 諏訪市
百瀬六三郎 60,000 諏訪市
石川 秀一 60,000 茅野市
平出 公仁 120,000 茅野市
丸山 修一 60,000 茅野市
島立 博 60,000 茅野市
藤沢 弘一 60,000 長野県立科町
矢島 嵩擴 60,000 茅野市
中村 久雄 120,000 長野県富士見

町
五味四五平 55,000 長野県富士見

町
中山 正己 120,000 長野県富士見

町
坂本 尚也 120,000 長野県富士見

町
小池 松人 60,000 長野県富士見

町
井上 憲昭 60,000 長野県富士見

町
今村 邦彦 60,000 飯田市
小林 三郎 60,000 飯田市
鈴木 利彦 60,000 飯田市
河原 力 60,000 飯田市
塩沢 誠 60,000 飯田市
若杉 渉 120,000 飯田市
若杉 利秋 120,000 飯田市
広本 明敏 120,000 飯田市
伊藤 元保 120,000 飯田市
伊藤正次郎 120,000 飯田市
滝 謙 60,000 飯田市
関島 和人 60,000 飯田市
多田 晶弘 120,000 飯田市
原 節之 60,000 飯田市
大沢 武 60,000 長野県松川町
池田 好則 120,000 飯田市
唐沢 弘文 120,000 飯田市
三宅 篁 500,000 長野県阿南町
後藤 晃 120,000 長野県高森町
橋上 好郎 120,000 長野県阿智村
代田 秀男 120,000 長野県豊丘村
平野 安義 120,000 長野県阿智村
楯 義久 120,000 飯田市
吉川 嘉一 120,000 飯田市

浦沢 英一 60,000 長野県三岳村
芝田 征男 55,000 長野県木曽福

島町
鈴木 強 60,000 長野市
丸山 庸雄 60,000 長野市
巣山 益弘 60,000 長野県楢川村
古畑 利和 60,000 長野県楢川村
田中 時男 120,000 中津川市
服部 賢二 120,000 長野県山口村
原 務夫 100,000 大町市
伊藤 頼幸 60,000 名古屋市
宮下 秀美 100,000 伊那市
丸山 希一 500,000 伊那市
和田 正 100,000 長野県鬼無里

村
丸山 大司 100,000 長野県丸子町
藤森 吉三 100,000 諏訪市
年間五万円以下の
もの

430,000

（政治団体分）
長野県商工政治連
盟

100,000 長野市

全国商工政治連盟 100,000 都・港区
日本中古自動車販
売政治連盟

200,000 新宿区

日本商工連盟伊那
地区

100,000 伊那市

日本商工連盟 100,000 都・中央区
中小企業共済制度
拡充協議会

2,000,000 都・中央区

日本柔道整復師連
盟

1,000,000 長野市

長野県不動産政治
連盟

100,000 長野市

自由民主党長野県
第五選挙区支部

10,000,000 伊那市

年間五万円以下の
もの

100,000

６ 資産等の内訳
（建物）
伊那市 14,482,000

397.48fl

10. 8. 3

飯田市 5,999,203

808.5fl

61. 1.31
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宮田おさむ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮田 修

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.19

１ 収入総額 404,740

前年繰越額 4,740

本年収入額 400,000

２ 支出総額 400,960

３ 本年収入の内訳
寄附 400,000

政治団体分 400,000

４ 支出の内訳
経常経費 400,960

人件費 230,000

光熱水費 51,273

備品・消耗品費 64,715

事務所費 54,972

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
柳栄会 300,000 大阪市
飛翔 100,000 東大阪市
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 13. 2.22

１ 収入総額 14,793,138

前年繰越額 1,660,138

本年収入額 13,133,000

２ 支出総額 14,484,196

３ 本年収入の内訳
寄附 9,000,000

個人分 4,000,000

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

4,133,000

催物 4,133,000

４ 支出の内訳
経常経費 7,300,853

人件費 6,000,000

光熱水費 249,879

備品・消耗品費 349,086

事務所費 701,888

政治活動費 7,183,343

組織活動費 1,009,090

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,077,713

その他の事業費 5,077,713

調査研究費 546,540

寄附・交付金 550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
川田 嘉裕 1,500,000 高槻市
辻田 弘子 200,000 杉並区
森本 勲 1,000,000 尼崎市
大石 吉成 1,000,000 洲本市
辻田 文也 200,000 杉並区
辻田 洋一 100,000 杉並区
（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
未来医療
資金管理団体の届出をした
者の氏名

水島 裕

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 13. 3.22

１ 収入総額 3,192,936

前年繰越額 1,692,502

本年収入額 1,500,434

２ 支出総額 1,760,801

３ 本年収入の内訳
寄附 1,500,000

政治団体分 1,500,000

その他の収入 434

一件十万円未満のもの 434

４ 支出の内訳
経常経費 1,441,027

備品・消耗品費 193,353

事務所費 1,247,674

政治活動費 319,774

組織活動費 307,774

調査研究費 12,000

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47

支部

1,500,000 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 13. 3.28

１ 収入総額 57,520,000

本年収入額 57,520,000

２ 支出総額 8,912,533

３ 本年収入の内訳
寄附 54,480,000

個人分 480,000

政治団体分 54,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,040,000

未来産業研究会勉強会 3,040,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,523,221

人件費 5,116,384

光熱水費 36,042

備品・消耗品費 422,119

事務所費 948,676

政治活動費 2,389,312

組織活動費 1,263,790

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,125,522

政治資金パーティー開催事
業費

1,125,522

５ 寄附の内訳
（個人分）
今野 順夫 240,000 今市市
前田八重美 240,000 渋谷区
（政治団体分）
国際政治経済研究
会

50,000,000 都・中央区

日本医師連盟 2,000,000 文京区
平成研究会 2,000,000 千代田区
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 13. 4. 2

１ 収入総額 16,193,335

前年繰越額 2,007,386

本年収入額 14,185,949

２ 支出総額 14,930,740

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(25人) 2,500,000

寄附 1,100,000

個人分 1,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,585,000

勉強会 185,000

衆議院議員田野瀬良太郎君と
明日の日本を語る会

10,400,000

その他の収入 949

一件十万円未満のもの 949

４ 支出の内訳
経常経費 10,354,940

事務所費 10,354,940

政治活動費 4,575,800

組織活動費 515,800

寄附・交付金 4,060,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
関谷 恵子 100,000 大和郡山市
関谷 勝行 100,000 大和郡山市
坂本 富司 100,000 五條市
北山 勢三 100,000 五條市
西尾 昭彦 100,000 五條市
山田 哲治 100,000 五條市
垣本 幸男 100,000 奈良県吉野町
西村 良雄 100,000 五條市
西出 稔 100,000 五條市
吉野 晴夫 200,000 五條市
６ 特定パーティーの概要
衆議院議員田野瀬
良太郎君と明日の
日本を語る会(96

人)

10,400,000 大阪市
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員田野瀬良太郎君と明日の日本を語る
会
（団体からの対価の支払）
大和ガスj 500,000 大和高田市

(前年支払額 0)

大和ガス住宅設備
j

500,000 大和高田市
(前年支払額 0)

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
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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 13. 3.28

１ 収入総額 3,723,843

前年繰越額 270,843

本年収入額 3,453,000

２ 支出総額 3,709,425

３ 本年収入の内訳
寄附 3,453,000

個人分 668,000

団体分 285,000

政治団体分 2,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,090,084

光熱水費 178,155

備品・消耗品費 1,561,333

事務所費 1,350,596

政治活動費 619,341

組織活動費 159,474

機関紙誌の発行その他の事業
費

31,650

宣伝事業費 31,650

調査研究費 231,217

その他の経費 197,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
曳野 敏彦 120,000 松江市
矢野 義典 500,000 松江市
年間五万円以下の
もの

48,000

（団体分）
島根県港湾石材e 90,000 松江市
年間五万円以下の
もの

195,000

（政治団体分）
自由民主党島根県
松江市第三支部

2,500,000 松江市

ミレニアム維新の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山田 敏雅

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3. 1

１ 収入総額 12,480,000

本年収入額 12,480,000

２ 支出総額 12,480,000

３ 本年収入の内訳
寄附 12,480,000

個人分 80,000

政治団体分 12,400,000

４ 支出の内訳
政治活動費 12,480,000

寄附・交付金 11,293,164

その他の経費 1,186,836

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

80,000

（政治団体分）
民主党 12,000,000 千代田区
民主党広島県第７
区総支部

300,000 福山市

広島県民社協会 100,000 広島市
民嬉会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

松本 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 13. 4.24

１ 収入総額 2,650,000

前年繰越額 1,000,000

本年収入額 1,650,000

２ 支出総額 2,650,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,650,000

個人分 1,550,000

政治団体分 100,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,350,000

人件費 1,800,000

光熱水費 300,000

備品・消耗品費 100,000

事務所費 150,000

政治活動費 300,000

組織活動費 300,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
国分 輝男 1,500,000 土浦市
年間五万円以下の
もの

50,000

（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区

民声党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

塩森 達朗

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 13. 3.13

１ 収入総額 3,835,813

前年繰越額 435,813

本年収入額 3,400,000

２ 支出総額 3,265,921

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(70人) 1,400,000

借入金 2,000,000

塩森 達朗 2,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,265,921

光熱水費 98,652

備品・消耗品費 1,311,009

事務所費 1,856,260

５ 資産等の内訳
（借入金）
塩森 達朗 9,500,000

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 13. 3.14

１ 収入総額 199,316,783

前年繰越額 100,709,558

本年収入額 98,607,225

２ 支出総額 195,555,777

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(24人) 240,000

寄附 98,341,902

個人分 20,269,580

団体分 6,556,845

政治団体分 71,515,477

その他の収入 25,323

一件十万円未満のもの 25,323

４ 支出の内訳
経常経費 61,925,784

人件費 24,157,541

光熱水費 403,532

備品・消耗品費 2,794,469

事務所費 34,570,242

政治活動費 133,629,993

組織活動費 31,899,163

選挙関係費 494,000

調査研究費 2,246,584

寄附・交付金 98,990,246

５ 寄附の内訳
（個人分）
馬殿 高昭 600,000 滋賀県高島町
高橋 重彦 60,000 新宿区
池田 隆 120,000 横浜市
香月 竹夫 60,000 大分市
増田 忠彦 100,000 川口市
矢野 宥三 60,000 越谷市
永井英二郎 100,000 板橋区
藤井 一雄 120,000 横浜市
福居 章 120,000 練馬区
永田 義邦 100,000 高岡市
賀谷 禮三 90,000 名古屋市
佐藤 勝 100,000 練馬区
栗林 定友 200,000 目黒区
本多 清光 100,000 文京区
相川 春夫 100,000 練馬区
草刈 龍平 500,000 新宿区
川合 寛二 150,000 武蔵野市
小林 光俊 100,000 新宿区
堀川 泰注 100,000 熊本県相良村
蓮沼 照二 100,000 横浜市
山田 友道 150,000 大田区
笹島 孝志 1,500,000 高岡市
怡土潤次郎 100,000 中野区
佐藤 和文 1,500,000 松戸市
渡辺 憲史 150,000 目黒区
岩倉 国助 100,000 世田谷区
富永 信 100,000 北海道三石町
小川 恵三 100,000 横浜市
峯 和也 500,000 奈良県高取町
峯 豊美 500,000 奈良県高取町
四郎丸 聰 1,000,000 神奈川県葉山

町
植松 秀生 500,000 富山市
山下 克雄 100,000 富山県城端町
宗宮 正和 100,000 岐阜県揖斐川

町
高平 剛 100,000 富山市
谷 秀昭 100,000 箕面市
加藤 一郎 100,000 千代田区
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浅田 和男 120,000 新座市
飯岡 晃一 120,000 調布市
亀田 孝 120,000 千葉市
金附 壮典 120,000 浦和市
高瀬 信宏 120,000 大宮市
宮城 英司 120,000 平塚市
山崎 進一 120,000 横浜市
宮本 次郎 100,000 富山市
青木 稔 100,000 台東区
西田 東作 100,000 渋谷区
山口 清隆 1,500,000 富山市
城岸 一明 200,000 富山県利賀村
野原 信宣 200,000 富山県利賀村
野原 丈司 200,000 富山県利賀村
高桑 賢三 200,000 富山県大島町
中河 展 200,000 富山県利賀村
米倉 毅 200,000 富山県利賀村
米倉 康則 200,000 富山県利賀村
藤井 幸代 200,000 富山県井波町
上田 英夫 200,000 富山県利賀村
上田 隆信 200,000 富山県利賀村
中山 慎仁 200,000 富山県井波町
伊藤 雅祥 90,000 高岡市
廣田 裕一 60,000 高岡市
北村 京治 99,580 墨田区
安田 金治 1,000,000 岐阜市
吉田 平蔵 1,000,000 高岡市
川尻 由弘 1,500,000 習志野市
年間五万円以下の
もの

2,000,000

（団体分）
j角川書店 120,000 千代田区
ショウワノートj 126,000 都・中央区
ショウワグリムj 126,000 都・中央区
大同交通j 60,000 大田区
池田運輸j 140,000 横浜市
池田合同j 140,000 横浜市
j隣友 160,000 横浜市
青木産業j 59,685 台東区
jシービーエス 240,000 千代田区
j梓設計 60,000 品川区
jホテルニュー
オータニ

240,000 千代田区

jパオホッタ 120,000 千代田区
jナカヤマ 240,000 新宿区
jフェニックス 120,000 横浜市

ヴェ・スン・フィ
ス香料j

180,000 品川区

j土屋組 120,000 大垣市
松島工業j 120,000 品川区
宮崎電業j 100,000 宮崎市
jサン・プランニ
ングシステム

240,000 都・港区

f東洋ケータリン
グ

500,000 目黒区

j青林書院 120,000 文京区
日本コンベンショ
ンサービスj

100,000 千代田区

ＤＸアンテナj 120,000 神戸市
jキョーエー 480,000 千代田区
j佐伯建設 120,000 大分市
カナフレックス
コーポレーション
j

60,000 大阪市

明星セメントj 120,000 都・中央区
タカハタ建設j 119,160 旭川市
j丸豆岡田製麺 120,000 北海道七飯町
大道舗道j 120,000 札幌市
岩田建設j 120,000 札幌市
総合技研j 120,000 札幌市
不二建設j 120,000 滝川市
勇建設j 120,000 札幌市
j石山組 100,000 北海道天塩町
三共舗道j 120,000 札幌市
堀松建設工業j 120,000 留萌市
橋本建設工業j 120,000 旭川市
年間五万円以下の
もの

926,000

（政治団体分）
道路運送経営研究
会

1,000,000 新宿区

日本医師連盟 10,000,000 文京区
全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

特森懇話会 1,000,000 千代田区
自由民主党富山県
第三選挙区支部

34,140,000 高岡市

関西民峰会 5,775,477 大阪市
民有林振興協会 800,000 千代田区
自由民主党富山県
支部連合会

18,500,000 富山市

６ 資産等の内訳

（敷金）
秀和j 26,800,000 5. 3.26

「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

衆議院議員

報告年月日 13. 3.19

１ 収入総額 3,810,644

前年繰越額 830,644

本年収入額 2,980,000

２ 支出総額 3,000,000

３ 本年収入の内訳
寄附 2,980,000

個人分 2,980,000

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
（個人分）
鈴木 幹男 240,000 板橋区
田所 智子 1,500,000 品川区
年間五万円以下の
もの

1,240,000

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 13. 2. 9

１ 収入総額 283,651,103

前年繰越額 145,369,173

本年収入額 138,281,930

２ 支出総額 129,968,900

３ 本年収入の内訳
寄附 73,670,000

個人分 11,670,000

政治団体分 62,000,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

61,770,000

明風会政治資金パーティ担当
者会

29,505,000

明風会政治資金パーティ総会 32,265,000

その他の収入 2,841,930

返戻金 2,591,362

一件十万円未満のもの 250,568

４ 支出の内訳
経常経費 63,451,348

人件費 15,320,055

光熱水費 101,439

備品・消耗品費 5,065,357

事務所費 42,964,497

政治活動費 66,517,552

組織活動費 20,942,632

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,871,220

政治資金パーティー開催事
業費

4,871,220

調査研究費 5,833,700

寄附・交付金 34,870,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
岡本 信男 120,000 京都市
村上 昌 120,000 京都市
加藤 善彦 120,000 京都市
小北 幸久 120,000 京都市
山内 信輝 120,000 京都市
森下 久治 120,000 京都市
高田實知哉 120,000 宇治市
星田 将司 120,000 舞鶴市
村田 治 80,000 京都市
広崎 彰良 120,000 京都市
光山 炳浩 120,000 京都市
山本 又雄 120,000 京都市
松原 節生 120,000 京都市
堀谷 義明 120,000 京都市
太田 吉紀 120,000 京都市
市田ひろみ 120,000 京都市
桝 茂光 120,000 京都市
芦田 功 180,000 京都市
中野 璋一 120,000 京都市
高岡 渉 120,000 京都市
竹田 一郎 120,000 京都市
北尾 利久 120,000 京都市
西村市太郎 120,000 京都市
早瀬 善男 240,000 京都市
古原 英男 120,000 京都市
松井 昌 120,000 京都市
奥谷 晟 120,000 京都市
佐野 匡伸 120,000 京都市
松藤 節雄 60,000 京都市
池田 英夫 120,000 京都市
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中村 文彌 120,000 京都市
瀬戸 邦夫 120,000 京都市
広瀬 来三 120,000 京都市
前田 敞義 120,000 京都市
山田 好彦 120,000 京都市
河上 佳裕 120,000 京都市
中野 一城 120,000 京都市
広瀬和一郎 120,000 京都市
廣瀬 泰三 120,000 京都市
清水 久雄 120,000 京都市
鳴尾 宗雄 120,000 京都市
小湊 壌 120,000 京都市
岡部 照子 120,000 京都市
矢野 一郎 220,000 京都市
石川 満 150,000 埼玉県杉戸町
下竹原弘志 150,000 鹿児島市
安居 祥策 300,000 都・港区
小田 晋吾 300,000 杉並区
八田 武志 200,000 岡山市
西 力重 300,000 松浦市
小原 健史 150,000 佐賀県嬉野町
中西 勤 150,000 京都市
桑原 俊彦 150,000 群馬県利根村
秋山 智史 300,000 川崎市
善田 征男 300,000 京都市
吉岡 忠夫 100,000 京都市
上村 卓男 200,000 京田辺市
城守 昌二 100,000 京都市
黒田 光春 500,000 市川市
石川 輝夫 100,000 京都市
小西 努 100,000 京都市
加藤 正明 220,000 京都市
上田藤兵衛 500,000 京都市
松浦 俊海 200,000 京都市
年間五万円以下の
もの

1,740,000

（政治団体分）
全日本不動産政治
連盟京都府支部

1,000,000 京都市

京都府歯科医師連
盟

1,000,000 京都市

全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区

全国旅館政治連盟 1,000,000 千代田区
全国旅館政治連盟
京都府支部

300,000 京都市

京都府柔道整復師
政治連盟

300,000 京都市

京都府不動産政治
連盟

1,000,000 京都市

日本絹人繊織物振
興連盟

500,000 千代田区

近畿税理士政治連
盟

600,000 大阪市

西陣織物振興連盟 500,000 京都市
京都私立病院政治
連盟

500,000 京都市

京都府社会保険労
務士政治連盟

100,000 京都市

京都府医師連盟 2,000,000 京都市
日本司法書士政治
連盟京都会

100,000 京都市

京都府トラック運
送事業政治連盟

600,000 京都市

全国ビルメンテナ
ンス政治連盟

3,000,000 荒川区

ＴＫＣ全国政経研
究会

1,000,000 新宿区

京都府自動車整備
政治連盟

100,000 京都市

日本退職公務員連
盟

100,000 文京区

全国環衛中央会政
治連盟

100,000 新宿区

全国公衆浴場業政
治連盟

500,000 千代田区

全国理容政治連盟
中央会

200,000 渋谷区

京都府林業政治連
盟

100,000 京都市

日本柔道整復師連
盟

2,300,000 台東区

全国美容政治連盟 1,800,000 渋谷区
日本薬業政治連盟 1,800,000 都・中央区
全国食鳥肉販売業
環境衛生同業組合
政治連盟

300,000 台東区

全日本薬種商政治
連盟

3,100,000 文京区

日本医師連盟 5,000,000 文京区
日本商工連盟 500,000 文京区
日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区

日本歯科技工士連
盟

3,000,000 新宿区

全国興行自由国民
会議

300,000 都・港区

健康保険政治連盟 3,000,000 都・港区
国民健康保険組合
推進連盟

3,000,000 新宿区

日本精神病院政治
連盟

1,300,000 都・港区

全国小売酒販政治
連盟

2,300,000 目黒区

日本薬剤師連盟 2,500,000 渋谷区
全日本鍼灸マッ
サージ師政治連盟

300,000 新宿区

京都織物卸商振興
連盟

300,000 京都市

製薬産業政治連盟 4,000,000 都・中央区
道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

志帥会 10,000,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
明風会政治資金
パーティ担当者会
(600人)

29,505,000 千代田区
(前年収入額 0)

明風会政治資金
パーティ総会(650

人)

32,265,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 資産等の内訳
（預金等）

90,000,000

（敷金）
jエスエヌエージェ
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 13. 3.19

１ 収入総額 21,854,099

前年繰越額 9,880,274

本年収入額 11,973,825

２ 支出総額 12,666,073

３ 本年収入の内訳
寄附 11,970,000

個人分 11,970,000

その他の収入 3,825

一件十万円未満のもの 3,825

４ 支出の内訳
経常経費 5,493,816

人件費 840,000

光熱水費 145,329

備品・消耗品費 565,859

事務所費 3,942,628

政治活動費 7,172,257

組織活動費 1,270,971

機関紙誌の発行その他の事業
費

333,580

機関紙誌の発行事業費 333,580

調査研究費 324,370

寄附・交付金 200,000

その他の経費 5,043,336

５ 寄附の内訳
（個人分）
宮本 一志 110,000 出雲市
渡部 欣治 120,000 島根県宍道町
周藤 強 200,000 島根県木次町
中山 邦章 360,000 出雲市
渡部 伸二 600,000 島根県木次町
持田富士夫 70,000 島根県宍道町
栂 嘉陽 540,000 島根県宍道町
神庭 民生 120,000 松江市
高場光三郎 120,000 松江市
今岡 裕統 300,000 島根県佐田町
亀滝 和利 120,000 出雲市
小豆澤州伸 120,000 島根県宍道町
牛尾 義嗣 120,000 松江市
豊永 政明 120,000 松江市
持田 隆志 70,000 島根県加茂町
日野 雄一 180,000 平田市
佐藤 幸一 110,000 平田市
江隅 安雄 60,000 島根県木次町
秦 司 240,000 松江市
高橋 英一 120,000 出雲市
笹井 勇三 250,000 和泉市
木佐 昌 120,000 平田市
佐藤 栄一 240,000 島根県加茂町
池田 信幸 240,000 島根県西郷町
羽柴 正博 120,000 松江市
神田 光夫 500,000 出雲市
梶谷 昭夫 120,000 島根県斐川町
赤木 嗣道 100,000 松江市
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安藤 進一 240,000 島根県宍道町
中田 昭彦 240,000 島根県八雲村
須田 守 120,000 島根県美保関

町
梶野 博 120,000 松江市
三原 清治 200,000 島根県佐田町
中筋 広昭 500,000 島根県玉湯町
福田 弘道 500,000 島根県斐川町
久文 秀典 120,000 島根県湖陵町
鍛 知之 240,000 島根県鹿島町
内田 康雄 120,000 島根県大東町
高橋 修一 200,000 島根県佐田町
土江不二夫 120,000 島根県宍道町
冨金原 浩 240,000 島根県玉湯町
小谷 謙二 240,000 広島市
村田 博美 240,000 松江市
福田 素文 240,000 松江市
渡部 敏夫 600,000 島根県木次町
森田 光彦 240,000 松江市
伊藤 義朗 120,000 島根県宍道町
北井 宏弥 180,000 島根県大社町
川副 久大 180,000 松江市
板倉 秀雄 500,000 松江市
原 光 330,000 松江市
西田 豊成 240,000 広島市
安島 荘 240,000 松江市
林 一夫 120,000 島根県大東町
年間五万円以下の
もの

50,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 82,130,055

前年繰越額 19,821,938

本年収入額 62,308,117

２ 支出総額 48,299,113

３ 本年収入の内訳
寄附 6,046,000

個人分 6,046,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

56,262,068

経済を語り激励する会 56,262,068

その他の収入 49

一件十万円未満のもの 49

４ 支出の内訳
政治活動費 48,299,113

機関紙誌の発行その他の事業
費

9,615,748

政治資金パーティー開催事
業費

9,615,748

寄附・交付金 38,578,892

その他の経費 104,473

５ 寄附の内訳
（個人分）
室岡 幸治 120,000 足利市
板橋 一好 100,000 小山市
石村 光正 130,000 栃木市
小倉 義人 100,000 千代田区
仁平 次雄 120,000 土浦市
三好 和男 120,000 栃木県藤岡町
田野井 正 120,000 佐野市
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
船越 修二 120,000 栃木県都賀町
深谷 汎 220,000 栃木市
岡部 光男 120,000 足利市
長竹 正平 120,000 足利市
関口 文雄 120,000 足利市
新里 元二 120,000 足利市
江原 弘義 120,000 足利市
増子 敬公 120,000 足利市
渡辺 綱紀 120,000 足利市
清水 一男 120,000 足利市
稲村 訓昌 120,000 足利市
山崎 勇 120,000 足利市
浅沼 邦夫 120,000 足利市
関谷 和夫 120,000 足利市
赤坂 圭一 120,000 足利市
安田 隆二 120,000 渋谷区
平野 正之 120,000 栃木市
梅崎 哲雄 60,000 千代田区
勝俣 宣夫 180,000 千代田区
野間 自子 120,000 千代田区
堀 義和 120,000 江東区
前田 久徳 60,000 都・港区
田村 純郎 60,000 都・北区
岩野 雄一 120,000 新宿区
井上 智治 240,000 千代田区

田中 常雅 120,000 大田区
楠原 孝仁 120,000 杉並区
大竹 美喜 120,000 板橋区
杉田 卯市 240,000 佐野市
天野 貞夫 60,000 千代田区
石井 展 120,000 佐野市
北島 邦明 120,000 宇都宮市
小島 洋司 120,000 宇都宮市
赤羽根和房 120,000 宇都宮市
徳留 豊 120,000 宇都宮市
野村 洋 120,000 宇都宮市
年間五万円以下の
もの

396,000

６ 特定パーティーの概要
経済を語り激励す
る会(800人)

56,262,068 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
経済を語り激励する会
（団体からの対価の支払）
j学生援護会 500,000 新宿区

(前年支払額 0)

jグローバルエン
タープライズ

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

jグローバルホー
ルディングス

500,000 千代田区
(前年支払額 0)

jグローバルコ
ミュニティー

500,000 文京区
(前年支払額 0)

jグローバルネッ
トコーポレーショ
ン

500,000 都・港区
(前年支払額 0)

志賀産業j 1,000,000 足利市
(前年支払額 0)

吉澤精機j 1,000,000 栃木県G生町
(前年支払額 0)

栃木県建設業協会
足利支部

500,000 足利市
(前年支払額 0)

足利市建設業協会 500,000 足利市
(前年支払額 0)

岩原産業j 1,000,000 宇都宮市
(前年支払額 0)

保坂工務店j 500,000 栃木県南河内
町

(前年支払額 0)

環境整備j 1,000,000 宇都宮市
(前年支払額 0)

jブルーヒルズ
コーポレーション

1,000,000 宇都宮市
(前年支払額 0)

平川商事j 1,000,000 横須賀市
(前年支払額 0)

山一紙商事j 400,000 千代田区
(前年支払額 0)

jフォーシーズン 1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

jファストコレク
ション

1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

アサノ恒發j 1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

ジョインマンj 1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

jジョインズホウ
ムズ

1,500,000 都・港区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
新政治問題研究会 300,000 千代田区

(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 44,711,926

前年繰越額 8,825,478

本年収入額 35,886,448

２ 支出総額 42,722,431

３ 本年収入の内訳
寄附 16,075,448

個人分 2,710,000

政治団体分 13,365,448

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,811,000

衆議院議員森田健作君を囲む
会

5,811,000

借入金 14,000,000

大堀 誠 4,000,000

宮津 弘 10,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,576,396

光熱水費 864,367

備品・消耗品費 2,859,765

事務所費 4,852,264

政治活動費 34,146,035
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組織活動費 2,721,549

選挙関係費 13,424,365

機関紙誌の発行その他の事業
費

15,450,121

宣伝事業費 3,254,731

政治資金パーティー開催事
業費

7,189,498

その他の事業費 5,005,892

寄附・交付金 2,550,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
落合 栄治 100,000 大田区
今西 運広 120,000 流山市
入江 清晃 120,000 流山市
関口 徳ˆ 1,500,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

870,000

（政治団体分）
森田健作後援会 3,000,000 大田区
近未来研究会 10,000,000 千代田区
自由民主党東京都
第四選挙区支部

65,448 大田区

甘山会 300,000 大和市
６ 資産等の内訳
（借入金）
大堀 誠 4,000,000

宮津 弘 10,000,000

森陽一郎後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森 陽一郎

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 13. 2. 1

１ 収入総額 218,000

前年繰越額 15,000

本年収入額 203,000

２ 支出総額 218,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(18人) 203,000

４ 支出の内訳
経常経費 160,000

人件費 82,360

光熱水費 9,641

備品・消耗品費 8,964

事務所費 59,035

政治活動費 58,000

調査研究費 58,000

門奈茂次郎後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

門奈茂次郎

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 13. 1.26

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

３ 資産等の内訳
（有価証券）
赤井電機j株式 523,682

1,000株
8. 4.17

赤井電機j株式 406,298

1,000株
8. 9.26

薬事制度問題研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

石井 道子

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 13. 4. 2

１ 収入総額 26,908,273

前年繰越額 18,527,023

本年収入額 8,381,250

２ 支出総額 9,369,144

３ 本年収入の内訳
寄附 8,381,250

個人分 2,000,000

政治団体分 6,381,250

４ 支出の内訳
経常経費 199,426

事務所費 199,426

政治活動費 9,169,718

組織活動費 2,640,238

調査研究費 8,480

寄附・交付金 6,521,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
斎藤 与里 1,500,000 所沢市
中西 克枝 500,000 飯能市
（政治団体分）
日本薬剤師連盟 2,236,450 渋谷区
石井道子中央後援
会

2,000,000 渋谷区

国民健康保険推進
連盟

1,000,000 新宿区

石井道子東薬会後
援会

450,000 八王子市

埼玉県参議院選挙
区第２支部

500,000 川口市

自由民主党埼玉支
部連合会

85,000 浦和市

年間五万円以下の
もの

109,800

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 13. 3.29

１ 収入総額 94,270,715

前年繰越額 7,410,750

本年収入額 86,859,965

２ 支出総額 86,696,687

３ 本年収入の内訳
寄附 48,679,000

個人分 16,209,000

団体分 1,610,000

政治団体分 30,860,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

38,180,000

ポリシーリサーチセミナー 5,560,000

「ポリシーリサーチセミナー」
ｉｎ関西

2,380,000

保岡興治君を支える会 30,240,000

その他の収入 965

一件十万円未満のもの 965

４ 支出の内訳
経常経費 58,506,793

人件費 32,028,448

光熱水費 682,751

備品・消耗品費 6,621,594

事務所費 19,174,000

政治活動費 28,189,894

組織活動費 5,534,847

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,802,027

宣伝事業費 2,924,320

政治資金パーティー開催事
業費

7,877,707

調査研究費 483,020

寄附・交付金 11,000,000

その他の経費 370,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
武井 純子 120,000 静岡県東伊豆

町
渡邊洋一郎 300,000 前橋市
道山 俊男 500,000 茨木市
中林 浩三 200,000 大阪市
道山 ミエ 100,000 大阪市
保崎 賢 100,000 鹿児島市
平島 弘雄 120,000 鹿児島市
松下 良成 360,000 鹿児島市
盛山 文夫 300,000 武蔵野市
小牧 勇蔵 1,000,000 鹿児島市
小槻 茂 200,000 都・中央区
小槻 義夫 200,000 都・中央区
中田 敬二 500,000 鹿児島県姶良

町
長野 昭人 1,000,000 鹿児島県志布

志町
岩崎 福三 1,500,000 鹿児島市
岩崎芳太郎 1,500,000 鹿児島市
岩崎史真子 1,500,000 鹿児島市
大竹山 健 500,000 鹿児島市
岸本 順治 300,000 神戸市
岩元 恭一 1,000,000 鹿児島市
稲見 友之 500,000 都・港区
濱田 ミヤ 100,000 大田区
反町 勝夫 100,000 文京区
一木剛太郎 150,000 鎌倉市
竹野 康造 150,000 世田谷区
山田淳一郎 100,000 杉並区
石橋由紀子 1,000,000 都・港区
伊藤 為蔵 300,000 江東区
松崎 一男 360,000 調布市
嘉川 晴文 120,000 鹿児島市
泉 寅一郎 120,000 名瀬市
年間五万円以下の
もの

1,909,000

（団体分）
j大友組 80,000 鹿児島県宇検

村
f大友生コン 80,000 鹿児島県宇検

村
j村岡建設 80,000 鹿児島市
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成武建設j 80,000 鹿児島県根占
町

吉留建設産業j 80,000 鹿児島市
f牧野水産 90,000 鹿児島市
j新村組 120,000 鹿児島市
小牧建設j 80,000 鹿児島市
三和興業j 60,000 鹿児島市
j飛竜企画 60,000 目黒区
田園都市j 120,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

680,000

（政治団体分）
ＴＫＣ全国政経研
究会

300,000 新宿区

ＴＫＣ九州政経研
究会

300,000 福岡市

鹿児島県社会保険
労務士政治連盟

60,000 鹿児島市

日本公認会計士政
治連盟

100,000 文京区

鹿児島県税理士政
治連盟

300,000 鹿児島市

鹿児島県石油政治
連盟

200,000 鹿児島市

全国クリーニング
業政治連盟

300,000 新宿区

鹿児島県歯科医師
連盟

1,000,000 鹿児島市

全国たばこ耕作者
政治連盟

200,000 都・港区

全国たばこ耕作者
政治連盟鹿児島県
支部

200,000 鹿児島市

鹿児島市医師連盟 1,000,000 鹿児島市
自由民主党宅建支
部

500,000 鹿児島市

日本司法書士政治
連盟

100,000 新宿区

日本精神病院協会
政治連盟

1,000,000 都・港区

全国小売酒販政治
連盟鹿児島県支部

100,000 鹿児島市

日本酪農政治連盟
鹿児島県支部

200,000 鹿児島県栗野
町

全国理容政治連盟
中央会

100,000 渋谷区

全国社交政治連盟 100,000 鹿児島市
鹿児島県商工政治
連盟

100,000 鹿児島市

日本中古自動車販
売政治連盟

200,000 新宿区

全日本火災共済協
同組合連合会

1,000,000 都・中央区

近未来研究会 5,000,000 千代田区
自由民主党鹿児島
県第１選挙区支部

15,000,000 鹿児島市

日本医師連盟 2,000,000 文京区
日本薬剤師連盟 1,000,000 渋谷区
全国社会保険労務
士政治連盟

500,000 文京区

６ 特定パーティーの概要
保岡興治君を支え
る会(1,123人)

30,240,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
保岡興治君を支える会
（個人からの対価の支払）
福原 武常 250,000 大田区

(前年支払額 0)

末吉 瑞秋 300,000 板橋区
(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
新和建設j 380,000 山口県久賀町

(前年支払額 0)

j協伸製作所 250,000 横浜市
(前年支払額 0)

jデイ・ワイ 300,000 渋谷区
(前年支払額 0)

田園都市j 400,000 新宿区
(前年支払額 0)

上野窯業j 240,000 世田谷区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 600,000 文京区

(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本弁護士連合会 360,000 千代田区
(前年支払額 0)

ポリシーリサーチセミナー
（政治団体からの対価の支払）
日本弁護士連合会 400,000 千代田区

(前年支払額 0)

東京不動産政治連
盟

400,000 千代田区
(前年支払額 0)

「ポリシーリサーチセミナー」ｉｎ関西
（政治団体からの対価の支払）
大阪行政書士会 220,000 大阪市

(前年支払額 0)

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 13. 3.28

１ 収入総額 2,949,721

前年繰越額 883,930

本年収入額 2,065,791

２ 支出総額 2,671,224

３ 本年収入の内訳
寄附 2,065,000

個人分 1,465,000

団体分 600,000

その他の収入 791

一件十万円未満のもの 791

４ 支出の内訳
経常経費 1,887,295

人件費 600,000

事務所費 1,287,295

政治活動費 783,929

機関紙誌の発行その他の事業
費

126,675

機関紙誌の発行事業費 126,675

調査研究費 657,254

５ 寄附の内訳
（個人分）
大島 末久 90,000 安来市
加藤 芳夫 90,000 安来市
木下 聡 90,000 安来市
草本 淳二 80,000 安来市
田中 昭 90,000 安来市
中田 孝幸 90,000 安来市
中島 秀雄 90,000 安来市
永島 順 90,000 安来市
忍谷 桂司 90,000 安来市
秦 憲市 90,000 安来市
平井 幸範 90,000 安来市
藤井 克裕 90,000 安来市
本村 雄作 90,000 安来市

松浦 一夫 90,000 安来市
米原 進 90,000 安来市
渡部 義三 70,000 安来市
年間五万円以下の
もの

55,000

（団体分）
年間五万円以下の
もの

600,000

柳川覚治虎ノ門会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柳川 覚治

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 13. 3.27

１ 収入総額 3,273,545

前年繰越額 3,273,545

２ 支出総額 3,000,000

３ 支出の内訳
政治活動費 3,000,000

寄附・交付金 3,000,000

山中くにかつ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山中 邦捷

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

八代市長

報告年月日 13. 4.17

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

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 13. 4. 3

１ 収入総額 5,136,567

前年繰越額 88,567

本年収入額 5,048,000

２ 支出総額 5,092,273

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(600人) 2,160,000

寄附 2,888,000

個人分 2,888,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,351,132

人件費 623,000

光熱水費 325,447
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備品・消耗品費 879,337

事務所費 523,348

政治活動費 2,741,141

組織活動費 1,021,052

選挙関係費 156,722

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,014,372

機関紙誌の発行事業費 445,368

宣伝事業費 335,457

その他の事業費 233,547

調査研究費 315,448

その他の経費 233,547

５ 寄附の内訳
（個人分）
中込 貴雄 90,000 甲府市
成島 幹人 210,000 山梨県竜王町
木村 実 90,000 甲府市
玉置 昭男 90,000 甲府市
小池 雄二 90,000 甲府市
小幡 茂 90,000 山梨県御坂町
丹澤 祐司 90,000 甲府市
鈴木 賢治 54,000 山梨県白根町
中島 修二 54,000 山梨県小瀬町
石川 重人 120,000 塩山市
向山 邦史 120,000 甲府市
牛奥 博信 60,000 甲府市
秋山 直子 120,000 甲府市
武藤 純一 120,000 甲府市
田中 正喜 600,000 甲府市
野中 敏光 120,000 甲府市
田邊 護 120,000 甲府市
村田 憲一 150,000 甲府市
中島 英俊 250,000 甲府市
井上 文人 120,000 甲府市
三浦 紀元 60,000 山梨県忍野村
斉藤 隆 60,000 山梨県竜王町
年間五万円以下の
もの

10,000

山元つとむと新しい政治をつくる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山元 勉

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.12

１ 収入総額 9,288,041

前年繰越額 830,195

本年収入額 8,457,846

２ 支出総額 7,824,859

３ 本年収入の内訳
寄附 8,400,000

個人分 4,000,000

政治団体分 4,400,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

57,000

役員総会 57,000

その他の収入 846

一件十万円未満のもの 846

４ 支出の内訳
経常経費 2,437,650

備品・消耗品費 788,595

事務所費 1,649,055

政治活動費 5,387,209

組織活動費 1,326,417

機関紙誌の発行その他の事業
費

26,212

機関紙誌の発行事業費 26,212

調査研究費 9,580

寄附・交付金 4,025,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
山元 勉 4,000,000 大津市
（政治団体分）
民主党 4,400,000 千代田区
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 13. 3.23

１ 収入総額 156,105,064

前年繰越額 31,980,898

本年収入額 124,124,166

２ 支出総額 115,227,458

３ 本年収入の内訳
寄附 61,796,000

個人分 42,396,000

政治団体分 19,400,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

62,238,000

機関紙購読料 378,000

21世紀の政権をめざす集い 61,860,000

その他の収入 90,166

一件十万円未満のもの 90,166

４ 支出の内訳
経常経費 1,745,568

備品・消耗品費 984,239

事務所費 761,329

政治活動費 113,481,890

組織活動費 3,028,730

機関紙誌の発行その他の事業
費

10,913,578

機関紙誌の発行事業費 2,058,515

宣伝事業費 30,000

政治資金パーティー開催事
業費

8,825,063

調査研究費 339,582

寄附・交付金 99,200,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
井上 和子 1,500,000 品川区
鳩山 安子 1,500,000 文京区
鳩山由紀夫 10,000,000 室蘭市
小林 孝 380,000 北海道厚真町
大平 明 500,000 新宿区
大伴 忠 100,000 足立区
大澤 益夫 100,000 調布市
藤瀬 憲三 100,000 世田谷区
内田 裕昌 100,000 世田谷区
勝場 政範 1,000,000 所沢市
川手正一郎 1,000,000 練馬区
大竹 美喜 500,000 板橋区
須藤 敏幸 1,000,000 北海道豊浦町
大泉 哲 500,000 世田谷区
加賀 章 1,500,000 千代田区
広田 健史 1,000,000 墨田区
芳賀 大輔 1,000,000 杉並区
芳賀 昭雄 1,000,000 深川市
年間五万円以下の
もの

19,616,000

（政治団体分）
民主党 12,400,000 千代田区
民主党北海道総支
部連合会

7,000,000 札幌市

６ 特定パーティーの概要
21世紀の政権をめ
ざ す 集 い
(2,513人)

61,860,000 都・港区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

21世紀の政権をめざす集い
（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

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

衆議院議員

報告年月日 13. 2.27

１ 収入総額 5,878,000

前年繰越額 55,000

本年収入額 5,823,000

２ 支出総額 5,863,000

３ 本年収入の内訳
寄附 5,823,000

個人分 5,823,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,863,000

人件費 3,724,400

光熱水費 312,140

備品・消耗品費 270,200

事務所費 1,556,260

５ 寄附の内訳
（個人分）
福島 孝子 1,400,000 荒川区
八城 鉄兵 500,000 石巻市
海老沢恒美 200,000 仙台市
永井 敬 1,450,000 仙台市
高橋 義春 1,000,000 石巻市
阿部 英紀 100,000 石巻市
小出 勇 200,000 宮城県河北町
年間五万円以下の
もの

973,000

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 13. 3.22

１ 収入総額 5,771,071

前年繰越額 5,548,834

本年収入額 222,237

２ 支出総額 3,108,896

３ 本年収入の内訳
寄附 220,000
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個人分 220,000

その他の収入 2,237

一件十万円未満のもの 2,237

４ 支出の内訳
経常経費 1,960,201

人件費 1,387,390

備品・消耗品費 271,736

事務所費 301,075

政治活動費 1,148,695

組織活動費 148,695

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

220,000

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 13. 4. 2

１ 収入総額 3,348,031

前年繰越額 38,031

本年収入額 3,310,000

２ 支出総額 3,313,715

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

3,310,000

機関誌発行 1,350,000

その他の催物事業 1,960,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,887,842

人件費 262,500

光熱水費 123,553

備品・消耗品費 677,789

事務所費 824,000

政治活動費 1,425,873

組織活動費 301,008

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,124,865

機関紙誌の発行事業費 662,713

その他の事業費 462,152

友交クラブ
資金管理団体の届出をした
者の氏名

栗原 裕康

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 13. 2.27

１ 収入総額 51,007,111

前年繰越額 16,077,707

本年収入額 34,929,404

２ 支出総額 40,659,202

３ 本年収入の内訳
寄附 26,422,000

個人分 6,910,000

団体分 2,050,000

政治団体分 17,462,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,503,600

自衛隊音楽祭旅行 6,523,600

友交クラブ朝食会 1,980,000

その他の収入 3,804

一件十万円未満のもの 3,804

４ 支出の内訳
経常経費 17,995,613

人件費 6,668,774

光熱水費 311,344

備品・消耗品費 5,282,690

事務所費 5,732,805

政治活動費 22,663,589

組織活動費 11,997,348

選挙関係費 4,500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,166,241

宣伝事業費 603,526

その他の事業費 5,562,715

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡辺幸一郎 1,500,000 三島市
遠藤 正亀 500,000 静岡県函南町
溝口 年雄 100,000 沼津市
栗原 正和 100,000 三島市
大橋 光雄 500,000 沼津市
金田 貞順 100,000 三島市
佐藤 孝行 100,000 沼津市
堀崎 龍夫 60,000 伊東市
大沢 吉平 240,000 西宮市
鈴木 勝助 480,000 浜松市
石川 大二 1,000,000 品川区
平野 俊治 300,000 江東区
小松 燿 300,000 目黒区

鈴木 静夫 60,000 静岡県松崎町
高橋喜一郎 60,000 伊東市
岩端 秀久 120,000 沼津市
秋山 進 120,000 富士市
土屋 久美 120,000 御殿場市
野々山みね子 60,000 三島市
鈴木 清次 120,000 沼津市
小野 正廣 300,000 三島市
年間五万円以下の
もの

670,000

（団体分）
サンエーj 120,000 墨田区
前澤工業j 240,000 横浜市
中尾建設工業j 240,000 板橋区
高田機工j 240,000 都・中央区
東洋鉄工j 150,000 沼津市
富士港運j 240,000 都・港区
j間瀬コンサルタ
ント

240,000 世田谷区

三友エキスプレス
j

60,000 相模原市

コビシ電機j 60,000 鴻巣市
jＮＫＢ 90,000 千代田区
横浜中央クリニッ
ク

150,000 新宿区

内山コンクリート
工業j

160,000 品川区

j井出組 60,000 富士市
（政治団体分）
自由民主党静岡県
第６選挙区支部

6,680,000 沼津市

自由民主党神奈川
県第17選挙区支部

6,772,000 小田原市

大勇会 3,000,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

100,000 目黒区

静岡県都市開発政
治連盟

200,000 静岡市

ＴＫＣ全国政経研
究会

300,000 新宿区

自由民主党静岡県
宅建支部

100,000 静岡市

全国ＬＰガス政治
連盟静岡県支部

200,000 静岡市

年間五万円以下の
もの

110,000

憂国日本連盟
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西岡 利彦

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 13. 3.16

１ 収入総額 8,269,000

本年収入額 8,269,000

２ 支出総額 8,269,000

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(11人) 55,000

寄附 8,214,000

個人分 8,214,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,638,351

人件費 2,546,497

光熱水費 229,524

備品・消耗品費 388,117

事務所費 1,474,213

政治活動費 3,630,649

組織活動費 2,533,675

機関紙誌の発行その他の事業
費

596,974

機関紙誌の発行事業費 384,624

宣伝事業費 212,350

調査研究費 500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

8,214,000

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

参議院議員

報告年月日 13. 3.28

１ 収入総額 14,177,833

前年繰越額 3,127,077

本年収入額 11,050,756

２ 支出総額 9,232,303

３ 本年収入の内訳
寄附 11,050,000

個人分 7,450,000

政治団体分 3,600,000

その他の収入 756

一件十万円未満のもの 756
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４ 支出の内訳
経常経費 4,303,524

人件費 1,843,110

備品・消耗品費 1,144,043

事務所費 1,316,371

政治活動費 4,928,779

組織活動費 4,015,534

調査研究費 63,245

寄附・交付金 850,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 勝也 1,300,000 福島市
室原 泰二 100,000 福島県浪江町
横山 静夫 150,000 原町市
橋本 淳 1,000,000 福島県鏡石町
但木 仁 1,500,000 福島市
土田 左近 1,500,000 福島市会津坂

下町
星 公正 250,000 福島県南郷村
酒井 秀明 250,000 福島県南郷村
兒玉 功 1,000,000 川崎市
林 甚四郎 100,000 福井県美山町
年間五万円以下の
もの

300,000

（政治団体分）
日本医師連盟 2,000,000 文京区
無所属の会福島県
総支部

1,600,000 会津若松市

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 13. 3.22

１ 収入総額 200,252,189

前年繰越額 130,415,252

本年収入額 69,836,937

２ 支出総額 41,462,468

３ 本年収入の内訳
寄附 10,680,000

個人分 5,280,000

団体分 100,000

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

59,100,000

丹羽雄哉君激励の集い 54,500,000

つくば会セミナー 1,800,000

社会保障研究会セミナー 2,800,000

その他の収入 56,937

一件十万円未満のもの 56,937

４ 支出の内訳
経常経費 19,520

事務所費 19,520

政治活動費 41,442,948

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,442,948

政治資金パーティー開催事
業費

6,442,948

寄附・交付金 35,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
袖山 卓也 100,000 茨城県岩瀬町
滝口 進 500,000 都・中央区
岸 伊和男 120,000 杉並区
満園 武尚 60,000 千代田区
緒方 巧 300,000 杉並区
小関 廸 1,500,000 つくば市
関 暁子 100,000 川崎市
川添 勇 500,000 福岡市
高木 邦格 500,000 新宿区
市原 健一 500,000 つくば市
加藤 正見 300,000 世田谷区
宮下 昌展 200,000 呉市
熊坂 義裕 500,000 宮古市
須藤 英章 100,000 松戸市
（団体分）
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
全国産業廃棄物連
合会政治連盟

300,000 都・港区

日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
健康保険政治連盟 2,000,000 都・港区
日本薬剤師連盟 2,000,000 渋谷区
６ 特定パーティーの概要
丹羽雄哉君激励の
集い(718人)

54,500,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
丹羽雄哉君激励の集い
（団体からの対価の支払）
日本鋼材センター
j

500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

医療経営研究会 1,500,000 札幌市
(前年支払額 0)

日本ケミファj 600,000 千代田区
(前年支払額 0)

jニッショク 1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

富士産業j 1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

山田建設j 500,000 大田区
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本柔道整復師連
盟

400,000 台東区
(前年支払額 0)

全国産業廃棄物連
合会政治連盟

1,000,000 都・港区
(前年支払額 0)

日本医師連盟 1,000,000 文京区
(前年支払額 0)

日本歯科医師連盟 1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

日本薬業政治連盟 400,000 都・中央区
(前年支払額 0)

製薬産業政治連盟 1,500,000 都・中央区
(前年支払額 0)

全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 文京区
(前年支払額 0)

日本眼科医連盟 1,500,000 千代田区
(前年支払額 0)

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 13. 3.12

１ 収入総額 4,708,563

前年繰越額 108,563

本年収入額 4,600,000

２ 支出総額 4,637,866

３ 本年収入の内訳
寄附 4,600,000

個人分 4,600,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,261,237

人件費 4,145,616

備品・消耗品費 34,241

事務所費 81,380

政治活動費 376,629

組織活動費 376,629

５ 寄附の内訳
（個人分）
広中和歌子 4,600,000 船橋市
裕和会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

井上 裕

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 13. 2.16

１ 収入総額 119,404,883

前年繰越額 32,816,522

本年収入額 86,588,361

２ 支出総額 90,935,730

３ 本年収入の内訳
寄附 86,576,000

個人分 21,633,000

団体分 2,463,000

政治団体分 62,480,000

その他の収入 12,361

一件十万円未満のもの 12,361

４ 支出の内訳
経常経費 78,296,432

人件費 52,191,663

光熱水費 89,611

備品・消耗品費 5,726,388

事務所費 20,288,770

政治活動費 12,639,298

組織活動費 1,839,298

寄附・交付金 10,800,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
熱田俊之助 120,000 江東区
秋場 道保 360,000 佐倉市
天野 恵 120,000 都・港区
秋山 定博 200,000 柏市
井上 達也 120,000 北海道新冠町
池田 寿雄 120,000 千葉市
飯島 邦宏 120,000 富津市
岩沼 甫 120,000 山形市
石塚 正洋 120,000 千葉市
伊藤 光 120,000 新庄市
伊藤喜代太 90,000 市原市
石井 昭 120,000 館山市
市川 基世 100,000 船橋市
井出 良子 120,000 与野市
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岩田 隆 120,000 秦野市
石ƒ眞一郎 120,000 江東区
石ƒ 良則 120,000 品川区
礒谷 彰 120,000 台東区
梅田 尚夫 120,000 千葉市
上野 光 120,000 土浦市
上竹 成一 600,000 墨田区
内海 丈夫 240,000 成田市
上田 ø基 80,000 千代田区
大浪 美正 120,000 山形市
大坪 賢二 120,000 山形県中山町
大山 萬夫 120,000 都・中央区
大森 一知 133,000 八王子市
大杉 清美 120,000 千葉市
大賀 誠 360,000 千葉市
奥村 康 360,000 千葉市
萩原 力 120,000 千葉市
奥山 誠 120,000 天童市
大澤和二三 120,000 渋谷区
岡田 伸郎 240,000 西尾市
岡田 勇 200,000 柏市
加藤 ø教 120,000 千葉市
菅 泰晴 120,000 北条市
神田 宗武 120,000 千葉市
鎌形 浩史 240,000 千葉県酒々井

町
川村佐平治 100,000 成田市
河合 拓 240,000 柏市
北總 征男 120,000 旭市
草野 秀雄 120,000 千葉市
工藤 弘 200,000 柏市
小山 実 120,000 武蔵村山市
小池 良夫 120,000 銚子市
小島 芳郎 360,000 埼玉県庄和町
小林 英弥 120,000 鶴岡市
斉藤 貞雄 120,000 船橋市
佐瀬 喜一 120,000 千葉市
佐々木裕寿 120,000 北海道静内町
佐々木 寿 120,000 室蘭市
桜井 善忠 120,000 荒川区
榊 徹 70,000 柏市
東海林 修 120,000 山形市
篠塚 恵 120,000 佐原市
鈴木 義政 120,000 板橋区
鈴木 雍人 120,000 市川市
杉山 邦夫 120,000 市川市

鈴木 誠事 120,000 千葉市
鈴木 光義 180,000 千葉県栄町
鈴木 勲 1,000,000 藤岡市
関根 一正 120,000 柏市
相馬 昭一 240,000 山形市
ˆ根 宏 360,000 千葉県芝山町
ˆ根 淑子 360,000 千葉市
田中 順三 480,000 横浜市
高橋 宏光 120,000 千葉市
田中 正陽 90,000 登別市
田口 滋郎 360,000 与野市
淡輪 俊 120,000 千葉市
竹内 義政 240,000 千葉県本埜村
田井 宜人 160,000 佐倉市
坪井 芳 120,000 千葉市
土屋 栄良 240,000 長野県軽井沢

町
鄭 寛 120,000 千葉市
成原 雅道 120,000 山形市
成毛健太郎 120,000 銚子市
中村 始 180,000 成田市
長井 義博 80,000 都・港区
西村 源吉 120,000 君津市
西山 弘 360,000 船橋市
西川 ø久 240,000 柏市
沼澤 孝人 120,000 新庄市
根本 政二 360,000 銚子市
野川 泰史 120,000 都・中央区
萩原 浩 240,000 千葉市
林 仁一郎 120,000 天童市
般若 繁子 120,000 千葉市
般若 和弘 120,000 千葉市
長谷川貴浩 120,000 上山市
原 務 120,000 柏市
平林 陽助 120,000 川崎市
船井 眞澄 120,000 千葉市
藤田 昊二 150,000 市川市
松岸 吉晴 120,000 山形県川西町
前橋 和俊 120,000 千葉市
馬越 峻 120,000 大田区
町田 裕子 120,000 千葉県一宮町
宮澤 義信 550,000 千葉県富里町
森久保勲雄 120,000 千葉県富里町
山口 忍 1,200,000 千葉市
山倉堅太郎 120,000 茂原市
山田 純子 120,000 千葉市

吉野 正彦 360,000 千葉県大原町
吉森 和宏 120,000 千葉市
和田 周志 120,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

1,870,000

（団体分）
岩渕薬品j 90,000 佐倉市
池田工建j 90,000 千葉市
I鉄蕉会亀田総合
病院

90,000 鴨川市

鎌ヶ谷造園土木j 90,000 鎌ケ谷市
f河合 90,000 八千代市
協栄ビルメンテナ
ンスj

90,000 都・中央区

昭和興業j 90,000 市川市
j須山歯研 80,000 千葉市
富田商事j 90,000 墨田区
j常盤ガーデン 60,000 柏市
坪井工業j 90,000 千葉市
東洋観光j 90,000 八千代市
j博全社 90,000 千葉市
j日匠システム警
備

60,000 千葉市

美建工業j 90,000 市川市
菱化リックスj 60,000 都・港区
jモリタ製作所 90,000 京都市
吉田精工j 90,000 茨城県玉造町
jヨシダ 90,000 台東区
年間五万円以下の
もの

853,000

（政治団体分）
千葉県歯科医師井
上裕後援会

20,000,000 千葉市

全国治山林道政治
連盟

300,000 千代田区

日本歯科医師連盟 25,000,000 千代田区
日本薬剤師連盟 600,000 渋谷区
日本医師連盟 3,000,000 文京区
清沼会 200,000 千葉市
兵庫県歯科医師連
盟

1,000,000 神戸市

民有林振興会 800,000 千代田区
愛知県歯科医師連
盟

1,000,000 名古屋市

日本歯科衛生士連
盟

100,000 千代田区

東京歯科大学同窓
会

9,000,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

1,480,000

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 13. 3. 8

１ 収入総額 124,169,694

前年繰越額 25,272,918

本年収入額 98,896,776

２ 支出総額 59,957,685

３ 本年収入の内訳
寄附 93,453,000

個人分 85,331,000

政治団体分 8,122,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,419,021

機関紙誌発行 5,419,021

その他の収入 24,755

一件十万円未満のもの 24,755

４ 支出の内訳
経常経費 24,977,747

人件費 18,367,896

光熱水費 539,471

備品・消耗品費 1,787,276

事務所費 4,283,104

政治活動費 34,979,938

組織活動費 1,141,829

機関紙誌の発行その他の事業
費

73,333

機関紙誌の発行事業費 73,333

調査研究費 20,526

寄附・交付金 33,744,250

５ 寄附の内訳
（個人分）
安達 俊夫 100,000 大阪市
塩見 正憲 250,000 京都市
奥村 秀一 100,000 大阪市
岡部 美博 100,000 大和郡山市
岡本 三好 100,000 奈良市
河村 圭二 200,000 大和高田市
貝本 輝司 180,000 奈良県大淀町
関谷 勝行 56,000 大和郡山市
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岸尾 寛 51,000 奈良県十津川
村

岩本 正雄 1,000,000 橿原市
吉岡 秀夫 500,000 奈良県斑鳩町
吉住 秀 100,000 天理市
吉川喜巳雄 53,000 奈良県斑鳩町
吉村 徳久 170,000 橿原市
吉田 作治 60,000 大和郡山市
窪田 琢磨 60,000 泉南市
熊田 二朗 60,000 池田市
古家 唯行 500,000 天理市
五十嵐要朔 310,000 奈良県月ヶ瀬

村
高橋 啓 60,000 大和郡山市
高斉 紀次 60,000 和泉市
高田 昌彦 53,000 桜井市
高嶋 正 100,000 京都府山城町
今西 孝義 60,000 奈良県十津川

村
坂本 雅昭 60,000 奈良県平群町
三木 章良 100,000 奈良市
山上 雄平 60,000 奈良市
山田 良弘 60,000 生駒市
寺迫 義一 500,000 橿原市
芝 汎孝 60,000 奈良県十津川

村
酒本 昌彦 360,000 大和高田市
松井 次郎 198,000 大阪府忠岡町
松岡 邦彦 500,000 大和高田市
松田 義明 90,000 香芝市
松田 玉枝 60,000 大和高田市
松田 利治 150,000 大和高田市
松本サチ子 200,000 京都府精華町
松本 元延 500,000 奈良市
上武佐代子 53,000 生駒市
上武 勝宣 500,000 生駒市
上武 正昭 500,000 生駒市
森 建五 60,000 奈良県十津川

村
森 致光 180,000 大阪市
森西 正美 100,000 奈良市
森川 保治 341,000 大和高田市
水川 照彦 100,000 奈良市
杉本 信雄 51,000 奈良市
清水 文彦 60,000 奈良県斑鳩町
清水 睦子 300,000 川西市

清水 末一 700,000 川西市
盛井 基義 250,000 生駒市
西谷 喜宣 60,000 大和郡山市
青山 昇司 60,000 奈良県斑鳩町
石井 清弘 100,000 豊中市
赤井 康紀 102,000 和歌山県吉備

町
川井 徳蔵 1,015,000 奈良市
川口 弘 100,000 奈良市
川合 耕一 150,000 奈良県高取町
川田 昌克 150,000 橿原市
川北 司朗 80,000 大和高田市
浅賀 靖夫 200,000 桜井市
浅川 正亨 60,000 大和郡山市
染川 勉 100,000 加古川市
太田 一男 99,000 奈良県十津川

村
大浦 基嗣 240,000 桜井市
大浦 啓次 100,000 桜井市
大浦 民生 200,000 桜井市
大西 武司 300,000 奈良市
池上 秀光 60,000 大和郡山市
池田 勉 100,000 橿原市
竹光 健一 60,000 広島市
竹内 忠利 60,000 枚方市
中 久二行 100,000 奈良市
中井 忠信 513,000 奈良県当麻町
中井 隆男 413,000 奈良県当麻町
中山 源弘 160,000 寝屋川市
中本 望 60,000 奈良市
中野 皖司 100,000 御所市
中嶌 欣資 100,000 天理市
田中 輝三 100,000 豊中市
土井 勧 200,000 桜井市
土居 通明 53,000 橿原市
島岡 司 500,000 奈良市
嶋越 唯彦 150,000 大和高田市
東 巌 100,000 桜井市
藤井 公 110,000 桜井市
藤井 恒則 102,000 堺市
藤本 正義 560,000 大和郡山市
道原 鉄和 198,000 八幡市
南 保幸 100,000 御所市
梅谷 義昌 100,000 大和高田市
八巻 和信 100,000 奈良市
板橋 登 120,000 和歌山市

飯田 達男 500,000 奈良県田原本
町

尾辻 民次 250,000 大阪市
尾田 芳信 350,000 奈良市
百瀬 政夫 500,000 四条畷市
富木 弘 60,000 奈良市
冨永 武資 100,000 大和郡山市
平川 俊光 60,000 大和郡山市
北尾 圭司 105,000 大和郡山市
北尾 正義 500,000 大和郡山市
堀田 征嗣 53,000 奈良市
堀内 太郎 500,000 桜井市
木村 隆男 60,000 大和郡山市
野瀬 芳松 100,000 御所市
有井 邦夫 60,000 奈良市
林 健蔵 100,000 奈良市
嵜山 雅由 90,000 橿原市
嵜山 定男 60,000 橿原市
嵜山 文宏 60,000 橿原市
澁谷 健二 100,000 大和郡山市
槙峯 和也 500,000 奈良県高取町
年間五万円以下の
もの

63,512,000

（政治団体分）
生駒市柿本善也後
援会

150,000 生駒市

奈良県医師連盟 4,460,000 橿原市
奈良県歯科医師連
盟

1,000,000 奈良市

奈良県自動車整備
政治連盟

150,000 奈良市

奈良県商工政治連
盟

500,000 奈良市

奈良県清遊会 703,000 大和高田市
奈良県石油政治連
盟

100,000 奈良市

奈良県繊維政策推
進協議会

200,000 大和高田市

奈良県農協農政連
盟

300,000 奈良市

奈良県薬剤師連盟 300,000 橿原市
日本看護連盟奈良
県支部

200,000 橿原市

年間五万円以下の
もの

59,000

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

12.12.12

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 13. 2.15

１ 収入総額 2,950,892

前年繰越額 1,935,892

本年収入額 1,015,000

２ 支出総額 2,036,614

３ 本年収入の内訳
寄附 1,015,000

政治団体分 1,015,000

４ 支出の内訳
政治活動費 2,036,614

寄附・交付金 2,036,614

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
民主党大阪府総支
部連合会

915,000 大阪市

夢ネット
資金管理団体の届出をした
者の氏名

ˆ比良正司

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 13. 6.13

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

山会
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 13. 4. 2

１ 収入総額 35,698,610

前年繰越額 35,696,264

本年収入額 2,346

２ 支出総額 25,937,640

３ 本年収入の内訳
その他の収入 2,346

一件十万円未満のもの 2,346

４ 支出の内訳
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経常経費 6,663,255

人件費 1,448,692

備品・消耗品費 1,868,313

事務所費 3,346,250

政治活動費 19,274,385

組織活動費 9,974,823

機関紙誌の発行その他の事業
費

8,374,562

機関紙誌の発行事業費 5,528,545

宣伝事業費 2,846,017

その他の経費 925,000

洋々会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江Ä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 13. 3.30

１ 収入総額 715,066

前年繰越額 615,066

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

３ 本年収入の内訳
寄附 100,000

政治団体分 100,000

４ 寄附の内訳
（政治団体分）
民主党 100,000 千代田区
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 13. 4. 2

１ 収入総額 9,501,559

前年繰越額 7,961,559

本年収入額 1,540,000

２ 支出総額 3,406,733

３ 本年収入の内訳
寄附 1,540,000

個人分 1,540,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,167,858

人件費 2,780,000

事務所費 387,858

政治活動費 238,875

機関紙誌の発行その他の事業
費

238,875

宣伝事業費 238,875

５ 寄附の内訳
（個人分）
橋口 長典 100,000 長野市
渡瀬 政造 200,000 都・港区
松岡 雅昭 100,000 新宿区
中條 高徳 200,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

940,000

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 13. 2.20

１ 収入総額 11,029,635

前年繰越額 1,708,925

本年収入額 9,320,710

２ 支出総額 8,833,020

３ 本年収入の内訳
寄附 9,320,000

個人分 3,720,000

政治団体分 5,600,000

その他の収入 710

一件十万円未満のもの 710

４ 支出の内訳
経常経費 3,652,183

人件費 2,510,749

備品・消耗品費 99,163

事務所費 1,042,271

政治活動費 5,180,837

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,180,837

宣伝事業費 4,180,837

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
池松 忠彦 150,000 横浜市
梅田 嘉明 120,000 横浜市
遠藤 恵弘 60,000 横浜市
菊池 智 100,000 横浜市
菊池龍之介 200,000 横浜市
小林健次郎 120,000 横浜市
佐藤祐一郎 240,000 横浜市

白川 隆幸 120,000 横浜市
中 俊男 300,000 横浜市
中 百合恵 100,000 横浜市
河野 博誠 100,000 横須賀市
西岡 義栄 100,000 横浜市
三上 和男 100,000 横浜市
永田 欣一 60,000 横浜市
松井 住仁 1,050,000 横浜市
渡辺 浩道 240,000 横浜市
年間五万円以下の
もの

560,000

（政治団体分）
神奈川県薬剤師連
盟

500,000 横浜市

神奈川県自動車整
備政治連盟

100,000 横浜市

宏池会 5,000,000 千代田区
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 13. 2.27

１ 収入総額 17,505,673

前年繰越額 3,391,829

本年収入額 14,113,844

２ 支出総額 15,766,711

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(51人) 563,140

寄附 13,550,000

個人分 1,400,000

（うち特定寄附） 1,000,000

政治団体分 12,150,000

その他の収入 704

一件十万円未満のもの 704

４ 支出の内訳
経常経費 7,350,829

人件費 1,370,000

光熱水費 647,785

備品・消耗品費 1,199,355

事務所費 4,133,689

政治活動費 8,415,882

組織活動費 5,044,412

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,895,905

機関紙誌の発行事業費 2,019,429

宣伝事業費 876,476

調査研究費 197,565

寄附・交付金 278,000

５ 寄附の内訳
（個人分）

…武藤 勝彦 1,000,000 宇佐市
横越 文彦 100,000 浦和市
和田 信行 100,000 世田谷区
秋田 俊作 100,000 保谷市
年間五万円以下の
もの

100,000

（政治団体分）
社会民主党大分県
連合

7,650,000 大分市

社会民主党九州ブ
ロック協議会

500,000 福岡市

社会民主党全国連
合

4,000,000 千代田区

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

串木野市議会議員

報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 4,790,190

前年繰越額 1,150,190

本年収入額 3,640,000

２ 支出総額 1,874,700

３ 本年収入の内訳
寄附 3,640,000

個人分 3,640,000

４ 支出の内訳
経常経費 515,500

光熱水費 123,500

備品・消耗品費 152,000

事務所費 240,000

政治活動費 1,359,200

組織活動費 986,200

機関紙誌の発行その他の事業
費

157,000

機関紙誌の発行事業費 157,000

調査研究費 216,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
北村 天宏 90,000 福岡市
橋口 知章 530,000 川内市
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有村 弘美 240,000 串木野市
押川 宏男 1,030,000 宮崎市
米森 憲一 1,400,000 鹿児島市
古川 順次 300,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

50,000

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

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 2.23

１ 収入総額 8,438,830

前年繰越額 7,437,044

本年収入額 1,001,786

２ 支出総額 8,360,725

３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000

政治団体分 1,000,000

その他の収入 1,786

一件十万円未満のもの 1,786

４ 支出の内訳
政治活動費 8,360,725

寄附・交付金 8,360,725

５ 寄附の内訳
（政治団体分）
幸政会 1,000,000 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 13. 3.29

１ 収入総額 430,864,237

前年繰越額 388,969,876

本年収入額 41,894,361

２ 支出総額 123,944,480

３ 本年収入の内訳
寄附 38,188,000

個人分 6,188,000

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

840,000

機関紙発行 840,000

その他の収入 2,866,361

預金利子 260,713

事務所賃貸料 1,200,000

一件十万円未満のもの 1,405,648

４ 支出の内訳
経常経費 55,651,758

人件費 10,195,000

光熱水費 802,074

備品・消耗品費 8,103,892

事務所費 36,550,792

政治活動費 68,292,722

組織活動費 194,256

機関紙誌の発行その他の事業
費

75,510

宣伝事業費 75,510

調査研究費 84,000

寄附・交付金 10,500,000

その他の経費 57,438,956

５ 寄附の内訳
（個人分）
浅井 照夫 120,000 文京区
石川 清恵 100,000 大阪市
板井 秀夫 500,000 都・中央区
今井 満江 500,000 姫路市
岡 幸男 1,000,000 横浜市
小野寺藤治 120,000 新宿区
菊地 實 100,000 渋谷区
黒柳 昌彦 150,000 千代田区
後藤 孝典 100,000 都・港区
五味 豊二 110,000 都・港区
杉原キヌエ 100,000 大阪府忠岡町
千葉 育夫 400,000 渋谷区
富永 保雄 480,000 中野区
中田 周三 60,000 高山市
中田 文江 110,000 高山市
中場 秀雄 100,000 都・港区
中村 明人 110,000 新宿区
成見 茂 480,000 千代田区
宮司 正明 100,000 G飾区
吉田 武夫 240,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

1,208,000

（政治団体分）
小沢一郎政経研究
会

20,000,000 都・港区

自由党宮城県総支
部連合会

7,000,000 仙台市

改革国民会議 5,000,000 千代田区

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

（建物）
都・港区 20,388,350

107fl

6. 5.18

都・港区 3,233,512

17fl

6.12.22

（動産）
自動車(1台) 1,360,000 10. 4.13

自動車(1台) 6,305,450 10. 4.20

自動車(1台) 1,300,000 8. 5.31

自動車(1台) 1,500,000 10. 4.27

自動車(1台) 1,418,065 12.11.30

（預金等）
219,000,000

（借入金）
大和銀行 88,266,368

小澤 一郎 173,187,974

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 13. 3.28

１ 収入総額 103,632,643

前年繰越額 15,602,142

本年収入額 88,030,501

２ 支出総額 88,497,442

３ 本年収入の内訳
寄附 12,420,000

個人分 4,920,000

政治団体分 7,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

75,603,825

衆議院議員柳本卓治君を励ま
す会

75,603,825

その他の収入 6,676

一件十万円未満のもの 6,676

４ 支出の内訳
経常経費 51,727,533

人件費 11,261,282

備品・消耗品費 8,459,623

事務所費 32,006,628

政治活動費 36,769,909

組織活動費 11,894,655

機関紙誌の発行その他の事業
費

18,915,254

宣伝事業費 2,444,232

政治資金パーティー開催事
業費

16,471,022

調査研究費 300,000

寄附・交付金 5,660,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
柏原 一郎 120,000 大阪市
宝田 雄弥 240,000 大阪市
中村 善美 240,000 大阪市
岡本 昌夫 120,000 大阪市
平井純一郎 1,200,000 大阪市
溝脇 貞雄 240,000 大阪市
山口 俐 120,000 大阪市
太田道之助 240,000 大阪市
山田 博文 240,000 大阪市
佐々木慶久 120,000 大阪市
芝原 英司 120,000 大阪市
中山 正明 120,000 大阪市
大冨 肇 120,000 大阪市
森山 聖剛 60,000 大阪市
浜田 末次 300,000 松浦市
竹田 忠保 240,000 大阪市
濱本 元弘 120,000 大阪市
中岡 照夫 240,000 守口市
寺田 照利 240,000 大阪市
松本 義昭 240,000 大阪市
香田喜三郎 240,000 大阪市
（政治団体分）
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日本医師連盟 2,000,000 文京区
医一会 3,000,000 大阪市
明風会 500,000 千代田区
全国小売酒販政治
連盟

1,000,000 目黒区

志帥会 1,000,000 千代田区
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
(1,625人)

75,603,825 大阪市
(前年収入額 0)

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）
阪本 昭夫 600,000 堺市

(前年支払額 0)

（団体からの対価の支払）
上岡建設工業j 300,000 大阪市

(前年支払額 0)

東剛建設j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

太陽工業j 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

j森川組 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

jジャパン・ク
リーン・サービス

300,000 大阪市
(前年支払額 0)

j渥美興産 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

j三好組 300,000 大阪市
(前年支払額 0)

j安部工業所 600,000 岐阜市
(前年支払額 0)

fアメリカ村 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

jみつわや 600,000 大阪市
(前年支払額 0)

延田興業j 800,000 大阪市
(前年支払額 0)

j延田エンタープ
ライズ

700,000 大阪市
(前年支払額 0)

j倉商 500,000 大阪市
(前年支払額 0)

（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
(前年支払額 0)

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 85,000,000

龍志会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口 敏夫

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 13. 3.30

１ 収入総額 7,773,286

前年繰越額 1,400,996

本年収入額 6,372,290

２ 支出総額 7,190,231

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

4,872,000

機関誌講読料 4,872,000

その他の収入 1,500,290

自動車代 1,500,000

一件十万円未満のもの 290

４ 支出の内訳
経常経費 6,645,552

人件費 6,645,552

政治活動費 544,679

機関紙誌の発行その他の事業
費

544,679

機関紙誌の発行事業費 544,679

隆盛会
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

報告年月日 13. 3.19

１ 収入総額 42,024,979

前年繰越額 724,979

本年収入額 41,300,000

２ 支出総額 40,513,171

３ 本年収入の内訳
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

40,210,000

機関紙広告料 1,550,000

衆議院議員坂井隆憲君を励ま
す会

38,660,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,035,844

備品・消耗品費 939,786

事務所費 1,096,058

政治活動費 38,477,327

組織活動費 6,443,895

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,428,157

宣伝事業費 65,140

政治資金パーティー開催事
業費

4,363,017

調査研究費 4,275

寄附・交付金 27,601,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森本 周作 80,000 高知県中土佐

町
佐藤 始 360,000 世田谷区
矢崎 久雄 200,000 練馬区
宮川 隆一 100,000 江東区
中村 隆治 100,000 船橋市
石橋 秀雄 100,000 甲府市
矢野 嘉章 100,000 新座市
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
衆議院議員坂井隆
憲君を励ます会
(956人)

38,660,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
衆議院議員坂井隆憲君を励ます会
（団体からの対価の支払）
栄城設備工業j 500,000 佐賀市

(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 394,534,121

前年繰越額 177,449,050

本年収入額 217,085,071

２ 支出総額 105,941,520

３ 本年収入の内訳
寄附 126,369,000

個人分 48,189,000

団体分 1,220,000

政治団体分 76,960,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

90,668,300

セミナー・21世紀への挑戦 53,600,000

21世紀への政経セミナー 36,800,000

役員会 133,500

懇親会 76,000

高鍋グランドゴルフ大会 58,800

その他の収入 47,771

一件十万円未満のもの 47,771

４ 支出の内訳
経常経費 61,903,425

人件費 40,447,464

光熱水費 871,752

備品・消耗品費 6,887,944

事務所費 13,696,265

政治活動費 44,038,095

組織活動費 37,113,908

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,780,811

宣伝事業費 80,000

政治資金パーティー開催事
業費

3,334,473

その他の事業費 366,338

調査研究費 193,184

寄附・交付金 2,865,916

その他の経費 84,276

５ 寄附の内訳
（個人分）
鈴木 秀夫 360,000 足立区
松澤 衛 60,000 宮崎県門川町
高橋 勝 400,000 山形市
野村 藤男 100,000 神奈川県箱根

町
中原 信夫 200,000 大田市
黒土 始 1,100,000 北九州市
斎藤 三郎 100,000 行田市
白石 綱吉 1,455,000 君津市
間 和輝 100,000 都城市
小泉美代治 100,000 青森県五戸町
山口 昇 100,000 山形県最上町
山氏 徹 100,000 北茨城市
高橋 圭 100,000 栃木県河内町
夏目 幸隆 100,000 愛知県田原町
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田中 寛 100,000 三重県紀宝町
土持 幸男 100,000 都城市
山之口主税 100,000 小林市
今井 成一 100,000 群馬県吉岡町
小林 基一 100,000 岡山県和気町
上田 秋栄 100,000 北海道新得町
長内 良 100,000 帯広市
佐々木 繁 200,000 帯広市
山田 正 150,000 帯広市
多田 政行 150,000 北海道士幌町
東原 正 150,000 北海道芽室町
小笠原勝之 70,000 帯広市
高宮 保之 300,000 千葉県松尾町
伊東 長 300,000 市原市
日野田守男 500,000 岡山県加茂町
井上 唯夫 500,000 岡山市
浅沼 俊民 1,000,000 盛岡市
高木 一 100,000 岐阜県養老町
菅原 博治 100,000 湯沢市
小林 俊夫 100,000 秋田市
高橋 彪 100,000 秋田県千畑町
佐藤 昌明 100,000 秋田県合川町
佐々木昭二郎 100,000 秋田県河辺町
小西倉之助 100,000 秋田県雄物川

町
佐藤孝一郎 100,000 湯沢市
木暮 美夫 700,000 群馬県玉村町
鳥山 晃 300,000 渋川市
若菜 宗一 70,000 栃木県大平町
高野 亘 100,000 富士宮市
辻本 忠生 500,000 和歌山市
森脇 静夫 1,500,000 兵庫県黒田庄

町
常深 進 250,000 兵庫県吉川町
城谷 力男 250,000 兵庫県福崎町
菅原 清治 100,000 稚内市
福永 昌徳 500,000 宮崎県三股町
中村 修一 500,000 宮崎県三股町
千葉 四郎 80,000 北海道佐呂間

町
安岡 一男 80,000 北海道訓子府

町
吉本 正樹 80,000 北海道東藻琴

村
前谷 由松 80,000 紋別市
鈴木 松次 80,000 北海道湧別町

近藤 虎一 500,000 新潟県中条町
鈴木 洋二 100,000 長岡市
松井幸次郎 100,000 燕市
小玉 昭吉 100,000 柏崎市
宮川 修二 100,000 熊本県三角町
平井 一三 500,000 向日市
松下 良策 500,000 京都府加茂町
田中 仲蔵 500,000 京都府木津町
加田 清治 500,000 京都府木津町
吉岡 幸人 500,000 京都市
明田 誠 500,000 亀岡市
森 耕三 500,000 京都府園部町
広瀬 丈也 500,000 京都府八木町
小森 昭 500,000 京都府丹波町
森 義夫 100,000 鹿児島県大隅

町
竹村 智博 200,000 飯田市
武重 英雄 100,000 長野県望月町
須田 昭二 100,000 長野県豊田町
吉村 守博 100,000 長野県下條村
木暮 直光 100,000 長野県波田町
岸川 昭市 100,000 名寄市
村山 勲 60,000 北海道美深町
川端 正義 60,000 士別市
島 得一 60,000 北海道美深町
羽田野幸博 100,000 北海道美深町
南 和博 100,000 北海道美深町
佐藤 能将 60,000 北海道美深町
沖澤 実 60,000 名寄市
野村 和夫 100,000 出雲市
町谷 修二 100,000 島根県仁多町
大谷 幸生 100,000 大田市
中川 昭八 100,000 八日市市
澤井喜四郎 100,000 滋賀県竜王町
徳田重右エ門 100,000 滋賀県愛知川

町
西川 孝次 100,000 滋賀県豊郷町
岡崎 一雄 100,000 滋賀県日野町
高原 弘 100,000 稲城市
高橋 誠次 100,000 村山市
福岡伊佐夫 470,000 横浜市
田中亮一郎 1,150,000 北九州市
二宮 司次 150,000 神奈川県松田

町
秋吉 善平 250,000 大分県湯布院

町

前園 隆幸 150,000 都・港区
平野 周作 60,000 大牟田市
高瀬 康弘 100,000 千葉市
桂川ユキオ 500,000 福岡市
田中 英隆 100,000 宮崎県北川町
土屋 康一 100,000 静岡市
田原 實 100,000 市原市
矢野 重敏 500,000 宮崎県北方町
松下 征雄 500,000 宮崎県北浦町
木村 健一 500,000 延岡市
西村 賢一 560,000 日向市
土井 篤 500,000 延岡市
福島 修 500,000 延岡市
貫 慶雄 500,000 延岡市
梶井 崇之 500,000 延岡市
糸平 和義 500,000 宮崎県東郷町
佐藤 厚 500,000 宮崎県北方町
矢野 文昭 500,000 延岡市
井上 一郎 500,000 延岡市
林 和夫 500,000 延岡市
柏田 博 240,000 日向市
甲斐 守 240,000 日向市
西野 邦治 450,000 宮崎市
荒川 隆夫 100,000 宮崎市
松田 義 500,000 宮崎市
甲斐 三朗 150,000 宮崎県佐土原

町
藤元 建二 120,000 宮崎県国富町
内田 一博 120,000 宮崎市
緒方 恵 151,250 宮崎市
日野雄次郎 120,000 宮崎市
濱崎 義夫 240,000 宮崎市
岩永 司 200,000 宮崎市
田中 栄次 200,000 宮崎市
渡邊 道忠 200,000 宮崎市
宮本 明 120,000 宮崎市
中野 義明 120,000 宮崎市
片地 昭次 120,000 宮崎市
大野 拓朗 120,000 宮崎市
朽木 充嗣 151,250 宮崎市
江田 泰通 500,000 宮崎市
柴 忠弘 151,250 宮崎市
森 登 151,250 宮崎市
秦 新次郎 151,250 宮崎市
田村 努 360,000 宮崎市

味岡 正章 360,000 熊本県多良木
町

川崎 朝光 120,000 宮崎市
足立 哲夫 70,000 宮崎市
新中 弥生 150,000 宮崎県清武町
坂本 広子 150,000 宮崎市
長友 孝允 240,000 宮崎市
田原 眞和 120,000 宮崎市
冨森 信作 120,000 宮崎市
入田 實 60,000 宮崎市
今田 勝徳 120,000 宮崎県佐土原

町
西野 勝 120,000 宮崎市
神崎 義世 120,000 宮崎市
井崎 和平 240,000 宮崎市
秋田 清 240,000 福岡市
岩戸 和彦 120,000 宮崎市
井上 政機 240,000 福岡市
大平乾一郎 120,000 宮崎市
細見壮次郎 240,000 宮崎市
佐藤 正紘 60,000 宮崎市
江淵京太郎 60,000 宮崎市
椎屋佐佐雄 120,000 宮崎市
富岡 数馬 120,000 日南市
日高 雅煕 240,000 宮崎市
甲斐 誠一 110,000 宮崎県日之影

町
工藤 武重 330,000 宮崎県高千穂

町
清水 幸男 180,000 宮崎県高千穂

町
矢野 文昭 240,000 宮崎県五ヶ瀬

町
興梠 重盛 120,000 宮崎県高千穂

町
矢野 孝美 210,000 宮崎県五ヶ瀬

町
木田 正美 60,000 宮崎県高千穂

町
大寺 忠光 240,000 宮崎県高千穂

町
年間五万円以下の
もの

6,417,750

（団体分）
年間五万円以下の
もの

1,220,000
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（政治団体分）
共生研 140,000 千代田区
日本酪農政治連盟 2,000,000 渋谷区
全国林業政治連盟 300,000 千代田区
むさしの隆政会 1,500,000 足立区
水産政策研究会 300,000 都・港区
道路運送経営研究
会

300,000 新宿区

志帥会 6,420,000 千代田区
自由民主党宮崎県
第二選挙区支部

65,000,000 日向市

北九州隆政会 1,000,000 北九州市
６ 特定パーティーの概要
21世紀への政経セ
ミナー(1,840人)

36,800,000 千代田区
(前年収入額 0)

セミナー・21世紀
へ の 挑 戦
(2,680人)

53,600,000 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
21世紀への政経セミナー
（団体からの対価の支払）
g全国乗用自動車
連合会

1,000,000 千代田区
(前年支払額 0)

味岡建設j 500,000 熊本県多良木
町

(前年支払額 0)

八光建設工業j 1,000,000 広島市
(前年支払額 0)

j本間組 400,000 千代田区
(前年支払額 0)

佐伯建設工業j 400,000 都・港区
(前年支払額 0)

国際興業j 1,000,000 北九州市
(前年支払額 0)

第一交通産業j 1,000,000 北九州市
(前年支払額 0)

塩水港精糖j 1,000,000 横浜市
(前年支払額 0)

j大本組 400,000 岡山市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
酉和会 1,500,000 目黒区

(前年支払額 0)

セミナー・21世紀への挑戦
（団体からの対価の支払）

j北野組 360,000 都・中央区
(前年支払額 0)

味岡建設j 500,000 熊本県多良木
町

(前年支払額 0)

堀田建設j 300,000 八幡浜市
(前年支払額 0)

佐伯建設工業j 300,000 都・港区
(前年支払額 0)

ティーエフピーj 1,000,000 大阪市
(前年支払額 0)

塩水港精糖j 1,000,000 横浜市
(前年支払額 0)

国際興業j 600,000 北九州市
(前年支払額 0)

j丸和運輸機関 500,000 吉川市
(前年支払額 0)

jジャパンクイッ
クサービス

500,000 吉川市
(前年支払額 0)

大和開発j 500,000 宮崎市
(前年支払額 0)

九州本格焼酎協議
会

360,000 鹿児島市
(前年支払額 0)

田村産業j 400,000 宮崎市
(前年支払額 0)

j坂下組 1,000,000 宮崎市
(前年支払額 0)

（政治団体からの対価の支払）
日本医師連盟 400,000 文京区

(前年支払額 0)

宮崎県建設業政治
連盟

300,000 宮崎市
(前年支払額 0)

日本酪農政治連盟 500,000 渋谷区
(前年支払額 0)

酉和会 500,000 目黒区
(前年支払額 0)

宮崎県酪農政治連
盟

300,000 宮崎市
(前年支払額 0)

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 13. 3.28

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

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 13. 3.12

１ 収入総額 5,038,743

前年繰越額 328,645

本年収入額 4,710,098

２ 支出総額 4,936,350

３ 本年収入の内訳
寄附 4,710,000

個人分 4,620,000

団体分 90,000

その他の収入 98

一件十万円未満のもの 98

４ 支出の内訳
経常経費 3,889,246

人件費 2,227,020

光熱水費 125,323

備品・消耗品費 700,478

事務所費 836,425

政治活動費 1,047,104

組織活動費 182,800

選挙関係費 738,304

調査研究費 126,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
中山 悠 1,000,000 横浜市
斎藤 眞理 100,000 文京区
中野 雅之 100,000 横浜市
柳川 芳郎 100,000 台東区
伊礼 勇吉 100,000 狛江市
大伴 忠 100,000 足立区
中澤 信夫 100,000 台東区
斎藤 勝夫 300,000 文京区
徳山 隆一 100,000 台東区
村瀬 良男 200,000 台東区
深沢 進 100,000 台東区
長 隆 100,000 豊島区
中村 忠 100,000 台東区
小宮 恵子 100,000 朝霞市
津田 明典 120,000 江東区
年間五万円以下の
もの

1,900,000

（団体分）

jゲレンクアンド
シーピーユー

90,000 G飾区

良友会（藤本 良爾）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤本 良爾

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 13. 3. 2

１ 収入総額 5,646,818

前年繰越額 5,118,146

本年収入額 528,672

２ 支出総額 2,411,070

３ 本年収入の内訳
その他の収入 528,672

借室敷金返還 525,974

一件十万円未満のもの 2,698

４ 支出の内訳
経常経費 1,104,608

光熱水費 13,094

備品・消耗品費 42,160

事務所費 1,049,354

政治活動費 1,306,462

組織活動費 1,287,062

調査研究費 19,400

緑樹会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

辻 一彦

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 13. 2. 1

１ 収入総額 17,798,080

前年繰越額 1,088,405

本年収入額 16,709,675

２ 支出総額 17,602,553

３ 本年収入の内訳
寄附 6,500,000

個人分 6,500,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

10,189,265

辻一彦原子力の安全性30年出
版記念会

10,189,265

その他の収入 20,410

一件十万円未満のもの 20,410

４ 支出の内訳
経常経費 1,981,395

備品・消耗品費 259,734
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事務所費 1,721,661

政治活動費 15,621,158

組織活動費 1,020,705

機関紙誌の発行その他の事業
費

5,600,453

機関紙誌の発行事業費 3,285,228

政治資金パーティー開催事
業費

2,315,225

寄附・交付金 9,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
長谷川凱久 500,000 杉並区
辻 一彦 6,000,000 福井市
６ 特定パーティーの概要
辻一彦原子力の安
全性30年出版記念
会(196人)

10,189,265 千代田区
(前年収入額 0)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
辻一彦原子力の安全性30年出版記念会
（団体からの対価の支払）
日渓工業j 300,000 日田市

(前年支払額 0)

jトマック 300,000 文京区
(前年支払額 0)

永和建設工業j 500,000 福井県永平寺
町

(前年支払額 0)

サクセス三田会 400,000 都・港区
(前年支払額 0)

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 13. 3.30

１ 収入総額 20,277,329

前年繰越額 1,627,329

本年収入額 18,650,000

２ 支出総額 19,431,648

３ 本年収入の内訳
寄附 9,050,000

個人分 5,200,000

政治団体分 3,850,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,600,000

一成フォーラムｉｎ東京 9,600,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,846,670

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 2,150,603

事務所費 1,576,067

政治活動費 15,584,978

組織活動費 1,426,082

機関紙誌の発行その他の事業
費

3,688,896

政治資金パーティー開催事
業費

3,688,896

寄附・交付金 10,470,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
加藤 郁雄 500,000 江戸川区
岩原 武司 1,000,000 浦安市
年間五万円以下の
もの

3,700,000

（政治団体分）
民主党福岡県第６
区総支部

3,850,000 久留米市

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 13. 3.15

１ 収入総額 1,480,000

本年収入額 1,480,000

２ 支出総額 1,480,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,480,000

個人分 1,480,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,267,575

人件費 552,000

備品・消耗品費 127,575

事務所費 588,000

政治活動費 212,425

組織活動費 172,000

調査研究費 40,425

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

1,480,000

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 13. 3.28

１ 収入総額 3,988,007

前年繰越額 3,985,841

本年収入額 2,166

２ 支出総額 458,042

３ 本年収入の内訳
その他の収入 2,166

一件十万円未満のもの 2,166

４ 支出の内訳
経常経費 458,042

事務所費 458,042

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 13. 3. 6

１ 収入総額 26,621,632

前年繰越額 371,632

本年収入額 26,250,000

２ 支出総額 26,464,419

３ 本年収入の内訳
寄附 26,250,000

個人分 6,250,000

政治団体分 20,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,464,419

人件費 3,600,000

光熱水費 544,769

備品・消耗品費 429,650

事務所費 1,890,000

政治活動費 20,000,000

寄附・交付金 20,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
菊地 勉 1,000,000 江戸川区
藤原 研司 500,000 大宮市
後藤田圭博 1,500,000 多摩市
後藤田卓志 1,500,000 世田谷区
後藤田聡子 1,500,000 多摩市

年間五万円以下の
もの

250,000

（政治団体分）
山王懇話会 10,000,000 千代田区
自由民主党徳島県
第三選挙区支部

10,000,000 阿南市

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 13. 2.21

１ 収入総額 276,710

前年繰越額 16,678

本年収入額 260,032

２ 支出総額 274,516

３ 本年収入の内訳
寄附 260,000

個人分 260,000

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 274,516

事務所費 274,516

５ 寄附の内訳
（個人分）
年間五万円以下の
もの

260,000

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 13. 3. 6

１ 収入総額 112,743,778

前年繰越額 96,928,730

本年収入額 15,815,048

２ 支出総額 39,581,855

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(230人) 8,569,475

寄附 7,210,000

個人分 2,660,000

政治団体分 4,550,000

その他の収入 35,573

一件十万円未満のもの 35,573

４ 支出の内訳
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経常経費 22,128,864

人件費 8,808,281

光熱水費 139,585

備品・消耗品費 2,667,595

事務所費 10,513,403

政治活動費 17,452,991

組織活動費 10,396,175

機関紙誌の発行その他の事業
費

6,006,816

宣伝事業費 6,006,816

調査研究費 50,000

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
佐藤 勝也 1,200,000 福島市
坂本左武郎 200,000 八王子市
窪田 義弘 250,000 神戸市
中山 忠光 300,000 大和市
東 健太郎 500,000 宮崎市
年間五万円以下の
もの

210,000

（政治団体分）
岡山県建設政治連
盟

1,100,000 岡山市

山口建山会 1,450,000 防府市
平成研究会 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 13. 3.21

１ 収入総額 9,918,701

前年繰越額 2,354,901

本年収入額 7,563,800

２ 支出総額 9,591,686

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(258人) 1,798,800

寄附 5,765,000

個人分 5,765,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,138,085

人件費 779,410

光熱水費 110,997

備品・消耗品費 72,939

事務所費 1,174,739

政治活動費 7,453,601

組織活動費 356,607

選挙関係費 91,500

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,651,251

宣伝事業費 1,651,251

寄附・交付金 5,258,000

その他の経費 96,243

５ 寄附の内訳
（個人分）
渡辺浩一郎 4,250,000 国分寺市
酒井 忠男 500,000 三鷹市
小林大二郎 210,000 国分寺市
小松 昭子 60,000 国分寺市
工藤 勇 70,000 小平市
川口 芳夫 60,000 船橋市
大塚 鉞一 60,000 小平市
小松 隆年 100,000 国分寺市
年間五万円以下の
もの

455,000

６ 資産等の内訳
（借入金）
渡辺浩一郎 25,299,250

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 13. 3.29

１ 収入総額 7,450,536

前年繰越額 984,536

本年収入額 6,466,000

２ 支出総額 7,386,257

３ 本年収入の内訳
寄附 6,466,000

個人分 6,466,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,828,377

人件費 2,760,000

光熱水費 386,538

備品・消耗品費 801,106

事務所費 880,733

政治活動費 2,557,880

組織活動費 857,880

寄附・交付金 1,700,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
高橋 俊二 72,000 長岡市
安藤彦次郎 240,000 長岡市
保坂 學 120,000 長岡市
浅野 金男 120,000 見附市
ì瀬 重雄 60,000 見附市
寺師 英臣 120,000 見附市
香山 茂公 1,000,000 西宮市
香山 忠則 1,000,000 宝塚市
諏佐 均 60,000 栃尾市
大竹 二一 120,000 栃尾市
大島 季吉 108,000 新潟県入広瀬

村
小林小一郎 120,000 栃尾市
小林 明 60,000 長岡市
田尻 正敏 240,000 長岡市
田宮 崇 90,000 長岡市
石橋 彰子 1,000,000 宮城県若柳町
石月 篤弘 60,000 三条市
佐藤 蔵六 360,000 三条市
野村 信美 120,000 杉並区
松原 実衛 130,000 新潟市
川上 圭子 120,000 新潟市
年間五万円以下の
もの

1,146,000

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 13. 2.28

１ 収入総額 74,262,453

前年繰越額 64,118,894

本年収入額 10,143,559

２ 支出総額 56,860,967

３ 本年収入の内訳
寄附 10,140,000

個人分 5,140,000

政治団体分 5,000,000

その他の収入 3,559

一件十万円未満のもの 3,559

４ 支出の内訳
経常経費 23,554,380

人件費 11,022,093

備品・消耗品費 3,147,817

事務所費 9,384,470

政治活動費 33,306,587

組織活動費 5,005,822

選挙関係費 9,123,017

機関紙誌の発行その他の事業
費

114,815

宣伝事業費 51,450

その他の事業費 63,365

調査研究費 1,562,933

寄附・交付金 17,500,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
桐野清満雄 60,000 岡山市
秋田 隆敏 60,000 倉敷市
森 金次郎 60,000 京都市
中島 順三 100,000 井原市
吉田 寿 400,000 姫路市
佐藤 清和 60,000 横浜市
泉 隆雄 300,000 大阪市
毛家村光司 60,000 大阪市
小西 龍治 100,000 柏市
桑理 和欣 500,000 豊中市
浅原 茂 100,000 三鷹市
村田 喜圀 100,000 浜松市
岡 定人 100,000 井原市
大石 豊彦 100,000 静岡市
竹内 敏子 100,000 静岡市
鈴木 義矩 100,000 浜松市
高田實知哉 120,000 宇治市
森本 圭治 60,000 橿原市
長崎 務 200,000 岡山市
古谷七五三次 120,000 東大阪市
村山 文彦 110,000 立川市
黒澤 義治 60,000 枚方市
上西 宏侑 60,000 大阪市
荒川健二郎 60,000 千代田区
渡邊 俶治 240,000 大阪市
多賀谷恒八 1,500,000 目黒区
水越 昭平 60,000 横浜市
瀬戸寿太郎 200,000 世田谷区
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50,000

（政治団体分）
宏池会 5,000,000 千代田区
６ 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〕
愛郷社
報告年月日 13. 2. 7

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛国青年協議会
報告年月日 13. 3. 5

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛國青年同志會
報告年月日 13. 4. 5

１ 収入総額 1,639,200

前年繰越額 49,200

本年収入額 1,590,000

２ 支出総額 1,568,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,590,000

個人分 390,000

団体分 1,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,568,000

人件費 850,000

光熱水費 134,000

備品・消耗品費 95,000

事務所費 489,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
小口 篤 80,000 長野県梓川村
松岡 寛通 60,000 松本市
小宮山 繁 80,000 松本市
年間五万円以下の
もの

170,000

（団体分）
アルプス交通j 360,000 松本市
横内土木f 80,000 松本市
f大宝観光 180,000 松本市
f大平建設 240,000 松本市

カーファクトリー
ＪＵＮ

100,000 塩尻市

グローバル警備保
障f

160,000 塩尻市

f昭和創建 80,000 松本市
愛国青年同盟
報告年月日 13. 3. 7

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛国団体連盟連合政治結社直嶋義友会本部
報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 4,514,196

前年繰越額 284,196

本年収入額 4,230,000

２ 支出総額 4,255,349

３ 本年収入の内訳
寄附 4,230,000

個人分 4,230,000

４ 支出の内訳
経常経費 3,420,349

人件費 2,400,000

光熱水費 402,349

備品・消耗品費 118,000

事務所費 500,000

政治活動費 835,000

組織活動費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

135,000

機関紙誌の発行事業費 67,500

宣伝事業費 67,500

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

4,230,000

愛国挺身隊
報告年月日 13. 2.13

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛國討奸社
報告年月日 13. 4.11

１ 収入総額 1,753,000

本年収入額 1,753,000

２ 支出総額 1,695,652

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

1,753,000

機関紙 1,753,000

４ 支出の内訳
政治活動費 1,695,652

機関紙誌の発行その他の事業
費

1,695,652

機関紙誌の発行事業費 192,780

宣伝事業費 1,502,872

愛国同志会総本部守誠塾
報告年月日 13. 2.28

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛国防衛社
報告年月日 13. 4.10

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛食党
報告年月日 13. 3.21

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛心翼賛会
報告年月日 13. 1.16

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛政同志会
報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

愛知和男をポケットマネーで応援する会
報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 9,898

前年繰越額 9,894

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

愛知県医療法人連盟
報告年月日 13. 3. 8

１ 収入総額 4,227,082

前年繰越額 4,225,397

本年収入額 1,685

２ 支出総額 1,080,000

３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,685

一件十万円未満のもの 1,685

４ 支出の内訳
政治活動費 1,080,000

組織活動費 80,000

選挙関係費 1,000,000

愛和会
報告年月日 13. 4.10

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

青木茂後援会（略称青夢の会）
報告年月日 13. 2.22

１ 収入総額 85,927

前年繰越額 85,927

２ 支出総額 0

青木幹雄後援会（絲原 義隆）
報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

青空議会
報告年月日 13. 5.25

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

青と緑の党
報告年月日 13. 3.29

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

赤坂政経会
報告年月日 13. 4. 2

１ 収入総額 3,535,997

前年繰越額 3,535,997

２ 支出総額 0

赤坂政治経済研究会
報告年月日 13. 4. 9

１ 収入総額 3,792,217

前年繰越額 3,292,217

本年収入額 500,000

２ 支出総額 2,495,675

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 2,295,385

人件費 1,400,000

光熱水費 138,532

備品・消耗品費 28,228

事務所費 728,625
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