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６ 資産等の内訳
〔借入金〕
渡邉 美樹 70,000,000
渡辺美智雄政治経済研究所
国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号及び第
二号

公職の候補者の氏名 渡辺 喜美
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 87,747,138

前年繰越額 280,296
本年収入額 87,466,842

２ 支出総額 81,208,513
３ 本年収入の内訳
寄附 3,216,422
政治団体分 3,216,422
その他の収入 84,250,420
家賃 126,000
預け金戻り（渡辺美智雄政治
経済研究所）

84,010,257

一件十万円未満のもの 114,163
４ 支出の内訳
経常経費 3,176,363
人件費 729,929
光熱水費 273,947
備品・消耗品費 75,395
事務所費 2,097,092
政治活動費 78,032,150
組織活動費 32,150
その他の経費 78,000,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
みんなの党栃木県
総支部

3,010,000 那須塩原市

渡辺喜美後援会総
連合会

200,000 那須塩原市

年間五万円以下の
もの

6,422

６ 資産等の内訳
〔貸付金〕
渡辺 喜美 78,000,000
和田政宗後援会

国会議員関係政治団体の区
分

法第十九条の七第
一項第一号及び第
二号

公職の候補者の氏名 和田 政宗
公職の候補者に係る公職の
種類

参議院議員

資金管理団体の届出をした
者の氏名

和田 政宗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 27. 5.28
１ 収入総額 19,138,055

前年繰越額 205,720
本年収入額 18,932,335

２ 支出総額 11,695,780
３ 本年収入の内訳
寄附 18,897,991
個人分 6,260,000
政治団体分 12,637,991
その他の収入 34,344
一件十万円未満のもの 34,344

４ 支出の内訳
経常経費 8,964,069
人件費 5,762,855
光熱水費 32,798
備品・消耗品費 781,317
事務所費 2,387,099
政治活動費 2,731,711
組織活動費 2,287,250
機関紙誌の発行その他の事業
費

62,860

宣伝事業費 62,860
調査研究費 381,601

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
和田 政宗 6,000,000 仙台市
松居 武雄 200,000 仙台市
年間五万円以下の
もの

60,000

〔政治団体分〕
みんなの党参議院
宮城県第２支部

12,637,991 仙台市

〔資金管理団体（国会議員関係政治団体を除く。）〕
あらい和夫後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒井 和夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 27. 3.18
１ 収入総額 195,346

前年繰越額 15,346
本年収入額 180,000

２ 支出総額 181,522
３ 本年収入の内訳
借入金 180,000
荒井 和夫 180,000

４ 支出の内訳
経常経費 104,745
人件費 21,000
光熱水費 6,000
備品・消耗品費 12,742
事務所費 65,003
政治活動費 76,777
組織活動費 47,597
調査研究費 9,180
寄附・交付金 20,000

５ 資産等の内訳
〔借入金〕
荒井 和夫 10,460,000
出雲経済懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

原 成充

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 2.18
１ 収入総額 107,744

前年繰越額 107,744
２ 支出総額 0
大木さとる事務所
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大木 哲

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大和市長

報告年月日 27. 1.21
１ 収入総額 978,670

前年繰越額 128,670
本年収入額 850,000

２ 支出総額 853,650
３ 本年収入の内訳
寄附 850,000
個人分 850,000

４ 支出の内訳

経常経費 841,650
光熱水費 16,921
備品・消耗品費 47,019
事務所費 777,710
政治活動費 12,000
組織活動費 12,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
大木 哲 850,000 大和市
岡明彦を応援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡 明彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛知県議会議員

報告年月日 27. 2.16
１ 収入総額 1,934,204

本年収入額 1,934,204
２ 支出総額 1,674,971
３ 本年収入の内訳
寄附 1,086,200
個人分 515,000
政治団体分 571,200
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

848,000

平成26年岡明彦を応援する会 848,000
その他の収入 4
一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
経常経費 342,987
備品・消耗品費 134,786
事務所費 208,201
政治活動費 1,331,984
組織活動費 251,784
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,080,200

宣伝事業費 367,200
政治資金パーティー開催事
業費

713,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
平田 米男 150,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

365,000

〔政治団体分〕
公明党愛知県本部 571,200 名古屋市
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岡昭会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡本 昭二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 3.18
１ 収入総額 21,442,545

前年繰越額 9,963,019
本年収入額 11,479,526

２ 支出総額 13,465,122
３ 本年収入の内訳
寄附 8,120,000
個人分 8,120,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,355,000

島根県議会議長就任祝い 3,355,000
その他の収入 4,526
一件十万円未満のもの 4,526

４ 支出の内訳
経常経費 5,309,126
人件費 1,593,681
光熱水費 462,326
備品・消耗品費 1,876,537
事務所費 1,376,582
政治活動費 8,155,996
組織活動費 4,800,996
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,355,000

その他の事業費 3,355,000
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 哲夫 120,000 出雲市
石井 信幸 110,000 浜田市
石木 静都 480,000 広島市
石田 耕一 120,000 江津市
伊原 政勝 120,000 浜田市
今井 久晴 120,000 浜田市
今岡 幹晴 120,000 出雲市
牛尾 俊仁 120,000 浜田市
大内 秀則 120,000 出雲市
大谷泰一郎 120,000 浜田市
大西 彰人 120,000 浜田市
大畑 悦治 120,000 益田市
大畑 清美 120,000 益田市
大場 敏江 120,000 浜田市
岡田 泰幸 120,000 浜田市

岡村 宏 110,000 浜田市
岡本 勝敏 120,000 浜田市
沖野 悟 120,000 浜田市
笠柄 正道 120,000 浜田市
川神 博文 120,000 浜田市
川村 幸子 120,000 浜田市
倉本 給都 120,000 浜田市
蔵本 洋介 120,000 浜田市
黒瀬 清司 120,000 大田市
河野 睦未 120,000 浜田市
児玉 勝 240,000 江津市
児玉 安雄 120,000 江津市
西行 修 240,000 益田市
島田 義仁 120,000 浜田市
下垣 幸德 120,000 大田市
陶山 秀樹 240,000 松江市
武田 享 120,000 浜田市
筑後 昭治 120,000 松江市
登田 克巳 120,000 浜田市
中嶋 朝美 120,000 浜田市
中田 進 120,000 浜田市
中田 哲徳 120,000 浜田市
野村喜代志 120,000 益田市
萩尾 利勝 260,000 東広島市
橋本 隆幸 120,000 益田市
花岡 紀子 120,000 浜田市
原 諭 120,000 江津市
久永 道明 120,000 浜田市
平床 寿晴 240,000 浜田市
藤井 誠 120,000 浜田市
藤田 稔幸 120,000 浜田市
藤森 廣明 120,000 浜田市
堀 博彦 80,000 大田市
堀脇 宏 120,000 浜田市
増野 裕人 120,000 広島市
三浦 道憲 240,000 浜田市
宮地 正浩 120,000 益田市
村木 繁 240,000 益田市
毛利 栄就 120,000 浜田市
森 詔司 120,000 浜田市
山本健次郎 120,000 浜田市
渡部南進男 240,000 益田市
６ 資産等の内訳
〔建物〕
浜田市 900,000

168.48
11. 5.25

〔動産〕
自動車(1台) 2,000,000 21.12.15
岡田康裕を支援する会
国会議員関係政治団体に関
する特例の適用期間

1. 1～ 3.14

資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡田 康裕

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

加古川市長

報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 1,873,269

前年繰越額 611,089
本年収入額 1,262,180

２ 支出総額 1,832,622
３ 本年収入の内訳
寄附 1,262,000
個人分 1,262,000
その他の収入 180
一件十万円未満のもの 180

４ 支出の内訳
経常経費 990,805
人件費 800,000
備品・消耗品費 143,953
事務所費 46,852
政治活動費 841,817
機関紙誌の発行その他の事業
費

841,817

宣伝事業費 841,817
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
西村 公志 100,000 西宮市
網本 定夫 100,000 加古川市
岡崎 光洽 1,000,000 神戸市
年間五万円以下の
もの

62,000

奥下剛光後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

奥下 剛光

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府議会議員

報告年月日 27. 1.15
１ 収入総額 63,030

前年繰越額 63,030
２ 支出総額 0
キラリ会

国会議員関係政治団体に関
する特例の適用期間

1. 1～ 5. 9

資金管理団体の届出をした
者の氏名

三日月大造

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

滋賀県知事

報告年月日 27. 5.12
１ 収入総額 63,145,965

前年繰越額 22,837,837
本年収入額 40,308,128

２ 支出総額 40,856,497
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(821人) 2,685,000
寄附 16,337,169
個人分 3,457,169
政治団体分 12,880,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

20,687,704

第８回朝食勉強会 1,080,000
三日月大造君と「元気な滋賀」
をつくる会（計２回）

18,607,704

年賀会（平成27年１月17日開
催）

1,000,000

その他の収入 598,255
一件十万円未満のもの 598,255

４ 支出の内訳
経常経費 23,056,792
人件費 16,440,543
光熱水費 29,658
備品・消耗品費 2,039,471
事務所費 4,547,120
政治活動費 17,799,705
組織活動費 2,579,393
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,546,422

機関紙誌の発行事業費 5,081,056
宣伝事業費 133,761
政治資金パーティー開催事
業費

1,331,605

寄附・交付金 8,550,000
その他の経費 123,890

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
古川 元久 100,000 名古屋市
赤松 広隆 100,000 名古屋市
前原 誠司 100,000 京都市
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枝野 幸男 100,000 さいたま市
海江田万里 100,000 新宿区
中川 正春 60,000 鈴鹿市
大畠 章宏 100,000 日立市
水岡 俊一 60,000 神戸市
藤本 祐司 100,000 裾野市
年間五万円以下の
もの

2,637,169

〔政治団体分〕
ＪＲみかづき会 6,500,000 草津市
滋賀県歯科医師連
盟

300,000 大津市

滋賀県薬剤師連盟 100,000 草津市
豊志会 100,000 半田市
全国ＬＰガス政治
連盟

1,000,000 都・港区

民社協会 300,000 都・港区
滋賀県不動産政治
連盟

300,000 大津市

津村啓介後援会 100,000 岡山市
東京未来の会 200,000 品川区
政伸会 200,000 千代田区
階誠会 60,000 盛岡市
淳風会 100,000 千代田区
野田よしひこ後援
会

100,000 船橋市

長島昭久を育てる
会

60,000 立川市

岡田かつや後援会 200,000 三重県川越町
パラダイムチェン
ジを進める会

220,000 千代田区

21世紀日本政策
フォーラム

100,000 名古屋市

翼雄会 100,000 上田市
前田武志会 100,000 千代田区
足立信也と安心な
日本を創る会

60,000 大分市

友愛協会 100,000 都・港区
市民政策ネット
ワーク

100,000 京都市

民主党香川県第２
区総支部

100,000 さぬき市

民主党滋賀県第３
区総支部

1,670,000 草津市

年間五万円以下の
もの

710,000

琴山会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

成相 安信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 7,999,230

前年繰越額 775,905
本年収入額 7,223,325

２ 支出総額 6,472,864
３ 本年収入の内訳
寄附 3,600,000
個人分 3,600,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,460,000

政経文化パーティー（計２回） 3,460,000
その他の収入 163,325
一件十万円未満のもの 163,325

４ 支出の内訳
経常経費 4,507,901
人件費 2,326,579
光熱水費 158,886
備品・消耗品費 517,177
事務所費 1,505,259
政治活動費 1,964,963
組織活動費 1,365,580
機関紙誌の発行その他の事業
費

328,878

宣伝事業費 138,240
政治資金パーティー開催事
業費

190,638

調査研究費 159,716
その他の経費 110,789

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
成相 安信 3,600,000 出雲市
６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経文化パーティー（平成26年４月22日開催）
〔団体からの対価の支払〕
㈱不二ビルサービ
ス

500,000 広島市

経済懇話会21
資金管理団体の届出をした
者の氏名

木村 守男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

青森県知事

報告年月日 27. 3.20
１ 収入総額 1,252,620

前年繰越額 652,528
本年収入額 600,092

２ 支出総額 0
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1人) 600,000
その他の収入 92
一件十万円未満のもの 92

健全な地方の発展を推進する懇談会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

溝口善兵衛

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県知事

報告年月日 27. 3.13
１ 収入総額 194,384

前年繰越額 194,350
本年収入額 34

２ 支出総額 0
３ 本年収入の内訳
その他の収入 34
一件十万円未満のもの 34

現代思想研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

熊井 昌弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

長野県議会議員

報告年月日 27. 3.24
１ 収入総額 7,182

前年繰越額 7,182
２ 支出総額 0
吾人会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三村 申吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

青森県知事

報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 32,579,965

前年繰越額 23,517,435
本年収入額 9,062,530

２ 支出総額 5,484,012
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(394人) 8,660,000
寄附 400,000
個人分 400,000
その他の収入 2,530

一件十万円未満のもの 2,530
４ 支出の内訳
経常経費 484,012
事務所費 484,012
政治活動費 5,000,000
寄附・交付金 5,000,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
齋藤 三男 100,000 仙台市
小向 良平 300,000 青森県おいら

せ町
さいち緑の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

内田 英雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

和歌山県すさみ町
長

報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 3,007

前年繰越額 3,007
２ 支出総額 0
笹川政治経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

笹川 堯

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都知事

報告年月日 27. 1.15
１ 収入総額 2,159,257

前年繰越額 1,298,813
本年収入額 860,444

２ 支出総額 1,125,601
３ 本年収入の内訳
寄附 860,280
個人分 860,280
その他の収入 164
一件十万円未満のもの 164

４ 支出の内訳
経常経費 96,941
備品・消耗品費 10,200
事務所費 86,741
政治活動費 1,028,660
組織活動費 168,380
機関紙誌の発行その他の事業
費

860,280

宣伝事業費 860,280
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
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笹川 堯 860,280 世田谷区
６ 資産等の内訳
〔借入金〕
笹川 堯 1,604,200,000
山紫会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

矢野 潔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 3.23
１ 収入総額 10,000

前年繰越額 10,000
２ 支出総額 0
島根新産業研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福代 秀洋

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

出雲市議会議員

報告年月日 27. 3.17
１ 収入総額 179,345

前年繰越額 92,345
本年収入額 87,000

２ 支出総額 150,000
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(87人) 87,000
４ 支出の内訳
政治活動費 150,000
寄附・交付金 150,000

市民教育経済研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

保坂 展人

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

世田谷区長

報告年月日 27. 4. 3
１ 収入総額 1,589,352

前年繰越額 69,352
本年収入額 1,520,000

２ 支出総額 1,584,083
３ 本年収入の内訳
寄附 1,520,000
個人分 270,000
政治団体分 1,250,000

４ 支出の内訳
経常経費 390,487
人件費 150,000
備品・消耗品費 40,487

事務所費 200,000
政治活動費 1,193,596
組織活動費 1,071,553
調査研究費 32,043
寄附・交付金 90,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
保坂 展人 120,000 世田谷区
黒木 秀子 100,000 千葉市
年間五万円以下の
もの

50,000

〔政治団体分〕
保坂展人と元気印
の会

1,250,000 世田谷区

市民と市政を結ぶ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

池田 利恵

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

日野市議会議員

報告年月日 27. 6.26
１ 収入総額 940,000

前年繰越額 100,000
本年収入額 840,000

２ 支出総額 770,000
３ 本年収入の内訳
寄附 840,000
個人分 340,000
政治団体分 500,000

４ 支出の内訳
経常経費 770,000
事務所費 770,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 利恵 340,000 日野市
〔政治団体分〕
自由民主党日野総
支部

400,000 日野市

年間五万円以下の
もの

100,000

秀栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川村秀三郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

宮崎県知事

報告年月日 27. 3.26
１ 収入総額 6,069,411

前年繰越額 4,443,975
本年収入額 1,625,436

２ 支出総額 4,563,520
３ 本年収入の内訳
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,625,000

ひむか政経フォーラム（計２
回）

1,625,000

その他の収入 436
一件十万円未満のもの 436

４ 支出の内訳
政治活動費 4,563,520
機関紙誌の発行その他の事業
費

83,520

政治資金パーティー開催事
業費

83,520

寄附・交付金 4,480,000
５ 資産等の内訳
〔借入金〕
川村秀三郎 2,000,000
秀成会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大村 秀章

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛知県知事

報告年月日 27. 1.23
１ 収入総額 158,090,044

前年繰越額 75,409,314
本年収入額 82,680,730

２ 支出総額 75,664,202
３ 本年収入の内訳
寄附 15,157,000
個人分 14,133,000
政治団体分 1,024,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

66,262,408

秀成会総会 1,910,000
大村ひであき政経セミナー 64,352,408
その他の収入 1,261,322
事務所家賃 1,248,000
一件十万円未満のもの 13,322

４ 支出の内訳
経常経費 38,343,882
人件費 27,123,980
光熱水費 843,783
備品・消耗品費 2,412,042

事務所費 7,964,077
政治活動費 37,320,320
組織活動費 6,823,789
機関紙誌の発行その他の事業
費

14,500,461

宣伝事業費 1,157,197
政治資金パーティー開催事
業費

13,343,264

調査研究費 1,070
寄附・交付金 15,995,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
伊藤 勝規 500,000 津島市
野々山正春 120,000 知立市
神谷 宗孝 120,000 碧南市
小西紀久雄 84,000 名古屋市
鈴木 元弘 240,000 豊田市
佐野 稔 500,000 名古屋市
堀田 誠 600,000 名古屋市
長谷川道治 500,000 名古屋市
岐城 智明 240,000 安城市
神谷 実 120,000 安城市
酒井 磨毅 120,000 半田市
清水 久善 200,000 豊田市
神谷 昌広 120,000 碧南市
梶川 光宏 100,000 碧南市
近藤 弘行 120,000 刈谷市
近藤 純子 120,000 知立市
牧 甫 120,000 岡崎市
太田 吉則 96,000 刈谷市
樹神 徹 120,000 豊田市
味岡源太郎 100,000 名古屋市
新美 文二 60,000 名古屋市
井上 義和 500,000 知立市
近藤多喜男 60,000 名古屋市
岡田 廣行 55,000 西尾市
杉浦 知博 60,000 刈谷市
石川 博 60,000 安城市
金子 功男 120,000 安城市
林 典英 60,000 安城市
小林 茂行 240,000 名古屋市
小林 義史 120,000 名古屋市
水野 泰昌 120,000 刈谷市
加藤 朋之 200,000 安城市
白藤 嘉康 240,000 愛知県南知多

町
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小幡 鋹伸 120,000 豊田市
高濱 和也 120,000 西尾市
近藤 義夫 100,000 名古屋市
堀田 照代 600,000 名古屋市
三浦 哲 60,000 安城市
青松 俊雄 60,000 安城市
岡本 巧 300,000 刈谷市
都筑 順雄 120,000 豊田市
坪内 恊致 60,000 名古屋市
石橋 嘉彦 100,000 碧南市
板倉 晃 120,000 碧南市
犬塚 典充 60,000 西尾市
犬塚 弘子 60,000 西尾市
犬塚 あさ 60,000 西尾市
犬塚 伴昌 60,000 西尾市
犬塚 大志 60,000 西尾市
大嶽 岩雄 120,000 安城市
杉江 大三 120,000 西尾市
植村 律保 120,000 安城市
小野 英昭 120,000 名古屋市
小野 直彦 120,000 名古屋市
小野 久子 120,000 名古屋市
小野 金夫 500,000 名古屋市
藤井 英治 60,000 西尾市
山田 佳宏 600,000 名古屋市
寺師 元邦 120,000 多治見市
柴崎 義輝 120,000 西尾市
石原 勝成 200,000 安城市
犬塚 庄一 100,000 西尾市
林 永芳 60,000 名古屋市
後藤日出美 100,000 知立市
藤井 英明 120,000 名古屋市
富田 清治 150,000 安城市
年間五万円以下の
もの

3,088,000

〔政治団体分〕
愛知県歯科医師連
盟

1,000,000 名古屋市

年間五万円以下の
もの

24,000

６ 特定パーティーの概要
大村ひであき政経
セ ミ ナ ー
(1,658人)

64,352,408 名古屋市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
大村ひであき政経セミナー

〔団体からの対価の支払〕
ＢＣホールディン
グス㈱

500,000 大阪市

吉良町建設業協会 400,000 西尾市

一色建設業協会 600,000 西尾市

愛知県陶器瓦工業
組合

500,000 高浜市

㈱Ｔ・Ｄ・Ｓ 300,000 愛西市

㈱江南自動車学校 300,000 江南市

宝石油化学㈱ 500,000 名古屋市

㈱三光金属 300,000 豊明市

㈱服部コーワホー
ルディングス

1,000,000 あま市

〔政治団体からの対価の支払〕
愛知県医師連盟 500,000 名古屋市

８ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 2,754,600 20.11.25
自動車(1台) 2,600,150 21.12.19
春栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浅野 俊雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 6. 4
１ 収入総額 604

前年繰越額 604
２ 支出総額 0
春風会（来代 勝彦）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

来代 勝彦

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 27. 3.13
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳
〔借入金〕
来代 勝彦 2,000,000

勝友会21（広瀬勝貞後援会）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

広瀬 勝貞

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大分県知事

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 11,218,317

前年繰越額 11,216,533
本年収入額 1,784

２ 支出総額 5,000,864
３ 本年収入の内訳
その他の収入 1,784
一件十万円未満のもの 1,784

４ 支出の内訳
政治活動費 5,000,864
寄附・交付金 5,000,864

新時代政策研究会（細田 重雄）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

細田 重雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 1.14
１ 収入総額 201,013

前年繰越額 81,013
本年収入額 120,000

２ 支出総額 0
３ 本年収入の内訳
寄附 120,000
個人分 120,000

４ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

120,000

新政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

花田 叶

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

青森県議会議員

報告年月日 27. 1.29
１ 収入総額 6,138

前年繰越額 6,138
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳
〔借入金〕
花田 叶 4,356,000

新世代研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

藤井 勇治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

長浜市長

報告年月日 27. 3.27
１ 収入総額 10,012,206

前年繰越額 4,451,645
本年収入額 5,560,561

２ 支出総額 9,363,025
３ 本年収入の内訳
寄附 5,560,000
個人分 5,260,000
政治団体分 300,000
その他の収入 561
一件十万円未満のもの 561

４ 支出の内訳
経常経費 821,722
人件費 496,224
備品・消耗品費 292,647
事務所費 32,851
政治活動費 8,541,303
組織活動費 1,598,732
選挙関係費 39,869
機関紙誌の発行その他の事業
費

176,217

宣伝事業費 176,217
調査研究費 44,580
寄附・交付金 6,680,000
その他の経費 1,905

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
加茂 修 500,000 都・港区
瀬戸 英雄 300,000 千代田区
池内 稚利 100,000 板橋区
塚田 益司 240,000 長浜市
大沢 泰造 240,000 米原市
小野 純夫 240,000 長浜市
押谷 小助 240,000 長浜市
薮内 猛 240,000 長浜市
大塚敬一郎 240,000 長浜市
速水 秀雄 120,000 長浜市
山田 晋 240,000 長浜市
本城 善男 240,000 長浜市
山口 伸人 450,000 都・港区
伊吹 正弘 120,000 長浜市
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原馬 良典 120,000 長浜市
樋口 豪一 120,000 長浜市
川崎 隆弘 120,000 長浜市
髙橋 政之 100,000 長浜市
小高 寛三 120,000 長浜市
藤井 勇治 1,000,000 長浜市
年間五万円以下の
もの

170,000

〔政治団体分〕
自由民主党福岡県
第七選挙区支部

300,000 大牟田市

６ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 1,826,000 23. 9.12
〔借入金〕
藤井 勇治 4,500,000
新地域政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

田中 英夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

京都府議会議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
新松山政治経済法律文化懇話会（新生会）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

武智 教男

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛媛県議会議員

報告年月日 27. 3.25
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
政治団体「いろは」
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩村 六雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

横浜市議会議員

報告年月日 27. 3.19
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
清明会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

千田 博通

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

岡山県議会議員

報告年月日 27. 1.27

１ 収入総額 7,961
前年繰越額 7,961

２ 支出総額 0
清友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大屋 俊弘

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 2. 4
１ 収入総額 426,267

前年繰越額 206,227
本年収入額 220,040

２ 支出総額 290,000
３ 本年収入の内訳
寄附 220,000
個人分 220,000
その他の収入 40
一件十万円未満のもの 40

４ 支出の内訳
政治活動費 290,000
寄附・交付金 290,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
河野千鶴子 120,000 浜田市
山根 毅 100,000 浜田市
正流会（斎藤 正美）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

斎藤 正美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

宮城県議会議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 896,940

前年繰越額 256,907
本年収入額 640,033

２ 支出総額 848,000
３ 本年収入の内訳
寄附 640,000
個人分 240,000
政治団体分 400,000
その他の収入 33
一件十万円未満のもの 33

４ 支出の内訳
経常経費 48,000
事務所費 48,000
政治活動費 800,000
寄附・交付金 800,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
子玉 俊博 120,000 石巻市
石川 達雄 120,000 東松島市
〔政治団体分〕
自由民主党宮城県
支部連合会

400,000 仙台市

地域未来研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

横内 正明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

山梨県知事

報告年月日 27. 2.16
１ 収入総額 13,354,097

前年繰越額 10,162,927
本年収入額 3,191,170

２ 支出総額 9,050,340
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(174人) 2,190,000
寄附 1,000,000
政治団体分 1,000,000
その他の収入 1,170
一件十万円未満のもの 1,170

４ 支出の内訳
経常経費 7,016,695
人件費 6,087,000
備品・消耗品費 497,521
事務所費 432,174
政治活動費 2,033,645
組織活動費 1,894,530
機関紙誌の発行その他の事業
費

139,115

宣伝事業費 139,115
５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
山梨県医師連盟 1,000,000 甲府市
徹翔会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大塚 徹

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

帯広市議会議員

報告年月日 27. 1.16
１ 収入総額 707

前年繰越額 707
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳

〔借入金〕
大塚 徹 5,140,000
都市経営研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 雄三

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉県議会議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 300,000

前年繰越額 300,000
２ 支出総額 0
ドラフト・ポリシィー21
資金管理団体の届出をした
者の氏名

中村 時広

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

愛媛県知事

報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 22,637,198

前年繰越額 766,965
本年収入額 21,870,233

２ 支出総額 18,851,672
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(34人) 1,250,000
寄附 1,880,000
個人分 1,780,000
政治団体分 100,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

18,740,000

中村時広君を囲む会（計２回） 18,740,000
その他の収入 233
一件十万円未満のもの 233

４ 支出の内訳
経常経費 7,074,121
人件費 5,989,200
光熱水費 304,348
備品・消耗品費 213,793
事務所費 566,780
政治活動費 11,777,551
組織活動費 1,431,890
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,305,661

宣伝事業費 129,600
政治資金パーティー開催事
業費

6,176,061

調査研究費 540,000
寄附・交付金 3,500,000
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５ 寄附の内訳
〔個人分〕
穴澤 彰一 1,500,000 世田谷区
年間五万円以下の
もの

280,000

〔政治団体分〕
民主党千葉県参議
院選挙区第４総支
部

100,000 柏市

６ 特定パーティーの概要
中村時広君を囲む
会（平成26年２月
19日開催）(226人)

9,780,000 千代田区
(前年収入額 5,820,000)

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
中村時広君を囲む会（平成26年２月19日開催）
〔団体からの対価の支払〕
日本食研ホール
ディングス㈱

1,000,000 今治市

楠朋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩永 浩美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

佐賀県知事

報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 2,361,914

前年繰越額 21,906
本年収入額 2,340,008

２ 支出総額 2,277,722
３ 本年収入の内訳
寄附 2,340,000
個人分 2,340,000
その他の収入 8
一件十万円未満のもの 8

４ 支出の内訳
経常経費 30,828
事務所費 30,828
政治活動費 2,246,894
組織活動費 2,186,894
その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
岩永喜久子 270,000 佐賀県有田町
岩永 浩一 60,000 佐賀県有田町
織田 孝夫 60,000 武雄市
江﨑 幹夫 120,000 佐賀県有田町
近藤 博昭 120,000 佐賀県有田町

高野 岩雄 240,000 佐賀県有田町
濱野 和正 1,200,000 佐賀市
眞鍋裕見子 240,000 佐賀県有田町
年間五万円以下の
もの

30,000

日本維新党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡 曉亜

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

神奈川県議会議員

報告年月日 27. 1.16
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
日本政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伴 良隆

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

札幌市議会議員

報告年月日 27. 1.13
１ 収入総額 1,262

前年繰越額 1,262
２ 支出総額 0
日本地域政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

後藤 英之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

中野区議会議員

報告年月日 27. 1. 7
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
日本の未来へ夢をつなぐ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉田 浩巳

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

橿原市長

報告年月日 27. 3.26
１ 収入総額 16,315

前年繰越額 16,315
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳
〔借入金〕
吉田 浩巳 15,000,000
のだてつのり後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

野田 哲範

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

西宮市議会議員

報告年月日 27. 8. 5
１ 収入総額 1,254,379

前年繰越額 254,379
本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 239,464
３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000
個人分 1,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 24,778
備品・消耗品費 13,970
事務所費 10,808
政治活動費 214,686
組織活動費 8,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

206,270

宣伝事業費 206,270
その他の経費 416

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
野田 哲範 1,000,000 西宮市
繁栄会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

洲浜 繁達

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 8,707,536

前年繰越額 247,435
本年収入額 8,460,101

２ 支出総額 7,270,178
３ 本年収入の内訳
寄附 8,460,000
個人分 1,560,000
政治団体分 6,900,000
その他の収入 101
一件十万円未満のもの 101

４ 支出の内訳
経常経費 6,603,678
人件費 3,120,000
光熱水費 407,355
備品・消耗品費 1,385,963
事務所費 1,690,360
政治活動費 666,500

組織活動費 412,820
その他の経費 253,680

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
福井 宗圭 120,000 島根県邑南町
町田 光好 120,000 島根県邑南町
森脇 一昭 120,000 江津市
増田 新 120,000 島根県邑南町
寺本 豪 120,000 島根県邑南町
浜 慎一 120,000 島根県邑南町
溝辺 毅 120,000 島根県邑南町
森下 勝義 120,000 江津市
井上 重忠 120,000 江津市
伊藤 凱皓 240,000 島根県美郷町
大利 邦雄 240,000 島根県美郷町
〔政治団体分〕
自由民主党島根県
邑智郡第一支部

6,900,000 島根県邑南町

磐友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

釘宮 磐

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大分市長

報告年月日 27. 3.23
１ 収入総額 7,458,565

前年繰越額 136,240
本年収入額 7,322,325

２ 支出総額 7,438,745
３ 本年収入の内訳
寄附 7,322,250
個人分 2,322,250
政治団体分 5,000,000
その他の収入 75
一件十万円未満のもの 75

４ 支出の内訳
経常経費 5,274,274
人件費 3,702,000
光熱水費 102,115
備品・消耗品費 301,224
事務所費 1,168,935
政治活動費 2,164,471
組織活動費 610,791
機関紙誌の発行その他の事業
費

898,169

機関紙誌の発行事業費 434,082
宣伝事業費 464,087
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その他の経費 655,511
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
三重野和成 120,000 大分市
若杉 正弘 120,000 大分市
佐藤 栄昭 100,000 大分市
阿部 孝士 200,000 大分市
嶋津 義久 200,000 大分市
早瀬 康信 200,000 大分市
東 良三 100,000 大分市
年間五万円以下の
もの

1,282,250

〔政治団体分〕
市政懇話会21 5,000,000 大分市
広島おさむる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

前島 修

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

広島市長

報告年月日 27. 3. 4
１ 収入総額 17,168

本年収入額 17,168
２ 支出総額 17,168
３ 本年収入の内訳
寄附 17,168
個人分 17,168

４ 支出の内訳
経常経費 17,168
事務所費 17,168

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

17,168

敏聡会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 敏明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪府議会議員

報告年月日 27. 2. 9
１ 収入総額 99,880

前年繰越額 99,880
２ 支出総額 108
３ 支出の内訳
経常経費 108
備品・消耗品費 108

Ｆｏｒｕｍ21（フォーラム21）
資金管理団体の届出をした
者の氏名

川村 博章

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉市議会議員

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 240,351

前年繰越額 39,868
本年収入額 200,483

２ 支出総額 188,408
３ 本年収入の内訳
寄附 100,000
個人分 100,000
借入金 100,000
川村 博章 100,000
その他の収入 483
一件十万円未満のもの 483

４ 支出の内訳
経常経費 180,000
事務所費 180,000
政治活動費 8,408
調査研究費 8,408

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

100,000

６ 資産等の内訳
〔借入金〕
川村 博章 4,300,000
細川護熙を支援する会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

細川 護熙

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都知事

報告年月日 27. 3. 5
１ 収入総額 15,295,074

本年収入額 15,295,074
２ 支出総額 15,125,518
３ 本年収入の内訳
寄附 15,295,000
個人分 13,695,000
政治団体分 1,600,000
その他の収入 74
一件十万円未満のもの 74

４ 支出の内訳
経常経費 29,672

事務所費 29,672
政治活動費 15,095,846
組織活動費 1,390,946
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,104,900

宣伝事業費 1,104,900
調査研究費 12,600,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
羽鳥 則夫 1,000,000 伊勢崎市
岡橋 輝和 100,000 渋谷区
外山 裕一 100,000 三条市
宮本 圓明 100,000 沼津市
大河原 毅 1,000,000 都・港区
塩井 辰男 1,500,000 福岡市
川瀬 修平 500,000 大田区
大室 康一 500,000 足立区
潮田洋一郎 500,000 品川区
塩井 悦子 1,500,000 福岡市
大久保 泉 1,500,000 都・港区
林屋 晴三 100,000 世田谷区
田島 良昭 100,000 島原市
宮島 格三 200,000 練馬区
井上 繁雄 200,000 目黒区
松浪 幸夫 100,000 神奈川県葉山

町
淺木 正勝 100,000 渋谷区
真神 魏堂 200,000 京都市
小堀 泰巌 300,000 京都市
川口 雄三 100,000 熊本市
松野 頼久 1,000,000 熊本市
福田 稠 1,000,000 熊本市
年間五万円以下の
もの

1,995,000

〔政治団体分〕
政治システム研究
会

1,600,000 熊本市

まほろば会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

荒井 正吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

奈良県知事

報告年月日 27. 1.19
１ 収入総額 61,416,215

前年繰越額 42,296,455
本年収入額 19,119,760

２ 支出総額 21,272,143
３ 本年収入の内訳
寄附 13,010,400
個人分 12,510,400
政治団体分 500,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

6,080,000

あらい正吾君を励ます会（平
成27年１月23日開催）

6,080,000

その他の収入 29,360
一件十万円未満のもの 29,360

４ 支出の内訳
経常経費 9,501,542
人件費 8,451,594
事務所費 1,049,948
政治活動費 11,770,601
組織活動費 5,192,197
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,969,606

機関紙誌の発行事業費 1,510,709
政治資金パーティー開催事
業費

458,897

調査研究費 408,798
寄附・交付金 4,200,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
佐藤 又一 100,000 橿原市
島岡 司 100,000 奈良市
甲村 侑男 103,000 大和高田市
竹林 和彦 300,000 大阪市
川井 徳子 100,000 奈良市
小原 弘久 200,000 世田谷区
糸原 俊行 60,000 大阪市
清水 益成 303,000 奈良県下市町
布施 正人 60,000 香芝市
西垣 隆司 100,000 桜井市
中西知恵子 130,000 橿原市
藤岡 修三 100,000 奈良県河合町
坂井 永一 150,000 千曲市
年間五万円以下の
もの

10,704,400

〔政治団体分〕
奈良県商工政治連
盟

500,000 奈良市

６ 特定パーティーの概要
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あらい正吾君を励
ます会（平成27年
１月23日開催）
(304人)

6,080,000 奈良市

みらい政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

片庭 正雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

つくばみらい市長

報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 11,182,159

前年繰越額 10,107,849
本年収入額 1,074,310

２ 支出総額 11,174,247
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(8人) 24,000
寄附 1,050,000
個人分 1,050,000
その他の収入 310
一件十万円未満のもの 310

４ 支出の内訳
経常経費 4,222
事務所費 4,222
政治活動費 11,170,025
選挙関係費 1,000,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

350,840

宣伝事業費 350,840
寄附・交付金 9,819,185

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
片庭 正雄 1,050,000 つくばみらい

市
未来政治経済社会研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福島啓史郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都知事

報告年月日 27. 7. 9
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
未来都市政策研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

福田 正明

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 3.24
１ 収入総額 729,948

前年繰越額 21,948
本年収入額 708,000

２ 支出総額 709,147
３ 本年収入の内訳
寄附 708,000
個人分 708,000

４ 支出の内訳
経常経費 294,263
備品・消耗品費 70,516
事務所費 223,747
政治活動費 414,884
組織活動費 407,144
調査研究費 7,740

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
古志 勝俊 60,000 松江市
周藤 浩二 100,000 雲南市
年間五万円以下の
もの

548,000

明悠会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

五百川純寿

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 27. 2.18
１ 収入総額 11,064,770

前年繰越額 5,024,770
本年収入額 6,040,000

２ 支出総額 6,836,137
３ 本年収入の内訳
寄附 6,040,000
個人分 6,040,000

４ 支出の内訳
経常経費 2,818,914
人件費 960,000
光熱水費 399,394
備品・消耗品費 870,649
事務所費 588,871
政治活動費 4,017,223
組織活動費 248,082
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,342,600

宣伝事業費 1,342,600
寄附・交付金 1,000,000

その他の経費 1,426,541
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
高橋 務 240,000 松江市
山根 弘 120,000 雲南市
石原 浩 120,000 松江市
片山 昌之 360,000 松江市
今井 久師 240,000 江津市
佐藤 幸一 120,000 出雲市
中林 直文 240,000 出雲市
日野 雄一 240,000 出雲市
田本 稔 120,000 雲南市
都間 正隆 120,000 雲南市
木村 直樹 240,000 松江市
荒木 克之 240,000 出雲市
宮本 一志 240,000 出雲市
藤岡 隆義 240,000 松江市
増原 健吉 120,000 松江市
金津 任紀 360,000 松江市
大畑 清美 240,000 益田市
磯田 政一 240,000 出雲市
堀江 政徳 120,000 雲南市
梅木 英昭 240,000 雲南市
森田 光彦 240,000 松江市
小玉 隆男 240,000 松江市
小豆沢貴光 120,000 出雲市
長野 誠司 300,000 松江市
匋山 秀樹 300,000 松江市
山本 広之 200,000 松江市
武田 民三 80,000 松江市
佐藤 浩 120,000 出雲市
原 準一 120,000 松江市
内田 康雄 120,000 雲南市
森下けい子後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

森下 桂子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

高知県議会議員

報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 4,250,000

本年収入額 4,250,000
２ 支出総額 2,924,506
３ 本年収入の内訳
寄附 4,250,000
個人分 4,250,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,422,013
人件費 647,700
備品・消耗品費 397,814
事務所費 376,499
政治活動費 1,502,493
組織活動費 323,047
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,179,446

宣伝事業費 1,179,446
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
森下 桂子 4,000,000 高知県日高村
年間五万円以下の
もの

250,000

森田健作政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 栄治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉県知事

報告年月日 27. 2.16
１ 収入総額 6,934,200

前年繰越額 6,934,200
２ 支出総額 35,344
３ 支出の内訳
経常経費 35,344
事務所費 35,344

山口あずさと原発ゼロにする会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山口あずさ

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都議会議員

報告年月日 27. 1.29
１ 収入総額 533,554

前年繰越額 9,772
本年収入額 523,782

２ 支出総額 528,597
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(5人) 5,000
寄附 266,112
個人分 266,112
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

252,670

山口あずささんを政治家にす
るプロジェクト

252,670

４ 支出の内訳
経常経費 27,357
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備品・消耗品費 27,357
政治活動費 501,240
組織活動費 177,299
機関紙誌の発行その他の事業
費

41,040

宣伝事業費 41,040
調査研究費 14,252
寄附・交付金 72,729
その他の経費 195,920

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

266,112

山本かずお後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 一雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪市議会議員

報告年月日 27. 3. 5
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
吉留厚宏後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

吉留 厚宏

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

鹿児島県議会議員

報告年月日 27. 3.16
１ 収入総額 61,760

前年繰越額 61,760
２ 支出総額 0
陸友会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

宮元 陸

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

加賀市長

報告年月日 27. 3.11
１ 収入総額 14,534,675

前年繰越額 1,070,931
本年収入額 13,463,744

２ 支出総額 14,507,337
３ 本年収入の内訳
寄附 13,225,000
個人分 13,225,000
その他の収入 238,744
一件十万円未満のもの 238,744

４ 支出の内訳

経常経費 3,662,315
光熱水費 449,663
備品・消耗品費 617,123
事務所費 2,595,529
政治活動費 10,845,022
組織活動費 7,283,554
選挙関係費 79,435
調査研究費 3,452,033
寄附・交付金 30,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
高橋 直人 60,000 加賀市
石村 正則 60,000 加賀市
山本 紀子 60,000 加賀市
前田重太郎 60,000 加賀市
西脇 豊二 60,000 加賀市
松下 導成 60,000 加賀市
釣井 公人 60,000 加賀市
近藤 裕成 60,000 加賀市
山下 敏雄 60,000 加賀市
衛藤 哲也 60,000 小松市
岸 省三 60,000 加賀市
西山 幸男 60,000 加賀市
山口 金作 60,000 加賀市
守岡 伸浩 60,000 小松市
岡部外志彦 60,000 加賀市
道上 勉 60,000 加賀市
堀 伸市 60,000 小松市
鹿野 秀朔 60,000 加賀市
谷本 義治 60,000 加賀市
中已出 崇 60,000 加賀市
按察 正弘 60,000 加賀市
中谷 友一 60,000 加賀市
山本 豊 60,000 加賀市
桶谷 則之 60,000 白山市
坂口 雅嘉 60,000 小松市
大迫 健一 60,000 小松市
坂口 靖次 60,000 加賀市
鹿野 和宏 60,000 加賀市
鹿野 祐弘 60,000 加賀市
山岸 智治 60,000 加賀市
川下 幸枝 60,000 小松市
滝野 豊子 60,000 加賀市
木立 政彦 60,000 加賀市
小酒 幸雄 60,000 加賀市
長澤 一郎 60,000 加賀市

泉 晴夫 60,000 加賀市
黒田 和利 60,000 金沢市
竹中 良裕 60,000 小松市
竹田 永一 60,000 加賀市
下荒 隆晴 60,000 加賀市
庄田 晋一 60,000 加賀市
杉本 博昭 60,000 加賀市
西 俊夫 60,000 加賀市
谷本 政憲 60,000 加賀市
石塚 惠 60,000 加賀市
北 康人 60,000 加賀市
中出 一郎 60,000 加賀市
泉 勝幸 60,000 加賀市
山﨑 恭範 60,000 加賀市
宮永 覧一 60,000 加賀市
矢田郷裕昭 60,000 加賀市
村谷 康夫 60,000 加賀市
萬谷 正幸 60,000 加賀市
岩尾 貢 60,000 小松市
桂田 清意 60,000 加賀市
西山 大介 60,000 加賀市
田畑 秀樹 60,000 加賀市
萬谷 哲男 60,000 加賀市
竹内 和良 60,000 加賀市
渋谷 浩美 60,000 加賀市
鰀目清一朗 60,000 大田区
蔵谷 芳昭 60,000 加賀市
小畑 正昭 55,000 加賀市
車谷 信昭 55,000 加賀市
西村富美義 55,000 加賀市
谷口 健一 55,000 加賀市
樋口 泰啓 55,000 加賀市
下口 幸雄 55,000 加賀市
下口 智徳 55,000 加賀市
滝野 徹 55,000 加賀市
久保田 誠 55,000 加賀市
北川 信夫 60,000 加賀市
長井 雅之 60,000 加賀市
大嶋 茂 60,000 加賀市
石田 雅樹 60,000 小松市
北川 道子 80,000 加賀市
清田 信昭 120,000 加賀市
丸山 央雄 120,000 加賀市
石川 章 120,000 加賀市
柏木 靖雄 120,000 加賀市
東出 真一 120,000 加賀市

北村 栄 120,000 加賀市
川島外喜雄 120,000 金沢市
水野 泰幸 120,000 加賀市
水野 悦二 120,000 加賀市
河村 勲 120,000 加賀市
戸田 誠 120,000 金沢市
北村 嘉章 120,000 小松市
天日喜代治 120,000 加賀市
浜野 純也 120,000 小松市
黒木 康生 120,000 金沢市
北本 均 120,000 野々市市
表 雅一 120,000 加賀市
上中 正晴 100,000 加賀市
徳田 秀司 100,000 加賀市
塚本 清人 70,000 小松市
西木戸秀幸 110,000 小松市
鈴木 英俊 60,000 小松市
小坂 幸子 60,000 加賀市
北市 一博 60,000 加賀市
今村 洋幸 60,000 小松市
中村 啓二 60,000 金沢市
佐々木 均 60,000 能美市
谷﨑 裕 120,000 七尾市
桧山 国行 165,000 加賀市
宮城 忠夫 240,000 市川市
滝野 松雄 240,000 加賀市
塚本 幹雄 140,000 小松市
笹木 幸博 600,000 小松市
佐野 久範 880,000 加賀市
佐野 悌弘 700,000 加賀市
佐野 晃一 920,000 加賀市
桶谷 隆久 60,000 加賀市
年間五万円以下の
もの

1,845,000

柳風会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

柳本 顕

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大阪市議会議員

報告年月日 27. 3.27
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
和歌山地域戦略研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浦口 高典







平
成


年


月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

和歌山県議会議員

報告年月日 27. 3. 3
１ 収入総額 757,058

前年繰越額 257,032
本年収入額 500,026

２ 支出総額 4,566
３ 本年収入の内訳
寄附 500,000
政治団体分 500,000
その他の収入 26
一件十万円未満のもの 26

４ 支出の内訳
経常経費 4,566
備品・消耗品費 4,566

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
民主党和歌山県第
１総支部

500,000 和歌山市

〔その他の政治団体〕
Ｒ．Ｄ．Ｍ．サポート21
報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 5,225,108

前年繰越額 1,636,912
本年収入額 3,588,196

２ 支出総額 3,281,454
３ 本年収入の内訳
寄附 1,010,000
個人分 1,010,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,543,000

ＲＤＭフォーラム（計２回） 2,526,000
第17回ＲＤＭフォーラム（平
成27年２月18日開催）

17,000

その他の収入 35,196
一件十万円未満のもの 35,196

４ 支出の内訳
経常経費 132,828
備品・消耗品費 76,062
事務所費 56,766
政治活動費 3,148,626
組織活動費 1,565,537
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,183,089

政治資金パーティー開催事
業費

1,183,089

寄附・交付金 400,000
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
野嶋 一男 100,000 浜松市
濱崎 重徳 100,000 福山市
金光 亮典 780,000 市川市

年間五万円以下の
もの

30,000

ＩＨＩ運搬機械労働組合議員を支援する会
報告年月日 27. 1.30
１ 収入総額 1,133,119

前年繰越額 469,063
本年収入額 664,056

２ 支出総額 629,550
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,107人) 663,950
その他の収入 106
一件十万円未満のもの 106

４ 支出の内訳
経常経費 432
事務所費 432
政治活動費 629,118
組織活動費 8,550
寄附・交付金 620,568

ＩＨＩ労働組合連合会政治活動委員会
報告年月日 27. 1.14
１ 収入総額 11,100,672

前年繰越額 6,353,508
本年収入額 4,747,164

２ 支出総額 3,040,000
３ 本年収入の内訳
寄附 4,746,000
政治団体分 4,746,000
その他の収入 1,164
一件十万円未満のもの 1,164

４ 支出の内訳
政治活動費 3,040,000
寄附・交付金 3,040,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
ＩＨＩ労連東京政
治活動委員会

456,000 江東区

ＩＨＩ労連武蔵政
治活動委員会

932,000 都・瑞穂町

ＩＨＩ労連相馬政
治活動委員会

720,000 相馬市

ＩＨＩ労連富岡政
治活動委員会

549,000 富岡市

ＩＨＩ労連横浜政
治活動委員会

590,000 横浜市

ＩＨＩ労連名古屋
政治活動委員会

372,000 知多市

ＩＨＩ労連相生政
治活動委員会

585,000 相生市

ＩＨＩ労連呉政治
活動委員会

513,000 呉市

年間五万円以下の
もの

29,000

ＩＨＩ労働組合連合会東京政治活動委員会
報告年月日 27. 3. 2
１ 収入総額 1,172,226

前年繰越額 665,145
本年収入額 507,081

２ 支出総額 508,286
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(507人) 507,000
その他の収入 81
一件十万円未満のもの 81

４ 支出の内訳
政治活動費 508,286
組織活動費 52,286
寄附・交付金 456,000

ＩＨＩ労働組合連合会武蔵政治活動委員会
報告年月日 27. 2.12
１ 収入総額 1,669,788

前年繰越額 633,692
本年収入額 1,036,096

２ 支出総額 952,000
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,036人) 1,036,000
その他の収入 96
一件十万円未満のもの 96

４ 支出の内訳
政治活動費 952,000
組織活動費 20,000
寄附・交付金 932,000

ＩＯＮＤＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
報告年月日 27. 3.17
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
愛國菊心會（伊地知禎男）
報告年月日 27. 3.18
１ 収入総額 313,912

本年収入額 313,912
２ 支出総額 313,912
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(4人) 240,000
寄附 73,912
個人分 73,912

４ 支出の内訳
経常経費 92,192
備品・消耗品費 92,192
政治活動費 221,720
機関紙誌の発行その他の事業
費

101,720

宣伝事業費 101,720
寄附・交付金 120,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
伊知地禎男 73,912 旭市
愛國菊心會（岡崎 毅）
報告年月日 27. 3.30
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
愛国矜持会
報告年月日 27. 3.31
１ 収入総額 288,134

前年繰越額 4,134
本年収入額 284,000

２ 支出総額 254,282
３ 本年収入の内訳
寄附 284,000
個人分 284,000

４ 支出の内訳
政治活動費 254,282
組織活動費 254,282

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
竹井 信一 284,000 寝屋川市
愛國者團體栄龍同志會総本部
報告年月日 27. 2.23
１ 収入総額 130,000

前年繰越額 10,000
本年収入額 120,000

２ 支出総額 125,000
３ 本年収入の内訳
寄附 120,000
個人分 120,000

４ 支出の内訳
経常経費 85,000
備品・消耗品費 60,000
事務所費 25,000
政治活動費 400,000
組織活動費 20,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

20,000

宣伝事業費 20,000
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
両金 伸一 120,000 尼崎市
愛国青年同志会
報告年月日 27. 3. 9
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
愛国戦線社
報告年月日 27. 2.23
１ 収入総額 1,528,739

前年繰越額 28,739
本年収入額 1,500,000








