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組織活動費 606,459
機関紙誌の発行その他の事業
費

6,382,221

宣伝事業費 475,698
政治資金パーティー開催事
業費

5,906,523

寄附・交付金 18,000,000
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
伊澤 勝平 100,000 仙台市
伊澤 泰平 100,000 仙台市
伊澤 平一 100,000 仙台市
伊澤 平蔵 100,000 仙台市
菊地 正弘 300,000 仙台市
松居 武雄 200,000 仙台市
横手 厚美 100,000 大阪府河南町
和田 政宗 10,000,000 仙台市
福井 信蔵 90,000 渋谷区
年間五万円以下の
もの

1,377,999

６ 資産等の内訳
〔借入金〕
和田 紀史 7,000,000
〔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 31. 3.18
１ 収入総額 150,033

前年繰越額 10,033
本年収入額 140,000

２ 支出総額 144,319
３ 本年収入の内訳
借入金 140,000
荒井 和夫 140,000

４ 支出の内訳
経常経費 101,433
人件費 27,000
光熱水費 6,000
備品・消耗品費 5,946
事務所費 62,487
政治活動費 42,886
組織活動費 31,886
寄附・交付金 11,000

５ 資産等の内訳
〔借入金〕
荒井 和夫 11,050,000
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 31. 3.20
１ 収入総額 107,744

前年繰越額 107,744
２ 支出総額 0
伊藤隆広後援会連合会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

伊藤 隆広

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 31. 3.28
１ 収入総額 1,795,171

前年繰越額 107,469
本年収入額 1,687,702

２ 支出総額 1,252,917
３ 本年収入の内訳
寄附 505,052
個人分 395,052
政治団体分 110,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

181,000

政治政策研究会（計３回） 59,000
美浜区政治政策勉強会 22,000
政経セミナー 100,000
借入金 1,000,000
伊藤 隆広 1,000,000
その他の収入 1,650
一件十万円未満のもの 1,650

４ 支出の内訳
経常経費 72,594
備品・消耗品費 13,873
事務所費 58,721
政治活動費 1,180,323
組織活動費 562,633
機関紙誌の発行その他の事業
費

600,350

機関紙誌の発行事業費 412,800
政治資金パーティー開催事
業費

3,340

その他の事業費 184,210
調査研究費 17,340

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
藤井 是寛 100,000 千葉市
年間五万円以下の
もの

295,052

〔政治団体分〕
自由・責任・改革
フォーラム

100,000 杉並区

年間五万円以下の
もの

10,000

６ 資産等の内訳
〔借入金〕
伊藤 隆広 1,860,246
うえだともかず後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

植田 智一

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大田区議会議員

報告年月日 31. 1. 8
１ 収入総額 600,000

本年収入額 600,000
２ 支出総額 539,512
３ 本年収入の内訳
借入金 600,000
植田 智一 600,000

４ 支出の内訳
経常経費 147,746
備品・消耗品費 147,746
政治活動費 391,766
組織活動費 110,096
機関紙誌の発行その他の事業
費

253,216

宣伝事業費 253,216
その他の経費 28,454

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 31. 1.25
１ 収入総額 918,401

前年繰越額 18,401
本年収入額 900,000

２ 支出総額 692,088

３ 本年収入の内訳
寄附 900,000
個人分 900,000

４ 支出の内訳
経常経費 687,088
光熱水費 67,248
備品・消耗品費 19,840
事務所費 600,000
政治活動費 5,000
組織活動費 5,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
大木 哲 900,000 大和市
大仁田厚後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大仁田 厚

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

神埼市長

報告年月日 31. 3.18
１ 収入総額 3,500,000

本年収入額 3,500,000
２ 支出総額 3,497,213
３ 本年収入の内訳
借入金 3,500,000
大仁田 厚 3,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,451,113
光熱水費 69,415
備品・消耗品費 1,233,715
事務所費 147,983
政治活動費 2,046,100
組織活動費 657,606
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,357,414

宣伝事業費 1,357,414
調査研究費 31,080

５ 資産等の内訳
〔借入金〕
大仁田 厚 3,500,000
岡昭会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岡本 昭二

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

島根県議会議員

報告年月日 31. 3. 5
１ 収入総額 11,345,499
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前年繰越額 1,982,482
本年収入額 9,363,017

２ 支出総額 8,271,519
３ 本年収入の内訳
寄附 9,360,000
個人分 9,360,000
その他の収入 3,017
一件十万円未満のもの 3,017

４ 支出の内訳
経常経費 5,619,307
人件費 1,622,563
光熱水費 386,569
備品・消耗品費 2,356,981
事務所費 1,253,194
政治活動費 2,652,212
組織活動費 2,652,212

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 哲夫 120,000 出雲市
石木 静都 480,000 広島市
石田 耕一 120,000 江津市
石田和通人 120,000 浜田市
石田 正美 240,000 益田市
石飛 大輔 120,000 出雲市
伊原 政勝 120,000 浜田市
今井 久師 240,000 江津市
今井 久晴 240,000 浜田市
今岡 幹晴 120,000 出雲市
上山 雅樹 120,000 松江市
牛尾 俊仁 120,000 浜田市
大久保敦司 120,000 浜田市
大谷泰一郎 110,000 浜田市
大畑 悦治 240,000 益田市
大畑 勉 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 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
川神己奈雄 120,000 浜田市
川村 幸子 120,000 浜田市
倉本 給都 120,000 浜田市
黒瀬 清司 120,000 大田市
河野千加子 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
佐々木 護 120,000 浜田市
佐々木一也 120,000 浜田市
島田 義仁 120,000 浜田市
下垣 幸德 120,000 大田市
高木 正和 120,000 浜田市
高橋 宏聡 360,000 益田市
高橋 正昌 120,000 浜田市
武田 享 120,000 浜田市
登田 克巳 120,000 浜田市
中嶋 朝美 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 120,000 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
深田 修次 120,000 出雲市
藤井 誠 120,000 浜田市
藤澤 朝明 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 120,000 大田市
堀脇 宏 120,000 浜田市
増野 裕人 120,000 広島市
三浦 道憲 120,000 浜田市
宮地 正浩 120,000 益田市
三輪 知広 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
山本 広之 240,000 松江市
年間五万円以下の
もの

10,000

６ 資産等の内訳
〔建物〕
浜田市 900,000

168.48
11. 5.25

岡田康裕を支援する会
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 31. 3.14
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
キラリ会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三日月大造

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

滋賀県知事

報告年月日 31. 1. 7
１ 収入総額 24,162,466

前年繰越額 4,275,849
本年収入額 19,886,617

２ 支出総額 20,892,732
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(952人) 4,202,000
寄附 7,187,352
個人分 2,387,352
政治団体分 4,800,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

8,220,000

2018年新春互礼会 4,750,000
2019年新春互礼会（平成31年
１月19日開催）

3,470,000

その他の収入 277,265
一件十万円未満のもの 277,265

４ 支出の内訳
経常経費 13,311,224
人件費 7,765,581
光熱水費 350,401
備品・消耗品費 744,612
事務所費 4,450,630
政治活動費 7,581,508
組織活動費 1,161,854
機関紙誌の発行その他の事業
費

5,125,627

機関紙誌の発行事業費 2,186,879
宣伝事業費 217,620
政治資金パーティー開催事
業費

2,721,128

寄附・交付金 1,000,000
その他の経費 294,027

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
坂本 克己 54,000 大阪市

山本 勇作 100,000 野洲市
山脇 秀敬 54,000 芦屋市
三日月大造 1,500,000 大津市
小川 伊一 54,000 近江八幡市
年間五万円以下の
もの

625,352

〔政治団体分〕
交通政策をすすめ
る会

3,000,000 大阪市

滋賀県宅建政治連
盟

300,000 大津市

三日月大造後援会 1,500,000 草津市
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 31. 3.26
１ 収入総額 8,401,338

前年繰越額 324,431
本年収入額 8,076,907

２ 支出総額 7,043,609
３ 本年収入の内訳
寄附 3,996,000
個人分 3,996,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,060,000

政経文化パーティー（計２回） 4,060,000
その他の収入 20,907
一件十万円未満のもの 20,907

４ 支出の内訳
経常経費 4,489,650
人件費 2,452,514
光熱水費 146,114
備品・消耗品費 370,290
事務所費 1,520,732
政治活動費 2,553,959
組織活動費 1,557,101
機関紙誌の発行その他の事業
費

817,986

機関紙誌の発行事業費 483,523
宣伝事業費 155,039
政治資金パーティー開催事
業費

179,424

調査研究費 85,064
その他の経費 93,808
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５ 寄附の内訳
〔個人分〕
成相 安信 3,976,000 出雲市
年間五万円以下の
もの

20,000

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
政経文化パーティー（平成30年４月18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

政経文化パーティー（平成30年11月21日開催）
〔団体からの対価の支払〕
㈲堀商会 300,000 出雲市

現代維新社
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 信行

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

葛飾区議会議員

報告年月日 31. 3.29
１ 収入総額 2,288,345

前年繰越額 76,171
本年収入額 2,212,174

２ 支出総額 2,262,006
３ 本年収入の内訳
寄附 1,312,174
個人分 1,312,174
借入金 900,000
鈴木 信行 900,000

４ 支出の内訳
経常経費 560,745
備品・消耗品費 73,418
事務所費 487,327
政治活動費 1,701,261
組織活動費 1,525,250
機関紙誌の発行その他の事業
費

176,011

機関紙誌の発行事業費 34,004
宣伝事業費 142,007

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
河澄 克幸 200,000 川口市
年間五万円以下の
もの

1,112,174

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 31. 3. 7
１ 収入総額 7,182

前年繰越額 7,182
２ 支出総額 0
国際都市おおたづくりの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子 富夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

大田区議会議員

報告年月日 31. 4.26
１ 収入総額 0
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 31. 4. 1
１ 収入総額 30,492,036

前年繰越額 21,888,978
本年収入額 8,603,058

２ 支出総額 10,643,330
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(363人) 8,030,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

573,000

政経懇談会 573,000
その他の収入 58
一件十万円未満のもの 58

４ 支出の内訳
経常経費 98,200
事務所費 98,200
政治活動費 10,545,130
機関紙誌の発行その他の事業
費

545,130

その他の事業費 545,130
寄附・交付金 10,000,000

さいち緑の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

内田 英雄

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

和歌山県すさみ町
長

報告年月日 31. 3.27
１ 収入総額 3,007

前年繰越額 3,007
２ 支出総額 0
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 31. 3.13
１ 収入総額 10,000

前年繰越額 10,000
２ 支出総額 0
資金管理団体則天の会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 政則

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

横須賀市議会議員

報告年月日 31. 3.28
１ 収入総額 102,860

前年繰越額 2,860
本年収入額 100,000

２ 支出総額 97,710
３ 本年収入の内訳
寄附 100,000
個人分 100,000

４ 支出の内訳
経常経費 97,710
事務所費 97,710

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
佐藤 政則 100,000 横須賀市
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 31. 3.20
１ 収入総額 58,345

前年繰越額 36,345
本年収入額 22,000

２ 支出総額 30,000
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(22人) 22,000

４ 支出の内訳
政治活動費 30,000
寄附・交付金 30,000

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 31. 2.28
１ 収入総額 1,000,424

前年繰越額 424
本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 989,583
３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000
個人分 100,000
政治団体分 900,000

４ 支出の内訳
経常経費 251,177
備品・消耗品費 50,961
事務所費 200,216
政治活動費 738,406
組織活動費 700,378
調査研究費 38,028

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
黒木 秀子 100,000 千葉市
〔政治団体分〕
保坂展人と元気印
の会

600,000 世田谷区

たがやせ世田谷区
民の会

300,000 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 元. 7.10
１ 収入総額 1,034,900

前年繰越額 14,900
本年収入額 1,020,000

２ 支出総額 1,020,300
３ 本年収入の内訳
寄附 1,020,000
個人分 920,000
政治団体分 100,000
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４ 支出の内訳
経常経費 1,020,300
事務所費 1,020,300

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 利恵 920,000 日野市
〔政治団体分〕
自由民主党日野総
支部

100,000 日野市

下村ただしとなかまたち
資金管理団体の届出をした
者の氏名

下村 直資

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

舞鶴市議会議員

報告年月日 31. 4. 1
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
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 31. 1.11
１ 収入総額 229,564,256

前年繰越額 94,224,934
本年収入額 135,339,322

２ 支出総額 99,969,042
３ 本年収入の内訳
寄附 18,364,352
個人分 16,896,352
政治団体分 1,468,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

116,350,140

秀成会総会 2,050,000
大村ひであき政経セミナー
（計２回）

114,300,140

その他の収入 624,830
事務所家賃 624,000
一件十万円未満のもの 830

４ 支出の内訳
経常経費 54,741,657
人件費 42,234,264
光熱水費 779,743
備品・消耗品費 3,639,542
事務所費 8,088,108
政治活動費 45,227,385

組織活動費 7,853,253
機関紙誌の発行その他の事業
費

28,593,512

宣伝事業費 1,006,570
政治資金パーティー開催事
業費

27,586,942

調査研究費 40,620
寄附・交付金 8,740,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
北田 雅久 350,000 岐阜県岐南町
堀田 健 120,000 刈谷市
成田 昭雄 120,000 名古屋市
石川 光昭 360,000 岡崎市
山田 健一 600,000 岡崎市
石原 孝樹 240,000 愛知県幸田町
関 鋼太郎 120,000 半田市
石原 勝成 200,000 安城市
酒井 麿毅 120,000 半田市
小西紀久雄 60,000 名古屋市
近藤 規雄 60,000 名古屋市
彦坂 守 120,000 豊橋市
神谷 宗孝 120,000 碧南市
仲住 元伸 120,000 岡崎市
吉原 一治 120,000 愛知県南知多

町
山本 義樹 120,000 豊橋市
大島 和信 360,000 大府市
福井 恒雄 120,000 豊橋市
甲原 寛士 120,000 安城市
志賀 重介 120,000 蒲郡市
岡本 巧 480,000 刈谷市
石川 平八 120,000 刈谷市
中村 義幸 120,000 東海市
中村 貴之 120,000 名古屋市
平野 周一 60,000 刈谷市
門前 則雄 600,000 瀬戸市
林 秀雄 120,000 名古屋市
大石 明宣 120,000 豊川市
岡田 行雄 120,000 豊田市
味岡源太郎 1,000,000 名古屋市
加藤 博美 120,000 名古屋市
宮川 辰夫 450,000 岡崎市
牧 甫 120,000 岡崎市
近藤 弘行 120,000 刈谷市
小林 茂行 120,000 名古屋市

小林 義史 120,000 名古屋市
白藤 嘉康 120,000 愛知県南知多

町
鈴木 元弘 120,000 豊田市
小幡 鋹伸 120,000 豊田市
高濱 和也 120,000 西尾市
新美 文二 60,000 名古屋市
梶川 光宏 100,000 碧南市
板倉 晃 120,000 碧南市
石橋 嘉彦 100,000 碧南市
井上 義和 500,000 知立市
林 永芳 60,000 名古屋市
太田 吉則 96,000 刈谷市
今井 文博 120,000 名古屋市
近藤 純子 120,000 知立市
小野 直彦 500,000 名古屋市
木野村好己 300,000 春日井市
富田 清治 150,000 安城市
加藤 朋之 200,000 安城市
小野 英昭 120,000 名古屋市
野田 聡 100,000 可児市
金子 功男 120,000 安城市
石川 博 60,000 安城市
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
三浦 哲 60,000 安城市
手嶋 孝夫 60,000 西尾市
浅見 雄一 60,000 岡崎市
坪内 恊致 60,000 名古屋市
石川 和明 60,000 安城市
水野 泰昌 120,000 刈谷市
藤井 英治 60,000 西尾市
杉江 大三 120,000 西尾市
都筑 善雄 120,000 豊田市
林 典英 100,000 安城市
後藤日出美 100,000 知立市
犬塚 庄一 100,000 西尾市
神谷 実 120,000 安城市
服部 政史 120,000 愛知県大口町
杉浦 知博 60,000 刈谷市
小野 久子 120,000 名古屋市
野々山正春 120,000 知立市
本多 正幸 120,000 知立市

神谷 昌広 120,000 碧南市
小松 良一 120,000 尾張旭市
竹腰 昭道 120,000 岐阜市
藤井 英明 120,000 名古屋市
佐野 稔 200,000 名古屋市
近藤多喜男 60,000 名古屋市
伊藤 勝規 500,000 津島市
年間五万円以下の
もの

2,790,352

〔政治団体分〕
医政問題研究所 1,000,000 名古屋市
愛知県中小企業政
策連盟

60,000 名古屋市

自由民主党愛知県
看護連盟支部

60,000 名古屋市

愛知県トラック事
業政治連盟

60,000 豊田市

愛知県柔道整復師
連盟

60,000 名古屋市

年間五万円以下の
もの

228,000

６ 特定パーティーの概要
大村ひであき政経
セミナー(平成30
年５月30日開催）
(1,493人)

60,131,652 名古屋市

大村ひであき政経
セミナー(平成30
年11月26日開催）
(1,397人)

54,168,488 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（平成30年５月30日
開催）
〔団体からの対価の支払〕
和合会 300,000 愛知県東郷町

㈱河村産業所 300,000 あま市

㈱杉浦製作所 220,000 西尾市

㈱三光金属 300,000 豊明市

㈱ドンキホーテ
ホールディングス

300,000 目黒区

〔政治団体からの対価の支払〕
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愛知県医師連盟 1,000,000 名古屋市

大村ひであき政経セミナー（平成30年11月26日
開催）
〔団体からの対価の支払〕
㈱河村産業所 600,000 あま市

㈱三光金属 300,000 豊明市

㈱ドンキホーテ
ホールディングス

300,000 目黒区

〔政治団体からの対価の支払〕
愛知県医師連盟 1,000,000 名古屋市

８ 資産等の内訳
〔動産〕
自動車(1台) 2,600,150 21.12.19
コピー機(1台) 1,796,472 27. 7.10
自動車(1台) 6,451,579 27.10. 6
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 31. 3. 4
１ 収入総額 2,926,321

前年繰越額 926,313
本年収入額 2,000,008

２ 支出総額 0
３ 本年収入の内訳
寄附 2,000,000
個人分 2,000,000
その他の収入 8
一件十万円未満のもの 8

４ 寄附の内訳
〔個人分〕
黒土 始 1,000,000 北九州市
石川 清博 1,000,000 大分市
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 31. 1.10
１ 収入総額 201,013

前年繰越額 201,013

２ 支出総額 0
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 31. 3. 8
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 31. 3.18
１ 収入総額 7,090,826

前年繰越額 70,815
本年収入額 7,020,011

２ 支出総額 7,073,022
３ 本年収入の内訳
寄附 1,920,000
個人分 920,000
政治団体分 1,000,000
借入金 5,100,000
藤井 勇治 5,100,000
その他の収入 11
一件十万円未満のもの 11

４ 支出の内訳
経常経費 641,314
人件費 121,944
光熱水費 180,000
備品・消耗品費 254,745
事務所費 84,625
政治活動費 6,431,708
組織活動費 1,117,434
機関紙誌の発行その他の事業
費

194,040

宣伝事業費 194,040
調査研究費 3,784
寄附・交付金 5,100,000
その他の経費 16,450

５ 寄附の内訳

〔個人分〕
瀬戸 英雄 300,000 千代田区
神崎 文吾 200,000 姫路市
大澤 博之 100,000 姫路市
伴 尚樹 100,000 たつの市
中野比登志 100,000 さいたま市
小高 寛三 120,000 長浜市
〔政治団体分〕
藤丸至誠会 1,000,000 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 13,800,000
清風政経研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

戸井田祐輔

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

兵庫県議会議員

報告年月日 元. 5. 8
１ 収入総額 781,356

前年繰越額 15,356
本年収入額 766,000

２ 支出総額 779,834
３ 本年収入の内訳
寄附 766,000
個人分 766,000

４ 支出の内訳
経常経費 487,834
事務所費 487,834
政治活動費 292,000
組織活動費 292,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

766,000

清明会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

千田 博通

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

岡山県議会議員

報告年月日 31. 1.24
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 31. 2.12
１ 収入総額 1,216,392

前年繰越額 896,383
本年収入額 320,009

２ 支出総額 300,000
３ 本年収入の内訳
寄附 320,000
個人分 320,000
その他の収入 9
一件十万円未満のもの 9

４ 支出の内訳
政治活動費 300,000
寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
河野千鶴子 120,000 浜田市
山根 毅 200,000 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 31. 3.26
１ 収入総額 1,125,042

前年繰越額 945,029
本年収入額 180,013

２ 支出総額 40,000
３ 本年収入の内訳
寄附 180,000
個人分 180,000
その他の収入 13
一件十万円未満のもの 13

４ 支出の内訳
経常経費 40,000
人件費 10,000
事務所費 30,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
小玉 俊博 120,000 石巻市
石川 達雄 60,000 東松島市
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寺村こころ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

寺村 心

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

京都市議会議員

報告年月日 31. 4. 1
１ 収入総額 0
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 31. 3.29
１ 収入総額 21,695,362

前年繰越額 2,919,200
本年収入額 18,776,162

２ 支出総額 17,493,460
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(14人) 592,000
寄附 6,704,000
個人分 4,154,000
政治団体分 2,550,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

11,480,000

中村時広君を囲む会忘年会 11,480,000
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 11,310,287
人件費 10,080,056
光熱水費 246,061
備品・消耗品費 337,178
事務所費 646,992
政治活動費 6,183,173
組織活動費 2,141,726
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,041,447

宣伝事業費 180,144
政治資金パーティー開催事
業費

3,861,303

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
穴澤 彰一 1,500,000 世田谷区
金子 文理 100,000 松山市
松木 謙公 300,000 札幌市

本田 和也 1,000,000 西予市
高辻 元 100,000 松山市
年間五万円以下の
もの

1,154,000

〔政治団体分〕
日本商工連盟 100,000 都・中央区
愛媛県歯科医師連
盟

500,000 松山市

石川かつゆき後援
会

200,000 新居浜市

愛媛県商工連盟連
合会新居浜支部

200,000 新居浜市

愛媛県医師連盟 1,000,000 松山市
愛媛県産業廃棄物
協会地区政治連盟

300,000 松山市

年間五万円以下の
もの

250,000

６ 特定パーティーの概要
中村時広君を囲む
会忘年会(320人)

11,480,000 千代田区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
中村時広君を囲む会忘年会
〔個人からの対価の支払〕
穴澤 彰一 1,500,000 世田谷区

泥かきの会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

江頭 孝博

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 31. 4. 1
１ 収入総額 501,000

本年収入額 501,000
２ 支出総額 51,481
３ 本年収入の内訳
借入金 501,000
江頭 孝博 501,000

４ 支出の内訳
経常経費 15,665
備品・消耗品費 15,665
政治活動費 35,816
組織活動費 16,574
調査研究費 19,242

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 31. 1.29
１ 収入総額 2,241,340

前年繰越額 1,340
本年収入額 2,240,000

２ 支出総額 2,218,424
３ 本年収入の内訳
寄附 2,240,000
個人分 2,240,000

４ 支出の内訳
経常経費 30,558
備品・消耗品費 11,304
事務所費 19,254
政治活動費 2,187,866
組織活動費 2,127,866
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
江﨑 幹夫 90,000 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 260,000 佐賀県有田町
年間五万円以下の
もの

60,000

西島だいごを育てる会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

西島 大吾

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

福岡県議会議員

報告年月日 元. 7.26
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 31. 1.10
１ 収入総額 1,291

前年繰越額 1,291
２ 支出総額 0
日本金融経済研究フォーラム21

国会議員関係政治団体に関
する特例の適用期間

1. 1～ 9.25

資金管理団体の届出をした
者の氏名

長崎幸太郎

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

山梨県知事

報告年月日 元. 5.31
１ 収入総額 11,151,091

前年繰越額 1,891,091
本年収入額 9,260,000

２ 支出総額 10,716,000
３ 本年収入の内訳
寄附 9,260,000
個人分 360,000
政治団体分 8,900,000

４ 支出の内訳
経常経費 216,000
事務所費 216,000
政治活動費 10,500,000
寄附・交付金 10,500,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
野中 功夫 120,000 山梨県富士川

町
保坂 精治 120,000 山梨県富士川

町
小俣 二也 120,000 大月市
〔政治団体分〕
志帥会 8,900,000 千代田区
６ 資産等の内訳
〔貸付金〕
自由民主党山梨県第
二選挙区支部

28,200,000

日本第一党
資金管理団体の届出をした
者の氏名

髙田 誠

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

東京都知事

（寄附者の一部が所在不明のため、氏名の漢字、
住所及び職業が記載できない旨、報告があった。）
報告年月日 31. 4. 1
１ 収入総額 41,889,350

前年繰越額 21,795,292
本年収入額 20,094,058

２ 支出総額 17,619,511
３ 本年収入の内訳
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個人の党費・会費(1,052人) 10,050,000
寄附 4,754,900
個人分 4,754,900
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

4,429,186

講演会（計４回） 294,000
米国視察報告会 166,000
人材育成局勉強会（計３回） 183,966
日本第一党結党一周年記念
パーティー

1,908,000

国際Ｎａｔｉｏｎａｌｉｓｔ
会議帰朝報告会

159,000

和歌山太地町ツアー 371,500
政治資金パーティー 805,000
忘年会 541,720
その他の収入 859,972
航空券変更払戻し 431,596
電子出版物売上 183,031
一件十万円未満のもの 245,345

４ 支出の内訳
経常経費 7,791,103
人件費 3,236,084
光熱水費 260,264
備品・消耗品費 368,557
事務所費 3,926,198
政治活動費 9,828,408
〔うち本部又は支部に対して供
与した交付金に係る支出〕

900,000

組織活動費 3,459,674
選挙関係費 437,980
機関紙誌の発行その他の事業
費

4,000,814

宣伝事業費 688,232
政治資金パーティー開催事
業費

1,647,514

その他の事業費 1,665,068
調査研究費 1,029,940
寄附・交付金 900,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
鈴木 大岳 224,600 青森県田舎館

村
小野 晋 280,000 武蔵村山市
佐野 宏 340,000 安城市
鈴木トモヒロ 85,000 横浜市
居田伊佐雄 120,000 狭山市

田宮 伸彦 1,500,000 千葉市
石田 雅子 300,000 大阪市
山口喜一郎 100,000 新潟市
タツカワカズヤ 100,000 不明
年間五万円以下の
もの

1,705,300

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 31. 3.13
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
晴政会
国会議員関係政治団体に関
する特例の適用期間

1. 1～ 8.28

資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 晴信

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

山梨県知事

報告年月日 31. 3.28
１ 収入総額 35,834

前年繰越額 35,834
２ 支出総額 32,400
３ 支出の内訳
経常経費 32,400
事務所費 32,400

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 31. 3.27
１ 収入総額 6,106,877

前年繰越額 146,877
本年収入額 5,960,000

２ 支出総額 5,845,208
３ 本年収入の内訳
寄附 5,960,000
個人分 960,000
政治団体分 5,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 5,845,208
人件費 4,080,000
光熱水費 457,966
備品・消耗品費 744,712
事務所費 562,530

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
〔政治団体分〕
自由民主党島根県
邑智郡第一支部

5,000,000 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

大分県知事

報告年月日 31. 1.18
１ 収入総額 169,780

前年繰越額 49,780
本年収入額 120,000

２ 支出総額 162,707
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 162,707
備品・消耗品費 68,465
事務所費 94,242

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

120,000

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 31. 2.13

１ 収入総額 183,281
本年収入額 183,281

２ 支出総額 183,281
３ 本年収入の内訳
寄附 183,281
個人分 183,281

４ 支出の内訳
経常経費 68,470
事務所費 68,470
政治活動費 114,811
その他の経費 114,811

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

183,281

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 31. 3. 7
１ 収入総額 74,932

前年繰越額 74,932
２ 支出総額 4,995
３ 支出の内訳
経常経費 4,995
備品・消耗品費 4,995

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 31. 3.22
１ 収入総額 265,080

前年繰越額 65,062
本年収入額 200,018

２ 支出総額 204,744
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 18
一件十万円未満のもの 18

４ 支出の内訳
経常経費 180,000
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事務所費 180,000
政治活動費 24,744
調査研究費 24,744

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 4,700,000
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 31. 1.11
１ 収入総額 73,099,133

前年繰越額 52,887,107
本年収入額 20,212,026

２ 支出総額 22,956,799
３ 本年収入の内訳
寄附 10,768,676
個人分 10,268,676
政治団体分 500,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

9,380,000

あらい正吾君を励ます会（平
成31年１月22日開催）

9,380,000

その他の収入 63,350
一件十万円未満のもの 63,350

４ 支出の内訳
経常経費 9,547,348
人件費 8,395,185
備品・消耗品費 216
事務所費 1,151,947
政治活動費 13,409,451
組織活動費 5,969,143
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,176,865

機関紙誌の発行事業費 1,747,393
政治資金パーティー開催事
業費

429,472

調査研究費 513,443
寄附・交付金 4,750,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕

島岡 司 100,000 奈良市
山上 雄平 60,000 奈良市
中西知恵子 100,000 橿原市
平山 亘 60,000 奈良県安堵町
大浦 基嗣 100,000 桜井市
竹林 和彦 90,000 大阪市
西垣 隆司 100,000 桜井市
中川 茂宣 100,000 橿原市
小原 弘久 200,000 世田谷区
坂本 克己 90,000 大阪市
奥 裕子 69,000 香芝市
年間五万円以下の
もの

9,199,676

〔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
あらい正吾君を励
ます会（平成31年
１月22日開催）
(469人)

9,380,000 奈良市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
あらい正吾君を励ます会（平成31年１月22日開
催）
〔政治団体からの対価の支払〕
奈良県医師連盟 1,000,000 橿原市

みたぞのさとし後援会三訓会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

三反園 訓

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

鹿児島県知事

報告年月日 31. 3. 7
１ 収入総額 58,842,975

前年繰越額 5,482,975
本年収入額 53,360,000

２ 支出総額 12,547,378
３ 本年収入の内訳
寄附 3,700,000
個人分 2,700,000
政治団体分 1,000,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

49,660,000

三反園訓知事を励ます会 49,660,000
４ 支出の内訳
経常経費 947,937

人件費 928,000
備品・消耗品費 19,937
政治活動費 11,599,441
機関紙誌の発行その他の事業
費

7,149,105

政治資金パーティー開催事
業費

7,149,105

寄附・交付金 4,435,000
その他の経費 15,336

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
三反園 訓 1,200,000 鹿児島市
羽仁正次郎 1,500,000 鹿児島市
〔政治団体分〕
鹿児島県医師連盟 1,000,000 鹿児島市
６ 特定パーティーの概要
三反園訓知事を励
ます会(2,338人)

49,660,000 鹿児島市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
三反園訓知事を励ます会
〔団体からの対価の支払〕
全国共済農業協同
組合連合会鹿児島
県本部

280,000 鹿児島市

鹿児島県信用農業
協同組合連合会

280,000 鹿児島市

鹿児島県経済農業
協同組合連合会

340,000 鹿児島市

〔政治団体からの対価の支払〕
鹿児島県医師連盟 300,000 鹿児島市

鹿児島市医師連盟 500,000 鹿児島市

鹿児島県宅建政治
連盟

400,000 鹿児島市

互栄会 560,000 鹿児島市

鹿児島管工事業政
治連盟

400,000 鹿児島市

８ 資産等の内訳
〔借入金〕
三反園 訓 25,000,000
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 31. 1.25
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 31. 3.20
１ 収入総額 731,137

前年繰越額 47,137
本年収入額 684,000

２ 支出総額 564,898
３ 本年収入の内訳
寄附 684,000
個人分 684,000

４ 支出の内訳
経常経費 435,904
人件費 311,529
事務所費 124,375
政治活動費 128,994
組織活動費 115,154
調査研究費 8,840
その他の経費 5,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
吉岡 正義 200,000 松江市
古志 勝俊 60,000 松江市
年間五万円以下の
もの

424,000

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 31. 2.18
１ 収入総額 11,211,542

前年繰越額 4,821,542
本年収入額 6,390,000

２ 支出総額 7,490,148
３ 本年収入の内訳
寄附 6,390,000
個人分 6,390,000

４ 支出の内訳
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経常経費 937,840
人件費 480,000
光熱水費 227,788
備品・消耗品費 96,172
事務所費 133,880
政治活動費 6,552,308
組織活動費 97,096
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,150,632

宣伝事業費 1,150,632
寄附・交付金 4,500,000
その他の経費 804,580

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
寺戸 隆文 300,000 大田市
栂野 治彦 240,000 出雲市
内藤 忠 120,000 出雲市
大筒 晃一 120,000 松江市
堀 博彦 200,000 大田市
大畑 勉 240,000 益田市
佐藤 幸一 120,000 出雲市
石原 浩 120,000 松江市
増原 健吉 120,000 松江市
田本 稔 120,000 雲南市
山根 弘 240,000 雲南市
森田 光彦 240,000 松江市
小玉 隆夫 240,000 松江市
宮本 一志 240,000 出雲市
佐藤 讓 120,000 出雲市
梅木 秀昭 240,000 雲南市
森山 直樹 240,000 松江市
磯田真佐一 240,000 出雲市
小豆澤孝光 120,000 出雲市
神庭 民生 120,000 松江市
平塚 智朗 120,000 松江市
片山 昌之 180,000 松江市
森脇 明美 120,000 安来市
木村 直樹 240,000 松江市
今井 久師 240,000 江津市
山本 広之 100,000 松江市
澤田 淳二 100,000 松江市
荒木 恭司 200,000 松江市
藤岡 隆義 240,000 松江市
野津 廣一 100,000 松江市
都間 正隆 120,000 雲南市
荒木 克之 240,000 出雲市

長野 誠司 120,000 松江市
白根 侑哉 120,000 松江市
川瀬 薫 120,000 出雲市
内田 康雄 120,000 雲南市
原 準一 120,000 松江市
年間五万円以下の
もの

50,000

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 31. 4. 5
１ 収入総額 379,722

前年繰越額 379,722
２ 支出総額 0
森田健作政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鈴木 栄治

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

千葉県知事

報告年月日 31. 3.27
１ 収入総額 291,820

前年繰越額 291,820
２ 支出総額 159,514
３ 支出の内訳
経常経費 35,664
事務所費 35,664
政治活動費 123,850
組織活動費 123,850

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 31. 3.26
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
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 31. 2.27
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0

友貴会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

織田 貴子

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

宝塚市議会議員

報告年月日 31. 3.15
１ 収入総額 222,097

前年繰越額 222,097
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 31. 3.25
１ 収入総額 920,301

前年繰越額 920,301
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 31. 4.26
１ 収入総額 18,594,877

本年収入額 18,594,877
２ 支出総額 18,594,877
３ 本年収入の内訳
寄附 18,594,877
個人分 18,594,877

４ 支出の内訳
経常経費 3,501,765
光熱水費 198,934
備品・消耗品費 422,940
事務所費 2,879,891
政治活動費 15,093,112
組織活動費 10,612,663
選挙関係費 149,309
調査研究費 4,271,140
寄附・交付金 60,000

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
近藤 裕成 60,000 加賀市
山下 敏雄 60,000 加賀市
表 雅一 120,000 加賀市
北本 均 120,000 野々市市
黒木 康生 120,000 金沢市
浜野 純也 110,000 小松市
天日喜代治 120,000 加賀市
釣井 公人 60,000 加賀市
衛藤 哲也 60,000 小松市
岸 省三 60,000 加賀市
北村 嘉章 120,000 小松市
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
戸田 誠 120,000 金沢市
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
中巳出 崇 60,000 加賀市
佐野 久範 1,200,000 加賀市
佐野 晃一 1,200,000 加賀市
河村 勲 120,000 加賀市
按察 正弘 60,000 加賀市
水野 泰幸 120,000 加賀市
水野 悦二 120,000 加賀市
中谷 友一 60,000 加賀市
北村 栄 110,000 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
笹木 幸博 600,000 小松市
桶谷 隆久 60,000 加賀市
鹿野 和宏 60,000 加賀市
東出 真一 120,000 加賀市
山岸 智治 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
柏木 靖雄 120,000 加賀市
庄田 晋一 60,000 加賀市
丸山 央雄 120,000 加賀市
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竹中 良裕 60,000 小松市
田畑 秀樹 60,000 加賀市
清田 信昭 120,000 加賀市
山﨑 恭範 60,000 加賀市
西山 大介 60,000 加賀市
宮永 賢一 60,000 加賀市
小畑 正昭 60,000 加賀市
矢田郷裕昭 60,000 加賀市
徳田 秀司 110,000 加賀市
下口 幸雄 60,000 加賀市
下口 智徳 60,000 加賀市
西村富美義 60,000 加賀市
滝野 徹 60,000 加賀市
車谷 信昭 60,000 加賀市
桧山 国行 180,000 加賀市
谷口 健一 60,000 加賀市
西木戸秀幸 120,000 小松市
薮谷 和伸 60,000 加賀市
小谷 雅之 60,000 加賀市
梅田 豊司 60,000 加賀市
三嶋 秀幸 60,000 加賀市
小中出佳津良 60,000 加賀市
宮 宏之 60,000 加賀市
本間 航也 60,000 加賀市
櫻井比呂之 60,000 加賀市
北川 道子 120,000 加賀市
奥野 雄一 60,000 加賀市
塚本 幹雄 240,000 小松市
小川 廣行 60,000 加賀市
塚本 清人 120,000 小松市
山下 岩雄 60,000 加賀市
北川 信夫 120,000 加賀市
今井 剛 60,000 加賀市
長井 雅之 120,000 加賀市
米山 吉昭 60,000 加賀市
大嶋 茂 120,000 加賀市
石田 雅樹 120,000 小松市
吉田 五龍 60,000 加賀市
太田 長夫 60,000 加賀市
宮本 峰幸 60,000 加賀市
中野 柳三 60,000 小松市
幸西 一吉 60,000 加賀市
田中 和義 60,000 加賀市
北出 清明 60,000 加賀市
松田 祐司 60,000 金沢市
橋村 昭廣 60,000 加賀市

大洞 孝則 60,000 金沢市
三谷 建慈 60,000 加賀市
橋川正一郎 60,000 加賀市
志岐 和久 60,000 金沢市
中谷 友香 120,000 金沢市
阿部 祐昌 60,000 小松市
鹿野 博通 60,000 加賀市
永山 信也 60,000 加賀市
岡田 修三 60,000 加賀市
川渕 剛 60,000 加賀市
高野 善誠 60,000 加賀市
山口 雅功 60,000 加賀市
鍋島美和子 55,000 金沢市
中道 一成 60,000 加賀市
加茂谷勇治 60,000 金沢市
金子美智代 60,000 加賀市
山谷 俊哉 60,000 加賀市
田中 宏造 55,000 加賀市
東野 哲郎 60,000 加賀市
鈴木 一 120,000 加賀市
新滝 英樹 60,000 加賀市
坂本 博胤 60,000 加賀市
奥出 吉昭 60,000 加賀市
小西 春夫 60,000 加賀市
河野 信夫 60,000 加賀市
小濱 廣道 60,000 加賀市
荒武 将 60,000 金沢市
寺尾 一彦 60,000 加賀市
田中 良則 60,000 加賀市
中越 康夫 60,000 加賀市
中林 宏幸 60,000 加賀市
能登 実 60,000 加賀市
村上 賢次 60,000 加賀市
亀谷 博 60,000 加賀市
吉本 龍平 60,000 加賀市
酒谷百合子 120,000 加賀市
村井 隆 120,000 加賀市
小新 吉彦 60,000 加賀市
奥山 正 60,000 堺市
佐野 明子 600,000 加賀市
泉 勝幸 60,000 加賀市
黒田 和利 60,000 金沢市
石川 章 120,000 加賀市
竹田 永一 60,000 加賀市
桂田 清意 60,000 加賀市
岩尾 貢 60,000 小松市

中出 一郎 60,000 加賀市
萬谷 正幸 60,000 加賀市
下荒 隆晴 60,000 加賀市
村谷 康夫 60,000 加賀市
鰀目清一朗 60,000 大田区
渋谷 浩美 60,000 加賀市
北 康人 60,000 加賀市
竹内 和良 60,000 加賀市
谷本 政憲 60,000 加賀市
西 俊夫 60,000 加賀市
杉本 博昭 60,000 加賀市
蔵谷 芳昭 60,000 加賀市
上中 正晴 120,000 加賀市
萬谷 哲男 60,000 加賀市
久保田 誠 60,000 加賀市
山口 尚彦 60,000 加賀市
菅本 清二 60,000 加賀市
新木 洋満 60,000 加賀市
田中 章雄 60,000 加賀市
谷口 太郎 60,000 加賀市
佐野 悌弘 1,100,000 加賀市
竹野 茂 60,000 加賀市
西野 正人 60,000 加賀市
古河 儀光 60,000 加賀市
森山 明彦 120,000 加賀市
中野 晴樹 60,000 加賀市
三宅 治嘉 60,000 加賀市
巻下 寿啓 60,000 加賀市
樋口 泰啓 60,000 加賀市
川畑 健次 60,000 加賀市
佐野多恵子 100,000 加賀市
宮城 忠夫 240,000 市川市
大村 玉緒 60,000 白山市
小坂 幸子 60,000 加賀市
北市 一博 60,000 加賀市
角出 芳明 60,000 加賀市
今村 洋幸 60,000 小松市
安藤 隆雄 60,000 金沢市
佐々木 均 60,000 能美市
鈴木 英俊 60,000 小松市
早川 和宏 60,000 白山市
竹内 正治 60,000 加賀市
谷 波留夫 60,000 加賀市
竹中 俊介 60,000 加賀市
川岸 太一 60,000 加賀市
宮元 陸 94,876 加賀市

年間五万円以下の
もの

600,001

和歌山地域戦略研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

浦口 高典

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

和歌山県議会議員

報告年月日 31. 3. 6
１ 収入総額 1,501,867

前年繰越額 501,867
本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 867,681
３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000
政治団体分 1,000,000

４ 支出の内訳
経常経費 202,672
備品・消耗品費 161,602
事務所費 41,070
政治活動費 665,009
組織活動費 242,489
機関紙誌の発行その他の事業
費

418,000

宣伝事業費 418,000
調査研究費 4,520

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
国民民主党和歌山
県総支部連合会

1,000,000 和歌山市

〔その他の政治団体〕
ＡＡＡ不老不死時代の生命倫理を考える会
報告年月日 31. 4. 2
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
ＩＨＩ運搬機械労働組合議員を支援する会
報告年月日 31. 3.19
１ 収入総額 1,208,815

前年繰越額 539,409
本年収入額 669,406

２ 支出総額 721,836
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,116人) 669,400
その他の収入 6
一件十万円未満のもの 6

４ 支出の内訳
経常経費 756








