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民主党岡山県参議院選挙区第
１総支部

78,000

民主党広島県参議院選挙区第
１総支部

118,200

民主党広島県参議院選挙区第
４総支部

47,300

民主党福岡県参議院選挙区第
３総支部

35,000

民主党大分県参議院選挙区第
１総支部

48,000

民主党参議院比例区第２総支
部

96,000

民主党参議院比例区第３総支
部

319,200

民主党参議院比例区第６総支
部

12,000

民主党参議院比例区第10総支
部

327,000

民主党参議院比例区第13総支
部

77,400

民主党参議院比例区第15総支
部

717,000

民主党参議院比例区第29総支
部

143,125

民主党参議院比例区第40総支
部

63,375

民主党参議院比例区第48総支
部

42,000

民主党浜松市浜北区支部 23,200
民主党静岡県沼津市支部 15,000
民主党兵庫県伊丹市支部 41,375
その他の収入 7,523,620,345
政党交付金 6,692,883,000
立法事務費 823,500,000
金銭以外のものによる寄附相
当分

4,800,000

旅費戻り 329,190
一件十万円未満のもの 2,108,155

４ 支出の内訳
経常経費 1,211,878,881
人件費 770,236,069
光熱水費 21,142,498
備品・消耗品費 72,971,090
事務所費 347,529,224
政治活動費 10,694,702,209

〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

5,645,826,900

組織活動費 715,425,684
選挙関係費 2,878,736,534
機関紙誌の発行その他の事業
費

848,073,153

機関紙誌の発行事業費 122,560,885
宣伝事業費 725,512,268
調査研究費 546,217,938
寄附・交付金 5,705,126,900
その他の経費 1,122,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
岡部 光謙 60,000 八王子市
新井 厚子 60,000 練馬区
中村賢二郎 90,000 都・府中市
内堀 淳一 60,000 流山市
池田 博 100,000 葛飾区
原田 佳子 300,000 練馬区
堤 かなめ 100,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

1,080,500

〔団体分〕
日本労働組合総連
合会

1,000,000 千代田区

ＧＭＯグローバル
サイン㈱

1,122,000 渋谷区

６ 資産等の内訳
〔動産〕
郵便物検査装置(1台) 2,982,000 17. 1.25
自動車(1台) 35,452,742 17. 5.25
自動車(1台) 35,675,640 20. 6.25
自動車(1台) 14,702,730 20. 8.25
自動車(1台) 16,656,205 25.10. 1
〔出資による権利〕
有限責任中間法人公
共政策プラットホー
ム

3,000,000 17.11.24

有限責任中間法人公
共政策プラットホー
ム

7,000,000 18.12.28

〔敷金〕
三宅坂産業㈱ 86,105,400 23. 3.25
〔政党の支部〕
維新の党参議院比例区第１支部

国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 片山虎之助
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.25
１ 収入総額 41,330,774

本年収入額 41,330,774
２ 支出総額 5,938,376
３ 本年収入の内訳
寄附 6,551,783
個人分 4,451,783
団体分 2,100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
その他の収入 27,778,991
日本維新の会からの振替金 27,777,107
一件十万円未満のもの 1,884

４ 支出の内訳
経常経費 5,824,917
人件費 4,514,370
光熱水費 90,983
備品・消耗品費 419,435
事務所費 800,129
政治活動費 113,459
組織活動費 113,459

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
片山虎之助 2,031,783 岡山市
木村源次郎 1,600,000 逗子市
片山広太郎 800,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

20,000

〔団体分〕
㈱大森工務店 100,000 倉敷市
中国建設工業㈱ 600,000 岡山市
年間五万円以下の
もの

1,400,000

維新の党参議院比例区第２支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 柴田 巧
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.18

１ 収入総額 11,737,055
本年収入額 11,737,055

２ 支出総額 7,436,539
３ 本年収入の内訳
寄附 4,737,055
個人分 3,013,271
団体分 443,784
政治団体分 1,280,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 2,802,699
人件費 1,180,152
光熱水費 78,000
備品・消耗品費 501,442
事務所費 1,043,105
政治活動費 4,633,840
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

500,000

組織活動費 2,848,588
機関紙誌の発行その他の事業
費

585,252

宣伝事業費 585,252
寄附・交付金 1,200,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
柴田実日子 1,000,000 小矢部市
柴田 巧 1,751,271 小矢部市
古谷 勝宏 100,000 川崎市
年間五万円以下の
もの

162,000

〔団体分〕
加越商事㈱ 72,000 小矢部市
川田工業㈱ 59,784 南砺市
石黒産業㈱ 60,000 小矢部市
年間五万円以下の
もの

252,000

〔政治団体分〕
柴田巧連合後援会 1,280,000 小矢部市
維新の党参議院比例区第10支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 真山 勇一
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員
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報告年月日 27. 5.26
１ 収入総額 13,311,257

本年収入額 13,311,257
２ 支出総額 2,175,859
３ 本年収入の内訳
寄附 1,584,234
個人分 1,584,234
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

11,661,844

維新の党 11,661,844
その他の収入 65,179
一件十万円未満のもの 65,179

４ 支出の内訳
経常経費 1,410,855
人件費 849,000
備品・消耗品費 228,116
事務所費 333,739
政治活動費 765,004
組織活動費 270,036
機関紙誌の発行その他の事業
費

489,075

宣伝事業費 489,075
調査研究費 2,800
その他の経費 3,093

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
真山 勇一 1,584,234 調布市
維新の党参議院比例区第24支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 川田 龍平
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.27
１ 収入総額 9,174,705

本年収入額 9,174,705
２ 支出総額 2,580,257
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
その他の収入 2,174,705
結いの党からの振替分 2,174,705

４ 支出の内訳
経常経費 2,164,535
人件費 885,267

光熱水費 25,291
備品・消耗品費 235,024
事務所費 1,018,953
政治活動費 415,722
組織活動費 130,790
機関紙誌の発行その他の事業
費

214,712

機関紙誌の発行事業費 83,640
宣伝事業費 131,072
調査研究費 70,220

維新の党参議院比例区第53支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 室井 邦彦
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 2
１ 収入総額 11,822,013

本年収入額 11,822,013
２ 支出総額 3,242,673
３ 本年収入の内訳
寄附 120,000
個人分 120,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

11,412,472

維新の党 7,000,000
日本維新の会 4,412,472
その他の収入 289,541
事務所賃貸料 205,348
一件十万円未満のもの 84,193

４ 支出の内訳
経常経費 1,689,694
人件費 356,800
光熱水費 143,430
備品・消耗品費 356,567
事務所費 832,897
政治活動費 1,552,979
組織活動費 617,608
機関紙誌の発行その他の事業
費

707,371

宣伝事業費 707,371
調査研究費 108,000
その他の経費 120,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
室井 邦彦 120,000 尼崎市

維新の党参議院比例区第63支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 藤巻 健史
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.28
１ 収入総額 19,256,263

本年収入額 19,256,263
２ 支出総額 6,437,202
３ 本年収入の内訳
寄附 250,000
個人分 250,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
その他の収入 12,006,263
日本維新の会からの振替金 11,842,073
一件十万円未満のもの 164,190

４ 支出の内訳
経常経費 1,129,194
備品・消耗品費 757,811
事務所費 371,383
政治活動費 5,308,008
組織活動費 2,194,033
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,563,374

宣伝事業費 2,563,374
調査研究費 21,724
その他の経費 528,877

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
藤巻 健史 250,000 目黒区
維新の党参議院比例区第65支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 儀間 光男
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 3
１ 収入総額 16,493,256

本年収入額 16,493,256
２ 支出総額 8,552,414
３ 本年収入の内訳
寄附 3,240,000

個人分 150,000
団体分 2,790,000
政治団体分 300,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
その他の収入 6,253,256
日本維新の会からの振替金 6,252,960
一件十万円未満のもの 296

４ 支出の内訳
経常経費 8,081,592
人件費 7,009,000
備品・消耗品費 556,460
事務所費 516,132
政治活動費 470,822
組織活動費 392,414
機関紙誌の発行その他の事業
費

78,408

宣伝事業費 78,408
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

150,000

〔団体分〕
㈲三石レンタル 450,000 宮古島市
那覇鋼材㈱ 100,000 宮古島市
㈱カッシーナ・イ
クスシー

600,000 都・港区

㈱三和建設 100,000 宮古島市
㈲南西技術 100,000 那覇市
㈲読探技研 100,000 沖縄県読谷村
㈱沖縄中央エンジ
ニアリング

100,000 宜野湾市

㈲津城電気工事 100,000 沖縄県中城村
先嶋建設㈱ 300,000 宮古島市
㈱ゴータス 100,000 名護市
㈲大和緑建 100,000 名護市
年間五万円以下の
もの

640,000

〔政治団体分〕
ギマ光男後援会 300,000 那覇市
維新の党参議院比例区秋田小町支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 寺田 典城




平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.11
１ 収入総額 13,328,306

本年収入額 13,328,306
２ 支出総額 5,997,958
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
その他の収入 6,328,306
結いの党からの振替金 3,656,106
結いの党参議院比例秋田小町
支部からの振替

2,200,000

事務所賃貸料 258,000
月極駐車場代 154,800
一件十万円未満のもの 59,400

４ 支出の内訳
経常経費 2,118,387
人件費 983,725
光熱水費 83,526
備品・消耗品費 172,866
事務所費 878,270
政治活動費 3,879,571
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

59,400

組織活動費 81,500
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,527,331

機関紙誌の発行事業費 594,432
宣伝事業費 932,899
調査研究費 11,340
寄附・交付金 59,400
その他の経費 2,200,000

５ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 2,200,000 26. 9.22
維新の党参議院比例区風林火山支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 小野 次郎
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5. 8
１ 収入総額 7,473,533

本年収入額 7,473,533

２ 支出総額 2,689,924
３ 本年収入の内訳
寄附 473,533
個人分 473,533
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,000,000

維新の党 7,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 2,302,957
人件費 1,216,353
光熱水費 745
備品・消耗品費 289,653
事務所費 796,206
政治活動費 386,967
組織活動費 275,038
機関紙誌の発行その他の事業
費

93,738

宣伝事業費 93,738
調査研究費 18,191

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
小野 次郎 473,533 北杜市
維新の党国会議員団本部
報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 555,860,839

本年収入額 555,860,839
２ 支出総額 418,042,963
３ 本年収入の内訳
寄附 47,000,000
政治団体分 47,000,000
借入金 20,000,000
松野 頼久 20,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

180,537,002

日本維新の会 180,537,002
その他の収入 308,323,837
日本維新の会からの振替金 119,106,187
委託費（立法事務費） 151,450,000
敷金戻り 18,869,106
日本維新の会国会議員団本部
からの振替（敷金）

18,869,106

一件十万円未満のもの 29,438
４ 支出の内訳
経常経費 112,698,956
人件費 65,308,770
光熱水費 884,020

備品・消耗品費 10,495,356
事務所費 36,010,810
政治活動費 305,344,007
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

2,000,000

組織活動費 93,310,271
選挙関係費 9,213,100
機関紙誌の発行その他の事業
費

17,258,427

宣伝事業費 17,258,427
寄附・交付金 146,693,103
その他の経費 38,869,106

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
大阪維新の会 20,000,000 大阪市
民権政経アカデ
ミー

27,000,000 江東区

６ 資産等の内訳
〔敷金〕
㈱十全 3,680,000 26. 8. 1
㈱十全 1,120,000 26.10.27
日本維新の会
報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
公明党衆議院小選挙区北海道第10総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 稲津 久
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.18
１ 収入総額 32,834,108

前年繰越額 1,724,108
本年収入額 31,110,000

２ 支出総額 31,210,435
３ 本年収入の内訳
寄附 3,710,000
団体分 80,000
政治団体分 3,630,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

27,000,000

公明党 27,000,000
その他の収入 400,000
金銭以外のものによる寄附相
当分

400,000

４ 支出の内訳
経常経費 23,147,295
人件費 10,459,428
備品・消耗品費 6,883,409
事務所費 5,804,458
政治活動費 8,063,140
組織活動費 4,806,184
選挙関係費 850,138
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,996,818

機関紙誌の発行事業費 1,067,538
宣伝事業費 929,280
寄附・交付金 400,000
その他の経費 10,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

80,000

〔政治団体分〕
日本公認会計士政
治連盟

100,000 千代田区

北海道石油政治連
盟

200,000 札幌市

北海道歯科医師政
治連盟

300,000 札幌市

九の会 3,000,000 岩見沢市
年間五万円以下の
もの

30,000

公明党衆議院比例区北海道第３総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 佐藤 英道
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 3. 4
１ 収入総額 12,800,000

本年収入額 12,800,000
２ 支出総額 12,347,918
３ 本年収入の内訳
寄附 130,000
個人分 130,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

5,470,000

衆議院議員佐藤英道と語る会 5,470,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000






平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

公明党 7,200,000
４ 支出の内訳
経常経費 8,529,987
人件費 2,343,141
光熱水費 264,640
備品・消耗品費 1,555,097
事務所費 4,367,109
政治活動費 3,817,931
組織活動費 916,355
選挙関係費 264,930
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,565,648

機関紙誌の発行事業費 42,900
宣伝事業費 257,400
政治資金パーティー開催事
業費

2,265,348

調査研究費 70,998
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

130,000

公明党衆議院比例区東北第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 井上 義久
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.20
１ 収入総額 14,801,079

前年繰越額 2,140,871
本年収入額 12,660,208

２ 支出総額 13,659,634
３ 本年収入の内訳
寄附 5,459,704
団体分 1,459,704
政治団体分 4,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 504
一件十万円未満のもの 504

４ 支出の内訳
経常経費 8,973,269
人件費 4,231,422
光熱水費 173,595
備品・消耗品費 711,515

事務所費 3,856,737
政治活動費 4,686,365
組織活動費 1,072,003
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,491,730

機関紙誌の発行事業費 3,251,672
宣伝事業費 240,058
その他の経費 122,632

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
東西運輸㈱ 469,704 目黒区
富士梱包紙器㈱ 300,000 世田谷区
シンコールインテ
リア㈱

200,000 都・港区

（一社）宮城県建
設業協会

300,000 仙台市

（一社）宮城県タ
クシー協会

100,000 仙台市

年間五万円以下の
もの

90,000

〔政治団体分〕
二十一世紀ビジョ
ン研究会

4,000,000 千代田区

６ 資産等の内訳
〔敷金〕
㈱第一創業 1,437,960 10.11. 7
公明党衆議院比例区北関東第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 岡本 三成
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.23
１ 収入総額 9,196,440

前年繰越額 1,915,959
本年収入額 7,280,481

２ 支出総額 8,524,859
３ 本年収入の内訳
寄附 80,000
個人分 60,000
団体分 20,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 481
一件十万円未満のもの 481

４ 支出の内訳
経常経費 6,714,841
人件費 4,390,000
光熱水費 2,433
備品・消耗品費 631,950
事務所費 1,690,458
政治活動費 1,810,018
組織活動費 68,308
選挙関係費 141,710
寄附・交付金 1,600,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

60,000

〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

20,000

公明党衆議院比例区北関東第４総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石井 啓一
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.19
１ 収入総額 24,846,664

前年繰越額 13,327,006
本年収入額 11,519,658

２ 支出総額 10,785,054
３ 本年収入の内訳
寄附 3,875,532
個人分 605,532
団体分 2,670,000
政治団体分 600,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 444,126
一件十万円未満のもの 444,126

４ 支出の内訳
経常経費 7,646,012
人件費 3,442,718
光熱水費 163,180
備品・消耗品費 572,113
事務所費 3,468,001
政治活動費 3,139,042

〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

150,000

組織活動費 654,478
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,128,331

宣伝事業費 2,128,331
調査研究費 313,633
その他の経費 42,600

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
石井 啓一 575,532 つくば市
年間五万円以下の
もの

30,000

〔団体分〕
三和航測㈱ 240,000 練馬区
東京スリッター㈱ 120,000 豊島区
㈲中野ビル 1,000,000 豊島区
豊友会 100,000 豊島区
㈱ニトリ 1,000,000 札幌市
全印刷局労働組合
中央本部

100,000 都・港区

年間五万円以下の
もの

110,000

〔政治団体分〕
日本弁護士政治連
盟

100,000 千代田区

全国不動産政治連
盟

500,000 千代田区

公明党衆議院比例区北関東第５総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 輿水 恵一
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.24
１ 収入総額 8,739,006

前年繰越額 1,538,722
本年収入額 7,200,284

２ 支出総額 8,314,438
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 284
一件十万円未満のもの 284

４ 支出の内訳
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経常経費 4,977,153
人件費 553,180
備品・消耗品費 1,227,379
事務所費 3,196,594
政治活動費 3,337,285
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

20,154

組織活動費 930,643
機関紙誌の発行その他の事業
費

396,588

機関紙誌の発行事業費 67,415
宣伝事業費 329,173
調査研究費 189,900
寄附・交付金 1,820,154

公明党衆議院比例区南関東第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 富田 茂之
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 1.30
１ 収入総額 13,369,630

前年繰越額 5,268,613
本年収入額 8,101,017

２ 支出総額 8,251,420
３ 本年収入の内訳
寄附 540,000
団体分 320,000
政治団体分 220,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 361,017
金銭以外のものによる寄附相
当分

360,000

一件十万円未満のもの 1,017
４ 支出の内訳
経常経費 5,470,911
光熱水費 352,583
備品・消耗品費 936,626
事務所費 4,181,702
政治活動費 2,780,509
組織活動費 716,260
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,695,932

宣伝事業費 1,695,932

調査研究費 8,317
寄附・交付金 360,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱成田空港美整社 200,000 成田市
年間五万円以下の
もの

120,000

〔政治団体〕
日本弁護士政治連
盟

100,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

120,000

公明党衆議院比例区南関東第３総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 古屋 範子
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.17
１ 収入総額 8,083,043

本年収入額 8,083,043
２ 支出総額 8,083,043
３ 本年収入の内訳
寄附 883,043
個人分 50,000
団体分 210,000
政治団体分 623,043
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
４ 支出の内訳
経常経費 6,827,593
人件費 4,638,776
光熱水費 210,312
備品・消耗品費 171,896
事務所費 1,806,609
政治活動費 1,255,450
組織活動費 283,480
機関紙誌の発行その他の事業
費

813,456

宣伝事業費 813,456
その他の経費 158,514

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔団体分〕
（一社）日本臨床
心理士会

100,000 文京区

年間五万円以下の
もの

110,000

〔政治団体分〕
日本小児科医連盟 100,000 新宿区
日本歯科医師連盟 300,000 千代田区
古屋範子後援会 163,043 横須賀市
年間五万円以下の
もの

60,000

公明党衆議院比例区東京第２総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 髙木美智代
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.25
１ 収入総額 11,343,267

前年繰越額 993,117
本年収入額 10,350,150

２ 支出総額 10,284,163
３ 本年収入の内訳
寄附 3,150,000
個人分 1,300,000
団体分 50,000
政治団体分 1,800,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 150
一件十万円未満のもの 150

４ 支出の内訳
経常経費 7,068,112
人件費 1,253,843
光熱水費 101,613
備品・消耗品費 1,218,735
事務所費 4,493,921
政治活動費 3,216,051
組織活動費 1,681,340
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,494,743

機関紙誌の発行事業費 718,479
宣伝事業費 776,264
調査研究費 39,968

５ 寄附の内訳

〔個人分〕
髙木美智代 1,300,000 江東区
〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔政治団体分〕
高木美智代後援会 1,800,000 千代田区
公明党衆議院比例区北陸信越第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 漆原 良夫
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.23
１ 収入総額 13,744,525

前年繰越額 310,627
本年収入額 13,433,898

２ 支出総額 11,879,639
３ 本年収入の内訳
寄附 3,811,152
個人分 240,000
団体分 620,000
政治団体分 2,951,152
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 2,422,746
一件十万円未満のもの 2,422,746

４ 支出の内訳
経常経費 7,084,975
光熱水費 352,556
備品・消耗品費 3,364,540
事務所費 3,367,879
政治活動費 4,794,664
組織活動費 2,537,352
選挙関係費 409,950
その他の経費 1,847,362

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
漆原 道夫 240,000 燕市
〔団体分〕
大友運輸㈱ 100,000 板橋区
全国林野関連労働
組合

200,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

320,000
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〔政治団体分〕
政経フォーラム21 1,501,152 燕市
日本保険薬局政治
連盟

500,000 都・中央区

全国社会保険労務
士政治連盟

300,000 都・中央区

日販協政治連盟 100,000 都・中央区
全国土地家屋調査
士政治連盟

100,000 千代田区

日本弁護士政治連
盟

100,000 千代田区

長野県司法書士政
治連盟

200,000 長野市

全日本不動産政治
連盟富山県本部

100,000 富山市

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 1,606,188 18. 6.29
公明党衆議院比例区東海第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 大口 善德
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2. 5
１ 収入総額 12,653,723

前年繰越額 633,359
本年収入額 12,020,364

２ 支出総額 12,067,992
３ 本年収入の内訳
寄附 4,820,000
団体分 3,820,000
政治団体分 1,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 364
一件十万円未満のもの 364

４ 支出の内訳
経常経費 11,277,469
人件費 3,695,596
光熱水費 332,201
備品・消耗品費 1,300,128
事務所費 5,949,544

政治活動費 790,523
組織活動費 744,936
調査研究費 45,587

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
いぬづか子供歯
科クリニック

300,000 浜松市

日管㈱ 120,000 浜松市
㈱ＴＯＫＡＩホー
ルディングス

2,400,000 静岡市

㈱タカラエムシー 800,000 静岡市
㈱キノシタ 100,000 焼津市
㈱後藤組 100,000 下田市
〔政治団体分〕
大口よしのり後援
会

1,000,000 千代田区

公明党衆議院比例区東海第５総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 伊藤 渉
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2. 5
１ 収入総額 13,890,636

前年繰越額 1,041,839
本年収入額 12,848,797

２ 支出総額 8,750,542
３ 本年収入の内訳
寄附 5,621,000
個人分 771,000
団体分 1,650,000
政治団体分 3,200,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 27,797
一件十万円未満のもの 27,797

４ 支出の内訳
経常経費 7,747,782
人件費 2,216,810
光熱水費 230,308
備品・消耗品費 593,346
事務所費 4,707,318
政治活動費 1,002,760
組織活動費 997,958
調査研究費 4,802

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
岩月 元重 430,000 名古屋市
越知 正憲 100,000 名古屋市
平田 米男 100,000 名古屋市
山口 義浩 120,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

21,000

〔団体分〕
㈱ジィトップ 600,000 名古屋市
全日本海員組合 1,000,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

50,000

〔政治団体分〕
全国不動産政治連
盟

200,000 千代田区

いとう渉を育てる
会

3,000,000 名古屋市

公明党衆議院比例区近畿第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 井之上智子
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.20
１ 収入総額 13,308,474

前年繰越額 127,422
本年収入額 13,181,052

２ 支出総額 13,275,957
３ 本年収入の内訳
寄附 5,980,890
個人分 5,750,890
団体分 130,000
政治団体分 100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 162
一件十万円未満のもの 162

４ 支出の内訳
経常経費 12,639,136
人件費 9,254,065
光熱水費 216,603
備品・消耗品費 759,369
事務所費 2,409,099
政治活動費 636,821

組織活動費 579,093
機関紙誌の発行その他の事業
費

57,728

機関紙誌の発行事業費 19,490
宣伝事業費 38,238

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
井之上智子 5,750,890 大阪市
〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

130,000

〔政治団体分〕
全国美術商懇話会 100,000 都・港区
公明党衆議院比例区近畿第３総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 樋口 尚也
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2. 6
１ 収入総額 8,278,327

前年繰越額 516,373
本年収入額 7,761,954

２ 支出総額 8,017,083
３ 本年収入の内訳
寄附 550,000
団体分 50,000
政治団体分 500,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 11,954
一件十万円未満のもの 11,954

４ 支出の内訳
経常経費 7,962,782
人件費 3,613,954
光熱水費 104,469
備品・消耗品費 840,193
事務所費 3,404,166
政治活動費 54,301
機関紙誌の発行その他の事業
費

40,975

機関紙誌の発行事業費 40,975
調査研究費 1,566
寄附・交付金 11,760

５ 寄附の内訳
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〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔政治団体分〕
やまざくらフォー
ラム

500,000 千代田区

公明党衆議院比例区近畿第５総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 濱村 進
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.17
１ 収入総額 7,771,051

前年繰越額 1,051
本年収入額 7,770,000

２ 支出総額 7,761,576
３ 本年収入の内訳
寄附 550,000
個人分 550,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 20,000
一件十万円未満のもの 20,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,256,243
人件費 79,200
光熱水費 88,952
備品・消耗品費 2,046,047
事務所費 4,042,044
政治活動費 1,505,333
組織活動費 1,294,794
選挙関係費 210,539

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
濱村 進 550,000 西宮市
公明党衆議院比例区近畿第８総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 竹内 譲
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 3. 6
１ 収入総額 10,729,718

前年繰越額 1,898,486

本年収入額 8,831,232
２ 支出総額 9,711,328
３ 本年収入の内訳
寄附 1,511,180
個人分 30,000
政治団体分 1,481,180
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 120,052
一件十万円未満のもの 120,052

４ 支出の内訳
経常経費 9,637,374
人件費 3,277,384
光熱水費 192,037
備品・消耗品費 580,070
事務所費 5,587,883
政治活動費 73,954
組織活動費 68,660
選挙関係費 2,160
調査研究費 3,134

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〕
竹内ゆずる後援会 1,311,180 京都市
全国社会保険労務
士政治連盟

100,000 京都市

年間五万円以下の
もの

70,000

公明党衆議院比例区中国第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 桝屋 敬悟
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2. 9
１ 収入総額 7,636,180

前年繰越額 285,935
本年収入額 7,350,245

２ 支出総額 7,163,031
３ 本年収入の内訳
寄附 150,000
団体分 50,000
政治団体分 100,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
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 6,452,656
人件費 2,270,260
光熱水費 163,366
備品・消耗品費 267,121
事務所費 3,751,909
政治活動費 710,375
組織活動費 557,192
機関紙誌の発行その他の事業
費

110,415

機関紙誌の発行事業費 110,415
調査研究費 42,768

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〕
日本眼科医連盟 100,000 都・港区
公明党衆議院比例区中国第２総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 斉藤 鉄夫
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 9,717,544

前年繰越額 985,360
本年収入額 8,732,184

２ 支出総額 8,434,598
３ 本年収入の内訳
寄附 100,000
団体分 100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 1,432,184
敷金戻り 700,000
一件十万円未満のもの 732,184

４ 支出の内訳
経常経費 7,196,183
人件費 3,524,164

光熱水費 126,719
備品・消耗品費 890,197
事務所費 2,655,103
政治活動費 1,238,415
その他の経費 1,238,415

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
（一社）日本中古
自動車販売協会連
合会

100,000 渋谷区

公明党衆議院比例区四国第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石田 祝稔
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.13
１ 収入総額 8,122,443

前年繰越額 192,184
本年収入額 7,930,259

２ 支出総額 8,017,025
３ 本年収入の内訳
寄附 720,000
個人分 700,000
団体分 20,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 10,259
一件十万円未満のもの 10,259

４ 支出の内訳
経常経費 5,728,868
人件費 3,668,768
光熱水費 135,560
備品・消耗品費 311,446
事務所費 1,613,094
政治活動費 2,288,157
組織活動費 1,490,123
選挙関係費 140,500
機関紙誌の発行その他の事業
費

616,579

機関紙誌の発行事業費 173,250
宣伝事業費 443,329
調査研究費 3,500
その他の経費 37,455

５ 寄附の内訳
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〔個人分〕
石田 祝稔 700,000 高知市
〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

20,000

公明党衆議院比例区九州第２総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 遠山 清彦
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 1.30
１ 収入総額 11,057,351

前年繰越額 240,671
本年収入額 10,816,680

２ 支出総額 10,333,465
３ 本年収入の内訳
寄附 1,740,000
個人分 1,640,000
団体分 100,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,720,000

遠山清彦モーニングセミナー 1,720,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,356,680

公明党沖縄県本部 156,680
公明党 7,200,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,494,269
人件費 3,626,553
備品・消耗品費 296,159
事務所費 1,571,557
政治活動費 4,839,196
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

143,640

組織活動費 3,643,559
選挙関係費 312,222
機関紙誌の発行その他の事業
費

713,418

宣伝事業費 377,410
政治資金パーティー開催事
業費

336,008

調査研究費 63,317
その他の経費 106,680

５ 寄附の内訳
〔個人分〕

馬詰 修 1,100,000 那覇市
大森龍太郎 500,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

40,000

〔団体分〕
先嶋建設㈱ 100,000 宮古島市
公明党衆議院比例区九州第４総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 江田 康幸
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2. 3
１ 収入総額 10,083,754

本年収入額 10,083,754
２ 支出総額 10,083,754
３ 本年収入の内訳
寄附 2,883,478
個人分 2,333,478
団体分 550,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 276
一件十万円未満のもの 276

４ 支出の内訳
経常経費 8,684,611
人件費 3,891,410
光熱水費 191,417
備品・消耗品費 2,227,399
事務所費 2,374,385
政治活動費 1,399,143
組織活動費 1,054,143
機関紙誌の発行その他の事業
費

345,000

宣伝事業費 345,000
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
江田 康幸 2,333,478 合志市
〔団体分〕
㈱九州環境ネット
ワーク

500,000 熊本市

年間五万円以下の
もの

50,000

公明党衆議院比例区九州第５総支部

国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 濵地 雅一
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 2.16
１ 収入総額 14,075,594

前年繰越額 2,905,336
本年収入額 11,170,258

２ 支出総額 11,761,284
３ 本年収入の内訳
寄附 3,770,000
個人分 1,500,000
団体分 1,850,000
政治団体分 420,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 200,258
金銭以外のものによる寄附相
当分

200,000

一件十万円未満のもの 258
４ 支出の内訳
経常経費 6,436,167
人件費 2,943,859
光熱水費 181,203
備品・消耗品費 959,426
事務所費 2,351,679
政治活動費 5,325,117
組織活動費 367,699
選挙関係費 180,960
寄附・交付金 4,776,458

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
興梠 慎治 1,500,000 福岡市
〔団体分〕
㈲泉商会 650,000 北九州市
㈱クリスター 1,200,000 福岡市
〔政治団体分〕
九州北部税理士政
治連盟

300,000 福岡市

日本司法書士政治
連盟福岡会

100,000 福岡市

年間五万円以下の
もの

20,000

公明党参議院比例区第２総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 秋野 公造
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 9,360,950

前年繰越額 34,950
本年収入額 9,326,000

２ 支出総額 9,281,808
３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000
個人分 2,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 126,000
一件十万円未満のもの 126,000

４ 支出の内訳
経常経費 8,457,211
人件費 3,502,366
光熱水費 273,122
備品・消耗品費 432,506
事務所費 4,249,217
政治活動費 824,597
組織活動費 586,034
機関紙誌の発行その他の事業
費

235,050

その他の事業費 235,050
その他の経費 3,513

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
秋野 公造 2,000,000 北九州市
公明党参議院比例区第３総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 平木 大作
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.16
１ 収入総額 9,099,607

前年繰越額 1,895,020
本年収入額 7,204,587

２ 支出総額 5,828,832
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３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 4,587
一件十万円未満のもの 4,587

４ 支出の内訳
経常経費 3,630,796
備品・消耗品費 977,042
事務所費 2,653,754
政治活動費 2,198,036
組織活動費 643,817
機関紙誌の発行その他の事業
費

812,824

機関紙誌の発行事業費 521,509
宣伝事業費 291,315
調査研究費 243,875
その他の経費 497,520

公明党参議院比例区第４総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 荒木 清寛
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.10
１ 収入総額 8,914,331

前年繰越額 24,028
本年収入額 8,890,303

２ 支出総額 8,886,649
３ 本年収入の内訳
寄附 510,000
個人分 50,000
団体分 460,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

8,140,000

公明党 8,140,000
その他の収入 240,303
事務所使用料 240,000
一件十万円未満のもの 303

４ 支出の内訳
経常経費 7,845,499
人件費 1,894,080
光熱水費 196,698
備品・消耗品費 886,195
事務所費 4,868,526
政治活動費 1,041,150

組織活動費 445,926
機関紙誌の発行その他の事業
費

487,363

宣伝事業費 487,363
調査研究費 107,861

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔団体分〕
㈱教育研究社 400,000 豊島区
年間五万円以下の
もの

60,000

公明党参議院比例区第８総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 浜田 昌良
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.25
１ 収入総額 10,520,889

前年繰越額 3,070,244
本年収入額 7,450,645

２ 支出総額 7,600,705
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 250,645
一件十万円未満のもの 250,645

４ 支出の内訳
経常経費 3,373,478
光熱水費 91,896
備品・消耗品費 1,271,726
事務所費 2,009,856
政治活動費 4,227,227
組織活動費 156,960
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,820,267

機関紙誌の発行事業費 3,820,267
寄附・交付金 250,000

公明党参議院比例区第10総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 谷合 正明

公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.10
１ 収入総額 8,340,827

前年繰越額 140,609
本年収入額 8,200,218

２ 支出総額 7,459,785
３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000
政治団体分 1,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 218
一件十万円未満のもの 218

４ 支出の内訳
経常経費 7,053,393
人件費 955,420
光熱水費 186,212
備品・消耗品費 2,036,507
事務所費 3,875,254
政治活動費 406,392
機関紙誌の発行その他の事業
費

406,392

宣伝事業費 406,392
５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
谷あい正明後援会 1,000,000 岡山市
公明党参議院比例区第11総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 若松 謙維
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3.19
１ 収入総額 14,264,813

前年繰越額 1,596,111
本年収入額 12,668,702

２ 支出総額 11,453,598
３ 本年収入の内訳
寄附 9,000,000
政治団体分 9,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

3,600,000

公明党 3,600,000
その他の収入 68,702

一件十万円未満のもの 68,702
４ 支出の内訳
経常経費 6,716,061
人件費 2,700,537
備品・消耗品費 785,700
事務所費 3,229,824
政治活動費 4,737,537
組織活動費 2,666,563
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,070,974

宣伝事業費 2,070,974
５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
若松かねしげ市民
フォーラム

9,000,000 上尾市

公明党参議院比例区第13総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 新妻 秀規
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2. 6
１ 収入総額 9,800,000

本年収入額 9,800,000
２ 支出総額 9,800,000
３ 本年収入の内訳
寄附 2,600,000
政治団体分 2,600,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
４ 支出の内訳
経常経費 8,935,318
人件費 5,025,434
光熱水費 159,782
備品・消耗品費 167,312
事務所費 3,582,790
政治活動費 864,682
組織活動費 864,682

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
草秀会 2,600,000 名古屋市
公明党参議院比例区第14総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 横山 信一
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公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.10
１ 収入総額 7,200,201

本年収入額 7,200,201
２ 支出総額 7,200,201
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 201
一件十万円未満のもの 201

４ 支出の内訳
経常経費 4,062,801
光熱水費 209,909
備品・消耗品費 607,271
事務所費 3,245,621
政治活動費 3,137,400
組織活動費 1,538,581
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,092,545

機関紙誌の発行事業費 603,007
宣伝事業費 489,538
調査研究費 506,274

公明党参議院比例区第15総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 長沢 広明
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2. 2
１ 収入総額 7,234,207

前年繰越額 33,996
本年収入額 7,200,211

２ 支出総額 7,004,456
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 211
一件十万円未満のもの 211

４ 支出の内訳
経常経費 5,544,105
備品・消耗品費 1,363,847
事務所費 4,180,258
政治活動費 1,460,351

組織活動費 534,174
機関紙誌の発行その他の事業
費

898,800

宣伝事業費 898,800
調査研究費 27,377

公明党参議院比例区第16総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 魚住裕一郎
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2. 6
１ 収入総額 9,346,089

前年繰越額 2,145,618
本年収入額 7,200,471

２ 支出総額 9,001,109
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 471
一件十万円未満のもの 471

４ 支出の内訳
経常経費 7,161,653
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

110,880

備品・消耗品費 1,120,440
事務所費 6,041,213
政治活動費 1,839,456
組織活動費 425,840
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,023,630

宣伝事業費 1,023,630
調査研究費 55,722
寄附・交付金 12,700
その他の経費 321,564

公明党参議院比例区第18総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 池田 香苗
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 8,115,847

本年収入額 8,115,847
２ 支出総額 8,115,847

３ 本年収入の内訳
寄附 915,692
個人分 915,692
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 155
一件十万円未満のもの 155

４ 支出の内訳
経常経費 7,096,707
人件費 3,459,984
光熱水費 116,841
備品・消耗品費 656,621
事務所費 2,863,261
政治活動費 1,019,140
組織活動費 131,380
選挙関係費 154,224
機関紙誌の発行その他の事業
費

242,670

機関紙誌の発行事業費 173,550
宣伝事業費 69,120
調査研究費 3,500
その他の経費 487,366

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 香苗 900,000 豊中市
年間五万円以下の
もの

15,692

公明党参議院比例区第20総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 河野 義博
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.16
１ 収入総額 7,403,388

前年繰越額 203,388
本年収入額 7,200,000

２ 支出総額 7,048,327
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
４ 支出の内訳
経常経費 5,512,886
人件費 932,946

光熱水費 47,165
備品・消耗品費 1,602,356
事務所費 2,930,419
政治活動費 1,535,441
組織活動費 1,235,441
寄附・交付金 300,000

公明党参議院比例区第24総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山本 博司
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2. 4
１ 収入総額 8,935,597

前年繰越額 87,297
本年収入額 8,848,300

２ 支出総額 8,907,414
３ 本年収入の内訳
寄附 1,620,000
個人分 220,000
政治団体分 1,400,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

7,200,000

公明党 7,200,000
その他の収入 28,300
一件十万円未満のもの 28,300

４ 支出の内訳
経常経費 3,713,984
人件費 1,004,137
光熱水費 46,053
備品・消耗品費 597,030
事務所費 2,066,764
政治活動費 5,193,430
組織活動費 1,231,205
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,359,545

機関紙誌の発行事業費 2,397,601
宣伝事業費 961,944
その他の経費 602,680

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
山本 博司 220,000 高松市
〔政治団体分〕
山本博司を励ます
会

1,400,000 高松市

次世代の党衆議院比例近畿ブロック第一支部
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国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 三宅 博
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.25
１ 収入総額 10,050,000

本年収入額 10,050,000
２ 支出総額 10,024,910
３ 本年収入の内訳
寄附 50,000
政治団体分 50,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,000,000

次世代の党 10,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 3,733,737
人件費 2,084,300
備品・消耗品費 504,657
事務所費 1,144,780
政治活動費 6,291,173
組織活動費 1,100,280
選挙関係費 4,917,252
機関紙誌の発行その他の事業
費

225,368

機関紙誌の発行事業費 48,464
宣伝事業費 176,904
調査研究費 48,273

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

次世代の党参議院比例第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 中野 正志
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 10,072,166

本年収入額 10,072,166
２ 支出総額 8,229,242
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,059,368

次世代の党 10,059,368

その他の収入 12,798
一件十万円未満のもの 12,798

４ 支出の内訳
経常経費 7,931,770
人件費 6,800,000
備品・消耗品費 554,490
事務所費 577,280
政治活動費 297,472
組織活動費 231,480
調査研究費 53,194
その他の経費 12,798

次世代の党参議院比例第二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 中山 恭子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 4.24
１ 収入総額 11,706,942

本年収入額 11,706,942
２ 支出総額 9,242,261
３ 本年収入の内訳
寄附 1,410,000
個人分 1,120,000
団体分 290,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,000,000

次世代の党 10,000,000
その他の収入 296,942
日本維新の会からの振替金 296,942

４ 支出の内訳
経常経費 5,291,362
人件費 2,534,960
光熱水費 32,718
備品・消耗品費 1,443,618
事務所費 1,280,066
政治活動費 3,950,899
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

50,000

組織活動費 2,730,305
機関紙誌の発行その他の事業
費

989,694

宣伝事業費 989,694
調査研究費 230,900

５ 寄附の内訳
〔個人分〕

福島 憲仁 120,000 墨田区
萩野 茂雄 1,000,000 練馬区
〔団体分〕
（一社）ちぎり絵
文化協会

60,000 新宿区

文化シャッター㈱ 120,000 文京区
東ト協政策研究会 80,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

30,000

次世代の党参議院比例第四支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 江口 克彦
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 4. 1
１ 収入総額 10,000,000

本年収入額 10,000,000
２ 支出総額 3,684,475
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,000,000

次世代の党 10,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 607,318
光熱水費 14,754
備品・消耗品費 184,139
事務所費 408,425
政治活動費 3,077,157
組織活動費 1,509,978
機関紙誌の発行その他の事業
費

711,969

宣伝事業費 711,969
調査研究費 855,210

社会民主党東北ブロック協議会
報告年月日 27. 1.30
１ 収入総額 13,984,291

前年繰越額 2,344,291
本年収入額 11,640,000

２ 支出総額 11,057,109
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

11,640,000

社会民主党 11,640,000
４ 支出の内訳
経常経費 2,526,788

光熱水費 341,035
備品・消耗品費 467,230
事務所費 1,718,523
政治活動費 8,530,321
組織活動費 1,195,303
選挙関係費 6,134,159
機関紙誌の発行その他の事業
費

191,389

宣伝事業費 191,389
調査研究費 1,009,470

社会民主党北関東ブロック協議会
報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 12,045,675

前年繰越額 885,675
本年収入額 11,160,000

２ 支出総額 10,654,320
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

11,160,000

社会民主党 11,160,000
４ 支出の内訳
経常経費 1,728,360
備品・消耗品費 1,223,507
事務所費 504,853
政治活動費 8,925,960
組織活動費 5,958,187
選挙関係費 1,201,836
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,748,657

宣伝事業費 1,748,657
その他の経費 17,280

５ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 1,003,650 20. 8.12
社会民主党南関東ブロック協議会
報告年月日 27. 2.23
１ 収入総額 14,923,102

前年繰越額 992,945
本年収入額 13,930,157

２ 支出総額 13,549,415
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,920,000

社会民主党 13,920,000
その他の収入 10,157
一件十万円未満のもの 10,157
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４ 支出の内訳
経常経費 4,225,235
人件費 2,500,000
備品・消耗品費 763,007
事務所費 962,228
政治活動費 9,324,180
組織活動費 1,720,984
選挙関係費 5,475,646
機関紙誌の発行その他の事業
費

772,310

宣伝事業費 772,310
調査研究費 1,355,240

社会民主党北信越ブロック協議会
報告年月日 27. 5.11
１ 収入総額 13,897,590

前年繰越額 3,722,590
本年収入額 10,175,000

２ 支出総額 10,186,280
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,000,000

社会民主党 10,000,000
その他の収入 175,000
一件十万円未満のもの 175,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,528,117
人件費 1,200,000
備品・消耗品費 88,117
事務所費 240,000
政治活動費 8,658,163
組織活動費 1,108,044
選挙関係費 4,061,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,321,903

宣伝事業費 3,321,903
調査研究費 130,196
その他の経費 37,020

社会民主党東海ブロック協議会
報告年月日 27. 2.23
１ 収入総額 17,589,863

前年繰越額 4,029,863
本年収入額 13,560,000

２ 支出総額 13,607,528
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,560,000

社会民主党 13,560,000
４ 支出の内訳
経常経費 1,400,382
人件費 420,000
備品・消耗品費 653,101
事務所費 327,281
政治活動費 12,207,146
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

568,600

組織活動費 1,445,715
選挙関係費 9,136,111
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,625,320

宣伝事業費 1,625,320
社会民主党近畿ブロック協議会
報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 21,243,255

前年繰越額 3,253,508
本年収入額 17,989,747

２ 支出総額 13,161,232
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

17,640,000

社会民主党 17,640,000
その他の収入 349,747
研修会会費 348,000
一件十万円未満のもの 1,747

４ 支出の内訳
経常経費 6,116,029
人件費 3,376,000
備品・消耗品費 2,238,112
事務所費 501,917
政治活動費 7,045,203
組織活動費 1,270,657
選挙関係費 2,841,674
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,254,761

宣伝事業費 1,254,761
調査研究費 536,105
寄附・交付金 1,134,950
その他の経費 7,056

５ 資産等の内訳
〔動産〕
音響設備(1式) 1,485,750 13. 5. 8
自動車(1台) 1,302,957 13.11. 5

社会民主党中国ブロック協議会
報告年月日 27. 3. 9
１ 収入総額 8,562,050

前年繰越額 561,600
本年収入額 8,000,450

２ 支出総額 8,077,017
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

8,000,000

社会民主党 8,000,000
その他の収入 450
一件十万円未満のもの 450

４ 支出の内訳
経常経費 613,521
備品・消耗品費 267,112
事務所費 346,409
政治活動費 7,463,496
組織活動費 3,664,331
選挙関係費 3,616,739
機関紙誌の発行その他の事業
費

182,426

宣伝事業費 182,426
社会民主党四国ブロック協議会
報告年月日 27. 3.16
１ 収入総額 6,312,426

前年繰越額 752,207
本年収入額 5,560,219

２ 支出総額 5,442,300
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

5,560,000

社会民主党 5,560,000
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 1,963,271
人件費 1,000,000
備品・消耗品費 557,629
事務所費 405,642
政治活動費 3,479,029
組織活動費 1,402,037
選挙関係費 945,596
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,126,396

機関紙誌の発行事業費 9,765
宣伝事業費 1,116,631

調査研究費 5,000
社会民主党九州ブロック協議会
報告年月日 27. 3. 4
１ 収入総額 77,029,017

前年繰越額 61,407,972
本年収入額 15,621,045

２ 支出総額 20,239,583
３ 本年収入の内訳
寄附 2,300,000
個人分 2,300,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,320,000

社会民主党 13,320,000
その他の収入 1,045
一件十万円未満のもの 1,045

４ 支出の内訳
経常経費 997,820
事務所費 997,820
政治活動費 19,241,763
組織活動費 3,460,708
選挙関係費 15,062,623
機関紙誌の発行その他の事業
費

718,432

宣伝事業費 718,432
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
吉田 忠智 1,200,000 大分市
吉川 元 1,100,000 臼杵市
自由民主党福島県第五選挙区支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 吉野 正芳
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 70,484,988

前年繰越額 18,475,245
本年収入額 52,009,743

２ 支出総額 42,343,181
３ 本年収入の内訳
寄附 23,980,000
個人分 4,515,000
団体分 13,375,000
政治団体分 6,090,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,890,000
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福芳会朝食会（計４回） 8,890,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

19,000,000

自由民主党本部 19,000,000
その他の収入 139,743
一件十万円未満のもの 139,743

４ 支出の内訳
経常経費 20,550,109
人件費 9,141,030
光熱水費 269,342
備品・消耗品費 4,665,119
事務所費 6,474,618
政治活動費 21,793,072
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

54,305

組織活動費 10,640,148
選挙関係費 8,595,280
機関紙誌の発行その他の事業
費

951,013

機関紙誌の発行事業費 14,172
宣伝事業費 335,329
政治資金パーティー開催事
業費

601,512

調査研究費 226,631
寄附・交付金 1,380,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
関本 榮次 200,000 喜多方市
佐藤 正典 130,000 文京区
近野 博 150,000 船橋市
矢野間俊介 60,000 神奈川県葉山

町
芳賀沼養一 300,000 福島県南会津

町
太 勇喜 300,000 いわき市
長瀬 裕之 300,000 川崎市
鈴木 裕一 1,000,000 いわき市
増田 宏一 100,000 目黒区
志賀 柳一 240,000 いわき市
石塚 尋朗 200,000 福島県小野町
年間五万円以下の
もの

1,535,000

〔団体分〕
常盤電設産業㈱ 240,000 いわき市
㈱加地和組 150,000 いわき市
㈲まさる不動産 60,000 いわき市

富士工業㈱ 230,000 田村市
㈲赤津組 120,000 いわき市
北関東空調工業㈱ 270,000 いわき市
㈱渡辺組 150,000 いわき市
㈱ニーズ・コーポ
レーション

60,000 いわき市

東洋システム㈱ 5,000,000 いわき市
双葉トラック復興
有限責任事業組合

100,000 いわき市

岩電機工事㈱ 100,000 いわき市
㈲勿来綜合開発 200,000 いわき市
林サッシ工業㈱ 300,000 いわき市
全国林野関連労働
組合中央本部

100,000 千代田区

日本林業経営者協
会

300,000 都・港区

バックス情報シス
テム㈱

1,000,000 いわき市

いわき市医師会 500,000 いわき市
磐城林業㈿ 100,000 いわき市
㈱赤井運輸 100,000 いわき市
吉野木材㈱ 120,000 いわき市
㈲勿来中央青果地
方卸売市場

120,000 いわき市

遠野運送㈱ 120,000 いわき市
吉源木材㈱ 240,000 いわき市
根本通商㈱ 60,000 いわき市
㈱八幡台やまたま
や

120,000 いわき市

㈱中根砂利店 60,000 いわき市
㈲田巻造園土木 60,000 いわき市
㈱勿来製作所 120,000 いわき市
山田開発㈲ 120,000 いわき市
常磐港運㈱ 120,000 いわき市
㈾勿来衛生社 120,000 いわき市
山木工業㈱ 120,000 いわき市
大和電設工業㈱ 120,000 いわき市
丸中製氷冷蔵㈱ 100,000 いわき市
三共設備㈱ 120,000 いわき市
㈱平木材市場 120,000 いわき市
磐城通運㈱ 60,000 いわき市
㈱荒川材木店 120,000 いわき市
佐川電設工業㈱ 60,000 いわき市
年間五万円以下の
もの

2,095,000

〔政治団体分〕

日本公認会計士政
治連盟

1,300,000 千代田区

吉野正芳政治経済
研究会

1,500,000 千代田区

福島県中小企業政
治連盟

200,000 福島市

全国木材産業政治
連盟

200,000 千代田区

福島県不動産政治
連盟

100,000 福島市

福島県農業者政治
連盟

300,000 福島市

福島県歯科医師政
治連盟

300,000 福島市

全国配置薬業政治
連盟

100,000 郡山市

福島県薬剤師連盟 200,000 福島市
全国産業廃棄物連
合会政治連盟

100,000 都・港区

全国林業政治連盟 200,000 千代田区
福島県医師連盟 1,000,000 福島市
福島県石油政治連
盟

100,000 福島市

たばこ耕作者政治
連盟

200,000 都・港区

宮沢会 100,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

190,000

自由民主党山梨県第一選挙区支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 中谷 真一
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.27
１ 収入総額 19,296,474

前年繰越額 2,086,698
本年収入額 17,209,776

２ 支出総額 18,844,000
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(885人) 265,500
寄附 3,340,000
団体分 1,240,000
政治団体分 2,100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,604,000

自由民主党山梨県支部連合会 104,000
自由民主党本部 13,000,000
自由民主党栃木県第五選挙区
支部

500,000

その他の収入 276
一件十万円未満のもの 276

４ 支出の内訳
経常経費 8,482,449
人件費 3,260,799
光熱水費 401,574
備品・消耗品費 1,750,168
事務所費 3,069,908
政治活動費 10,361,551
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

990,000

組織活動費 6,729,534
選挙関係費 241,560
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,291,024

宣伝事業費 2,291,024
調査研究費 109,433
寄附・交付金 990,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱ＩＴＤホール
ディングス

500,000 新宿区

㈱ヤマティー 500,000 新宿区
㈱マイクロン・
コー

100,000 杉並区

年間五万円以下の
もの

140,000

〔政治団体分〕
平成研究会 500,000 千代田区
山梨県歯科医師連
盟

100,000 甲府市

山梨県医師連盟 1,000,000 甲府市
日本歯科医師連盟 300,000 千代田区
全国中小企業政治
協会

100,000 甲府市

年間五万円以下の
もの

100,000

６ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 1,420,000 25. 4.11
自由民主党福島県衆議院比例区第二支部
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国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 菅野佐智子
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 18,881,392

前年繰越額 2,884,192
本年収入額 15,997,200

２ 支出総額 18,476,130
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,206人) 1,447,200
寄附 1,550,000
個人分 1,200,000
団体分 150,000
政治団体分 200,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,000,000

自由民主党本部 13,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 11,537,858
人件費 7,047,301
光熱水費 166,153
備品・消耗品費 1,936,491
事務所費 2,387,913
政治活動費 6,938,272
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

1,010,400

組織活動費 2,379,281
選挙関係費 330,722
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,405,489

機関紙誌の発行事業費 606,481
宣伝事業費 1,799,008
調査研究費 822,780
寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
田中ゆうか 900,000 都・中央区
丸山 卓也 300,000 江戸川区
〔団体分〕
白石建設工業㈱ 150,000 三鷹市
〔政治団体分〕
全国たばこ耕作者
政治連盟

100,000 都・港区

福島県たばこ耕作
者政治連盟

100,000 田村市

自由民主党福井県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 助田 重義
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.11
１ 収入総額 24,453,422

前年繰越額 11,202,444
本年収入額 13,250,978

２ 支出総額 9,511,808
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,250,000

自由民主党本部 13,200,000
自由民主党福井県看護連盟支
部

50,000

その他の収入 978
一件十万円未満のもの 978

４ 支出の内訳
経常経費 8,717,164
人件費 3,075,001
光熱水費 32,650
備品・消耗品費 1,573,339
事務所費 4,036,174
政治活動費 794,644
組織活動費 748,858
調査研究費 45,786

自由民主党福井県衆議院比例区第二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山本 拓
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.25
１ 収入総額 23,632,782

前年繰越額 2,820,430
本年収入額 20,812,352

２ 支出総額 18,384,417
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,670人) 1,762,200
寄附 5,350,000
政治団体分 5,350,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,700,000

自由民主党本部 13,700,000
その他の収入 152
一件十万円未満のもの 152

４ 支出の内訳
経常経費 9,870,502
人件費 5,508,058
光熱水費 113,452
備品・消耗品費 1,049,246
事務所費 3,199,746
政治活動費 8,513,915
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

2,356,205

組織活動費 3,716,731
機関紙誌の発行その他の事業
費

175,934

宣伝事業費 175,934
調査研究費 60,000
寄附・交付金 2,321,205
その他の経費 2,240,045

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
新産業政策研究会 5,250,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

100,000

６ 資産等の内訳
〔借入金〕
山本 拓 10,074,818
自由民主党静岡県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 川田 隆
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 3.23
１ 収入総額 19,407,126

前年繰越額 5,994,045
本年収入額 13,413,081

２ 支出総額 13,674,105
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(64人) 62,250
寄附 150,000
個人分 150,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,200,000

自由民主党本部 13,200,000
その他の収入 831
一件十万円未満のもの 831

４ 支出の内訳
経常経費 11,062,645
人件費 6,627,061
備品・消耗品費 3,100,356
事務所費 1,335,228
政治活動費 2,611,460
組織活動費 448,530
調査研究費 2,162,930

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
畑 義治 150,000 牧之原市
自由民主党三重県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 桜井 宏
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 4. 9
１ 収入総額 20,886,046

前年繰越額 6,117,907
本年収入額 14,768,139

２ 支出総額 14,799,348
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(15人) 18,000
寄附 1,050,000
個人分 1,050,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,700,000

自由民主党本部 13,700,000
その他の収入 139
一件十万円未満のもの 139

４ 支出の内訳
経常経費 11,735,200
人件費 3,800,910
光熱水費 305,738
備品・消耗品費 4,494,980
事務所費 3,133,572
政治活動費 3,064,148
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

50,000

組織活動費 811,104
選挙関係費 100,000
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機関紙誌の発行その他の事業
費

1,933,994

宣伝事業費 1,933,994
調査研究費 169,050
寄附・交付金 50,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
桜井 宏 1,050,000 桑名市
自由民主党大阪府衆議院比例区第三支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 近藤三津枝
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.26
１ 収入総額 217,270

本年収入額 217,270
２ 支出総額 217,050
３ 本年収入の内訳
借入金 217,270
近藤三津枝 217,270

４ 支出の内訳
経常経費 217,050
事務所費 217,050

５ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 1,580,090 23. 2.22
〔借入金〕
近藤三津枝 31,527,094
自由民主党兵庫県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 泉原 保二
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.27
１ 収入総額 19,630,239

前年繰越額 8,300,523
本年収入額 11,329,716

２ 支出総額 18,441,717
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,004人) 1,073,800
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,200,000

自由民主党本部 9,000,000
自由民主党白水やすらぎ支部 1,000,000

自由民主党兵庫県支部連合会 200,000
その他の収入 55,916
一件十万円未満のもの 55,916

４ 支出の内訳
経常経費 11,968,789
人件費 6,009,764
光熱水費 25,984
備品・消耗品費 852,016
事務所費 5,081,025
政治活動費 6,472,928
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

140,000

組織活動費 1,953,072
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,605,392

宣伝事業費 2,605,392
調査研究費 1,914,000
その他の経費 464

自由民主党岡山県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 池田 道孝
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.27
１ 収入総額 17,953,589

前年繰越額 2,000,000
本年収入額 15,953,589

２ 支出総額 15,159,793
３ 本年収入の内訳
寄附 1,496,204
個人分 866,204
団体分 130,000
政治団体分 500,000
借入金 1,010,000
池田 道孝 1,010,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,447,200

自由民主党本部 13,000,000
自由民主党岡山県支部連合会 447,200
その他の収入 185
一件十万円未満のもの 185

４ 支出の内訳
経常経費 7,384,997
人件費 4,692,292
光熱水費 52,853

備品・消耗品費 1,317,225
事務所費 1,322,627
政治活動費 7,774,796
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

160,000

組織活動費 3,743,136
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,788,711

宣伝事業費 3,788,711
調査研究費 26,745
その他の経費 216,204

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 道孝 866,204 岡山県矢掛町
〔団体分〕
下津井電鉄㈱ 100,000 岡山市
年間五万円以下の
もの

30,000

〔政治団体分〕
平成研究会 500,000 千代田区
６ 資産等の内訳
〔借入金〕
池田 道孝 2,793,796
自由民主党広島県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 新谷 正義
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 25,654,648

前年繰越額 11,023,868
本年収入額 14,630,780

２ 支出総額 5,371,709
３ 本年収入の内訳
寄附 1,630,000
団体分 130,000
政治団体分 1,500,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,000,000

自由民主党本部 13,000,000
その他の収入 780
一件十万円未満のもの 780

４ 支出の内訳
経常経費 2,233,681
人件費 894,000

光熱水費 62,421
備品・消耗品費 263,377
事務所費 1,013,883
政治活動費 3,138,028
組織活動費 1,210,284
機関紙誌の発行その他の事業
費

845,024

宣伝事業費 845,024
調査研究費 182,720
寄附・交付金 900,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱山本工務店 80,000 土浦市
年間五万円以下の
もの

50,000

〔政治団体分〕
平成研究会 500,000 千代田区
日本医師連盟 1,000,000 文京区
自由民主党徳島県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 福山 守
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.27
１ 収入総額 53,501,043

前年繰越額 18,856,794
本年収入額 34,644,249

２ 支出総額 26,246,330
３ 本年収入の内訳
寄附 2,880,000
個人分 230,000
団体分 2,200,000
政治団体分 450,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

17,074,244

福山守代議士を励ます会 17,074,244
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

14,690,005

自由民主党本部 13,890,005
自由民主党徳島県みどりの会
支部

800,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,467,154
人件費 5,872,421
光熱水費 157,512
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備品・消耗品費 1,878,232
事務所費 1,558,989
政治活動費 16,779,176
組織活動費 3,880,406
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,783,507

宣伝事業費 59,400
政治資金パーティー開催事
業費

4,724,107

寄附・交付金 8,115,263
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

230,000

〔団体分〕
喜多塗装店 120,000 徳島市
㈱徳島設計工房 120,000 徳島県北島町
㈱トクダイ 120,000 徳島市
三協商事㈱ 120,000 徳島市
㈱東條開発 120,000 徳島市
㈱北島組 180,000 徳島市
㈱大日 300,000 徳島市
徳島県軽自動車協
会

300,000 徳島市

㈱マルハ物産 100,000 徳島県松茂町
年間五万円以下の
もの

720,000

〔政治団体分〕
日本商工連盟徳島
地区

100,000 徳島市

日本養豚振興政治
連盟

100,000 渋谷区

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 100,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
福山守代議士を励
ます会(1,192人)

17,074,244 徳島市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
福山守代議士を励ます会
〔団体からの対価の支払〕
㈱ワークスタッフ 300,000 徳島市

㈱タカガワホール
ディングス

300,000 徳島市

自由民主党高知県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 福井 照
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 6. 8
１ 収入総額 41,913,340

前年繰越額 14,930,227
本年収入額 26,983,113

２ 支出総額 18,324,234
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(737人) 619,500
寄附 12,040,000
団体分 8,360,000
政治団体分 3,680,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,320,584

支部大会・懇親会 681,784
女性局・懇親会 16,000
女性局・新年度役員懇親会 13,000
支部勉強会・会場費 264,000
青年部局・イベント参加費 19,800
青年部局・懇親会 26,000
女性局・研修会 300,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,000,000

自由民主党本部 13,000,000
その他の収入 3,029
一件十万円未満のもの 3,029

４ 支出の内訳
経常経費 8,412,741
人件費 3,648,944
備品・消耗品費 2,505,446
事務所費 2,258,351
政治活動費 9,911,493
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

590,000

組織活動費 2,880,043
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,641,450

機関紙誌の発行事業費 1,132,162
宣伝事業費 509,288
寄附・交付金 4,590,000

その他の経費 800,000
５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱ゴウダ 500,000 四国中央市
土佐新高建設㈱ 60,000 高知市
青木建設㈱ 120,000 須崎市
㈱ヤマサ 120,000 高知市
高知県西部生コン
クリート㈱

120,000 四万十市

岩井建設㈱ 120,000 高知県梼原町

荒川電工㈱ 60,000 高知市
福留開発㈱ 500,000 高知市
高大建設㈱ 120,000 高知市
豚座建設㈱ 60,000 四万十市
四国建設機械販売
㈱

60,000 高知市

㈱三谷組 500,000 高知市
新洋西山㈱ 60,000 高知市
久保建設㈱ 120,000 高知市
㈱近藤工務店 60,000 高知市
㈱西森建設 60,000 高知県仁淀川

町
ワシオ工業㈱ 120,000 高知市
須工ときわ㈱ 500,000 高知市
柳生基礎センター
㈱

60,000 高知市

泉建設工業㈱ 120,000 高知市
㈱龍生 120,000 土佐市
日本通信工業㈱ 60,000 高知市
栄宝生建設㈱ 60,000 高知市
㈱田邊建設 120,000 高知県四万十

町
中勝建設㈱ 60,000 高知市
㈱轟組 500,000 高知市
和建設㈱ 60,000 高知市
杉本土建㈱ 120,000 高知県梼原町

東山建設㈱ 120,000 高知市
㈱上岡工務店 120,000 高知県仁淀川

町
㈱高販 60,000 高知市
㈱伊与田組 120,000 宿毛市
新谷建設㈱ 60,000 土佐清水市
入交建設㈱ 500,000 高知市
入交道路施設㈱ 120,000 高知市

サクセス工業㈱ 120,000 高知市
関西土木㈱ 500,000 高知市
ミタニ建設工業㈱ 500,000 高知市
㈱技研施工 60,000 高知市
三共コンクリート
㈱

60,000 南国市

㈱富士建設工業 60,000 高知市
四国開発㈱ 500,000 高知市
㈱双葉造園 60,000 高知市
大旺新洋㈱ 500,000 高知市
弘進商事㈱ 60,000 高知市
高知県軽自動車協
会

300,000 高知市

〔政治団体分〕
宏池政策研究会 570,000 都・港区
福井てる後援会 1,000,000 高知市
全国不動産政治連
盟

300,000 千代田区

高知県歯科医師連
盟

500,000 高知市

高知県薬剤師連盟 300,000 高知市
全国中小企業政治
協会

100,000 都・中央区

四国税理士政治連
盟高知県支部

500,000 高知市

ＴＫＣ全国政経研
究会

100,000 新宿区

ＴＫＣ四国政経研
究会

100,000 高松市

年間五万円以下の
もの

210,000

自由民主党福岡県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 西川 京子
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 3.27
１ 収入総額 57,916,611

前年繰越額 8,962,386
本年収入額 48,954,225

２ 支出総額 42,114,365
３ 本年収入の内訳
寄附 12,210,227
個人分 2,120,227
団体分 3,610,000
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政治団体分 6,480,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

23,100,000

西川京子フォーラム21 9,890,000
西川京子さんと日本の今を考
える会

13,210,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,640,000

自由民主党本部 13,000,000
自由民主党小倉北支部 640,000
その他の収入 3,998
一件十万円未満のもの 3,998

４ 支出の内訳
経常経費 26,087,888
人件費 15,705,574
光熱水費 17,089
備品・消耗品費 4,297,008
事務所費 6,068,217
政治活動費 16,026,477
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

160,000

組織活動費 8,569,311
機関紙誌の発行その他の事業
費

7,457,166

宣伝事業費 1,741,331
政治資金パーティー開催事
業費

5,715,835

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
大郷 直美 100,000 北九州市
大郷 勝三 100,000 北九州市
西川 京子 1,106,227 北九州市
年間五万円以下の
もの

814,000

〔団体分〕
㈱誠善社小倉斎場
本社

360,000 北九州市

ハビック 120,000 渋谷区
㈱夢創建設 240,000 調布市
㈱サクラリビング 120,000 調布市
アスベックス㈱ 60,000 町田市
㈱ビルドカンパ
ニー

120,000 豊中市

新都市企画㈱ 60,000 都・中央区
㈱ビジネスイン
フォ

60,000 台東区

㈱アシスト 60,000 都・港区
㈱ジエイファン 60,000 都・中央区
㈱ジーベック 60,000 江戸川区
㈱クレディアホー
ム

120,000 稲城市

㈱オルハ 60,000 名古屋市
太陽開発㈱ 120,000 八代市
㈱ドットライン 60,000 名古屋市
ウイルコム㈱ 120,000 横浜市
㈱ＭＹ企画 60,000 都・港区
㈱イーバー 120,000 都・中央区
年間五万円以下の
もの

1,630,000

〔政治団体分〕
日本薬剤師連盟 600,000 新宿区
福岡県医師連盟 1,000,000 福岡市
日本医師連盟 1,000,000 文京区
為公会 2,000,000 千代田区
福岡県トラック事
業政治連盟

500,000 福岡市

日本柔道整復師連
盟

100,000 台東区

日本林業経営者林
政会

200,000 都・港区

北九州地区トラッ
ク事業政治連盟

500,000 北九州市

福岡県薬剤師連盟 300,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

280,000

６ 特定パーティーの概要
西川京子フォーラ
ム21(840人)

9,890,000 北九州市
(前年収入額 390,000)

西川京子さんと日
本の今を考える会
(530人)

13,210,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
西川京子さんと日本の今を考える会
〔団体からの対価の支払〕
㈱夢創建設 1,200,000 調布市

㈱仲村工業 600,000 板橋区

㈱クレディアホー
ム

1,000,000 稲城市

〔政治団体からの対価の支払〕

日本医師連盟 300,000 文京区

西川京子フォーラム21
〔政治団体からの対価の支払〕
北九州市医師連盟 500,000 北九州市

８ 資産等の内訳
〔借入金〕
西川 京子 43,470,975
自由民主党福岡県衆議院比例区第二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 新開 裕司
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 13,952,386

前年繰越額 3,902,125
本年収入額 10,050,261

２ 支出総額 12,822,652
３ 本年収入の内訳
寄附 1,050,000
個人分 50,000
団体分 1,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,000,000

自由民主党本部 9,000,000
その他の収入 261
一件十万円未満のもの 261

４ 支出の内訳
経常経費 10,050,000
人件費 7,057,610
光熱水費 464,148
備品・消耗品費 206,867
事務所費 2,321,375
政治活動費 2,772,652
組織活動費 1,980,532
機関紙誌の発行その他の事業
費

792,120

機関紙誌の発行事業費 749,520
宣伝事業費 42,600

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔団体分〕

福岡淡水㈱ 200,000 福岡県新宮町
㈱Ｉ．Ｄ．Ｃ 100,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

700,000

自由民主党佐賀県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 今村 雅弘
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 33,355,896

前年繰越額 9,281,670
本年収入額 24,074,226

２ 支出総額 13,189,577
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,063人) 1,153,800
寄附 9,220,000
個人分 120,000
団体分 5,490,000
政治団体分 3,610,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,700,000

自由民主党本部 13,700,000
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 10,468,313
人件費 5,843,258
光熱水費 128,692
備品・消耗品費 2,228,216
事務所費 2,268,147
政治活動費 2,721,264
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

1,353,000

組織活動費 848,592
機関紙誌の発行その他の事業
費

688,118

宣伝事業費 688,118
調査研究費 4,480
寄附・交付金 1,180,074

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
古賀 和彦 120,000 佐賀県江北町
〔団体分〕
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ＪＲ九州メンテナ
ンス㈱

360,000 北九州市

ＪＲ九州鉄道営業
㈱

100,000 福岡市

ＪＲ九州ファイナ
ンシャルマネジメ
ント㈱

240,000 福岡市

九鉄工業㈱ 480,000 北九州市
ＪＲ九州エコホス
㈱

120,000 福岡県須恵町

㈱トランドール 80,000 福岡市
三軌建設㈱ 360,000 福岡市
ＪＲ九州コンサル
タンツ㈱

360,000 福岡市

㈱ケイ・エス・ケ
イ

480,000 福岡市

ＪＲ九州リテール
㈱

480,000 福岡市

ＪＲ九州エージェ
ンシー㈱

480,000 福岡市

九州電気システム
㈱

480,000 北九州市

㈱ＪＲ博多シティ 240,000 福岡市
ＪＲ九州商事㈱ 120,000 福岡市
ＪＲ九州フード
サービス㈱

120,000 福岡市

鳥越製粉㈱ 500,000 福岡市
佐賀県軽自動車協
会

300,000 佐賀市

五光工業㈱ 100,000 佐賀市
年間五万円以下の
もの

90,000

〔政治団体分〕
日本果樹農政協議
会

100,000 大田区

佐賀県薬剤師連盟 100,000 佐賀市
日本保育推進連盟
佐賀県支部

100,000 佐賀市

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区
税理士による今村
雅弘後援会

1,000,000 嬉野市

佐賀県石油政治連
盟

100,000 佐賀市

全国配置薬業政治
連盟

100,000 富山市

鉄輪21・政策研究
会

1,800,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

10,000

自由民主党長崎県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 末吉 光德
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 30,765,447

前年繰越額 13,126,632
本年収入額 17,638,815

２ 支出総額 16,111,550
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,221人) 1,185,750
寄附 3,400,000
政治団体分 3,400,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,000,000

自由民主党本部 13,000,000
その他の収入 53,065
一件十万円未満のもの 53,065

４ 支出の内訳
経常経費 10,817,014
人件費 6,067,731
光熱水費 85,964
備品・消耗品費 1,392,662
事務所費 3,270,657
政治活動費 5,294,536
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

50,000

組織活動費 1,878,458
選挙関係費 243,110
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,968

宣伝事業費 2,968
寄附・交付金 3,170,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
宏池政策研究会 3,000,000 千代田区
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
政治連盟西九州支
部

200,000 大村市

自由民主党熊本県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 林田 彪
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 6.25
１ 収入総額 48,970,883

前年繰越額 4,290,883
本年収入額 44,680,000

２ 支出総額 34,542,615
３ 本年収入の内訳
寄附 31,680,000
個人分 120,000
団体分 17,410,000
政治団体分 14,150,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,000,000

自由民主党本部 13,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 27,028,847
人件費 20,636,461
光熱水費 561,144
備品・消耗品費 2,592,085
事務所費 3,239,157
政治活動費 7,513,768
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

630,000

組織活動費 4,665,961
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,260,467

宣伝事業費 1,260,467
調査研究費 37,340
寄附・交付金 1,550,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

120,000

〔団体分〕
㈱センコー企画 120,000 大分市
㈱藤本建設工業 240,000 熊本県南阿蘇

村
井筒屋化学産業㈱ 360,000 熊本市

㈱中山建設 360,000 八代市
㈱熊野組 360,000 玉名市
㈱森工業 240,000 阿蘇市
昇建設㈱ 120,000 熊本市
味岡建設㈱ 360,000 熊本県多良木

町
川本建設工業㈱ 120,000 北九州市
谷川建設工業㈱ 120,000 佐伯市
司観光開発㈱ 600,000 玉名市
興亜建設工業㈱ 240,000 熊本県長洲町
㈱緒方建設 120,000 菊池市
㈱松下組 360,000 熊本県芦北町
㈱南州土木 360,000 熊本市
㈲熊本圧接 120,000 熊本市
基礎地盤コンサル
タント㈱

120,000 福岡市

㈱藤元建設 120,000 宮崎県国富町
㈱田島組 120,000 薩摩川内市
鍋谷商会㈱ 120,000 熊本市
アドバンス㈱ 120,000 熊本市
㈲藤井興産 120,000 玉名市
開成工業㈱ 120,000 熊本市
坂本建設㈱ 120,000 鹿児島市
㈱池田建設 360,000 玉名市
㈱九州開発エンジ
ニヤリング

120,000 熊本市

五領建設㈱ 120,000 熊本市
㈱水野建設コンサ
ルタント

120,000 熊本市

三州建設㈱ 120,000 熊本市
武末建設㈱ 360,000 熊本市
㈱八方建設 60,000 菊池市
大政建設㈱ 360,000 熊本市
㈱親和 120,000 熊本市
九州工建㈱ 240,000 熊本市
八代港湾工業㈱ 120,000 八代市
サイタホールディ
ングス㈱

120,000 朝木市

㈱丸孝組 240,000 沖縄県大宜味
村

㈱中川組 360,000 玉名市
㈱明興建設 360,000 熊本市
㈱本山建設 180,000 山鹿市
九機工業㈱ 120,000 熊本市
㈱東京建設コンサ
ルタント

120,000 福岡市






平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

ライト工業㈱ 240,000 千代田区
㈱桐井製作所 120,000 文京区
㈱マルコ建設 120,000 玉名市
㈲林建設 60,000 玉名市
肥後ＨＫコンク
リート工業㈱

120,000 熊本県和水町

㈱新光組 240,000 熊本市
㈱有明測量開発社 360,000 熊本市
㈱増永組 120,000 熊本市
㈱岩永組 120,000 熊本市
佐藤企業㈱ 360,000 熊本市
㈱高田塗装 60,000 玉名市
㈱柿崎工務所 360,000 新庄市
㈱現場サポート 120,000 鹿児島市
㈱西村建設 110,000 熊本県美里町
㈱吉本組 120,000 熊本県御船町
㈱福岡建設 120,000 八代市
㈱藤永組 360,000 八代市
三共建設㈱ 120,000 北九州市
日伸建設工業㈱ 120,000 杵築市
和久田建設㈱ 360,000 八代市
大光建設㈱ 120,000 久留米市
㈱大阪防水建設社 120,000 大阪市
㈱ワコー 120,000 熊本市
諫山工業㈱ 360,000 熊本市
㈱中内土木 240,000 宇城市
松本建設㈱ 120,000 熊本市
㈱雲仙建設 360,000 熊本市
小岩金網㈱ 120,000 熊本県益城町
熊本不二コンク
リート工業㈱

120,000 菊池市

三洲建設㈱ 60,000 宇城市
薩摩建設㈱ 120,000 鹿児島県さつ

ま町
㈲古田建設 240,000 山鹿市
山本建設㈱ 360,000 熊本市
西部電気工業㈱ 60,000 福岡市
西日本コントラク
ト㈱

120,000 福岡県篠栗町

菊川建設㈱ 240,000 玉名市
㈱山田組 360,000 玉名市
㈱髙喜工業 360,000 山鹿市
㈱宝建設 120,000 熊本市
大建工業㈱ 120,000 熊本市
㈲蓮菜 1,000,000 玉名市

年間五万円以下の
もの

100,000

〔政治団体分〕
林田たけし後援会 12,000,000 玉名市
熊本県酪農政治連
盟

300,000 熊本市

熊本県畜産政治連
盟

100,000 熊本市

熊本県不動産政治
連盟

100,000 熊本市

熊本県農業者政治
連盟

600,000 熊本市

全国たばこ耕作者
政治連盟

300,000 都・港区

全国たばこ耕作者
政治連盟熊本県支
部

100,000 合志市

全国たばこ販売政
治連盟

100,000 都・港区

日本司法書士政治
連盟熊本会

100,000 熊本市

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

150,000

自由民主党宮崎県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 上杉 光弘
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.20
１ 収入総額 37,075,731

前年繰越額 9,262,456
本年収入額 27,813,275

２ 支出総額 22,351,172
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5,488人) 6,384,000
寄附 7,530,000
個人分 450,000
団体分 5,630,000
政治団体分 1,450,000
借入金 898,000
上杉 光弘 898,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,000,000

自由民主党本部 13,000,000

その他の収入 1,275
一件十万円未満のもの 1,275

４ 支出の内訳
経常経費 17,257,989
人件費 11,198,343
光熱水費 195,229
備品・消耗品費 1,344,983
事務所費 4,519,434
政治活動費 5,093,183
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

180,000

組織活動費 1,423,482
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,090,101

宣伝事業費 1,090,101
寄附・交付金 2,129,600
その他の経費 450,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
上杉 光弘 450,000 宮崎市
〔団体分〕
大淀開発㈱ 120,000 都城市
㈱ヴァティー 600,000 都・港区
三愛物産㈱ 600,000 日向市
㈲サンアイ 600,000 日向市
㈱伊達組 600,000 西都市
㈱山田組 120,000 延岡市
（一財）宮崎県住
マイルセンター

180,000 宮崎市

㈱宮本組 500,000 西都市
西都生コン㈱ 100,000 西都市
㈱横田製材所 120,000 西都市
㈱新興 120,000 西都市
㈲大王工業 120,000 串間市
㈱サンシャインブ
ルータワー

120,000 串間市

河野建設㈱ 120,000 宮崎県西米良
村

㈱戸敷開発 600,000 宮崎市
日動工業㈱ 1,000,000 守口市
年間五万円以下の
もの

10,000

〔政治団体分〕
近代政経調査会 1,450,000 千代田区
６ 資産等の内訳
〔借入金〕

上杉 光弘 2,746,259
自由民主党鹿児島県衆議院比例区第一支部
国会議員関係政治団体に関
する特例の適用期間

1. 1～12.30

報告年月日 27. 5.28
１ 収入総額 20,281,575

前年繰越額 6,680,734
本年収入額 13,600,841

２ 支出総額 15,110,348
３ 本年収入の内訳
寄附 100,000
政治団体分 100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

13,500,000

自由民主党本部 13,000,000
自由民主党鹿児島県支部連合
会

500,000

その他の収入 841
一件十万円未満のもの 841

４ 支出の内訳
経常経費 9,795,848
人件費 6,499,805
備品・消耗品費 2,008,643
事務所費 1,287,400
政治活動費 5,314,500
組織活動費 3,279,673
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,034,827

宣伝事業費 2,034,827
５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
鹿児島県中小企業
団体政治協会

100,000 鹿児島市

自由民主党北海道参議院比例区第八十三支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石﨑 聖子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.28
１ 収入総額 32,647,880

前年繰越額 2,861,468
本年収入額 29,786,412

２ 支出総額 30,135,771
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(75人) 88,200
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寄附 14,060,000
個人分 1,080,000
団体分 12,320,000
政治団体分 660,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

138,000

春風感謝の集い 138,000
借入金 3,500,000
石﨑 聖子 3,500,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 212
一件十万円未満のもの 212

４ 支出の内訳
経常経費 27,417,728
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

194,500

人件費 16,118,238
光熱水費 420,485
備品・消耗品費 789,322
事務所費 10,089,683
政治活動費 2,718,043
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

20,000

組織活動費 2,151,684
機関紙誌の発行その他の事業
費

145,764

宣伝事業費 20,000
政治資金パーティー開催事
業費

125,764

その他の経費 420,595
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
沢本 輝之 200,000 北海道芽室町
阿部 信之 120,000 釧路市
新山 靖雄 300,000 調布市
吉田 晴哉 120,000 北海道安平町
吉田 勝己 120,000 北海道安平町
吉田 照哉 120,000 千歳市
年間五万円以下の
もの

100,000

〔団体分〕
㈱ベルックス 80,000 札幌市
広栄メンテナンス
㈱

120,000 北海道中標津
町

日興美装工業㈱ 120,000 札幌市
㈲バックボーン 240,000 札幌市
千歳建設㈱ 120,000 千歳市
谷村工業㈱ 120,000 美唄市
玉田産業㈱ 120,000 岩見沢市
㈱小金澤組 120,000 苫小牧市
畠山建設㈱ 120,000 旭川市
㈱勝田組 120,000 北海道伊達市
幌村建設㈱ 240,000 北海道新ひだ

か町
㈱上田組 600,000 北海道標津町
㈲ハット企画 460,000 都・中央区
ＮＡデータリンク
ス㈱

120,000 札幌市

臨生会 120,000 名寄市
高玉建設工業㈱ 1,200,000 北海道別海町
三和航測㈱ 120,000 札幌市
鈴木産業運輸㈱ 120,000 北海道白老町
道南綜合土建㈱ 120,000 北海道白老町
北昭興業㈱ 120,000 北海道白老町
毛笠コンクリート
㈱

120,000 北海道白老町

㈱白老造花社 120,000 北海道白老町
㈱マルトラ 120,000 北海道白老町
渡辺建設工業㈱ 120,000 根室市
㈱別海 120,000 北海道別海町
クニオカ工業㈱ 120,000 北海道弟子屈

町
東星渡部建設㈱ 120,000 北海道弟子屈

町
寺井建設㈱ 120,000 北海道別海町
㈱ほくていホール
ディングス

120,000 札幌市

辻谷建設㈱ 120,000 北海道弟子屈
町

沢田建設㈱ 120,000 釧路市
㈱佐々木建設 120,000 北海道鶴居村
明盛建設㈱ 120,000 北海道弟子屈

町
三友舗道㈱ 120,000 北海道中標津

町
小針土建㈱ 120,000 北海道中標津

町
三ッ輪建設工業㈱ 120,000 釧路市
市橋建設㈱ 120,000 釧路市
タカオ工業㈱ 120,000 釧路市

大黒自工㈱ 120,000 札幌市
白崎建設㈱ 120,000 釧路市
日本スポーツ用品
協同組合連合会

100,000 台東区

㈱ニトリ 1,000,000 都・北区
和光建物綜合管理
㈱

120,000 京都市

㈱十勝家畜人工授
精所

120,000 帯広市

㈱十勝畜産貿易 120,000 帯広市
㈱サラブレッド血
統センター

360,000 江東区

全国公営競馬専門
紙協会

120,000 品川区

㈱手塚組 240,000 北海道浦河町
㈱エクサム 1,200,000 札幌市
㈲オアシス 120,000 札幌市
㈲ノーザンレーシ
ング

120,000 北海道安平町

㈲社台コーポレー
ション

120,000 北海道安平町

㈱サラブレッド・
ブリーダーズ・ク
ラブ

120,000 北海道日高町

日本美装㈱ 120,000 さいたま市
年間五万円以下の
もの

1,440,000

〔政治団体分〕
北海道ビルメンテ
ナンス政治連盟

360,000 札幌市

北海道医師連盟 300,000 札幌市
６ 資産等の内訳
〔借入金〕
石﨑 聖子 46,000,000
自由民主党群馬県参議院比例区第八十二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 羽生田 俊
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 4.22
１ 収入総額 45,951,446

前年繰越額 12,920,196
本年収入額 33,031,250

２ 支出総額 39,689,195
３ 本年収入の内訳

寄附 20,630,000
個人分 60,000
団体分 2,530,000
政治団体分 18,040,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,400,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000
自由民主党本部 12,200,000
その他の収入 1,250
一件十万円未満のもの 1,250

４ 支出の内訳
経常経費 25,144,272
人件費 19,143,373
光熱水費 241,802
備品・消耗品費 1,452,840
事務所費 4,306,257
政治活動費 14,544,923
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

3,176,000

組織活動費 9,929,833
選挙関係費 170,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,405,200

宣伝事業費 1,405,200
調査研究費 39,890
寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

60,000

〔団体分〕
桂水会 1,000,000 本庄市
愛弘会 100,000 前橋市
尊和会 100,000 浦添市
さるきクリニッ
ク

100,000 前橋市

医療法人社団井上
恩和会

100,000 角田市

年間五万円以下の
もの

1,130,000

〔政治団体分〕
山梨県医師連盟 100,000 甲府市
京都府医師連盟 100,000 京都市
仙台市医師連盟 300,000 仙台市
筑紫医師連盟 200,000 太宰府市
茨城県医師連盟 200,000 水戸市
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和歌山県医師連盟 300,000 和歌山市
長崎県医師連盟長
崎市支部

100,000 長崎市

香川県医師連盟 100,000 高松市
東京都医師政治連
盟蒲田支部

100,000 大田区

神奈川県医師連盟 400,000 横浜市
福岡県医師連盟 1,000,000 福岡市
群馬県医師連盟 1,000,000 前橋市
相模原市医師連盟 200,000 相模原市
奈良県医師連盟 100,000 橿原市
北海道医師連盟 100,000 札幌市
宮城県医師連盟 300,000 仙台市
福島県医師連盟 300,000 福島市
静岡県医師連盟 1,000,000 静岡市
岐阜県医師連盟 100,000 岐阜市
日本医師連盟 11,000,000 文京区
日本薬剤師連盟 300,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

740,000

自由民主党東京都参議院比例区第十二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 藤井 基之
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3.24
１ 収入総額 91,281,437

前年繰越額 31,528,678
本年収入額 59,752,759

２ 支出総額 35,036,892
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(50人) 30,000
寄附 39,000,000
個人分 200,000
政治団体分 38,800,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,720,000

藤井もとゆき君と語る会 8,720,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 2,759
一件十万円未満のもの 2,759

４ 支出の内訳
経常経費 14,600,645

人件費 11,394,778
光熱水費 19,854
備品・消耗品費 2,157,759
事務所費 1,028,254
政治活動費 20,436,247
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

200,000

組織活動費 8,991,569
機関紙誌の発行その他の事業
費

8,305,028

宣伝事業費 2,694,288
政治資金パーティー開催事
業費

5,610,740

調査研究費 39,650
寄附・交付金 3,100,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
大野 英江 100,000 都・中央区
大野 雅久 100,000 都・中央区
〔政治団体分〕
日本薬業政治連盟
大阪府支部

100,000 大阪市

協励政治連盟 100,000 渋谷区
日本薬剤師連盟 37,000,000 新宿区
日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区
神奈川県薬剤師連
盟

500,000 横浜市

協励関甲政治連盟 100,000 渋谷区
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
藤井もとゆき君と語る会
〔政治団体からの対価の支払〕
製薬産業政治連盟 1,500,000 新宿区

日本薬業政治連盟 1,000,000 都・中央区

日本薬剤師連盟 1,500,000 新宿区

日本女性薬剤師連
盟

600,000 墨田区

全国藤井もとゆき
薬剤師後援会

1,500,000 新宿区

くまもと藤井もと
ゆき後援会

500,000 熊本市

自由民主党東京都参議院比例区第十八支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 堀内 恒夫
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 14,937,370

前年繰越額 2,736,925
本年収入額 12,200,445

２ 支出総額 7,780,075
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,200,000

自由民主党本部 12,200,000
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 6,198,154
人件費 2,865,813
備品・消耗品費 270,879
事務所費 3,061,462
政治活動費 1,581,921
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

50,000

組織活動費 646,905
機関紙誌の発行その他の事業
費

879,516

宣伝事業費 879,516
調査研究費 5,500
寄附・交付金 50,000

自由民主党東京都参議院比例区第二十一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 水落 敏栄
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.28
１ 収入総額 17,293,857

前年繰越額 4,693,149
本年収入額 12,600,708

２ 支出総額 11,413,686
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(50人) 60,450
寄附 540,000
個人分 360,000
政治団体分 180,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 258
一件十万円未満のもの 258

４ 支出の内訳
経常経費 4,261,255
光熱水費 24,990
備品・消耗品費 579,876
事務所費 3,656,389
政治活動費 7,152,431
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

29,700

組織活動費 5,420,436
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,331,626

機関紙誌の発行事業費 1,313,251
宣伝事業費 18,375
調査研究費 10,369
寄附・交付金 30,000
その他の経費 360,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
渡邉 勝治 360,000 松戸市
〔政治団体分〕
宏池政策研究会 180,000 千代田区
６ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 5,316,480 16. 9.17
自由民主党東京都参議院比例区第二十五支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 片山さつき
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6.12
１ 収入総額 16,939,397

前年繰越額 4,939,397
本年収入額 12,000,000

２ 支出総額 13,795,234
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 5,815,284
人件費 4,500,000
備品・消耗品費 961,284
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事務所費 354,000
政治活動費 7,979,950
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

744,000

機関紙誌の発行その他の事業
費

7,235,950

宣伝事業費 7,235,950
寄附・交付金 744,000

自由民主党東京都参議院比例区第二十九支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石井みどり
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 82,216,261

前年繰越額 70,205,871
本年収入額 12,010,390

２ 支出総額 22,778,020
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 10,390
一件十万円未満のもの 10,390

４ 支出の内訳
経常経費 7,289,862
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

20,000

人件費 3,095,330
光熱水費 16,901
備品・消耗品費 1,284,931
事務所費 2,892,700
政治活動費 15,488,158
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

68,600

組織活動費 13,356,595
機関紙誌の発行その他の事業
費

825,597

宣伝事業費 825,597
調査研究費 1,305,966

自由民主党東京都参議院比例区第三十支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 有村 治子

公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.26
１ 収入総額 19,827,338

前年繰越額 5,928,000
本年収入額 13,899,338

２ 支出総額 15,904,593
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(150人) 174,200
寄附 1,725,000
団体分 240,000
政治団体分 1,485,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 138
一件十万円未満のもの 138

４ 支出の内訳
経常経費 8,432,449
人件費 5,091,356
光熱水費 37,822
備品・消耗品費 1,198,526
事務所費 2,104,745
政治活動費 7,472,144
組織活動費 2,251,802
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,006,008

機関紙誌の発行事業費 3,856,755
宣伝事業費 149,253
調査研究費 14,334
その他の経費 1,200,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱公益社 100,000 彦根市
年間五万円以下の
もの

140,000

〔政治団体分〕
番町政策研究所 1,485,000 都・港区
自由民主党東京都参議院比例区第三十三支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山東 昭子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.24
１ 収入総額 29,740,607

前年繰越額 4,765,137
本年収入額 24,975,470

２ 支出総額 16,833,314
３ 本年収入の内訳
寄附 12,975,000
個人分 5,270,000
団体分 6,480,000
政治団体分 1,225,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 470
一件十万円未満のもの 470

４ 支出の内訳
経常経費 11,620,529
人件費 7,800,020
備品・消耗品費 1,215,720
事務所費 2,604,789
政治活動費 5,212,785
組織活動費 4,424,265
機関紙誌の発行その他の事業
費

787,337

宣伝事業費 787,337
調査研究費 1,183

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
野崎 正史 240,000 千代田区
坂本 和子 1,000,000 大阪市
杉山 孝 500,000 鎌倉市
猪狩恭一郎 240,000 田村市
吉田サト子 240,000 郡山市
芦田 淳 1,500,000 目黒区
芦田 友子 1,500,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

50,000

〔団体分〕
㈱ノムコアンドカ
ンパニー

1,020,000 石巻市

三八五流通㈱ 4,200,000 八戸市
津田海運㈱ 1,000,000 石巻市
㈱玉樹 100,000 千代田区
小杉造園㈱ 60,000 世田谷区
㈱県北衛生社 90,000 佐世保市
年間五万円以下の
もの

10,000

〔政治団体分〕

番町政策研究所 1,125,000 千代田区
環境整備推進研究
会

100,000 鹿児島市

自由民主党東京都参議院比例区第三十四支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山田 俊男
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 9
１ 収入総額 57,360,357

前年繰越額 8,135,101
本年収入額 49,225,256

２ 支出総額 55,989,100
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(46人) 59,800
寄附 30,220,000
個人分 220,000
政治団体分 30,000,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,740,000

食農政策シンポジウム（計８
回）

6,740,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,200,000

自由民主党本部 12,200,000
その他の収入 5,456
一件十万円未満のもの 5,456

４ 支出の内訳
経常経費 6,051,463
人件費 1,800,000
光熱水費 100,000
備品・消耗品費 1,921,611
事務所費 2,229,852
政治活動費 49,937,637
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

155,000

組織活動費 12,918,363
機関紙誌の発行その他の事業
費

7,915,898

機関紙誌の発行事業費 5,378,098
宣伝事業費 2,179,878
政治資金パーティー開催事
業費

357,922

調査研究費 43,823
寄附・交付金 29,000,000
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その他の経費 59,553
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
宇川 傳治 200,000 小矢部市
年間五万円以下の
もの

20,000

〔政治団体分〕
フォーラム21 10,000,000 世田谷区
全国農業者農政運
動組織連盟

20,000,000 千代田区

自由民主党東京都参議院比例区第四十二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 宇都 隆史
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 1.22
１ 収入総額 27,771,149

前年繰越額 13,648,379
本年収入額 14,122,770

２ 支出総額 12,045,228
３ 本年収入の内訳
寄附 1,550,000
団体分 1,050,000
政治団体分 500,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,570,850

自由民主党東京都支部連合会 70,850
自由民主党鹿児島県支部連合
会

500,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 1,920
一件十万円未満のもの 1,920

４ 支出の内訳
経常経費 7,813,788
人件費 7,135,494
光熱水費 58,228
事務所費 620,066
政治活動費 4,231,440
組織活動費 573,054
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,642,402

宣伝事業費 3,642,402
調査研究費 15,984

５ 寄附の内訳
〔団体分〕

㈱カートプロダク
ション

100,000 世田谷区

㈱ガードシステム
鹿児島

110,000 鹿児島市

㈱グローバルユー
スビューロー

150,000 都・港区

年間五万円以下の
もの

690,000

〔政治団体分〕
平成研究会 500,000 千代田区
自由民主党東京都参議院比例区第四十三支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 脇 雅史
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.20
１ 収入総額 126,766,031

前年繰越額 89,935,344
本年収入額 36,830,687

２ 支出総額 60,768,104
３ 本年収入の内訳
寄附 20,330,000
団体分 17,980,000
政治団体分 2,350,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

16,500,000

自由民主党宮城県地域振興支
部

4,000,000

自由民主党千葉県建設支部 300,000
自由民主党東京都支部連合会 200,000
自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 687
一件十万円未満のもの 687

４ 支出の内訳
経常経費 16,963,624
人件費 14,085,919
光熱水費 108,423
事務所費 2,769,282
政治活動費 43,804,480
組織活動費 3,749,670
機関紙誌の発行その他の事業
費

54,810

宣伝事業費 54,810
寄附・交付金 40,000,000

５ 寄附の内訳

〔団体分〕
中央開発㈱ 300,000 新宿区
㈱環境建設 300,000 喜多方市
昭栄産業㈱ 100,000 箕面市
小雀建設㈱ 100,000 横浜市
㈱共立土建 100,000 会津若松市
菅甚建設㈱ 100,000 大崎市
㈱松田組協力会 100,000 西宮市
大森建設㈱ 100,000 能代市
共和コンクリート
工業㈱

100,000 文京区

梅林建設㈱ 100,000 大分市
松谷建設㈱ 500,000 北見市
会津土建㈱ 100,000 会津若松市
㈱ＮＩＰＰＯ 150,000 都・中央区
㈱横河ブリッジ 150,000 船橋市
信藤建設㈱ 200,000 四日市市
羽陽建設㈱ 250,000 上山市
ライト工業㈱ 100,000 千代田区
北川ヒューテック
㈱

100,000 金沢市

置賜建設㈱ 100,000 米沢市
㈱ピーエス三菱 200,000 都・中央区
日本基礎技術㈱ 100,000 渋谷区
日本道路㈱ 150,000 都・港区
㈱建設環境研究所 200,000 豊島区
（一社）茨城県建
設業協会

200,000 水戸市

中央復建コンサル
タンツ㈱

100,000 大阪市

日特建設㈱ 100,000 都・中央区
世紀東急工業㈱ 150,000 都・港区
大林道路㈱ 150,000 墨田区
大成ロテック㈱ 150,000 新宿区
㈱伏光組 100,000 広島市
佐藤工業㈱ 100,000 福島市
㈱晃立 100,000 高知市
㈱佐藤工務 100,000 鶴岡市
名工建設㈱ 150,000 名古屋市
沼田建設㈱ 500,000 新庄市
アイサワ工業㈱ 100,000 都・港区
年間五万円以下の
もの

12,280,000

〔政治団体分〕
空知建設政治連盟 150,000 岩見沢市

静岡県建設業政策
推進協議会

200,000 静岡市

日本医師連盟 1,500,000 文京区
全国測量設計政治
連盟

300,000 新宿区

日胆同友会 150,000 室蘭市
年間五万円以下の
もの

50,000

自由民主党東京都参議院比例区第四十六支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石田 昌宏
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 22,409,738

前年繰越額 2,165,358
本年収入額 20,244,380

２ 支出総額 16,799,104
３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000
個人分 2,000,000
政治団体分 2,000,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,218,152

広告料 4,218,152
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 26,228
一件十万円未満のもの 26,228

４ 支出の内訳
経常経費 10,440,309
人件費 5,977,138
光熱水費 136,636
備品・消耗品費 591,631
事務所費 3,734,904
政治活動費 6,358,795
組織活動費 3,332,635
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,756,160

機関紙誌の発行事業費 1,581,328
宣伝事業費 1,174,832
寄附・交付金 110,000
その他の経費 160,000

５ 寄附の内訳
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〔個人分〕
石田 昌宏 2,000,000 大田区
〔政治団体分〕
石田まさひろ政策
研究会

2,000,000 千代田区

自由民主党東京都参議院比例区第四十八支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 髙階恵美子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 6
１ 収入総額 20,460,541

前年繰越額 8,410,134
本年収入額 12,050,407

２ 支出総額 10,151,063
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(50人) 49,400
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 1,007
一件十万円未満のもの 1,007

４ 支出の内訳
経常経費 5,531,439
人件費 1,454,500
光熱水費 67,719
備品・消耗品費 253,060
事務所費 3,756,160
政治活動費 4,619,624
組織活動費 1,323,518
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,284,162

宣伝事業費 3,284,162
調査研究費 11,944

自由民主党東京都参議院比例区第五十三支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 丸山 和也
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 15,160,128

前年繰越額 2,056,800
本年収入額 13,103,328

２ 支出総額 12,192,055

３ 本年収入の内訳
借入金 903,209
丸山 和也 903,209
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,200,000

自由民主党本部 12,200,000
その他の収入 119
一件十万円未満のもの 119

４ 支出の内訳
経常経費 10,527,141
人件費 7,171,912
光熱水費 600,000
備品・消耗品費 1,017,362
事務所費 1,737,867
政治活動費 1,664,914
組織活動費 918,580
機関紙誌の発行その他の事業
費

567,062

宣伝事業費 567,062
調査研究費 29,272
その他の経費 150,000

５ 資産等の内訳
〔貸付金〕
丸山和也後援会 1,829,184
自由民主党東京都参議院比例区第五十五支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 佐藤 信秋
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 4.24
１ 収入総額 118,192,559

前年繰越額 48,036,497
本年収入額 70,156,062

２ 支出総額 28,888,495
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(43人) 39,000
寄附 28,815,000
個人分 1,795,000
団体分 23,020,000
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

22,494,700

佐藤のぶあき国政報告会 22,494,700
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

18,800,000

自由民主党宮城県地域振興支
部

4,000,000

自由民主党新潟県建設産業支
部

2,500,000

自由民主党千葉県建設支部 300,000
自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 7,362
一件十万円未満のもの 7,362

４ 支出の内訳
経常経費 12,979,262
人件費 8,302,186
備品・消耗品費 3,104,100
事務所費 1,572,976
政治活動費 15,909,233
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

820,000

組織活動費 7,967,239
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,900,296

機関紙誌の発行事業費 1,042,585
宣伝事業費 3,063,236
政治資金パーティー開催事
業費

2,794,475

調査研究費 81,298
寄附・交付金 960,400

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
神谷 周浩 100,000 知多市
縣 保佑 100,000 横浜市
窪田 義弘 150,000 神戸市
久保田荘一 100,000 調布市
加納研之助 100,000 都・港区
桂樹 正隆 100,000 練馬区
年間五万円以下の
もの

1,145,000

〔団体分〕
中越大栄工業㈱ 1,050,000 新潟県田上町
岐阜興業㈱ 100,000 岐阜県神戸町
アイサワ工業㈱ 100,000 都・港区
㈱佐藤工務 100,000 鶴岡市
㈱伊藤鉱業 100,000 つがる市
奥田建設㈱ 100,000 仙台市
㈱深松組 100,000 仙台市
丸か建設㈱ 100,000 宮城県加美町
㈱武山興業 100,000 石巻市
置賜建設㈱ 100,000 米沢市

菅甚建設㈱ 100,000 大崎市
若生工業㈱ 100,000 石巻市
石堂建設㈱ 100,000 宮城県美里町
後藤工業㈱ 100,000 仙台市
日建工業㈱ 100,000 仙台市
㈱丸本組 500,000 石巻市
㈱橋本店 100,000 仙台市
伊米ヶ崎建設㈱ 100,000 魚沼市
水新建設㈱ 150,000 富山市
永光建設㈱ 100,000 新潟市
北陸重機工業㈱ 100,000 新潟市
河本工業㈱ 100,000 館林市
㈱吉光組 100,000 小松市
㈱亀井組 100,000 徳島市
㈱明豊建設 100,000 長浜市
向井建設㈱ 200,000 千代田区
杉橋建設㈱ 100,000 高島市
㈱塩浜工業 100,000 敦賀市
旭建設㈱ 300,000 日向市
梅林建設㈱ 100,000 大分市
田中シビルテック
㈱

100,000 長浜市

年間五万円以下の
もの

18,220,000

〔政治団体分〕
平成研究会 2,750,000 千代田区
栃木県建設業協会
政治連盟

500,000 宇都宮市

静岡県建設業政策
推進協議会

200,000 静岡市

全国測量設計政治
連盟

300,000 文京区

群馬県建設政治連
盟

200,000 前橋市

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 特定パーティーの概要
佐藤のぶあき国政
報告会(592人)

22,494,700 新潟市

自由民主党東京都参議院比例区第五十八支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 赤石 清美
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
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１ 収入総額 22,062,373
前年繰越額 6,062,373
本年収入額 16,000,000

２ 支出総額 13,935,892
３ 本年収入の内訳
寄附 4,000,000
政治団体分 4,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 5,414,962
人件費 1,010,400
備品・消耗品費 1,905,412
事務所費 2,499,150
政治活動費 8,520,930
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

500,000

組織活動費 6,133,455
調査研究費 69,050
寄附・交付金 2,300,000
その他の経費 18,425

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
日本医師連盟 1,000,000 文京区
清和政策研究会 1,500,000 千代田区
清衛会 1,500,000 千代田区
６ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 1,260,000 23. 3.17
〔借入金〕
赤石 清美 11,500,000
自由民主党東京都参議院比例区第六十二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 佐藤 正久
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 1.22
１ 収入総額 26,911,749

前年繰越額 6,029,127
本年収入額 20,882,622

２ 支出総額 16,379,383
３ 本年収入の内訳
寄附 4,918,000
個人分 50,000

団体分 4,160,000
政治団体分 708,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,700,000

参議院議員佐藤正久「昼食懇
談会」（計２回）

3,700,000

本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,263,750

自由民主党埼玉県支部連合会 100,000
自由民主党埼玉県宅建支部 50,000
自由民主党東京都支部連合会 113,750
自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 872
一件十万円未満のもの 872

４ 支出の内訳
経常経費 4,910,397
人件費 3,585,368
光熱水費 58,223
備品・消耗品費 364,961
事務所費 901,845
政治活動費 11,468,986
組織活動費 6,996,431
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,426,379

宣伝事業費 2,659,275
政治資金パーティー開催事
業費

767,104

調査研究費 1,046,176
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔団体分〕
㈱サンコー 700,000 大阪市
医療法人社団石鎚
会

200,000 京田辺市

㈱オートプレス日
野

70,000 日野市

㈱武蔵富装 100,000 千代田区
光陽オリエント
ジャパン㈱

250,000 上尾市

㈱ツツイ 100,000 四日市市
仲程土建㈱ 150,000 沖縄県宜野座

村
佐藤正久大阪応援
会

100,000 大阪市

年間五万円以下の
もの

2,490,000

〔政治団体分〕
富山県石破茂を護
る会

200,000 南砺市

平成研究会 500,000 千代田区
年間五万円以下の
もの

8,000

自由民主党東京都参議院比例区第六十六支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 柘植 芳文
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3.26
１ 収入総額 24,714,918

前年繰越額 12,512,951
本年収入額 12,201,967

２ 支出総額 16,943,045
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,200,000

自由民主党本部 12,200,000
その他の収入 1,967
一件十万円未満のもの 1,967

４ 支出の内訳
経常経費 7,217,336
人件費 4,105,996
備品・消耗品費 608,855
事務所費 2,502,485
政治活動費 9,725,709
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

1,600,000

組織活動費 6,611,828
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,113,881

機関紙誌の発行事業費 2,531,617
宣伝事業費 582,264

自由民主党東京都参議院比例区第七十七支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 三原 順子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.25
１ 収入総額 24,709,287

前年繰越額 399,287
本年収入額 24,310,000

２ 支出総額 24,702,498
３ 本年収入の内訳
寄附 11,710,000
個人分 60,000
団体分 50,000
政治団体分 11,600,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,400,000

自由民主党本部 12,200,000
自由民主党大阪府第七選挙区
支部

200,000

その他の収入 200,000
講演料 200,000

４ 支出の内訳
経常経費 13,400,393
人件費 11,308,157
備品・消耗品費 1,011,919
事務所費 1,080,317
政治活動費 11,302,105
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

2,560,000

組織活動費 5,066,982
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,373,373

宣伝事業費 4,373,373
調査研究費 91,750
寄附・交付金 1,710,000
その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
武原 美佐 60,000 世田谷区
〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

50,000

〔政治団体分〕
三原じゅん子後援
会

11,550,000 千代田区

年間五万円以下の
もの

50,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 衛藤 晟一
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公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.28
１ 収入総額 67,718,587

前年繰越額 23,142,238
本年収入額 44,576,349

２ 支出総額 46,574,138
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(552人) 4,599,850
寄附 27,474,000
個人分 3,412,000
団体分 19,252,000
政治団体分 4,810,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 502,499
講演料 500,000
一件十万円未満のもの 2,499

４ 支出の内訳
経常経費 40,923,301
人件費 40,589,077
事務所費 334,224
政治活動費 5,650,837
組織活動費 370,391
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,824,900

機関紙誌の発行事業費 1,022,390
宣伝事業費 1,802,510
調査研究費 100,600
その他の経費 2,354,946

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
伊藤 恭 120,000 竹田市
大久保健作 120,000 竹田市
大塚 哲心 120,000 由布市
織部 哲也 120,000 大分市
柿本 三男 120,000 大分県日出町
近藤 稔 100,000 大分市
鳥越 繁一 120,000 津久見市
広瀬 幸一 120,000 大分市
星野 鉄士 100,000 大分市
堀 孝良 120,000 大分市
丸尾孝一郎 120,000 大分市
毛利 郁生 110,000 大分市
矢野 良雄 1,000,000 大分市

小笠原嘉祐 100,000 熊本市
諸隈 正剛 100,000 多久市
小椋 年男 100,000 長野県松川町
椛島 光政 60,000 東村山市
水越 好治 60,000 新宿区
末安 健作 120,000 福岡市
年間五万円以下の
もの

482,000

〔団体分〕
畏敬会 300,000 大分市
一信会大分整形
外科病院

480,000 大分市

光心会 120,000 大分市
三光会 240,000 中津市
大生会 120,000 杵築市
博光会 120,000 大分市
ほのぼの会 240,000 大分市
青樹会リバーサ
イド病院

240,000 大分市

アイワ産業㈱ 120,000 大分市
梅高建設㈱ 120,000 大分市
㈲エヌフードサー
ビス

120,000 大分市

大木化粧品㈱ 120,000 大分市
鬼塚電気工事㈱ 240,000 大分市
キングラン・アメ
ニックス㈱

70,000 大分市

中津ゆうび㈲ 240,000 中津市
東九州設計工務㈱ 120,000 大分市
日隈畜産㈲ 120,000 日田市
森永食研㈱ 240,000 大分市
ヤマキ開発㈱ 120,000 大分市
ゆうび㈱ 240,000 大分市
㈱アクティー 120,000 大分市
㈱池永セメント工
業所

120,000 大分市

㈱ＡＦＢ 120,000 大分市
㈱大分東明工業 120,000 大分市
㈱大分ビル美装 60,000 大分市
㈱光成経済 120,000 中津市
㈱佐伯建設 120,000 大分市
㈱三幸興産 110,000 大分市
㈱芝崎組 120,000 大分市
㈱ダイプロ 360,000 大分市
㈱千代田 120,000 大分市

㈱西日本綜合メン
テナンス

240,000 大分市

㈱日本ソフト工業 120,000 大分県日出町
㈱安見酒店 60,000 大分市
㈱大和電業社 260,000 大分市
㈲大分エンゼル商
事

240,000 大分市

㈲杵築自動車工業 120,000 杵築市
㈲十王プランニン
グサービス

120,000 別府市

㈲ダイソー環境開
発

120,000 大分市

㈲ティエヌサービ
ス

120,000 杵築市

㈲東九ビルサービ
ス

120,000 大分市

㈲ホウザキ 120,000 大分市
㈲輔仁薬局 120,000 大分市
㈲宮成工務店 120,000 豊後大野市
㈱廣末工業 120,000 佐伯市
㈱共栄リース 120,000 大分市
㈻明日香学園 120,000 大分市
鶴崎海陸運輸㈱ 480,000 大分市
山忠商店㈱ 120,000 大分市
藤本育成会 360,000 大分市
㈲冷熱技研 120,000 大分市
㈱永冨調剤薬局 120,000 大分市
雄仁会 240,000 竹田市
大分みらい信用金
庫

120,000 別府市

㈱シーエイシー 120,000 大分市
㈲サンエンスメン
テナンス

60,000 別府市

柳井電機工業㈱ 120,000 大分市
㈱清電社 120,000 大分市
㈱野田建工 600,000 大分市
梅林建設㈱ 480,000 大分市
㈱阿部組 120,000 大分市
㈲杉原薬局 120,000 大分市
㈱全日警 60,000 大分市
㈱浦松興産 1,000,000 別府市
㈲安東調剤薬局 120,000 大分市
㈱まるひで 240,000 大分市
江藤産業㈱ 60,000 大分市
平成工業㈲ 120,000 中津市
㈱ディック学園 120,000 大分市

㈱タイセイ 120,000 津久見市
㈱ヤクシン 120,000 大分市
㈱葵綜合警備保障 120,000 大分市
新成建設㈱ 120,000 大分市
㈱菅組 360,000 豊後高田市
山下循環器科内
科

100,000 大分市

くまがい産婦人
科

120,000 大分市

㈱アステム 600,000 大分市
フンドーキン醤油
㈱

120,000 臼杵市

㈱赤城自動車教習
所

300,000 伊勢崎市

㈱伊勢崎自動車教
習所

300,000 伊勢崎市

㈱テクト・イン
ターナショナル

2,400,000 都・港区

エー・ビー・エス
サービス㈱

1,200,000 千代田区

㈱エコ・24 120,000 都・港区
㈱杉電工 120,000 静岡市
㈱三枝組 120,000 甲府市
年間五万円以下の
もの

432,000

〔政治団体分〕
全国病院理学療法
連盟

120,000 品川区

全日本医薬品登録
販売者政治連盟

400,000 文京区

日本薬剤師連盟 2,000,000 新宿区
日本医師連盟 1,500,000 文京区
日本保険薬局政治
連盟

500,000 都・中央区

大分県薬剤師連盟 120,000 大分市
大分県歯科医師連
盟

120,000 大分市

年間五万円以下の
もの

50,000

６ 資産等の内訳
〔借入金〕
井堀 信一 10,000,000
衛藤 晟一 7,996,000
自由民主党東京都参議院比例区第八十四支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号
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公職の候補者の氏名 小川惠里子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 50,166,571

前年繰越額 35,589,909
本年収入額 14,576,662

２ 支出総額 8,590,777
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(59人) 59,800
寄附 2,515,000
個人分 2,515,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 1,862
一件十万円未満のもの 1,862

４ 支出の内訳
経常経費 5,667,597
人件費 600,000
光熱水費 32,484
備品・消耗品費 1,931,739
事務所費 3,103,374
政治活動費 2,923,180
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

40,000

組織活動費 2,573,790
機関紙誌の発行その他の事業
費

255,600

宣伝事業費 255,600
調査研究費 93,790

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
齊木 知利 100,000 都・港区
田島 愼二 200,000 世田谷区
日比野 武 1,000,000 目黒区
中村さち江 1,000,000 横浜市
中村 徹 100,000 杉並区
中村 道子 100,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

15,000

自由民主党東京都参議院比例区第八十九支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 渡邉 美樹

公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 40,028,055

前年繰越額 27,627,294
本年収入額 12,400,761

２ 支出総額 30,220,236
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(98人) 100,100
寄附 100,000
団体分 100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,200,000

自由民主党本部 12,200,000
その他の収入 661
一件十万円未満のもの 661

４ 支出の内訳
経常経費 3,303,934
人件費 2,189,698
光熱水費 48,853
備品・消耗品費 450,850
事務所費 614,533
政治活動費 26,916,302
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

300,000

組織活動費 794,647
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,487,256

宣伝事業費 1,487,256
調査研究費 1,333,874
寄附・交付金 23,300,525

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
郁文館夢学園校友
会

100,000 文京区

自由民主党石川県参議院比例区第二十七支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 宮本 周司
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.26
１ 収入総額 32,166,718

前年繰越額 10,842,257
本年収入額 21,324,461

２ 支出総額 20,594,739

３ 本年収入の内訳
寄附 9,323,000
個人分 4,543,000
団体分 3,100,000
政治団体分 1,680,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 1,461
一件十万円未満のもの 1,461

４ 支出の内訳
経常経費 7,638,041
人件費 2,635,320
光熱水費 150,471
備品・消耗品費 1,920,888
事務所費 2,931,362
政治活動費 12,956,698
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

1,270,000

組織活動費 5,174,881
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,758,717

機関紙誌の発行事業費 1,128,600
宣伝事業費 630,117
調査研究費 23,100
寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
高里 健作 60,000 宜野湾市
石垣 憲良 60,000 石垣市
吉岡 学 60,000 鳥取県湯梨浜

町
大槻 淳 60,000 青森県東通村
宮窪 大作 210,000 砺波市
上原 直彦 60,000 豊見城市
中原 哲哉 300,000 赤磐市
常徳 一倫 210,000 香美市
年間五万円以下の
もの

3,523,000

〔団体分〕
㈱根上印刷所 120,000 能美市
㈱花の元山 60,000 能美市
寺岡畜産㈱ 60,000 石川県志賀町
㈱まつや 60,000 かほく市
㈱中東 55,000 能美市

㈱タガミ・イーエ
クス

55,000 能美市

金﨑商事㈱ 55,000 金沢市
池田精工㈱ 55,000 岡山県鏡野町
ホクショー商事㈱ 55,000 金沢市
㈱マルジンサン
アップル

60,000 平川市

㈱藤田電気商会 60,000 八戸市
㈲太陽電気設備 60,000 青森県三戸町
㈱一ノ瀬 55,000 大阪市
㈱岡田商会 55,000 金沢市
金沢機工㈱ 55,000 金沢市
㈱金太 55,000 金沢市
㈱サンヨー 55,000 能美市
㈱杉林製作所 55,000 金沢市
ステンレス㈱ 55,000 金沢市
泰和ゴム興業㈱ 55,000 金沢市
㈱電陽社 55,000 金沢市
轟産業㈱ 55,000 金沢市
山本建業㈱ 60,000 岩見沢市
疋田産業㈱ 55,000 金沢市
㈱プラスト 55,000 白山市
北調工業㈱ 55,000 白山市
北菱電興㈱ 55,000 金沢市
㈱南商店 55,000 金沢市
宮岸㈱ 55,000 金沢市
都開発㈱ 55,000 白山市
㈱みやもり 55,000 野々市市
㈱メック・ミカミ 55,000 金沢市
山崎電機㈱ 55,000 金沢市
㈲山本商店 55,000 金沢市
ライオンパワー㈱ 55,000 小松市
㈱サン技研 55,000 金沢市
㈲ジータ 55,000 小松市
中谷商事㈱ 55,000 金沢市
㈱山本組 100,000 能美市
栗山工業㈱ 60,000 茨城県美浦村
大髙醤油㈱ 100,000 山武市
年間五万円以下の
もの

650,000

〔政治団体分〕
清和政策研究会 1,500,000 千代田区
奈良県商工政治連
盟

150,000 奈良市

年間五万円以下の
もの

30,000
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自由民主党山梨県参議院比例区第二十四支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 赤池 誠章
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 24,740,708

前年繰越額 12,685,044
本年収入額 12,055,664

２ 支出総額 9,449,751
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(81人) 24,300
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,030,000

自由民主党本部 12,030,000
その他の収入 1,364
一件十万円未満のもの 1,364

４ 支出の内訳
経常経費 7,573,626
人件費 5,222,039
光熱水費 234,228
備品・消耗品費 672,349
事務所費 1,445,010
政治活動費 1,876,125
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

20,000

組織活動費 1,771,749
機関紙誌の発行その他の事業
費

101,670

宣伝事業費 101,670
調査研究費 2,706

自由民主党長野県参議院比例区第八支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 小坂 憲次
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 123,844,107

前年繰越額 84,730,133
本年収入額 39,113,974

２ 支出総額 37,912,736
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(654人) 181,050

寄附 18,158,090
団体分 18,158,090
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,740,000

2014政経フォーラム 8,740,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,020,000

自由民主党長野県支部連合会 20,000
自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 14,834
一件十万円未満のもの 14,834

４ 支出の内訳
経常経費 19,977,073
人件費 10,834,958
光熱水費 444,780
備品・消耗品費 3,577,581
事務所費 5,119,754
政治活動費 17,935,663
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

805

組織活動費 6,878,663
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,057,000

政治資金パーティー開催事
業費

1,057,000

その他の経費 10,000,000
５ 寄附の内訳
〔団体分〕
長野電子工業㈱ 1,000,000 千曲市
信越エンジニアリ
ング㈱

1,000,000 千代田区

㈱信越シリカ 200,000 上越市
三信商事㈱ 1,000,000 都・中央区
直江津電子工業㈱ 500,000 上越市
㈱埼玉シンコー
モールド

150,000 東松山市

スカイワードイン
フォメーションシ
ステム㈱

200,000 千代田区

㈲磯部サービス 450,000 安中市
日本酢ビポパール
㈱

1,000,000 堺市

㈱シンエツテクノ
サービス

600,000 越前市

信愛産業㈱ 500,000 上越市
直江津精密加工㈱ 500,000 上越市

直江津産業㈱ 300,000 上越市
㈱信越マグネット 300,000 越前市
信越化学工業㈱ 1,000,000 千代田区
日新化学工業㈱ 1,000,000 越前市
信越半導体㈱ 1,000,000 千代田区
信越アステック㈱ 1,000,000 千代田区
三山物産㈱ 300,000 千代田区
㈱シンユウ 300,000 安中市
三益半導体工業㈱ 500,000 高崎市
信越ポリマー㈱ 1,000,000 千代田区
㈱シンコーモール
ド

300,000 安中市

信越フイルム㈱ 300,000 越前市
藤森建設工業㈱ 240,000 長野市
岡谷酸素㈱ 60,000 岡谷市
㈱青木鉄工所 120,000 須坂市
㈱夏目 120,000 長野市
田中産業㈱ 60,000 長野市
㈱北信臨床 240,000 長野市
勝山機材㈱ 240,000 長野市
㈱まるため 60,000 長野市
サンリン㈱ 120,000 長野県山形村
ミヤマ㈱ 360,000 長野市
㈱本久 240,000 長野市
飯島建設㈱ 360,000 長野市
㈱コヤマ 120,000 長野市
㈲美倉 120,000 長野市
㈲カヤマ 90,090 長野市
年間五万円以下の
もの

1,208,000

６ 特定パーティーの概要
2014政経フォーラ
ム(160人)

8,740,000 都・港区

自由民主党大阪府参議院比例区第十一支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 齊藤 房江
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.11
１ 収入総額 43,018,211

前年繰越額 3,720,409
本年収入額 39,297,802

２ 支出総額 27,906,522
３ 本年収入の内訳
寄附 1,580,000

個人分 80,000
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

25,580,000

太田房江昼食勉強会 7,960,000
太田房江朝食勉強会 6,340,000
太田房江さんを励ます会 11,280,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,137,400

自由民主党本部 12,000,000
自由民主党大阪府支部連合会 137,400
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 13,900,226
人件費 9,756,311
光熱水費 72,175
備品・消耗品費 717,181
事務所費 3,354,559
政治活動費 14,006,296
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

80,000

組織活動費 7,508,986
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,831,750

機関紙誌の発行事業費 710,133
宣伝事業費 709,800
政治資金パーティー開催事
業費

3,411,817

調査研究費 535,560
寄附・交付金 1,130,000

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〕
清和政策研究会 1,500,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
太田房江さんを励
ます会(564人)

11,280,000 大阪市

７ 資産等の内訳
〔借入金〕
齊藤 房江 4,620,000
自由民主党山口県参議院比例区第六十八支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号
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公職の候補者の氏名 北村 経夫
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 32,816,484

前年繰越額 8,265,784
本年収入額 24,550,700

２ 支出総額 22,029,921
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(730人) 870,700
寄附 11,680,000
団体分 2,080,000
政治団体分 9,600,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 16,548,550
人件費 11,158,343
光熱水費 212,640
備品・消耗品費 2,255,218
事務所費 2,922,349
政治活動費 5,481,371
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

208,000

組織活動費 3,071,248
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,389,362

宣伝事業費 2,389,362
調査研究費 20,761

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱田辺エージェン
シー

1,000,000 目黒区

㈱オールエリアコ
ンサルタント

1,000,000 福岡市

年間五万円以下の
もの

80,000

〔政治団体分〕
清和政策研究会 1,500,000 千代田区
経和会 8,100,000 山口県田布施

町
自由民主党香川県参議院比例区第七支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 木村 義雄

公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6.15
１ 収入総額 24,237,705

前年繰越額 5,329,219
本年収入額 18,908,486

２ 支出総額 12,077,006
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(92人) 84,375
寄附 6,824,000
個人分 2,400,000
団体分 1,624,000
政治団体分 2,800,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,000,000

自由民主党本部 12,000,000
その他の収入 111
一件十万円未満のもの 111

４ 支出の内訳
経常経費 9,626,636
人件費 8,373,161
備品・消耗品費 550,986
事務所費 702,489
政治活動費 2,450,370
組織活動費 2,062,566
機関紙誌の発行その他の事業
費

377,804

機関紙誌の発行事業費 377,804
寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
平井 眞子 600,000 藤枝市
平井 達夫 600,000 藤枝市
有吉 通泰 200,000 宮若市
原 寛 1,000,000 福岡市
〔団体分〕
㈱ロイヤル・サー
ビス

100,000 都・港区

㈱サンキ 84,000 高松市
㈱新日配薬品 600,000 下関市
㈳全国栄養士養成
施設協会

600,000 豊島区

朝日スチール工業
㈱

120,000 高松市

鎌長製衡㈱ 120,000 高松市
〔政治団体分〕

木村義雄後援会 2,400,000 さぬき市
大阪府歯科医師連
盟

300,000 大阪市

環境推進研究会 100,000 千代田区
自由民主党鹿児島県参議院比例区第三十一支部
報告年月日 27. 4. 1
１ 収入総額 167

前年繰越額 167
２ 支出総額 0
新党改革比例区第二支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 荒井 広幸
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 7.13
１ 収入総額 45,294,835

前年繰越額 294,835
本年収入額 45,000,000

２ 支出総額 45,004,700
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

45,000,000

新党改革 45,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 24,175,712
人件費 9,529,394
光熱水費 241,712
備品・消耗品費 7,883,225
事務所費 6,521,381
政治活動費 20,828,988
組織活動費 6,959,155
機関紙誌の発行その他の事業
費

9,006,437

宣伝事業費 3,769,488
政治資金パーティー開催事
業費

1,935,122

その他の事業費 3,301,827
調査研究費 1,863,396
寄附・交付金 3,000,000

５ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 2,995,000 26. 3.27
生活の党と山本太郎となかまたち衆議院東北ブ
ロック比例区第１総支部
国会議員関係政治団体の区

分 法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 平野 貞夫
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 8.19
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
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

2,000,000

生活の党 2,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 1,640,384
人件費 1,497,622
備品・消耗品費 68,452
事務所費 74,310
政治活動費 359,616
選挙関係費 351,166
調査研究費 8,450

生活の党と山本太郎となかまたち衆議院北関東ブ
ロック比例区第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 松﨑 哲久
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 2,300,000

本年収入額 2,300,000
２ 支出総額 2,253,951
３ 本年収入の内訳
借入金 300,000
基本政策研究会 300,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

2,000,000

生活の党 2,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 1,493,479
人件費 927,040
光熱水費 3,919
備品・消耗品費 118,975
事務所費 443,545
政治活動費 760,472






平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

組織活動費 4,520
選挙関係費 755,952

生活の党と山本太郎となかまたち衆議院北陸信越
ブロック比例区第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 河上 満栄
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.29
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
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

2,000,000

生活の党 2,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 1,211,022
人件費 1,205,812
備品・消耗品費 3,000
事務所費 2,210
政治活動費 788,978
組織活動費 53,401
選挙関係費 735,275
調査研究費 302

生活の党と山本太郎となかまたち衆議院東海ブ
ロック比例区第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 渡辺 義彦
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 3.20
１ 収入総額 4,000,000

本年収入額 4,000,000
２ 支出総額 3,065,837
３ 本年収入の内訳
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

4,000,000

生活の党 4,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 1,513,847
人件費 1,490,000
備品・消耗品費 23,333
事務所費 514

政治活動費 1,551,990
組織活動費 79,030
選挙関係費 1,471,440
調査研究費 1,520

生活の党と山本太郎となかまたち衆議院九州ブ
ロック比例区第１総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 太田 真平
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 27. 5.28
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
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

2,000,000

生活の党 2,000,000
４ 支出の内訳
経常経費 659,670
人件費 659,670
政治活動費 1,340,330
選挙関係費 1,340,330

生活の党と山本太郎となかまたち参議院比例区第
２総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 藤原 良信
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.20
１ 収入総額 16,405,198

前年繰越額 4,753,617
本年収入額 11,651,581

２ 支出総額 16,377,789
３ 本年収入の内訳
寄附 9,450,000
団体分 9,450,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

2,200,000

生活の党 2,200,000
その他の収入 1,581
一件十万円未満のもの 1,581

４ 支出の内訳
経常経費 8,951,243

人件費 5,460,000
光熱水費 92,189
備品・消耗品費 1,514,080
事務所費 1,884,974
政治活動費 7,426,546
組織活動費 1,426,546
寄附・交付金 6,000,000

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
㈱田中鋼設 600,000 滝沢市
㈱カミヤマ 1,200,000 盛岡市
㈲弥栄 1,100,000 さいたま市
㈲原建設工業 600,000 岩手県矢巾町
㈱匠建設 1,100,000 大船渡市
㈱金井 1,000,000 大阪市
大船渡レミコン㈱ 500,000 大船渡市
高田レミコン㈱ 500,000 陸前高田市
橋爪商事㈱ 500,000 大船渡市
㈱佐賀組 2,000,000 大船渡市
㈱メディカルシス
テムズ

250,000 文京区

㈱ジェー・エー・
シー

100,000 石巻市

生活の党と山本太郎となかまたち参議院比例区第
３総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 谷 亮子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 14,962,088

前年繰越額 4,661,455
本年収入額 10,300,633

２ 支出総額 11,783,099
３ 本年収入の内訳
寄附 300,000
個人分 300,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,000,000

生活の党 10,000,000
その他の収入 633
一件十万円未満のもの 633

４ 支出の内訳
経常経費 7,510,140
人件費 3,960,000

光熱水費 34,706
備品・消耗品費 1,208,120
事務所費 2,307,314
政治活動費 4,272,959
組織活動費 1,359,620
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,838,257

宣伝事業費 2,838,257
調査研究費 75,082

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
谷 亮子 300,000 福岡市
生活の党と山本太郎となかまたち参議院比例区第
５総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山岡 賢次
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 8,384,326

前年繰越額 2,670,518
本年収入額 5,713,808

２ 支出総額 5,988,701
３ 本年収入の内訳
寄附 5,691,000
個人分 3,400,000
団体分 1,691,000
政治団体分 600,000
その他の収入 22,808
一件十万円未満のもの 22,808

４ 支出の内訳
経常経費 5,071,432
人件費 4,460,007
備品・消耗品費 31,461
事務所費 579,964
政治活動費 917,269
組織活動費 317,269
その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
森藤平八郎 400,000 目黒区
山岡 賢次 3,000,000 真岡市
〔団体分〕
広沢土地倉庫㈱ 110,000 目黒区
東商自動車㈱ 110,000 大田区
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㈲ベアーズハウス 55,000 目黒区
㈱白門保険事務所 110,000 世田谷区
初谷建設㈱ 110,000 佐野市
㈱千代田 110,000 古河市
関口商事㈱ 110,000 栃木市
㈲松本組 110,000 栃木市
関彰商事㈱ 110,000 つくば市
㈱渡辺電設 120,000 足利市
マルホ建設㈱ 600,000 大田原市
年間五万円以下の
もの

36,000

〔政治団体分〕
賢友会 600,000 千代田区
生活の党と山本太郎となかまたち参議院比例区第
７総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 森安 雪子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 6,511,403

本年収入額 6,511,403
２ 支出総額 6,511,403
３ 本年収入の内訳
寄附 6,031,403
個人分 291,000
政治団体分 5,740,403
その他の収入 480,000
一件十万円未満のもの 480,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,017,692
人件費 3,310,406
光熱水費 75,636
備品・消耗品費 257,133
事務所費 1,374,517
政治活動費 1,493,711
組織活動費 447,290
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,044,892

宣伝事業費 1,044,892
調査研究費 1,529

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
芝田 茂文 100,000 鹿児島県天城

町

年間五万円以下の
もの

191,000

〔政治団体分〕
アジア政経フォー
ラム

5,700,000 目黒区

年間五万円以下の
もの

40,403

生活の党と山本太郎となかまたち参議院比例区第
８総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 姫井由美子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.12
１ 収入総額 1,214,686

前年繰越額 26,654
本年収入額 1,188,032

２ 支出総額 1,206,641
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(16人) 38,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,150,000

姫井由美子を囲む会 1,150,000
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 63,900
事務所費 63,900
政治活動費 1,142,741
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,142,741

政治資金パーティー開催事
業費

1,142,741

太陽の党参議院全国比例第１支部
国会議員関係政治団体に関
する特例の適用期間

10.22～11.25

報告年月日 27. 7.24
１ 収入総額 97,000

本年収入額 97,000
２ 支出総額 97,000
３ 本年収入の内訳
寄附 97,000
個人分 97,000

４ 支出の内訳
政治活動費 97,000

組織活動費 17,496
その他の経費 79,504

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

97,000

太陽の党参議院比例第十一支部
報告年月日 27. 3.24
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳
〔借入金〕
中山 恭子 17,700,000
民主党参議院比例区第２総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 津田弥太郎
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.20
１ 収入総額 28,744,066

前年繰越額 13,326,620
本年収入額 15,417,446

２ 支出総額 13,894,591
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,261人) 2,818,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,544,000

民主党 9,500,000
民主党長野県総支部連合会 3,044,000
その他の収入 55,446
一件十万円未満のもの 55,446

４ 支出の内訳
経常経費 7,727,508
備品・消耗品費 1,559,282
事務所費 6,168,226
政治活動費 6,167,083
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

496,000

組織活動費 1,254,792
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,865,043

機関紙誌の発行事業費 3,462,698
宣伝事業費 402,345
調査研究費 47,248
寄附・交付金 1,000,000

民主党参議院比例区第３総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 加藤 敏幸
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 3
１ 収入総額 187,483,158

前年繰越額 132,238,856
本年収入額 55,244,302

２ 支出総額 51,362,973
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,380人) 1,704,000
寄附 44,000,000
個人分 1,500,000
団体分 42,500,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 40,302
一件十万円未満のもの 40,302

４ 支出の内訳
経常経費 659,744
備品・消耗品費 72,139
事務所費 587,605
政治活動費 50,703,229
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

319,200

組織活動費 366,039
機関紙誌の発行その他の事業
費

319,200

宣伝事業費 319,200
寄附・交付金 50,000,000
その他の経費 17,990

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
加藤 敏幸 1,500,000 芦屋市
〔団体分〕
三菱電機労働組合 7,000,000 横浜市
三菱電機関連労働
組合連合会

12,500,000 横浜市

全日本電機・電
子・情報関連産業
労働組合連合会

23,000,000 都・港区

民主党参議院比例区第６総支部
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国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 相原久美子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 6
１ 収入総額 34,026,461

前年繰越額 23,241,158
本年収入額 10,785,303

２ 支出総額 7,698,681
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,282人) 1,282,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 3,303
一件十万円未満のもの 3,303

４ 支出の内訳
経常経費 1,199,215
人件費 3,617
光熱水費 6,098
備品・消耗品費 325,314
事務所費 864,186
政治活動費 6,499,466
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

12,000

組織活動費 5,303,736
機関紙誌の発行その他の事業
費

700,776

宣伝事業費 700,776
調査研究費 494,954

民主党参議院比例区第７総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 吉川 沙織
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 5
１ 収入総額 62,524,860

前年繰越額 52,283,257
本年収入額 10,241,603

２ 支出総額 9,194,382
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(686人) 686,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,548,000

民主党 9,500,000
民主党東京都総支部連合会 48,000
その他の収入 7,603
一件十万円未満のもの 7,603

４ 支出の内訳
経常経費 500,045
備品・消耗品費 61,866
事務所費 438,179
政治活動費 8,694,337
組織活動費 1,075,516
機関紙誌の発行その他の事業
費

7,613,121

機関紙誌の発行事業費 6,853,882
宣伝事業費 759,239
調査研究費 5,700

民主党参議院比例区第８総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石井 一
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 6
１ 収入総額 257,856

前年繰越額 103,811
本年収入額 154,045

２ 支出総額 200,000
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(50人) 54,000
寄附 100,000
政治団体分 100,000
その他の収入 45
一件十万円未満のもの 45

４ 支出の内訳
政治活動費 200,000
その他の経費 200,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
東京不動産政治連
盟

100,000 千代田区

６ 資産等の内訳
〔借入金〕
石井 一 4,361,501
民主党参議院比例区第10総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 直嶋 正行

公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.22
１ 収入総額 40,374,140

前年繰越額 17,147,980
本年収入額 23,226,160

２ 支出総額 31,436,305
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,449人) 2,515,000
寄附 11,205,000
個人分 205,000
団体分 1,000,000
政治団体分 10,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 6,160
一件十万円未満のもの 6,160

４ 支出の内訳
経常経費 15,581,367
人件費 9,000,837
光熱水費 194,813
備品・消耗品費 787,650
事務所費 5,598,067
政治活動費 15,854,938
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

1,518,500

組織活動費 496,450
機関紙誌の発行その他の事業
費

14,166,988

機関紙誌の発行事業費 10,072,552
宣伝事業費 4,094,436
寄附・交付金 1,191,500

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
直嶋 正行 200,000 新宿区
年間五万円以下の
もの

5,000

〔団体分〕
年間五万円以下の
もの

1,000,000

〔政治団体分〕
パラダイムチェン
ジを進める会

10,000,000 千代田区

民主党参議院比例区第13総支部

国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石上 俊雄
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 56,234,155

前年繰越額 17,260,721
本年収入額 38,973,434

２ 支出総額 6,969,616
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,166人) 1,844,000
寄附 27,526,000
個人分 4,500,000
団体分 23,000,000
政治団体分 26,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

100,000

第２回政経懇話会 100,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 3,434
一件十万円未満のもの 3,434

４ 支出の内訳
経常経費 1,718,380
備品・消耗品費 1,036,435
事務所費 681,945
政治活動費 5,251,236
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

77,400

組織活動費 3,026,785
選挙関係費 5,250
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,192,690

機関紙誌の発行事業費 1,090,044
宣伝事業費 1,102,646
調査研究費 26,511

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
石上 俊雄 4,500,000 横浜市
〔団体分〕
電機連合 23,000,000 都・港区
〔政治団体分〕
年間五万円以下の
もの

26,000
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民主党参議院比例区第14総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 礒﨑 哲史
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 2.24
１ 収入総額 27,221,266

前年繰越額 15,375,706
本年収入額 11,845,560

２ 支出総額 9,400,989
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,224人) 2,224,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,618,000

民主党 9,500,000
民主党東京都総支部連合会 118,000
その他の収入 3,560
一件十万円未満のもの 3,560

４ 支出の内訳
経常経費 879,204
備品・消耗品費 470,589
事務所費 408,615
政治活動費 8,521,785
組織活動費 2,521,124
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,000,661

機関紙誌の発行事業費 2,291,367
宣伝事業費 3,709,294

民主党参議院比例区第15総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 濱野 喜史
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 6
１ 収入総額 28,732,520

前年繰越額 10,682,697
本年収入額 18,049,823

２ 支出総額 7,628,410
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,974人) 6,574,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

11,474,000

民主党 9,500,000

民主党大阪府総支部連合会 1,974,000
その他の収入 1,823
一件十万円未満のもの 1,823

４ 支出の内訳
経常経費 1,779,782
備品・消耗品費 449,618
事務所費 1,330,164
政治活動費 5,848,628
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

717,000

組織活動費 3,073,032
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,038,952

宣伝事業費 2,038,952
調査研究費 736,644

民主党参議院比例区第29総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 柳澤 光美
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 29,562,302

前年繰越額 14,439,058
本年収入額 15,123,244

２ 支出総額 12,370,020
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,448人) 3,041,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

12,080,000

民主党 9,500,000
民主党長野県総支部連合会 2,580,000
その他の収入 2,244
一件十万円未満のもの 2,244

４ 支出の内訳
経常経費 3,939,650
備品・消耗品費 1,736,580
事務所費 2,203,070
政治活動費 8,430,370
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

143,125

組織活動費 2,369,577
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,002,909

機関紙誌の発行事業費 4,945,743
宣伝事業費 1,057,166

調査研究費 57,884
民主党参議院比例区第31総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 神本美恵子
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 4
１ 収入総額 11,723,156

前年繰越額 1,197,373
本年収入額 10,525,783

２ 支出総額 10,975,845
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(724人) 724,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

225,250

書籍代 225,250
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,576,000

民主党東京都総支部連合会 76,000
民主党 9,500,000
その他の収入 533
一件十万円未満のもの 533

４ 支出の内訳
経常経費 2,460,146
光熱水費 9,423
備品・消耗品費 153,472
事務所費 2,297,251
政治活動費 8,515,699
組織活動費 1,546,004
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,953,049

機関紙誌の発行事業費 6,953,049
調査研究費 16,646

民主党参議院比例区第37総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 大島九州男
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 18,130,400

前年繰越額 4,049,400
本年収入額 14,081,000

２ 支出総額 17,680,157

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(776人) 1,128,000
寄附 1,300,000
政治団体分 1,300,000
借入金 2,000,000
大島九州男 2,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,653,000

民主党福岡県総支部連合会 153,000
民主党 9,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 6,886,028
人件費 1,537,640
光熱水費 35,976
備品・消耗品費 2,074,057
事務所費 3,238,355
政治活動費 10,794,129
組織活動費 4,084,994
機関紙誌の発行その他の事業
費

45,913

機関紙誌の発行事業費 45,913
調査研究費 13,222
その他の経費 6,650,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
Ｌｏｃａｌ Ｐ
ｏｌｉｔｉｃａｌ
Ｐａｒｔｙ 孫
悟九

1,300,000 直方市

６ 資産等の内訳
〔貸付金〕
大島九州男 2,650,000
民主党参議院比例区第39総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 小林 正夫
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 16,632,212

前年繰越額 4,522,042
本年収入額 12,110,170

２ 支出総額 10,029,847
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,440人) 1,440,000
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本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,670,000

民主党 9,500,000
民主党東京都総支部連合会 1,170,000
その他の収入 170
一件十万円未満のもの 170

４ 支出の内訳
経常経費 2,204,404
備品・消耗品費 1,063,475
事務所費 1,140,929
政治活動費 7,825,443
組織活動費 3,949,273
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,852,380

機関紙誌の発行事業費 3,605,060
宣伝事業費 247,320
調査研究費 23,790

民主党参議院比例区第40総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 那谷屋正義
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 4.10
１ 収入総額 43,543,796

前年繰越額 32,567,491
本年収入額 10,976,305

２ 支出総額 10,617,793
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(812人) 808,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

10,164,000

民主党東京都総支部連合会 664,000
民主党 9,500,000
その他の収入 4,305
一件十万円未満のもの 4,305

４ 支出の内訳
経常経費 3,342,870
光熱水費 9,423
備品・消耗品費 461,197
事務所費 2,872,250
政治活動費 7,274,923
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

123,375

組織活動費 1,405,492

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,652,901

機関紙誌の発行事業費 1,971,985
宣伝事業費 2,680,916
調査研究費 36,530
寄附・交付金 1,180,000

民主党参議院比例区第45総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 白 眞勲
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 20,415,118

前年繰越額 10,101,384
本年収入額 10,313,734

２ 支出総額 8,390,406
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(510人) 510,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,516,000

民主党 9,500,000
民主党東京都総支部連合会 16,000
その他の収入 287,734
一件十万円未満のもの 287,734

４ 支出の内訳
経常経費 3,196,266
光熱水費 1,634
備品・消耗品費 964,922
事務所費 2,229,710
政治活動費 5,194,140
組織活動費 3,131,451
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,706,756

宣伝事業費 1,706,756
調査研究費 205,933
その他の経費 150,000

５ 資産等の内訳
〔借入金〕
白 眞勲 3,739,755
民主党参議院比例区第46総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 藤末 健三
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3.23
１ 収入総額 13,163,101

前年繰越額 3,512,787
本年収入額 9,650,314

２ 支出総額 12,390,639
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(150人) 150,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
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 6,076,880
人件費 2,958,860
備品・消耗品費 1,035,137
事務所費 2,082,883
政治活動費 6,313,759
組織活動費 4,172,945
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,069,889

宣伝事業費 2,069,889
調査研究費 70,925

民主党参議院比例区第48総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 前田 武志
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.29
１ 収入総額 14,124,802

前年繰越額 44,742
本年収入額 14,080,060

２ 支出総額 13,637,093
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,025人) 1,265,000
寄附 3,210,000
個人分 500,000
団体分 210,000
政治団体分 2,500,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 105,060
事務所借上料 105,000
一件十万円未満のもの 60

４ 支出の内訳
経常経費 11,586,567
人件費 3,638,000
光熱水費 453,825
備品・消耗品費 2,394,384
事務所費 5,100,358
政治活動費 2,050,526
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

42,000

組織活動費 751,815
機関紙誌の発行その他の事業
費

48,711

宣伝事業費 48,711
寄附・交付金 1,250,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
岩本 琢也 500,000 吹田市
〔団体分〕
佐藤薬品工業㈱ 200,000 橿原市
年間五万円以下の
もの

10,000

〔政治団体分〕
前田武志会 2,500,000 千代田区
民主党参議院比例区第61総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 有田 芳生
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 4.13
１ 収入総額 12,762,474

前年繰越額 1,963,159
本年収入額 10,799,315

２ 支出総額 10,425,932
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(50人) 50,000
寄附 1,227,000
個人分 1,227,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,522,000

民主党東京都総支部連合会 22,000
民主党 9,500,000
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 7,527,589
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人件費 5,437,943
備品・消耗品費 1,318,781
事務所費 770,865
政治活動費 2,898,343
組織活動費 1,523,021
機関紙誌の発行その他の事業
費

156,672

宣伝事業費 156,672
調査研究費 18,650
その他の経費 1,200,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
有田 芳生 600,000 練馬区
有田 大輔 600,000 板橋区
年間五万円以下の
もの

27,000

民主党参議院比例区第63総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 石橋 通宏
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3. 2
１ 収入総額 34,556,738

前年繰越額 24,389,236
本年収入額 10,167,502

２ 支出総額 9,529,214
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(646人) 646,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,518,000

民主党東京都総支部連合会 18,000
民主党 9,500,000
その他の収入 3,502
一件十万円未満のもの 3,502

４ 支出の内訳
経常経費 1,095,989
備品・消耗品費 544,345
事務所費 551,644
政治活動費 8,433,225
組織活動費 1,392,820
機関紙誌の発行その他の事業
費

7,040,405

機関紙誌の発行事業費 6,456,659
宣伝事業費 583,746

民主党参議院比例区第65総支部

国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 江﨑 孝
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.22
１ 収入総額 33,697,456

前年繰越額 21,970,041
本年収入額 11,727,415

２ 支出総額 9,036,885
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(2,084人) 2,224,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 3,415
一件十万円未満のもの 3,415

４ 支出の内訳
経常経費 2,275,426
光熱水費 7,662
備品・消耗品費 217,411
事務所費 2,050,353
政治活動費 6,761,459
組織活動費 4,797,994
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,947,081

機関紙誌の発行事業費 894,273
宣伝事業費 1,052,808
調査研究費 16,384

民主党参議院比例区第69総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 難波 奨二
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.27
１ 収入総額 80,540,625

前年繰越額 29,637,838
本年収入額 50,902,787

２ 支出総額 7,852,931
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,386人) 1,398,000
寄附 40,000,000
団体分 40,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 4,787
一件十万円未満のもの 4,787

４ 支出の内訳
経常経費 1,789,655
備品・消耗品費 571,032
事務所費 1,218,623
政治活動費 6,063,276
組織活動費 1,946,600
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,095,545

宣伝事業費 4,095,545
調査研究費 21,131

５ 寄附の内訳
〔団体分〕
日本郵政グループ
労働組合

40,000,000 台東区

民主党参議院比例区第78総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 田城 郁
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.25
１ 収入総額 19,628,686

前年繰越額 4,000,686
本年収入額 15,628,000

２ 支出総額 16,969,885
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(934人) 1,026,000
寄附 5,002,000
個人分 2,000
政治団体分 5,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,600,000

民主党栃木県総支部連合会 100,000
民主党 9,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 11,110,946
人件費 3,568,121
光熱水費 161,314
備品・消耗品費 1,507,669
事務所費 5,873,842
政治活動費 5,858,939
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

300,000

組織活動費 4,035,139
選挙関係費 480,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,343,800

宣伝事業費 1,343,800
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

2,000

〔政治団体分〕
たしろかおる後援
会

5,000,000 品川区

６ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 4,236,250 22.12.16
民主党参議院比例区第80総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 山本 正美
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 6. 1
１ 収入総額 24,596,951

前年繰越額 3,970,409
本年収入額 20,626,542

２ 支出総額 21,244,319
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,126人) 1,126,000
寄附 10,000,000
政治団体分 10,000,000
本部又は支部から供与された交
付金に係る収入

9,500,000

民主党 9,500,000
その他の収入 542
一件十万円未満のもの 542

４ 支出の内訳
経常経費 13,035,460
人件費 5,849,790
備品・消耗品費 1,988,245
事務所費 5,197,425
政治活動費 8,208,859
組織活動費 2,844,331
機関紙誌の発行その他の事業
費

5,099,918

宣伝事業費 5,099,918
調査研究費 194,610
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寄附・交付金 70,000
５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
花誠会 10,000,000 千代田区
民主党参議院比例区第83総支部
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号

公職の候補者の氏名 前島英三郎
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

報告年月日 27. 3.25
１ 収入総額 4,673,908

前年繰越額 173,908
本年収入額 4,500,000

２ 支出総額 4,636,234
３ 本年収入の内訳
寄附 4,500,000
個人分 4,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 4,182,593
人件費 2,000,000
光熱水費 109,754
備品・消耗品費 673,125
事務所費 1,399,714
政治活動費 453,641
組織活動費 323,961
機関紙誌の発行その他の事業
費

63,000

宣伝事業費 63,000
調査研究費 66,680

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
前島英三郎 4,000,000 都・北区
安藤 昇作 500,000 都・北区
〔政治資金団体〕
一般財団法人国民政治協会
報告年月日 27. 3.25
１ 収入総額 3,113,363,296

前年繰越額 282,398,525
本年収入額 2,830,964,771

２ 支出総額 2,856,522,904
３ 本年収入の内訳
寄附 2,830,835,378
個人分 136,958,509
団体分 2,213,125,200
政治団体分 480,751,669

その他の収入 129,393
一件十万円未満のもの 129,393

４ 支出の内訳
経常経費 528,839,303
人件費 385,547,354
光熱水費 3,957,709
備品・消耗品費 2,972,956
事務所費 136,361,284
政治活動費 2,327,683,601
組織活動費 25,284,677
機関紙誌の発行その他の事業
費

708,924

宣伝事業費 708,924
寄附・交付金 2,300,000,000
その他の経費 1,690,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
安達 義明 55,555 江東区
市野 紀生 60,000 船橋市
伊原 保守 80,000 名古屋市
岩城 正和 100,000 杉並区
内山田竹志 100,000 岡崎市
浦 正彦 100,000 吹田市
大石 忠弘 240,000 目黒区
奥 正之 200,000 文京区
奥田 碩 100,000 岡崎市
小澤 哲 80,000 名古屋市
落合 優 51,000 浜松市
小野寺正征 100,000 茨木市
加藤 光久 80,000 尾張旭市
管 隆二 60,000 箕面市
久和 進 100,000 富山県舟橋村
救仁郷 豊 60,000 小金井市
國部 毅 200,000 町田市
久保田政一 100,000 横浜市
小平 信因 80,000 名古屋市
佐伯 康光 100,000 横浜市
佐藤 康博 100,000 国立市
島田 博文 220,000 佐野市
進藤 孝生 300,000 江東区
杉本 冴子 100,000 三鷹市
杉本麻紀子 1,000,000 三鷹市
須藤 誠一 80,000 名古屋市
須山 知之 60,000 大田区
関根 兵司 120,000 国立市
曽田 肇 100,000 杉並区

高沢 敏昭 140,000 富山市
高橋 英彰 180,000 川口市
髙橋 秀文 60,000 杉並区
竹原 正志 60,000 山武市
立石 覚 60,000 さいたま市
田邊 耕二 2,000,000 目黒区
谷本 進治 70,000 北九州市
千田 俊明 130,000 都・中央区
張 富士夫 100,000 豊田市
遠野千佳子 60,000 北上市
渡慶次 侑 55,000 宜野湾市
朝長 健太 300,000 北九州市
豊田 章男 100,000 名古屋市
豊田章一郎 300,000 名古屋市
豊田 達郎 100,000 名古屋市
鳥原 光憲 240,000 藤沢市
中原 清敏 55,000 千葉市
中村 幸人 60,000 都・北区
中村 芳夫 100,000 世田谷区
永易 克典 100,000 越谷市
永山徳太郎 120,000 日置市
野村 誠 300,000 大阪市
幡場 松彦 60,000 和光市
服部三男雄 15,000,000 目黒区
濱 厚 70,000 新宿区
林 信秀 100,000 世田谷区
樋口 眞哉 100,000 小金井市
平野 信行 200,000 大田区
藤野 伸司 140,000 東海市
前川 眞基 80,000 名古屋市
松野 正人 100,000 逗子市
御手洗冨士夫 100,000 大田区
宮坂 明博 150,000 名古屋市
椋田 哲史 70,000 世田谷区
村木 茂 60,000 都・港区
山口 茂 100,000 世田谷区
山見 眞弘 200,000 大阪市
吉野 和雄 60,000 世田谷区
渡辺 捷昭 100,000 豊田市
渡辺 尚生 60,000 中野区
東 国幹 180,000 旭川市
石塚 正寛 240,000 留萌市
伊藤 条一 240,000 札幌市
伊東 良孝 363,000 釧路市
今津 寛 363,000 旭川市
岩本 剛人 240,000 札幌市

内海 英徳 240,000 北海道当別町
梅尾 要一 240,000 千歳市
遠藤 連 240,000 苫小牧市
大崎 誠子 240,000 札幌市
大谷 亨 240,000 北海道芽室町
小野寺 秀 240,000 帯広市
小畑 保則 140,000 釧路市
柿木 克弘 240,000 美唄市
笠井 龍司 240,000 釧路市
勝沼 栄明 363,000 札幌市
加藤 礼一 240,000 旭川市
角谷 隆司 240,000 札幌市
川尻 秀之 240,000 函館市
川畑 悟 240,000 室蘭市
神戸 典臣 240,000 北海道白老町
喜多 龍一 240,000 北海道幕別町
北原秀一郎 240,000 紋別市
工藤 敏郎 240,000 北海道羽幌町
小松 茂 240,000 北海道釧路町
佐々木俊雄 240,000 函館市
佐藤 禎洋 240,000 小樽市
清水 誠一 363,000 帯広市
高木 宏壽 363,000 札幌市
髙橋 文明 240,000 北海道斜里町
竹内 英順 240,000 北海道美瑛町
武部 新 363,000 北見市
伊達 忠一 360,000 札幌市
田中 芳憲 240,000 恵庭市
千葉 英守 240,000 札幌市
釣部 勲 240,000 北海道新十津

川町
道見 重信 240,000 札幌市
冨原 亮 240,000 北海道七飯町
中川 郁子 363,000 帯広市
中司 哲雄 240,000 北海道中標津

町
中野 秀敏 240,000 名寄市
中村 裕之 363,000 北海道余市町
中山 茂 60,000 札幌市
布川 義治 240,000 江別市
野原 薫 240,000 北広島市
橋本 聖子 360,000 大網白里市
長谷川 岳 360,000 札幌市
八田 盛茂 240,000 小樽市
花崎 勝 240,000 札幌市
春野 守夫 60,000 札幌市






