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人件費 5,475,518
光熱水費 97,627
備品・消耗品費 653,748
事務所費 2,454,889
政治活動費 927,292
組織活動費 927,292

渡辺てる子と未来を照らす会
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

公職の候補者の氏名 渡辺 照子
公職の候補者に係る公職の
種類

衆議院議員

報告年月日 3. 5.31
１ 収入総額 907,000

前年繰越額 629,000
本年収入額 278,000

２ 支出総額 0
３ 本年収入の内訳
寄附 278,000
個人分 278,000

４ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

278,000

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

参議院議員

報告年月日 3. 6.28
１ 収入総額 5,670,425

前年繰越額 200,425
本年収入額 5,470,000

２ 支出総額 5,501,336
３ 本年収入の内訳
寄附 30,000
政治団体分 30,000
その他の収入 5,440,000
貸付金戻り 5,440,000

４ 支出の内訳
経常経費 61,336
事務所費 61,336
政治活動費 5,440,000
寄附・交付金 5,440,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
年間五万円以下の
もの

30,000

６ 資産等の内訳
〔貸付金〕
渡辺 喜美 34,740,000
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 3. 5.28
１ 収入総額 19,262,315

前年繰越額 419,544
本年収入額 18,842,771

２ 支出総額 18,719,220
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(8人) 8,000
寄附 100,000
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

16,736,000

参議院議員和田政宗朝食会
（計９回）

9,270,000

和田政宗君と歩む会 4,946,000
和田政宗君を囲む会 210,000
参議院議員和田政宗仙台昼食
会（計４回）

2,010,000

参議院議員和田政宗仙台朝食
会

300,000

その他の収入 1,998,771
メールマガジン収入 1,998,771

４ 支出の内訳
経常経費 4,037,344
人件費 3,320,910
備品・消耗品費 491,464
事務所費 224,970
政治活動費 14,681,876
組織活動費 856,734

機関紙誌の発行その他の事業
費

4,825,142

宣伝事業費 111,100
政治資金パーティー開催事
業費

4,714,042

寄附・交付金 9,000,000
５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
新党我等 100,000 新発田市
〔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 3. 3.19
１ 収入総額 157,416

前年繰越額 7,416
本年収入額 150,000

２ 支出総額 151,380
３ 本年収入の内訳
借入金 150,000
荒井 和夫 150,000

４ 支出の内訳
経常経費 93,728
人件費 19,000
光熱水費 6,000
備品・消耗品費 7,003
事務所費 61,725
政治活動費 57,652
組織活動費 34,652
寄附・交付金 23,000

５ 資産等の内訳
〔借入金〕
荒井 和夫 11,360,000
一伸会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 一太

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

群馬県知事

報告年月日 3. 2. 5
１ 収入総額 41,399,288

前年繰越額 20,929,783
本年収入額 20,469,505

２ 支出総額 24,440,991
３ 本年収入の内訳

寄附 20,469,340
個人分 14,039,340
政治団体分 6,430,000
その他の収入 165
一件十万円未満のもの 165

４ 支出の内訳
経常経費 23,598,899
人件費 17,755,807
光熱水費 316,913
備品・消耗品費 1,582,338
事務所費 3,943,841
政治活動費 842,092
組織活動費 355,087
その他の経費 487,005

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
坂入 勝 400,000 桐生市
岩井 重夫 100,000 富岡市
高橋 伸二 100,000 富岡市
大川 弘志 100,000 桐生市
新井 正則 100,000 みどり市
髙橋 明 100,000 太田市
大川 博之 100,000 みどり市
田村 英樹 100,000 群馬県長野原

町
原 丈一 100,000 群馬県玉村町
山藤 浩一 100,000 桐生市
金子 昌彦 200,000 前橋市
又野 繁 100,000 群馬県邑楽町
山﨑 松恵 100,000 高崎市
佐藤 昭三 100,000 群馬県吉岡町
蓮沼 敏美 100,000 桐生市
富澤 博邦 100,000 藤岡市
竹村 紀夫 100,000 都・中央区
大西 大介 100,000 高崎市
須田 永次 100,000 群馬県吉岡町
小林 要一 100,000 前橋市
上原 菜美 100,000 本庄市
杉山 崇 100,000 みどり市
須賀 清次 100,000 前橋市
中澤 幸子 100,000 群馬県東吾妻

町
石橋 靜明 90,000 みどり市
川崎 弘 100,000 前橋市
鴨下 祐介 99,340 小金井市
天野 洋一 100,000 前橋市
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山本 貴子 100,000 群馬県草津町
茂木 正己 100,000 太田市
大橋 龍太 300,000 都・港区
原 初次 100,000 館林市
市村 茂 100,000 豊島区
山本 剛史 100,000 群馬県草津町
柏井 宏貴 100,000 伊勢崎市
廣田 哲也 100,000 前橋市
小林 好 100,000 沼田市
川崎 信行 100,000 高崎市
吉田 卓史 100,000 前橋市
関口 典明 200,000 前橋市
市川 悟 100,000 高崎市
町田 豊 200,000 前橋市
立見 公一 100,000 前橋市
伏島 一晴 100,000 太田市
金井 美次 100,000 高崎市
山本 正造 100,000 群馬県草津町
小島 秀薫 100,000 前橋市
北形 信也 100,000 高崎市
大竹 良明 300,000 高崎市
木村 道幸 100,000 太田市
上原 勝三 100,000 本庄市
石川 道行 100,000 高崎市
増田 安永 100,000 群馬県みなか

み町
信澤 裕 100,000 高崎市
須藤 英仁 100,000 安中市
牧口 裕次 100,000 高崎市
飯塚 慎一 100,000 太田市
荻原 高宏 100,000 高崎市
勝野 政和 100,000 群馬県吉岡町
川島 理 100,000 渋川市
川嶋 正靖 100,000 高崎市
豊田 明美 100,000 群馬県長野原

町
関口 理子 100,000 渋川市
岩井賢太郎 100,000 富岡市
佐藤 光芳 100,000 渋川市
豊田銀五郎 100,000 群馬県長野原

町
高橋 秀一 100,000 前橋市
有田 喜一 100,000 高崎市
大和 義方 100,000 伊勢崎市
小倉 基義 100,000 桐生市
小倉 基弘 100,000 高崎市

金子 正元 100,000 高崎市
村山 利之 1,300,000 高崎市
大野 武夫 100,000 群馬県甘楽町
広岡 浩士 100,000 高崎市
末村 勧也 100,000 高崎市
澤田 浩和 100,000 高崎市
金谷 賢一 100,000 伊勢崎市
萩原 渉 100,000 群馬県草津町
年間五万円以下の
もの

3,950,000

〔政治団体分〕
群馬県歯科医師連
盟

1,100,000 前橋市

群馬県興農政治連
盟

100,000 前橋市

群馬県税理士政治
連盟

100,000 前橋市

群馬県医師連盟 3,200,000 前橋市
伊勢崎佐波医師会
医政会

100,000 伊勢崎市

山友会 500,000 前橋市
山富会 1,000,000 前橋市
自由民主党群馬県
水域産業振興支部

300,000 桐生市

年間五万円以下の
もの

30,000

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 3. 3.31
１ 収入総額 918,918

前年繰越額 118,918
本年収入額 800,000

２ 支出総額 864,996
３ 本年収入の内訳
寄附 300,000
個人分 300,000
借入金 500,000
伊藤 隆広 500,000

４ 支出の内訳
経常経費 181,600
人件費 120,000
備品・消耗品費 35,615
事務所費 25,985

政治活動費 683,396
組織活動費 530,853
選挙関係費 100,000
機関紙誌の発行その他の事業
費

33,220

宣伝事業費 33,220
調査研究費 19,323

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
近藤 朝雄 300,000 千葉市
６ 資産等の内訳
〔借入金〕
伊藤 隆広 3,660,246
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 3. 3.29
１ 収入総額 88,103

前年繰越額 88,103
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳
〔借入金〕
植田 智一 1,300,000
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 3. 3.10
１ 収入総額 942,280

前年繰越額 142,280
本年収入額 800,000

２ 支出総額 742,496
３ 本年収入の内訳
寄附 800,000
個人分 800,000

４ 支出の内訳
経常経費 742,496
光熱水費 68,496
事務所費 674,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
大木 哲 800,000 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 3. 3.29
１ 収入総額 2,787

前年繰越額 2,787
２ 支出総額 0
３ 資産等の内訳
〔借入金〕
大仁田 厚 3,500,000
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 3. 2. 4
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
金子やすゆきと語る会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

金子 快之

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

渋谷区議会議員

報告年月日 3. 1.11
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 3. 1. 8
１ 収入総額 15,088,288

前年繰越額 1,726,282
本年収入額 13,362,006

２ 支出総額 11,485,186
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,003人) 6,737,000
寄附 3,068,000
個人分 3,068,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

3,420,000

2020年新春互礼会 3,420,000
その他の収入 137,006
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一件十万円未満のもの 137,006
４ 支出の内訳
経常経費 8,372,730
人件費 5,890,971
光熱水費 163,569
備品・消耗品費 337,923
事務所費 1,980,267
政治活動費 3,112,456
組織活動費 270,487
機関紙誌の発行その他の事業
費

2,826,820

機関紙誌の発行事業費 187,754
宣伝事業費 162,449
政治資金パーティー開催事
業費

2,476,617

その他の経費 15,149
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
三日月大造 3,000,000 大津市
年間五万円以下の
もの

68,000

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 3. 3.26
１ 収入総額 5,918,272

前年繰越額 648,261
本年収入額 5,270,011

２ 支出総額 4,175,386
３ 本年収入の内訳
寄附 3,210,000
個人分 3,210,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

2,060,000

政経文化パーティー 2,060,000
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 3,260,838
人件費 749,846
光熱水費 119,102
備品・消耗品費 870,989
事務所費 1,520,901
政治活動費 914,548

組織活動費 658,328
機関紙誌の発行その他の事業
費

69,770

政治資金パーティー開催事
業費

69,770

調査研究費 95,100
その他の経費 91,350

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
成相 安信 3,210,000 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
〔団体からの対価の支払〕
㈱不二ビルサービ
ス

500,000 広島市

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 3. 1.25
１ 収入総額 2,878,230

前年繰越額 231,670
本年収入額 2,646,560

２ 支出総額 2,868,278
３ 本年収入の内訳
寄附 1,146,560
個人分 1,146,560
借入金 1,500,000
鈴木 信行 1,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 852,512
備品・消耗品費 150,834
事務所費 701,678
政治活動費 2,015,766
組織活動費 1,644,658
機関紙誌の発行その他の事業
費

369,908

宣伝事業費 369,908
調査研究費 1,200

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
猪瀬 一彦 150,000 仙台市
年間五万円以下の
もの

996,560

６ 資産等の内訳

〔借入金〕
鈴木 信行 3,900,000
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 3. 2.16
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 3. 3.23
１ 収入総額 23,019,480

前年繰越額 15,409,385
本年収入額 7,610,095

２ 支出総額 15,265,621
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(344人) 7,610,000
その他の収入 95
一件十万円未満のもの 95

４ 支出の内訳
経常経費 265,621
事務所費 265,621
政治活動費 15,000,000
寄附・交付金 15,000,000

桜井誠を応援する会
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、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 3. 3.30
１ 収入総額 21,992,364

前年繰越額 2,712,952
本年収入額 19,279,412

２ 支出総額 6,409,276
３ 本年収入の内訳
寄附 17,195,318
個人分 17,195,318

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

188,000

第３回桜井誠令和八策講演会 112,000
竹島を取り返す国民大集会 76,000
その他の収入 1,896,094
金銭以外のものによる寄附相
当分

1,648,338

一件十万円未満のもの 247,756
４ 支出の内訳
経常経費 123,666
備品・消耗品費 57,966
事務所費 65,700
政治活動費 6,285,610
組織活動費 140,995
選挙関係費 5,121,828
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,022,787

宣伝事業費 866,874
その他の事業費 155,913

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
髙田 誠 7,000,000 渋谷区
藤山すま子 1,110,000 長崎市
田辺 研 300,000 新宿区
芳武 麻美 210,000 岡崎市
増田美代子 75,000 不明
吉田 貴典 65,000 柏崎市
岡村 純子 196,000 玉野市
中村 雅之 100,000 旭川市
藍原 綾子 100,000 横浜市
上柿 美穂 100,000 吹田市
金田 康伸 300,000 横浜市
久松 正和 400,000 新宿区
花田 千華 100,000 熊本市
古谷 猛 100,000 倉敷市
市川 真弓 100,000 春日市
遠山 茂年 100,000 今治市
石川 宗光 100,000 碧南市
石内 勉 100,000 さいたま市
笠原 幸彦 100,000 千葉市
津野奈緒子 120,000 世田谷区
山田 里美 80,000 足立区
鈴木 和也 100,000 笠間市
伊藤 憲治 150,000 福岡県福智町
冨岡 聡子 100,000 江戸川区
藤田亜希子 60,000 札幌市
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蓮澤 夏江 150,000 江戸川区
青山留美子 200,000 中野区
年間五万円以下の
もの

5,579,318

佐藤たかゆき出雲後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

佐藤 貴是

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 3. 3.16
１ 収入総額 0
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 3. 3.19
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 3. 3.31
１ 収入総額 5,150

前年繰越額 5,150
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 3. 2. 9
１ 収入総額 16,345

前年繰越額 16,345
２ 支出総額 0
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 3. 3.30
１ 収入総額 1,024,600

前年繰越額 24,600
本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 1,020,500
３ 本年収入の内訳
寄附 1,000,000
個人分 800,000
政治団体分 200,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,020,500
事務所費 1,020,500

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
池田 利恵 800,000 日野市
〔政治団体分〕
自由民主党日野総
支部

100,000 日野市

自由民主党東京都
日野市第三支部

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 3. 3.15
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
社会活力研究会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩永 裕貴

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

甲賀市長

報告年月日 3. 3.25
１ 収入総額 1,246,323

前年繰越額 646,318
本年収入額 600,005

２ 支出総額 928,024
３ 本年収入の内訳
寄附 600,000
個人分 600,000
その他の収入 5
一件十万円未満のもの 5

４ 支出の内訳
経常経費 158,123
備品・消耗品費 123,143
事務所費 34,980
政治活動費 769,901

組織活動費 24,901
寄附・交付金 505,000
その他の経費 240,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
岩永 里美 240,000 甲賀市
西條 浩司 360,000 湖南市
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 3. 1.13
１ 収入総額 139,429,615

前年繰越額 116,586,707
本年収入額 22,842,908

２ 支出総額 66,354,731
３ 本年収入の内訳
寄附 22,190,000
個人分 18,704,000
政治団体分 3,486,000
その他の収入 652,908
事務所家賃 624,000
一件十万円未満のもの 28,908

４ 支出の内訳
経常経費 53,874,956
人件費 42,557,928
光熱水費 732,949
備品・消耗品費 2,541,864
事務所費 8,042,215
政治活動費 12,479,775
組織活動費 5,203,499
機関紙誌の発行その他の事業
費

7,263,076

宣伝事業費 1,402,500
政治資金パーティー開催事
業費

5,860,576

調査研究費 13,200
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
野々山正春 120,000 知立市
酒井 麿毅 120,000 半田市
北田 雅久 370,000 岐阜県岐南町
岡本 巧 600,000 刈谷市
水野 泰一 120,000 刈谷市
小西紀久雄 60,000 名古屋市

近藤 規雄 60,000 名古屋市
今井 文博 240,000 名古屋市
里森 由英 100,000 名古屋市
今村 洋史 200,000 一宮市
石川 光昭 360,000 岡崎市
福井 恒雄 120,000 豊橋市
石原 孝樹 240,000 愛知県幸田町
山本 義樹 120,000 豊橋市
山田 健一 600,000 岡崎市
神谷 宗孝 120,000 碧南市
成田 聡 120,000 名古屋市
彦坂 守 120,000 豊橋市
大島 和信 360,000 大府市
志賀 重介 120,000 蒲郡市
関 鋼太郎 120,000 半田市
平野 周一 60,000 刈谷市
石川 平八 120,000 刈谷市
吉原 一治 120,000 愛知県南知多

町
林 秀雄 120,000 名古屋市
大石 明宣 120,000 豊川市
山田 博文 240,000 名古屋市
岡田 行雄 120,000 豊田市
中村 義幸 120,000 東海市
横山 宜幸 60,000 刈谷市
古澤 武雄 60,000 豊川市
木野村好己 300,000 春日井市
甲原 寛士 120,000 安城市
金子 功男 120,000 安城市
三宅 英臣 120,000 豊田市
加藤 朋之 200,000 安城市
山田 隆雄 60,000 名古屋市
石川 博 60,000 安城市
板倉 晃 120,000 碧南市
宮川 辰夫 400,000 岡崎市
石川 和明 60,000 安城市
梶川 光宏 100,000 碧南市
林 永芳 60,000 名古屋市
石橋 嘉彦 100,000 碧南市
朝日 啓夫 120,000 岡崎市
井上 義和 500,000 知立市
小栗 一朗 300,000 名古屋市
近藤多喜男 60,000 名古屋市
手嶋 孝夫 60,000 西尾市
太田 吉則 96,000 刈谷市
犬塚 伴昌 60,000 西尾市
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犬塚 大志 60,000 西尾市
犬塚 典充 60,000 西尾市
犬塚 弘子 60,000 西尾市
藤井 英治 60,000 西尾市
三浦 哲 60,000 安城市
浅見 雄一 60,000 岡崎市
高濱 和也 120,000 西尾市
児玉 英機 120,000 名古屋市
神谷 昌広 120,000 碧南市
杉江 大三 60,000 西尾市
久納 昇辰 120,000 稲沢市
柴崎 義輝 120,000 西尾市
杉浦 友明 120,000 碧南市
神谷 実 120,000 安城市
齊藤 雅也 120,000 岐阜市
黒川 智勝 120,000 愛知県蟹江町
黒川 公明 120,000 愛知県蟹江町
近藤 弘行 120,000 刈谷市
牧 甫 120,000 岡崎市
鈴木 勇夫 120,000 みよし市
服部 政史 120,000 愛知県大口町
近藤 純子 120,000 知立市
小幡 鋹伸 120,000 豊田市
野田 聡 100,000 可児市
水野 泰昌 120,000 刈谷市
佐野 稔 240,000 名古屋市
小野 直彦 500,000 名古屋市
加藤 博美 120,000 名古屋市
新美 文二 60,000 名古屋市
小野 久子 120,000 名古屋市
小林 茂行 120,000 名古屋市
石原 勝成 200,000 安城市
小松 良一 120,000 尾張旭市
後藤日出美 100,000 知立市
今井美智子 60,000 豊田市
黒土 大介 120,000 豊田市
早川 俊也 60,000 刈谷市
中村 貴之 120,000 名古屋市
鈴木 元弘 120,000 豊田市
内藤 昇 180,000 刈谷市
白藤 嘉康 120,000 愛知県南知多

町
林 典英 100,000 安城市
藤井 英明 120,000 名古屋市
小林 義史 120,000 名古屋市
杉浦 知博 60,000 刈谷市

牧野 真一 120,000 岡崎市
岡田 伸匡 120,000 西尾市
髙原 宏 120,000 西尾市
磯谷 裕 120,000 西尾市
長坂 茂松 120,000 西尾市
鈴木 博貴 120,000 西尾市
本多 淳 120,000 西尾市
深谷 宣一 120,000 西尾市
山﨑 保夫 120,000 西尾市
長谷川道治 100,000 名古屋市
伊藤 勝規 500,000 津島市
年間五万円以下の
もの

3,158,000

〔政治団体分〕
愛知県医師連盟 1,000,000 名古屋市
愛知県商店街政治
連盟

100,000 一宮市

愛知県商工政治連
盟

72,000 知立市

愛知県農政連盟 250,000 名古屋市
愛知県歯科医師連
盟

1,000,000 名古屋市

愛知県柔道整復師
連盟

60,000 名古屋市

愛知県中小企業政
策連盟

100,000 名古屋市

愛知県看護連盟 60,000 名古屋市
愛知県トラック事
業政治連盟

100,000 名古屋市

愛知県薬剤師連盟 300,000 名古屋市
年間五万円以下の
もの

444,000

６ 資産等の内訳
〔動産〕
コピー機(1台) 1,796,472 平成

27. 7.10
自動車(1台) 6,451,579 平成

27.10. 6
自動車(1台) 3,350,000 元. 7.17
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 3. 3. 3
１ 収入総額 12,012,042

前年繰越額 12,011,958
本年収入額 84

２ 支出総額 3,000,000
３ 本年収入の内訳
その他の収入 84
一件十万円未満のもの 84

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

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 3. 2.16
１ 収入総額 201,013

前年繰越額 201,013
２ 支出総額 85,000
３ 支出の内訳
政治活動費 85,000
その他の経費 85,000

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 3. 2.12
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 3. 3.18
１ 収入総額 977,370

前年繰越額 37,369
本年収入額 940,001

２ 支出総額 971,712
３ 本年収入の内訳
寄附 940,000
個人分 940,000

その他の収入 1
一件十万円未満のもの 1

４ 支出の内訳
経常経費 349,630
人件費 80,000
光熱水費 180,000
備品・消耗品費 10,000
事務所費 79,630
政治活動費 622,082
組織活動費 588,401
機関紙誌の発行その他の事業
費

29,521

宣伝事業費 29,521
調査研究費 4,160

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
藤井 勇治 820,000 長浜市
小高 寛三 120,000 長浜市
６ 資産等の内訳
〔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 3. 4.23
１ 収入総額 184

前年繰越額 184
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 3. 1.22
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 3. 2. 5
１ 収入総額 1,626,411
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前年繰越額 1,006,401
本年収入額 620,010

２ 支出総額 640,000
３ 本年収入の内訳
寄附 620,000
個人分 320,000
政治団体分 300,000
その他の収入 10
一件十万円未満のもの 10

４ 支出の内訳
政治活動費 640,000
寄附・交付金 640,000

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
〔政治団体分〕
自由民主党島根県
第二選挙区支部

300,000 出雲市

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 3. 3.29
１ 収入総額 3,785,057

前年繰越額 665,051
本年収入額 3,120,006

２ 支出総額 2,540,000
３ 本年収入の内訳
寄附 3,120,000
個人分 3,120,000
その他の収入 6
一件十万円未満のもの 6

４ 支出の内訳
経常経費 40,000
人件費 10,000
事務所費 30,000
政治活動費 2,500,000
寄附・交付金 2,500,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
齋藤 正美 3,000,000 石巻市
小玉 俊博 120,000 石巻市
ダイバーシティＴＯＫＹＯ

資金管理団体の届出をした
者の氏名

立澤 晴美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

あきる野市議会議
員

報告年月日 3. 3.16
１ 収入総額 650,000

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

４ 支出の内訳
経常経費 650,000
備品・消耗品費 62,000
事務所費 588,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
立澤 晴美 650,000 あきる野市
チーム・バカボン横浜西
資金管理団体の届出をした
者の氏名

大場 綜

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

都・瑞穂町議会議
員

報告年月日 3. 1.12
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
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 3. 3.15
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 3. 3.30
１ 収入総額 15,578,745

前年繰越額 314,675
本年収入額 15,264,070

２ 支出総額 15,541,431
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(7人) 324,000

寄附 2,260,000
個人分 2,260,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

12,680,000

中村時広君を囲む会 12,680,000
その他の収入 70
一件十万円未満のもの 70

４ 支出の内訳
経常経費 11,413,179
人件費 10,222,280
光熱水費 202,736
備品・消耗品費 79,199
事務所費 908,964
政治活動費 4,128,252
組織活動費 155,982
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,972,270

宣伝事業費 47,960
政治資金パーティー開催事
業費

3,924,310

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

760,000

６ 特定パーティーの概要
中村時広君を囲む
会(291人)

12,680,000 千代田区
(前年収入額 7,120,000)

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 3. 2. 5
１ 収入総額 402,486

前年繰越額 402,486
２ 支出総額 184,837
３ 支出の内訳
経常経費 32,784
事務所費 32,784
政治活動費 152,053
組織活動費 99,915
調査研究費 638
その他の経費 51,500

４ 資産等の内訳
〔借入金〕

江頭 孝博 2,931,000
楠朋会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

岩永 浩美

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

佐賀県知事

報告年月日 3. 1.29
１ 収入総額 923,802

前年繰越額 83,802
本年収入額 840,000

２ 支出総額 778,580
３ 本年収入の内訳
寄附 840,000
個人分 840,000

４ 支出の内訳
経常経費 112,612
備品・消耗品費 27,526
事務所費 85,086
政治活動費 665,968
組織活動費 605,968
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
高野 岩雄 240,000 佐賀県有田町
眞鍋裕見子 240,000 佐賀県有田町
年間五万円以下の
もの

90,000

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 3. 3.31
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
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 3. 1.26
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
日本金融経済研究フォーラム21
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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 3. 3.30
１ 収入総額 87,482,788

前年繰越額 35,522,788
本年収入額 51,960,000

２ 支出総額 37,907,309
３ 本年収入の内訳
寄附 11,510,000
個人分 310,000
政治団体分 11,200,000
機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

40,450,000

2020長崎幸太郎知事と語る会
（令和３年３月21日開催）

25,540,000

2020長崎幸太郎知事と語る会
（令和３年３月20日開催）

14,910,000

４ 支出の内訳
政治活動費 37,907,309
機関紙誌の発行その他の事業
費

807,309

政治資金パーティー開催事
業費

807,309

寄附・交付金 37,100,000
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 70,000 大月市
〔政治団体分〕
志帥会 11,200,000 千代田区
６ 特定パーティーの概要
2020長崎幸太郎知
事と語る会（令和
３年３月21日開
催）(476人)

25,540,000 山梨県昭和町

2020長崎幸太郎知
事と語る会（令和
３年３月20日開
催）(280人)

14,910,000 富士吉田市

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

2020長崎幸太郎知事と語る会（令和３年３月21
日開催）
〔団体からの対価の支払〕
㈱グローバル・エ
ンタテイメント

250,000 甲府市

Ｃｏｌｏｓｓｕｓ
㈱

500,000 甲府市

ＳＪＣ㈿ 250,000 甲府市

北杜市建設安全協
議会

500,000 北杜市

８ 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 3. 3. 5
１ 収入総額 1,291

前年繰越額 1,291
２ 支出総額 0
平塚正幸後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

平塚 正幸

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 3. 3.30
１ 収入総額 4,026,000

本年収入額 4,026,000
２ 支出総額 0
３ 本年収入の内訳
寄附 4,026,000
個人分 4,026,000

４ 寄附の内訳
〔個人分〕
佐藤 晋 1,500,000 品川区
松浦 道代 100,000 つくば市
梶原 邦代 500,000 広島市
杉田 穂高 200,000 川崎市
鈴木とみ子 70,000 横浜市
中根 淳 1,500,000 杉並区
年間五万円以下の
もの

156,000

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 3. 2.15
１ 収入総額 60,539

本年収入額 60,539
２ 支出総額 60,539
３ 本年収入の内訳
寄附 60,539
個人分 60,539

４ 支出の内訳
経常経費 60,539
事務所費 60,539

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
年間五万円以下の
もの

60,539

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 3. 3.22
１ 収入総額 68,408

前年繰越額 68,408
２ 支出総額 110
３ 支出の内訳
経常経費 110
備品・消耗品費 110

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 3. 3.30
１ 収入総額 256,923

前年繰越額 56,904
本年収入額 200,019

２ 支出総額 194,371
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 19
一件十万円未満のもの 19

４ 支出の内訳
経常経費 180,000
事務所費 180,000
政治活動費 14,371
調査研究費 14,371

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 4,900,000
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 3. 1.12
１ 収入総額 46,875,609

前年繰越額 37,946,340
本年収入額 8,929,269

２ 支出総額 16,799,331
３ 本年収入の内訳
寄附 8,929,000
個人分 8,229,000
政治団体分 700,000
その他の収入 269
一件十万円未満のもの 269

４ 支出の内訳
経常経費 9,193,173
人件費 8,302,588
事務所費 890,585
政治活動費 7,606,158
組織活動費 2,574,357
機関紙誌の発行その他の事業
費

1,626,473

機関紙誌の発行事業費 1,626,473
調査研究費 305,328
寄附・交付金 3,100,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
中井 隆男 100,000 葛城市
山上 雄平 60,000 奈良市
中尾 隆成 60,000 桜井市
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大浦 基嗣 200,000 桜井市
奥 裕子 75,000 香芝市
中井 謙之 100,000 葛城市
國分 清和 100,000 奈良市
西垣 隆司 100,000 桜井市
坂本 克己 90,000 大阪市
松本 良三 60,000 奈良県下北山

村
竹林 和彦 90,000 大阪市
小原 弘久 200,000 世田谷区
辻本 慶之 70,000 橿原市
島岡 秀和 100,000 大阪市
年間五万円以下の
もの

6,824,000

〔政治団体分〕
奈良県トラック運
送事業政治連盟

200,000 大和郡山市

奈良県商工政治連
盟

500,000 奈良市

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 3. 3.29
１ 収入総額 45,544,728

前年繰越額 15,194,728
本年収入額 30,350,000

２ 支出総額 45,496,230
３ 本年収入の内訳
寄附 30,350,000
個人分 28,850,000
政治団体分 1,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 19,896,230
人件費 8,209,032
光熱水費 131,072
備品・消耗品費 3,295,167
事務所費 8,260,959
政治活動費 25,600,000
選挙関係費 25,000,000
寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
三反園 訓 3,300,000 鹿児島市

年間五万円以下の
もの

25,550,000

〔政治団体分〕
川内市医師連盟 500,000 薩摩川内市
清澄会 1,000,000 南さつま市
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 3. 7.16
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 3. 3.18
１ 収入総額 286,822

前年繰越額 102,822
本年収入額 184,000

２ 支出総額 221,225
３ 本年収入の内訳
寄附 184,000
個人分 184,000

４ 支出の内訳
経常経費 195,985
人件費 67,940
光熱水費 13,030
備品・消耗品費 13,200
事務所費 101,815
政治活動費 25,240
組織活動費 3,880
調査研究費 21,360

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

24,000

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 3. 2.17
１ 収入総額 9,166,412

前年繰越額 2,426,412
本年収入額 6,740,000

２ 支出総額 6,104,164
３ 本年収入の内訳
寄附 6,740,000
個人分 6,740,000

４ 支出の内訳
経常経費 268,000
人件費 160,000
備品・消耗品費 50,000
事務所費 58,000
政治活動費 5,836,164
組織活動費 54,930
調査研究費 17,269
寄附・交付金 4,800,000
その他の経費 963,965

５ 寄附の内訳
〔個人分〕
宮本 一志 240,000 出雲市
内藤 忠 120,000 出雲市
森脇 明美 120,000 安来市
栂野 治彦 240,000 出雲市
山根 弘 240,000 雲南市
佐藤 幸一 120,000 出雲市
大筒 晃一 120,000 松江市
森田 光彦 240,000 松江市
増原 健吉 120,000 松江市
石原 浩 120,000 松江市
片山 昌之 300,000 松江市
磯田 政一 240,000 出雲市
森山 直樹 240,000 松江市
小玉 隆夫 240,000 松江市
梅木 英昭 240,000 雲南市
白根 侑哉 120,000 松江市
田本 稔 120,000 雲南市
寺戸 隆文 300,000 大田市
山本 広之 100,000 松江市
澤田 淳二 100,000 松江市
野津 廣一 100,000 松江市
荒木 恭司 200,000 松江市
神庭 民生 120,000 松江市
平塚 智朗 120,000 松江市
木村 直樹 240,000 松江市
都間 正隆 240,000 雲南市

藤岡 隆義 240,000 松江市
下手 公一 1,100,000 出雲市
川瀬 薫 120,000 出雲市
深田 修次 100,000 出雲市
荒木 克之 240,000 出雲市
内田 康雄 120,000 雲南市
原 準一 120,000 松江市
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 3. 3. 8
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 3. 3.26
１ 収入総額 96,528

前年繰越額 96,528
２ 支出総額 36,324
３ 支出の内訳
経常経費 36,324
事務所費 36,324

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 3. 3.30
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 3. 2.24
１ 収入総額 0
２ 支出総額 0
友貴会
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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 3. 3.17
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 3. 3.29
１ 収入総額 644,102

前年繰越額 644,102
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 3. 4. 7
１ 収入総額 18,620,007

本年収入額 18,620,007
２ 支出総額 14,128,557
３ 本年収入の内訳
寄附 18,620,000
個人分 18,620,000
その他の収入 7
一件十万円未満のもの 7

４ 支出の内訳
経常経費 3,096,787
光熱水費 160,623
備品・消耗品費 255,688
事務所費 2,680,476
政治活動費 11,031,770
組織活動費 8,425,404
選挙関係費 22,764
調査研究費 2,583,602

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 55,000 加賀市
近藤 裕成 60,000 加賀市
山下 敏雄 60,000 加賀市
黒木 康生 120,000 金沢市
天日喜代治 120,000 加賀市
浜野 純也 120,000 小松市
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
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 悦二 120,000 加賀市
中谷 友一 60,000 加賀市
水野 泰幸 120,000 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 500,000 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
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
庄田 晋一 60,000 加賀市
丸山 央雄 120,000 加賀市
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
清田 典廣 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 120,000 加賀市
川本 久範 60,000 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
薮谷 和伸 60,000 加賀市
梅田 豊司 60,000 加賀市
三嶋 秀幸 60,000 加賀市
川岸 太一 60,000 加賀市
井筒 幸夫 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
黒田 泰久 60,000 加賀市
小川 廣行 60,000 加賀市
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
田中 和義 60,000 加賀市
松田 祐司 55,000 加賀市
橋村 昭廣 60,000 加賀市
大洞 孝則 60,000 金沢市
三谷 健慈 60,000 加賀市
中谷 友香 120,000 金沢市
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
竹中 俊介 60,000 加賀市
中道 一成 60,000 加賀市
加茂谷勇治 60,000 金沢市
谷 波留夫 60,000 加賀市
金子美智代 60,000 加賀市
山谷 俊哉 60,000 加賀市
田中 宏造 60,000 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
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 55,000 加賀市
吉本 龍平 60,000 加賀市
向出 幸由 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
小原 貴子 60,000 加賀市
清水廉太郎 60,000 小松市
本田 祐介 60,000 小松市
佐野 明子 1,200,000 加賀市
鹿野 和光 60,000 加賀市
中川 孝則 60,000 加賀市
雪冨 和夫 60,000 加賀市
川下 幸子 60,000 小松市
杉田 雅章 60,000 加賀市
橋本 勝寿 60,000 加賀市
多田 有宏 60,000 加賀市
喜多 英幸 60,000 加賀市
石橋 雅之 60,000 加賀市
鹿野 英樹 120,000 小松市
泉 勝幸 60,000 加賀市
黒田 和利 60,000 金沢市
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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 75,000 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
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
竹内 正治 60,000 加賀市
川畑 健次 60,000 加賀市
佐野多恵子 120,000 加賀市
和田 守弘 60,000 加賀市
中橋 欣則 55,000 小松市
宮城 忠夫 240,000 市川市
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
谷﨑 裕 120,000 七尾市
鈴木 英俊 60,000 小松市

早川 和宏 60,000 白山市
年間五万円以下の
もの

175,000

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 3. 3.11
１ 収入総額 164,485

前年繰越額 49,485
本年収入額 115,000

２ 支出総額 34,754
３ 本年収入の内訳
寄附 115,000
政治団体分 115,000

４ 支出の内訳
経常経費 9,754
事務所費 9,754
政治活動費 25,000
組織活動費 25,000

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

115,000 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 3. 1. 4
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 3. 3.25
１ 収入総額 1,002,202

前年繰越額 332,998
本年収入額 669,204

２ 支出総額 477,220
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,115人) 669,200
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 770
事務所費 770
政治活動費 476,450
寄附・交付金 476,450

ＩＨＩ労働組合連合会政治活動委員会
報告年月日 3. 2.10
１ 収入総額 18,893,597

前年繰越額 13,759,467
本年収入額 5,134,130

２ 支出総額 6,604,292
３ 本年収入の内訳
寄附 5,134,000
政治団体分 5,134,000
その他の収入 130
一件十万円未満のもの 130

４ 支出の内訳
政治活動費 6,604,292
組織活動費 20,412
機関紙誌の発行その他の事業
費

3,586,880

宣伝事業費 3,586,880
寄附・交付金 2,997,000

５ 寄附の内訳
〔政治団体分〕
ＩＨＩ労連東京政
治活動委員会

509,000 江東区

ＩＨＩ労連武蔵政
治活動委員会

1,283,000 都・瑞穂町

ＩＨＩ労連相馬政
治活動委員会

864,000 相馬市

ＩＨＩ労連富岡政
治活動委員会

621,000 富岡市

ＩＨＩ労連横浜政
治活動委員会

709,000 横浜市

ＩＨＩ労連堺政治
活動委員会

121,000 堺市

ＩＨＩ労連相生政
治活動委員会

496,000 相生市

ＩＨＩ労連呉政治
活動委員会

531,000 呉市

ＩＨＩ労働組合連合会東京政治活動委員会
報告年月日 3. 3. 6
１ 収入総額 986,901

前年繰越額 420,897
本年収入額 566,004

２ 支出総額 539,075
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(566人) 566,000
その他の収入 4
一件十万円未満のもの 4

４ 支出の内訳
政治活動費 539,075
組織活動費 30,075
寄附・交付金 509,000

ＩＨＩ労働組合連合会武蔵政治活動委員会
報告年月日 3. 3. 3
１ 収入総額 2,178,383

前年繰越額 752,376
本年収入額 1,426,007

２ 支出総額 1,323,152
３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(1,426人) 1,426,000
その他の収入 7
一件十万円未満のもの 7

４ 支出の内訳
政治活動費 1,323,152
組織活動費 40,152
寄附・交付金 1,283,000

愛煙党
報告年月日 3. 3.24
１ 収入総額 138,429

本年収入額 138,429
２ 支出総額 138,429
３ 本年収入の内訳
寄附 138,429
個人分 138,429

４ 支出の内訳
政治活動費 138,429
機関紙誌の発行その他の事業
費

138,429

宣伝事業費 138,429
５ 寄附の内訳
〔個人分〕
渡久地祐貴 138,429 戸田市
ＩＯＮＤＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
報告年月日 3. 3.10
１ 収入総額 20,000

本年収入額 20,000
２ 支出総額 20,000
３ 本年収入の内訳
寄附 20,000
個人分 20,000

４ 支出の内訳
経常経費 20,000
事務所費 20,000

５ 寄附の内訳






