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足立 泰宣 60,000 八幡市
寺内 正樹 100,000 守山市
清水 延晏 100,000 都・中央区
伊夫伎一雄 100,000 世田谷区
大沢 泰造 100,000 米原市
鶴 吾郎 100,000 目黒区
年間五万円以下の
もの

1,810,000

山梨フォーラム
資金管理団体の届出をした
者の氏名

赤池 誠章

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 18. 3.16

１ 収入総額 6,293,295

前年繰越額 943,292

本年収入額 5,350,003

２ 支出総額 1,586,488

３ 本年収入の内訳
個人の党費・会費(20人) 200,000

寄附 4,100,000

個人分 4,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

1,050,000

催物事業 1,050,000

その他の収入 3

一件十万円未満のもの 3

４ 支出の内訳
経常経費 1,264,119

人件費 477,950

光熱水費 153,530

備品・消耗品費 78,402

事務所費 554,237

政治活動費 322,369

組織活動費 322,369

５ 寄附の内訳
（個人分）
泉 幸辰 100,000 渋谷区
赤池 誠章 1,500,000 甲府市
梅沢 重雄 1,000,000 甲斐市
梅沢 保隆 1,000,000 輪島市
清水 宝文 300,000 甲斐市
功刀 裕樹 200,000 山梨県昭和町
山本かなえ後援会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

山本 香苗

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

参議院議員

報告年月日 18. 3.31

１ 収入総額 1,001,058

前年繰越額 500,659

本年収入額 500,399

２ 支出総額 500,100

３ 本年収入の内訳
寄附 500,000

個人分 500,000

その他の収入 399

一件十万円未満のもの 399

４ 支出の内訳
経常経費 66,650

備品・消耗品費 21,000

事務所費 45,650

政治活動費 433,450

組織活動費 433,450

５ 寄附の内訳
（個人分）
山本 香苗 500,000 豊中市
友愛政経懇話会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

鳩山由紀夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

衆議院議員

報告年月日 18. 3.29

１ 収入総額 130,572,872

前年繰越額 12,134,863

本年収入額 118,438,009

２ 支出総額 127,540,110

３ 本年収入の内訳
寄附 72,878,000

個人分 67,778,000

政治団体分 5,100,000

機関紙誌の発行その他の事業に
よる収入

45,560,000

鳩山由紀夫サイエンスフォー
ラム2005

45,560,000

その他の収入 9

一件十万円未満のもの 9

４ 支出の内訳
経常経費 69,128,914

人件費 64,343,234

備品・消耗品費 929,408

事務所費 3,856,272

政治活動費 58,411,196

組織活動費 5,223,715

機関紙誌の発行その他の事業
費

2,877,491

宣伝事業費 854,180

政治資金パーティー開催事
業費

2,023,311

調査研究費 309,990

寄附・交付金 50,000,000

５ 寄附の内訳
（個人分）
森 泰人 105,000 八千代市
井上 和子 1,500,000 品川区
鳩山 安子 1,500,000 都・中央区
鳩山由紀夫 9,000,000 室蘭市
渡辺 晃良 120,000 品川区
鴨井 清成 120,000 室蘭市
小林 孝 240,000 北海道厚真町
森口 正之 100,000 登別市
成毛ミチ子 360,000 都・港区
川手正一郎 1,500,000 練馬区
岩尾 慶一 100,000 佐賀県有田町
森 芳正 240,000 石巻市
大西 正己 240,000 さいたま市
杉山 信夫 500,000 横浜市
山名 盛義 240,000 目黒区
大谷 武 240,000 千代田区
栗林 宏吉 100,000 渋谷区
柏木 一枝 100,000 練馬区
箱山 隆一 100,000 岩見沢市
高本 久 500,000 練馬区
菊地 里士 100,000 札幌市
伊藤知佳子 120,000 札幌市
林 彰人 120,000 杉並区
奥野 忠一 120,000 西東京市
佐々木浩二 120,000 都・港区
吉川 宏一 200,000 杉並区
大伴 忠 100,000 足立区
天野 汎 100,000 大田区
柏木 宣郎 100,000 目黒区
中村 宜寿 500,000 練馬区
古谷 忠雄 100,000 室蘭市
瀬尾 聡 100,000 北海道栗山町
山形 政弘 120,000 世田谷区
芳賀 昭雄 1,500,000 深川市
芳賀 大輔 1,500,000 杉並区

荻布真十郎 150,000 世田谷区
中村紀美子 250,000 練馬区
勝場 政範 1,000,000 所沢市
沼生 智 200,000 都・港区
小坂 昭男 100,000 岩見沢市
廣田 健史 1,000,000 墨田区
駒谷 重幸 100,000 札幌市
藤瀬 憲三 100,000 世田谷区
加賀 章 1,500,000 江戸川区
森 治彦 500,000 世田谷区
内田 裕昌 100,000 世田谷区
山本 素石 120,000 札幌市
竹内 啓修 120,000 越谷市
秋山 幸彦 100,000 室蘭市
年間五万円以下の
もの

40,633,000

（政治団体分）
民主党北海道総支
部連合会

1,000,000 札幌市

民主党 3,420,000 千代田区
北海道医師連盟 480,000 札幌市
ＪＡＭ政治連盟 200,000 都・港区
６ 特定パーティーの概要
鳩山由紀夫サイエ
ンスフォーラム
2005(426人)

45,560,000 千代田区

７ 資産等の内訳
（借入金）
鳩山由紀夫 80,000,000

友喜会
資金管理団体の届出をした
者の氏名

土井喜美夫

資金管理団体の届出に係る
公職の種類

石巻市長

報告年月日 18. 2.13

１ 収入総額 1,519,000

前年繰越額 19,000

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,494,000

３ 本年収入の内訳
寄附 1,500,000

個人分 1,500,000

４ 支出の内訳
経常経費 1,494,000

備品・消耗品費 534,000

事務所費 960,000
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