
政治団体の収支報告書の要旨

（令和 ３年分第１回）

政治団体の名称 公明党衆議院東京第１２選挙区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１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 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 83,187,319

前年繰越額 24,370,480

本年収入額 58,816,839

２ 支出総額 54,675,760

（翌年への繰越額） 28,511,559

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,270,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,270,000

個人からの寄附 370,000

法人その他の団体からの寄附 2,540,000

政治団体からの寄附 3,360,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 47,268,060
入

公明党 25,000,000

公明党東京都本部 22,268,060

その他の収入 5,278,779

１件 １０万円未満のもの 255

１件 １０万円以上のもの 5,278,524

金銭以外のものによる寄附相当分 5,278,524

４ 支出の内訳

経常経費 17,088,535

人件費 12,375,278

備品・消耗品費 1,368,696

事務所費 3,344,561

政治活動費 37,587,225

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 75,360
係る支出

組織活動費 1,075,545

選挙関係費 25,073,024

機関紙誌の発行その他の事業費 7,063,296

機関紙誌の発行事業費 3,027,036

宣伝事業費 4,036,260

調査研究費 75,360

寄附・交付金 3,500,000

その他の経費 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平澤 さだ子 200,000 茨城県つくばみら
い市

大河 美由紀 100,000 茨城県つくばみら
い市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
山手自動車㈱ 100,000 板橋区

福岡運輸㈱ 300,000 茨城県つくばみら
い市

関口工業㈱ 300,000 埼玉県志木市

三立建設㈱ 200,000 北区

本間エステートソリュ 100,000 清瀬市
ーションズ

㈱デライトアップ 100,000 足立区

新北斗警備保障㈱ 100,000 文京区

㈱アドヴァングループ 100,000 渋谷区

㈱ＷＩＮＮＥＲＳ 100,000 千葉県松戸市

㈱拓商フーズサプライ 100,000 大田区

伊田テクノス㈱ 200,000 埼玉県東松山市

小川工業㈱ 200,000 埼玉県行田市

金杉建設㈱ 200,000 埼玉県春日部市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本商工連盟 100,000 中央区

全国美術商懇話会 200,000 港区

日本保険薬局政治連盟 200,000 中央区

ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

ＴＫＣ城北東京政経研 100,000 新宿区
究会

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

全国ビルメンテナンス 500,000 荒川区
政治連盟
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東京ビルメンテナンス 300,000 荒川区
政治連盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

自由民主党東京都支部 100,000 千代田区
連合会

太田あきひろ後援会 800,000 北区

６ 資産の内訳

敷金

（支払先） （支払年月日）

宇佐見 博史 令和 ３年１１月２６日

（金額）
円

1,859,760

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党衆議院小選挙区東京第２１総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 高木 陽介

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 11,944,764

前年繰越額 495,506

本年収入額 11,449,258

２ 支出総額 11,192,164

（翌年への繰越額） 752,600

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,170,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,170,000

個人からの寄附 1,590,000

法人その他の団体からの寄附 2,030,000

政治団体からの寄附 550,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 7,200,000
入

公明党 7,200,000

その他の収入 79,258

１件 １０万円未満のもの 79,258

４ 支出の内訳

経常経費 11,085,742

人件費 4,254,044

光熱水費 150,416

備品・消耗品費 782,552

事務所費 5,898,730

政治活動費 106,422

組織活動費 3,600

調査研究費 102,822

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

作田 美緒子 120,000 杉並区

青木 弘光 1,200,000 板橋区

富岡 忠勝 100,000 立川市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
㈱雅敍造園 120,000 八王子市

イーマックス㈱ 120,000 渋谷区

㈱レイス 240,000 港区

㈱東洋食品 100,000 台東区

ファミリーサービス㈱ 120,000 八王子市

ファミリーレンタリー 120,000 八王子市
ス㈱

日本コインランドリー 120,000 八王子市
㈱

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党参議院東京選挙区第１総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 菊地 とし子

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 16,458,147

前年繰越額 9,258,053

本年収入額 7,200,094

２ 支出総額 4,584,584

（翌年への繰越額） 11,873,563

３ 本年収入の内訳
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 7,200,000
入

公明党 7,200,000

その他の収入 94

１件 １０万円未満のもの 94

４ 支出の内訳

経常経費 3,424,488

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 158,400
係る支出

光熱水費 40,411

備品・消耗品費 550,372

事務所費 2,833,705

政治活動費 1,160,096

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 75,360
係る支出

組織活動費 351,096

機関紙誌の発行その他の事業費 597,520

宣伝事業費 597,520

調査研究費 211,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党参議院東京選挙区第２総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 山口 那津男

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日

円
１ 収入総額 16,076,574

前年繰越額 6,896,471

本年収入額 9,180,103

２ 支出総額 6,957,866

（翌年への繰越額） 9,118,708

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,980,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,980,000

法人その他の団体からの寄附 980,000

政治団体からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 7,200,000
入

公明党 7,200,000

その他の収入 103

１件 １０万円未満のもの 103

４ 支出の内訳

経常経費 4,724,573

人件費 2,370,846

備品・消耗品費 820,011

事務所費 1,533,716

政治活動費 2,233,293

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 75,360
係る支出

組織活動費 242,240

機関紙誌の発行その他の事業費 361,333

宣伝事業費 361,333

調査研究費 129,720

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

安田物産㈱ 480,000 葛飾区

東亜物流㈱ 500,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本薬剤師連盟 1,000,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都第１７区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 山﨑 順子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 17,000,000

前年繰越額 1,000,000

本年収入額 16,000,000

２ 支出総額 17,000,000

（翌年への繰越額） 0

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 16,000,000
入
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国民民主党 16,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,260,795

人件費 5,770,000

備品・消耗品費 2,353

事務所費 488,442

政治活動費 10,739,205

組織活動費 1,042,882

選挙関係費 2,809,099

機関紙誌の発行その他の事業費 5,507,309

機関紙誌の発行事業費 466,770

宣伝事業費 5,040,539

調査研究費 1,379,915

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都第２４区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 佐藤 由美

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 14,972,000

前年繰越額 1,300,000

本年収入額 13,672,000

２ 支出総額 14,872,000

（翌年への繰越額） 100,000

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 13,600,000
入

国民民主党 13,600,000

その他の収入 72,000

１件 １０万円未満のもの 72,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,513,292

人件費 1,289,306

光熱水費 83,491

備品・消耗品費 834,450

事務所費 2,306,045

政治活動費 10,358,708

組織活動費 1,173,477

選挙関係費 6,660,496

機関紙誌の発行その他の事業費 2,524,735

宣伝事業費 2,524,735

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第一選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 山田 美樹

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 62,328,077

前年繰越額 6,043,818

本年収入額 56,284,259

２ 支出総額 54,008,200

（翌年への繰越額） 8,319,877

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,929,000
（１，０８４人）

寄附の総額 24,890,813

政党匿名分を除く寄附の額 24,890,813

個人からの寄附 5,205,813

法人その他の団体からの寄附 2,315,000

政治団体からの寄附 17,370,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,720,000
入

自由民主党港区総支部 30,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党東京都千代田区第十四支部 10,000

自由民主党 27,200,000

その他の収入 1,744,446
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１件 １０万円未満のもの 21

１件 １０万円以上のもの 1,744,425

退去料 1,744,425

４ 支出の内訳

経常経費 13,893,375

人件費 7,493,930

光熱水費 65,093

備品・消耗品費 863,423

事務所費 5,470,929

政治活動費 40,114,825

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,610,000
係る支出

組織活動費 2,141,227

選挙関係費 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 19,313,658

機関紙誌の発行事業費 6,956,760

宣伝事業費 12,356,898

調査研究費 49,940

寄附・交付金 8,610,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山本 祥世 200,000 港区

野上 雄二 100,000 港区

安井 圭介 100,000 渋谷区

小坂 勝秀 111,111 千代田区

山口 升呉 100,000 新宿区

鈴木 神成 100,000 新宿区

並木 秀之 100,000 港区

中島 彩歌 1,500,000 中野区

田邊 恵三 100,000 千代田区

山田 美樹 2,119,702 港区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社富洋 90,000 千代田区

一般社団法人東京ハイ 200,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

株式会社三和 200,000 品川区

税理士法人魁 100,000 千代田区

株式会社クリエイティ 100,000 新宿区
ヴヒル・コミュニケー
ションズ

新宿区薬剤師連盟 300,000 新宿区

ライフトラスト株式会 200,000 港区
社

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 3,000,000 千代田区

東京都医師政治連盟港 400,000 港区
支部

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

ねんりんの会 6,800,000 千代田区

日本公認会計士政治連 1,000,000 千代田区
盟

東京都社会保険労務士 100,000 千代田区
政治連盟

東京都宅建政治連盟新 130,000 新宿区
宿支部

東京行政書士政治連盟 110,000 目黒区

東京都医師政治連盟新 1,300,000 新宿区
宿支部

税理士による山田美樹 100,000 千代田区
後援会

四谷税理士政治連盟 100,000 新宿区

麻布税理士政治連盟 100,000 港区

芝税理士政治連盟 100,000 港区

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都石油政治連盟 300,000 千代田区

東京都歯科医師連盟麻 100,000 港区
布赤坂支部

東京都歯科医師連盟芝 100,000 港区
支部

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都医師政治連盟千 400,000 千代田区
代田区支部

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都薬剤師連盟 200,000 千代田区
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東京都医師政治連盟神 300,000 千代田区
田支部

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２７年 １月３０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,430,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 清人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 47,141,586

前年繰越額 2,153,463

本年収入額 44,988,123

２ 支出総額 44,575,581

（翌年への繰越額） 2,566,005

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,631,000
（１，００１人）

寄附の総額 15,957,123

政党匿名分を除く寄附の額 15,957,123

個人からの寄附 6,357,123

法人その他の団体からの寄附 1,770,000

政治団体からの寄附 7,830,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,400,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都中央区第十二支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院比例区第二十五支 20,000
部

自由民主党東京都支部連合会 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 16,415,120

人件費 8,478,420

備品・消耗品費 1,039,498

事務所費 6,897,202

政治活動費 28,160,461

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,040,000
係る支出

組織活動費 4,857,357

選挙関係費 10,080,300

機関紙誌の発行その他の事業費 8,182,804

機関紙誌の発行事業費 1,970,550

宣伝事業費 6,212,254

寄附・交付金 5,040,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野原 肇 100,000 台東区

鳩山 エミリー 100,000 文京区

桑山 征洋 100,000 文京区

和田 美義 100,000 板橋区

石部 高史 1,000,000 台東区

田中 隆裕 100,000 文京区

竹原 啓二 100,000 渋谷区

今野 正弘 100,000 文京区

岩切 敏晃 100,000 埼玉県戸田市

清人 2,197,123 台東区

大見 和男 700,000 台東区

濱田 俊 800,000 中央区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

大木ヘルスケアホール 100,000 文京区
ディングス㈱

㈱矢口昇商店 100,000 新宿区

京橋薬剤師連盟 100,000 中央区

東京玩具人形協同組合 100,000 台東区

㈱大淵銀器 100,000 台東区

東京トータルライフク 120,000 台東区
リニック

有限会社鈴柳 120,000 台東区

ホテルマネージメント 240,000 中央区
インターナショナル㈱
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一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤータクシー協会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清人後援会 4,000,000 台東区

小石川税理士政治連盟 100,000 文京区

深谷隆司・ 清人を囲 100,000 文京区
む小石川税理士の会

税理士による 清人後 450,000 台東区
援会

東京都医師政治連盟小 500,000 文京区
石川支部

東京都医師政治連盟文 300,000 文京区
京支部

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都台東区歯科医師 100,000 台東区
連盟

上野税理士政治連盟 100,000 台東区

ＴＫＣ東・東京政経研 100,000 新宿区
究会

ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都歯科医師連盟芝 100,000 港区
支部

浅草薬業政治連盟 100,000 台東区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

浅草歯科医師連盟 80,000 台東区

東京都医師政治連盟日 200,000 中央区
本橋支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第三選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 石原 宏高

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１９日
円

１ 収入総額 47,682,330

前年繰越額 4,878,248

本年収入額 42,804,082

２ 支出総額 45,528,772

（翌年への繰越額） 2,153,558

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,444,000
（１，０６２人）

寄附の総額 13,250,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,250,000

個人からの寄附 8,910,000

法人その他の団体からの寄附 1,660,000

政治団体からの寄附 2,680,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,110,000
入

自由民主党千葉県第三選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党東京都参議院比例区第二十五支 20,000
部

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党東京都大田区第二十七支部 10,000

自由民主党 27,700,000

その他の収入 82

１件 １０万円未満のもの 82

４ 支出の内訳

経常経費 24,921,381

人件費 17,224,800

光熱水費 4,954

備品・消耗品費 1,584,856

事務所費 6,106,771

政治活動費 20,607,391

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,600,000
係る支出

組織活動費 1,070,858

選挙関係費 10,385,592

機関紙誌の発行その他の事業費 7,550,341
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機関紙誌の発行事業費 5,488,089

宣伝事業費 2,062,252

調査研究費 600

寄附・交付金 1,600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井上 裕之 460,000 世田谷区

石原 宏高 2,000,000 品川区

高山 健 1,500,000 世田谷区

須田 精一 1,000,000 秋田県由利本荘市

須田 浩生 500,000 秋田県秋田市

齊藤 健悦 500,000 秋田県南秋田郡井
川町

須田 哲生 500,000 秋田県由利本荘市

池田 隆 1,000,000 神奈川県横浜市

田中 常雅 100,000 大田区

佐藤 八重 1,000,000 品川区

大崎 和夫 120,000 大田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

醍醐ビル株式会社 240,000 大田区

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

ジェイ・アール・エム 200,000 品川区
株式会社

株式会社スポーツトラ 100,000 千代田区
スト

株式会社バローロ 100,000 千代田区

株式会社ベルゲン 100,000 千代田区

品川区薬剤師会 100,000 品川区

全日本不動産政治連盟 100,000 大田区
東京都本部城南支部

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都宅建政治連盟 300,000 千代田区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都歯科医師連盟荏 100,000 品川区
原支部

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都宅建政治連盟大 100,000 大田区
田支部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟荏 100,000 品川区
原支部

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

印刷機 平成２９年 ８月２３日

（数量） （取得の価格）

円
１台 1,200,000

（品目） （取得年月日）

宣伝用車両 平成３０年 ７月１８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,550,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第四選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 平 将明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 134,549,557

前年繰越額 18,965,705

本年収入額 115,583,852

２ 支出総額 78,691,442

（翌年への繰越額） 55,858,115

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,896,000
（１，１１２人）

寄附の総額 81,201,504

政党匿名分を除く寄附の額 81,201,504

個人からの寄附 28,300,000

法人その他の団体からの寄附 42,080,004

政治団体からの寄附 10,821,500

機関紙誌の発行その他の事業による収入 4,522,000
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天平会（計２回） 42,000

平フォーラム 4,480,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,920,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都大田区第十九支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都新宿区第二十五支部 10,000

自由民主党東京都大田区第二十七支部 10,000

その他の収入 44,348

１件 １０万円未満のもの 44,348

４ 支出の内訳

経常経費 49,748,719

人件費 34,801,648

光熱水費 9,329

備品・消耗品費 1,023,056

事務所費 13,914,686

政治活動費 28,942,723

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 540,000
係る支出

組織活動費 1,688,492

選挙関係費 6,085,553

機関紙誌の発行その他の事業費 12,946,675

宣伝事業費 11,124,085

政治資金パーティー開催事業費 1,808,400

その他の事業費 14,190

寄附・交付金 7,168,214

その他の経費 1,053,789

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

池田 祥護 120,000 新潟県新潟市

児玉 譲 140,000 中央区

谷田 泰 220,000 板橋区

藤井 政輝 110,000 荒川区

小川 恵司 180,000 千代田区

宮島 紀典 240,000 大田区

長與 和彦 110,000 大田区

石山 幸夫 120,000 江東区

倉石 和明 120,000 長野県長野市

馬場 邦明 220,000 大田区

木村 光範 120,000 荒川区

久保田 明史 170,000 品川区

大平 裕 1,240,000 千代田区

宇野澤 虎雄 120,000 大田区

髙松 孝行 120,000 江戸川区

塩澤 好久 240,000 中央区

山田 貴志 220,000 大阪府大阪市

安藤 公一 170,000 品川区

中村 道雄 100,000 大田区

宮島 忠文 100,000 千代田区

齋藤 正勝 3,400,000 港区

丸山 清志 120,000 港区

加藤 雅人 240,000 大田区

青木 宏義 340,000 千代田区

北岡 修一 140,000 新宿区

中西 清晴 100,000 大田区

白木 毅生 130,000 国分寺市

安西 雅博 120,000 荒川区

佐々木 華奈 410,000 港区

市嶋 健介 170,000 渋谷区

秋元 弘一 170,000 大田区

千年 正浩 60,000 千葉県香取市

冨田 洋 1,050,000 大田区

内川 晃一 130,000 小金井市

西山 知良 120,000 世田谷区

山崎 佳一 100,000 千代田区

瓜生 憲 360,000 港区

山田 邦雄 240,000 兵庫県芦屋市

青山 貴洋 120,000 杉並区

菅原 敬介 1,000,000 杉並区
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安田 雄一郎 120,000 目黒区

多辺田 毅 170,000 大田区

豊田 祥明 100,000 町田市

西川 光一 3,000,000 世田谷区

牧 泰利 120,000 中央区

長崎 利昭 3,000,000 大田区

吉田 健一 100,000 練馬区

長久保 樹一郎 2,000,000 大田区

秋田 耕二郎 60,000 千代田区

西野 晃透 100,000 江戸川区

菅野 浩正 100,000 千葉県市川市

是枝 伸彦 100,000 府中市

大下 孝明 100,000 埼玉県越谷市

奥山 卓 100,000 大田区

本多 良美 120,000 国分寺市

伴 良二 800,000 神奈川県横浜市

簡野 髙道 100,000 大田区

醍醐 徹 230,000 大田区

関家 圭三 2,000,000 港区

青山 信之 100,000 港区

古川 龍文 120,000 品川区

是枝 周樹 200,000 世田谷区

笠井 仁志 100,000 大田区

引地 正修 120,000 千代田区

大岩 秀幸 120,000 北区

浅川 真次 100,000 渋谷区

佐々木 智 120,000 大田区

勝亦 章浩 120,000 品川区

湯川 智子 120,000 港区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社エムアールエ 120,000 品川区
スブレイン

株式会社山十青果 170,000 大田区

株式会社プリンス会館 120,000 大田区

株式会社ときわ給食セ 60,000 大田区
ンター

有限會社丸和ホーム 120,000 大田区

株式会社魚耕ホールデ 600,000 杉並区
ィングス

株式会社ゼントクコー 320,000 大田区
ポレーション

株式会社アペックス栄 230,000 大田区
屋

かんべ土地建物株式会 140,000 品川区
社

藤東造園建設株式会社 460,000 大田区

株式会社アイシーラン 150,000 中央区
ド

栄運輸工業株式会社 240,000 大阪府大阪市

日本サード株式会社 240,000 練馬区

旭青果物商業協同組合 120,000 大田区

千印青果株式会社 120,000 足立区

株式会社ヤマグチレッ 240,000 神奈川県横浜市
カー

株式会社花徳 420,000 足立区

株式会社環建築設計事 120,000 新宿区
務所

株式会社東横イン 1,200,000 大田区

株式会社桃季 240,000 豊島区

伊佐養鯉場株式会社 120,000 新潟県小千谷市

株式会社アネシス 340,000 千代田区

株式会社ビューティビ 120,000 渋谷区
ジネス

株式会社マテック 120,000 北海道千歳市

株式会社玉子屋 120,000 大田区

村山鋼材株式会社 120,000 千葉県浦安市

株式会社グローバルブ 130,000 千代田区
レインスクエア

有限会社ケア・プラン 120,000 台東区
ニング

株式会社アサイ 120,000 大田区

横浜丸中青果株式会社 180,000 神奈川県横浜市

サンユー建設株式会社 170,000 大田区

ヒガ・アーツ＆メタル 120,000 大田区
株式会社

株式会社アズパートナ 900,000 千代田区
ーズ

株式会社アリエ 120,000 神奈川県横浜市

株式会社くらしの友 120,000 大田区

株式会社浅井 170,000 大田区
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株式会社太昌園 120,000 台東区

株式会社大成企業ビル 240,000 港区

株式会社日本堂 120,000 板橋区

株式会社大栄物産 50,004 大田区

株式会社林屋 220,000 大田区

関東警備保障株式会社 120,000 大田区

全国青果卸売協同組合 120,000 大田区
連合会

東京築地青果株式会社 220,000 中央区

築地産業株式会社 120,000 中央区

岡山青果卸売協同組合 120,000 岡山県岡山市

株式会社東京やまはち 120,000 江戸川区
産業

みくりや青果株式会社 120,000 大阪府茨木市

日東工器株式会社 120,000 大田区

株式会社帝国車輌 120,000 北海道中川郡本別
町

株式会社ＴＫＧ 120,000 大田区

明成建設工業株式会社 290,000 中野区

大日養鯉場株式会社 170,000 新潟県小千谷市

株式会社ダイワコーポ 120,000 品川区
レーション

株式会社松本石材店 100,000 大田区

広島市中央青果卸売協 120,000 広島県広島市
同組合

堀正工業株式会社 240,000 品川区

新神田市場青果卸売協 860,000 大田区
同組合

市場流通ビジョンを考 120,000 葛飾区
える会

株式会社東仁 120,000 西東京市

株式会社ミロク情報サ 240,000 新宿区
ービス

株式会社マックスサポ 120,000 新宿区
ート

株式会社アップルパー 240,000 北区
ク

株式会社巴商会 150,000 大田区

イガラシ綜業株式会社 170,000 茨城県日立市

株式会社エー・エム・ 120,000 世田谷区
エス

株式会社コムラエージ 220,000 港区
ェンシー

株式会社金羊社 120,000 大田区

㈱谷川商店 170,000 神奈川県横浜市

株式会社日税ビジネス 1,000,000 新宿区
サービス

京浜運送株式会社 120,000 大田区

有限会社国済自動車鈑 120,000 埼玉県深谷市
金工業所

石川運輸株式会社 100,000 中野区

醍醐ビル株式会社 220,000 大田区

トランスター・ジャパ 220,000 文京区
ン株式会社

株式会社京福商店 120,000 大田区

株式会社定松 60,000 中央区

株式会社ニイノ建設 170,000 大田区

ダイコー株式会社 130,000 港区

日本抵抗器販売株式会 120,000 品川区
社

アパマン株式会社 100,000 千代田区

マカイラ株式会社 490,000 千代田区

農事組合法人和郷園 290,000 千葉県香取市

岡崎運送株式会社 120,000 岡山県岡山市

愛知産業株式会社 120,000 品川区

一般社団法人公開経営 140,000 中央区
指導協会

株式会社協同住宅 120,000 千葉県浦安市

丸良興業有限会社 130,000 大田区

ハマ冷機工業株式会社 140,000 大田区

株式会社ジーオージェ 220,000 渋谷区
イオー

株式会社コスモ・ケア 120,000 世田谷区
・サポート

財団法人宿泊施設活性 120,000 港区
化機構

株式会社ウラタ 120,000 千葉県市川市

株式会社スリープセレ 120,000 港区
クト

株式会社エバーファイ 320,000 千代田区
ナンス・グループ

株式会社ＯＮＥｌｙ 360,000 港区

株式会社ガモウ 240,000 港区
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医療法人財団安田病院 120,000 目黒区

盈進自動車株式会社 170,000 大田区

中央魚類株式会社 130,000 江東区

株式会社榎本 120,000 大田区

株式会社サンシン 120,000 杉並区

株式会社ニカヤコーポ 120,000 中央区
レーション

大川水産ホールディン 220,000 千葉県浦安市
グス株式会社

税理土法人青山アカウ 130,000 港区
ンティングファーム

株式会社東京ニュース 740,000 中央区
通信社

吉田電気株式会社 240,000 新宿区

株式会社イコール 120,000 東大和市

株式会社エムティーア 120,000 新宿区
イ

宗教法人延徳寺 120,000 大田区

株式会社アイオス 170,000 千代田区

株式会社Ｏｐｅｘ 120,000 港区

カリフッド株式会社 120,000 大田区

株式会社ビルメン鹿児 240,000 鹿児島県鹿児島市
島

アクアウェッジ株式会 120,000 大田区
社

株式会社西商店 170,000 大田区

東京中小企業経友会事 120,000 千代田区
業協同組合

株式会社染野製作所 120,000 大田区

東京青果株式会社 1,120,000 大田区

株式会社ティオス 120,000 品川区

株式会社ビーフラット 120,000 千代田区

株式会社ヤマシタコー 120,000 港区
ポレーション

株式会社日税不動産情 1,000,000 新宿区
報センター

東京金商株式会社 100,000 大田区

株式会社サンベルクス 820,000 足立区

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

株式会社丸八ホールデ 240,000 神奈川県横浜市
ィングス

株式会社五冷メンテナ 240,000 港区
ンス

株式会社イデアル 120,000 渋谷区

株式会社東海リライア 150,000 新宿区
ンス

株式会社Ｆリミテッド 1,240,000 大田区

株式会社スリーオーク 120,000 大田区

株式会社フィルツ都市 120,000 千代田区
建築設計

医療法人原会 120,000 群馬県伊勢崎市

丸進青果株式会社 240,000 福岡県福岡市

東京荏原青果株式会社 150,000 大田区

蜂屋株式会社 120,000 大田区

東京都青果物商業協同 60,000 大田区
組合京浜支所

東京都青果物商業協同 220,000 千代田区
組合

株式会社ベーシックシ 120,000 千代田区
ステム

タチバナエステート株 120,000 中央区
式会社

株式会社マックス 220,000 大田区

株式会社邦友 120,000 大田区

株式会社コマツ製作所 150,000 大田区

株式会社保険サービス 100,000 板橋区

株式会社アテナ 100,000 江戸川区

全国青果卸売協同組合 650,000 大阪府大阪市
連合会関西地区協議会

株式会社トキオ福岡 140,000 福岡県福岡市

株式会社ヤマリ 220,000 大田区

東京中央青果株式会社 100,000 中央区

一般社団法人大田市場 200,000 大田区
協会

株式会社エヌケーホー 200,000 新宿区
ルディングス

東邦ハウジング株式会 2,000,000 大田区
社

日栄産業株式会社 600,000 大田区

株式会社ヤマシタ 120,000 港区

全青卸連関東地区協議 120,000 大田区
会

株式会社光・彩 130,000 山梨県甲斐市
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株式会社鈴木石材店 100,000 大田区

城南運送事業協同組合 100,000 大田区

神戸中央青果卸売協同 120,000 兵庫県神戸市
組合

ピーアークホールディ 220,000 中央区
ングス株式会社

株式会社トリリオン 110,000 品川区

北海道・東北地区協議 300,000 北海道札幌市
会

株式会社共栄会保険代 200,000 新宿区
行

大阪東部市場青果卸売 120,000 大阪府大阪市
協同組合

株式会社グリーンジャ 140,000 杉並区
パン

大阪本場青果卸売協同 120,000 大阪府大阪市
組合

綜合システム開発株式 150,000 港区
会社

秩父ケミカル株式会社 120,000 千代田区

株式会社ゼンショーホ 1,000,000 港区
ールディングス

株式会社ティー・ティ 120,000 中央区
ー・シー

株式会社稲門管理 120,000 新宿区

丸大観光株式会社 100,000 埼玉県入間市

幸建設株式会社 120,000 大田区

東熱ビルディング株式 120,000 港区
会社

株式会社イーファシリ 120,000 神奈川県相模原市
ティ

大阪府青果卸売協同組 120,000 大阪府茨木市
合

株式会社ＡＤＩ．Ｇ横 120,000 神奈川県横浜市
浜本社

平将明君を育てる福岡 120,000 福岡県福岡市
仲卸の会

日本トリート株式会社 120,000 世田谷区

株式会社光陽 120,000 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

水月会 3,231,500 千代田区

東京都蒲田歯科医師連 100,000 大田区
盟

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

全国美術商懇話会 200,000 港区

東京都医師政治連盟蒲 420,000 大田区
田支部

東京都石油政治連盟 300,000 千代田区

日本商工連盟 100,000 中央区

石破茂政経懇話会 1,000,000 鳥取県鳥取市

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

ＴＫＣ東京中央政経研 1,000,000 新宿区
究会

ＴＫＣ全国政経研究会 400,000 新宿区

東京都医師政治連盟大 300,000 大田区
森支部

全国産業資源循環連合 100,000 港区
会政治連盟

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

全国ビルメンテナンス 1,000,000 荒川区
政治連盟

東京ビルメンテナンス 200,000 荒川区
政治連盟

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ２年１２月１５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,558,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

平 将明 4,637,971

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第五選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 若宮 健嗣

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
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円
１ 収入総額 69,312,070

前年繰越額 17,597,070

本年収入額 51,715,000

２ 支出総額 49,987,444

（翌年への繰越額） 19,324,626

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 22,830,000

政党匿名分を除く寄附の額 22,830,000

個人からの寄附 19,110,000

法人その他の団体からの寄附 820,000

政治団体からの寄附 2,900,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,885,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党栃木県第五選挙区支部 1,500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党目黒総支部 50,000

自由民主党世田谷総支部 55,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 16,661,877

人件費 12,041,079

光熱水費 95,765

備品・消耗品費 1,240,998

事務所費 3,284,035

政治活動費 33,325,567

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,740,000
係る支出

組織活動費 1,799,746

選挙関係費 2,770,718

機関紙誌の発行その他の事業費 15,915,103

機関紙誌の発行事業費 11,090,244

宣伝事業費 4,824,859

寄附・交付金 12,840,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

若宮 健嗣 18,000,000 世田谷区

大平 守行 60,000 世田谷区

井上 裕之 300,000 品川区

大平 佳史 60,000 世田谷区

吉川 進 100,000 目黒区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

株式会社ダスキン玉川 100,000 世田谷区

満願寺 150,000 世田谷区

株式会社大明建設 300,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都宅建政治連盟 400,000 千代田区

泰進会 300,000 埼玉県東松山市

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟玉 400,000 世田谷区
川支部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟目 300,000 目黒区
黒区支部

東京都歯科医師連盟目 100,000 目黒区
黒支部

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

日本公認会計士政治連 100,000 千代田区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第六選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 越智 隆雄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 82,108,393

前年繰越額 21,622,500

本年収入額 60,485,893

２ 支出総額 77,596,842
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（翌年への繰越額） 4,511,551

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,929,000
（１，１４３人）

寄附の総額 13,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,000,000

個人からの寄附 3,435,000

法人その他の団体からの寄附 2,400,000

政治団体からの寄附 7,165,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 12,606,000

おちたかおフォーラム勉強会（計４回） 12,290,000

年末懇親会（計６回） 316,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,900,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 400,000

自由民主党東京都第八選挙区支部 100,000

自由民主党世田谷総支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

その他の収入 5,050,893

１件 １０万円未満のもの 9,370

１件 １０万円以上のもの 5,041,523

事務所家賃 150,000

事務所改修費用 250,000

臨時事務所家賃返金 113,300

返金 4,528,223

４ 支出の内訳

経常経費 31,793,286

人件費 18,204,045

光熱水費 139,999

備品・消耗品費 4,383,913

事務所費 9,065,329

政治活動費 45,803,556

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 940,000
係る支出

組織活動費 7,765,547

選挙関係費 13,054,907

機関紙誌の発行その他の事業費 22,679,698

機関紙誌の発行事業費 1,814,175

宣伝事業費 16,600,386

政治資金パーティー開催事業費 2,903,672

その他の事業費 1,361,465

調査研究費 1,403,404

寄附・交付金 900,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

横山 雅也 100,000 世田谷区

井上 裕之 200,000 世田谷区

渡辺 広康 300,000 江戸川区

藤木 優 1,000,000 中央区

腰髙 博 300,000 港区

沼田 彰史 100,000 江東区

古屋 文隆 100,000 神奈川県横浜市

迫水 朗生 100,000 世田谷区

河原 正幸 100,000 世田谷区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

阿部興業株式会社 500,000 新宿区

宍戸コンクリート工業 100,000 世田谷区
株式会社

神興建設株式会社 200,000 世田谷区

有限会社エスツー 300,000 神奈川県川崎市

株式会社ナガシマ 100,000 渋谷区

城北信用金庫 100,000 北区

株式会社アベコー 100,000 世田谷区

株式会社コムラエージ 100,000 港区
ェンシー

世田谷信用金庫 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 3,000,000 千代田区

総合政策研究会 500,000 兵庫県明石市

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区
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東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

全友会 300,000 千代田区

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都医師政治連盟玉 100,000 世田谷区
川支部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第七選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 松本 文明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 90,197,893

前年繰越額 33,355,164

本年収入額 56,842,729

２ 支出総額 69,887,046

（翌年への繰越額） 20,310,847

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,436,000
（１，４５２人）

寄附の総額 30,311,600

政党匿名分を除く寄附の額 30,311,600

個人からの寄附 12,291,600

法人その他の団体からの寄附 7,410,000

政治団体からの寄附 10,610,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 24,050,000
入

自由民主党東京都千代田区第二十二支部 10,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 300,000

自由民主党中野総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党東京都新宿区第三支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党 23,200,000

自由民主党目黒総支部 50,000

その他の収入 45,129

１件 １０万円未満のもの 45,129

４ 支出の内訳

経常経費 30,773,116

人件費 23,422,584

光熱水費 198,547

備品・消耗品費 4,028,258

事務所費 3,123,727

政治活動費 39,113,930

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,110,000
係る支出

組織活動費 7,332,529

選挙関係費 7,754,659

機関紙誌の発行その他の事業費 17,635,142

宣伝事業費 17,635,142

寄附・交付金 4,090,000

その他の経費 2,301,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

加藤 喜正 70,000 中野区

松本 真由美 2,301,600 中野区

浅田 和美 180,000 中野区

米持 大介 60,000 中野区

福本 敬文 500,000 中野区

堀野 雅章 200,000 中野区

青山 300,000 中野区

柴 進一郎 100,000 中野区

米川 直之 100,000 埼玉県羽生市

江藤 和郎 100,000 中野区

篠崎 金一 100,000 中野区

松本 峯春 1,000,000 広島県広島市

早船 寛人 100,000 中野区

諸橋 一豊 100,000 目黒区
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岸 宏昭 5,000,000 中野区

髙橋 紋兵衛 100,000 中野区

川井 勝勇 100,000 中野区

窪寺 弘昭 100,000 中野区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲青木葬儀社 100,000 中野区

三幾飼料工業㈱ 120,000 埼玉県草加市

㈱柴田屋酒店 120,000 中野区

㈱大日建設 380,000 中野区

㈱ユニテックス 110,000 大阪府大阪市

中野運輸㈱ 340,000 中野区

日本閣観光㈱ 860,000 中野区

㈱美高商事 120,000 中野区

㈱ＰＡＣＥ 220,000 中野区

宮園自動車㈱ 340,000 中野区

㈱シティアイ 220,000 台東区

北海道パーケット工業 120,000 杉並区
㈱

弥生交通㈱ 120,000 中野区

㈲北斗印刷 120,000 台東区

武蔵野建設産業㈱ 120,000 中野区

帝都博善㈱ 120,000 中野区

㈱Ｋ－ｃｏｒｐｏｒａ 120,000 江東区
ｔｉｏｎ

田邊ホールディングス 120,000 神奈川県横浜市
㈱

（一社）東京ハイヤー 100,000 千代田区
・タクシー協会

喜光商事㈱ 300,000 中野区

金剛産業㈱ 200,000 中野区

㈱クリエイティヴヒル 100,000 新宿区
・コミュニケーション
ズ

日進興業㈱ 500,000 中野区

中野遊技場組合 100,000 中野区

宝仙寺 1,000,000 中野区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 3,000,000 千代田区

総合政策研究会 500,000 兵庫県明石市

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都医師政治連盟渋 2,000,000 渋谷区
谷支部

東京都医師政治連盟中 500,000 中野区
野支部

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

全友会 300,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 200,000 千代田区
東京都本部

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都医師政治連盟目 100,000 目黒区
黒区支部

税理士による松本文明 100,000 中野区
後援会

全国ビルメンテナンス 1,000,000 荒川区
政治連盟

東京ビルメンテナンス 500,000 荒川区
政治連盟

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝用自動車 平成２５年 ６月２７日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第八選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 石原 伸晃

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 57,220,074

前年繰越額 8,035,052

本年収入額 49,185,022

２ 支出総額 54,640,552

（翌年への繰越額） 2,579,522

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 11,625,000

政党匿名分を除く寄附の額 11,625,000

個人からの寄附 240,000

法人その他の団体からの寄附 2,955,000

政治団体からの寄附 8,430,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 4,000,000

第３０回政経セミナー 4,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 33,490,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党広島県衆議院比例区第一支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党 33,200,000

その他の収入 70,022

１件 １０万円未満のもの 70,022

４ 支出の内訳

経常経費 23,342,973

人件費 11,669,990

光熱水費 116,511

備品・消耗品費 2,841,202

事務所費 8,715,270

政治活動費 31,297,579

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,150,000
係る支出

組織活動費 2,602,999

選挙関係費 10,115,472

機関紙誌の発行その他の事業費 17,653,531

機関紙誌の発行事業費 4,984,807

宣伝事業費 12,452,626

政治資金パーティー開催事業費 216,098

調査研究費 77,418

その他の経費 848,159

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石原 伸晃 240,000 杉並区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

明和地所㈱ 140,000 渋谷区

醍醐ビル㈱ 220,000 大田区

一社）東京ハイヤー・ 100,000 千代田区
タクシー協会

㈱ニチドウ 100,000 葛飾区

やよい商事㈱ 100,000 杉並区

㈱オータカ 100,000 杉並区

江州建設㈱ 100,000 杉並区

東京質屋協同組合 200,000 千代田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
東京都柔道整復師政治 130,000 文京区
連盟

全国宅建政治連盟 1,000,000 千代田区

日本不動産鑑定士政治 500,000 港区
連盟

杉並区薬剤師連盟 100,000 杉並区

全国生衛中央会政治連 100,000 千代田区
盟

東京都宅建政治連盟 500,000 千代田区

日本医師連盟 200,000 文京区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

全国社会保険労務士政 200,000 中央区
治連盟

杉並税理士政治連盟 100,000 杉並区

全国公衆浴場業政治連 100,000 千代田区
盟

全国理容政治連盟中央 100,000 渋谷区
会

東京都公衆浴場業政治 100,000 千代田区
連盟

東京都薬剤師連盟 200,000 千代田区

石原伸晃の税理士後援 300,000 杉並区
会

日本薬剤師連盟 300,000 新宿区

全国美容政治連盟 500,000 渋谷区

東京都医師政治連盟杉 500,000 杉並区
並支部

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

日本弁護士政治連盟 100,000 千代田区
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全日本不動産政治連盟 200,000 千代田区

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

日本税理士政治連盟 100,000 品川区

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

日本柔道整復師連盟 100,000 台東区

全国損害保険代理業政 1,000,000 千代田区
治連盟

６ 特定パーティーの概要

（名称）

第３０回政経セミナー（令和３年９月１３日開催・石原伸晃の会と
の共催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

4,000,000 200 千代田区

７ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２３年 １月３１日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,818,125

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第九選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 安藤 高夫

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ６日
円

１ 収入総額 69,880,896

前年繰越額 7,225,701

本年収入額 62,655,195

２ 支出総額 67,047,127

（翌年への繰越額） 2,833,769

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 583,700
（４５２人）

寄附の総額 37,681,482

政党匿名分を除く寄附の額 37,681,482

個人からの寄附 13,716,482

法人その他の団体からの寄附 4,375,000

政治団体からの寄附 19,590,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 24,390,000
入

自由民主党埼玉県参議院選挙区第五支部 100,000

自由民主党埼玉県第十四選挙区支部 50,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十八支部 30,000

自由民主党東京都八王子市第三十六支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第十二支部 100,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 50,000

自由民主党東京都八王子市第二十二支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第二十八支部 10,000

自由民主党東京都武蔵野市第四支部 10,000

自由民主党東京都立川市第三支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第三十四支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第十一支部 30,000

自由民主党東京都練馬区第二十一支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第二十四支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第二十支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第二十二支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第六支部 10,000

自由民主党八王子総支部 200,000

自由民主党 23,200,000

自由民主党練馬総支部 10,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 21,717,076

人件費 14,918,185

光熱水費 93,136

備品・消耗品費 806,498

事務所費 5,899,257

政治活動費 45,330,051
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,860,000
係る支出

組織活動費 964,564

機関紙誌の発行その他の事業費 23,505,487

宣伝事業費 23,505,487

寄附・交付金 20,860,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

河野 稔彦 1,000,000 三重県四日市市

河野 明 100,000 練馬区

青山 やすし 100,000 千代田区

木村 義雄 200,000 中央区

安藤 高夫 11,191,482 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

社会医療法人大雄会 1,000,000 愛知県一宮市

タムスグループ 200,000 江戸川区

㈱北野薬局 100,000 八王子市

㈱ハートフル 100,000 八王子市

関野病院 100,000 豊島区

障がい者福祉研究所 100,000 千葉県袖ケ浦市

八王子市薬剤師会 100,000 八王子市

あい薬局 500,000 八王子市

㈱日本アメニティライ 100,000 神奈川県横浜市
フ協会

㈱五十嵐商会 300,000 練馬区

公益社団法人日本認知 100,000 新宿区
症グループホーム協会

東京リネンサービス㈱ 300,000 板橋区

田名整形外科クリニッ 100,000 神奈川県相模原市
ク

練馬区薬剤師連盟 100,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 3,000,000 千代田区

整形外科医政協議会 1,000,000 台東区

日本医療法人連盟 5,000,000 千代田区

東京精神科病院政治連 300,000 府中市
盟

東京都病院政治連盟 1,000,000 北区

全国老人保健施設連盟 500,000 港区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都医師政治連盟 1,000,000 千代田区

日本医師連盟 500,000 文京区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

日本小児科医連盟 100,000 新宿区

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京商工連盟 150,000 中央区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

練馬区医師政治連盟 500,000 練馬区

東京都医師政治連盟渋 2,000,000 渋谷区
谷支部

全日本病院政治連盟 1,000,000 千代田区

日本精神科病院政治連 1,000,000 港区
盟

東京都医師政治連盟八 1,000,000 八王子市
王子支部

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟西 100,000 西東京市
東京市支部

日本柔道整復師連盟 100,000 台東区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

安藤 高夫 4,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 鈴木 隼人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 86,663,885

前年繰越額 3,496,075

本年収入額 83,167,810

２ 支出総額 65,996,487
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（翌年への繰越額） 20,667,398

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,769,000
（１，１７０人）

寄附の総額 51,770,000

政党匿名分を除く寄附の額 51,770,000

個人からの寄附 7,000,000

法人その他の団体からの寄附 3,820,000

政治団体からの寄附 40,950,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 29,570,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党栃木県第五選挙区支部 1,500,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都練馬区第十一支部 30,000

自由民主党東京都練馬区第三支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第三十五支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第三十三支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第三十二支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第三十四支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第十二支部 10,000

自由民主党東京都練馬区第十八支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第二十支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第二十七支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第二十二支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第二十四支部 20,000

自由民主党東京都練馬区第六支部 20,000

自由民主党東京都新宿区第九支部 10,000

自由民主党東京都支部連合会 110,000

自由民主党練馬総支部 20,000

自由民主党中野総支部 100,000

その他の収入 58,810

１件 １０万円未満のもの 58,810

４ 支出の内訳

経常経費 43,933,458

人件費 37,469,089

光熱水費 86,240

備品・消耗品費 1,423,772

事務所費 4,954,357

政治活動費 22,063,029

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 7,670,000
係る支出

組織活動費 1,562,646

選挙関係費 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 8,313,783

宣伝事業費 8,313,783

調査研究費 12,640

寄附・交付金 7,173,960

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

里見 治 5,000,000 品川区

林 秀樹 100,000 練馬区

渡邊 裕之 60,000 豊島区

安藤 文隆 60,000 中野区

鎌滝 恵子 60,000 中野区

久保 文宏 60,000 豊島区

近江 正典 100,000 豊島区

坂田 良江 110,000 豊島区

神谷 泰正 130,000 豊島区

米持 大介 60,000 中野区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

回胴式遊技機商業協同 300,000 台東区
組合

株式会社ティアラ 210,000 練馬区

株式会社大日建設 60,000 中野区

株式会社要興業 100,000 豊島区

京楽産業株式会社 200,000 愛知県名古屋市

東京都ハイヤー・タク 100,000 千代田区
シー協会

日本電動式遊技機工業 300,000 台東区
協同組合

有限会社中野ビル 100,000 豊島区

高橋工業株式会社 100,000 文京区
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松本建設株式会社 100,000 栃木県真岡市

新宿区薬剤師連盟 200,000 新宿区

禅定院 60,000 中野区

中高年事業団やまて企 60,000 豊島区
業組合

東陽商事株式会社 500,000 新宿区

梅照院 60,000 中野区

中村土建株式会社 100,000 栃木県宇都宮市

株式会社荒川建設 100,000 栃木県那須烏山市

練馬区薬剤師連盟 100,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

徳人会 36,000,000 千代田区

日本医師連盟 100,000 文京区

泰進会 300,000 埼玉県東松山市

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都医師政治連盟中 500,000 中野区
野支部

全国美術商懇話会 200,000 港区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟新 300,000 新宿区
宿支部

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都獣医師連盟 60,000 港区

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

東京都宅建政治連盟中 100,000 中野区
野支部

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

日本商工連盟 100,000 中央区

豊島区薬剤師政治連盟 200,000 豊島区

練馬区医師政治連盟 600,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十一選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 下村 博文

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２６日
円

１ 収入総額 85,133,863

前年繰越額 996,334

本年収入額 84,137,529

２ 支出総額 84,322,134

（翌年への繰越額） 811,729

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 841,000
（５１５人）

寄附の総額 55,895,111

政党匿名分を除く寄附の額 55,895,111

個人からの寄附 19,800,111

法人その他の団体からの寄附 18,795,000

政治団体からの寄附 17,300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,400,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都板橋区第十二支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

その他の収入 1,418

１件 １０万円未満のもの 1,418

４ 支出の内訳

経常経費 31,120,032

人件費 19,291,635

備品・消耗品費 3,445,070

事務所費 8,383,327

政治活動費 53,202,102

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,150,660
係る支出

組織活動費 4,046,899

選挙関係費 7,619,600

機関紙誌の発行その他の事業費 23,396,109

機関紙誌の発行事業費 5,034,150

宣伝事業費 18,361,959

調査研究費 3,238,834
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寄附・交付金 14,900,660

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中澤 みつ 1,000,000 群馬県高崎市

春原 浩二 100,000 長野県上田市

大竹 美喜 600,000 板橋区

井上 久雄 100,000 大田区

野口 隆 60,000 板橋区

中原 悦夫 100,000 港区

末松 隆一 100,000 大阪府東大阪市

清田 明徳 500,000 板橋区

吉見 猛 100,000 世田谷区

北尾 吉孝 200,000 千代田区

片山 勝之 100,000 練馬区

中川 友里 130,000 大阪府大阪市

池田 登 130,000 板橋区

岩崎 照皇 100,000 埼玉県さいたま市

荒井 裕司 120,000 渋谷区

井上 智治 120,000 港区

淺木 正勝 230,000 千代田区

原田 曠暉 80,000 板橋区

田中 ゆり子 70,000 練馬区

飯田 金広 60,000 板橋区

大津 穣 200,000 大田区

竹前 健彦 60,000 羽村市

野村 和子 100,000 板橋区

中川 芳樹 100,000 大阪府大阪市

荒木 秀幸 60,000 板橋区

大塚 意生 120,000 中野区

樋口 茂 200,000 板橋区

内田 實 70,000 板橋区

中湖 康太 100,000 板橋区

蒲澤 俊子 60,000 渋谷区

庄野 好子 52,000 板橋区

南 章乃 1,000,000 中央区

小松 孝広 120,000 神奈川県横浜市

土屋 努 1,000,000 港区

大谷 三郎 200,000 板橋区

松良 千廣 120,000 宮城県仙台市

桑原 利光 100,000 台東区

熊谷 聖司 1,500,000 世田谷区

小坂 勝秀 111,111 千代田区

永瀬 昭幸 100,000 杉並区

大塚 和男 100,000 板橋区

田中 智泉子 60,000 板橋区

青木 徹 100,000 国立市

中澤 弘真 100,000 群馬県高崎市

長壁 紀夫 101,000 群馬県高崎市

青木 恒春 100,000 板橋区

吉田 耕彰 200,000 板橋区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社光スタジオ 900,000 板橋区

石井電工株式会社 1,200,000 板橋区

三倉建設株式会社 110,000 板橋区

一般社団法人佐藤康行 300,000 江東区
研究所

株式会社日の丸リムジ 100,000 文京区
ン

株式会社桜ゴルフ 100,000 中央区

宗教法人光明寺 100,000 岐阜県岐阜市

株式会社イオセス 60,000 板橋区

板橋区薬剤師連盟 240,000 板橋区

株式会社ヒューマレッ 200,000 大阪府大阪市
ジ

株式会社廣建 100,000 中央区

マスダユーエスリサー 120,000 千代田区
チジャパン株式会社

湘南中央ビル株式会社 100,000 神奈川県横浜市

株式会社協立コーポレ 60,000 板橋区
ーション

全日本少年剣道錬成会 200,000 日野市
館

下村パートナーズ税理 150,000 中央区
士法人

医療法人真木病院 100,000 群馬県高崎市
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㈲美術品流動化機構 100,000 中央区

株式会社ナガセ 200,000 武蔵野市

株式会社ナミキ 2,000,000 板橋区

綜合造園株式会社 60,000 荒川区

英進館ホールディング 150,000 福岡県福岡市
ス株式会社

英進館株式会社 150,000 福岡県福岡市

沓澤建設株式会社 90,000 板橋区

株式会社ワイズ 150,000 埼玉県上尾市

株式会社学研ホールデ 100,000 品川区
ィングス

株式会社私塾界 120,000 豊島区

株式会社タニタ 2,000,000 板橋区

株式会社市進ホールデ 300,000 千葉県市川市
ィングス

白寿生科学研究所 150,000 渋谷区

株式会社県南衛生工業 100,000 宮城県柴田郡村田
町

有限会社ミハラハウジ 100,000 板橋区
ング

リビングイワイ 200,000 奈良県奈良市

田島教育グループ 120,000 中野区

アチーブメント 2,000,000 江東区

株式会社坂東太郎 100,000 茨城県古河市

株式会社致知出版社 1,000,000 渋谷区

天間建設株式会社 60,000 板橋区

一般社団法人東京ハイ 200,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

小宮恒産株式会社 500,000 板橋区

有限会社町田工務店 110,000 板橋区

株式会社ポスター印刷 70,000 板橋区

ミノリ化成工業株式会 130,000 板橋区
社

榎本クリニック 100,000 豊島区

坂本たけし後援会 60,000 板橋区

山芳製菓株式会社 100,000 板橋区

志村球友会 60,000 板橋区

板橋区浴場組合 60,000 板橋区

株式会社豊進自動車サ 60,000 板橋区
ービス

東京都保育推進協議会 100,000 立川市

株式会社要工業 100,000 豊島区

株式会社東京インター 100,000 目黒区
ナショナルスクールグ
ループ

株式会社藤田材木店 100,000 板橋区

城北信用金庫 100,000 荒川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本柔道整復師連盟 1,500,000 台東区

デジタル社会推進政治 500,000 千代田区
連盟

ＴＫＣ城北東京政経研 130,000 新宿区
究会

博友会 9,000,000 中央区

日本薬剤師連盟 300,000 新宿区

日本医師連盟 1,200,000 文京区

東京都公衆浴場業政治 100,000 千代田区
連盟

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都宅建政治連盟 400,000 千代田区

東京都柔道整復師政治 230,000 文京区
連盟

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

日本弁護士政治連盟 100,000 千代田区

全国美術商懇話会 200,000 港区

全日本不動産政治連盟 200,000 千代田区
東京都本部

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

ＴＫＣ全国政経研究会 400,000 新宿区

全国介護事業者政治連 100,000 港区
盟

東京都薬剤師連盟 200,000 千代田区

日本医療法人連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十三選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号
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公職の候補者の氏名 土田 慎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 31,534,634

前年繰越額 0

本年収入額 31,534,634

２ 支出総額 20,185,084

（翌年への繰越額） 11,349,550

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,304,634

政党匿名分を除く寄附の額 12,304,634

個人からの寄附 7,554,634

法人その他の団体からの寄附 2,380,000

政治団体からの寄附 2,370,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,230,000
入

自由民主党 19,000,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党千葉県第五選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,922,542

人件費 1,954,080

備品・消耗品費 438,262

事務所費 530,200

政治活動費 17,262,542

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,000,000
係る支出

組織活動費 448,820

選挙関係費 8,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 5,783,722

宣伝事業費 5,783,722

調査研究費 30,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土田 慎 999,634 足立区

鹿浜 茂 200,000 足立区

峯岸 茂隆 80,000 足立区

野崎 正史 3,000,000 千代田区

鈴木 又右衛門 300,000 足立区

柳内 光子 100,000 江戸川区

山内 遼 1,500,000 板橋区

澤目 正也 100,000 足立区

鴨下 甚治 100,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱日本エンタープライ 100,000 大阪府松原市
ズ

㈱日本典礼 100,000 足立区

㈱三浦工務店 100,000 足立区

ココプラント㈱ 70,000 板橋区

㈱サンベルクス 600,000 足立区

㈱全日本警備保障 100,000 大阪府松原市

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

日本商工連盟 100,000 中央区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

日本医療法人連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十四選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 松島 みどり

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 67,008,639
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前年繰越額 3,793,875

本年収入額 63,214,764

２ 支出総額 61,184,969

（翌年への繰越額） 5,823,670

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,076,000
（１，２３８人）

寄附の総額 33,456,764

政党匿名分を除く寄附の額 33,456,764

個人からの寄附 7,486,764

法人その他の団体からの寄附 2,620,000

政治団体からの寄附 23,350,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,430,000
入

自由民主党台東総支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党 27,200,000

その他の収入 252,000

１件 １０万円以上のもの 252,000

臨時事務所賃料 132,000

臨時事務所敷金返金 120,000

４ 支出の内訳

経常経費 28,354,801

人件費 15,876,237

光熱水費 261,870

備品・消耗品費 4,046,677

事務所費 8,170,017

政治活動費 32,830,168

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,300,000
係る支出

組織活動費 2,287,802

選挙関係費 9,357,340

機関紙誌の発行その他の事業費 14,869,934

機関紙誌の発行事業費 3,093,860

宣伝事業費 11,776,074

調査研究費 215,092

寄附・交付金 5,600,000

その他の経費 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

橋本 京子 700,000 福島県郡山市

鎌田 正彦 550,000 大田区

大森 好子 70,000 墨田区

髙橋 清之助 100,000 荒川区

一瀨 邦夫 100,000 墨田区

岡本 惠子 100,000 墨田区

岡本 和久 200,000 江戸川区

坂田 英明 100,000 足立区

田中 雄二 100,000 荒川区

中田 三郎 600,000 墨田区

松島 みどり 3,338,764 墨田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京ハイヤータクシー 200,000 千代田区
協会

アサヒ産業株式会社 80,000 荒川区

東京都保育推進協議会 60,000 多摩市

日本チェーンドラッグ 200,000 港区
ストア協会

東京都軽自動車協会 300,000 港区

城北信用金庫 100,000 北区

株式会社白興 200,000 荒川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

みどり会 19,500,000 千代田区

東京都石油政治連盟 100,000 千代田区

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都宅建政治連盟 300,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

全国中小企業政治協会 300,000 中央区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

本所税理士政治連盟 100,000 墨田区

全友会 500,000 千代田区
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東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

全国公衆浴場業政治連 100,000 千代田区
盟

浅草薬業政治連盟 130,000 台東区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟荒 100,000 荒川区
川支部

日本医療法人連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十六選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 大西 英男

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 １日
円

１ 収入総額 98,088,859

前年繰越額 32,158,228

本年収入額 65,930,631

２ 支出総額 52,054,845

（翌年への繰越額） 46,034,014

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 331,600
（１，０２９人）

寄附の総額 37,550,000

政党匿名分を除く寄附の額 37,550,000

個人からの寄附 8,790,000

法人その他の団体からの寄附 21,550,000

政治団体からの寄附 7,210,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,950,000
入

自由民主党埼玉県東第十区第三支部 30,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 300,000

自由民主党東京都江戸川区第三十二支部 10,000

自由民主党東京都江戸川区第三十八支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党東京都千代田区第二十二支部 10,000

自由民主党東京都千代田区第二十六支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党 27,200,000

その他の収入 99,031

１件 １０万円未満のもの 99,031

４ 支出の内訳

経常経費 21,513,645

人件費 12,654,229

光熱水費 280,074

備品・消耗品費 2,088,869

事務所費 6,490,473

政治活動費 30,541,200

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,300,000
係る支出

組織活動費 3,277,302

選挙関係費 9,100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 6,441,228

宣伝事業費 6,441,228

調査研究費 32,340

寄附・交付金 11,690,330

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

加藤 健之 60,000 江戸川区

中里 裕 220,000 江戸川区

佐藤 大輔 100,000 江戸川区

関口 雄三 60,000 江戸川区

由利 享史 60,000 江戸川区

小池 紳介 220,000 江戸川区

伊東 兼一 150,000 江戸川区

菊地 勉 330,000 江戸川区

大野 覚 60,000 江戸川区

持丸 あき子 60,000 江戸川区

石原 結實 100,000 江東区

中代 喜一郎 500,000 江戸川区

小野 一郎 1,000,000 江戸川区

堀江 忠雄 100,000 江戸川区

田島 和明 100,000 江戸川区

27 ページ



岩楯 重治 100,000 江戸川区

油井 健一 1,500,000 中央区

油井 ひろ子 1,500,000 江戸川区

田中 保夫 100,000 江戸川区

平田 善信 100,000 江戸川区

大高 勝治 100,000 江戸川区

大塚 猛史 100,000 江戸川区

及川 明 100,000 江戸川区

島村 宜伸 100,000 江戸川区

青山 100,000 中野区

市川 充 100,000 江戸川区

大高 一憲 100,000 江戸川区

大高 操 300,000 江戸川区

小久保 晴行 500,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

大成塗装㈱ 150,000 江戸川区

㈱スイコウ建設 200,000 江戸川区

東京流通協同組合 400,000 江戸川区

㈱ヴィラージュ・アン 200,000 静岡県伊東市
・サンテ・ユートピア

東亜物流㈱ 200,000 江戸川区

三東運輸㈱ 170,000 江戸川区

桐井電設工業㈱ 320,000 江戸川区

㈱イケハタ 110,000 江戸川区

東洋リネンサプライ㈱ 140,000 江東区

㈱エイコー 130,000 葛飾区

旭工芸㈱ 200,000 江戸川区

㈱サンコー設備 70,000 江戸川区

内宮運輸機工㈱ 130,000 千葉県市川市

三光エンジニアリング 400,000 江戸川区
㈱

㈱カナクボ 70,000 江戸川区

㈱サンコー流通センタ 500,000 江戸川区
ー

松本産業㈱ 100,000 江戸川区

㈱入沢工務店 150,000 江東区

中央コンクリート㈱ 250,000 江戸川区

東京セントラルエアコ 130,000 江戸川区
ン㈱

㈱イチグミ 160,000 江戸川区

江戸川薬業協同組合 60,000 江戸川区

㈲オフィスダン 130,000 江戸川区

㈱治正 110,000 江戸川区

山秀商事㈱ 100,000 江戸川区

㈱トーヨー 130,000 江戸川区

東鉄運輸㈱ 220,000 江戸川区

㈱ＷＩＮＤ－ＳＭＩＬ 2,000,000 江東区
Ｅ

㈱細川技建 140,000 江戸川区

江戸川運輸施設協同組 200,000 江戸川区
合

明聖 1,000,000 江戸川区

佐々木電気㈱ 70,000 江戸川区

一般社団法人京葉鈴木 400,000 江戸川区
政経塾

（一社）東京ハイヤー 100,000 千代田区
・タクシー協会

江東塗装工業㈱ 120,000 江戸川区

スピック㈱ 100,000 江戸川区

大沼塗装工業㈱ 120,000 江戸川区

大峰建設㈱ 120,000 江戸川区

㈲ツチヤ 60,000 江戸川区

東京テクノ㈱ 60,000 江戸川区

松重産業㈱ 200,000 江戸川区

㈲宮沢製作所 120,000 江戸川区

㈱上野製作所 120,000 江戸川区

山一興産㈱ 120,000 江戸川区

㈱泉土木 60,000 江戸川区

㈲東晃製作所 300,000 千葉県船橋市

第一リアルター㈱ 2,000,000 港区

㈱イーテック 2,000,000 江戸川区

㈱帝国インベストメン 1,000,000 江戸川区
ト

㈲新富土木工事 1,000,000 江戸川区

ベネフィット㈱ 1,000,000 江戸川区

八武崎運送㈱ 100,000 江戸川区

福日観光㈱ 3,000,000 葛飾区
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（一社）江戸川造園緑 100,000 江戸川区
化協会

タムスグループ 200,000 江戸川区

㈱内山アドバンス 100,000 千葉県市川市

全国専修学校各種学校 100,000 千代田区
総連合会

㈱ヤマイチ 100,000 江戸川区

㈱ファースト 300,000 江戸川区

㈱江戸製菓 60,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 3,000,000 千代田区

総合政策研究会 200,000 兵庫県明石市

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

江戸川区歯科医師連盟 700,000 江戸川区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

江戸川区薬剤師連盟 100,000 江戸川区

税理士による大西英男 200,000 江戸川区
後援会

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

江戸川区を愛する会 300,000 江戸川区

東京都医師政治連盟江 1,000,000 江戸川区
戸川支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十七選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 平沢 勝栄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 92,047,370

前年繰越額 21,979,610

本年収入額 70,067,760

２ 支出総額 75,467,421

（翌年への繰越額） 16,579,949

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,394,000
（８３１人）

寄附の総額 41,403,111

政党匿名分を除く寄附の額 41,403,111

個人からの寄附 7,297,111

法人その他の団体からの寄附 22,426,000

政治団体からの寄附 11,680,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,270,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都中央区第二十支部 30,000

自由民主党千葉県浦安市第一支部 10,000

その他の収入 649

１件 １０万円未満のもの 649

４ 支出の内訳

経常経費 23,105,078

人件費 3,193,290

光熱水費 484,798

備品・消耗品費 7,149,196

事務所費 12,277,794

政治活動費 52,362,343

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 14,450,000
係る支出

組織活動費 2,624,059

選挙関係費 7,600,000

機関紙誌の発行その他の事業費 8,979,281

機関紙誌の発行事業費 6,451,892

宣伝事業費 2,527,389

調査研究費 479,003

寄附・交付金 32,680,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

星野 浩一 100,000 葛飾区

石井 博 60,000 葛飾区

小坂 勝秀 111,111 千代田区
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石出 久代 70,000 葛飾区

大沢 亮 200,000 葛飾区

齊藤 徳好 100,000 葛飾区

水町 重範 100,000 新宿区

足高 慶宣 100,000 千葉県袖ケ浦市

後藤田 尚吾 500,000 渋谷区

平田 善信 100,000 千葉県市川市

片山 成仁 100,000 足立区

増田 充孝 300,000 葛飾区

宮永 忠彦 100,000 文京区

加毛 修 100,000 港区

松本 信二 100,000 日野市

大久保 泰子 500,000 茨城県水戸市

狩野 栄一 100,000 葛飾区

野村 智子 1,000,000 渋谷区

栗原 博久 300,000 新潟県新潟市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱ＴＳＣグローバル 60,000 葛飾区

旭ロール㈱ 60,000 葛飾区

㈱ツチヤ工業 90,000 江戸川区

ネットセキュリティ㈱ 360,000 渋谷区

東宝総合警備保障㈱ 240,000 渋谷区

㈱愛和ライト 2,400,000 愛知県春日井市

新里開発㈱ 700,000 葛飾区

三営建業㈱ 120,000 江戸川区

医療法人社団大瑛会 100,000 町田市

東都自動車㈱ 60,000 葛飾区

㈲東京鴻伸自動車 60,000 葛飾区

日興運送㈱ 60,000 茨城県土浦市

㈱エムアンドティテク 60,000 葛飾区
ノ

㈱川端商会 60,000 葛飾区

㈱フジデン運送 60,000 葛飾区

国弘電設㈱ 60,000 葛飾区

㈲エス建築計画事務所 60,000 葛飾区

川人産業㈱ 100,000 千代田区

東京ハイヤータクシー 200,000 千代田区
協会

日本データエクスチェ 120,000 千代田区
ンジ㈱

㈱松栄シルク 360,000 葛飾区

南容器工業㈱ 90,000 葛飾区

日南金属工業㈱ 60,000 葛飾区

㈱テン十字グループ 130,000 葛飾区

㈱金子工務店 90,000 葛飾区

アカメディア・ジャパ 100,000 中央区
ン㈱

ワールドメイト 3,000,000 静岡県伊豆の国市

医療法人社団珠鈴会鈴 500,000 江戸川区
木歯科医院

日本チェーンドラッグ 200,000 港区
ストア協会

昭和風力機械㈱ 160,000 葛飾区

文化建設㈱ 100,000 江戸川区

㈲南葛不動産商事 100,000 葛飾区

葛飾区私立幼稚園連合 100,000 葛飾区
会

医療法人社団一秀会葛 100,000 葛飾区
飾橋病院

㈱塚田工業 120,000 台東区

日本レジャーホテル協 200,000 千代田区
会

内宮運輸 100,000 江戸川区

㈱博進紙器製作所 100,000 葛飾区

ＳＭＫ㈱ 100,000 品川区

㈱広正社 100,000 葛飾区

㈱大昭工務店 60,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

葛栄会 3,150,000 葛飾区

志帥会 3,000,000 千代田区

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

江戸川区歯科医師連盟 300,000 江戸川区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

葛飾区歯科医師連盟 500,000 葛飾区

大日本猟友政治連盟 100,000 千代田区
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東京都宅建政治連盟 300,000 千代田区

江戸川区薬剤師連盟 100,000 江戸川区

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

ＴＫＣ全国政経研究会 400,000 新宿区

ＴＫＣ東・東京政経研 200,000 新宿区
究会

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都医師政治連盟葛 1,000,000 葛飾区
飾支部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟江 500,000 江戸川区
戸川支部

日本柔道整復師連盟 100,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十八選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 長島 昭久

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 59,231,564

前年繰越額 17,992,797

本年収入額 41,238,767

２ 支出総額 27,581,304

（翌年への繰越額） 31,650,260

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,966,000
（１，２２５人）

寄附の総額 11,155,000

政党匿名分を除く寄附の額 11,155,000

個人からの寄附 2,350,000

法人その他の団体からの寄附 7,645,000

政治団体からの寄附 1,160,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,950,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都小金井市第四支部 50,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党東京都支部連合会 110,000

自由民主党武蔵野総支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 100,000

その他の収入 167,767

１件 １０万円未満のもの 25,567

１件 １０万円以上のもの 142,200

宣伝カーリース代 142,200

４ 支出の内訳

経常経費 9,749,184

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,350
係る支出

人件費 5,686,245

光熱水費 178,086

備品・消耗品費 1,285,780

事務所費 2,599,073

政治活動費 17,832,120

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,599,042
係る支出

組織活動費 4,359,274

選挙関係費 5,010,000

機関紙誌の発行その他の事業費 5,307,608

機関紙誌の発行事業費 394,842

宣伝事業費 4,912,766

調査研究費 73,918

寄附・交付金 3,081,320

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野口 俊太郎 2,000,000 墨田区

西野 圭永子 100,000 日野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ムサシ 150,000 昭島市

美和ロック株式会社 200,000 港区

株式会社ＣＯＭＭＯＮ 200,000 港区
Ｓ
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浜名商事㈱ 80,000 杉並区

トーセイ株式会社 120,000 港区

新倉計量器㈱ 120,000 千代田区

田園都市㈱ 60,000 豊島区

㈱ビルフィックス 200,000 渋谷区

㈱東京日商エステム 500,000 港区

株式会社アールエム 2,000,000 渋谷区

大國魂神社 200,000 府中市

松浦商事㈱ 80,000 立川市

㈱藤和グループホール 200,000 東大和市
ディングス

㈱タイセイ・ハウジー 100,000 渋谷区

㈲ゼンテクノサポート 200,000 大田区

㈱タクティクス 100,000 千代田区

武蔵境自動車教習所 100,000 武蔵野市

㈱リベスト 100,000 武蔵野市

㈱たからや 100,000 立川市

兼六土地建物㈱ 100,000 武蔵野市

㈱エス・サイエンス 100,000 中央区

㈱エルアイイーエイチ 100,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

武蔵野市薬剤師連盟 300,000 武蔵野市

東京都医師政治連盟小 100,000 小金井市
金井支部

ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

ＴＫＣ西東京山梨政経 100,000 八王子市
研究会

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ２年 ５月２５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,698,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十九選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 松本 洋平

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 54,969,348

前年繰越額 2,401,148

本年収入額 52,568,200

２ 支出総額 46,478,836

（翌年への繰越額） 8,490,512

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,416,000

（１，０１５人）
寄附の総額 22,761,000

政党匿名分を除く寄附の額 22,761,000

個人からの寄附 3,681,000

法人その他の団体からの寄附 2,170,000

政治団体からの寄附 16,910,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,330,000
入

自由民主党熊本県人吉市第一支部 50,000

自由民主党群馬県参議院選挙区第一支部 100,000

自由民主党国分寺総支部 100,000

自由民主党小平総支部 100,000

自由民主党西東京総支部 50,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党東京都小平市第四支部 100,000

自由民主党東京都西東京市第三支部 100,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党東京都武蔵野市第四支部 10,000

自由民主党東京都立川市第三支部 20,000

自由民主党 27,200,000

その他の収入 61,200
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１件 １０万円未満のもの 61,200

４ 支出の内訳

経常経費 18,055,527

人件費 12,305,322

光熱水費 212,509

備品・消耗品費 2,644,293

事務所費 2,893,403

政治活動費 28,423,309

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,940,000
係る支出

組織活動費 686,312

選挙関係費 14,052,232

機関紙誌の発行その他の事業費 6,684,765

機関紙誌の発行事業費 1,333,806

宣伝事業費 5,350,959

寄附・交付金 7,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野口 昇一 300,000 西東京市

田崎 敏男 100,000 西東京市

新海 栄一 100,000 国分寺市

宮寺 賢一 100,000 小平市

池澤 隆史 200,000 西東京市

本橋 貞行 150,000 西東京市

鈴木 洋一 100,000 小平市

長崎 幸太郎 300,000 山梨県富士吉田市

森久保 可世子 400,000 国分寺市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国分寺市薬剤師会 100,000 小金井市

小平市建設業協会 100,000 小平市

㈱塩月産業 600,000 西東京市

東京多摩青果㈱ 100,000 国立市

㈱森事務所 100,000 国分寺市

日本ペット産業健全育 100,000 港区
成機構

東京都トラック協会多 100,000 東久留米市
摩支部第六地区

㈲鶴田電気商会 100,000 西東京市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

志帥会 4,000,000 千代田区

洋々会 10,000,000 小平市

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

日本歯科技工士連盟 300,000 新宿区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二十選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 木原 誠二

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１７日
円

１ 収入総額 82,011,865

前年繰越額 9,107,159

本年収入額 72,904,706

２ 支出総額 48,023,228

（翌年への繰越額） 33,988,637

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,964,000
（１，１１２人）

寄附の総額 43,110,706

政党匿名分を除く寄附の額 43,110,706

個人からの寄附 6,345,706

法人その他の団体からの寄附 4,245,000

政治団体からの寄附 32,520,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,830,000
入

自由民主党東久留米総支部 50,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000
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自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 120,000

自由民主党東京都清瀬市第二支部 100,000

自由民主党東京都西東京市第三支部 10,000

自由民主党東京都千代田区第三十支部 10,000

自由民主党東京都東村山市第七支部 100,000

自由民主党東京都武蔵野市第四支部 10,000

自由民主党東京都立川市第三支部 20,000

自由民主党 27,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 31,262,458

人件費 17,029,677

光熱水費 413,256

備品・消耗品費 4,842,746

事務所費 8,976,779

政治活動費 16,760,770

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,820,000
係る支出

組織活動費 472,604

選挙関係費 3,240,000

機関紙誌の発行その他の事業費 9,228,166

宣伝事業費 9,228,166

寄附・交付金 3,820,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

櫻井 喜吉 200,000 東村山市

小町 寿夫 60,000 東村山市

市勢 善浩 500,000 千代田区

黒木 勉 1,500,000 文京区

公盛 健一 100,000 清瀬市

豊田 直史 100,000 東久留米市

清水 清一朗 300,000 東村山市

土田 士朗 100,000 東村山市

是枝 周樹 200,000 世田谷区

木原 誠二 1,070,706 東村山市

根津 公一 1,500,000 港区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱ＮＫホールディング 300,000 新宿区
ス

山鳩会後援会 100,000 東村山市

㈱コットンエフ 1,000,000 東大和市

一般社団法人日本チェ 300,000 港区
ーンドラッグストア協
会

産経新聞八坂専売所 100,000 東村山市

弁護士法人緒方法律事 1,000,000 千代田区
務所

東京都トラック協会多 100,000 東久留米市
摩支部

財宝地所㈱ 100,000 東久留米市

渡辺電業株式会社 100,000 武蔵村山市

株式会社森事務所 100,000 国分寺市

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

木蹊会 6,500,000 東村山市

誠心会 12,100,000 東村山市

宏池政策研究会 6,540,000 千代田区

日本歯科医師連盟 2,300,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

日本医師連盟 1,500,000 文京区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都歯科医師連盟東 100,000 東村山市
村山支部

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

木原誠二を囲む税理士 100,000 東村山市
の会

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

全国商工政治連盟 500,000 千代田区

ＴＫＣ西東京山梨政経 100,000 八王子市
研究会

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区
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ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

東京商工連盟 100,000 中央区

日本医療法人連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二十一選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 小田原 潔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 81,064,270

前年繰越額 6,927,742

本年収入額 74,136,528

２ 支出総額 73,993,803

（翌年への繰越額） 7,070,467

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,043,000
（１，２２５人）

寄附の総額 31,344,587

政党匿名分を除く寄附の額 31,344,587

個人からの寄附 15,984,587

法人その他の団体からの寄附 3,770,000

政治団体からの寄附 11,590,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 11,480,000

衆議院議員小田原きよし君を励ます会 11,480,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,900,000
入

自由民主党国立総支部 60,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 300,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 110,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党東京都昭島市第二支部 10,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 50,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党東京都八王子市第十二支部 50,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 30,000

自由民主党東京都立川市第三支部 100,000

自由民主党栃木県第五選挙区支部 500,000

自由民主党八王子総支部 100,000

自由民主党 27,200,000

その他の収入 368,941

１件 １０万円未満のもの 107,036

１件 １０万円以上のもの 261,905

金銭以外のものによる寄附相当分 261,905

４ 支出の内訳

経常経費 26,267,122

人件費 15,336,137

光熱水費 640,565

備品・消耗品費 3,010,047

事務所費 7,280,373

政治活動費 47,726,681

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,820,000
係る支出

組織活動費 6,943,098

選挙関係費 10,468,835

機関紙誌の発行その他の事業費 16,728,052

機関紙誌の発行事業費 3,408,223

宣伝事業費 12,890,019

政治資金パーティー開催事業費 429,810

調査研究費 1,526,256

寄附・交付金 12,060,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小田原 潔 13,439,587 日野市

矢島 茂 100,000 立川市

小田原 昭 200,000 府中市

小田原 憲昭 100,000 府中市

網野 寛子 100,000 日野市

西野 圭永子 300,000 日野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円
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東京ハイヤータクシー 100,000 千代田区
協会

株式会社澄晴商事 1,000,000 立川市

菱法律経済研究所 1,000,000 杉並区

東京多摩青果株式会社 100,000 国立市

南多摩薬剤師連盟 100,000 多摩市

株式会社ブリリアント 100,000 山梨県笛吹市

株式会社ティーアイケ 100,000 昭島市
ーコーポレーション

西多摩運送株式会社 100,000 昭島市

株式会社あさひセレモ 100,000 立川市
ニー

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

誠潔会 8,000,000 千代田区

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 300,000 千代田区

デジタル社会推進政治 500,000 千代田区
連盟

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

江風会 100,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要

（名称）

衆議院議員小田原きよし君を励ます会（令和３年１２月１６日開催
）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

11,480,000 560 千代田区

７ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

㈲レヴンワース 5,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二十二選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 伊藤 達也

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１３日
円

１ 収入総額 57,548,062

前年繰越額 474,301

本年収入額 57,073,761

２ 支出総額 57,192,600

（翌年への繰越額） 355,462

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,555,000
（１，０１７人）

寄附の総額 26,224,624

政党匿名分を除く寄附の額 26,224,624

個人からの寄附 12,155,624

法人その他の団体からの寄附 10,019,000

政治団体からの寄附 4,050,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,910,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 110,000

自由民主党 28,700,000

その他の収入 384,137

１件 １０万円未満のもの 23,457

１件 １０万円以上のもの 360,680

還付 360,680

４ 支出の内訳

経常経費 34,557,445

人件費 30,289,007

光熱水費 146,033

備品・消耗品費 1,254,346

事務所費 2,868,059

政治活動費 22,635,155

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,466,680
係る支出

組織活動費 4,637,860

機関紙誌の発行その他の事業費 12,235,823

宣伝事業費 12,235,823
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調査研究費 120,812

寄附・交付金 5,440,660

その他の経費 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小川 聡子 1,000,000 新宿区

金子 日出澄 200,000 調布市

原田 實 70,000 稲城市

三宅 正彦 1,500,000 世田谷区

吉野 利明 500,000 三鷹市

鵜飼 一賴 100,000 神奈川県横浜市

荻本 貞臣 1,000,000 調布市

河口 暎雄 100,000 府中市

原嶋 弘 70,000 稲城市

阪元 尚 100,000 調布市

松山 隆英 600,000 新宿区

杉﨑 好孝 220,000 調布市

大塚 宣夫 1,000,000 国立市

中山 和政 60,000 三鷹市

田中 順子 70,000 三鷹市

田辺 一男 900,000 調布市

渡邉 道雄 1,000,000 調布市

齋藤 建夫 1,000,000 三鷹市

石川 良一 200,000 三鷹市

伊藤 達也 92,624 調布市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

株式会社エスアイシー 1,000,000 大田区

株式会社スペース・プ 200,000 神奈川県川崎市
ラン

松竹映画劇場株式会社 1,000,000 中央区

八幸自動車株式会社 70,000 稲城市

花沢ホールディングス 120,000 新宿区
株式会社

株式会社フォーシーズ 3,600,000 港区

株式会社プラックス 500,000 渋谷区

宮沢設備工業株式会社 100,000 調布市

三鷹政経同友会 500,000 三鷹市

竹内運輸工業株式会社 300,000 三鷹市

東京多摩青果株式会社 100,000 国立市

南多摩薬剤師連盟 100,000 多摩市

巴山興業株式会社 100,000 調布市

巴山建設株式会社 100,000 調布市

武蔵エンジニアリング 300,000 三鷹市
株式会社

武蔵野観光開発株式会 650,000 調布市
社

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

フォーラム・フロンテ 1,500,000 調布市
ィア

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 250,000 千代田区

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二十三選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 小倉 將信

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 61,262,144

前年繰越額 3,094,428

本年収入額 58,167,716

２ 支出総額 58,644,741

（翌年への繰越額） 2,617,403

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,119,000
（７６０人）

寄附の総額 28,243,000

政党匿名分を除く寄附の額 28,243,000

個人からの寄附 13,183,000
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法人その他の団体からの寄附 10,640,000

政治団体からの寄附 4,420,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,700,000
入

自由民主党神奈川県第十五選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党東京都町田市第十一支部 10,000

自由民主党 27,200,000

その他の収入 105,716

１件 １０万円未満のもの 5,716

１件 １０万円以上のもの 100,000

講演料 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 27,597,805

人件費 18,236,319

光熱水費 429,647

備品・消耗品費 2,922,036

事務所費 6,009,803

政治活動費 31,046,936

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,250,000
係る支出

組織活動費 961,603

選挙関係費 10,469,877

機関紙誌の発行その他の事業費 15,148,900

機関紙誌の発行事業費 2,337,456

宣伝事業費 12,811,444

調査研究費 1,216,556

寄附・交付金 3,250,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山田 政人 100,000 多摩市

石井 眞理子 100,000 町田市

内山 高一 5,000,000 港区

江成 勝敏 100,000 町田市

奥寺 舞 2,000,000 千代田区

小倉 眞樹子 3,000,000 千代田区

河野 太郎 250,000 神奈川県平塚市

田中 和德 100,000 神奈川県川崎市

武藤 充 200,000 町田市

吉原 修 200,000 町田市

桐原 ちづる 1,500,000 日野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＡＰＣＯ Ｗｏｒｌｄ 100,000 港区
ｗｉｄｅ合同会社

愛知金物建材株式会社 60,000 町田市

網干自動車教習所 60,000 兵庫県姫路市

一般社団法人日本レジ 200,000 千代田区
ャーホテル協会

一般社団法人日本チェ 100,000 港区
ーンドラッグストア協
会

岩波建設株式会社 90,000 町田市

岳大土木株式会社 100,000 町田市

株式会社オリンピア 500,000 台東区

株式会社グリーベル 2,000,000 国立市

株式会社三和住建 1,000,000 町田市

株式会社創建 400,000 町田市

株式会社竹梅 300,000 町田市

株式会社八朗平 190,000 町田市

株式会社三ノ輪建設 60,000 町田市

全国指定自動車学校経 60,000 大阪府大阪市
営協議会

多摩市建設協力会 100,000 多摩市

東京ガスライフバル澤 300,000 町田市
井株式会社

東京都軽自動車協会 100,000 港区

細野コンクリート株式 60,000 神奈川県大和市
会社

町田遊戯場組合 200,000 町田市

有限会社イワオ企画 60,000 多摩市
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有限会社山下産業 110,000 町田市

回胴式遊技機商業協同 500,000 台東区
組合

株式会社成通 200,000 岡山県岡山市

株式会社メモリード東 300,000 世田谷区
京

京楽産業株式会社 200,000 愛知県名古屋市

東京ハイヤータクシー 200,000 千代田区
協会

日本電動式遊技機工業 500,000 台東区
協同組合

株式会社阪神ライディ 100,000 兵庫県尼崎市
ングスクール

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

ＴＫＣ西東京山梨政経 100,000 八王子市
研究会

税理士による小倉まさ 500,000 町田市
のぶ後援会

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

全国産業資源循環連合 100,000 港区
会政治連盟

全国木材産業政治連盟 200,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

日本小児科医連盟 100,000 新宿区

町田市医師連盟 500,000 町田市

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

日本医師連盟 100,000 文京区

日本医療法人連盟 100,000 千代田区

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

将成会 9,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二十四選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 萩生田 光一

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 211,788,772

前年繰越額 91,163,972

本年収入額 120,624,800

２ 支出総額 81,550,256

（翌年への繰越額） 130,238,516

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,926,000
（１，１５２人）

寄附の総額 83,976,890

政党匿名分を除く寄附の額 83,976,890

個人からの寄附 24,786,890

法人その他の団体からの寄附 46,310,000

政治団体からの寄附 12,880,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,341,500

時局セミナー 1,760,000

時局セミナー（物品販売） 581,500

本部又は支部から供与された交付金に係る収 32,380,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都支部連合会 3,100,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 500,000

自由民主党東京都八王子市第十二支部 500,000

自由民主党東京都八王子市第十支部 10,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 200,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都目黒区第二十六支部 10,000

自由民主党八王子総支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党東京都清瀬市第二支部 20,000
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自由民主党東京都立川市第三支部 50,000

自由民主党東京都八王子市第三十八支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十四支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十五支部 10,000

その他の収入 410

１件 １０万円未満のもの 410

４ 支出の内訳

経常経費 34,647,315

人件費 16,598,602

光熱水費 648,879

備品・消耗品費 2,858,883

事務所費 14,540,951

政治活動費 46,902,941

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,110,000
係る支出

組織活動費 6,735,780

選挙関係費 10,420,000

機関紙誌の発行その他の事業費 14,497,161

機関紙誌の発行事業費 4,436,530

宣伝事業費 8,975,831

政治資金パーティー開催事業費 1,084,800

寄附・交付金 15,250,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
北原 勝平 120,000 八王子市

町田 利恵 120,000 八王子市

松本 恭俊 124,000 京都府京都市

塚本 勝 136,000 八王子市

若林 正則 60,000 八王子市

椙山 浩一 120,000 港区

澤田 輔善 86,000 八王子市

梶原 正統 162,000 八王子市

黒須 弘道 1,120,000 八王子市

井上 輝久 86,000 八王子市

萩生田 富司 84,000 八王子市

安部 宏美 112,000 府中市

渕上 安 60,000 八王子市

田中 丸人 90,000 八王子市

持田 政彦 120,000 八王子市

石森 孝志 200,000 八王子市

鈴木 はるみ 130,000 八王子市

茂木 徹 1,012,000 八王子市

木下 晶子 62,000 八王子市

森田 正明 200,000 あきる野市

濱渦 武生 200,000 杉並区

舟橋 利彦 100,000 愛知県名古屋市

小谷野 敬文 100,000 八王子市

綱島 功 70,000 八王子市

田辺 隆一郎 510,000 八王子市

高木 順一 1,010,000 八王子市

福安 徹 110,000 八王子市

小山 清昭 300,000 八王子市

大竹 紀子 100,000 八王子市

小宮 延雄 100,000 日野市

森重 真人 300,000 八王子市

根津 稔 200,000 八王子市

村内 道昌 300,000 八王子市

平 明道 100,000 八王子市

松本 英男 1,000,000 八王子市

廣池 加津子 300,000 港区

水町 重範 100,000 新宿区

黒須 隆一 300,000 八王子市

宮戸 みつる 100,000 神奈川県藤沢市

吉田 省吾 80,000 八王子市

鈴木 威 200,000 八王子市

髙橋 博 100,000 八王子市

青山 やすし 100,000 中野区

足立 光正 100,000 八王子市

野口 雅生 200,000 八王子市

萩生田 正明 100,000 八王子市

福島 美加子 100,000 八王子市

田中 俊寿 100,000 八王子市
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清水 宣彦 100,000 八王子市

彦坂 守 1,000,000 愛知県豊橋市

和智 榮作 1,000,000 八王子市

松山 正一 1,000,000 立川市

吉野 孝典 500,000 八王子市

及川 裕巳 100,000 町田市

藤堂 清司 100,000 八王子市

橋本 光太郎 100,000 八王子市

大竹 文男 100,000 八王子市

古川 健太郎 100,000 八王子市

木村 真悟 500,000 八王子市

大久保 憲 100,000 府中市

小野 雄介 100,000 八王子市

橋本 治義 1,000,000 八王子市

森屋 光石 100,000 立川市

細沼 順人 100,000 中央区

椙山 之子 1,500,000 港区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱オキセ 100,000 八王子市

㈲中薗建材土木 120,000 八王子市

㈱エスエストラスト 60,000 八王子市

㈱アーバン 170,000 八王子市

㈱Ａｚｉｓｍ 360,000 立川市

アイア㈱ 2,400,000 渋谷区

秋間電設㈱ 120,000 八王子市

社会保険労務士法人山 170,000 八王子市
本労務

㈱東和キャスト 60,000 八王子市

㈱東和ホールディング 120,000 八王子市
スグループ

㈱大盛 120,000 八王子市

㈱クレア 340,000 八王子市

新日本物流㈱ 120,000 立川市

木村雅一法律特許事務 120,000 八王子市
所

㈲ＣＢＣ自動車学校 120,000 愛知県名古屋市

㈱ＡＳＡＨＩ 120,000 八王子市

㈱ピー・ディ・シー 120,000 八王子市

㈱松村地所 560,000 八王子市

㈱池田工務店 90,000 八王子市

㈱日商平野 60,000 八王子市

医療法人社団緑栄会 60,000 八王子市

東京ゴム商事㈱ 60,000 八王子市

㈱野口不動産 560,000 八王子市

㈱プリント回路設計 180,000 八王子市

㈱まるき 70,000 八王子市

梶原鉄筋工業㈱ 120,000 八王子市

東山工業㈱ 100,000 八王子市

文吾林造園㈱ 110,000 八王子市

八王子瓦斯㈲ 60,000 八王子市

㈱エコネット 60,000 八王子市

石井化学産業㈱ 560,000 八王子市

㈱ヒラツカ印刷社 90,000 八王子市

㈱増田禎司商店 86,000 八王子市

三喜電機㈱ 220,000 八王子市

㈲町田商店 190,000 八王子市

㈱乙女屋 70,000 八王子市

㈱多摩緑化 90,000 八王子市

小柳織物㈱ 60,000 八王子市

㈱三恵建設 400,000 八王子市

㈱中村製材所 60,000 八王子市

㈱内野製作所 1,036,000 八王子市

富士プリント工業㈱ 220,000 八王子市

丸美建設㈱ 56,000 八王子市

㈱大基 1,110,000 八王子市

㈱日本エネルギー 140,000 八王子市

㈱フォーライフオフィ 60,000 新宿区
ス

㈱大和梱包 60,000 八王子市

加藤商事㈱ 120,000 東村山市

㈲大洋工芸 64,000 八王子市

東京スウイーピング㈱ 120,000 八王子市

西東京生コンクリート 72,000 八王子市
㈱

豊徳開発㈱ 560,000 八王子市
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美ささ不動産㈱ 470,000 八王子市

レオハウジング㈱ 60,000 八王子市

菊島建設㈱ 60,000 八王子市

多摩火薬機工㈱ 120,000 八王子市

東京都自動車整備振興 86,000 八王子市
会八王子支部

たなべ物産㈱ 630,000 八王子市

㈱川上商店 120,000 稲城市

東新緑地㈱ 60,000 八王子市

㈱加藤テック 86,000 八王子市

成友興業㈱ 120,000 あきる野市

多摩運送㈱ 108,000 立川市

㈱エコワス 120,000 昭島市

医療法人社団秀仁会櫻 120,000 あきる野市
井病院

㈱環境管理センター 1,120,000 日野市

（社）東京ハイヤータ 150,000 千代田区
クシー協会

うさぎや㈱ 60,000 八王子市

㈱エヌ・ケイ企画 60,000 日野市

植小㈱ 60,000 八王子市

三橋木材工業㈱ 60,000 八王子市

宗教法人薬王院 1,060,000 八王子市

医療法人社団珠泉会 120,000 昭島市

森屋建設㈱ 250,000 八王子市

昭和建設㈱ 120,000 八王子市

むさし産業㈱ 1,200,000 八王子市

八王子測量設計業協同 80,000 八王子市
組合

八王子南多摩建築組合 80,000 八王子市

㈱ＡＮＤＯ Ｂｕｓｉ 100,000 八王子市
ｎｅｓｓ Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓ

㈲インフィニティ 100,000 八王子市

アクシス㈱ 300,000 八王子市

㈱タック 500,000 八王子市

㈱アクシスアンドプロ 100,000 八王子市
マックス

㈱マルコ 100,000 八王子市

安藤物産㈱ 1,000,000 八王子市

㈱オット 1,000,000 八王子市

美ささ㈱ 200,000 八王子市

練成会 210,000 八王子市

久保田鉄鋼㈱ 730,000 八王子市

東友会 300,000 八王子市

㈱ホリエイ 100,000 八王子市

一般社団法人八王子薬 700,000 八王子市
剤師会

㈱住宅工営 500,000 八王子市

ＭＴＲインベストメン 1,000,000 八王子市
ト㈱

㈱ハートフル 500,000 八王子市

㈱フェイスフル 250,000 八王子市

㈱北野薬局 250,000 八王子市

㈱カネカ 300,000 八王子市

㈱テージーケー 500,000 八王子市

セキュリオン・２４㈱ 1,012,000 八王子市

㈱イシイサービス 250,000 八王子市

㈱梓設計 300,000 大田区

㈱いしまさコーポレー 1,000,000 八王子市
ション

㈱相武企業 100,000 八王子市

㈱田中建設 2,120,000 八王子市

萩生田観光㈱ 100,000 八王子市

㈱西仲 500,000 八王子市

テスコ㈱ 1,000,000 千代田区

八王子薬剤師連盟 100,000 八王子市

三友建設㈱ 200,000 八王子市

㈱ネオテックスマテリ 100,000 八王子市
アル

㈱ティーワイアートワ 100,000 八王子市
ーク

八王子交通事業㈱ 500,000 八王子市

東和プリント工業㈱ 1,000,000 八王子市

山代建設㈱ 100,000 中野区

高月総有地の会 300,000 八王子市

高尾登山電鉄㈱ 200,000 八王子市

㈱ライジング 100,000 八王子市

㈱うかい 100,000 八王子市
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ファミリーレンタリー 1,000,000 八王子市
ス㈱

平和観光㈱ 300,000 八王子市

天野クリニック 100,000 八王子市

㈱ホワイト・ストーン 1,000,000 港区

税理士法人だいち 100,000 八王子市

㈱覇騎 100,000 八王子市

㈱信栄商事 700,000 神奈川県横浜市

アミューズメントメデ 100,000 渋谷区
ィア総合学院

㈱完山金属 100,000 八王子市

三和興業㈲ 100,000 八王子市

㈱エリオニクス 240,000 八王子市

㈱ガリバー企画 100,000 八王子市

㈱クレーベスト 150,000 八王子市

㈱三輝 150,000 八王子市

千代田運輸㈱ 100,000 日野市

㈱なか安 200,000 八王子市

緊急災害造園協力会 100,000 八王子市

菅清織物㈱ 100,000 八王子市

㈱小金井精機製作所 80,000 埼玉県入間市

㈱ヒューマンアイ 120,000 八王子市

㈱レインボー 1,000,000 八王子市

㈱三和設計 60,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
日本医師連盟 1,500,000 文京区

整形外科医政協議会 1,000,000 台東区

萩生田光一を支える税 300,000 八王子市
理士の会

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都八南歯科医師連 200,000 八王子市
盟

日本不動産鑑定士政治 200,000 港区
連盟

東京精神科病院政治連 500,000 府中市
盟

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

東京都医師政治連盟八 600,000 八王子市
王子支部

日本商工連盟 100,000 中央区

東京都宅建政治連盟 500,000 千代田区

東京都宅建政治連盟八 200,000 八王子市
王子支部

全国宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

ＴＫＣ西東京山梨政経 100,000 八王子市
研究会

ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区

日本精神科病院政治連 4,000,000 港区
盟

東京商工連盟 100,000 中央区

東京都薬剤師連盟 200,000 千代田区

日本薬剤師連盟 600,000 新宿区

日本柔道整復師連盟 200,000 台東区

日本公認会計士政治連 100,000 千代田区
盟

６ 特定パーティーの概要

（名称）

時局セミナー（令和４年４月２日開催予定・前年収入額１２，３３
０，０００円）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

1,760,000 79 八王子市

７ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝用自動車 平成２６年１２月 ４日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,860,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第二十五選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 井上 信治

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 99,973,099
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前年繰越額 8,568,726

本年収入額 91,404,373

２ 支出総額 73,561,573

（翌年への繰越額） 26,411,526

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 61,204,163

政党匿名分を除く寄附の額 61,204,163

個人からの寄附 5,409,163

法人その他の団体からの寄附 20,185,000

政治団体からの寄附 35,610,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,760,000
入

自由民主党 27,200,000

自由民主党東京都三多摩総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 120,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党檜原総支部 50,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党東京都昭島市第二支部 30,000

自由民主党奥多摩総支部 20,000

自由民主党瑞穂総支部 50,000

その他の収入 2,440,210

１件 １０万円未満のもの 50,765

１件 １０万円以上のもの 2,389,445

事務所賃料 2,034,000

コピー使用料 100,000

タウンメール返金 113,245

街宣車使用料 142,200

４ 支出の内訳

経常経費 32,957,804

人件費 17,367,208

光熱水費 620,027

備品・消耗品費 2,038,083

事務所費 12,932,486

政治活動費 40,603,769

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,260,000
係る支出

組織活動費 2,198,864

選挙関係費 5,108,206

機関紙誌の発行その他の事業費 21,446,699

宣伝事業費 21,446,699

寄附・交付金 11,850,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

工藤 姫子 120,000 福生市

馬詰 良比古 130,000 武蔵野市

浦 信夫 220,000 西多摩郡日の出町

小玉 正義 60,000 西多摩郡日の出町

平野 隆史 60,000 西多摩郡日の出町

東 亨 60,000 西多摩郡日の出町

細沼 順人 200,000 あきる野市

菊池 孝 80,000 青梅市

網野 俊男 150,000 あきる野市

島田 弘道 120,000 羽村市

榎森 厚志 100,000 青梅市

山下 真一 100,000 福生市

金森 芳男 1,000,000 立川市

比留間 宏明 100,000 武蔵村山市

山下 敬一 100,000 福生市

井草 治助 100,000 あきる野市

岡本 和久 200,000 港区

小澤 国生 100,000 青梅市

田中 純男 100,000 青梅市

井上 信治 303,163 青梅市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱交運社 130,000 福生市

松村ダスト㈲ 120,000 あきる野市

多摩包装工業㈱ 120,000 羽村市

㈱村尾組 120,000 福生市

㈱オージーサービス 170,000 青梅市

㈱榎木工業 120,000 西多摩郡奥多摩町
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㈱セイショウ 140,000 羽村市

㈱マルケイ 130,000 青梅市

㈱山﨑経理事務所 120,000 青梅市

山菱産業㈱ 120,000 羽村市

石川酒造㈱ 120,000 福生市

㈱塩田組 120,000 福生市

東洋米菓㈱ 120,000 青梅市

㈲富修 120,000 羽村市

㈲幸邦 120,000 羽村市

成友興業㈱ 120,000 あきる野市

㈱成和印刷 140,000 青梅市

高俊興業㈱ 120,000 中野区

丸和産業㈱ 170,000 青梅市

㈱村尾重機 120,000 羽村市

㈱オオグシ 120,000 羽村市

㈱せきづか 120,000 青梅市

㈱東新商会 120,000 青梅市

ネッツトヨタ多摩㈱ 120,000 福生市

青梅新興㈱ 120,000 青梅市

医）久遠会高沢病院 170,000 西多摩郡瑞穂町

㈱フォルモントホール 130,000 青梅市
ディングス

武陽液化ガス㈱ 120,000 羽村市

㈱小作造園 230,000 羽村市

㈱総合建築設計センタ 120,000 新宿区
ー

大阪シーリング印刷㈱ 600,000 大阪府大阪市

㈱三愛 170,000 青梅市

医）幸悠会鈴木慈光病 1,200,000 青梅市
院

㈱奥山設備 320,000 昭島市

㈱サンメディカルサー 150,000 青梅市
ビス

西多摩運送㈱ 220,000 昭島市

㈱クレアンスメアード 170,000 青梅市

飯沼電気㈱ 250,000 青梅市

㈱島田組 290,000 羽村市

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

東京都保育推進協議会 60,000 立川市

西多摩地区保育園連合 60,000 羽村市
会

青梅ビルメンテナンス 100,000 青梅市
協同組合

㈲井上工業 110,000 あきる野市

㈲内田電気商会 60,000 あきる野市

西多摩電設工業協同組 200,000 羽村市
合

小澤酒造㈱ 120,000 青梅市

㈱電子制御国際 120,000 羽村市

㈱五光建設 120,000 あきる野市

医）仁成会高木病院 120,000 青梅市

柳内産業㈱ 120,000 青梅市

数泰工業㈱ 120,000 青梅市

加藤商事㈱ 120,000 東村山市

医）幹人会 120,000 福生市

医）慶成会 120,000 青梅市

㈱クボプラ 120,000 青梅市

㈱多摩流通 120,000 西多摩郡日の出町

昭島ガス㈱ 120,000 昭島市

医）良心会青梅成木台 120,000 青梅市
病院

カネク㈱ 120,000 青梅市

佐久間建設㈱ 120,000 西多摩郡奥多摩町

㈱エコス 120,000 昭島市

㈱東京スタンドサービ 120,000 三鷹市
ス

武陽ガス㈱ 120,000 福生市

医）珠泉会 120,000 昭島市

大幸工業㈱ 120,000 大阪府大阪市

東京ボード工業㈱ 120,000 江東区

㈱オザム 120,000 青梅市

桑田商事㈱ 120,000 青梅市

比留間運送㈱ 120,000 武蔵村山市

富士化学㈱ 120,000 西多摩郡瑞穂町

医）秀仁会櫻井病院 120,000 あきる野市

㈱エコワス 120,000 立川市
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㈱システムアトラス 120,000 昭島市

㈱桝屋 120,000 西多摩郡瑞穂町

㈱ミズホライン 120,000 西多摩郡瑞穂町

合同会社オフィスたち 1,000,000 目黒区
ばな

全日本不動産政治連盟 100,000 青梅市
東京都本部多摩西部支
部

東京都軽自動車協会 100,000 港区

東京都電気工事工業組 100,000 中央区
合

㈱ＳＯＢ商事 5,000,000 千代田区

㈱クレドール 1,000,000 青梅市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全日本不動産政治連盟 900,000 千代田区

信政会 13,000,000 青梅市

東京都歯科医師連盟 600,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 300,000 千代田区

日本眼科医連盟 10,000,000 港区

井上信治後援会 7,000,000 青梅市

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

日本医師連盟 200,000 文京区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

林業経営者林政会 100,000 港区

全国産業資源循環連合 100,000 港区
会政治連盟

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

日本歯科医師連盟 300,000 千代田区

ＴＫＣ西東京山梨政経 100,000 八王子市
研究会

ＴＫＣ全国政経研究会 100,000 新宿区

東京都薬剤師連盟 200,000 千代田区

日本柔道整復師連盟 100,000 台東区

ＭＫＳ政策研究会 100,000 港区

全国社会福祉法人政治 300,000 千代田区
連盟

日本公認会計士政治連 500,000 千代田区
盟

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成１５年１０月 ６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,074,011

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都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１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 高木 啓

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 33,685,605

前年繰越額 612,240

本年収入額 33,073,365

２ 支出総額 33,116,391

（翌年への繰越額） 569,214

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,494,950
（１，４５５人）

寄附の総額 13,809,700

政党匿名分を除く寄附の額 13,809,700

個人からの寄附 3,569,700

法人その他の団体からの寄附 5,090,000

政治団体からの寄附 5,150,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 820,000

政経文化フォーラム総会 820,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,948,700
入

自由民主党 16,200,000

自由民主党千葉県第三選挙区支部 300,000

自由民主党東京都江戸川区第四支部 100,000

自由民主党豊島総支部 100,000

自由民主党東京都北区第二十九支部 50,000

自由民主党北区総支部 198,700

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 25,525,319
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人件費 16,147,829

光熱水費 254,432

備品・消耗品費 2,180,930

事務所費 6,942,128

政治活動費 7,591,072

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,800,000
係る支出

組織活動費 2,280,600

機関紙誌の発行その他の事業費 1,758,772

機関紙誌の発行事業費 748,550

宣伝事業費 146,300

その他の事業費 863,922

寄附・交付金 2,700,000

その他の経費 851,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

若宮 正英 60,000 北区

成澤 學 100,000 北区

腰高 博 300,000 港区

稲垣 良一 200,000 港区

高木 啓 851,700 北区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アイア株式会社 1,200,000 渋谷区

株式会社ダイト 60,000 文京区

株式会社ビューティー 100,000 江東区
スリー

川人産業株式会社 100,000 千代田区

株式会社赤羽ゴルフ場 150,000 北区

城北信用金庫 120,000 北区

白報会王子病院 100,000 北区

株式会社長岡商店 70,000 北区

協和冷熱工業株式会社 70,000 北区

株式会社要興業 100,000 豊島区

株式会社ベネフォーム 70,000 豊島区

株式会社アカウントホ 220,000 港区
ールディングス

株式会社東工務店 110,000 荒川区

東京都浴場組合北支部 60,000 北区

北区薬剤師連盟 100,000 北区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都農政推進連盟 100,000 立川市

総合政策研究会 200,000 兵庫県明石市

東京商工連盟 100,000 中央区

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 200,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京都歯科医師連盟北 100,000 北区
支部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

高木啓後援会 3,500,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都参議院選挙区第二支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 中川 雅治

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 40,136,531

前年繰越額 22,487,683

本年収入額 17,648,848

２ 支出総額 24,854,835

（翌年への繰越額） 15,281,696

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 388,700
（４０６人）

寄附の総額 2,060,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,060,000

個人からの寄附 1,860,000

法人その他の団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,200,000
入

自由民主党 15,200,000

その他の収入 148

１件 １０万円未満のもの 148

４ 支出の内訳
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経常経費 18,390,943

人件費 13,563,111

備品・消耗品費 441,042

事務所費 4,386,790

政治活動費 6,463,892

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,760,000
係る支出

組織活動費 449,333

機関紙誌の発行その他の事業費 2,355,832

宣伝事業費 2,355,832

調査研究費 1,898,727

寄附・交付金 1,760,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

八杉 昌利 100,000 奈良県香芝市

須藤 英章 100,000 港区

山吹 直幸 100,000 千葉県四街道市

山内 信俊 100,000 新宿区

長島 範朋 300,000 世田谷区

中島 茂 200,000 世田谷区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一般社団法人東京ハイ 200,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都参議院選挙区第三支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 武見 敬三

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 22,070,354

前年繰越額 3,702,735

本年収入額 18,367,619

２ 支出総額 16,837,528

（翌年への繰越額） 5,232,826

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 67,600
（６９人）

寄附の総額 3,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,100,000

法人その他の団体からの寄附 100,000

政治団体からの寄附 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,200,000
入

自由民主党 15,200,000

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 6,609,761

備品・消耗品費 504,766

事務所費 6,104,995

政治活動費 10,227,767

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,350,000
係る支出

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 7,827,327

機関紙誌の発行事業費 7,827,327

寄附・交付金 2,350,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

倉橋護謨工業株式会社 100,000 北区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

志公会 2,000,000 千代田区

日本産婦人科医師連盟 1,000,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都参議院選挙区第四支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 大塚 珠代

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 31,538,822

前年繰越額 8,255,417

本年収入額 23,283,405
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２ 支出総額 18,169,507

（翌年への繰越額） 13,369,315

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,143,350
（１，０４７人）

寄附の総額 6,930,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,930,000

個人からの寄附 3,050,000

法人その他の団体からの寄附 280,000

政治団体からの寄附 3,600,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,210,000
入

自由民主党 15,200,000

自由民主党東京都大田区第七支部 10,000

その他の収入 55

１件 １０万円未満のもの 55

４ 支出の内訳

経常経費 11,930,624

人件費 7,824,053

光熱水費 116,548

備品・消耗品費 1,758,020

事務所費 2,232,003

政治活動費 6,238,883

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,060,000
係る支出

組織活動費 3,147,702

調査研究費 30,741

寄附・交付金 3,060,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大塚 珠代 3,000,000 品川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

（一）東京ハイヤー・ 200,000 千代田区
タクシー協会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本医師連盟 1,000,000 文京区

日本歯科医師連盟 2,000,000 千代田区

日本薬業政治連盟 500,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都参議院選挙区第五支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 朝日 健太郎

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 46,288,109

前年繰越額 28,033,547

本年収入額 18,254,562

２ 支出総額 16,058,940

（翌年への繰越額） 30,229,169

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 844,350
（１，００１人）

寄附の総額 710,000

政党匿名分を除く寄附の額 710,000

法人その他の団体からの寄附 710,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,700,000
入

自由民主党 16,700,000

その他の収入 212

１件 １０万円未満のもの 212

４ 支出の内訳

経常経費 7,590,149

人件費 3,888,977

光熱水費 26,664

備品・消耗品費 661,004

事務所費 3,013,504

政治活動費 8,468,791

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,020,000
係る支出

組織活動費 1,590,693

機関紙誌の発行その他の事業費 2,808,650

機関紙誌の発行事業費 378,382

宣伝事業費 2,430,268

調査研究費 18,568

寄附・交付金 4,050,880
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都ふるさと創生第一支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 赤枝 恒雄

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 47,835,738

前年繰越額 47,835,738

本年収入額 0

２ 支出総額 425,820

（翌年への繰越額） 47,409,918

３ 支出の内訳

経常経費 133,310

備品・消耗品費 19,878

事務所費 113,432

政治活動費 292,510

組織活動費 251,350

選挙関係費 41,160

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都ふるさと創生第二支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 前川 恵

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 3,350,434

前年繰越額 1,490,434

本年収入額 1,860,000

２ 支出総額 1,877,400

（翌年への繰越額） 1,473,034

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

その他の収入 360,000

１件 １０万円以上のもの 360,000

金銭以外のものによる寄附相当分 360,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,517,400

光熱水費 37,083

備品・消耗品費 34,320

事務所費 1,445,997

政治活動費 360,000

寄附・交付金 360,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前川 恵 1,500,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都ふるさと創生第三支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 土屋 正忠

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 4,374,661

前年繰越額 423,002

本年収入額 3,951,659

２ 支出総額 3,033,000

（翌年への繰越額） 1,341,661

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 221,650
（２１３人）

寄附の総額 3,730,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,730,000

個人からの寄附 1,720,000

法人その他の団体からの寄附 2,010,000

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 33,000

人件費 33,000

政治活動費 3,000,000

寄附・交付金 3,000,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

萩野 紘一 90,000 武蔵野市

田中 節男 100,000 武蔵野市

大久保 力 120,000 小金井市

中條 守康 360,000 武蔵野市

臺 孝之 300,000 武蔵野市

藤野 和雄 100,000 武蔵野市

清水 宏益 600,000 武蔵野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

石丸商事㈱ 120,000 新宿区

㈱リベスト 500,000 武蔵野市

㈱武蔵境自動車教習所 360,000 武蔵野市

ピースリング・グアム 80,000 武蔵野市
・オブ・ジャパン

三徳地所㈱ 60,000 武蔵野市

㈱井の頭ビル 240,000 武蔵野市

㈲三宅商店 600,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 小野 泰輔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ９日
円

１ 収入総額 29,246,367

前年繰越額 0

本年収入額 29,246,367

２ 支出総額 28,213,274

（翌年への繰越額） 1,033,093

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 23,596,363

政党匿名分を除く寄附の額 23,596,363

個人からの寄附 4,796,363

政治団体からの寄附 18,800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 5,450,000
入

日本維新の会 5,450,000

その他の収入 200,004

１件 １０万円未満のもの 90,004

１件 １０万円以上のもの 110,000

事務所家賃 110,000

４ 支出の内訳

経常経費 8,763,399

人件費 5,660,779

備品・消耗品費 1,810,446

事務所費 1,292,174

政治活動費 19,449,875

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 60,000
係る支出

組織活動費 808,074

選挙関係費 2,440,920

機関紙誌の発行その他の事業費 11,430,642

機関紙誌の発行事業費 8,908,896

宣伝事業費 2,521,746

調査研究費 27,633

その他の経費 4,742,606

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小野 泰輔 4,796,363 熊本県熊本市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

小野たいすけ後援会 18,800,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第２選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 木内 孝胤

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 34,853,071

前年繰越額 21,253,071

本年収入額 13,600,000
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２ 支出総額 24,442,300

（翌年への繰越額） 10,410,771

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000,000

個人からの寄附 10,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,600,000
入

日本維新の会 3,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 18,210,311

人件費 16,142,876

備品・消耗品費 2,454

事務所費 2,064,981

政治活動費 6,231,989

組織活動費 84,552

機関紙誌の発行その他の事業費 6,147,437

宣伝事業費 6,147,437

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木内 昭胤 10,000,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第４選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第

１号

公職の候補者の氏名 林 智興

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月２２日
円

１ 収入総額 6,900,000

前年繰越額 0

本年収入額 6,900,000

２ 支出総額 6,900,000

（翌年への繰越額） 0

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 6,900,000
入

日本維新の会 6,900,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,313,450

人件費 3,200,000

光熱水費 113,450

政治活動費 3,586,550

機関紙誌の発行その他の事業費 3,586,550

宣伝事業費 3,586,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第７選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 健太郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 3,031,893

前年繰越額 0

本年収入額 3,031,893

２ 支出総額 2,651,100

（翌年への繰越額） 380,793

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,231,893

政党匿名分を除く寄附の額 1,231,893

個人からの寄附 1,231,893

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,800,000
入

日本維新の会 1,800,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,651,100

機関紙誌の発行その他の事業費 2,201,100

機関紙誌の発行事業費 2,201,100

その他の経費 450,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

健太郎 1,231,893 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１０選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
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１号

公職の候補者の氏名 藤川 隆史

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 6,500,854

前年繰越額 0

本年収入額 6,500,854

２ 支出総額 6,162,501

（翌年への繰越額） 338,353

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,300,854

政党匿名分を除く寄附の額 2,300,854

個人からの寄附 2,300,854

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,200,000
入

日本維新の会 4,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,282,193

人件費 1,690,000

光熱水費 13,314

備品・消耗品費 76,794

事務所費 502,085

政治活動費 3,880,308

組織活動費 55,530

選挙関係費 699,663

機関紙誌の発行その他の事業費 3,125,115

宣伝事業費 3,125,115

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藤川 隆史 2,300,854 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１２選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 阿部 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 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 18,839,778

前年繰越額 3,045,081

本年収入額 15,794,697

２ 支出総額 16,588,908

（翌年への繰越額） 2,250,870

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,038,957

政党匿名分を除く寄附の額 7,038,957

個人からの寄附 4,038,957

政治団体からの寄附 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 302,000

阿部司を励ます朝食会 302,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,450,000
入

日本維新の会参議院東京都選挙区第１支部 450,000

日本維新の会衆議院大阪府第１７選挙区支 3,000,000
部

日本維新の会 5,000,000

その他の収入 3,740

１件 １０万円未満のもの 3,740

４ 支出の内訳

経常経費 6,161,023

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 522,809
係る支出

人件費 3,002,869

備品・消耗品費 535,150

事務所費 2,623,004

政治活動費 10,427,885

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 510,000
係る支出

組織活動費 2,551,488

機関紙誌の発行その他の事業費 7,426,397

機関紙誌の発行事業費 738,625

宣伝事業費 6,609,772

政治資金パーティー開催事業費 78,000

その他の経費 450,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿部 司 3,978,957 北区

地引 直輝 60,000 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

阿部司後援会 3,000,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１４選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 西村 恵美

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 3,607,616

前年繰越額 7,616

本年収入額 3,600,000

２ 支出総額 3,607,616

（翌年への繰越額） 0

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 3,600,000
入

日本維新の会 3,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,272,783

人件費 705,015

光熱水費 28,310

備品・消耗品費 7,616

事務所費 1,531,842

政治活動費 1,334,833

機関紙誌の発行その他の事業費 1,334,833

宣伝事業費 1,334,833

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１５選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 金澤 結衣

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 11,151,210

前年繰越額 687,868

本年収入額 10,463,342

２ 支出総額 10,881,675

（翌年への繰越額） 269,535

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,863,342

政党匿名分を除く寄附の額 6,863,342

個人からの寄附 1,615,342

政治団体からの寄附 5,248,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,600,000
入

日本維新の会 3,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,590,721

人件費 3,017,364

光熱水費 96,381

備品・消耗品費 704,625

事務所費 2,772,351

政治活動費 4,290,954

組織活動費 1,061,732

選挙関係費 806,010

機関紙誌の発行その他の事業費 2,361,612

機関紙誌の発行事業費 805,290

宣伝事業費 1,556,322

調査研究費 61,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

地引 直輝 60,000 大田区

金澤 結衣 1,555,342 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

音喜多駿後援会 836,000 千代田区

石井苗子ときぼうの会 600,000 文京区

金澤ゆい後援会 3,812,000 江東区

６ 資産の内訳

敷金
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（支払先） （支払年月日）

有限会社加藤商店 令和 ２年 ９月１４日

（金額）
円

1,254,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１６選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 中津川 博郷

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 5,533,585

前年繰越額 1,483,585

本年収入額 4,050,000

２ 支出総額 4,500,000

（翌年への繰越額） 1,033,585

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 4,050,000
入

日本維新の会 4,050,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,500,000

人件費 4,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第１７選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 猪口 幸子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 5,920,003

前年繰越額 0

本年収入額 5,920,003

２ 支出総額 5,887,537

（翌年への繰越額） 32,466

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,570,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,570,000

個人からの寄附 250,000

政治団体からの寄附 1,320,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,350,000
入

日本維新の会 4,350,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 76,567

備品・消耗品費 60,407

事務所費 16,160

政治活動費 5,810,970

組織活動費 203,170

機関紙誌の発行その他の事業費 4,287,800

機関紙誌の発行事業費 1,298,000

宣伝事業費 2,989,800

その他の経費 1,320,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

猪口 幸子 250,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

いのくち幸子社会保障 1,320,000 葛飾区
研究会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第２０選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 前田 順一郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２８日
円

１ 収入総額 3,701,096

前年繰越額 1,230,457

本年収入額 2,470,639

２ 支出総額 3,701,096

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 70,633

政党匿名分を除く寄附の額 70,633

個人からの寄附 70,633

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,400,000
入

日本維新の会 2,400,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 1,514,752

人件費 457,800

備品・消耗品費 2,532

事務所費 1,054,420

政治活動費 2,186,344

機関紙誌の発行その他の事業費 2,186,344

宣伝事業費 2,186,344

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前田 順一郎 70,633 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会衆議院東京都第２１選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 竹田 光明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 12,497,108

前年繰越額 285,798

本年収入額 12,211,310

２ 支出総額 12,497,108

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,502,510

政党匿名分を除く寄附の額 8,502,510

個人からの寄附 1,283,227

政治団体からの寄附 7,219,283

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,600,000
入

日本維新の会 3,600,000

その他の収入 108,800

１件 １０万円以上のもの 108,800

金銭以外のものによる寄附相当分 108,800

４ 支出の内訳

経常経費 4,874,522

人件費 825,773

備品・消耗品費 713,416

事務所費 3,335,333

政治活動費 7,622,586

組織活動費 1,110,215

選挙関係費 108,800

機関紙誌の発行その他の事業費 6,401,021

機関紙誌の発行事業費 2,672,905

宣伝事業費 3,728,116

調査研究費 2,550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

竹田 光明 1,283,227 東村山市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

竹田光明後援会 7,219,283 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本維新の会参議院東京都選挙区第１支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 音喜多 駿

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 22,720,745

前年繰越額 2,516,813

本年収入額 20,203,932

２ 支出総額 15,451,491

（翌年への繰越額） 7,269,254

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,704,045
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政党匿名分を除く寄附の額 3,704,045

個人からの寄附 3,704,045

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,022,809
入

日本維新の会参議院比例区第２５支部 300,000

日本維新の会参議院比例区第４支部 200,000

日本維新の会衆議院大阪府第１７選挙区支 5,000,000
部

日本維新の会衆議院東京都第１２選挙区支 522,809
部

日本維新の会 10,000,000

その他の収入 477,078

１件 １０万円未満のもの 477,078

４ 支出の内訳

経常経費 13,405,056

人件費 9,732,979

備品・消耗品費 133,157

事務所費 3,538,920

政治活動費 2,046,435

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 810,000
係る支出

組織活動費 440,830

機関紙誌の発行その他の事業費 440,605

宣伝事業費 440,605

調査研究費 605,000

寄附・交付金 560,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

音喜多 駿 3,694,045 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 海江田 万里

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 28,438,591

前年繰越額 8,228,560

本年収入額 20,210,031

２ 支出総額 22,230,995

（翌年への繰越額） 6,207,596

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,215,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,215,000

個人からの寄附 10,000

法人その他の団体からの寄附 4,205,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,985,500
入

立憲民主党 15,200,000

立憲民主党東京都総支部連合会 785,500

その他の収入 9,531

１件 １０万円未満のもの 9,531

４ 支出の内訳

経常経費 12,910,204

人件費 8,213,159

光熱水費 57,035

備品・消耗品費 576,172

事務所費 4,063,838

政治活動費 9,320,791

組織活動費 157,091

選挙関係費 7,408,743

機関紙誌の発行その他の事業費 168,870

宣伝事業費 168,870

調査研究費 86,087

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱アンプロモーション 100,000 港区

安田情報㈱ 100,000 港区

ワールドメイト 3,000,000 静岡県伊豆の国市

全日本たばこ産業労働 500,000 港区
組合

㈱松久グループ 200,000 港区

全国林野関連労働組合 100,000 千代田区
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 松尾 明弘

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 34,255,219

前年繰越額 19,250,419

本年収入額 15,004,800

２ 支出総額 23,671,848

（翌年への繰越額） 10,583,371

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 670,000

政党匿名分を除く寄附の額 670,000

個人からの寄附 560,000

法人その他の団体からの寄附 110,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 14,331,500
入

立憲民主党 12,500,000

立憲民主党東京都総支部連合会 1,831,500

その他の収入 3,300

１件 １０万円未満のもの 3,300

４ 支出の内訳

経常経費 13,190,183

人件費 9,491,923

光熱水費 48,594

備品・消耗品費 655,202

事務所費 2,994,464

政治活動費 10,481,665

組織活動費 289,505

選挙関係費 2,884,301

機関紙誌の発行その他の事業費 5,746,425

宣伝事業費 5,746,425

調査研究費 1,501,434

その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大橋 吉隆 500,000 杉並区

松尾 明弘 60,000 文京区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社タカゾノホー 100,000 中央区
ルディングス

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第３区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 松原 仁

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 47,702,023

前年繰越額 3,980,247

本年収入額 43,721,776

２ 支出総額 47,702,023

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 520,000

政党匿名分を除く寄附の額 520,000

法人その他の団体からの寄附 520,000

借入金 27,501,776

東京未来の会 27,501,776

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,700,000
入

立憲民主党 15,200,000

立憲民主党東京都総支部連合会 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 20,099,610

人件費 6,749,987

光熱水費 402,894

備品・消耗品費 4,283,444

事務所費 8,663,285

政治活動費 27,602,413

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 56,116
係る支出
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組織活動費 9,301,380

選挙関係費 5,233,499

機関紙誌の発行その他の事業費 13,011,418

宣伝事業費 13,011,418

寄附・交付金 56,116

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ケン・コーポ 300,000 港区
レーション

ＳＭＫ株式会社 100,000 品川区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

東京未来の会 27,501,776

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第５区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 手塚 仁雄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 23,395,250

前年繰越額 3,536,248

本年収入額 19,859,002

２ 支出総額 18,704,154

（翌年への繰越額） 4,691,096

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,895,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,895,000

個人からの寄附 1,645,000

政治団体からの寄附 250,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 17,804,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 804,000

立憲民主党 17,000,000

その他の収入 160,002

１件 １０万円未満のもの 10,002

１件 １０万円以上のもの 150,000

金銭以外のものによる寄附相当分 150,000

４ 支出の内訳

経常経費 7,883,277

人件費 2,661,126

光熱水費 203,630

備品・消耗品費 1,564,600

事務所費 3,453,921

政治活動費 10,820,877

組織活動費 3,754,682

選挙関係費 1,056,142

機関紙誌の発行その他の事業費 5,798,794

宣伝事業費 5,798,794

調査研究費 47,319

寄附・交付金 163,940

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

齋藤 秀樹 100,000 世田谷区

松木 謙公 1,000,000 北海道札幌市

朝賀 昭 200,000 世田谷区

山崎 耕史 100,000 港区

小倉 隆志 100,000 目黒区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

花斉会 100,000 世田谷区

東京都宅建政治連盟目 100,000 目黒区
黒支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第６区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 落合 貴之

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 28,923,737

前年繰越額 5,347,219

本年収入額 23,576,518
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２ 支出総額 28,917,198

（翌年への繰越額） 6,539

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,601,518

政党匿名分を除く寄附の額 5,601,518

政治団体からの寄附 5,601,518

本部又は支部から供与された交付金に係る収 17,975,000
入

立憲民主党 17,200,000

立憲民主党東京都総支部連合会 775,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,304,011

光熱水費 261,679

備品・消耗品費 3,019,139

事務所費 3,023,193

政治活動費 22,613,187

組織活動費 7,504,019

機関紙誌の発行その他の事業費 13,692,879

宣伝事業費 13,692,879

調査研究費 1,408,789

寄附・交付金 7,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

みんなで日本を良くす 5,601,518 世田谷区
る会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第７区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 長妻 昭

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 22,502,202

前年繰越額 6,528,198

本年収入額 15,974,004

２ 支出総額 22,220,984

（翌年への繰越額） 281,218

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,500
（３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,972,500
入

立憲民主党東京都総支部連合会 972,500

立憲民主党 15,000,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 6,176,361

人件費 1,772,994

備品・消耗品費 599,556

事務所費 3,803,811

政治活動費 16,044,623

組織活動費 64,530

選挙関係費 279,400

機関紙誌の発行その他の事業費 15,700,693

機関紙誌の発行事業費 12,710,715

宣伝事業費 2,989,978

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第８区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 吉田 晴美

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 21,360,182

前年繰越額 271,167

本年収入額 21,089,015

２ 支出総額 20,834,030

（翌年への繰越額） 526,152

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 500
（１人）

寄附の総額 236,000

政党匿名分を除く寄附の額 236,000

個人からの寄附 236,000

借入金 1,000,000
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吉田 晴美 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,852,500
入

立憲民主党 19,200,000

立憲民主党東京都総支部連合会 652,500

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 13,243,536

人件費 5,771,745

光熱水費 204,815

備品・消耗品費 1,057,694

事務所費 6,209,282

政治活動費 7,590,494

組織活動費 2,013,812

機関紙誌の発行その他の事業費 5,506,725

機関紙誌の発行事業費 4,026,418

宣伝事業費 1,480,307

調査研究費 69,957

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

吉田 晴美 3,070,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第９区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 山岸 一生

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 21,931,104

前年繰越額 2,080,714

本年収入額 19,850,390

２ 支出総額 21,661,786

（翌年への繰越額） 269,318

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,540,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,540,000

個人からの寄附 10,000

法人その他の団体からの寄附 20,000

政治団体からの寄附 1,510,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 17,167,000
入

立憲民主党 16,500,000

立憲民主党東京都総支部連合会 667,000

その他の収入 1,143,390

１件 １０万円未満のもの 181,740

１件 １０万円以上のもの 961,650

事務所利用負担金 601,650

事務所使用料 360,000

４ 支出の内訳

経常経費 11,973,054

人件費 6,027,185

光熱水費 275,858

備品・消耗品費 931,659

事務所費 4,738,352

政治活動費 9,688,732

組織活動費 670,073

選挙関係費 1,635,568

機関紙誌の発行その他の事業費 7,374,599

機関紙誌の発行事業費 1,476,746

宣伝事業費 5,897,853

調査研究費 8,492

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

練馬志民会議 1,500,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１０区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 鈴木 庸介

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 27,176,739
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前年繰越額 1,556,537

本年収入額 25,620,202

２ 支出総額 18,476,307

（翌年への繰越額） 8,700,432

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,340,693

政党匿名分を除く寄附の額 5,340,693

個人からの寄附 5,340,693

借入金 1,630,000

鈴木 庸介 1,630,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 18,649,500
入

立憲民主党 18,000,000

立憲民主党東京都総支部連合会 649,500

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 6,589,792

人件費 4,287,981

備品・消耗品費 218,583

事務所費 2,083,228

政治活動費 11,886,515

組織活動費 203,437

機関紙誌の発行その他の事業費 10,053,078

宣伝事業費 10,053,078

その他の経費 1,630,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

新開谷 裕子 110,000 武蔵野市

鈴木 孝 5,000,000 豊島区

山影 正敏 100,000 群馬県太田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１１区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 阿久津 幸彦

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 22,256,262

前年繰越額 5,982,241

本年収入額 16,274,021

２ 支出総額 21,945,472

（翌年への繰越額） 310,790

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 13,274,000
入

立憲民主党 12,500,000

立憲民主党東京都総支部連合会 774,000

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 13,564,659

人件費 8,733,850

光熱水費 261,334

備品・消耗品費 1,723,589

事務所費 2,845,886

政治活動費 8,380,813

組織活動費 1,994,590

選挙関係費 1,667,613

機関紙誌の発行その他の事業費 4,718,610

機関紙誌の発行事業費 1,214,448

宣伝事業費 3,504,162

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿久津 幸彦 3,000,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１２区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 長妻 昭
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公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 34,000

前年繰越額 0

本年収入額 34,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,000

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 34,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 34,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１４区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 木村 剛司

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 16,850,426

前年繰越額 0

本年収入額 16,850,426

２ 支出総額 16,850,426

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 650,426

政党匿名分を除く寄附の額 650,426

個人からの寄附 650,426

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,200,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 500,000

立憲民主党 15,700,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,206,859

人件費 8,508,792

備品・消耗品費 265,753

事務所費 1,432,314

政治活動費 6,643,567

組織活動費 1,851,513

機関紙誌の発行その他の事業費 4,792,054

宣伝事業費 4,792,054

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木村 剛司 650,426 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１５区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 長妻 昭

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 482,738

前年繰越額 0

本年収入額 482,738

２ 支出総額 243,326

（翌年への繰越額） 239,412

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 157,238

政党匿名分を除く寄附の額 157,238

政治団体からの寄附 157,238

本部又は支部から供与された交付金に係る収 325,500
入

立憲民主党東京都総支部連合会 325,500

４ 支出の内訳

経常経費 2,200

事務所費 2,200

政治活動費 241,126

組織活動費 4,850

選挙関係費 30,276

調査研究費 6,000

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円
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コミュニティソリュー 157,238 江東区
ション研究会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１５総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 井戸 正枝

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 34,129,558

前年繰越額 789,558

本年収入額 33,340,000

２ 支出総額 30,356,745

（翌年への繰越額） 3,772,813

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,640,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,640,000

個人からの寄附 3,640,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 29,700,000
入

立憲民主党 29,700,000

４ 支出の内訳

経常経費 26,002,984

人件費 23,272,049

備品・消耗品費 820,163

事務所費 1,910,772

政治活動費 4,353,761

組織活動費 1,317,983

機関紙誌の発行その他の事業費 3,004,978

宣伝事業費 3,004,978

調査研究費 30,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

望月 伸介 1,000,000 港区

橘 民義 500,000 三鷹市

堀口 裕之 100,000 大田区

中本 直子 2,000,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１６区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 水野 素子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２８日
円

１ 収入総額 24,971,527

前年繰越額 0

本年収入額 24,971,527

２ 支出総額 20,940,675

（翌年への繰越額） 4,030,852

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 9,375,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,375,000

個人からの寄附 7,065,000

法人その他の団体からの寄附 2,010,000

政治団体からの寄附 300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,596,500
入

立憲民主党 14,900,000

立憲民主党東京都総支部連合会 696,500

その他の収入 27

１件 １０万円未満のもの 27

４ 支出の内訳

経常経費 6,262,105

人件費 3,344,650

光熱水費 96,703

備品・消耗品費 346,866

事務所費 2,473,886

政治活動費 14,678,570

組織活動費 56,550

選挙関係費 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 5,812,020

宣伝事業費 5,812,020

寄附・交付金 5,810,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山口 積惠 6,000,000 杉並区

水野 素子 1,000,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＪＡＭ東京都連絡会 100,000 江東区

東京都電力総連 100,000 港区

ＵＡゼンセン東京都支 100,000 港区
部

全国ガス労働組合連合 100,000 大田区
会

ＪＰ労組東京地方本部 100,000 港区

自治労東京都本部 100,000 千代田区

電機連合東京地方協議 100,000 港区
会

私鉄東京連絡会 100,000 台東区

運輸労連東京 100,000 港区

情報労連東京都協議会 100,000 港区

連合東京 500,000 港区

藤正商事株式会社 200,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一般財団法人ＷＩＮ 300,000 渋谷区
ＷＩＮ

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１８区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 菅 直人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 52,631,496

前年繰越額 11,255,281

本年収入額 41,376,215

２ 支出総額 50,266,168

（翌年への繰越額） 2,365,328

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,500
（８１人）

寄附の総額 18,062,000

政党匿名分を除く寄附の額 18,062,000

個人からの寄附 12,062,000

政治団体からの寄附 6,000,000

借入金 7,500,000

菅 直人 7,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,730,500
入

立憲民主党東京都総支部連合会 730,500

立憲民主党 15,000,000

その他の収入 43,215

１件 １０万円未満のもの 43,215

４ 支出の内訳

経常経費 28,870,983

人件費 19,826,859

光熱水費 19,657

備品・消耗品費 2,010,754

事務所費 7,013,713

政治活動費 21,395,185

組織活動費 4,221,628

機関紙誌の発行その他の事業費 15,803,317

機関紙誌の発行事業費 10,628,230

宣伝事業費 5,175,087

調査研究費 169,140

寄附・交付金 1,201,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

菅 直人 12,000,000 三鷹市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

草志会 3,000,000 武蔵野市

菅直人を応援する会 3,000,000 武蔵野市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

菅 直人 7,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第１９区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 末松 義規
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公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２６日
円

１ 収入総額 31,336,265

前年繰越額 6,371,065

本年収入額 24,965,200

２ 支出総額 24,461,761

（翌年への繰越額） 6,874,504

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,135,200

政党匿名分を除く寄附の額 7,135,200

個人からの寄附 4,135,200

法人その他の団体からの寄附 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 17,830,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 830,000

立憲民主党 17,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 13,798,379

人件費 4,244,497

光熱水費 202,731

備品・消耗品費 1,825,928

事務所費 7,525,223

政治活動費 10,663,382

組織活動費 93,900

選挙関係費 1,849,789

機関紙誌の発行その他の事業費 8,719,693

機関紙誌の発行事業費 2,182,237

宣伝事業費 6,537,456

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

末松 義規 1,000,000 小平市

中村 賀光 90,000 国分寺市

小野 剛一郎 100,000 小平市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ワールドメイト 3,000,000 静岡県伊豆の国市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２０区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 長妻 昭

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 592,500

前年繰越額 0

本年収入額 592,500

２ 支出総額 358,964

（翌年への繰越額） 233,536

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 592,500
入

立憲民主党東京都総支部連合会 592,500

４ 支出の内訳

経常経費 964

事務所費 964

政治活動費 358,000

寄附・交付金 358,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２１区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 大河原 雅子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 37,095,843

前年繰越額 8,172,879

本年収入額 28,922,964

２ 支出総額 31,351,863

（翌年への繰越額） 5,743,980

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,191,900

政党匿名分を除く寄附の額 10,191,900

個人からの寄附 10,191,900

本部又は支部から供与された交付金に係る収 18,731,000
入
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立憲民主党 18,000,000

立憲民主党東京都総支部連合会 731,000

その他の収入 64

１件 １０万円未満のもの 64

４ 支出の内訳

経常経費 11,928,454

人件費 4,297,930

光熱水費 26,268

備品・消耗品費 3,161,482

事務所費 4,442,774

政治活動費 19,423,409

組織活動費 1,899,730

選挙関係費 3,480,405

機関紙誌の発行その他の事業費 13,524,937

機関紙誌の発行事業費 5,143,981

宣伝事業費 8,380,956

調査研究費 318,337

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

酒井 大史 141,900 立川市

大河原 雅子 10,000,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２２区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 山花 郁夫

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 33,589,406

前年繰越額 3,164,406

本年収入額 30,425,000

２ 支出総額 32,467,299

（翌年への繰越額） 1,122,107

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,500
（３１人）

寄附の総額 14,858,500

政党匿名分を除く寄附の額 14,858,500

個人からの寄附 14,348,500

法人その他の団体からの寄附 510,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,408,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 908,000

立憲民主党 14,500,000

その他の収入 143,000

１件 １０万円未満のもの 143,000

４ 支出の内訳

経常経費 14,802,152

人件費 7,767,125

光熱水費 194,310

備品・消耗品費 2,383,489

事務所費 4,457,228

政治活動費 17,665,147

組織活動費 1,088,639

選挙関係費 2,088,154

機関紙誌の発行その他の事業費 14,488,354

機関紙誌の発行事業費 8,338,259

宣伝事業費 6,150,095

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山花 郁夫 14,000,000 調布市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

フォーラム平和・人権 100,000 千代田区
・環境

竹内運輸工業㈱ 200,000 三鷹市

全国林野関連労働組合 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２３区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 伊藤 俊輔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員
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報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 31,632,027

前年繰越額 8,208,722

本年収入額 23,423,305

２ 支出総額 26,941,879

（翌年への繰越額） 4,690,148

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,222,782

政党匿名分を除く寄附の額 5,222,782

個人からの寄附 5,222,782

本部又は支部から供与された交付金に係る収 18,200,500
入

立憲民主党 17,200,000

立憲民主党東京都総支部連合会 1,000,500

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 10,307,405

人件費 3,867,337

光熱水費 151,545

備品・消耗品費 2,140,016

事務所費 4,148,507

政治活動費 16,634,474

組織活動費 1,027,784

選挙関係費 954,080

機関紙誌の発行その他の事業費 14,269,700

機関紙誌の発行事業費 7,398,832

宣伝事業費 6,870,868

調査研究費 382,910

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井上 豊明 4,000,000 町田市

伊藤 俊輔 1,222,782 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２４区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 長妻 昭

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 555,500

前年繰越額 0

本年収入額 555,500

２ 支出総額 505,660

（翌年への繰越額） 49,840

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 555,500
入

立憲民主党東京都総支部連合会 555,500

４ 支出の内訳

経常経費 660

事務所費 660

政治活動費 505,000

寄附・交付金 505,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都第２５区総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 島田 幸成

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 27,987,180

前年繰越額 1,517,854

本年収入額 26,469,326

２ 支出総額 27,938,570

（翌年への繰越額） 48,610

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,000
（２８人）

寄附の総額 10,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,400,000

個人からの寄附 10,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 13,096,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 596,000
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立憲民主党 12,500,000

その他の収入 2,959,326

１件 １０万円以上のもの 2,959,326

ビラ等印刷代 2,959,326

４ 支出の内訳

経常経費 9,991,893

人件費 5,675,340

光熱水費 300,637

備品・消耗品費 608,198

事務所費 3,407,718

政治活動費 17,946,677

組織活動費 308,720

選挙関係費 1,321,710

機関紙誌の発行その他の事業費 16,179,157

機関紙誌の発行事業費 3,726,674

宣伝事業費 12,452,483

調査研究費 137,090

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

島田 幸成 10,400,000 羽村市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都参議院選挙区第１総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 齊藤 蓮舫

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 15,844,236

前年繰越額 5,618,945

本年収入額 10,225,291

２ 支出総額 7,623,004

（翌年への繰越額） 8,221,232

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 10,150,500
入

立憲民主党東京都総支部連合会 150,500

立憲民主党 10,000,000

その他の収入 74,791

１件 １０万円未満のもの 74,791

４ 支出の内訳

経常経費 6,772,649

人件費 726,901

光熱水費 109,469

備品・消耗品費 3,052,907

事務所費 2,883,372

政治活動費 850,355

組織活動費 463,270

機関紙誌の発行その他の事業費 305,295

宣伝事業費 305,295

調査研究費 81,790

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都参議院選挙区第２総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 小川 敏夫

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 14,069,869

前年繰越額 4,069,846

本年収入額 10,000,023

２ 支出総額 4,471,276

（翌年への繰越額） 9,598,593

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 10,000,000
入

立憲民主党 10,000,000

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 3,792,057

人件費 2,780,000

備品・消耗品費 189,291

事務所費 822,766

政治活動費 679,219
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組織活動費 532,741

調査研究費 146,478

５ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

車両 令和 ２年１１月１７日

（数量） （取得の価格）
円

１台 3,327,780

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都参議院選挙区第３総支部

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 塩村 文夏

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 34,519,315

前年繰越額 24,307,629

本年収入額 10,211,686

２ 支出総額 8,406,018

（翌年への繰越額） 26,113,297

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 10,127,000
入

立憲民主党東京都総支部連合会 127,000

立憲民主党 10,000,000

その他の収入 84,686

１件 １０万円未満のもの 84,686

４ 支出の内訳

経常経費 3,655,799

人件費 215,988

備品・消耗品費 828,207

事務所費 2,611,604

政治活動費 4,750,219

組織活動費 269,291

選挙関係費 1,380

機関紙誌の発行その他の事業費 4,371,690

機関紙誌の発行事業費 3,770,020

宣伝事業費 601,670

調査研究費 107,858

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 1,417,448,047

前年繰越額 676,312,242

本年収入額 741,135,805

２ 支出総額 745,821,596

（翌年への繰越額） 671,626,451

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 182,967,950

政党匿名分を除く寄附の額 182,967,950

個人からの寄附 176,773,950

法人その他の団体からの寄附 4,344,000

政治団体からの寄附 1,850,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 555,834,237
入

公明党 193,982,340

公明党北多摩第三総支部 12,717,057

公明党西多摩総支部 4,213,793

公明党南多摩総支部 66,822

公明党新宿総支部 22,785,486

公明党品川総支部 7,818,347

公明党大田総支部 21,629,278

公明党目黒総支部 8,425,473

公明党世田谷総支部 19,793,783

公明党中野総支部 11,651,094

公明党杉並総支部 12,657,157

公明党豊島総支部 10,540,606

公明党練馬総支部 11,882,029

公明党墨田総支部 12,903,343

公明党江東総支部 19,243,541

公明党荒川総支部 14,129,957

公明党北総支部 18,733,514

公明党板橋総支部 18,155,375

公明党足立総支部 17,828,060
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公明党葛飾総支部 24,121,278

公明党江戸川総支部 30,443,111

公明党町田総支部 11,960,356

公明党北多摩第一総支部 23,714,480

公明党北多摩第二総支部 3,630,449

公明党八王子総支部 22,807,508

その他の収入 2,333,618

１件 １０万円未満のもの 473,858

１件 １０万円以上のもの 1,859,760

保証金返金 1,859,760

４ 支出の内訳

経常経費 13,783,513

人件費 3,536,070

備品・消耗品費 1,317,664

事務所費 8,929,779

政治活動費 732,038,083

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 501,564,692
係る支出

組織活動費 61,555,405

選挙関係費 47,161,350

機関紙誌の発行その他の事業費 83,810,696

宣伝事業費 83,810,696

寄附・交付金 539,510,632

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山口 那津男 1,674,500 葛飾区

菊地 とし子 1,674,500 千代田区

太田 昭宏 1,534,000 北区

岡本 三成 1,663,400 北区

塩田 博昭 1,674,500 世田谷区

高木 陽介 1,663,400 日野市

高木 美智代 1,534,000 江東区

河西 宏一 129,400 北区

古城 将夫 686,400 新宿区

加藤 雅之 686,400 墨田区

細田 勇 686,400 江東区

伊藤 興一 686,400 品川区

齋藤 泰宏 686,400 目黒区

藤井 一 400,400 大田区

遠藤 守 400,400 大田区

中嶋 義雄 696,400 狛江市

栗林 のり子 400,400 世田谷区

高倉 良生 686,400 中野区

松葉 多美子 686,400 杉並区

長橋 桂一 686,400 豊島区

大松 成 696,400 北区

慶野 信一 686,400 荒川区

橘 正剛 400,400 板橋区

鎌田 悦子 228,800 板橋区

小林 健二 686,400 練馬区

中山 信行 686,400 足立区

薄井 浩一 686,400 足立区

野上 純子 400,400 葛飾区

北口 剛士 228,800 葛飾区

上野 和彦 400,400 江戸川区

東村 邦浩 686,400 八王子市

小磯 善彦 686,400 町田市

谷村 孝彦 686,400 東村山市

大串 博康 222,000 千代田区

米田 和也 222,000 千代田区

中島 賢治 222,800 中央区

田中 広一 222,800 中央区

墨谷 浩一 232,800 中央区

堀田 弥生 232,800 中央区

杉本 豊敬 218,500 港区

近藤 暢子 218,500 港区

池田 武 218,500 港区

丸山 孝典 218,500 港区

中根 大 218,500 港区

有馬 俊郎 217,400 新宿区

中村 真一 217,400 新宿区

野元 明俊 217,400 新宿区
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豊島 淳司 217,400 新宿区

北島 敏昭 217,400 新宿区

井下田 栄一 217,400 新宿区

三澤 秀子 217,400 新宿区

木本 広行 217,400 新宿区

時光 順子 227,400 新宿区

岡崎 義顕 152,800 文京区

松丸 昌史 142,800 文京区

田中 香澄 142,800 文京区

宮本 伸一 152,800 文京区

小菅 千保子 217,200 台東区

小坂 義久 217,200 台東区

寺田 晃 217,200 台東区

松尾 伸子 217,200 台東区

中澤 史夫 217,200 台東区

加納 進 217,200 墨田区

大越 勝広 217,200 墨田区

甚野 博義 217,200 墨田区

高橋 正利 217,200 墨田区

鞆 宣子 217,200 墨田区

羽田 福代 217,200 墨田区

髙橋 典子 217,200 墨田区

佐竹 敏子 219,600 江東区

磯野 繁夫 219,600 江東区

小嶋 和芳 219,600 江東区

石川 邦夫 219,600 江東区

関根 友子 219,600 江東区

髙村 きよみ 219,600 江東区

河野 清史 219,600 江東区

矢次 浩二 219,600 江東区

中根 卓也 219,600 江東区

若林 広毅 216,000 品川区

武内 忍 216,000 品川区

金野 孝子 216,000 品川区

塚本 芳弘 216,000 品川区

阿久津 広王 216,000 品川区

鶴 伸一郎 216,000 品川区

新妻 佐江子 216,000 品川区

武藤 正浩 142,800 目黒区

関 賢一 142,800 目黒区

飯島 和代 142,800 目黒区

佐藤 豊 142,800 目黒区

山宮 清孝 142,800 目黒区

川原 伸昭 142,800 目黒区

松本 洋之 219,600 大田区

岡元 由美 219,600 大田区

勝亦 聡 356,900 大田区

広川 恵美子 219,600 大田区

秋成 靖 219,600 大田区

田村 英樹 219,600 大田区

大橋 武司 219,600 大田区

玉川 英俊 356,900 大田区

小峰 由枝 219,600 大田区

椿 真一 219,600 大田区

田島 和雄 219,600 大田区

末安 広明 219,600 大田区

板井 斎 220,800 世田谷区

髙橋 昭彦 220,800 世田谷区

佐藤 弘人 220,800 世田谷区

平塚 敬二 220,800 世田谷区

岡本 宣子 220,800 世田谷区

高久 則男 357,600 世田谷区

福田 妙美 220,800 世田谷区

津上 仁志 220,800 世田谷区

河村 みどり 220,800 世田谷区

栗谷 順彦 219,600 渋谷区

沢島 英隆 219,600 渋谷区

久永 薫 219,600 渋谷区

松山 克幸 219,600 渋谷区

近藤 順子 219,600 渋谷区

久保 里香 150,400 中野区

南 勝彦 140,400 中野区
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平山 英明 140,400 中野区

白井 秀史 140,400 中野区

小林 善一 140,400 中野区

甲田 百合子 143,400 中野区

木村 広一 140,400 中野区

日野 崇 140,400 中野区

島田 敏光 142,800 杉並区

渡辺 富士雄 142,800 杉並区

大槻 城一 142,800 杉並区

川原口 宏之 142,800 杉並区

北 明範 142,800 杉並区

中村 康弘 142,800 杉並区

山本 弘子 142,800 杉並区

木下 広 226,000 豊島区

島村 高彦 226,000 豊島区

高橋 佳代子 226,000 豊島区

辻 薫 226,000 豊島区

西山 陽介 226,000 豊島区

根岸 光洋 226,000 豊島区

夫馬 三知 226,000 豊島区

大島 実 230,000 北区

青木 博子 240,000 北区

稲垣 浩 220,000 北区

近藤 光則 230,000 北区

宮島 修 230,000 北区

古田 しのぶ 280,000 北区

小田切 和信 225,000 北区

坂口 勝也 270,000 北区

須藤 彰雄 230,000 北区

熊木 貞一 220,000 北区

保坂 正仁 226,000 荒川区

松田 智子 226,000 荒川区

菊地 秀信 221,000 荒川区

森本 達夫 226,000 荒川区

増田 峰子 226,000 荒川区

山口 幸一郎 226,000 荒川区

大田 博 216,000 板橋区

難波 英一 216,000 板橋区

海部 智子 216,000 板橋区

田中 功夫 216,000 板橋区

柴 佳代子 216,000 板橋区

石田 圭一郎 216,000 板橋区

鈴木 康祐 216,000 板橋区

成島 由香里 216,000 板橋区

坂巻 常行 216,000 板橋区

寺田 弘志 216,000 板橋区

宮原 義彦 220,800 練馬区

吉田 由利子 220,800 練馬区

薄井 民男 220,800 練馬区

柳沢 喜美 220,800 練馬区

酒井 妙子 230,800 練馬区

西野 幸一 220,800 練馬区

平野 正浩 220,800 練馬区

小川 幸治 220,800 練馬区

宮崎 晴雄 220,800 練馬区

鈴木 孝 220,800 練馬区

星野 篤司 220,800 練馬区

渕上 隆 220,800 足立区

小泉 博 220,800 足立区

田方 直昭 220,800 足立区

飯倉 昭二 220,800 足立区

長井 昌則 220,800 足立区

岡安 隆志 220,800 足立区

窪田 美幸 220,800 足立区

佐々木 雅彦 220,800 足立区

吉田 幸司 220,800 足立区

佐野 智恵子 220,800 足立区

大竹 小夜子 220,800 足立区

石毛 一昭 220,800 足立区

水野 亜由美 220,800 足立区

黒柳 譲治 203,500 葛飾区

出口 良行 203,500 葛飾区
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久保 洋子 203,500 葛飾区

牛山 正 222,000 葛飾区

小山 達也 222,000 葛飾区

向江 寿美恵 203,500 葛飾区

上村 泰子 203,500 葛飾区

山本 宏美 222,000 葛飾区

江口 寿美 222,000 葛飾区

川瀬 泰徳 223,200 江戸川区

田中 淳子 223,200 江戸川区

竹内 進 223,200 江戸川区

中道 貴 223,200 江戸川区

伊藤 照子 223,200 江戸川区

関根 麻美子 223,200 江戸川区

堀江 創一 223,200 江戸川区

窪田 龍一 223,200 江戸川区

太田 公弘 223,200 江戸川区

所 隆宏 223,200 江戸川区

竹平 智春 359,000 江戸川区

佐々木 勇一 223,200 江戸川区

村松 徹 219,600 八王子市

荻田 米蔵 219,600 八王子市

五間 浩 219,600 八王子市

中島 正寿 219,600 八王子市

美濃部 弥生 219,600 八王子市

渡口 禎 221,600 八王子市

西本 和也 219,600 八王子市

冨永 純子 219,600 八王子市

久保井 博美 221,600 八王子市

日下部 広志 222,600 八王子市

伊藤 幸秀 133,200 立川市

福島 正美 133,200 立川市

高口 靖彦 133,200 立川市

山本 美智代 133,200 立川市

門倉 正子 133,200 立川市

大澤 純一 133,200 立川市

瀬 順弘 133,200 立川市

落合 勝利 132,000 武蔵野市

濱田 圭子 132,000 武蔵野市

大野 厚子 132,000 武蔵野市

寺井 均 132,000 三鷹市

赤松 大一 132,000 三鷹市

粕谷 稔 132,000 三鷹市

大倉 朗子 132,000 三鷹市

野島 資雄 63,600 青梅市

結城 守夫 63,600 青梅市

鴻井 伸二 63,600 青梅市

山内 公美子 63,600 青梅市

湖城 宣子 63,600 青梅市

遠田 宗雄 132,000 府中市

奈良﨑 久和 132,000 府中市

福田 千夏 132,000 府中市

西村 陸 132,000 府中市

高津 みどり 132,000 府中市

大嶋 博 63,600 昭島市

赤沼 泰雄 63,600 昭島市

渡邊 純也 63,600 昭島市

吉野 智之 63,600 昭島市

松原 亜希子 63,600 昭島市

小林 市之 132,000 調布市

橘 正俊 132,000 調布市

内藤 美貴子 132,000 調布市

須山 妙子 132,000 調布市

平野 充 132,000 調布市

奥 栄一 132,000 町田市

山下 哲也 132,000 町田市

松葉 祐巳 132,000 町田市

園城 由久 132,000 町田市

齋藤 勝広 132,000 町田市

村松 俊孝 132,000 町田市

津本 裕子 132,000 小平市

山岸 真知子 132,000 小平市

虻川 浩 132,000 小平市
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幸田 昌之 132,000 小平市

佐藤 徹 132,000 小平市

橋本 孝二 132,000 小平市

田原 茂 64,800 日野市

馬場 賢司 64,800 日野市

窪田 知子 64,800 日野市

峯岸 弘行 64,800 日野市

大塚 智和 64,800 日野市

西上 忠 60,000 清瀬市

齋藤 昌子 60,000 清瀬市

鈴木 隆司 60,000 清瀬市

原 和弘 60,000 清瀬市

小幡 勝己 62,400 西東京市

佐藤 公男 62,400 西東京市

藤田 美智子 62,400 西東京市

大林 光昭 62,400 西東京市

田代 伸之 62,400 西東京市

江川 史子 100,000 宮城県仙台市

亀川 賢治 100,000 中央区

小澤 章宏 200,000 中央区

伊田 かおる 103,000 文京区

荘司 典子 100,000 北区

酒井 ひろ子 100,000 北区

曽根 順子 100,000 北区

平山 恵 100,000 北区

久保田 嘉男 100,000 北区

中野 正博 100,000 北区

関口 正巳 100,000 北区

関根 信男 80,000 北区

岡橋 浜雄 100,000 西東京市

岡橋 啓子 100,000 西東京市

武井 正雄 100,000 小平市

常住 豊 100,000 北区

秋山 純 60,000 八王子市

護守 四郎 300,000 北区

石渡 賢一 100,000 埼玉県児玉郡神川
町

眞秀 正 200,000 北区

新道 禮子 500,000 荒川区

杉田 秀之 100,000 世田谷区

多田 元久 150,000 豊島区

多田 ふじを 150,000 豊島区

多田 ちさと 60,000 豊島区

伊達 歌子 100,000 豊島区

小田原 その 70,000 足立区

小林 洋子 100,000 豊島区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

板橋区薬剤師連盟 100,000 板橋区

隆建設工業㈱ 230,000 奈良県大和高田市

サンヨーナイロン㈱ 100,000 北区

㈱とわ 100,000 練馬区

㈱東弘 100,000 千代田区

帝国器材㈱ 100,000 足立区

エコシステム㈱ 100,000 足立区

足立清掃懇話会 200,000 足立区

北区薬剤師連盟 100,000 北区

㈱エフドットハート 100,000 墨田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都農政推進連盟 200,000 立川市

東京都トラック運送事 300,000 新宿区
業政治連盟

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 300,000 千代田区

東京都獣医師連盟 100,000 港区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

中型宣伝カー 平成 ６年１２月 ５日

（数量） （取得の価格）
円

１輌 1,938,223

（品目） （取得年月日）
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中型宣伝カー 平成 ６年１２月 ５日

（数量） （取得の価格）
円

１輌 1,938,223

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党千代田総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 891,805

前年繰越額 422,583

本年収入額 469,222

２ 支出総額 38,005

（翌年への繰越額） 853,800

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 469,217
入

公明党東京都本部 469,217

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 3,683

備品・消耗品費 1,503

事務所費 2,180

政治活動費 34,322

組織活動費 23,582

機関紙誌の発行その他の事業費 10,740

宣伝事業費 10,740

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党中央総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 1,998,055

前年繰越額 1,236,256

本年収入額 761,799

２ 支出総額 380,206

（翌年への繰越額） 1,617,849

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 761,787
入

公明党東京都本部 761,787

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 2,780

事務所費 2,780

政治活動費 377,426

組織活動費 124,150

機関紙誌の発行その他の事業費 253,276

宣伝事業費 253,276

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党港総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 4,047,920

前年繰越額 1,587,422

本年収入額 2,460,498

２ 支出総額 2,701,529

（翌年への繰越額） 1,346,391

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 2,460,488
入

公明党東京都本部 2,460,488

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 1,368,136

備品・消耗品費 281,118

事務所費 1,087,018

政治活動費 1,333,393

組織活動費 37,748

機関紙誌の発行その他の事業費 1,295,645

宣伝事業費 1,295,645

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党新宿総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 47,435,139

前年繰越額 3,117,617

本年収入額 44,317,522

２ 支出総額 44,441,064
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（翌年への繰越額） 2,994,075

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 28,049,600

政党匿名分を除く寄附の額 28,049,600

個人からの寄附 25,751,600

法人その他の団体からの寄附 1,468,000

政治団体からの寄附 830,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,060,293
入

公明党東京都本部 16,060,293

その他の収入 207,629

１件 １０万円未満のもの 29

１件 １０万円以上のもの 207,600

施設料返還金 207,600

４ 支出の内訳

経常経費 3,421,542

光熱水費 100,757

備品・消耗品費 266,180

事務所費 3,054,605

政治活動費 41,019,522

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 22,785,486
係る支出

組織活動費 103,806

選挙関係費 3,518,584

機関紙誌の発行その他の事業費 6,179,106

宣伝事業費 6,179,106

寄附・交付金 31,218,026

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中井 義則 300,000 新宿区

今城 裕治 100,000 新宿区

野口 陽 100,000 新宿区

酒匂 京子 1,500,000 新宿区

出雲 教郎 100,000 新宿区

木上 雄一 1,000,000 新宿区

塚越 正幸 100,000 新宿区

鈴木 幸枝 60,000 新宿区

長田 幹 100,000 新宿区

徳永 久子 100,000 新宿区

徳永 幸朋 100,000 新宿区

野口 美栄子 100,000 新宿区

福岡 章 100,000 新宿区

大塚 季未子 200,000 新宿区

大塚 友和 100,000 新宿区

稲田 孝子 100,000 新宿区

豊島 淳司 100,000 新宿区

川井 豊 100,000 新宿区

北川 晴海 100,000 新宿区

松田 和久 100,000 新宿区

常田 修司 100,000 新宿区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

新宿区薬剤師連盟 100,000 新宿区

テラサークルテクノロ 300,000 新宿区
ジーズ㈱

㈱エムエスエー 100,000 新宿区

行政書士法人Ｋ．Ｈ総 100,000 新宿区
合法律事務所

㈱立花設備 100,000 新宿区

㈱貴建 100,000 新宿区

京商プロパティー㈱ 100,000 新宿区

㈱藤商会 100,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟新 800,000 新宿区
宿支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党文京総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 3,526,037

前年繰越額 1,232,358

本年収入額 2,293,679

２ 支出総額 2,729,636

（翌年への繰越額） 796,401

３ 本年収入の内訳
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,293,667
入

公明党東京都本部 2,293,667

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 1,306,289

人件費 246,749

光熱水費 62,333

事務所費 997,207

政治活動費 1,423,347

組織活動費 70,250

機関紙誌の発行その他の事業費 1,337,097

宣伝事業費 1,337,097

寄附・交付金 16,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党台東総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 2,304,170

前年繰越額 934,300

本年収入額 1,369,870

２ 支出総額 1,730,445

（翌年への繰越額） 573,725

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 1,369,860
入

公明党東京都本部 1,369,860

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 951,255

事務所費 951,255

政治活動費 779,190

組織活動費 76,120

機関紙誌の発行その他の事業費 703,070

宣伝事業費 703,070

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党墨田総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 21,165,705

前年繰越額 583,920

本年収入額 20,581,785

２ 支出総額 19,199,554

（翌年への繰越額） 1,966,151

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,019,000

政党匿名分を除く寄附の額 14,019,000

個人からの寄附 12,136,000

法人その他の団体からの寄附 1,113,000

政治団体からの寄附 770,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 5,485,500
入

公明党東京都本部 5,485,500

その他の収入 1,077,285

１件 １０万円未満のもの 25

１件 １０万円以上のもの 1,077,260

会場費返金 1,077,260

４ 支出の内訳

経常経費 2,456,015

光熱水費 62,829

備品・消耗品費 355,188

事務所費 2,037,998

政治活動費 16,743,539

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 12,903,343
係る支出

組織活動費 78,205

選挙関係費 378,486

機関紙誌の発行その他の事業費 2,224,899

宣伝事業費 2,224,899

寄附・交付金 14,061,949

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

市原 幸男 300,000 墨田区
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市原 冨美子 300,000 墨田区

村川 敢二 100,000 墨田区

橋本 滋 100,000 墨田区

木鋪 俊一 70,000 墨田区

磯貝 英之 200,000 墨田区

柳澤 繁男 100,000 墨田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

丸新土木株式会社 100,000 墨田区

株式会社エフドットハ 100,000 墨田区
ート

株式会社クリーンネッ 100,000 墨田区
トワーク

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

東京都医師政治連盟墨 500,000 墨田区
田区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党江東総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 39,368,660

前年繰越額 697,339

本年収入額 38,671,321

２ 支出総額 37,557,997

（翌年への繰越額） 1,810,663

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 23,377,505

政党匿名分を除く寄附の額 23,377,505

個人からの寄附 23,042,505

法人その他の団体からの寄附 295,000

政治団体からの寄附 40,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,293,770
入

公明党東京都本部 15,293,770

その他の収入 46

１件 １０万円未満のもの 46

４ 支出の内訳

経常経費 4,526,875

光熱水費 82,041

備品・消耗品費 733,926

事務所費 3,710,908

政治活動費 33,031,122

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 19,243,541
係る支出

組織活動費 145,562

選挙関係費 3,695,202

機関紙誌の発行その他の事業費 8,445,526

宣伝事業費 8,445,526

寄附・交付金 20,744,832

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

保坂 豊 50,005 江東区

石川 武夫 200,000 江東区

水落 友治 200,000 江東区

水落 満寿美 100,000 江東区

桜井 幸子 100,000 江東区

安部 陽子 500,000 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党品川総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 24,707,520

前年繰越額 4,764,353

本年収入額 19,943,167

２ 支出総額 24,305,480

（翌年への繰越額） 402,040

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 13,286,780

政党匿名分を除く寄附の額 13,286,780

個人からの寄附 12,181,780

法人その他の団体からの寄附 425,000

政治団体からの寄附 680,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 6,595,067
入

公明党東京都本部 6,595,067

その他の収入 61,320
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１件 １０万円未満のもの 61,320

４ 支出の内訳

経常経費 1,910,133

人件費 8,000

光熱水費 57,989

備品・消耗品費 9,200

事務所費 1,834,944

政治活動費 22,395,347

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 7,818,347
係る支出

組織活動費 219,337

選挙関係費 3,335,468

機関紙誌の発行その他の事業費 6,967,690

宣伝事業費 6,967,690

寄附・交付金 11,872,852

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

樋渡 智明 500,000 武蔵村山市

樋渡 京子 100,000 品川区

坂倉 真 100,000 神奈川県横浜市

中西 健夫 100,000 品川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱榊オート 100,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
東京都医師政治連盟品 300,000 品川区
川支部

東京都医師政治連盟荏 300,000 品川区
原支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党目黒総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 22,104,170

前年繰越額 3,347,882

本年収入額 18,756,288

２ 支出総額 21,713,529

（翌年への繰越額） 390,641

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 11,661,110

政党匿名分を除く寄附の額 11,661,110

個人からの寄附 10,311,110

法人その他の団体からの寄附 520,000

政治団体からの寄附 830,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 6,897,008
入

公明党東京都本部 6,897,008

その他の収入 198,170

１件 １０万円未満のもの 6,970

１件 １０万円以上のもの 191,200

会場費返還代 191,200

４ 支出の内訳

経常経費 2,243,940

光熱水費 66,658

備品・消耗品費 28,770

事務所費 2,148,512

政治活動費 19,469,589

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,425,473
係る支出

組織活動費 431,091

選挙関係費 3,714,661

機関紙誌の発行その他の事業費 4,567,790

宣伝事業費 4,567,790

寄附・交付金 10,756,047

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

住友 依子 200,000 目黒区

友部 順子 70,000 目黒区

三室 友美恵 70,000 目黒区

白畑 友明 100,000 目黒区

矢野 智則 100,000 目黒区

宮澤 久美子 100,000 目黒区

川原 伸昭 100,000 目黒区

藤田 元子 300,000 目黒区

山本 寛 100,000 文京区

原 良子 100,000 神奈川県川崎市
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（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都獣医師連盟 100,000 港区

東京都医師政治連盟目 500,000 目黒区
黒区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党大田総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 48,069,028

前年繰越額 330,320

本年収入額 47,738,708

２ 支出総額 47,911,072

（翌年への繰越額） 157,956

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 29,598,166

政党匿名分を除く寄附の額 29,598,166

個人からの寄附 27,983,166

法人その他の団体からの寄附 1,475,000

政治団体からの寄附 140,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 17,054,480
入

公明党東京都本部 17,054,480

その他の収入 1,086,062

１件 １０万円未満のもの 1,086,062

４ 支出の内訳

経常経費 5,605,219

人件費 1,713,146

光熱水費 148,143

備品・消耗品費 261,659

事務所費 3,482,271

政治活動費 42,305,853

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 21,629,278
係る支出

組織活動費 761,259

選挙関係費 6,266,804

機関紙誌の発行その他の事業費 9,320,636

宣伝事業費 9,320,636

寄附・交付金 25,957,154

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊藤 恵 100,000 大田区

鈴木 隆夫 100,000 大田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱ケイエス企画 1,000,000 大田区

㈱西商店 100,000 大田区

㈱城南電業社 100,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党世田谷総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 39,633,291

前年繰越額 970,967

本年収入額 38,662,324

２ 支出総額 33,863,372

（翌年への繰越額） 5,769,919

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 21,887,000

政党匿名分を除く寄附の額 21,887,000

個人からの寄附 19,512,000

法人その他の団体からの寄附 1,705,000

政治団体からの寄附 670,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,284,310
入

公明党東京都本部 16,284,310

その他の収入 491,014

１件 １０万円未満のもの 491,014

４ 支出の内訳

経常経費 3,231,553

光熱水費 113,021

備品・消耗品費 266,319

事務所費 2,852,213

政治活動費 30,631,819

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 19,793,783
係る支出

組織活動費 186,294

選挙関係費 2,217,815
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機関紙誌の発行その他の事業費 5,260,475

宣伝事業費 5,260,475

寄附・交付金 22,967,235

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村松 理右 500,000 世田谷区

中井 和子 100,000 世田谷区

中村 三音夫 55,000 世田谷区

吉澤 泰子 300,000 世田谷区

礒邉 豊子 100,000 世田谷区

山内 忠男 100,000 渋谷区

中村 裕子 100,000 世田谷区

小椋 寛一 100,000 世田谷区

杉原 容子 100,000 世田谷区

早川 博行 100,000 世田谷区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

フジパスク㈱ 100,000 世田谷区

日本トリート㈱ 100,000 世田谷区

㈱大明建設 260,000 世田谷区

丸義建設㈱ 300,000 西東京市

㈱ナカス 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟玉 200,000 世田谷区
川支部

東京都医師政治連盟世 300,000 世田谷区
田谷支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党渋谷総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 3,623,058

前年繰越額 1,500,556

本年収入額 2,122,502

２ 支出総額 3,403,771

（翌年への繰越額） 219,287

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 2,122,484
入

公明党東京都本部 2,122,484

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 4,780

事務所費 4,780

政治活動費 3,398,991

組織活動費 22,000

機関紙誌の発行その他の事業費 3,376,991

宣伝事業費 3,376,991

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党中野総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 27,643,862

前年繰越額 263,396

本年収入額 27,380,466

２ 支出総額 26,585,075

（翌年への繰越額） 1,058,787

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 17,822,700

政党匿名分を除く寄附の額 17,822,700

個人からの寄附 16,107,700

法人その他の団体からの寄附 1,105,000

政治団体からの寄附 610,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 9,488,020
入

公明党東京都本部 9,488,020

その他の収入 69,746

１件 １０万円未満のもの 69,746

４ 支出の内訳

経常経費 2,588,883

光熱水費 90,735

備品・消耗品費 39,157

事務所費 2,458,991

政治活動費 23,996,192

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,651,094
係る支出
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組織活動費 440,524

選挙関係費 4,799,722

機関紙誌の発行その他の事業費 3,675,625

宣伝事業費 3,675,625

寄附・交付金 15,080,321

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

久保 里香 100,000 中野区

本山 博文 100,000 中野区

豊嶋 勇太郎 100,000 中野区

五味 香代子 100,000 中野区

飯沼 晴男 100,000 中野区

日野 崇 80,000 中野区

西村 孝明 100,000 中野区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東名運輸㈱ 100,000 江東区

㈱ステディーライズ 100,000 中野区

一級建築士事務所㈲ア 100,000 中野区
ルキハバ

㈲ナガオ建築設計事務 100,000 中野区
所

㈱すし政 100,000 中野区

東京都防水工事協会 100,000 千代田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
東京都医師政治連盟中 500,000 中野区
野支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党杉並総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 30,713,226

前年繰越額 3,028,309

本年収入額 27,684,917

２ 支出総額 29,456,123

（翌年への繰越額） 1,257,103

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 18,012,000

政党匿名分を除く寄附の額 18,012,000

個人からの寄附 17,247,000

法人その他の団体からの寄附 545,000

政治団体からの寄附 220,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 9,672,891
入

公明党東京都本部 9,672,891

その他の収入 26

１件 １０万円未満のもの 26

４ 支出の内訳

経常経費 5,346,007

光熱水費 145,473

備品・消耗品費 503,150

事務所費 4,697,384

政治活動費 24,110,116

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 12,657,157
係る支出

組織活動費 472,168

選挙関係費 2,764,694

機関紙誌の発行その他の事業費 5,570,779

宣伝事業費 5,570,779

寄附・交付金 15,302,475

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高橋 英登 100,000 杉並区

山下 雅昭 80,000 杉並区

山口 佐代子 100,000 杉並区

丸市 豊也 200,000 杉並区

志風 浩 200,000 杉並区

岡部 辰夫 300,000 杉並区

長岡 恵美子 100,000 杉並区

大里 裕康 100,000 杉並区

大里 加代子 100,000 杉並区

佐藤 康則 100,000 杉並区

佐藤 広宣 100,000 杉並区

馬場 正光 100,000 杉並区

湯本 良男 200,000 杉並区
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石住 秀樹 200,000 杉並区

田代 敏子 100,000 杉並区

釜納 剛司 100,000 大阪府寝屋川市

横山 加津博 100,000 杉並区

石井 裕子 100,000 港区

中村 利秋 100,000 杉並区

吉本 健治 100,000 杉並区

田村 英治 300,000 杉並区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲ウィズワタナベ 100,000 千葉県市原市

㈱イム都市設計 100,000 杉並区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都獣医師連盟 100,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党豊島総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 26,049,014

前年繰越額 754,970

本年収入額 25,294,044

２ 支出総額 25,086,935

（翌年への繰越額） 962,079

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 15,184,090

政党匿名分を除く寄附の額 15,184,090

個人からの寄附 13,072,790

法人その他の団体からの寄附 1,858,000

政治団体からの寄附 253,300

本部又は支部から供与された交付金に係る収 10,033,870
入

公明党東京都本部 10,033,870

その他の収入 76,084

１件 １０万円未満のもの 76,084

４ 支出の内訳

経常経費 3,040,711

人件費 421,196

光熱水費 63,310

事務所費 2,556,205

政治活動費 22,046,224

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,540,606
係る支出

組織活動費 115,267

選挙関係費 1,733,366

機関紙誌の発行その他の事業費 4,228,597

宣伝事業費 4,228,597

寄附・交付金 15,968,994

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 孝 200,000 豊島区

多田 元久 150,000 豊島区

多田 ふじを 150,000 豊島区

深代 勝美 100,000 豊島区

多田 ちさと 70,000 豊島区

柳 宏子 100,000 港区

苦瀬 静枝 100,000 埼玉県戸田市

小林 洋子 100,000 豊島区

和栗 弘直 100,000 豊島区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

巴山建設㈱ 100,000 調布市

巴山興業㈱ 100,000 調布市

㈱オフィスアノン 100,000 千代田区

山岸モータース 100,000 豊島区

㈱ファクト 100,000 豊島区

山一興産㈱ 100,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

長橋桂一後援会 223,300 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党北総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 48,574,889

前年繰越額 1,133,884

本年収入額 47,441,005

２ 支出総額 48,234,894
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（翌年への繰越額） 339,995

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 24,088,000

政党匿名分を除く寄附の額 24,088,000

個人からの寄附 23,108,000

法人その他の団体からの寄附 780,000

政治団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 23,352,969
入

公明党東京都本部 23,352,969

その他の収入 36

１件 １０万円未満のもの 36

４ 支出の内訳

経常経費 5,659,034

人件費 1,008,392

光熱水費 97,409

備品・消耗品費 349,149

事務所費 4,204,084

政治活動費 42,575,860

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 18,733,514
係る支出

組織活動費 400,590

選挙関係費 3,560,824

機関紙誌の発行その他の事業費 12,330,828

宣伝事業費 12,330,828

寄附・交付金 26,283,618

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

久保田 嘉男 100,000 北区

久保田 淳子 60,000 北区

莊司 典子 100,000 北区

酒井 ひろ子 100,000 北区

曽根 順子 100,000 北区

田島 敏恵 100,000 北区

中野 正博 100,000 北区

護守 四郎 200,000 北区

古田 しのぶ 60,000 北区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック協会政 100,000 北区
策研究会北支部

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟北 100,000 北区
支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党荒川総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 33,688,197

前年繰越額 3,859,483

本年収入額 29,828,714

２ 支出総額 30,784,102

（翌年への繰越額） 2,904,095

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 17,534,600

政党匿名分を除く寄附の額 17,534,600

個人からの寄附 15,934,600

法人その他の団体からの寄附 800,000

政治団体からの寄附 800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 12,255,200
入

公明党東京都本部 12,255,200

その他の収入 38,914

１件 １０万円未満のもの 38,914

４ 支出の内訳

経常経費 1,494,944

光熱水費 44,365

備品・消耗品費 89,054

事務所費 1,361,525

政治活動費 29,289,158

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 14,129,957
係る支出

組織活動費 169,433

選挙関係費 993,330

機関紙誌の発行その他の事業費 7,655,253

宣伝事業費 7,655,253

85 ページ



寄附・交付金 20,471,142

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

武本 淑子 100,000 台東区

新道 禮子 300,000 荒川区

大橋 賢一 100,000 荒川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

荒川区環境保全政策懇 60,000 足立区
談会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟荒 700,000 荒川区
川支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党板橋総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 33,887,048

前年繰越額 3,193,282

本年収入額 30,693,766

２ 支出総額 33,538,886

（翌年への繰越額） 348,162

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 21,216,500

政党匿名分を除く寄附の額 21,216,500

個人からの寄附 20,073,500

法人その他の団体からの寄附 463,000

政治団体からの寄附 680,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 9,415,360
入

公明党東京都本部 9,415,360

その他の収入 61,906

１件 １０万円未満のもの 61,906

４ 支出の内訳

経常経費 4,242,488

光熱水費 95,711

備品・消耗品費 382,602

事務所費 3,764,175

政治活動費 29,296,398

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 18,155,375
係る支出

組織活動費 214,763

選挙関係費 3,627,667

機関紙誌の発行その他の事業費 4,769,789

宣伝事業費 4,769,789

寄附・交付金 20,684,179

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

皆葉 達也 200,000 板橋区

小山 信夫 100,000 板橋区

梶野 永津子 100,000 板橋区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社アイディア 100,000 板橋区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟板 500,000 板橋区
橋区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党練馬総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 32,630,964

前年繰越額 3,366,671

本年収入額 29,264,293

２ 支出総額 28,912,441

（翌年への繰越額） 3,718,523

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 16,358,280

政党匿名分を除く寄附の額 16,358,280

個人からの寄附 15,343,280

法人その他の団体からの寄附 665,000

政治団体からの寄附 350,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 12,905,990
入

公明党東京都本部 12,905,990

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23
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４ 支出の内訳

経常経費 2,745,034

人件費 900,674

光熱水費 81,237

備品・消耗品費 148,943

事務所費 1,614,180

政治活動費 26,167,407

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,882,029
係る支出

組織活動費 490,198

選挙関係費 2,946,674

機関紙誌の発行その他の事業費 7,162,879

宣伝事業費 7,162,879

寄附・交付金 15,567,656

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

弓気多 弥彰 102,000 練馬区

小林 久子 70,000 練馬区

片山 啓子 200,000 練馬区

酒井 尚美 55,000 練馬区

三科 禮三 60,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

練馬区医師政治連盟 300,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党足立総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 68,818,733

前年繰越額 5,595,932

本年収入額 63,222,801

２ 支出総額 57,733,062

（翌年への繰越額） 11,085,671

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 36,511,339

政党匿名分を除く寄附の額 36,511,339

個人からの寄附 31,631,339

法人その他の団体からの寄附 3,660,000

政治団体からの寄附 1,220,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 26,477,448
入

公明党東京都本部 26,477,448

その他の収入 234,014

１件 １０万円未満のもの 234,014

４ 支出の内訳

経常経費 7,728,955

人件費 1,806,380

光熱水費 118,424

備品・消耗品費 664,366

事務所費 5,139,785

政治活動費 50,004,107

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 17,828,060
係る支出

組織活動費 1,425,289

選挙関係費 5,202,326

機関紙誌の発行その他の事業費 10,789,536

宣伝事業費 10,789,536

寄附・交付金 32,586,956

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大迫 正茂 100,000 足立区

林 順子 100,000 足立区

林 武志 100,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

帝国機材㈱ 100,000 足立区

武家田建設㈱ 100,000 足立区

㈱新日本三喜 100,000 千葉県浦安市

㈱林工業 100,000 足立区

㈱大基建設 100,000 足立区

都清掃㈱ 160,000 足立区

東京足立病院 200,000 足立区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟足 1,000,000 足立区
立支部

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 公明党葛飾総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 75,800,857

前年繰越額 4,683,796

本年収入額 71,117,061

２ 支出総額 73,588,791

（翌年への繰越額） 2,212,066

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 43,214,209

政党匿名分を除く寄附の額 43,214,209

個人からの寄附 40,140,500

法人その他の団体からの寄附 1,510,000

政治団体からの寄附 1,563,709

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,902,764
入

公明党東京都本部 27,902,764

その他の収入 88

１件 １０万円未満のもの 88

４ 支出の内訳

経常経費 4,659,331

人件費 1,129,551

光熱水費 66,465

備品・消耗品費 379,640

事務所費 3,083,675

政治活動費 68,929,460

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 24,121,278
係る支出

組織活動費 129,362

選挙関係費 15,338,995

機関紙誌の発行その他の事業費 9,532,036

宣伝事業費 9,532,036

寄附・交付金 43,929,067

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平 伊佐夫 70,000 葛飾区

榎本 亨司 100,000 葛飾区

大沢 亮 200,000 葛飾区

川瀬 幸子 200,000 葛飾区

武本 淑子 900,000 台東区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

新里開発㈱ 100,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

北口つよし後援会 132,000 葛飾区

東京都医師政治連盟葛 1,400,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党江戸川総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 56,888,717

前年繰越額 801,010

本年収入額 56,087,707

２ 支出総額 51,799,799

（翌年への繰越額） 5,088,918

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 34,594,265

政党匿名分を除く寄附の額 34,594,265

個人からの寄附 32,244,265

法人その他の団体からの寄附 1,270,000

政治団体からの寄附 1,080,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 21,414,912
入

公明党東京都本部 21,414,912

その他の収入 78,530

１件 １０万円未満のもの 78,530

４ 支出の内訳

経常経費 5,687,073

光熱水費 140,721

備品・消耗品費 168,554

事務所費 5,377,798

政治活動費 46,112,726

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 30,443,111
係る支出

組織活動費 1,606,410

選挙関係費 3,628,495
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機関紙誌の発行その他の事業費 7,263,795

宣伝事業費 7,263,795

寄附・交付金 33,614,026

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 孝行 100,000 江戸川区

本橋 澄美江 100,000 江戸川区

田中 英機 100,000 江戸川区

田村 浩章 100,000 江戸川区

北風 裕道 200,000 江戸川区

山崎 純永 100,000 江戸川区

福井 篤子 99,000 江戸川区

鵜澤 悦子 100,000 江戸川区

吉川 好一 105,000 江戸川区

佐藤 都至子 100,000 江戸川区

福井 喜久栄 100,000 江戸川区

茂山 麗偉子 200,000 江戸川区

曳沼 恵美子 500,000 江戸川区

田中 大作 100,000 江戸川区

石黒 憲子 100,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

藤正商事㈱ 100,000 江戸川区

中央コンクリート㈱ 70,000 江戸川区

江戸川薬業協同組合 60,000 江戸川区

㈱東京葬祭 60,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟江 1,000,000 江戸川区
戸川支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党八王子総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 54,215,738

前年繰越額 5,149,489

本年収入額 49,066,249

２ 支出総額 53,125,806

（翌年への繰越額） 1,089,932

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 28,264,525

政党匿名分を除く寄附の額 28,264,525

個人からの寄附 26,274,525

法人その他の団体からの寄附 1,780,000

政治団体からの寄附 210,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 20,798,361
入

公明党東京都本部 20,798,361

その他の収入 3,363

１件 １０万円未満のもの 3,363

４ 支出の内訳

経常経費 5,141,883

人件費 1,670,879

光熱水費 96,291

備品・消耗品費 124,866

事務所費 3,249,847

政治活動費 47,983,923

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 22,807,508
係る支出

組織活動費 983,389

選挙関係費 4,155,526

機関紙誌の発行その他の事業費 7,266,820

宣伝事業費 7,266,820

寄附・交付金 35,578,188

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森本 美里 210,885 八王子市

森本 美香 100,000 八王子市

品沢 昇 100,000 八王子市

石鍋 淑子 100,000 八王子市

石鍋 友子 100,000 八王子市

山本 寛 100,000 大田区

高橋 邦名 100,000 八王子市

水上 浩一 100,000 八王子市

佐藤 誠 100,000 八王子市
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森谷 敦子 100,000 八王子市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱テクノプランニング 1,000,000 八王子市

武蔵野シンクタンク㈱ 100,000 八王子市

安藤物産㈱ 100,000 八王子市

美さき不動産㈱ 100,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟八 200,000 八王子市
王子支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党立川総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 4,766,819

前年繰越額 2,649,927

本年収入額 2,116,892

２ 支出総額 2,148,635

（翌年への繰越額） 2,618,184

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 2,116,863
入

公明党東京都本部 2,116,863

その他の収入 29

１件 １０万円未満のもの 29

４ 支出の内訳

経常経費 31,940

備品・消耗品費 12,230

事務所費 19,710

政治活動費 2,116,695

組織活動費 121,164

機関紙誌の発行その他の事業費 1,806,474

宣伝事業費 1,806,474

寄附・交付金 189,057

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党武蔵野総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 5,901,345

前年繰越額 2,562,640

本年収入額 3,338,705

２ 支出総額 3,080,260

（翌年への繰越額） 2,821,085

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 3,338,680
入

公明党東京都本部 3,338,680

その他の収入 25

１件 １０万円未満のもの 25

４ 支出の内訳

経常経費 777,747

光熱水費 26,245

事務所費 751,502

政治活動費 2,302,513

組織活動費 148,390

機関紙誌の発行その他の事業費 2,154,123

宣伝事業費 2,154,123

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党府中総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 4,172,876

前年繰越額 1,468,970

本年収入額 2,703,906

２ 支出総額 3,311,049

（翌年への繰越額） 861,827

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 2,627,050
入

公明党東京都本部 2,627,050

その他の収入 76,856

１件 １０万円未満のもの 76,856

４ 支出の内訳

経常経費 1,830,798

光熱水費 48,830

備品・消耗品費 441,998

事務所費 1,339,970

政治活動費 1,480,251

組織活動費 281,084
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機関紙誌の発行その他の事業費 1,199,167

宣伝事業費 1,199,167

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党昭島総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 3,034,567

前年繰越額 2,813,533

本年収入額 221,034

２ 支出総額 1,293,324

（翌年への繰越額） 1,741,243

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 221,010
入

公明党東京都本部 221,010

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 11,904

事務所費 11,904

政治活動費 1,281,420

組織活動費 69,605

機関紙誌の発行その他の事業費 1,203,015

宣伝事業費 1,203,015

寄附・交付金 8,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党北多摩第三総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 27,868,618

前年繰越額 335,842

本年収入額 27,532,776

２ 支出総額 27,605,813

（翌年への繰越額） 262,805

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 15,995,500

政党匿名分を除く寄附の額 15,995,500

個人からの寄附 14,495,500

法人その他の団体からの寄附 795,000

政治団体からの寄附 705,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 10,864,540
入

公明党東京都本部 10,864,540

その他の収入 672,736

１件 １０万円未満のもの 32,536

１件 １０万円以上のもの 640,200

会場費キャンセル料 640,200

４ 支出の内訳

経常経費 2,774,887

光熱水費 96,188

備品・消耗品費 33,066

事務所費 2,645,633

政治活動費 24,830,926

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 12,717,057
係る支出

組織活動費 330,939

選挙関係費 1,550,818

機関紙誌の発行その他の事業費 6,042,661

宣伝事業費 6,042,661

寄附・交付金 16,906,508

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

涌田 みちる 100,000 調布市

片山 高秋 80,000 調布市

小林 市之 100,000 調布市

上野 麻紀子 100,000 狛江市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ナカス 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

北多摩医師政治連盟 250,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党町田総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 26,290,396

前年繰越額 3,225,720

本年収入額 23,064,676
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２ 支出総額 23,057,670

（翌年への繰越額） 3,232,726

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 13,800,400

政党匿名分を除く寄附の額 13,800,400

個人からの寄附 11,610,400

法人その他の団体からの寄附 1,080,000

政治団体からの寄附 1,110,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 9,136,830
入

公明党東京都本部 9,136,830

その他の収入 127,446

１件 １０万円未満のもの 46

１件 １０万円以上のもの 127,400

施設利用料返金分 127,400

４ 支出の内訳

経常経費 3,344,009

光熱水費 101,831

備品・消耗品費 529,680

事務所費 2,712,498

政治活動費 19,713,661

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,960,356
係る支出

組織活動費 247,217

選挙関係費 2,001,777

機関紙誌の発行その他の事業費 2,895,345

宣伝事業費 2,895,345

寄附・交付金 14,569,322

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小倉 眞樹子 100,000 千代田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲タツミ設備工業 250,000 町田市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟町 1,000,000 町田市
田支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党日野総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 5,633,302

前年繰越額 1,409,453

本年収入額 4,223,849

２ 支出総額 3,241,930

（翌年への繰越額） 2,391,372

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 4,223,837
入

公明党東京都本部 4,223,837

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 17,778

備品・消耗品費 8,448

事務所費 9,330

政治活動費 3,224,152

組織活動費 336,979

機関紙誌の発行その他の事業費 2,887,173

宣伝事業費 2,887,173

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党北多摩第二総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 9,345,745

前年繰越額 63,079

本年収入額 9,282,666

２ 支出総額 8,553,228

（翌年への繰越額） 792,517

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,005,500

政党匿名分を除く寄附の額 5,005,500

個人からの寄附 4,892,500

法人その他の団体からの寄附 113,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,277,140
入

公明党東京都本部 4,277,140
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その他の収入 26

１件 １０万円未満のもの 26

４ 支出の内訳

経常経費 940,908

光熱水費 50,166

事務所費 890,742

政治活動費 7,612,320

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,630,449
係る支出

組織活動費 195,948

選挙関係費 933,883

機関紙誌の発行その他の事業費 1,949,820

宣伝事業費 1,949,820

寄附・交付金 4,532,669

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党西多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 9,367,871

前年繰越額 527,653

本年収入額 8,840,218

２ 支出総額 8,807,696

（翌年への繰越額） 560,175

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,687,031

政党匿名分を除く寄附の額 4,687,031

個人からの寄附 4,687,031

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,073,410
入

公明党東京都本部 4,073,410

その他の収入 79,777

１件 １０万円未満のもの 79,777

４ 支出の内訳

経常経費 2,084,333

光熱水費 106,673

備品・消耗品費 487,591

事務所費 1,490,069

政治活動費 6,723,363

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,213,793
係る支出

組織活動費 155,292

選挙関係費 479,490

機関紙誌の発行その他の事業費 1,390,200

宣伝事業費 1,390,200

寄附・交付金 4,698,381

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

増﨑 俊宏 105,931 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党北多摩第一総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 48,419,463

前年繰越額 1,019,145

本年収入額 47,400,318

２ 支出総額 47,895,761

（翌年への繰越額） 523,702

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 27,608,500

政党匿名分を除く寄附の額 27,608,500

個人からの寄附 26,338,500

法人その他の団体からの寄附 1,070,000

政治団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,765,310
入

公明党東京都本部 19,765,310

その他の収入 26,508

１件 １０万円未満のもの 26,508

４ 支出の内訳

経常経費 4,158,545

人件費 1,019,040

光熱水費 127,738

備品・消耗品費 39,322

事務所費 2,972,445

政治活動費 43,737,216
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 23,714,480
係る支出

組織活動費 1,024,162

選挙関係費 1,429,826

機関紙誌の発行その他の事業費 9,799,299

宣伝事業費 9,799,299

寄附・交付金 31,483,929

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大澤 豊 100,000 東村山市

古瀬 範雄 70,000 東村山市

杉浦 宗雄 100,000 東村山市

高野 泰樹 100,000 東村山市

高野 郁子 100,000 東村山市

黒澤 光晴 100,000 東大和市

黒澤 美香 100,000 東大和市

高谷 順二 100,000 東大和市

木村 律子 100,000 東大和市

中島 陽子 100,000 武蔵村山市

中村 賢司 100,000 清瀬市

朝比奈 美樹 100,000 東大和市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲レッドクラウド 100,000 東大和市

㈲オー・ケイ・ケイ 100,000 東大和市

㈱アーバントラッカー 100,000 武蔵村山市

㈱伊藤設備 100,000 武蔵村山市

深代会計事務所 100,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党南多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 4,433,627

前年繰越額 1,654,199

本年収入額 2,779,428

２ 支出総額 3,006,688

（翌年への繰越額） 1,426,939

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 2,779,411
入

公明党東京都本部 2,779,411

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

経常経費 945,538

光熱水費 42,585

備品・消耗品費 28,267

事務所費 874,686

政治活動費 2,061,150

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 66,822
係る支出

組織活動費 166,104

機関紙誌の発行その他の事業費 1,828,224

宣伝事業費 1,828,224

寄附・交付金 66,822

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党青梅総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 3,923,759

前年繰越額 457,967

本年収入額 3,465,792

２ 支出総額 3,137,815

（翌年への繰越額） 785,944

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 3,465,780
入

公明党東京都本部 3,465,780

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 1,009,076

事務所費 1,009,076

政治活動費 2,128,739

組織活動費 112,163

機関紙誌の発行その他の事業費 2,016,576

宣伝事業費 2,016,576
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公明党北多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 8,885,390

前年繰越額 4,017,075

本年収入額 4,868,315

２ 支出総額 4,818,300

（翌年への繰越額） 4,067,090

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 4,868,275
入

公明党東京都本部 4,868,275

その他の収入 40

１件 １０万円未満のもの 40

４ 支出の内訳

経常経費 2,922,851

人件費 90,720

光熱水費 56,542

備品・消耗品費 214,397

事務所費 2,561,192

政治活動費 1,895,449

組織活動費 496,115

機関紙誌の発行その他の事業費 1,399,334

宣伝事業費 1,399,334

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都総支部連合会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 61,164,032

前年繰越額 22,773,829

本年収入額 38,390,203

２ 支出総額 40,530,260

（翌年への繰越額） 20,633,772

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,758,000
（５，７４２人）

寄附の総額 5,032,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,032,000

個人からの寄附 5,032,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,600,000
入

国民民主党 27,600,000

その他の収入 203

１件 １０万円未満のもの 203

４ 支出の内訳

経常経費 5,783,560

人件費 3,921,670

備品・消耗品費 212,286

事務所費 1,649,604

政治活動費 34,746,700

組織活動費 3,649,589

選挙関係費 11,508,038

機関紙誌の発行その他の事業費 10,289,073

機関紙誌の発行事業費 6,604,877

宣伝事業費 3,684,196

寄附・交付金 9,300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川合 孝典 1,080,000 目黒区

菅野 志桜里 900,000 武蔵野市

小林 正夫 1,080,000 茨城県牛久市

礒﨑 哲史 720,000 世田谷区

田村 麻美 360,000 千代田区

吉野 正人 120,000 目黒区

石黒 達男 120,000 練馬区

高澤 一基 120,000 板橋区

長谷川 貴子 120,000 足立区

光木 慎太郎 120,000 北区

高山 泰三 60,000 文京区

大石 富巳夫 96,000 立川市

伊藤 忠之 96,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都文京区支部

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 4,400,000
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前年繰越額 0

本年収入額 4,400,000

２ 支出総額 3,800,000

（翌年への繰越額） 600,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,400,000

個人からの寄附 4,400,000

４ 支出の内訳

経常経費 980,000

人件費 980,000

政治活動費 2,820,000

寄附・交付金 2,820,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高山 泰三 4,400,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都台東区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 1,795,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,795,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,795,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,795,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,795,000

法人その他の団体からの寄附 1,795,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ストリーム 100,000 港区

株式会社コーリング 100,000 港区

株式会社マックス・グ 100,000 福岡県福岡市
ロー

株式会社エックスワン 200,000 港区

株式会社紅屋商店 500,000 中央区

株式会社Ｋｓ Ｈｏｌ 100,000 豊島区
ｄｉｎｇ

㈱今半 550,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都世田谷区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 55,624

前年繰越額 0

本年収入額 55,624

２ 支出総額 55,624

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

借入金 55,624

関口 太一 55,624

４ 支出の内訳

経常経費 55,624

事務所費 55,624

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都練馬区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民民主党東京都八王子市支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 2,600,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,600,000

２ 支出総額 1,427,094

（翌年への繰越額） 1,172,906

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,600,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,600,000

個人からの寄附 1,200,000

法人その他の団体からの寄附 1,400,000
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４ 支出の内訳

経常経費 923,284

人件費 882,590

備品・消耗品費 40,694

政治活動費 503,810

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 88,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 405,580

宣伝事業費 405,580

寄附・交付金 88,000

その他の経費 10,230

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石田 雄一郎 1,200,000 八王子市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社野中重機 200,000 八王子市

有限会社スピカ 600,000 八王子市

株式会社母の手 600,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党東京都連合

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 27,487,466

前年繰越額 996,831

本年収入額 26,490,635

２ 支出総額 21,147,374

（翌年への繰越額） 6,340,092

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,032,655

政党匿名分を除く寄附の額 10,032,655

個人からの寄附 10,032,655

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,184,000
入

社会民主党 15,184,000

その他の収入 1,273,980

１件 １０万円以上のもの 1,273,980

金銭以外のものによる寄附相当分 1,273,980

４ 支出の内訳

経常経費 4,582,823

人件費 1,197,571

事務所費 3,385,252

政治活動費 16,564,551

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,916,665
係る支出

組織活動費 444,029

選挙関係費 12,922,846

機関紙誌の発行その他の事業費 702,147

宣伝事業費 702,147

寄附・交付金 2,495,529

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿部 浩子 164,700 港区

浅田 保雄 825,000 文京区

羽田 圭二 166,320 世田谷区

桜井 純子 166,320 世田谷区

榊原 登志子 148,500 調布市

佐藤 有恒 171,135 北区

吉田 藤子 90,000 大田区

中江 美和 440,000 小平市

星 逸郎 376,000 国分寺市

高田 守 100,000 国分寺市

田中 稔 1,100,000 国立市

植村 万里 100,000 千葉県鎌ケ谷市

河野 達男 648,000 新宿区

五十嵐 泰子 698,000 板橋区

伊地智 恭子 1,372,680 多摩市

村崎 啓二 528,000 府中市

藤田 貴裕 490,000 国立市

青木 佑介 507,600 東久留米市

青山 秀雄 572,400 昭島市

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）
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宣伝用自動車 平成１９年 ３月２６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 3,494,235

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党新宿総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 1,071,942

前年繰越額 107,542

本年収入額 964,400

２ 支出総額 1,019,812

（翌年への繰越額） 52,130

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 618,000

政党匿名分を除く寄附の額 618,000

個人からの寄附 618,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 186,400
入

社会民主党東京都連合 186,400

その他の収入 160,000

１件 １０万円未満のもの 160,000

４ 支出の内訳

経常経費 757,973

光熱水費 53,926

備品・消耗品費 45,657

事務所費 658,390

政治活動費 261,839

組織活動費 74,312

選挙関係費 20,000

機関紙誌の発行その他の事業費 167,527

機関紙誌の発行事業費 142,527

宣伝事業費 25,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

河野 達男 480,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党文京総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 339,312

前年繰越額 174,299

本年収入額 165,013

２ 支出総額 336,595

（翌年への繰越額） 2,717

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 165,000

政党匿名分を除く寄附の額 165,000

個人からの寄附 165,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 209,110

光熱水費 73,191

備品・消耗品費 11,685

事務所費 124,234

政治活動費 127,485

組織活動費 111,905

調査研究費 15,580

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅田 保雄 165,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党品川総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 39,621

前年繰越額 5,071

本年収入額 34,550

２ 支出総額 38,384

（翌年への繰越額） 1,237

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 34,550
入

社会民主党東京都連合 34,550

４ 支出の内訳
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経常経費 994

備品・消耗品費 994

政治活動費 37,390

組織活動費 27,390

選挙関係費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党目黒総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 66,732

前年繰越額 66,732

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 66,732

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党大田総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 62,480

前年繰越額 33,180

本年収入額 29,300

２ 支出総額 53,180

（翌年への繰越額） 9,300

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 29,300
入

社会民主党東京都連合 29,300

４ 支出の内訳

経常経費 1,640

備品・消耗品費 1,640

政治活動費 51,540

組織活動費 18,920

選挙関係費 32,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党世田谷総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 587,110

前年繰越額 8,952

本年収入額 578,158

２ 支出総額 583,291

（翌年への繰越額） 3,819

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 578,158

政党匿名分を除く寄附の額 578,158

個人からの寄附 578,158

４ 支出の内訳

経常経費 400,050

人件費 136,080

光熱水費 55,872

備品・消耗品費 33,072

事務所費 175,026

政治活動費 183,241

組織活動費 76,035

機関紙誌の発行その他の事業費 107,206

機関紙誌の発行事業費 107,206

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

羽田 圭二 142,074 世田谷区

桜井 純子 142,074 世田谷区

倉田 丈子 220,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党中野総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 134,509

前年繰越額 106,759

本年収入額 27,750

２ 支出総額 35,345

（翌年への繰越額） 99,164

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 27,750
入

社会民主党東京都連合 27,750

４ 支出の内訳

経常経費 12,892

備品・消耗品費 1,328
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事務所費 11,564

政治活動費 22,453

機関紙誌の発行その他の事業費 22,453

機関紙誌の発行事業費 22,453

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党豊島総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 3,615,320

前年繰越額 3,615,320

本年収入額 0

２ 支出総額 934,138

（翌年への繰越額） 2,681,182

３ 支出の内訳

経常経費 56,938

備品・消耗品費 18,698

事務所費 38,240

政治活動費 877,200

組織活動費 187,500

選挙関係費 467,200

機関紙誌の発行その他の事業費 222,500

宣伝事業費 222,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党北総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日

円
１ 収入総額 658,311

前年繰越額 432,321

本年収入額 225,990

２ 支出総額 398,200

（翌年への繰越額） 260,111

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 165,990

政党匿名分を除く寄附の額 165,990

個人からの寄附 165,990

その他の収入 60,000

１件 １０万円未満のもの 60,000

４ 支出の内訳

経常経費 128,799

備品・消耗品費 3,799

事務所費 125,000

政治活動費 269,401

組織活動費 252,401

機関紙誌の発行その他の事業費 17,000

宣伝事業費 17,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 有恒 165,990 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党板橋総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 166,465

前年繰越額 23,140

本年収入額 143,325

２ 支出総額 155,879

（翌年への繰越額） 10,586

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 143,325
入

社会民主党東京都連合 143,325

４ 支出の内訳

経常経費 22,236

事務所費 22,236

政治活動費 133,643

組織活動費 71,843

機関紙誌の発行その他の事業費 61,800

機関紙誌の発行事業費 61,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党練馬総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 2,382,749

前年繰越額 1,872,604

本年収入額 510,145

２ 支出総額 598,195
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（翌年への繰越額） 1,784,554

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 268,500
入

社会民主党東京都連合 268,500

その他の収入 221,645

１件 １０万円未満のもの 221,645

４ 支出の内訳

政治活動費 598,195

組織活動費 430,029

機関紙誌の発行その他の事業費 168,166

機関紙誌の発行事業費 168,166

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党八王子総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 952,720

前年繰越額 869,670

本年収入額 83,050

２ 支出総額 165,146

（翌年への繰越額） 787,574

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 83,050
入

社会民主党東京都連合 83,050

４ 支出の内訳

経常経費 120,146

光熱水費 24,115

備品・消耗品費 36,031

事務所費 60,000

政治活動費 45,000

組織活動費 45,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党立川総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 795,838

前年繰越額 773,038

本年収入額 22,800

２ 支出総額 45,907

（翌年への繰越額） 749,931

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 22,800
入

社会民主党東京都連合 22,800

４ 支出の内訳

経常経費 45,907

備品・消耗品費 10,296

事務所費 35,611

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党府中総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 355,359

前年繰越額 182,052

本年収入額 173,307

２ 支出総額 169,489

（翌年への繰越額） 185,870

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 173,300
入

社会民主党東京都連合 173,300

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 42,926

備品・消耗品費 42,926

政治活動費 126,563

組織活動費 73,371

選挙関係費 11,314

機関紙誌の発行その他の事業費 41,878

機関紙誌の発行事業費 41,878

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党昭島総支部
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報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 243,382

前年繰越額 3,611

本年収入額 239,771

２ 支出総額 227,969

（翌年への繰越額） 15,413

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 239,760
入

社会民主党東京都連合 239,760

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

政治活動費 227,969

組織活動費 24,052

選挙関係費 96,315

機関紙誌の発行その他の事業費 98,702

機関紙誌の発行事業費 74,050

宣伝事業費 24,652

調査研究費 8,900

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党町田総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 126,071

前年繰越額 53,161

本年収入額 72,910

２ 支出総額 80,000

（翌年への繰越額） 46,071

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 12,910
入

社会民主党東京都連合 12,910

４ 支出の内訳

政治活動費 80,000

組織活動費 80,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

谷沢 和夫 60,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党小金井総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 75,214

前年繰越額 75,214

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 75,214

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党小平総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 210,980

前年繰越額 79,780

本年収入額 131,200

２ 支出総額 153,885

（翌年への繰越額） 57,095

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 131,200
入

社会民主党東京都連合 131,200

４ 支出の内訳

経常経費 29,630

備品・消耗品費 29,630

政治活動費 124,255

組織活動費 39,970

機関紙誌の発行その他の事業費 42,680

宣伝事業費 42,680

調査研究費 41,605

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党日野総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 7,797

前年繰越額 7,797
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,797

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党国分寺総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 232,465

前年繰越額 232,465

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 232,465

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党国立総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 163,680

前年繰越額 0

本年収入額 163,680

２ 支出総額 155,353

（翌年への繰越額） 8,327

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 163,680
入

社会民主党東京都連合 163,680

４ 支出の内訳

政治活動費 155,353

組織活動費 109,393

選挙関係費 30,000

調査研究費 15,960

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党狛江総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 15,538

前年繰越額 6,538

本年収入額 9,000

２ 支出総額 12,727

（翌年への繰越額） 2,811

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 9,000
入

社会民主党東京都連合 9,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,447

備品・消耗品費 3,447

政治活動費 9,280

組織活動費 9,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党東久留米総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 565,054

前年繰越額 406,904

本年収入額 158,150

２ 支出総額 162,540

（翌年への繰越額） 402,514

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 158,150
入

社会民主党東京都連合 158,150

４ 支出の内訳

政治活動費 162,540

組織活動費 162,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主党多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 359,597

前年繰越額 76,607

本年収入額 282,990

２ 支出総額 331,500

（翌年への繰越額） 28,097

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 50,000

物品販売 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 232,990
入

社会民主党東京都連合 232,990

４ 支出の内訳
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政治活動費 331,500

組織活動費 301,500

機関紙誌の発行その他の事業費 30,000

その他の事業費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都支部連合会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 1,171,782,484

前年繰越額 612,010,817

本年収入額 559,771,667

２ 支出総額 526,520,955

（翌年への繰越額） 645,261,529

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 83,737,225
（１０７，１７１人）

寄附の総額 77,766,000

政党匿名分を除く寄附の額 77,766,000

個人からの寄附 65,450,000

法人その他の団体からの寄附 8,000,000

政治団体からの寄附 4,316,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 10,400,000

自民党政経塾 10,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 363,096,670
入

自由民主党 363,096,670

その他の収入 24,771,772

１件 １０万円未満のもの 46,577

１件 １０万円以上のもの 24,725,195

職員の給与等負担金 24,725,195

４ 支出の内訳

経常経費 147,849,004

人件費 121,700,063

備品・消耗品費 8,890,513

事務所費 17,258,428

政治活動費 378,671,951

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 75,855,000
係る支出

組織活動費 133,928,861

選挙関係費 70,726,475

機関紙誌の発行その他の事業費 93,607,071

機関紙誌の発行事業費 3,329,667

宣伝事業費 83,028,722

その他の事業費 7,248,682

調査研究費 662,894

寄附・交付金 79,746,650

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大場 康宣 150,000 世田谷区

菅原 一秀 350,000 練馬区

比留間 敏夫 1,000,000 府中市

秋田 一郎 350,000 新宿区

中屋 文孝 350,000 文京区

神林 茂 350,000 大田区

鈴木 章浩 350,000 大田区

舟坂 誓生 350,000 葛飾区

髙橋 信博 350,000 小平市

吉原 修 350,000 町田市

西野 正人 350,000 日野市

髙階 恵美子 500,000 港区

山田 美樹 1,000,000 港区

清人 700,000 台東区

石原 宏高 700,000 品川区

平 将明 700,000 大田区

若宮 健嗣 700,000 世田谷区

越智 隆雄 1,000,000 世田谷区

松本 文明 1,000,000 中野区

石原 伸晃 700,000 杉並区

鈴木 隼人 700,000 豊島区

下村 博文 700,000 板橋区

鴨下 一郎 700,000 足立区

馬場 みどり 700,000 墨田区

大西 英男 700,000 江戸川区

平沢 勝栄 700,000 葛飾区

長島 昭久 700,000 府中市
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松本 洋平 700,000 小平市

木原 誠二 700,000 東村山市

小田原 潔 1,000,000 日野市

伊藤 達也 700,000 調布市

小倉 將信 700,000 町田市

萩生田 光一 700,000 八王子市

井上 信治 700,000 青梅市

安藤 高夫 1,500,000 練馬区

髙木 啓 1,500,000 北区

中川 雅治 840,000 世田谷区

大塚 珠代 840,000 品川区

武見 敬三 840,000 世田谷区

朝日 健太郎 840,000 杉並区

佐藤 信秋 600,000 杉並区

藤井 基之 600,000 神奈川県川崎市

片山 さつき 600,000 新宿区

羽生田 俊 600,000 群馬県前橋市

柘植 芳文 600,000 愛知県名古屋市

石田 昌宏 600,000 大田区

阿達 雅志 600,000 目黒区

足立 敏之 600,000 品川区

橋本 英子 600,000 千代田区

徳茂 雅之 600,000 新宿区

山田 宏 600,000 千代田区

今井 絵理子 600,000 国分寺市

本田 顕子 600,000 熊本県熊本市

山田 太郎 600,000 大田区

菅野 弘一 600,000 港区

吉住 栄郎 270,000 新宿区

石島 秀起 250,000 中央区

鈴木 純 274,000 台東区

鈴木 晶雅 600,000 大田区

三宅 茂樹 600,000 世田谷区

小松 大祐 610,000 世田谷区

土屋 美和 250,000 世田谷区

早坂 義弘 600,000 杉並区

小宮 安里 610,000 杉並区

土屋 文子 250,000 練馬区

柴﨑 幹男 600,000 練馬区

松田 康将 250,000 板橋区

小澤 佳奈子 600,000 北区

髙島 直樹 600,000 足立区

發地 易隆 260,000 足立区

川松 真一朗 600,000 墨田区

山﨑 一輝 610,000 江東区

宇田川 聡史 600,000 江戸川区

平田 充孝 270,000 葛飾区

伊藤 祥広 610,000 八王子市

西山 賢 260,000 八王子市

清水 孝治 600,000 立川市

磯山 亮 250,000 小平市

鈴木 錦治 250,000 府中市

星 大輔 250,000 町田市

濱中 義豊 250,000 西東京市

本 巧 250,000 国分寺市

林 明裕 600,000 調布市

澁谷 信之 250,000 清瀬市

小礒 明 250,000 多摩市

田村 利光 600,000 福生市

三宅 正彦 610,000 大島町

林 則行 58,000 千代田区

池田 友規 58,000 千代田区

大坂 隆洋 54,000 千代田区

二島 豊司 58,000 港区

黒﨑 祐一 58,000 港区

大門 幸恵 58,000 新宿区

渡 清人 58,000 新宿区

海老原 崇智 58,000 中央区

太田 太 58,000 中央区

竹内 幸美 58,000 中央区

岡田 勇一郎 58,000 台東区

渡邉 裕一 58,000 品川区
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鈴木 隆之 58,000 大田区

湯本 良太郎 58,000 大田区

小野瀨 康裕 58,000 目黒区

小林 佳奈子 58,000 目黒区

西村 千帆 58,000 目黒区

畠山 晋一 58,000 世田谷区

齋藤 貴之 58,000 渋谷区

中村 豪志 58,000 渋谷区

松浦 威明 58,000 杉並区

矢口 泰之 58,000 杉並区

上野 博巳 58,000 練馬区

池田 裕一 58,000 豊島区

坂本 東生 58,000 板橋区

坂場 正岳 58,000 北区

伊藤 信之 58,000 足立区

鯨井 実 58,000 足立区

井口 真弓美 58,000 荒川区

川北 直人 58,000 江東区

福本 光浩 58,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ニッピ都市開発㈱ 5,000,000 足立区

吉村ホールディングス 3,000,000 文京区
㈱

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本柔道整復師連盟 1,000,000 台東区

東京都トラック運送事 3,000,000 新宿区
業政治連盟

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

自由国民会議 116,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党千代田総支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 34,287,728

前年繰越額 27,246,362

本年収入額 7,041,366

２ 支出総額 7,449,667

（翌年への繰越額） 26,838,061

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,873,000
（１，１３８人）

寄附の総額 2,968,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,968,000

個人からの寄附 2,968,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,200,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 50,000

自由民主党東京都千代田区第二十二支部 300,000

自由民主党東京都千代田区第十七支部 300,000

自由民主党東京都第一選挙区支部 1,500,000

その他の収入 366

１件 １０万円未満のもの 366

４ 支出の内訳

経常経費 3,502,682

人件費 1,954,560

光熱水費 43,599

備品・消耗品費 46,750

事務所費 1,457,773

政治活動費 3,946,985

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,400,000
係る支出

組織活動費 496,468

選挙関係費 1,950,517

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

池田 友規 120,000 千代田区

鵜飼 友義 120,000 千代田区

内田 直之 60,000 千代田区

大坂 隆洋 110,000 千代田区

大島 義和 120,000 千代田区

河合 良郎 158,000 千代田区

小林 孝也 120,000 千代田区

小林 泰夫 138,000 千代田区

斉藤 雅夫 120,000 千代田区
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桜井 正 158,000 千代田区

嶋崎 秀彦 120,000 千代田区

高澤 秀行 120,000 千代田区

田邉 恵三 120,000 千代田区

永田 壮一 120,000 千代田区

西岡 めぐみ 120,000 千代田区

林 則行 120,000 千代田区

山田 丈夫 120,000 千代田区

山田 美樹 120,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第２支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 1,249,295

前年繰越額 19,295

本年収入額 1,230,000

２ 支出総額 586,720

（翌年への繰越額） 662,575

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,230,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,230,000

法人その他の団体からの寄附 1,230,000

４ 支出の内訳

経常経費 550,000

事務所費 550,000

政治活動費 36,720

選挙関係費 36,720

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東和電機工業株式会社 1,200,000 青森県南津軽郡藤
崎町

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,395,153

前年繰越額 79,753

本年収入額 1,315,400

２ 支出総額 1,275,568

（翌年への繰越額） 119,585

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,400
（４９人）

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

個人からの寄附 1,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都第一選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 302,885

備品・消耗品費 68,585

事務所費 234,300

政治活動費 972,683

組織活動費 939,723

調査研究費 32,960

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

河合 良郎 1,200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 1,845,222

前年繰越額 147,422

本年収入額 1,697,800

２ 支出総額 1,831,574

（翌年への繰越額） 13,648

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,800
（６２人）

寄附の総額 1,580,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,580,000

個人からの寄附 1,580,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000
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４ 支出の内訳

経常経費 795,604

人件費 533,660

備品・消耗品費 204,834

事務所費 57,110

政治活動費 1,035,970

組織活動費 1,035,970

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

林 尚武 1,000,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 635,377

前年繰越額 169,777

本年収入額 465,600

２ 支出総額 594,882

（翌年への繰越額） 40,495

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,600
（５２人）

寄附の総額 350,000

政党匿名分を除く寄附の額 350,000

個人からの寄附 350,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 137,309

備品・消耗品費 137,309

政治活動費 457,573

組織活動費 457,573

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 泰夫 350,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 11,638,639

前年繰越額 9,522,039

本年収入額 2,116,600

２ 支出総額 2,211,562

（翌年への繰越額） 9,427,077

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,600
（４９人）

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

個人からの寄附 1,800,000

法人その他の団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 494,802

備品・消耗品費 374,802

事務所費 120,000

政治活動費 1,716,760

組織活動費 1,716,760

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

桜井 正 1,800,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 1,142,545

前年繰越額 20,945

本年収入額 1,121,600

２ 支出総額 1,065,362

（翌年への繰越額） 77,183

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,600
（６８人）

寄附の総額 1,000,000
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政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 716,148

光熱水費 56,148

事務所費 660,000

政治活動費 349,214

組織活動費 349,214

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡田 男 500,000 千代田区

山田 丈夫 500,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 149,400

前年繰越額 135,400

本年収入額 14,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 149,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,000
（４９人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 542,250

前年繰越額 26,250

本年収入額 516,000

２ 支出総額 530,440

（翌年への繰越額） 11,810

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（４９人）

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 20,440

備品・消耗品費 17,200

事務所費 3,240

政治活動費 510,000

組織活動費 431,700

選挙関係費 78,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

池田 清 300,000 杉並区

池田 敬三 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 1,334,530

前年繰越額 54,530

本年収入額 1,280,000

２ 支出総額 965,597

（翌年への繰越額） 368,933

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（４８人）

寄附の総額 745,000

政党匿名分を除く寄附の額 745,000

個人からの寄附 745,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 520,000
入

自由民主党東京都支部連合会 30,000

自由民主党千代田総支部 400,000

自由民主党東京都千代田区第十四支部 10,000

自由民主党東京都荒川区第六支部 10,000

自由民主党東京都足立区第３支部 30,000
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自由民主党東京都千代田区第二十二支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 358,869

備品・消耗品費 253,514

事務所費 105,355

政治活動費 606,728

組織活動費 606,728

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

嶋崎 秀彦 100,000 千代田区

堀田 康彦 100,000 千代田区

内山 武史 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 893,993

前年繰越額 778,193

本年収入額 115,800

２ 支出総額 314,304

（翌年への繰越額） 579,689

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,800
（５６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 58,744

備品・消耗品費 3,744

事務所費 55,000

政治活動費 255,560

組織活動費 246,800

調査研究費 8,760

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 6,421,839

前年繰越額 17,839

本年収入額 6,404,000

２ 支出総額 6,371,928

（翌年への繰越額） 49,911

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 64,000
（２０２人）

寄附の総額 4,960,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,960,000

個人からの寄附 1,905,000

法人その他の団体からの寄附 2,395,000

政治団体からの寄附 660,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,200,000
入

自由民主党東京都第一選挙区支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 50,000

自由民主党東京都第十六選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党東京都渋谷区第十八支部 10,000

自由民主党東京都千代田区第十三支部 10,000

自由民主党東京都ふるさと創生第二支部 100,000

自由民主党広島県衆議院比例区第一支部 10,000

自由民主党千代田総支部 100,000

その他の収入 180,000

１件 １０万円以上のもの 180,000

金銭以外のものによる寄附相当分 180,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,406,048

人件費 500,000

備品・消耗品費 356,048

事務所費 550,000

政治活動費 4,965,880
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 967,729

選挙関係費 1,680,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,268,151

機関紙誌の発行事業費 414,392

宣伝事業費 1,853,759

寄附・交付金 50,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 秀樹 100,000 千代田区

青山 300,000 中野区

矢野 信太朗 100,000 千代田区

柳内 光子 100,000 千葉県習志野市

内田 直之 200,000 千代田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

神田神社 300,000 千代田区

㈲恵生産業 100,000 江戸川区

㈲三喜商事 100,000 江戸川区

㈲中央建設機工 100,000 江戸川区

（一社）京葉鈴木政経 100,000 江戸川区
塾

㈱ＫＳＪ 100,000 江戸川区

株式会社秋葉原野村ビ 100,000 千代田区
ル

笹川事務所 200,000 世田谷区

㈲豊商事 100,000 江東区

日本標識機構 100,000 港区

㈲つかさ無線 100,000 千代田区

㈱縁 60,000 千代田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟千 300,000 千代田区
代田区支部

東京都医師政治連盟神 300,000 千代田区
田支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 724,583

前年繰越額 8,583

本年収入額 716,000

２ 支出総額 700,320

（翌年への繰越額） 24,263

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５０人）

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

個人からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党千代田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 256,320

人件費 240,000

備品・消耗品費 16,320

政治活動費 444,000

組織活動費 444,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

濱口 淳一 500,000 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 8,359,333

前年繰越額 368,333

本年収入額 7,991,000

２ 支出総額 8,220,932

（翌年への繰越額） 138,401

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５２人）

寄附の総額 6,075,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,075,000

個人からの寄附 4,490,000

法人その他の団体からの寄附 525,000
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政治団体からの寄附 1,060,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,900,000
入

自由民主党東京都第一選挙区支部 300,000

自由民主党千代田総支部 1,300,000

自由民主党東京都足立区第３支部 50,000

自由民主党東京都荒川区第六支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 50,000

自由民主党東京都新宿区第三支部 10,000

自由民主党東京都支部連合会 100,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 10,000

自由民主党東京都港区第十七支部 30,000

自由民主党東京都立川市第三支部 10,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 951,776

人件費 360,000

備品・消耗品費 117,220

事務所費 474,556

政治活動費 7,269,156

組織活動費 927,158

選挙関係費 3,415,988

機関紙誌の発行その他の事業費 726,010

宣伝事業費 726,010

寄附・交付金 2,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

早尾 勇 1,500,000 千代田区

早尾 弘子 1,500,000 千代田区

飯田 和正 100,000 港区

廣瀬 元夫 100,000 千代田区

堀田 康彦 100,000 千代田区

小沢 寧 100,000 千代田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

宗教法人神田神社 150,000 千代田区

東京商工連盟千代田区 100,000 千代田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都宅建政治連盟千 100,000 千代田区
代田中央支部

東京都医師政治連盟神 300,000 千代田区
田支部

東京都医師政治連盟千 300,000 千代田区
代田区支部

日本歯科医師連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年１０月 ５日
円

１ 収入総額 704,600

前年繰越額 604,600

本年収入額 100,000

２ 支出総額 630,700

（翌年への繰越額） 73,900

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 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 630,700

組織活動費 630,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 4,300,694

前年繰越額 215,694

本年収入額 4,085,000

２ 支出総額 4,231,795

（翌年への繰越額） 68,899

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,000
（７８人）

寄附の総額 1,860,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,860,000

個人からの寄附 1,500,000

法人その他の団体からの寄附 360,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,100,000
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第３回異業種交流研修会 2,100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,364,830

人件費 480,000

光熱水費 48,500

備品・消耗品費 316,330

事務所費 520,000

政治活動費 2,866,965

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 380,000
係る支出

組織活動費 1,836,100

機関紙誌の発行その他の事業費 650,865

その他の事業費 650,865

寄附・交付金 380,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

嶋崎 秀彦 1,500,000 千代田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱ＨＥＡＴ ＬＩＮＫ 360,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 642,270

前年繰越額 21,470

本年収入額 620,800

２ 支出総額 596,700

（翌年への繰越額） 45,570

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,800
（６６人）

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

個人からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 289,600

人件費 50,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 95,600

事務所費 132,000

政治活動費 307,100

組織活動費 307,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
小林 孝也 500,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都千代田区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,616,641

前年繰越額 1,841

本年収入額 1,614,800

２ 支出総額 1,602,102

（翌年への繰越額） 14,539

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,800
（４５人）

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党千代田総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 981,460

人件費 80,000

光熱水費 183,300

備品・消耗品費 138,070

事務所費 580,090

政治活動費 620,642

組織活動費 441,023
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選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 129,619

宣伝事業費 129,619

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西岡 めぐみ 1,500,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党中央区総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 8,466,848

前年繰越額 6,191,399

本年収入額 2,275,449

２ 支出総額 1,124,530

（翌年への繰越額） 7,342,318

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,642,400
（１，３６９人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 33,000

総務会 33,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 49

１件 １０万円未満のもの 49

４ 支出の内訳

政治活動費 1,124,530

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 800,000
係る支出

組織活動費 26,400

機関紙誌の発行その他の事業費 297,800

宣伝事業費 198,440

その他の事業費 99,360

寄附・交付金 800,000

その他の経費 330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 16,877,302

前年繰越額 1,483,832

本年収入額 15,393,470

２ 支出総額 15,498,603

（翌年への繰越額） 1,378,699

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 33,400
（１２４人）

寄附の総額 5,230,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,230,000

個人からの寄附 1,590,000

法人その他の団体からの寄附 1,580,000

政治団体からの寄附 2,060,000

借入金 3,000,000

石島 秀起 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,500,000
入

自由民主党東京都第二選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都支部連合会 1,000,000

自由民主党中央区総支部 500,000

その他の収入 4,630,070

１件 １０万円未満のもの 620,522

１件 １０万円以上のもの 4,009,548

立替金入金 4,009,548

４ 支出の内訳

政治活動費 15,498,603

選挙関係費 10,907,825

機関紙誌の発行その他の事業費 1,590,778

宣伝事業費 1,590,778

その他の経費 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浦木 太郎 300,000 中央区

宮坂 信次 200,000 中央区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社加藤商店 400,000 江東区

株式会社大東運輸 100,000 江東区

株式会社ユーシン 100,000 中央区
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フリージアマクロス株 600,000 千代田区
式会社

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟中 500,000 中央区
央区支部

東京都歯科医師連盟日 100,000 中央区
本橋支部

東京都医師政治連盟日 500,000 中央区
本橋支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都歯科医師連盟京 100,000 中央区
橋支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 46,000

前年繰越額 0

本年収入額 46,000

２ 支出総額 46,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 30,000
入

自由民主党中央区総支部 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 46,000

機関紙誌の発行その他の事業費 46,000

宣伝事業費 46,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 619,065

前年繰越額 355,849

本年収入額 263,216

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 619,065

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 240,000

政党匿名分を除く寄附の額 240,000

個人からの寄附 240,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 23,200
入

自由民主党東京都支部連合会 23,200

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

原 正 240,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,075,503

前年繰越額 8,303

本年収入額 1,067,200

２ 支出総額 1,065,978

（翌年への繰越額） 9,525

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,200
（５０人）

寄附の総額 1,020,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,020,000

個人からの寄附 1,020,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 30,000
入
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自由民主党中央区総支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 63,320

備品・消耗品費 51,260

事務所費 12,060

政治活動費 1,002,658

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 60,000
係る支出

組織活動費 59,288

機関紙誌の発行その他の事業費 823,040

宣伝事業費 823,040

調査研究費 60,330

寄附・交付金 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

神谷 俊宏 1,010,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 6,408,200

前年繰越額 1,890,800

本年収入額 4,517,400

２ 支出総額 4,609,100

（翌年への繰越額） 1,799,100

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,400
（５４人）

寄附の総額 4,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,500,000

個人からの寄附 4,500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 4,609,100

組織活動費 4,609,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木村 克一 4,500,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 7,663,957

前年繰越額 7,638,357

本年収入額 25,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,663,957

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,600
（９４人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 286,800

前年繰越額 240,800

本年収入額 46,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 286,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 30,000
入

自由民主党中央区総支部 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 166,800

前年繰越額 118,800

本年収入額 48,000

２ 支出総額 16,900

（翌年への繰越額） 149,900

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 18,000
（５８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 30,000
入

自由民主党中央区総支部 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 16,900

組織活動費 11,000

調査研究費 5,900

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 49,200

前年繰越額 0

本年収入額 49,200

２ 支出総額 19,200

（翌年への繰越額） 30,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,200
（５５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 30,000
入

自由民主党中央区総支部 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 19,200

組織活動費 19,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中央区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 185,000

前年繰越額 164,000

本年収入額 21,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 185,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,000
（５１人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党港区総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 11,652,009

前年繰越額 5,659,381

本年収入額 5,992,628

２ 支出総額 3,564,594

（翌年への繰越額） 8,087,415

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,664,600
（１，６９２人）

寄附の総額 888,000

政党匿名分を除く寄附の額 888,000

個人からの寄附 888,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,440,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第一選挙区支部 1,200,000

自由民主党東京都第二選挙区支部 540,000

自由民主党東京都港区第十七支部 1,100,000

その他の収入 28

１件 １０万円未満のもの 28

４ 支出の内訳

経常経費 727,266

人件費 595,550

備品・消耗品費 124,500

事務所費 7,216

政治活動費 2,837,328

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,200,000
係る支出

組織活動費 572,328

機関紙誌の発行その他の事業費 65,000

宣伝事業費 65,000

寄附・交付金 2,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山田 美樹 240,000 港区

菅野 弘一 120,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第九支部
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報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 4,033,480

前年繰越額 3,685,480

本年収入額 348,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,033,480

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

法人その他の団体からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 248,000
入

自由民主党港区総支部 248,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 17,750,814

前年繰越額 10,823,014

本年収入額 6,927,800

２ 支出総額 9,694,971

（翌年への繰越額） 8,055,843

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 67,800
（２００人）

寄附の総額 5,450,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,450,000

個人からの寄附 640,000

法人その他の団体からの寄附 2,610,000

政治団体からの寄附 2,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,410,000
入

自由民主党東京都第一選挙区支部 800,000

自由民主党東京都第二選挙区支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 720,000

人件費 720,000

政治活動費 8,974,971

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,190,000
係る支出

選挙関係費 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,742,971

機関紙誌の発行事業費 952,855

宣伝事業費 790,116

寄附・交付金 2,232,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋山 正利 200,000 港区

笠井 寛 100,000 港区

並木 秀之 100,000 港区

龍花 省次 100,000 港区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱光和ビルディング 400,000 港区

真榮メンテナンス㈱ 500,000 港区

新橋商事㈱ 200,000 港区

㈱アカネ 100,000 港区

㈱汐留 300,000 港区

芝浜管財㈱ 200,000 港区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

東京都獣医師連盟 100,000 港区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都歯科医師連盟芝 100,000 港区
支部

全日本不動産政治連盟 70,000 千代田区
東京都本部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 3,133,242
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前年繰越額 2,639,624

本年収入額 493,618

２ 支出総額 212,067

（翌年への繰越額） 2,921,175

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 23,600
（７８人）

寄附の総額 270,000

政党匿名分を除く寄附の額 270,000

個人からの寄附 60,000

法人その他の団体からの寄附 210,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 79,707

備品・消耗品費 35,115

事務所費 44,592

政治活動費 132,360

組織活動費 107,360

寄附・交付金 25,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日

円
１ 収入総額 1,491,400

前年繰越額 1,070,600

本年収入額 420,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,491,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,800
（７５人）

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

法人その他の団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 2,991,431

前年繰越額 1,529,031

本年収入額 1,462,400

２ 支出総額 2,824,092

（翌年への繰越額） 167,339

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,400
（５０人）

寄附の総額 1,250,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,250,000

個人からの寄附 1,000,000

法人その他の団体からの寄附 250,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,440,476

人件費 990,000

光熱水費 391,548

備品・消耗品費 547,476

事務所費 511,452

政治活動費 383,616

調査研究費 383,616

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

結城 公美子 1,000,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 3,902,213

前年繰越額 2,315,392

本年収入額 1,586,821

２ 支出総額 1,512,368

（翌年への繰越額） 2,389,845
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,800
（８７人）

寄附の総額 1,360,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,360,000

個人からの寄附 70,000

法人その他の団体からの寄附 1,240,000

政治団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 1,083,759

光熱水費 34,634

備品・消耗品費 53,240

事務所費 995,885

政治活動費 428,609

組織活動費 428,609

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社加藤商店 300,000 江東区

株式会社ティーアール 300,000 港区
ケー

株式会社ジンダイ 60,000 世田谷区

株式会社アメニティコ 100,000 新宿区
ーポレーション

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,973,232

前年繰越額 1,547,432

本年収入額 425,800

２ 支出総額 123,790

（翌年への繰越額） 1,849,442

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,800
（１００人）

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

法人その他の団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 105,150

備品・消耗品費 105,150

政治活動費 18,640

組織活動費 18,640

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 427,000

前年繰越額 0

本年収入額 427,000

２ 支出総額 427,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,000
（７７人）

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

法人その他の団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 240,000

事務所費 240,000

政治活動費 187,000

寄附・交付金 187,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 697,500

前年繰越額 219,700
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本年収入額 477,800

２ 支出総額 500,000

（翌年への繰越額） 197,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,800
（９４人）

寄附の総額 250,000

政党匿名分を除く寄附の額 250,000

法人その他の団体からの寄附 250,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 500,000

寄附・交付金 500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 393,156

前年繰越額 170,356

本年収入額 222,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 393,156

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 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

その他の収入 22,800

１件 １０万円未満のもの 22,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 7,774,878

前年繰越額 1,736,878

本年収入額 6,038,000

２ 支出総額 5,581,579

（翌年への繰越額） 2,193,299

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,000
（８７人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 5,810,000

黒﨑ゆういち君と港区の明日を拓く会 5,810,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 5,581,579

機関紙誌の発行その他の事業費 2,580,919

政治資金パーティー開催事業費 2,580,919

寄附・交付金 3,000,000

その他の経費 660

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港区第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,711,300

前年繰越額 1,497,900

本年収入額 213,400

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,711,300

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,400
（５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党港区総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党新宿総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 20,318,267

前年繰越額 11,402,642

本年収入額 8,915,625

２ 支出総額 9,880,714

（翌年への繰越額） 10,437,553

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,527,800
（１，８５４人）

寄附の総額 4,752,800

政党匿名分を除く寄附の額 4,752,800

個人からの寄附 3,702,000
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法人その他の団体からの寄附 1,050,800

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,630,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第一選挙区支部 1,500,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 470,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

その他の収入 5,025

１件 １０万円未満のもの 5,025

４ 支出の内訳

経常経費 4,282,914

人件費 3,560,000

光熱水費 240,000

備品・消耗品費 99,009

事務所費 383,905

政治活動費 5,597,800

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,000,000
係る支出

組織活動費 1,271,000

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 66,000

宣伝事業費 66,000

寄附・交付金 2,260,000

その他の経費 1,000,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋田 一郎 132,000 新宿区

山田 美樹 480,000 港区

吉住 栄郎 250,000 新宿区

下村 治生 176,000 新宿区

宮坂 俊文 130,000 新宿区

小倉 利彦 170,000 新宿区

桑原 羊平 150,000 新宿区

池田 大介 170,000 新宿区

渡辺 清人 170,000 新宿区

大門 幸恵 170,000 新宿区

佐原 勇 176,000 新宿区

渡辺 美智隆 170,000 新宿区

吉住 健一 200,000 新宿区

永原 隆誉 170,000 新宿区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱小林平三商店 1,000,800 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 16,456,287

前年繰越額 1,665,096

本年収入額 14,791,191

２ 支出総額 14,179,869

（翌年への繰越額） 2,276,418

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,600
（８９人）

寄附の総額 10,506,817

政党匿名分を除く寄附の額 10,506,817

個人からの寄附 2,818,817

法人その他の団体からの寄附 4,288,000

政治団体からの寄附 3,400,000

借入金 1,500,000

秋田 一郎 1,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,970,000
入

自由民主党東京都第一選挙区支部 1,050,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 700,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都足立区第十一支部 10,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 30,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

その他の収入 783,774

１件 １０万円未満のもの 121,479
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１件 １０万円以上のもの 662,295

事務所家賃負担分 162,295

事務所敷金返却分 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,165,098

人件費 3,816,888

光熱水費 136,464

備品・消耗品費 1,145,230

事務所費 5,066,516

政治活動費 4,014,771

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 40,000
係る支出

組織活動費 163,500

選挙関係費 1,300,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,001,271

機関紙誌の発行事業費 70,950

宣伝事業費 930,321

寄附・交付金 50,000

その他の経費 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩崎 哲也 1,000,000 豊島区

高木 啓 100,000 北区

中村 成彦 100,000 新宿区

矢島 富美 60,000 豊島区

秋田 一郎 63,817 新宿区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱アスティル 100,000 新宿区

㈲ハット企画 800,000 世田谷区

東京美装興業㈱ 120,000 新宿区

加藤商店㈱ 400,000 江東区

東陽商事㈱ 100,000 新宿区

新宿四丁目商店会 300,000 新宿区

新宿区薬剤師連盟 200,000 新宿区

Ｓ＆Ｄ多摩ホールディ 100,000 立川市
ングス㈱

㈱ＪＰビルド 120,000 大阪府大阪市

ノザワ工業㈱ 150,000 新宿区

㈱藤商会 100,000 新宿区

太陽工業㈱ 120,000 品川区

芦沢商事㈱ 120,000 港区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

秋田一郎を育てる会 400,000 新宿区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

都議会自由民主党 1,100,000 江東区

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 150,000 千代田区

東京都医師政治連盟新 800,000 新宿区
宿支部

全国たばこ販売政治連 100,000 港区
盟東京地区本部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 3,186,479

前年繰越額 1,232,468

本年収入額 1,954,011

２ 支出総額 1,749,085

（翌年への繰越額） 1,437,394

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,000
（７６人）

寄附の総額 1,770,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,770,000

個人からの寄附 1,770,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 160,000
入

自由民主党新宿総支部 160,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 59,382

事務所費 59,382
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政治活動費 1,689,703

組織活動費 468,855

機関紙誌の発行その他の事業費 681,958

機関紙誌の発行事業費 681,958

調査研究費 58,890

その他の経費 480,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

下村 治生 1,680,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第七支部

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 1,795,570

前年繰越額 125,770

本年収入額 1,669,800

２ 支出総額 1,668,500

（翌年への繰越額） 127,070

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,800
（２９人）

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 160,000
入

自由民主党新宿総支部 160,000

４ 支出の内訳

経常経費 140,000

光熱水費 40,000

備品・消耗品費 50,000

事務所費 50,000

政治活動費 1,528,500

組織活動費 1,528,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小倉 照子 1,100,000 新宿区

髙山 俊達 100,000 新宿区

清水 昭治 100,000 新宿区

小倉 洋明 100,000 新宿区

磯野 真也 100,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 7,578,374

前年繰越額 540,974

本年収入額 7,037,400

２ 支出総額 7,218,090

（翌年への繰越額） 360,284

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 34,400
（１２１人）

寄附の総額 3,443,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,443,000

個人からの寄附 1,193,000

法人その他の団体からの寄附 760,000

政治団体からの寄附 1,490,000

借入金 1,000,000

吉住 栄郎 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,560,000
入

自由民主党新宿総支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 30,000

自由民主党東京都参議院比例区第六十七支 100,000
部

自由民主党東京都北区第三十支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 50,000

自由民主党東京都第一選挙区支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,802,674

人件費 1,413,230
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備品・消耗品費 389,444

政治活動費 5,415,416

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 20,000
係る支出

組織活動費 38,580

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,806,836

宣伝事業費 2,806,836

寄附・交付金 2,520,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

齋藤 浩 100,000 新宿区

佐久間 勝代 80,000 新宿区

矢口 実 100,000 新宿区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

新宿区薬剤師連盟 100,000 新宿区

ノザワ工業株式会社 100,000 新宿区

ＮＰＯ法人ことたま堂 100,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟 800,000 千代田区

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 2,754,720

前年繰越額 2,572,696

本年収入額 182,024

２ 支出総額 130,000

（翌年への繰越額） 2,624,720

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,000
（５８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 160,000
入

自由民主党新宿総支部 160,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

政治活動費 130,000

組織活動費 130,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 729,459

前年繰越額 727,459

本年収入額 2,000

２ 支出総額 128,940

（翌年への繰越額） 600,519

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,000
（７人）

４ 支出の内訳

経常経費 42,648

備品・消耗品費 42,648

政治活動費 86,292

組織活動費 86,292

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

吉住 健一 4,900,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 1,370,400

前年繰越額 335,600

本年収入額 1,034,800

２ 支出総額 892,000

（翌年への繰越額） 478,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,800
（１５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,030,000
入

自由民主党東京都第十選挙区支部 200,000
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自由民主党東京都第一選挙区支部 600,000

自由民主党新宿総支部 230,000

４ 支出の内訳

経常経費 892,000

人件費 800,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 20,000

事務所費 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 2,876,920

前年繰越額 2,876,920

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,876,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 279,713

前年繰越額 4,113

本年収入額 275,600

２ 支出総額 185,600

（翌年への繰越額） 94,113

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,600
（５４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 260,000
入

自由民主党新宿総支部 260,000

４ 支出の内訳

政治活動費 185,600

組織活動費 185,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 1,386,639

前年繰越額 1,104,239

本年収入額 282,400

２ 支出総額 45,616

（翌年への繰越額） 1,341,023

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,400
（６３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 260,000
入

自由民主党新宿総支部 260,000

４ 支出の内訳

経常経費 23,136

備品・消耗品費 12,750

事務所費 10,386

政治活動費 22,480

組織活動費 22,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 408,929

前年繰越額 235,729

本年収入額 173,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 408,929

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,200
（５２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 160,000
入

自由民主党新宿総支部 160,000

４ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

大門 幸恵 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ６月 ３日
円

１ 収入総額 416,617

前年繰越額 242,017

本年収入額 174,600
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２ 支出総額 312,919

（翌年への繰越額） 103,698

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,600
（５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 160,000
入

自由民主党新宿総支部 160,000

４ 支出の内訳

政治活動費 312,919

組織活動費 312,919

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都新宿区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 476,776

前年繰越額 180,376

本年収入額 296,400

２ 支出総額 117,864

（翌年への繰越額） 358,912

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,400
（２３人）

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

その他の収入 230,000

１件 １０万円未満のもの 30,000

１件 １０万円以上のもの 200,000

預り金 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 650

備品・消耗品費 600

事務所費 50

政治活動費 117,214

組織活動費 57,214

その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渡辺 美智隆 60,000 新宿区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

渡辺 美智隆 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党文京総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 3,957,854

前年繰越額 1,056,054

本年収入額 2,901,800

２ 支出総額 3,109,415

（翌年への繰越額） 848,439

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,701,800
（１，６４８人）

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,850,615

人件費 600,000

備品・消耗品費 1,250,615

政治活動費 1,258,800

組織活動費 1,258,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 利周 600,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二支部

報告年月日 令和 ４年 ６月 ６日
円

１ 収入総額 8,099,265

前年繰越額 2,529,265

本年収入額 5,570,000
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２ 支出総額 5,831,952

（翌年への繰越額） 2,267,313

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,570,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,570,000

個人からの寄附 30,000

法人その他の団体からの寄附 4,440,000

政治団体からの寄附 1,100,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,686,682

人件費 3,207,290

光熱水費 418,315

備品・消耗品費 327,464

事務所費 1,733,613

政治活動費 145,270

組織活動費 145,270

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＧＡＲＹＵＵ株式会社 600,000 豊島区

株式会社ケイライプ 600,000 千代田区

株式会社青山メインラ 1,200,000 千代田区
ンド

株式会社メインランド 1,200,000 大阪府大阪市
ジャパン

太田胃散株式会社 360,000 文京区

北野建設株式会社 360,000 中央区

株式会社日生不動産 120,000 文京区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,100,000 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 46,000

前年繰越額 18,400

本年収入額 27,600

２ 支出総額 33,580

（翌年への繰越額） 12,420

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,600
（９９人）

４ 支出の内訳

政治活動費 33,580

組織活動費 33,580

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 6,402,000

前年繰越額 389,200

本年収入額 6,012,800

２ 支出総額 5,658,000

（翌年への繰越額） 744,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,800
（５０人）

寄附の総額 6,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,000,000

個人からの寄附 6,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,158,000

人件費 1,440,000

光熱水費 156,000

備品・消耗品費 762,000

事務所費 1,800,000

政治活動費 1,500,000

組織活動費 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 利周 4,500,000 文京区

田中 献人 1,500,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 4,366,074
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前年繰越額 21,874

本年収入額 4,344,200

２ 支出総額 3,985,482

（翌年への繰越額） 380,592

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,200
（５３人）

寄附の総額 4,330,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,330,000

個人からの寄附 4,330,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,985,482

人件費 1,854,000

光熱水費 257,222

備品・消耗品費 674,260

事務所費 1,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

海老澤 敬子 4,000,000 文京区

桑田 伸一 250,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 36,300

前年繰越額 10,100

本年収入額 26,200

２ 支出総額 25,100

（翌年への繰越額） 11,200

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,200
（８５人）

４ 支出の内訳

政治活動費 25,100

組織活動費 25,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 41,490

前年繰越額 17,690

本年収入額 23,800

２ 支出総額 36,080

（翌年への繰越額） 5,410

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 23,800
（９３人）

４ 支出の内訳

政治活動費 36,080

組織活動費 36,080

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 513,322

前年繰越額 494,522

本年収入額 18,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 513,322

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 18,800
（７６人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 49,900

前年繰越額 18,900

本年収入額 31,000

２ 支出総額 32,000

（翌年への繰越額） 17,900

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,000
（１０６人）

４ 支出の内訳

政治活動費 32,000

組織活動費 32,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 73,473

前年繰越額 40,873

本年収入額 32,600

２ 支出総額 32,200

（翌年への繰越額） 41,273

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,600
（１００人）

４ 支出の内訳

政治活動費 32,200

組織活動費 32,200

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

吉村 美紀 1,001,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都文京区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 632,200

前年繰越額 1,600

本年収入額 630,600

２ 支出総額 50,800

（翌年への繰越額） 581,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,600
（９７人）

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 50,800

組織活動費 38,500

調査研究費 12,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高橋 淳 200,000 渋谷区

小林 健 100,000 文京区

荻野 光 300,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党台東総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 7,372,425

前年繰越額 2,963,517

本年収入額 4,408,908

２ 支出総額 5,247,731

（翌年への繰越額） 2,124,694

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,129,900
（９００人）

寄附の総額 306,000

政党匿名分を除く寄附の額 306,000

個人からの寄附 306,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 703,000

支部大会 703,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,270,000
入

自由民主党東京都台東区第３支部 120,000

自由民主党東京都支部連合会 650,000

自由民主党東京都第十四選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都第二選挙区支部 500,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 800,000

人件費 800,000

政治活動費 4,447,731

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,450,000
係る支出
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組織活動費 854,360

選挙関係費 314,688

機関紙誌の発行その他の事業費 828,683

宣伝事業費 99,000

その他の事業費 729,683

寄附・交付金 2,450,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第３支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 3,288,188

前年繰越額 1,151,981

本年収入額 2,136,207

２ 支出総額 2,529,730

（翌年への繰越額） 758,458

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 36,200
（１０３人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

借入金 2,000,000

服部 征夫 2,000,000

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 1,911,530

人件費 840,000

光熱水費 11,360

備品・消耗品費 585,436

事務所費 474,734

政治活動費 618,200

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 120,000
係る支出

組織活動費 465,200

機関紙誌の発行その他の事業費 33,000

宣伝事業費 33,000

寄附・交付金 120,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

服部 征夫 5,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 2,089,774

前年繰越額 5,679

本年収入額 2,084,095

２ 支出総額 2,078,210

（翌年への繰越額） 11,564

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 64,000
（１６人）

寄附の総額 2,020,095

政党匿名分を除く寄附の額 2,020,095

個人からの寄附 2,020,095

４ 支出の内訳

経常経費 946,605

人件費 300,000

光熱水費 65,012

備品・消耗品費 285,485

事務所費 296,108

政治活動費 1,131,605

組織活動費 687,728

機関紙誌の発行その他の事業費 85,817

宣伝事業費 85,817

調査研究費 358,060

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉田 豊 500,000 墨田区

吉田 美代子 100,000 墨田区

吉田 具之 100,000 墨田区

田口 治喜 1,320,095 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第十六支部
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報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 3,748,850

前年繰越額 133,050

本年収入額 3,615,800

２ 支出総額 3,534,610

（翌年への繰越額） 214,240

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,800
（６１人）

寄附の総額 3,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,300,000

個人からの寄附 3,300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党台東総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 3,534,610

組織活動費 3,534,610

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

太田 雅久 3,300,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 1,164,311

前年繰越額 352,311

本年収入額 812,000

２ 支出総額 834,865

（翌年への繰越額） 329,446

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（５１人）

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

個人からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党台東総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 271,365

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 151,365

政治活動費 563,500

組織活動費 563,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

遠藤 和男 500,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日

円
１ 収入総額 2,320,271

前年繰越額 471

本年収入額 2,319,800

２ 支出総額 2,124,808

（翌年への繰越額） 195,463

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,800
（５９人）

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

個人からの寄附 2,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党台東総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,522,488

人件費 480,000

光熱水費 99,669

備品・消耗品費 126,819

事務所費 816,000

政治活動費 602,320

組織活動費 198,000

機関紙誌の発行その他の事業費 245,520

宣伝事業費 245,520

調査研究費 158,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙森 喜美子 2,000,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 6,051,701

前年繰越額 929,301

本年収入額 5,122,400

２ 支出総額 5,278,176

（翌年への繰越額） 773,525

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,400
（５０人）

寄附の総額 4,803,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,803,000

個人からの寄附 4,803,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党台東総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,976,087

人件費 120,000

光熱水費 368,252

備品・消耗品費 683,835

事務所費 804,000

政治活動費 3,302,089

組織活動費 2,543,278

機関紙誌の発行その他の事業費 473,914

機関紙誌の発行事業費 258,438

宣伝事業費 215,476

調査研究費 284,897

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石川 義弘 4,800,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 208,634

前年繰越額 208,634

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 208,634

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 7,804,000

前年繰越額 1,248,200

本年収入額 6,555,800

２ 支出総額 5,978,061

（翌年への繰越額） 1,825,939

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,800
（１０１人）

寄附の総額 5,050,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,050,000

個人からの寄附 3,580,000

法人その他の団体からの寄附 1,090,000

政治団体からの寄附 380,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,480,000
入

自由民主党東京都第二選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党台東総支部 100,000

自由民主党東京都足立区第十一支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都第十四選挙区支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 5,978,061

組織活動費 5,741,286

選挙関係費 59,400

機関紙誌の発行その他の事業費 177,375

機関紙誌の発行事業費 177,375

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 純 2,500,000 台東区

髙﨑 信隆 1,000,000 千葉県市川市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

久保野谷製作所 100,000 足立区

株式会社増田屋コーポ 200,000 台東区
レーション

一般社団法人下谷医師 500,000 台東区
会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１３日
円

１ 収入総額 272,300

前年繰越額 106,500

本年収入額 165,800

２ 支出総額 102,000

（翌年への繰越額） 170,300

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,800
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 150,000
入

自由民主党台東総支部 150,000

４ 支出の内訳

政治活動費 102,000

組織活動費 102,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ８月２９日
円

１ 収入総額 424,600

前年繰越額 424,600

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 424,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 3,042,000

前年繰越額 1,649,000

本年収入額 1,393,000

２ 支出総額 343,400

（翌年への繰越額） 2,698,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 23,000
（５０人）

寄附の総額 1,070,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,070,000

個人からの寄附 1,070,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党台東総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 343,400

備品・消耗品費 56,200

事務所費 287,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

眞下 勝彦 1,000,000 埼玉県蕨市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 162,237

前年繰越額 32,237

本年収入額 130,000

２ 支出総額 157,190

（翌年への繰越額） 5,047

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 130,000

政党匿名分を除く寄附の額 130,000

個人からの寄附 130,000

４ 支出の内訳

政治活動費 157,190

組織活動費 112,090
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機関紙誌の発行その他の事業費 45,100

宣伝事業費 45,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙山 就造 130,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 3,084,859

前年繰越額 362,859

本年収入額 2,722,000

２ 支出総額 2,322,800

（翌年への繰越額） 762,059

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（５０人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

借入金 2,400,000

岡田 勇一郎 2,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党台東総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,224,550

人件費 1,056,000

備品・消耗品費 168,550

政治活動費 1,098,250

組織活動費 780,450

機関紙誌の発行その他の事業費 275,000

宣伝事業費 275,000

調査研究費 12,800

寄附・交付金 30,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

岡田 勇一郎 2,400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都台東区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党墨田総支部

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 7,171,667

前年繰越額 2,636,767

本年収入額 4,534,900

２ 支出総額 4,090,430

（翌年への繰越額） 3,081,237

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,637,900
（１，７２３人）

寄附の総額 1,097,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,097,000

個人からの寄附 1,097,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,800,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第十四選挙区支部 1,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 97,960

備品・消耗品費 61,464

事務所費 36,496

政治活動費 3,992,470

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,000,000
係る支出

組織活動費 577,060

機関紙誌の発行その他の事業費 377,410

宣伝事業費 377,410

調査研究費 38,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

沖山 仁 60,000 墨田区

田中 邦友 60,000 墨田区

木内 清 60,000 墨田区

樋口 敏郎 60,000 墨田区

松島 みどり 360,000 墨田区

川松 真一朗 120,000 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 8,841,050

前年繰越額 141,050

本年収入額 8,700,000

２ 支出総額 8,020,243

（翌年への繰越額） 820,807

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,780,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,780,000

個人からの寄附 3,600,000

法人その他の団体からの寄附 1,300,000

政治団体からの寄附 2,880,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 920,000
入

自由民主党東京都千代田区第二十六支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党埼玉県南第一区第一支部 20,000

自由民主党東京都第十四選挙区支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 200,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党神奈川県川崎市中原区第八支部 10,000

自由民主党東京都渋谷区第三十二支部 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,481,353

人件費 2,786,964

光熱水費 46,886

備品・消耗品費 362,867

事務所費 1,284,636

政治活動費 3,538,890

組織活動費 682,369

機関紙誌の発行その他の事業費 2,847,994

宣伝事業費 2,847,994

調査研究費 8,527

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川松 真一朗 400,000 墨田区

鈴木 良敬 800,000 墨田区

寺崎 秀嗣 1,500,000 福岡県朝倉郡筑前
町

和田 光司 300,000 渋谷区

中田 三郎 300,000 墨田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

芝園開発株式会社 500,000 足立区

株式会社福助 300,000 墨田区

株式会社環境整備 200,000 墨田区

株式会社ヒキフネ 120,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都柔道整復師政治 100,000 文京区
連盟

東京都医師政治連盟墨 500,000 墨田区
田区支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

新風会 100,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

日本柔道整復師連盟 300,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
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円
１ 収入総額 225,800

前年繰越額 3,600

本年収入額 222,200

２ 支出総額 220,000

（翌年への繰越額） 5,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,200
（５８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 220,000

備品・消耗品費 220,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 1,446,400

前年繰越額 1,400

本年収入額 1,445,000

２ 支出総額 1,420,000

（翌年への繰越額） 26,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（５２人）

寄附の総額 1,230,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,230,000

個人からの寄附 1,200,000

政治団体からの寄附 30,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,420,000

事務所費 1,420,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木内 清 1,200,000 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ９月２８日
円

１ 収入総額 494,300

前年繰越額 272,300

本年収入額 222,000

２ 支出総額 120,000

（翌年への繰越額） 374,300

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,000
（６８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 120,000

組織活動費 120,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 259,595

前年繰越額 39,995

本年収入額 219,600

２ 支出総額 173,359

（翌年への繰越額） 86,236

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,600
（５６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 173,359

組織活動費 146,079

調査研究費 27,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 262,520

前年繰越額 4,320
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本年収入額 258,200

２ 支出総額 261,600

（翌年への繰越額） 920

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 18,200
（５３人）

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 261,600

組織活動費 261,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 228,238

前年繰越額 1,401

本年収入額 226,837

２ 支出総額 228,238

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,800
（８５人）

寄附の総額 37

政党匿名分を除く寄附の額 37

個人からの寄附 37

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 38,238

備品・消耗品費 38,238

政治活動費 190,000

組織活動費 190,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,531,050

前年繰越額 1,315,450

本年収入額 215,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,531,050

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,600
（５２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 323,400

前年繰越額 98,200

本年収入額 225,200

２ 支出総額 240,000

（翌年への繰越額） 83,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,200
（７３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 240,000

人件費 240,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 1,662,400

前年繰越額 1,441,400

本年収入額 221,000
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,662,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,000
（５９人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 1,326,072

前年繰越額 946,666

本年収入額 379,406

２ 支出総額 347,652

（翌年への繰越額） 978,420

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 41,400
（１０９人）

寄附の総額 138,000

政党匿名分を除く寄附の額 138,000

個人からの寄附 134,000

法人その他の団体からの寄附 4,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

政治活動費 347,652

機関紙誌の発行その他の事業費 347,652

機関紙誌の発行事業費 317,072

宣伝事業費 30,580

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 243,373

前年繰越額 24,373

本年収入額 219,000

２ 支出総額 231,920

（翌年への繰越額） 11,453

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,000
（５４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 231,920

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,000
係る支出

組織活動費 221,920

寄附・交付金 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都墨田区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 392,372

前年繰越額 175,372

本年収入額 217,000

２ 支出総額 44,330

（翌年への繰越額） 348,042

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党墨田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 44,330

事務所費 44,330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党江東総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 24,991,415

前年繰越額 12,294,618

本年収入額 12,696,797

２ 支出総額 10,816,840

（翌年への繰越額） 14,174,575

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 1,801,700
（１，７５９人）

寄附の総額 2,295,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,295,000

個人からの寄附 1,825,000

法人その他の団体からの寄附 470,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 8,600,000

その他の収入 97

１件 １０万円未満のもの 97

４ 支出の内訳

経常経費 318,801

備品・消耗品費 42,471

事務所費 276,330

政治活動費 10,498,039

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,300,000
係る支出

組織活動費 361,924

選挙関係費 537,360

機関紙誌の発行その他の事業費 298,755

機関紙誌の発行事業費 298,755

寄附・交付金 9,300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
山﨑 一輝 100,000 江東区

堀川 幸志 200,000 江東区

菅野 秀雄 100,000 江東区

香取 徹夫 100,000 江東区

田 100,000 江東区

関澤 邦正 100,000 江東区

榎本 雄一 80,000 江東区

佐藤 信夫 80,000 江東区

星野 80,000 江東区

山本 香代子 80,000 江東区

川北 直人 60,000 江東区

大矢根 匠 60,000 江東区

金子 央 60,000 江東区

中嶋 雅樹 60,000 江東区

若林 茂 60,000 江東区

米沢 和 60,000 江東区

釼先 美彦 60,000 江東区

重松 佳幸 60,000 江東区

西垣 誠 60,000 江東区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

三陽自動車交通株式会 100,000 江東区
社

六地蔵クリニック 100,000 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第２支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 11,124,835

前年繰越額 11,124,835

本年収入額 0

２ 支出総額 40,000

（翌年への繰越額） 11,084,835

３ 支出の内訳

政治活動費 40,000

寄附・交付金 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第十支部

報告年月日 令和 ４年 ９月１６日
円

１ 収入総額 5,964,528

前年繰越額 5,364,528

本年収入額 600,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,964,528

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 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ２年 ７月２０日
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（数量） （取得の価格）
円

１台 2,248,650

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 5,363,263

前年繰越額 1,467,463

本年収入額 3,895,800

２ 支出総額 3,634,646

（翌年への繰越額） 1,728,617

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,800
（７４人）

寄附の総額 3,270,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,270,000

個人からの寄附 1,170,000

法人その他の団体からの寄附 2,100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,234,346

人件費 480,000

光熱水費 345,846

備品・消耗品費 865,860

事務所費 542,640

政治活動費 1,400,300

組織活動費 948,700

機関紙誌の発行その他の事業費 276,000

宣伝事業費 276,000

調査研究費 175,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

御母衣 崇秀 300,000 江東区

小澤 幸市 70,000 江東区

中澤 潤子 300,000 江東区

秋葉 恵美子 500,000 江東区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ランデック 100,000 江東区

株式会社オカショウ 100,000 江東区

株式会社オネスト 600,000 江東区

株式会社みぼろ 1,000,000 江東区

株式会社ヤマテック 300,000 千葉県市川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 616,600

前年繰越額 0

本年収入額 616,600

２ 支出総額 616,600

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,600
（５６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 616,600

組織活動費 616,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 2,074,400

前年繰越額 1,460,000

本年収入額 614,400

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,074,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,400
（５３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第十八支部
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報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 615,200

前年繰越額 0

本年収入額 615,200

２ 支出総額 615,200

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,200
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 615,200

人件費 150,000

光熱水費 115,200

備品・消耗品費 200,000

事務所費 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 649,119

前年繰越額 35,519

本年収入額 613,600

２ 支出総額 588,760

（翌年への繰越額） 60,359

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,600
（５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 588,760

備品・消耗品費 288,660

事務所費 300,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 1,286,638

前年繰越額 570,038

本年収入額 716,600

２ 支出総額 12,000

（翌年への繰越額） 1,274,638

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,600
（５４人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,000

備品・消耗品費 12,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,114,098

前年繰越額 499,698

本年収入額 614,400

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,114,098

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,400
（５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 4,559,682

前年繰越額 2,111,682

本年収入額 2,448,000

２ 支出総額 4,185,478

（翌年への繰越額） 374,204

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 1,148,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,148,000

個人からの寄附 498,000

法人その他の団体からの寄附 500,000

政治団体からの寄附 150,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,300,000
入

自由民主党江東総支部 300,000

自由民主党東京都支部連合会 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,039,406

人件費 360,000

光熱水費 128,998

備品・消耗品費 550,408

政治活動費 3,146,072

選挙関係費 3,146,072

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

三陽自動車交通 100,000 江東区

大雄開発㈱ 200,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ５月 ９日
円

１ 収入総額 1,489,060

前年繰越額 1,489,048

本年収入額 12

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,489,060

３ 本年収入の内訳

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 1,494,013

前年繰越額 876,213

本年収入額 617,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,494,013

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,800
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 1,687,905

前年繰越額 515,905

本年収入額 1,172,000

２ 支出総額 708,809

（翌年への繰越額） 979,096

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（５０人）

寄附の総額 560,000

政党匿名分を除く寄附の額 560,000

法人その他の団体からの寄附 560,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 185,605

備品・消耗品費 185,605

政治活動費 523,204

組織活動費 523,204

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社豊建築事務所 120,000 港区

株式会社ノザワ 120,000 江東区

前田製管株式会社 120,000 江東区
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有限会社加藤商店 200,000 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 7,496,877

前年繰越額 2,414,877

本年収入額 5,082,000

２ 支出総額 6,909,320

（翌年への繰越額） 587,557

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 308,000
（１０７人）

寄附の総額 4,764,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,764,000

個人からの寄附 210,000

法人その他の団体からの寄附 3,154,000

政治団体からの寄附 1,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 10,000
入

自由民主党東京都支部連合会 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,319,168

人件費 3,450,000

光熱水費 138,888

備品・消耗品費 250,378

事務所費 479,902

政治活動費 2,590,152

機関紙誌の発行その他の事業費 2,590,152

機関紙誌の発行事業費 720,335

宣伝事業費 1,869,817

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渡辺 公義 100,000 江東区

渋川 直也 100,000 江東区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱岐本金属 108,000 江東区

㈱ヒップ 400,000 渋谷区

有明興業㈱ 216,000 江東区

前田製管㈱ 72,000 江東区

紳栄建設㈱ 132,000 江東区

㈱日本サービスセンタ 90,000 江東区
ー

ライフサポート㈱ 108,000 渋谷区

㈱トーガシ 360,000 江戸川区

㈱三栄堂 72,000 江東区

㈲アクアテック 120,000 江東区

金森興業㈱ 180,000 江東区

新日本工業㈱ 180,000 江東区

㈱香取 54,000 江東区

医療法人社団高裕会 180,000 江東区

松本寝具㈱ 108,000 江東区

吉条木材商会 108,000 江東区

奥田興業㈱ 72,000 江東区

㈱新和電工 72,000 江東区

㈱シラヤマ 90,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 732,780

前年繰越額 116,580

本年収入額 616,200

２ 支出総額 450,000

（翌年への繰越額） 282,780

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,200
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 200,000

備品・消耗品費 200,000

政治活動費 250,000

組織活動費 150,000
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調査研究費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江東区第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 １月２２日
円

１ 収入総額 624,452

前年繰越額 10,252

本年収入額 614,200

２ 支出総額 615,000

（翌年への繰越額） 9,452

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,200
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党江東総支部 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 615,000

組織活動費 615,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党品川総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日

円
１ 収入総額 25,421,419

前年繰越額 13,563,982

本年収入額 11,857,437

２ 支出総額 6,601,676

（翌年への繰越額） 18,819,743

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,524,400
（２，４５９人）

寄附の総額 855,000

政党匿名分を除く寄附の額 855,000

個人からの寄附 855,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,677,850

第３１回時局講演会 7,677,850

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,800,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 1,200,000

その他の収入 187

１件 １０万円未満のもの 187

４ 支出の内訳

経常経費 840,000

人件費 600,000

事務所費 240,000

政治活動費 5,761,676

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,036,400
係る支出

組織活動費 402,704

機関紙誌の発行その他の事業費 1,932,572

政治資金パーティー開催事業費 1,932,572

調査研究費 390,000

寄附・交付金 3,036,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

本多 健信 60,000 品川区

鈴木 真澄 60,000 品川区

石田 秀男 60,000 品川区

大澤 真一 60,000 品川区

渡辺 裕一 60,000 品川区

渡部 茂 60,000 品川区

横山 由香理 60,000 品川区

高橋 伸明 60,000 品川区

芹澤 裕次郎 60,000 品川区

湯澤 一貴 60,000 品川区

小芝 新 60,000 品川区

鈴木 直子 60,000 品川区

石原 宏高 120,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
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円
１ 収入総額 2,048,318

前年繰越額 891,118

本年収入額 1,157,200

２ 支出総額 1,559,200

（翌年への繰越額） 489,118

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,800
（５０人）

寄附の総額 990,000

政党匿名分を除く寄附の額 990,000

個人からの寄附 990,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 154,400
入

自由民主党品川総支部 154,400

４ 支出の内訳

経常経費 573,800

備品・消耗品費 573,800

政治活動費 985,400

組織活動費 985,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

本多 健信 960,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日

円
１ 収入総額 672,121

前年繰越額 291,721

本年収入額 380,400

２ 支出総額 614,021

（翌年への繰越額） 58,100

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,800
（５０人）

借入金 200,000

鈴木 真澄 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 163,600
入

自由民主党品川総支部 163,600

４ 支出の内訳

政治活動費 614,021

組織活動費 585,061

調査研究費 28,960

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 1,297,765

前年繰越額 57,565

本年収入額 1,240,200

２ 支出総額 1,270,299

（翌年への繰越額） 27,466

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,600
（５０人）

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

個人からの寄附 1,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 25,600
入

自由民主党品川総支部 25,600

４ 支出の内訳

経常経費 739,866

人件費 240,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 139,866

事務所費 240,000

政治活動費 530,433

組織活動費 416,083

調査研究費 114,350

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石田 秀男 1,200,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 4,417,665

前年繰越額 51,665

146 ページ



本年収入額 4,366,000

２ 支出総額 4,404,227

（翌年への繰越額） 13,438

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,560,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,560,000

個人からの寄附 1,260,000

法人その他の団体からの寄附 1,060,000

政治団体からの寄附 1,240,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 806,000
入

自由民主党品川総支部 236,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 30,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党東京都第七選挙区支部 310,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,090,322

光熱水費 23,180

備品・消耗品費 758,361

事務所費 308,781

政治活動費 3,313,905

組織活動費 263,770

選挙関係費 1,510,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,540,135

機関紙誌の発行事業費 475,200

宣伝事業費 1,064,935

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小澤 二郎 300,000 品川区

土屋 芳人 100,000 品川区

関 隆一郎 200,000 愛知県名古屋市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社一新 60,000 品川区

小澤物産株式会社 100,000 品川区

青山シビルエンジニヤ 500,000 港区
リング株式会社

株式会社カノウビル 100,000 品川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟品 300,000 品川区
川支部

東京都医師政治連盟荏 300,000 品川区
原支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ４月２２日
円

１ 収入総額 1,808,639

前年繰越額 1,040,439

本年収入額 768,200

２ 支出総額 600,000

（翌年への繰越額） 1,208,639

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,000
（５１人）

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 155,200
入

自由民主党品川総支部 155,200

４ 支出の内訳

政治活動費 600,000

組織活動費 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大澤 真一 600,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 6,549,100
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前年繰越額 1,556,300

本年収入額 4,992,800

２ 支出総額 5,958,652

（翌年への繰越額） 590,448

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 116,400
（２００人）

寄附の総額 4,490,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,490,000

個人からの寄附 2,490,000

法人その他の団体からの寄附 1,200,000

政治団体からの寄附 800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 386,400
入

自由民主党品川総支部 216,400

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,908,400

人件費 850,000

備品・消耗品費 1,058,400

政治活動費 4,050,252

組織活動費 2,045,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,005,252

機関紙誌の発行事業費 1,103,017

宣伝事業費 902,235

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

指田 直行 300,000 大田区

黒澤 東男 100,000 品川区

竹辺 寛人 600,000 渋谷区

井上 裕之 300,000 世田谷区

井上 博貴 300,000 世田谷区

水谷 憲一 300,000 大田区

狩野 武司 100,000 品川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

愛知産業株式会社 100,000 品川区

株式会社勝亦電機製作 100,000 品川区
所

株式会社大崎コンピュ 100,000 品川区
ータエンヂニアリング

株式会社日本理化工業 500,000 品川区
所

有限会社加藤商店 200,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟品 200,000 品川区
川支部

東京都医師政治連盟荏 300,000 品川区
原支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ９月２２日
円

１ 収入総額 219,250

前年繰越額 50,250

本年収入額 169,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 219,250

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 156,000
入

自由民主党品川総支部 156,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 29,501

前年繰越額 2,101

本年収入額 27,400

２ 支出総額 26,980

（翌年への繰越額） 2,521

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,000
（３人）
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 26,400
入

自由民主党品川総支部 26,400

４ 支出の内訳

政治活動費 26,980

組織活動費 26,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ９日
円

１ 収入総額 826,725

前年繰越額 660,125

本年収入額 166,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 826,725

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,200
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 154,400
入

自由民主党品川総支部 154,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 905,304

前年繰越額 166,904

本年収入額 738,400

２ 支出総額 903,619

（翌年への繰越額） 1,685

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,200
（５１人）

借入金 700,000

芹澤 裕次郎 700,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 25,200
入

自由民主党品川総支部 25,200

４ 支出の内訳

経常経費 332,919

備品・消耗品費 332,919

政治活動費 570,700

組織活動費 285,311

機関紙誌の発行その他の事業費 231,315

機関紙誌の発行事業費 231,315

調査研究費 54,074

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 2,179,200

前年繰越額 181,000

本年収入額 1,998,200

２ 支出総額 197,965

（翌年への繰越額） 1,981,235

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,000
（４９人）

寄附の総額 1,800,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,800,000

個人からの寄附 1,800,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 30,000

広告代 30,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 155,200
入

自由民主党品川総支部 155,200

４ 支出の内訳

政治活動費 197,965

機関紙誌の発行その他の事業費 197,965

機関紙誌の発行事業費 197,965

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小芝 新 1,800,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都品川区第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
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円
１ 収入総額 1,124,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,124,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,124,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,000
（１００人）

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党品川総支部 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

松澤 利行 1,000,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党目黒総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 11,137,178

前年繰越額 5,139,877

本年収入額 5,997,301

２ 支出総額 4,287,473

（翌年への繰越額） 6,849,705

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,143,200
（１，２３６人）

寄附の総額 3,444,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,444,000

個人からの寄附 3,444,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 50,000

会報掲載料 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,350,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 50,000

自由民主党東京都第五選挙区支部 600,000

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 10,101

１件 １０万円未満のもの 10,101

４ 支出の内訳

経常経費 154,844

人件費 20,000

備品・消耗品費 79,696

事務所費 55,148

政治活動費 4,132,629

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 100,000
係る支出

組織活動費 591,785

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業費 336,844

機関紙誌の発行事業費 200,440

宣伝事業費 136,404

寄附・交付金 2,704,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

磯野 弘三 179,300 目黒区

田島 憲二 277,000 目黒区

宗田 次郎 654,000 目黒区

佐藤 昇 456,250 目黒区

小野瀬 康裕 795,000 目黒区

宮澤 宏行 369,800 目黒区

河野 陽子 195,800 目黒区

鈴木 理志 137,050 目黒区

西村 千帆 161,550 目黒区

小林 佳奈子 218,250 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 434,987

前年繰越額 8,387

本年収入額 426,600

２ 支出総額 23,780
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（翌年への繰越額） 411,207

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,600
（１９人）

寄附の総額 420,000

政党匿名分を除く寄附の額 420,000

個人からの寄附 20,000

法人その他の団体からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 23,780

調査研究費 23,780

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

角丸建設株式会社 300,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 22,043,853

前年繰越額 13,064,853

本年収入額 8,979,000

２ 支出総額 21,821,296

（翌年への繰越額） 222,557

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,469,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,469,000

個人からの寄附 6,079,000

法人その他の団体からの寄附 470,000

政治団体からの寄附 920,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,510,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 50,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 50,000

自由民主党東京都町田市第十六支部 10,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 15,169,228

人件費 9,313,009

備品・消耗品費 943,374

事務所費 4,912,845

政治活動費 6,652,068

組織活動費 249,600

選挙関係費 1,800,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,602,468

機関紙誌の発行事業費 1,970,300

宣伝事業費 2,632,168

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

栗山 芳士 5,700,000 目黒区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

高橋建設株式会社 200,000 目黒区

有限会社パルコーポレ 100,000 目黒区
ーション

加賀屋石材店 100,000 目黒区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都宅建政治連盟 150,000 千代田区

東京都医師政治連盟目 500,000 目黒区
黒区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 20,828,734

前年繰越額 8,312,334

本年収入額 12,516,400

２ 支出総額 14,640,666

（翌年への繰越額） 6,188,068

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 39,400
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（１１３人）
寄附の総額 9,505,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,505,000

個人からの寄附 4,420,000

法人その他の団体からの寄附 3,915,000

政治団体からの寄附 1,170,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,120,000

クリスマスのタベ 2,120,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 780,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 400,000

その他の収入 72,000

１件 １０万円未満のもの 72,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,499,402

人件費 473,860

光熱水費 82,160

備品・消耗品費 1,369,731

事務所費 573,651

政治活動費 12,141,264

組織活動費 408,507

選挙関係費 2,900,000

機関紙誌の発行その他の事業費 8,832,757

宣伝事業費 7,728,052

政治資金パーティー開催事業費 1,104,705

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

水野 力 300,000 国立市

大塩 晃雄 100,000 練馬区

川本 守彦 1,500,000 神奈川県横浜市

岡田 一弥 1,500,000 目黒区

高木 啓 100,000 北区

小坂 まり子 100,000 渋谷区

増田 義胤 100,000 目黒区

常住 豊 100,000 北区

三浦 太 100,000 千葉県南房総市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

八丁堀地所株式会社 500,000 中央区

株式会社青山エーシー 500,000 渋谷区
シー

岡田マネジメント株式 2,000,000 目黒区
会社

学校法人メイ・ウシヤ 100,000 港区
マ学園

ＦＣ目黒 100,000 目黒区

東京都防水工事業協会 100,000 千代田区

シンク・エンジニアリ 100,000 目黒区
ング株式会社

株式会社ヤマニ物産 100,000 埼玉県所沢市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟目 100,000 目黒区
黒支部

東京都医師政治連盟目 500,000 目黒区
黒区支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

新風会 100,000 千代田区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

鈴木 隆道 11,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 52,978

前年繰越額 2,578

本年収入額 50,400

２ 支出総額 45,000

（翌年への繰越額） 7,978

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 400
（１人）

寄附の総額 50,000
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政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 45,000

組織活動費 45,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 15,291

前年繰越額 15,291

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 15,291

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 2,936,200

前年繰越額 0

本年収入額 2,936,200

２ 支出総額 2,916,200

（翌年への繰越額） 20,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,200
（５５人）

寄附の総額 2,920,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,920,000

個人からの寄附 2,820,000

法人その他の団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,240,000

人件費 600,000

備品・消耗品費 1,030,000

事務所費 610,000

政治活動費 676,200

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 90,000
係る支出

組織活動費 586,200

寄附・交付金 90,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

磯野 弘三 2,700,000 目黒区

田中 幹人 100,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 310,000

前年繰越額 0

本年収入額 310,000

２ 支出総額 310,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,000
（３人）

寄附の総額 309,000

政党匿名分を除く寄附の額 309,000

個人からの寄附 309,000

４ 支出の内訳

経常経費 310,000

光熱水費 140,000

事務所費 170,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

赤城 裕 309,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 2,832,425

前年繰越額 817,625

本年収入額 2,014,800

２ 支出総額 2,589,636

（翌年への繰越額） 242,789

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,800
（５０人）
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寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

個人からの寄附 2,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,228,980

人件費 480,000

光熱水費 24,000

備品・消耗品費 364,980

事務所費 360,000

政治活動費 1,360,656

組織活動費 1,246,420

調査研究費 114,236

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 昇 2,000,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 2,378,861

前年繰越額 109,461

本年収入額 2,269,400

２ 支出総額 2,310,877

（翌年への繰越額） 67,984

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,400
（６３人）

寄附の総額 2,250,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,250,000

個人からの寄附 1,450,000

法人その他の団体からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 323,058

備品・消耗品費 185,659

事務所費 137,399

政治活動費 1,987,819

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,000
係る支出

組織活動費 1,700,819

選挙関係費 10,000

機関紙誌の発行その他の事業費 277,000

機関紙誌の発行事業費 277,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宗田 次郎 1,200,000 目黒区

本田 広明 100,000 目黒区

安藤 功 100,000 目黒区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ホーム 800,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 1,923,725

前年繰越額 1,510,525

本年収入額 413,200

２ 支出総額 1,439,785

（翌年への繰越額） 483,940

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,200
（５０人）

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

経常経費 636,946

備品・消耗品費 157,887

事務所費 479,059

政治活動費 802,839

組織活動費 791,751

機関紙誌の発行その他の事業費 11,088

機関紙誌の発行事業費 11,088

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

三谷 美智子 300,000 京都府京都市
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山中 元夫 100,000 北海道札幌市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

小野瀬 康裕 2,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 4,196,246

前年繰越額 1,682,846

本年収入額 2,513,400

２ 支出総額 2,450,000

（翌年への繰越額） 1,746,246

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,400
（５０人）

寄附の総額 2,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,500,000

個人からの寄附 2,500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,450,000

寄附・交付金 2,450,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
田島 憲二 2,500,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 102,812

前年繰越額 88,212

本年収入額 14,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 102,812

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 14,600
入

自由民主党目黒総支部 14,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 1,716,447

前年繰越額 203,247

本年収入額 1,513,200

２ 支出総額 855,684

（翌年への繰越額） 860,763

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,200
（５０人）

借入金 1,500,000

河野 陽子 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 442,816

光熱水費 30,345

備品・消耗品費 6,810

事務所費 405,661

政治活動費 412,868

組織活動費 380,922

機関紙誌の発行その他の事業費 18,911

宣伝事業費 18,911

調査研究費 13,035

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

河野 陽子 3,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第三十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 261,260

前年繰越額 137,060

本年収入額 124,200

２ 支出総額 260,945

（翌年への繰越額） 315

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,200
（５０人）
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寄附の総額 110,000

政党匿名分を除く寄附の額 110,000

個人からの寄附 110,000

４ 支出の内訳

経常経費 175,670

備品・消耗品費 10,670

事務所費 165,000

政治活動費 85,275

機関紙誌の発行その他の事業費 85,275

機関紙誌の発行事業費 4,175

宣伝事業費 81,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第四十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 563,476

前年繰越額 549,876

本年収入額 13,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 563,476

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,600
（５０人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都目黒区第四十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日

円
１ 収入総額 451,613

前年繰越額 135,613

本年収入額 316,000

２ 支出総額 378,653

（翌年への繰越額） 72,960

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５３人）

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 118,953

備品・消耗品費 4,000

事務所費 114,953

政治活動費 259,700

組織活動費 259,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 佳奈子 300,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党大田総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 52,640,754

前年繰越額 21,533,916

本年収入額 31,106,838

２ 支出総額 16,255,005

（翌年への繰越額） 36,385,749

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,606,700
（３，１３４人）

寄附の総額 2,580,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,580,000

個人からの寄附 2,220,000

法人その他の団体からの寄附 360,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 24,580,000

時局講演会 24,580,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,340,000
入

自由民主党東京都支部連合会 800,000

自由民主党東京都第四選挙区支部 540,000

その他の収入 138

１件 １０万円未満のもの 138

４ 支出の内訳

経常経費 1,174,451

人件費 843,860

備品・消耗品費 32,617

事務所費 297,974

政治活動費 15,080,554
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,189,000
係る支出

組織活動費 1,570,875

機関紙誌の発行その他の事業費 5,100,679

宣伝事業費 694,332

政治資金パーティー開催事業費 4,406,347

寄附・交付金 8,409,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石原 宏高 120,000 品川区

鈴木 晶雅 360,000 大田区

鈴木 章浩 240,000 大田区

神林 茂 360,000 大田区

塩川 益賢 90,000 大田区

藤田 静男 60,000 大田区

醍醐 徹 60,000 大田区

河原 良助 60,000 大田区

平林 明 60,000 大田区

斉藤 一正 60,000 大田区

大崎 和夫 60,000 大田区

安藤 充 120,000 大田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社くらしの友 120,000 大田区

株式会社浅井 60,000 大田区

サンユー建設株式会社 60,000 大田区

株式会社巴商会 60,000 大田区

株式会社金羊社 60,000 大田区

６ 特定パーティーの概要

（名称）

時局講演会（令和３年１１月１７日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

24,580,000 2,458 大田区

７ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

16,346,486

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第３支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第十支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 565,536

前年繰越額 234,336

本年収入額 331,200

２ 支出総額 489,900

（翌年への繰越額） 75,636

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,200
（５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 312,000
入

自由民主党大田総支部 312,000

４ 支出の内訳

経常経費 224,800

人件費 224,800

政治活動費 265,100

組織活動費 265,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 20,924,571

前年繰越額 322,571

本年収入額 20,602,000

２ 支出総額 20,039,179

（翌年への繰越額） 885,392

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 72,000
（２１２人）

寄附の総額 13,180,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,180,000

個人からの寄附 5,250,000

法人その他の団体からの寄附 5,540,000

157 ページ



政治団体からの寄附 2,390,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 7,350,000
入

自由民主党大田総支部 1,050,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 1,000,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 100,000

自由民主党東京都大田区第二十七支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党三重県環境保全支部 5,000,000

自由民主党神奈川県第十二選挙区支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,336,914

人件費 6,118,133

光熱水費 18,084

備品・消耗品費 1,890,387

事務所費 2,310,310

政治活動費 9,702,265

組織活動費 3,543,262

機関紙誌の発行その他の事業費 6,159,003

機関紙誌の発行事業費 1,967,516

宣伝事業費 4,191,487

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

雪竹 恭一 120,000 大田区

大沼 康 120,000 大田区

川合 玄紘 620,000 大田区

堀 高幸 140,000 大田区

多辺田 健 120,000 大田区

赤塚 一子 120,000 千代田区

本橋 諏訪子 100,000 大田区

野口 守子 70,000 大田区

鈴木 和子 150,000 大田区

細沼 順人 60,000 福生市

福田 弥夫 300,000 西東京市

醍醐 徹 60,000 大田区

星長 清隆 100,000 愛知県豊明市

福本 義一 100,000 大田区

平林 明 2,000,000 大田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

高輪ヂーゼル㈱ 120,000 大田区

ビーライン㈱ 240,000 大田区

㈱ウィズペットファミ 120,000 大田区
リー

㈱シーピーオー設計 420,000 新宿区

関東警備保障㈱ 240,000 大田区

東京金商㈱ 150,000 大田区

㈱シグマテック 120,000 中央区

木武建設㈱ 420,000 大田区

㈱シンワ 120,000 中央区

㈱林屋 120,000 大田区

㈱浅井 170,000 大田区

合資会社山田屋葬儀社 120,000 大田区

大肯精密㈱ 120,000 大田区

ワイエイチ富士㈱ 130,000 大田区

成友興業㈱ 120,000 大田区

東京青果㈱ 220,000 大田区

東礼自動車㈱ 120,000 新宿区

山手冷蔵㈱ 120,000 品川区

㈱トーカン 200,000 大田区

㈱グローバルプロダク 120,000 渋谷区
トプランニング

㈱東京ビル管理 120,000 文京区

㈱佐々木組 120,000 大田区

㈱くらしの友 320,000 大田区

ＤＲＩＶＥ ＮＥＴ㈱ 120,000 大田区

大田ビルメン協議会 60,000 大田区

平賀機械工業㈱ 60,000 大田区

㈱石山造園 150,000 大田区

㈱湯建工務店 100,000 大田区

東京都京浜島工業団地 200,000 大田区
協同組合連合会
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㈱エイチイーディー 100,000 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟蒲 200,000 大田区
田支部

東京都医師政治連盟大 100,000 大田区
森支部

田園調布医師政治連盟 200,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 577,684

前年繰越額 249,084

本年収入額 328,600

２ 支出総額 376,630

（翌年への繰越額） 201,054

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,600
（６４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 308,000
入

自由民主党大田総支部 308,000

４ 支出の内訳

経常経費 244,853

人件費 20,000

備品・消耗品費 42,543

事務所費 182,310

政治活動費 131,777

組織活動費 53,299

調査研究費 13,640

寄附・交付金 64,838

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 1,018,124

前年繰越額 594,324

本年収入額 423,800

２ 支出総額 724,080

（翌年への繰越額） 294,044

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,800
（５３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 403,000
入

自由民主党大田総支部 403,000

４ 支出の内訳

経常経費 724,080

人件費 240,000

備品・消耗品費 124,080

事務所費 360,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 42,385,606

前年繰越額 24,573,606

本年収入額 17,812,000

２ 支出総額 17,846,374

（翌年への繰越額） 24,539,232

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 11,236,000

政党匿名分を除く寄附の額 11,236,000

個人からの寄附 1,781,000

法人その他の団体からの寄附 7,365,000

政治団体からの寄附 2,090,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 5,010,000

鈴木あきひろ政策懇話会２０２１ 5,010,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,566,000
入

自由民主党大田総支部 1,206,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党神奈川県横浜市神奈川区第五支 50,000
部

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 50,000

自由民主党東京都参議院比例区第六十七支 100,000
部

159 ページ



自由民主党神奈川県第十選挙区支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 14,163,789

人件費 10,254,683

光熱水費 175,564

備品・消耗品費 554,618

事務所費 3,178,924

政治活動費 3,682,585

組織活動費 2,441,710

機関紙誌の発行その他の事業費 771,075

宣伝事業費 156,200

政治資金パーティー開催事業費 614,875

調査研究費 69,800

寄附・交付金 400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

醍醐 徹 320,000 大田区

醍醐 智仁 100,000 大田区

醍醐 伸幸 100,000 大田区

笠原 正博 101,000 大田区

伴 良二 200,000 大田区

藤代 耕一 100,000 神奈川県横浜市

星長 清隆 100,000 愛知県豊明市

望月 達夫 100,000 大田区

山田 晃 100,000 中央区

吉本 健治 100,000 杉並区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＡＮＡスカイビルサー 120,000 大田区
ビス㈱

エステックサービス㈱ 120,000 大田区

医療法人社団優鵠会オ 120,000 大田区
アシス歯科

ケー・エス・ブレーン 360,000 中央区
㈱

善慶寺 120,000 大田区

㈱浅井 120,000 大田区

日本ヒューム㈱ 240,000 港区

㈱ＪＲＮコミュニケー 120,000 豊島区
ションズ

㈱ＫＳＰ 120,000 神奈川県横浜市

㈱Ｒｏｉｓ Ｈｏｌｄ 120,000 港区
ｉｎｇｓ

㈱ＳＴＡＲＴ 120,000 港区

㈱西商店 120,000 大田区

山六給食㈱ 130,000 大田区

㈱興伸商会 120,000 大田区

㈱新家工業 220,000 大田区

㈱Ｈｏｏｏｍｅ 120,000 港区

㈱二友組 120,000 大田区

㈱森田工務店 120,000 中央区

㈱ライブズ 120,000 新宿区

東京ペットボトルリサ 120,000 江東区
イクル㈱

㈲加藤商店 500,000 江東区

㈱ブックチェーン 120,000 大田区

㈱ＳａＬａＤａ 120,000 港区

㈱マミヤ 120,000 神奈川県川崎市

㈲オデオン 120,000 世田谷区

㈲丸和ホーム 60,000 大田区

協栄産業㈱ 120,000 栃木県小山市

医療法人社団京浜会京 120,000 大田区
浜病院

㈱ビックス 120,000 立川市

㈱フタバ商事 60,000 大田区

㈱シーラホールディン 120,000 渋谷区
グス

㈱増田屋コーポレーシ 320,000 台東区
ョン

㈱ＭＡＸＩＶ 120,000 新宿区

㈱ＴＯＭＯコーポレー 120,000 世田谷区
ション

㈱アセットリード 170,000 新宿区

㈱貝沢工業所 120,000 豊島区

㈱杉本建設 120,000 大田区

㈱元楽フードサービス 200,000 台東区

160 ページ



㈱トイシティープロパ 200,000 台東区
ティーズ

㈱増田屋インターナシ 200,000 台東区
ョナル

㈱増田屋ホールディン 200,000 台東区
グス

ディーエムサービス㈱ 100,000 港区

㈱ＪＰビルド 120,000 港区

㈱Ｑｕａｌｉｔｙ Ｆ 120,000 渋谷区
ｏｏｄｓ Ｊａｐａｎ

日本標識機構 100,000 港区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,100,000 江東区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京ビルメンテナンス 200,000 荒川区
政治連盟

東京都医師政治連盟蒲 200,000 大田区
田支部

東京都医師政治連盟大 100,000 大田区
森支部

東京都医師政治連盟田 200,000 大田区
園調布支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 3,000,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,000,000

２ 支出総額 500,000

（翌年への繰越額） 2,500,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 500,000

光熱水費 150,000

備品・消耗品費 100,000

事務所費 250,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安藤 充 3,000,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 6,098,096

前年繰越額 5,646,696

本年収入額 451,400

２ 支出総額 3,600,000

（翌年への繰越額） 2,498,096

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,400
（５１人）

寄附の総額 240,000

政党匿名分を除く寄附の額 240,000

個人からの寄附 240,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党大田総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,600,000

人件費 3,600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

多辺田 毅 120,000 大田区

多辺田 京子 120,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 3,222,279

前年繰越額 2,752,079

本年収入額 470,200

２ 支出総額 142,000

（翌年への繰越額） 3,080,279

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,200
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（７０人）
本部又は支部から供与された交付金に係る収 450,000
入

自由民主党大田総支部 400,000

自由民主党東京都大田区第二十九支部 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 142,000

人件費 120,000

備品・消耗品費 22,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 5,303,840

前年繰越額 2,992,440

本年収入額 2,311,400

２ 支出総額 2,000,000

（翌年への繰越額） 3,303,840

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,400
（５０人）

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

個人からの寄附 2,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党大田総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,000,000

事務所費 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

塩野目 正樹 1,000,000 大田区

塩野目 美絵 1,000,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 473,285

前年繰越額 473,285

本年収入額 0

２ 支出総額 213,500

（翌年への繰越額） 259,785

３ 支出の内訳

政治活動費 213,500

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 65,000
係る支出

組織活動費 148,500

寄附・交付金 65,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 3,250,952

前年繰越額 1,608,352

本年収入額 1,642,600

２ 支出総額 1,313,731

（翌年への繰越額） 1,937,221

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,600
（５０人）

寄附の総額 1,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,300,000

個人からの寄附 1,300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 330,000
入

自由民主党大田総支部 330,000

４ 支出の内訳

経常経費 985,731

人件費 380,000

光熱水費 64,069

備品・消耗品費 56,382

事務所費 485,280

政治活動費 328,000

組織活動費 328,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

湯本 良太郎 1,300,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 8,583,710

前年繰越額 4,500,000

本年収入額 4,083,710

２ 支出総額 7,270,136

（翌年への繰越額） 1,313,574

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,808,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,808,000

個人からの寄附 848,000

法人その他の団体からの寄附 910,000

政治団体からの寄附 1,050,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,260,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党大田総支部 1,000,000

自由民主党東京都大田区第二十七支部 10,000

自由民主党東京都大田区第二十四支部 10,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 50,000

自由民主党東京都大田区第三十二支部 10,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

その他の収入 15,710

１件 １０万円未満のもの 15,710

４ 支出の内訳

経常経費 1,782,438

人件費 841,338

備品・消耗品費 81,048

事務所費 860,052

政治活動費 5,487,698

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 430,911

選挙関係費 1,741,918

機関紙誌の発行その他の事業費 2,464,869

機関紙誌の発行事業費 390,665

宣伝事業費 2,074,204

寄附・交付金 850,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

長崎 利昭 100,000 大田区

田中 常雅 100,000 大田区

伴 良二 200,000 神奈川県横浜市

星長 清隆 100,000 愛知県豊明市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京青果株式会社 300,000 大田区

京浜運送株式会社 100,000 大田区

ソシオークホールディ 100,000 港区
ングス株式会社

株式会社ジーオージェ 100,000 渋谷区
イオー

株式会社ニューウェル 150,000 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＴＫＣ東京中央政経研 100,000 新宿区
究会

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟蒲 200,000 大田区
田支部

東京都医師政治連盟大 100,000 大田区
森支部

田園調布医師政治連盟 200,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 4,050,500

前年繰越額 3,705,300

本年収入額 345,200

２ 支出総額 1,371,000

（翌年への繰越額） 2,679,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,200
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 334,000
入
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自由民主党大田総支部 334,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,371,000

人件費 623,000

光熱水費 82,000

備品・消耗品費 426,000

事務所費 240,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 1,557,745

前年繰越額 542,745

本年収入額 1,015,000

２ 支出総額 1,450,365

（翌年への繰越額） 107,380

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（５３人）

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

個人からの寄附 700,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党大田総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 825,695

人件費 426,000

光熱水費 97,695

備品・消耗品費 302,000

政治活動費 624,670

組織活動費 263,620

機関紙誌の発行その他の事業費 361,050

機関紙誌の発行事業費 361,050

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊佐治 剛 700,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 5,635,336

前年繰越額 559,136

本年収入額 5,076,200

２ 支出総額 4,344,200

（翌年への繰越額） 1,291,136

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,200
（４８人）

寄附の総額 4,700,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,700,000

個人からの寄附 4,700,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 362,000
入

自由民主党大田総支部 362,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,682,000

人件費 1,180,000

光熱水費 180,000

備品・消耗品費 462,000

事務所費 860,000

政治活動費 1,662,200

組織活動費 1,435,000

選挙関係費 180,000

機関紙誌の発行その他の事業費 47,200

宣伝事業費 47,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

押見 隆太 3,200,000 大田区

押見 奈都代 1,500,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 3,623,656

前年繰越額 311,256

本年収入額 3,312,400
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２ 支出総額 3,107,783

（翌年への繰越額） 515,873

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,400
（５１人）

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党大田総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,107,783

人件費 1,440,000

光熱水費 102,144

備品・消耗品費 580,019

事務所費 985,620

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

海老澤 幸雄 3,000,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 11,107,855

前年繰越額 8,719,455

本年収入額 2,388,400

２ 支出総額 1,329,778

（翌年への繰越額） 9,778,077

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,400
（５５人）

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

個人からの寄附 2,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 372,000
入

自由民主党大田総支部 372,000

４ 支出の内訳

経常経費 974,595

人件費 360,000

光熱水費 70,332

備品・消耗品費 281,991

事務所費 262,272

政治活動費 355,183

組織活動費 200,416

調査研究費 154,767

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

長野 元祐 2,000,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 4,403,270

前年繰越額 2,425,870

本年収入額 1,977,400

２ 支出総額 1,359,907

（翌年への繰越額） 3,043,363

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,400
（５３人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,650,000

定例会（計６回） 1,650,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 312,000
入

自由民主党大田総支部 312,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,359,907

組織活動費 1,092,307

機関紙誌の発行その他の事業費 162,000

その他の事業費 162,000

調査研究費 105,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 3,802,459

前年繰越額 2,288,659
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本年収入額 1,513,800

２ 支出総額 960,000

（翌年への繰越額） 2,842,459

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,800
（５０人）

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

個人からの寄附 1,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党大田総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 960,000

人件費 360,000

光熱水費 120,000

事務所費 480,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙山 雄一 1,200,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都大田区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 412,781

前年繰越額 96,581

本年収入額 316,200

２ 支出総額 270,814

（翌年への繰越額） 141,967

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,200
（５６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党大田総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 175,260

人件費 25,330

備品・消耗品費 149,930

政治活動費 95,554

組織活動費 95,554

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党世田谷総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 9,560,258

前年繰越額 4,657,929

本年収入額 4,902,329

２ 支出総額 5,297,492

（翌年への繰越額） 4,262,766

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,781,100
（３，４１０人）

寄附の総額 1,081,200

政党匿名分を除く寄附の額 1,081,200

個人からの寄附 1,081,200

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,040,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 240,000

自由民主党東京都支部連合会 800,000

その他の収入 29

１件 １０万円未満のもの 29

４ 支出の内訳

経常経費 3,948,874

人件費 2,400,000

光熱水費 24,310

備品・消耗品費 90,839

事務所費 1,433,725

政治活動費 1,348,618

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 300,000
係る支出

組織活動費 848,510

機関紙誌の発行その他の事業費 180,000

宣伝事業費 180,000

調査研究費 20,108

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
越智 隆雄 360,000 世田谷区

三宅 茂樹 120,000 世田谷区

小松 大祐 120,000 世田谷区

土屋 美和 60,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第２支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第３支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 17,807,164

前年繰越額 953,164

本年収入額 16,854,000

２ 支出総額 17,022,064

（翌年への繰越額） 785,100

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 53,000
（１７１人）

寄附の総額 15,941,000

政党匿名分を除く寄附の額 15,941,000

個人からの寄附 9,313,000

法人その他の団体からの寄附 3,766,000

政治団体からの寄附 2,862,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 860,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 200,000

自由民主党東京都第六選挙区支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 100,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 30,000

自由民主党世田谷総支部 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,256,144

人件費 4,484,000

光熱水費 142,847

備品・消耗品費 327,534

事務所費 1,301,763

政治活動費 10,765,920

組織活動費 419,541

選挙関係費 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 6,346,379

機関紙誌の発行事業費 3,064,503

宣伝事業費 3,281,876

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
井上 裕之 500,000 世田谷区

三宅 茂樹 5,000,000 世田谷区

長島 範朋 200,000 世田谷区

長島 京子 200,000 世田谷区

長島 由貴子 100,000 世田谷区

中島 茂 200,000 世田谷区

小清水 日出夫 150,000 世田谷区

本杉 香 60,000 世田谷区

榎本 壮一郎 100,000 世田谷区

加藤 昌康 60,000 世田谷区

内藤 壽一 200,000 世田谷区

豊田 俊道 100,000 世田谷区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

三栄造園株式会社 100,000 杉並区

株式会社ダスキン玉川 100,000 世田谷区

Ｓ．Ｈ．ホールディン 500,000 渋谷区
グス株式会社

株式会社天山工務店 100,000 世田谷区

株式会社大明建設 100,000 世田谷区

神興建設株式会社 100,000 目黒区

株式会社オーケー不動 200,000 埼玉県川口市
産管理

サリエール不動産株式 70,000 世田谷区
会社

若樹会 800,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都獣医師連盟 150,000 港区

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

東京都医師政治連盟玉 450,000 世田谷区
川支部

東京都医師政治連盟世 250,000 世田谷区
田谷支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第４支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 4,290,226

前年繰越額 2,081,026

本年収入額 2,209,200

２ 支出総額 2,205,264

（翌年への繰越額） 2,084,962

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,200
（９２人）

寄附の総額 2,180,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,180,000

個人からの寄附 2,180,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,205,264

人件費 988,000

光熱水費 185,564

備品・消耗品費 463,200

事務所費 568,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

福田 金蔵 100,000 世田谷区

杉田 敏彰 2,000,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 46,948,322

前年繰越額 20,368,322

本年収入額 26,580,000

２ 支出総額 18,830,626

（翌年への繰越額） 28,117,696

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 25,980,000

政党匿名分を除く寄附の額 25,980,000

個人からの寄附 3,580,000

法人その他の団体からの寄附 19,975,000

政治団体からの寄附 2,425,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 200,000

自由民主党東京都第六選挙区支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,338,543

人件費 2,100,500

備品・消耗品費 102,432

事務所費 135,611

政治活動費 16,492,083

組織活動費 96,500

選挙関係費 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 11,683,841

宣伝事業費 11,683,841

調査研究費 711,742

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山田 修一 100,000 世田谷区

大八木 咲子 60,000 世田谷区

横山 雅也 100,000 世田谷区

多田 尚弘 1,500,000 目黒区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社フォースティ 200,000 港区
ック

株式会社宮知建設 100,000 世田谷区
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株式会社ピアコーポレ 200,000 世田谷区
ーション

株式会社アイムユニバ 3,500,000 杉並区
ース

株式会社アイムユニバ 1,000,000 杉並区
ース建設

株式会社アイムユニバ 2,000,000 杉並区
ース管理

株式会社ロバストホー 1,500,000 江東区
ム

アジアバンクホールデ 1,000,000 港区
ィングス

世田谷信用金庫 100,000 世田谷区

ＴＲＥＣＥ株式会社 300,000 世田谷区

株式会社三雄 2,000,000 世田谷区

水元設備株式会社 500,000 世田谷区

株式会社ヒトシ設備工 500,000 台東区
業

有限会社ナインティー 500,000 世田谷区
ン

大曽根工業株式会社 500,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都医師政治連盟世 300,000 世田谷区
田谷支部

東京都医師政治連盟玉 200,000 世田谷区
川支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 7,808,000

前年繰越額 0

本年収入額 7,808,000

２ 支出総額 7,621,494

（翌年への繰越額） 186,506

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,953,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,953,000

個人からの寄附 4,123,000

法人その他の団体からの寄附 630,000

政治団体からの寄附 1,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,855,000
入

自由民主党横浜市神奈川区第五支部 100,000

自由民主党東京都第五選挙区支部 200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 10,000

自由民主党神奈川県横浜市緑区第六支部 10,000

自由民主党神奈川県第八選挙区支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第六選挙区支部 300,000

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党世田谷総支部 55,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都世田谷区第二十三支部 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,113,875

人件費 1,338,900

事務所費 774,975

政治活動費 5,507,619

選挙関係費 1,393,531

機関紙誌の発行その他の事業費 4,114,088

宣伝事業費 4,114,088

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土屋 美和 3,950,000 世田谷区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社横浜ユーポス 250,000 神奈川県川崎市

フジ企画株式会社 100,000 神奈川県横浜市

東京都私立幼稚園連合 100,000 千代田区
会

世田谷信用金庫 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

世田谷区医師政治連盟 300,000 世田谷区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟玉 200,000 世田谷区
川支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 199,361

前年繰越額 99,361

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 199,361

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 100,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 181,648

前年繰越額 63,048

本年収入額 118,600

２ 支出総額 150,000

（翌年への繰越額） 31,648

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 18,600
（５２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 150,000

組織活動費 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ７月 ６日
円

１ 収入総額 2,779,000

前年繰越額 2,662,800

本年収入額 116,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,779,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,200
（５４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 74,000

前年繰越額 51,800

本年収入額 22,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 74,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,200
（７２人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 1,758,119

前年繰越額 222,919

本年収入額 1,535,200

２ 支出総額 1,408,540

（翌年への繰越額） 349,579

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 35,200
（１０５人）

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,408,540

組織活動費 1,408,540

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

170 ページ



（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古賀 恵 300,000 板橋区

古賀 京子 200,000 板橋区

畠山 晋一 1,000,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 1,805,698

前年繰越額 1,631,872

本年収入額 173,826

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,805,698

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 23,800
（８１人）

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

法人その他の団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 100,000

その他の収入 26

１件 １０万円未満のもの 26

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日

円
１ 収入総額 10,000

前年繰越額 10,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 210,573

前年繰越額 38,373

本年収入額 172,200

２ 支出総額 182,997

（翌年への繰越額） 27,576

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,200
（９０人）

寄附の総額 140,000

政党匿名分を除く寄附の額 140,000

個人からの寄附 90,000

法人その他の団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,834

備品・消耗品費 1,834

政治活動費 181,163

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 20,000
係る支出

組織活動費 161,163

選挙関係費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 206,368

前年繰越額 185,568

本年収入額 20,800

２ 支出総額 27,200

（翌年への繰越額） 179,168

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,800
（６２人）

４ 支出の内訳

政治活動費 27,200

組織活動費 27,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 1,943,478

前年繰越額 1,420,065

本年収入額 523,413

２ 支出総額 38,500

（翌年への繰越額） 1,904,978

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 32,400
（８９人）

寄附の総額 391,000

政党匿名分を除く寄附の額 391,000

個人からの寄附 391,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都第五選挙区支部 100,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 38,500

備品・消耗品費 38,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

忽那 由子 60,000 世田谷区

本庄 忍 100,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第三十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 857,204

前年繰越額 822,204

本年収入額 35,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 857,204

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（５４人）

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第四十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 37,888

前年繰越額 21,488

本年収入額 16,400

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 17,888

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,400
（５２人）

４ 支出の内訳

政治活動費 20,000

組織活動費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第四十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 1,031,061

前年繰越額 1,013,661

本年収入額 17,400

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 1,011,061

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,400
（５３人）

４ 支出の内訳

経常経費 20,000

人件費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都世田谷区第四十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 746,952

前年繰越額 731,152

本年収入額 15,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 746,952

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,800
（５１人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党渋谷総支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 7,799,740

前年繰越額 2,095,434

本年収入額 5,704,306
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２ 支出総額 5,844,434

（翌年への繰越額） 1,955,306

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 872,300
（１，２６０人）

寄附の総額 3,132,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,132,000

個人からの寄附 3,132,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,700,000
入

自由民主党東京都第七選挙区支部 1,100,000

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 608,879

備品・消耗品費 608,879

政治活動費 5,235,555

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,800,000
係る支出

組織活動費 1,475,045

機関紙誌の発行その他の事業費 1,960,510

宣伝事業費 1,960,510

寄附・交付金 1,800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前田 和茂 1,830,000 渋谷区

木村 正義 170,000 渋谷区

丸山 高司 134,000 渋谷区

下嶋 倫朗 134,000 渋谷区

斎藤 竜一 134,000 渋谷区

一柳 直宏 134,000 渋谷区

斉藤 貴之 134,000 渋谷区

中村 豪志 134,000 渋谷区

岡 美千瑠 134,000 渋谷区

松本 翔 134,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 2,356,454

前年繰越額 176,854

本年収入額 2,179,600

２ 支出総額 1,869,264

（翌年への繰越額） 487,190

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,600
（５１人）

寄附の総額 1,830,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,830,000

個人からの寄附 1,830,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 93,050

備品・消耗品費 93,050

政治活動費 1,776,214

組織活動費 1,776,214

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木村 正義 1,830,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 1,145,379

前年繰越額 179,779

本年収入額 965,600

２ 支出総額 853,971

（翌年への繰越額） 291,408

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,600
（５０人）

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000
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個人からの寄附 600,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 350,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 150,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 853,971

組織活動費 721,971

機関紙誌の発行その他の事業費 132,000

宣伝事業費 132,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

松本 翔 600,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,367,112

前年繰越額 2,003,512

本年収入額 363,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,367,112

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,600
（９０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 1,667,176

前年繰越額 2,376

本年収入額 1,664,800

２ 支出総額 1,590,840

（翌年への繰越額） 76,336

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,800
（９１人）

寄附の総額 1,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,300,000

個人からの寄附 1,300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,560,840

光熱水費 110,820

事務所費 1,450,020

政治活動費 30,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,000
係る支出

選挙関係費 20,000

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

一柳 直宏 1,300,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 13,390

前年繰越額 590

本年収入額 12,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,390

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,800
（５０人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 2,943,797

前年繰越額 35,997

本年収入額 2,907,800
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２ 支出総額 2,923,241

（翌年への繰越額） 20,556

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,800
（６２人）

寄附の総額 2,550,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,550,000

個人からの寄附 2,550,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 971,521

光熱水費 160,073

備品・消耗品費 442,908

事務所費 368,540

政治活動費 1,951,720

組織活動費 1,818,400

選挙関係費 30,000

調査研究費 68,320

寄附・交付金 35,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

丸山 高司 2,500,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ７月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 3,382,581

前年繰越額 34,181

本年収入額 3,348,400

２ 支出総額 2,812,020

（翌年への繰越額） 570,561

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,400
（５０人）

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 849,120

光熱水費 429,360

備品・消耗品費 419,760

政治活動費 1,962,900

組織活動費 438,300

機関紙誌の発行その他の事業費 1,524,600

機関紙誌の発行事業費 653,400

宣伝事業費 871,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

齋藤 貴之 3,000,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 7,168,919

前年繰越額 2,201,719

本年収入額 4,967,200

２ 支出総額 6,837,142

（翌年への繰越額） 331,777

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,200
（６７人）

寄附の総額 4,672,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,672,000

個人からの寄附 4,172,000

法人その他の団体からの寄附 500,000
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 270,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 249,310

人件費 219,000

備品・消耗品費 30,310

政治活動費 6,587,832

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,215,000
係る支出

組織活動費 2,262,310

機関紙誌の発行その他の事業費 2,610,522

宣伝事業費 2,610,522

寄附・交付金 1,215,000

その他の経費 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安井 圭介 100,000 渋谷区

前田 和茂 2,000,000 渋谷区

前田 和美 700,000 渋谷区

柴田 正樹 500,000 熊本県宇土市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社加藤商店 300,000 江東区

株式会社エストロア 200,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 1,945,529

前年繰越額 598,529

本年収入額 1,347,000

２ 支出総額 1,447,000

（翌年への繰越額） 498,529

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（５０人）

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,447,000

光熱水費 103,470

備品・消耗品費 623,530

事務所費 720,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

下嶋 倫朗 1,000,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 12,324,620

前年繰越額 6,174,820

本年収入額 6,149,800

２ 支出総額 1,017,979

（翌年への繰越額） 11,306,641

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,800
（５４人）

寄附の総額 3,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,500,000

個人からの寄附 1,900,000

法人その他の団体からの寄附 1,600,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,280,000

中村豪志渋谷経済フォーラム 2,280,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 355,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 20,000

自由民主党渋谷総支部 200,000
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４ 支出の内訳

政治活動費 1,017,979

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 166,000
係る支出

組織活動費 132,753

選挙関係費 136,380

機関紙誌の発行その他の事業費 687,571

政治資金パーティー開催事業費 687,571

調査研究費 61,275

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

塩澤 好久 100,000 渋谷区

中村 豪志 1,500,000 渋谷区

池谷 充弘 100,000 世田谷区

阪田 威一郎 200,000 品川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社サプリス 1,600,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都渋谷区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 3,948,861

前年繰越額 549,461

本年収入額 3,399,400

２ 支出総額 3,689,626

（翌年への繰越額） 259,235

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,400
（５２人）

寄附の総額 3,050,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,050,000

個人からの寄附 3,050,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 335,000
入

自由民主党東京都渋谷区第二十四支部 135,000

自由民主党渋谷総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,269,752

光熱水費 158,631

備品・消耗品費 135,981

事務所費 1,975,140

政治活動費 1,419,874

組織活動費 644,412

選挙関係費 31,270

機関紙誌の発行その他の事業費 666,950

宣伝事業費 666,950

調査研究費 77,242

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡 美千瑠 3,050,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党中野総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 9,873,728

前年繰越額 7,046,574

本年収入額 2,827,154

２ 支出総額 3,685,424

（翌年への繰越額） 6,188,304

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,177,100
（１，７４５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,650,000
入

自由民主党東京都支部連合会 650,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 700,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 300,000

その他の収入 54

１件 １０万円未満のもの 54

４ 支出の内訳

経常経費 646,142

人件費 60,000

備品・消耗品費 11,526

事務所費 574,616

政治活動費 3,039,282

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,500,000
係る支出
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組織活動費 387,565

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業費 150,837

宣伝事業費 150,837

寄附・交付金 2,000,000

その他の経費 880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 9,967,373

前年繰越額 2,925,373

本年収入額 7,042,000

２ 支出総額 7,626,160

（翌年への繰越額） 2,341,213

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 82,000
（１２２人）

寄附の総額 6,760,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,760,000

個人からの寄附 4,590,000

法人その他の団体からの寄附 2,170,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,450,128

人件費 2,264,400

光熱水費 862,113

備品・消耗品費 1,528,475

事務所費 1,795,140

政治活動費 1,176,032

組織活動費 749,849

機関紙誌の発行その他の事業費 426,183

宣伝事業費 426,183

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙波 壮一 240,000 杉並区

髙橋 一実 4,100,000 中野区

石井 正幸 100,000 中野区

石原 恵子 100,000 中野区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本閣観光㈱ 1,200,000 中野区

㈱髙波 240,000 中野区

不二プラスチック㈱ 240,000 茨城県稲敷市

㈱東京富士カラー 120,000 中野区

宮園自動車㈱ 120,000 中野区

宮園オート㈱ 120,000 中野区

㈱アークフェニックス 100,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 309,600

前年繰越額 278,600

本年収入額 31,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 309,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,000
（４０人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 3,196,950

前年繰越額 29,950

本年収入額 3,167,000

２ 支出総額 3,170,000

（翌年への繰越額） 26,950

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 67,000
（７９人）

寄附の総額 2,900,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,900,000

個人からの寄附 2,900,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入
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自由民主党中野総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 320,000

備品・消耗品費 320,000

政治活動費 2,850,000

組織活動費 2,850,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高橋 千あき 2,900,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,419,200

前年繰越額 1,180,800

本年収入額 238,400

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,419,200

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 38,400
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 3,456,300

前年繰越額 409,800

本年収入額 3,046,500

２ 支出総額 3,101,300

（翌年への繰越額） 355,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 46,500
（５７人）

寄附の総額 2,800,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,800,000

個人からの寄附 2,800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 734,500

事務所費 734,500

政治活動費 2,366,800

組織活動費 2,366,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊藤 正信 2,800,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 2,774,100

前年繰越額 17,100

本年収入額 2,757,000

２ 支出総額 2,748,900

（翌年への繰越額） 25,200

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 36,000
（５３人）

寄附の総額 2,521,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,521,000

個人からの寄附 2,521,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 664,400

人件費 480,000

備品・消耗品費 64,400

事務所費 120,000

政治活動費 2,084,500

組織活動費 1,944,500

調査研究費 140,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
大内 慎吾 2,500,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 30,038,280

前年繰越額 1,784,922

本年収入額 28,253,358

２ 支出総額 27,200,077

（翌年への繰越額） 2,838,203

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 135,500
（１８０人）

寄附の総額 24,107,858

政党匿名分を除く寄附の額 24,107,858

個人からの寄附 15,602,649

法人その他の団体からの寄附 6,895,209

政治団体からの寄附 1,610,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,010,000
入

自由民主党中野総支部 600,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 230,000

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 700,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都千代田区第二十六支部 30,000

自由民主党東京都目黒区第二十六支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都港区第二十一支部 10,000

自由民主党東京都江戸川区第二十八支部 10,000

自由民主党東京都中野区第三十支部 10,000

自由民主党東京都中野区第四支部 10,000

自由民主党東京都中野区第十九支部 30,000

自由民主党東京都中野区第十六支部 30,000

自由民主党東京都中野区第二十六支部 50,000

自由民主党東京都渋谷区第十八支部 10,000

自由民主党東京都町田市第十六支部 10,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

その他の収入 1,000,000

１件 １０万円以上のもの 1,000,000

事務所貸し出し 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,049,125

人件費 3,600,000

光熱水費 313,305

備品・消耗品費 635,316

事務所費 7,500,504

政治活動費 15,150,952

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 20,000
係る支出

組織活動費 6,662,976

選挙関係費 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 5,467,976

宣伝事業費 5,467,976

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岸 宏昭 2,000,000 中野区

溝口 秀二 1,200,000 中野区

溝口 秀昭 300,000 中野区

柳 萬治 60,000 中野区

溝口 淑子 300,000 中野区

小林 貢人 500,000 中野区

春日 一夫 100,000 中野区

渡邊 元気 300,000 中野区

花崎 征久 200,000 中野区

青山 100,000 中野区

小宮山 崇 100,000 中野区

神田 幸子 200,000 栃木県芳賀郡益子
町

平 耕志郎 100,000 中野区

石森 康司 100,000 中野区

米川 直之 100,000 埼玉県羽生市

平塚 毅 80,000 埼玉県さいたま市

進藤 宣良 100,000 中野区
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上 岳史 200,000 港区

小野田 耕治 200,000 新宿区

富田 道生 500,000 中野区

菅原 一秀 100,000 練馬区

斉藤 金造 100,000 中野区

郷 直彦 100,000 中野区

高木 大輔 110,000 中野区

山中 慎介 100,000 杉並区

米持 大介 100,000 中野区

後藤 学 530,000 中野区

田邊 光 1,000,000 杉並区

鈴木 清兵衛 80,000 中野区

三田 優徳 360,000 中野区

出井 良輔 3,600,000 中野区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

中野運輸㈱ 100,000 中野区

㈱サン・ユエ 100,000 中野区

㈱建物診断センター 100,000 中野区

タックコンサルタント 150,000 中野区
㈱

タックライフサポート 100,000 中野区
㈱

㈱フィットネスリンク 100,000 中野区
ジャパン

㈱東京アスレチックク 150,000 中野区
ラブ

㈱アークフェニックス 500,000 中野区

㈱アイオス 500,000 中野区

㈱ヒップ 180,000 渋谷区

㈱大澤造園土木 300,000 中野区

ＡＩＳ総合設計㈱ 100,000 港区

㈱サンエツ 100,000 中野区

㈱プロスペック 100,000 中野区

石森不動産㈱ 300,000 中野区

中野浴場組合 100,000 中野区

弥生交通㈱ 100,000 中野区

有限会社エムツー・ビ 100,000 渋谷区
ー

㈱タクティクス 100,000 千代田区

さかえ設備㈱ 1,020,000 中野区

㈱Ｇｒｏｗ 60,000 埼玉県和光市

京和工業㈱ 100,000 千代田区

協永建設㈱ 100,000 中野区

武蔵野建設産業㈱ 100,000 中野区

㈱サンデンコー 100,000 中野区

㈱東高 101,000 新宿区

㈱大日建設 60,000 中野区

中野建設まちづくり協 100,000 中野区
議会

㈱協栄 180,000 中央区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟中 1,000,000 中野区
野支部

東京都中野区歯科医師 100,000 中野区
連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 2,490

前年繰越額 2,490

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,490

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 3,756,492

前年繰越額 3,721,992

本年収入額 34,500

２ 支出総額 156,600

（翌年への繰越額） 3,599,892

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,500
（２２人）

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000
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個人からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 58,860

人件費 35,000

備品・消耗品費 23,860

政治活動費 97,740

組織活動費 97,740

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 4,209,399

前年繰越額 120,399

本年収入額 4,089,000

２ 支出総額 3,599,000

（翌年への繰越額） 610,399

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,000
（５０人）

寄附の総額 3,860,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,860,000

個人からの寄附 3,860,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,525,000

人件費 2,400,000

光熱水費 240,000

備品・消耗品費 165,000

事務所費 720,000

政治活動費 74,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

調査研究費 24,000

寄附・交付金 50,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

内川 和久 3,360,000 中野区

山下 晃司 500,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 3,752,364

前年繰越額 119,864

本年収入額 3,632,500

２ 支出総額 3,671,447

（翌年への繰越額） 80,917

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,500
（５０人）

寄附の総額 3,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,400,000

個人からの寄附 3,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,685,125

人件費 1,440,000

備品・消耗品費 1,245,125

政治活動費 986,322

組織活動費 986,322

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

若林 重男 3,400,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都中野区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 1,392,411

前年繰越額 1,154,261
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本年収入額 238,150

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,392,411

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,500
（５１人）

寄附の総額 5,650

政党匿名分を除く寄附の額 5,650

政治団体からの寄附 5,650

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党中野総支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党杉並総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,081,319

前年繰越額 3,569,296

本年収入額 1,512,023

２ 支出総額 1,300,994

（翌年への繰越額） 3,780,325

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 906,800
（８５５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 5,223

１件 １０万円未満のもの 5,223

４ 支出の内訳

経常経費 1,014,113

人件費 900,000

備品・消耗品費 33,462

事務所費 80,651

政治活動費 286,881

組織活動費 286,881

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第二支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 11,039,043

前年繰越額 181,415

本年収入額 10,857,628

２ 支出総額 10,764,313

（翌年への繰越額） 274,730

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 65,800
（２０８人）

寄附の総額 10,070,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,070,000

個人からの寄附 4,380,000

法人その他の団体からの寄附 2,210,000

政治団体からの寄附 3,480,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 640,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都第八選挙区支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 50,000

その他の収入 81,828

１件 １０万円未満のもの 81,828

４ 支出の内訳

経常経費 6,611,870

人件費 2,776,046

光熱水費 83,700

備品・消耗品費 1,783,791

事務所費 1,968,333

政治活動費 4,152,443

組織活動費 989,685

選挙関係費 612,038

機関紙誌の発行その他の事業費 2,550,720

機関紙誌の発行事業費 337,122

宣伝事業費 2,213,598

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小島 麻里 100,000 杉並区

宮下 潔 200,000 千葉県佐倉市
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梅田 潮 200,000 杉並区

野口 憲一 100,000 杉並区

望月 みゆき 150,000 杉並区

深野 一雄 70,000 杉並区

安藤 暢朗 100,000 杉並区

小宮 安里 2,500,000 杉並区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社エスケー・ハ 100,000 杉並区
ウズ

株式会社アイム・ユニ 500,000 練馬区
バース管理

牧野電設工業株式会社 100,000 杉並区

医療法人社団杏順会 200,000 杉並区

栄和清運株式会社 60,000 杉並区

やよい運送株式会社 100,000 杉並区

株式会社セノン 200,000 新宿区

杉並交通株式会社 100,000 杉並区

チサト産業株式会社 200,000 杉並区

株式会社コムウェル 80,000 杉並区

東京都保育推進協議会 60,000 多摩市

Ｓ＆Ｄ多摩ホールディ 100,000 福生市
ングス株式会社

東京開発株式会社 80,000 杉並区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

泰進会 500,000 埼玉県東松山市

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都杉並区歯科医師 100,000 杉並区
連盟

杉並区薬剤師連盟 100,000 杉並区

東京ビルメンテナンス 200,000 荒川区
政治連盟

東京都医師政治連盟杉 500,000 杉並区
並支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第六支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 731,204

前年繰越額 731,204

本年収入額 0

２ 支出総額 271,532

（翌年への繰越額） 459,672

３ 支出の内訳

経常経費 130,971

備品・消耗品費 121,137

事務所費 9,834

政治活動費 140,561

組織活動費 140,561

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 2,073,853

前年繰越額 2,055,853

本年収入額 18,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,073,853

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 18,000
（７３人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 16,253,149

前年繰越額 349

本年収入額 16,252,800

２ 支出総額 15,712,028

（翌年への繰越額） 541,121

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 73,800
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（２５２人）
寄附の総額 15,539,000

政党匿名分を除く寄附の額 15,539,000

個人からの寄附 8,439,000

法人その他の団体からの寄附 4,750,000

政治団体からの寄附 2,350,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 640,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都第八選挙区支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,654,734

人件費 3,076,419

光熱水費 39,219

備品・消耗品費 974,409

事務所費 1,564,687

政治活動費 10,057,294

組織活動費 1,539,360

選挙関係費 20,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,284,862

機関紙誌の発行事業費 4,168,780

宣伝事業費 116,082

調査研究費 13,072

その他の経費 4,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

富田 一成 121,000 杉並区

富田 慎二 121,000 杉並区

富田 怡玖枝 410,000 多摩市

秦 成夫 180,000 杉並区

竹澤 誠一 1,010,000 杉並区

水島 隆明 150,000 杉並区

中谷 友子 1,030,000 渋谷区

深野 一雄 80,000 杉並区

根本 郁芳 300,000 杉並区

廣瀬 光伸 1,000,000 杉並区

高木 啓 100,000 北区

高橋 英登 500,000 杉並区

青山 300,000 中野区

鈴木 理恵 500,000 千代田区

高橋 輝夫 100,000 神奈川県川崎市

坂田 幸彦 200,000 杉並区

新川 隆一 100,000 杉並区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社防災士研修セ 2,000,000 千代田区
ンター

東京都防水工事業協会 100,000 千代田区

株式会社セノン 2,000,000 新宿区

和田商事株式会社 500,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

日本医師連盟 500,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 474,420

前年繰越額 445,820

本年収入額 28,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 474,420

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,600
（９３人）

４ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

大熊 昌巳 2,400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 221,139

前年繰越額 204,737
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本年収入額 16,402

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 221,139

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,400
（５４人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 1,514,443

前年繰越額 1,356,443

本年収入額 158,000

２ 支出総額 450,813

（翌年への繰越額） 1,063,630

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,000
（９３人）

寄附の総額 130,000

政党匿名分を除く寄附の額 130,000

個人からの寄附 100,000

法人その他の団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 87,451

備品・消耗品費 87,451

政治活動費 363,362

組織活動費 223,402

機関紙誌の発行その他の事業費 139,960

宣伝事業費 139,960

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大沼 孝有 100,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 180,032

前年繰越額 50,632

本年収入額 129,400

２ 支出総額 98,528

（翌年への繰越額） 81,504

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,400
（９３人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,848

備品・消耗品費 1,848

政治活動費 96,680

組織活動費 96,680

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井原 太一 100,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 113,800

前年繰越額 113,800

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 113,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 104,600

前年繰越額 88,400

本年収入額 16,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 104,600

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 16,200
入
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自由民主党杉並総支部 16,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 25,600

前年繰越額 12,200

本年収入額 13,400

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 25,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,400
（５０人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第三十九支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第四十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,338,925

前年繰越額 1,324,925

本年収入額 14,000

２ 支出総額 23,800

（翌年への繰越額） 1,315,125

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,000
（６０人）

４ 支出の内訳

経常経費 23,800

備品・消耗品費 23,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第四十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 154,000

前年繰越額 140,800

本年収入額 13,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 154,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,200
（５０人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第四十二支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 63,241

前年繰越額 63,241

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 63,241

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都杉並区第四十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党豊島総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 11,086,096

前年繰越額 5,760,447

本年収入額 5,325,649

２ 支出総額 5,704,635

（翌年への繰越額） 5,381,461

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,870,600
（５７２人）

寄附の総額 1,040,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,040,000

個人からの寄附 1,040,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,700,000
入

自由民主党東京都第十選挙区支部 1,100,000

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 715,049

１件 １０万円未満のもの 715,049

４ 支出の内訳
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経常経費 3,326,123

人件費 835,460

光熱水費 59,309

備品・消耗品費 128,243

事務所費 2,303,111

政治活動費 2,378,512

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,200,000
係る支出

組織活動費 275,958

選挙関係費 549,364

機関紙誌の発行その他の事業費 353,190

宣伝事業費 353,190

寄附・交付金 1,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

堀 宏道 500,000 豊島区

村上 宇一 60,000 豊島区

竹下 広美 60,000 豊島区

磯 一昭 60,000 豊島区

池田 裕一 60,000 豊島区

松下 創一郎 60,000 豊島区

芳賀 竜朗 60,000 豊島区

有里 真穂 60,000 豊島区

藤澤 愛子 60,000 豊島区

石橋 正史 60,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 16,261,491

前年繰越額 6,245,891

本年収入額 10,015,600

２ 支出総額 10,096,053

（翌年への繰越額） 6,165,438

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 60,600
（２０３人）

寄附の総額 3,815,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,815,000

個人からの寄附 1,915,000

法人その他の団体からの寄附 850,000

政治団体からの寄附 1,050,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 4,460,000

堀こうどう総決起大会 4,460,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,680,000
入

自由民主党東京都足立区第３支部 1,000,000

自由民主党豊島総支部 200,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,104,117

人件費 1,058,300

光熱水費 59,309

備品・消耗品費 163,764

事務所費 822,744

政治活動費 7,991,936

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 800,000
係る支出

組織活動費 1,851,876

選挙関係費 1,300,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,033,962

宣伝事業費 3,397,942

政治資金パーティー開催事業費 636,020

調査研究費 6,098

寄附・交付金 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高木 啓 200,000 北区

渋谷 寿栄 100,000 豊島区

小林 興起 100,000 練馬区

里見 治 200,000 板橋区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
株式会社アイテックム 100,000 新宿区
ラモト

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

豊島区薬剤師政治連盟 200,000 豊島区

豊島区医師政治連盟 500,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 238,800

前年繰越額 5,600

本年収入額 233,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 238,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 33,200
（１０５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都豊島区第十六支部 100,000

自由民主党豊島総支部 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 1,318,465

前年繰越額 878,265

本年収入額 440,200

２ 支出総額 678,816

（翌年への繰越額） 639,649

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,200
（１１７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党東京都豊島区第十六支部 100,000

自由民主党豊島総支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 269,831

人件費 62,300

備品・消耗品費 97,653

事務所費 109,878

政治活動費 408,985

組織活動費 339,625

調査研究費 69,360

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 835,009

前年繰越額 603,009

本年収入額 232,000

２ 支出総額 92,348

（翌年への繰越額） 742,661

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,000
（１０３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党豊島総支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 92,348

光熱水費 9,108

備品・消耗品費 9,240

事務所費 74,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ８日
円

１ 収入総額 433,259

前年繰越額 5,259

本年収入額 428,000

２ 支出総額 220,725

（翌年への繰越額） 212,534

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,000
（１００人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党東京都豊島区第十六支部 100,000

自由民主党豊島総支部 100,000
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自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 220,725

組織活動費 220,725

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,074,760

前年繰越額 843,360

本年収入額 231,400

２ 支出総額 10,000

（翌年への繰越額） 1,064,760

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,400
（１００人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都豊島区第十六支部 100,000

自由民主党豊島総支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 10,000

組織活動費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 1,022,312

前年繰越額 165,312

本年収入額 857,000

２ 支出総額 753,961

（翌年への繰越額） 268,351

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,000
（１０６人）

寄附の総額 605,000

政党匿名分を除く寄附の額 605,000

個人からの寄附 505,000

法人その他の団体からの寄附 100,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 22,000

クリスマス親睦会 22,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党豊島総支部 100,000

自由民主党東京都豊島区第十六支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 554,694

人件費 434,000

備品・消耗品費 10,784

事務所費 109,910

政治活動費 199,267

組織活動費 155,867

機関紙誌の発行その他の事業費 29,400

その他の事業費 29,400

調査研究費 14,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

清水 幸子 200,000 豊島区

伊藤 博子 300,000 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ファクト 100,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,523,710

前年繰越額 1,294,510

本年収入額 229,200

２ 支出総額 312,550

（翌年への繰越額） 1,211,160

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,200
（１００人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都豊島区第十六支部 100,000

自由民主党豊島総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 155,030

人件費 30,000
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備品・消耗品費 125,030

政治活動費 157,520

組織活動費 157,520

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊島区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 434,600

前年繰越額 0

本年収入額 434,600

２ 支出総額 48,000

（翌年への繰越額） 386,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 34,600
（１１９人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党豊島総支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 48,000

寄附・交付金 48,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＪＦ豊島区議団 100,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党北区総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 18,765,225

前年繰越額 12,756,525

本年収入額 6,008,700

２ 支出総額 4,661,525

（翌年への繰越額） 14,103,700

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,813,700
（９６４人）

寄附の総額 595,000

政党匿名分を除く寄附の額 595,000

個人からの寄附 595,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 3,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 716,877

光熱水費 64,750

備品・消耗品費 167,627

事務所費 484,500

政治活動費 3,944,648

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,300,000
係る支出

組織活動費 1,744,648

寄附・交付金 2,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石川 小枝 60,000 北区

榎本 一 55,000 北区

大澤 敬 60,000 北区

戸枝 大幸 60,000 北区

永沼 克之 60,000 北区

名取 秀明 60,000 北区

渡邉 嘉浩 60,000 北区

竹田 博 60,000 北区

松澤 喜治 60,000 北区

坂場 正岳 60,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 418,200

前年繰越額 318,200

本年収入額 100,000

２ 支出総額 418,200

（翌年への繰越額） 0

191 ページ



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 100,000
入

自由民主党北区総支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 418,200

組織活動費 418,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 1,635,600

前年繰越額 723,600

本年収入額 912,000

２ 支出総額 1,588,000

（翌年への繰越額） 47,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（４０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 300,000

自由民主党北区総支部 200,000

自由民主党東京都北区第二十九支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,588,000

組織活動費 1,588,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 1,987,000

前年繰越額 1,071,800

本年収入額 915,200

２ 支出総額 1,386,540

（翌年への繰越額） 600,460

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,200
（４６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 300,000

自由民主党北区総支部 200,000

自由民主党東京都北区第二十九支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,386,540

組織活動費 1,386,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 924,000

前年繰越額 0

本年収入額 924,000

２ 支出総額 924,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,000
（７０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 300,000

自由民主党北区総支部 200,000

自由民主党東京都北区第二十九支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 924,000

組織活動費 924,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 987,176

前年繰越額 4,976

本年収入額 982,200

２ 支出総額 399,096

（翌年への繰越額） 588,080

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000
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個人からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 932,200
入

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 300,000

自由民主党北区総支部 232,200

自由民主党東京都北区第二十九支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 119,096

備品・消耗品費 9,096

事務所費 110,000

政治活動費 280,000

組織活動費 280,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 10,638,600

前年繰越額 691,000

本年収入額 9,947,600

２ 支出総額 10,633,625

（翌年への繰越額） 4,975

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 66,600
（２００人）

寄附の総額 8,971,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,971,000

個人からの寄附 3,136,000

法人その他の団体からの寄附 3,235,000

政治団体からの寄附 2,600,000

借入金 600,000

小澤 佳奈子 600,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 310,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

４ 支出の内訳

経常経費 3,223,239

人件費 1,549,722

光熱水費 113,684

備品・消耗品費 642,236

事務所費 917,597

政治活動費 7,410,386

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,200,000
係る支出

組織活動費 422,190

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,138,196

機関紙誌の発行事業費 2,355,897

宣伝事業費 1,782,299

寄附・交付金 1,850,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

飯島 栄樹 100,000 北区

小板橋 力 100,000 北区

田辺 恵一郎 200,000 文京区

伊藤 守男 200,000 北区

岸田 陽子 100,000 北区

高木 啓 500,000 北区

渡邉 嘉浩 500,000 北区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社玉越工業 100,000 北区

十條合成化学研究所株 100,000 北区
式会社

片桐貴金属工業株式会 100,000 北区
社

株式会社ヒロシステム 100,000 北区

三笠総業株式会社 100,000 北区

石井稔税理士事務所 100,000 北区
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株式会社ブリックス 100,000 北区

城北信用金庫 100,000 北区

北区薬剤師連盟 100,000 北区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟北 100,000 北区
支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都医師政治連盟北 500,000 北区
区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 5,756,470

前年繰越額 1,124,864

本年収入額 4,631,606

２ 支出総額 5,671,975

（翌年への繰越額） 84,495

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,600
（１００人）

寄附の総額 3,700,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,700,000

個人からの寄附 3,700,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 300,000

自由民主党北区総支部 200,000

自由民主党東京都北区第二十九支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 3,352,079

人件費 110,000

光熱水費 83,269

備品・消耗品費 7,480

事務所費 3,151,330

政治活動費 2,319,896

組織活動費 443,896

選挙関係費 150,000

調査研究費 726,000

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安藤 貴志 300,000 埼玉県新座市

都築 基 1,000,000 北区

加藤 富男 100,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都北区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,570,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,570,000

２ 支出総額 1,480,124

（翌年への繰越額） 89,876

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 670,000

政党匿名分を除く寄附の額 670,000

政治団体からの寄附 670,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党北区総支部 200,000

自由民主党東京都北区第二十九支部 200,000

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 300,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 153,266

備品・消耗品費 153,266

政治活動費 1,326,858

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,000
係る支出

組織活動費 21,000

調査研究費 1,265,858
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寄附・交付金 40,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

坂場正岳後援会 670,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党荒川総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 6,485,804

前年繰越額 2,021,191

本年収入額 4,464,613

２ 支出総額 3,533,627

（翌年への繰越額） 2,952,177

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,364,600
（１，２６７人）

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,800,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第十四選挙区支部 2,200,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 3,370

備品・消耗品費 3,370

政治活動費 3,530,257

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,700,000
係る支出

組織活動費 443,307

機関紙誌の発行その他の事業費 54,950

宣伝事業費 54,950

調査研究費 32,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大久保 信隆 300,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 20,394,159

前年繰越額 6,130,314

本年収入額 14,263,845

２ 支出総額 13,749,381

（翌年への繰越額） 6,644,778

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 45,800
（１４６人）

寄附の総額 12,208,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,208,000

個人からの寄附 6,873,000

法人その他の団体からの寄附 4,740,000

政治団体からの寄附 595,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,010,000
入

自由民主党東京都足立区第３支部 1,000,000

自由民主党荒川総支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 200,000
部

自由民主党東京都第十四選挙区支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

その他の収入 45

１件 １０万円未満のもの 45

４ 支出の内訳

経常経費 5,931,998

人件費 2,107,540

光熱水費 155,325

備品・消耗品費 1,337,362

事務所費 2,331,771

政治活動費 7,817,383

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 20,000
係る支出
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組織活動費 1,337,576

選挙関係費 3,464,416

機関紙誌の発行その他の事業費 2,995,391

機関紙誌の発行事業費 1,282,917

宣伝事業費 1,712,474

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙田 秀寿 200,000 台東区

中村 健一 65,000 荒川区

持丸 恵子 70,000 荒川区

金子 義明 70,000 荒川区

宮本 慶文 130,000 台東区

渡辺 信一 120,000 荒川区

原澤 孝子 70,000 荒川区

鈴木 文吾 240,000 荒川区

高木 啓 1,500,000 北区

大久保 信隆 80,000 荒川区

小林 清三郎 200,000 荒川区

木内 輝男 100,000 荒川区

坂田 英明 100,000 足立区

森 賢史 100,000 荒川区

﨑山 知尚 2,500,000 荒川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社松石商店 70,000 荒川区

㈱柏屋設計 60,000 荒川区

アサヒ産業㈱ 460,000 荒川区

オーサム㈱ 120,000 荒川区

㈱スターリング 120,000 豊島区

志幸技研工業㈱ 90,000 荒川区

㈱アーネラ 60,000 渋谷区

伊澤㈱ 60,000 荒川区

介護医療院磯病院 60,000 荒川区

㈱工藤工務店 60,000 荒川区

㈱熱海 90,000 荒川区

㈲瀬田生花店 60,000 荒川区

矢吹炉研㈱ 150,000 荒川区

翔陽税理士法人 100,000 荒川区

東京都公衆浴場業生活 100,000 千代田区
衛生同業組合荒川支部

株式会社タクティクス 100,000 千代田区

㈱エルソール 100,000 千代田区

㈲ジェーソリューショ 100,000 品川区
ン

㈲京浜通信事業者 100,000 品川区

株式会社千代田 100,000 荒川区

荒川区環境保全政策懇 60,000 足立区
談会

磯川産業株式会社 1,000,000 荒川区

株式会社ゴミクル 100,000 江東区

東栄産業株式会社 300,000 荒川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京ビルメンテナンス 200,000 荒川区
政治連盟

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第七支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 434,920

前年繰越額 2,320

本年収入額 432,600

２ 支出総額 431,380

（翌年への繰越額） 3,540

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,600
（４５人）

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 46,080

備品・消耗品費 22,780
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事務所費 23,300

政治活動費 385,300

組織活動費 53,500

機関紙誌の発行その他の事業費 297,000

機関紙誌の発行事業費 187,000

宣伝事業費 110,000

調査研究費 34,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

金野 峻明 120,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第八支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 414,014

前年繰越額 1,614

本年収入額 412,400

２ 支出総額 369,503

（翌年への繰越額） 44,511

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,400
（３４人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 50,000

法人その他の団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 80,203

人件費 20,000

光熱水費 39,200

備品・消耗品費 4,203

事務所費 16,800

政治活動費 289,300

組織活動費 289,300

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 1,968,550

前年繰越額 147,550

本年収入額 1,821,000

２ 支出総額 1,561,750

（翌年への繰越額） 406,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,000
（５８人）

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 601,750

備品・消耗品費 386,500

事務所費 215,250

政治活動費 960,000

組織活動費 960,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

菅谷 元昭 1,500,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,377,265

前年繰越額 364,665

本年収入額 1,012,600

２ 支出総額 953,572

（翌年への繰越額） 423,693

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,600
（３６人）

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000
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個人からの寄附 700,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 317,972

人件費 50,000

備品・消耗品費 32,412

事務所費 235,560

政治活動費 635,600

組織活動費 635,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

茂木 弘 700,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 102,600

前年繰越額 93,200

本年収入額 9,400

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 102,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,400

（３０人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 858,000

前年繰越額 549,800

本年収入額 308,200

２ 支出総額 407,500

（翌年への繰越額） 450,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,200
（２９人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 137,500

備品・消耗品費 137,500

政治活動費 270,000

組織活動費 270,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 319,283

前年繰越額 6,883

本年収入額 312,400

２ 支出総額 317,530

（翌年への繰越額） 1,753

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,400
（３５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 60,000

人件費 60,000

政治活動費 257,530

組織活動費 257,530

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 55,194

前年繰越額 55,194

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 55,194

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 311,600

前年繰越額 0
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本年収入額 311,600

２ 支出総額 311,600

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,600
（３１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 311,600

人件費 50,000

光熱水費 80,000

備品・消耗品費 31,600

事務所費 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 915,507

前年繰越額 599,901

本年収入額 315,606

２ 支出総額 217,045

（翌年への繰越額） 698,462

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,600
（４４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党荒川総支部 300,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 33,657

備品・消耗品費 3,867

事務所費 29,790

政治活動費 183,388

組織活動費 95,734

機関紙誌の発行その他の事業費 79,932

機関紙誌の発行事業費 79,932

調査研究費 7,722

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都荒川区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 954,993

前年繰越額 745,793

本年収入額 209,200

２ 支出総額 448,537

（翌年への繰越額） 506,456

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,200
（２４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都第十四選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 341,040

人件費 148,550

備品・消耗品費 189,130

事務所費 3,360

政治活動費 107,497

組織活動費 87,497

調査研究費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党板橋総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 17,903,347

前年繰越額 7,781,091

本年収入額 10,122,256

２ 支出総額 10,233,535

（翌年への繰越額） 7,669,812

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,185,000
（３，２４９人）

寄附の総額 1,260,000
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政党匿名分を除く寄附の額 1,260,000

個人からの寄附 1,260,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,650,000
入

自由民主党東京都支部連合会 650,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 4,000,000

その他の収入 27,256

１件 １０万円未満のもの 27,256

４ 支出の内訳

経常経費 4,648,228

人件費 2,029,066

備品・消耗品費 33,745

事務所費 2,585,417

政治活動費 5,585,307

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,000,000
係る支出

組織活動費 954,677

選挙関係費 630,630

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐々木 俊隆 60,000 板橋区

川口 雅敏 60,000 板橋区

茂野 善之 60,000 板橋区

杉田 寛 60,000 板橋区

大野 治彦 60,000 板橋区

元山 芳行 60,000 板橋区

田中 康智 60,000 板橋区

坂本 東生 60,000 板橋区

安井 一郎 60,000 板橋区

田中 俊介 60,000 板橋区

山田 貴之 60,000 板橋区

中村 虎彰 60,000 板橋区

間中 倫平 60,000 板橋区

篠田 剛 60,000 板橋区

小野田 実佳 60,000 板橋区

内田 憲一郎 60,000 板橋区

下村 博文 300,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 39,432,054

前年繰越額 16,247,007

本年収入額 23,185,047

２ 支出総額 20,709,589

（翌年への繰越額） 18,722,465

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,645,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,645,000

個人からの寄附 10,957,000

法人その他の団体からの寄附 8,488,000

政治団体からの寄附 1,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,450,000
入

自由民主党東京都足立区第３支部 1,000,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 510,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党板橋総支部 510,000

自由民主党東京都支部連合会 310,000

自由民主党東京都北区第三十支部 10,000

自由民主党東京都町田市第十六支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

自由民主党広島県衆議院比例区第一支部 10,000

自由民主党東京都板橋区第十二支部 10,000

その他の収入 90,047

１件 １０万円未満のもの 90,047

４ 支出の内訳

経常経費 6,926,894

人件費 2,950,000

光熱水費 164,614

備品・消耗品費 474,955

事務所費 3,337,325
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政治活動費 13,782,695

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,240,000
係る支出

組織活動費 718,227

選挙関係費 1,190,000

機関紙誌の発行その他の事業費 10,411,753

宣伝事業費 10,411,753

調査研究費 166,970

寄附・交付金 1,240,000

その他の経費 55,745

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

長谷川 孝一 100,000 板橋区

小原 英樹 500,000 板橋区

田中 一男 130,000 板橋区

小原 登美雄 60,000 板橋区

森 繁 65,000 板橋区

大竹 美喜 300,000 板橋区

清田 明徳 110,000 板橋区

恩田 通夫 80,000 板橋区

飯田 金廣 1,020,000 板橋区

福田 隆男 300,000 板橋区

三原 登美雄 190,000 板橋区

明角 幸一 60,000 板橋区

川邉 紀雄 160,000 板橋区

荒木 秀幸 70,000 板橋区

髙田 雄彬 60,000 板橋区

尾野 光 500,000 板橋区

田中 英雄 70,000 板橋区

樋口 茂 100,000 板橋区

高麗 正夫 500,000 板橋区

会田 藤治 100,000 板橋区

徳山 安子 80,000 板橋区

内田 實 60,000 板橋区

大久保 広光 100,000 練馬区

冨田 成信 100,000 板橋区

吉田 健志 60,000 板橋区

大野 泰嗣 100,000 板橋区

上田 一成 80,000 板橋区

布施 幸子 60,000 板橋区

本橋 孝光 60,000 板橋区

福田 徳久 60,000 板橋区

鈴木 靜雄 100,000 板橋区

尾野 弘泰 500,000 板橋区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱太平鉄工所 150,000 板橋区

サンフラワー・Ａ㈱ 100,000 板橋区

株式会社ノエマエンジ 200,000 板橋区
ニアリング

小宮恒産㈱ 500,000 板橋区

沓沢建設株式会社 80,000 板橋区

㈲ミハラハウジング 200,000 板橋区

日本琺瑯釉薬株式会社 100,000 板橋区

株式会社ライフ・パル 100,000 板橋区

まつたけ会 110,000 板橋区

（一社）日本保釈支援 500,000 中央区
協会

㈱晋遊舎 3,000,000 千代田区

㈱廣建 500,000 中央区

長太郎不動産 100,000 板橋区

日本医師連盟 500,000 文京区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟板 500,000 板橋区
橋区支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第十支部

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 2,365,288

前年繰越額 0

本年収入額 2,365,288

２ 支出総額 2,365,288

（翌年への繰越額） 0
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,800
（８８人）

寄附の総額 1,782,488

政党匿名分を除く寄附の額 1,782,488

個人からの寄附 1,532,488

法人その他の団体からの寄附 250,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 560,912

人件費 300,000

光熱水費 4,518

備品・消耗品費 50,245

事務所費 206,149

政治活動費 1,804,376

組織活動費 504,376

寄附・交付金 1,300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藤倉 修一 100,000 板橋区

畑山 護 100,000 板橋区

森岡 俊介 150,000 新宿区

水子 哲彦 200,000 北区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社春日産業 100,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 4,673,423

前年繰越額 3,992,199

本年収入額 681,224

２ 支出総額 1,240,171

（翌年への繰越額） 3,433,252

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,200
（１００人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

自由民主党板橋総支部 200,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 458,982

備品・消耗品費 453,162

事務所費 5,820

政治活動費 781,189

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 40,000
係る支出

組織活動費 180,555

機関紙誌の発行その他の事業費 39,134

機関紙誌の発行事業費 39,134

調査研究費 21,500

寄附・交付金 540,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

太田 茂 100,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,075,800

前年繰越額 635,800

本年収入額 440,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,075,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,000
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（１１７人）
本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党板橋総支部 400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 2,200,400

前年繰越額 509,600

本年収入額 1,690,800

２ 支出総額 1,702,800

（翌年への繰越額） 497,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,800
（１０６人）

寄附の総額 1,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,100,000

個人からの寄附 1,050,000

法人その他の団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,702,800

組織活動費 1,702,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

橋本 幸治 300,000 板橋区

内田 留美子 150,000 板橋区

曽我 昌敏 150,000 中央区

杉本 長一郎 200,000 板橋区

長谷川 孝一 100,000 板橋区

吉田 耕彰 100,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 607,272

前年繰越額 178,072

本年収入額 429,200

２ 支出総額 298,890

（翌年への繰越額） 308,382

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,200
（８６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党板橋総支部 400,000

４ 支出の内訳

経常経費 298,890

事務所費 298,890

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 1,129,600

前年繰越額 565,000

本年収入額 564,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,129,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,600
（５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 22,758,439

前年繰越額 1,257,379
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本年収入額 21,501,060

２ 支出総額 22,573,504

（翌年への繰越額） 184,935

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,088,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,088,000

個人からの寄附 15,733,000

法人その他の団体からの寄附 3,220,000

政治団体からの寄附 1,135,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,413,060
入

自由民主党東京都第十一選挙区支部 603,060

自由民主党東京都支部連合会 310,000

自由民主党板橋総支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 13,260,850

人件費 7,220,300

光熱水費 180,124

備品・消耗品費 2,853,881

事務所費 3,006,545

政治活動費 9,312,654

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 700,000
係る支出

組織活動費 492,425

選挙関係費 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,820,229

機関紙誌の発行事業費 1,963,291

宣伝事業費 2,856,938

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

河野 雄紀 693,000 板橋区

里見 治 250,000 板橋区

河野 淳一郎 100,000 立川市

並木 洋一 500,000 杉並区

原田 曠暉 3,000,000 板橋区

池田 好男 150,000 板橋区

岩崎 忠雄 100,000 板橋区

稲垣 和男 3,000,000 板橋区

林 清 3,000,000 板橋区

真壁 史朗 1,000,000 板橋区

鈴木 静雄 100,000 板橋区

下倉 乾之亮 150,000 大田区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲ナミキアセットマネ 250,000 杉並区
ジマント

㈲オートジャンクショ 100,000 板橋区
ン

パシフィックコーポレ 250,000 杉並区
ーション㈱

㈱ナミキ 1,000,000 板橋区

㈱あい設計 100,000 江東区

㈱ユニオンダイキャス 100,000 板橋区
ティング

松本鉄鋼㈱ 300,000 東村山市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟板 500,000 板橋区
橋区支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,307,828

前年繰越額 274,428

本年収入額 1,033,400

２ 支出総額 815,000

（翌年への繰越額） 492,828

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 33,400
（９６人）

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

個人からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都板橋区第二十四支部 100,000
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自由民主党板橋総支部 400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 815,000

組織活動費 215,000

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

坂本 東生 500,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 10,513,394

前年繰越額 9,963,310

本年収入額 550,084

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,513,394

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 550,000
入

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

その他の収入 84

１件 １０万円未満のもの 84

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 1,028,626

前年繰越額 502,826

本年収入額 525,800

２ 支出総額 1,000,000

（翌年への繰越額） 28,626

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,800
（８３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都板橋区第二十四支部 100,000

自由民主党板橋総支部 400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,000,000

寄附・交付金 1,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 3,044,113

前年繰越額 2,173,713

本年収入額 870,400

２ 支出総額 1,355,651

（翌年への繰越額） 1,688,462

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,400
（６１人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

法人その他の団体からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,355,651

組織活動費 1,273,151

機関紙誌の発行その他の事業費 82,500

機関紙誌の発行事業費 82,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

有限会社ＨＩＮＯＤＥ 100,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 2,209,504

前年繰越額 710,097
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本年収入額 1,499,407

２ 支出総額 1,534,396

（翌年への繰越額） 675,108

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,400
（８６人）

寄附の総額 918,000

政党匿名分を除く寄附の額 918,000

個人からの寄附 718,000

政治団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 890,479

光熱水費 62,134

備品・消耗品費 341,667

事務所費 486,678

政治活動費 643,917

組織活動費 643,917

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

澁谷 國男 88,000 板橋区

島田 潔 300,000 板橋区

大橋 勝廣 120,000 板橋区

松本 純一 100,000 板橋区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟板 200,000 板橋区
橋区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 4,283,760

前年繰越額 3,754,560

本年収入額 529,200

２ 支出総額 12,192

（翌年への繰越額） 4,271,568

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,200
（１００人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都板橋区第二十四支部 100,000

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 12,192

組織活動費 6,392

調査研究費 5,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 22,172

前年繰越額 22,172

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,172

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第三十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 1,296,096

前年繰越額 864,896

本年収入額 431,200

２ 支出総額 695,800

（翌年への繰越額） 600,296

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,200
（１０３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党板橋総支部 200,000

自由民主党東京都第十一選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳
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経常経費 166,466

備品・消耗品費 18,700

事務所費 147,766

政治活動費 529,334

組織活動費 260,034

機関紙誌の発行その他の事業費 227,300

宣伝事業費 227,300

調査研究費 42,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第四十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,103,815

前年繰越額 1,530,415

本年収入額 573,400

２ 支出総額 403,258

（翌年への繰越額） 1,700,557

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,400
（７６人）

寄附の総額 3,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000

個人からの寄附 3,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党板橋総支部 400,000

自由民主党東京都板橋区第三支部 150,000

４ 支出の内訳

経常経費 258,000

事務所費 258,000

政治活動費 145,258

機関紙誌の発行その他の事業費 104,258

機関紙誌の発行事業費 104,258

調査研究費 41,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都板橋区第四十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 4,217,690

前年繰越額 3,792,090

本年収入額 425,600

２ 支出総額 896,947

（翌年への繰越額） 3,320,743

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,600
（８３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党板橋総支部 400,000

４ 支出の内訳

経常経費 465,507

備品・消耗品費 97

事務所費 465,410

政治活動費 431,440

組織活動費 367,400

機関紙誌の発行その他の事業費 64,040

宣伝事業費 21,120

その他の事業費 42,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党練馬総支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 16,651,668

前年繰越額 5,023,431

本年収入額 11,628,237

２ 支出総額 12,457,760

（翌年への繰越額） 4,193,908

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,861,200
（１，６０９人）

寄附の総額 2,662,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,662,000

個人からの寄附 2,162,000

政治団体からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 6,100,000
入

自由民主党東京都支部連合会 800,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 900,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 4,000,000

自由民主党東京都練馬区第十一支部 400,000

その他の収入 5,037
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１件 １０万円未満のもの 5,037

４ 支出の内訳

経常経費 2,528,974

人件費 954,800

備品・消耗品費 1,010,549

事務所費 563,625

政治活動費 9,928,786

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,350,000
係る支出

組織活動費 2,078,266

選挙関係費 683,120

機関紙誌の発行その他の事業費 1,951,400

宣伝事業費 1,951,400

調査研究費 66,000

寄附・交付金 5,150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村上 悦榮 100,000 練馬区

土屋 文子 400,000 練馬区

五十嵐 和代 100,000 練馬区

江原 信雄 200,000 練馬区

杉本 長一郎 100,000 板橋区

本橋 正寿 240,000 練馬区

関口 和雄 80,000 練馬区

小林 貢 60,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

前川あきお後援会 500,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第三支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 1,326,800

前年繰越額 0

本年収入額 1,326,800

２ 支出総額 1,326,800

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,800
（７７人）

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,326,800

組織活動費 1,326,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
内田 幸完 1,000,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第六支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 2,148,456

前年繰越額 1,204,856

本年収入額 943,600

２ 支出総額 1,028,756

（翌年への繰越額） 1,119,700

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,600
（６９人）

寄附の総額 619,000

政党匿名分を除く寄附の額 619,000

個人からの寄附 361,000

法人その他の団体からの寄附 258,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 102,492

備品・消耗品費 12,870

事務所費 89,622

政治活動費 926,264

組織活動費 426,264

寄附・交付金 500,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

広瀬 武雄 54,000 練馬区

峯岸 芳幸 60,000 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱上杉設備 66,000 練馬区

三笠製薬㈱ 60,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 30,675,659

前年繰越額 10,359

本年収入額 30,665,300

２ 支出総額 14,343,395

（翌年への繰越額） 16,332,264

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 72,800
（２２５人）

寄附の総額 19,344,500

政党匿名分を除く寄附の額 19,344,500

個人からの寄附 16,924,500

法人その他の団体からの寄附 1,020,000

政治団体からの寄附 1,400,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 10,698,000

柴﨑幹男都政を語る会（計２回） 10,698,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 550,000
入

自由民主党練馬総支部 250,000

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 50,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 9,676,332

人件費 7,927,500

光熱水費 117,316

備品・消耗品費 431,516

事務所費 1,200,000

政治活動費 4,667,063

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 400,000
係る支出

組織活動費 804,000

機関紙誌の発行その他の事業費 3,463,063

機関紙誌の発行事業費 59,400

宣伝事業費 1,276,440

政治資金パーティー開催事業費 2,127,223

寄附・交付金 400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
加藤 輝男 16,500,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 1,645,854

前年繰越額 83,454

本年収入額 1,562,400

２ 支出総額 1,571,865

（翌年への繰越額） 73,989

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,400
（６２人）

寄附の総額 1,240,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,240,000

個人からの寄附 1,240,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,571,865

人件費 150,000

光熱水費 125,865

事務所費 1,296,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

芹澤 修 1,200,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 1,390,400

前年繰越額 0

本年収入額 1,390,400

２ 支出総額 1,390,400

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,400
（５２人）

寄附の総額 1,070,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,070,000

個人からの寄附 1,070,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,390,400

組織活動費 1,390,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
関根 恒夫 120,000 練馬区

江原 信雄 100,000 練馬区

藤井 節 850,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 121,600

前年繰越額 0

本年収入額 121,600

２ 支出総額 121,600

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,600
（５５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党練馬総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 51,600

備品・消耗品費 51,600

政治活動費 70,000

組織活動費 70,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第十六支部

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 5,204,782

前年繰越額 842,889

本年収入額 4,361,893

２ 支出総額 5,111,919

（翌年への繰越額） 92,863

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,200
（１００人）

寄附の総額 3,256,685

政党匿名分を除く寄附の額 3,256,685

個人からの寄附 2,441,685

法人その他の団体からの寄附 515,000

政治団体からの寄附 300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,080,000
入

自由民主党練馬総支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党広島県衆議院比例区第一支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都練馬区第三十四支部 40,000

自由民主党東京都練馬区第十三支部 20,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 700,000

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 50,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 50,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8
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４ 支出の内訳

経常経費 5,084,219

人件費 3,067,325

光熱水費 46,466

備品・消耗品費 840,071

事務所費 1,130,357

政治活動費 27,700

組織活動費 27,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

芹澤 修 800,000 練馬区

小関 正秋 350,000 練馬区

大原 優 500,000 練馬区

内堀 孝次 220,000 練馬区

篠崎 哲男 200,000 練馬区

土屋 文子 107,685 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱植文 70,000 練馬区

㈱ネオアート 180,000 練馬区

泰進会 100,000 埼玉県坂戸市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,721,991

前年繰越額 450,000

本年収入額 3,271,991

２ 支出総額 3,622,855

（翌年への繰越額） 99,136

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５０人）

寄附の総額 2,001,991

政党匿名分を除く寄附の額 2,001,991

個人からの寄附 1,001,991

法人その他の団体からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,250,000
入

自由民主党東京都第十選挙区支部 500,000

自由民主党東京都衆議院比例区第三支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 300,000

自由民主党神奈川県第五支部 100,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 50,000

自由民主党練馬総支部 150,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,243,500

人件費 250,000

事務所費 993,500

政治活動費 2,379,355

組織活動費 150,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,029,355

宣伝事業費 2,029,355

調査研究費 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小川 けいこ 1,001,991 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲モトモチ建設 1,000,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 320,000

前年繰越額 0

本年収入額 320,000

２ 支出総額 320,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000
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４ 支出の内訳

政治活動費 320,000

組織活動費 320,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 1,332,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,332,000

２ 支出総額 1,332,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,000
（８４人）

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 172,169

人件費 80,000

備品・消耗品費 92,169

政治活動費 1,159,831

組織活動費 1,159,831

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

笠原 幸藏 1,000,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 866,486

前年繰越額 240,086

本年収入額 626,400

２ 支出総額 146,000

（翌年への繰越額） 720,486

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,400
（７０人）

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 146,000

組織活動費 146,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中山 豊 200,000 埼玉県坂戸市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 2,520,000

前年繰越額 200,000

本年収入額 2,320,000

２ 支出総額 720,000

（翌年への繰越額） 1,800,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５０人）

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

法人その他の団体からの寄附 2,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 720,000

組織活動費 500,000

調査研究費 220,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲モトモチ建設 2,000,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 420,000

前年繰越額 0

本年収入額 420,000

２ 支出総額 420,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 420,000

組織活動費 420,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 36,327,000

前年繰越額 20,000,000

本年収入額 16,327,000

２ 支出総額 1,657,000

（翌年への繰越額） 34,670,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,000
（７８人）

寄附の総額 16,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 16,000,000

個人からの寄附 16,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,657,000

組織活動費 1,657,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 和子 16,000,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 320,000

前年繰越額 0

本年収入額 320,000

２ 支出総額 320,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 320,000

組織活動費 320,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 432,400

前年繰越額 100,000

本年収入額 332,400

２ 支出総額 292,400

（翌年への繰越額） 140,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,400
（９１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 292,400

備品・消耗品費 292,400

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 336,265

前年繰越額 6,265

本年収入額 330,000

２ 支出総額 199,350

（翌年への繰越額） 136,915

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５０人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,650

備品・消耗品費 1,650

政治活動費 197,700

組織活動費 197,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 657,800

前年繰越額 225,000

本年収入額 432,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 657,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,800
（１０２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 483,694

前年繰越額 102,694

本年収入額 381,000

２ 支出総額 118,228

（翌年への繰越額） 365,466

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,000
（５５人）

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 118,228

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 110,000
係る支出

選挙関係費 110,000

機関紙誌の発行その他の事業費 8,228

宣伝事業費 8,228

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都練馬区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 421,800

前年繰越額 0

本年収入額 421,800

２ 支出総額 421,800

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,800
（５８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党練馬総支部 300,000

自由民主党東京都第十選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 49,200

備品・消耗品費 49,200

政治活動費 372,600
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組織活動費 100,000

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 72,600

宣伝事業費 72,600

調査研究費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党足立総支部連合会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 20,257,016

前年繰越額 2,416,663

本年収入額 17,840,353

２ 支出総額 16,415,852

（翌年への繰越額） 3,841,164

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,528,332
（２，８９３人）

寄附の総額 6,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,300,000

個人からの寄附 5,800,000

法人その他の団体からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,000,000
入

自由民主党東京都第十三選挙区支部 5,200,000

自由民主党東京都足立区第３支部 1,000,000

自由民主党東京都足立区第三十五支部 1,000,000

自由民主党東京都支部連合会 800,000

その他の収入 12,021

１件 １０万円未満のもの 12,021

４ 支出の内訳

経常経費 2,086,386

人件費 1,066,890

備品・消耗品費 176,703

事務所費 842,793

政治活動費 14,329,466

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 13,600,000
係る支出

組織活動費 77,506

機関紙誌の発行その他の事業費 580,800

宣伝事業費 580,800

寄附・交付金 13,627,610

その他の経費 43,550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土田 慎 5,000,000 足立区

鴨下 一郎 800,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

西郷ソーラ発電㈱ 500,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第３支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日

円
１ 収入総額 56,843,177

前年繰越額 11,977

本年収入額 56,831,200

２ 支出総額 47,070,215

（翌年への繰越額） 9,772,962

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 56,200
（１６９人）

寄附の総額 45,725,000

政党匿名分を除く寄附の額 45,725,000

個人からの寄附 11,075,000

法人その他の団体からの寄附 29,100,000

政治団体からの寄附 5,550,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 11,050,000
入

自由民主党東京都支部連合会 8,300,000

自由民主党足立総支部連合会 800,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 100,000

自由民主党東京都目黒区第二十六支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第十六選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第一選挙区支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 50,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党栃木県衆議院比例区第一支部 50,000
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自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 200,000
部

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 100,000

自由民主党東京都足立区第二十七支部 50,000

自由民主党東京都江戸川区第二十八支部 10,000

自由民主党東京都第十三選挙区支部 500,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 100,000

自由民主党東京都千代田区第三十支部 10,000

自由民主党埼玉県支部連合会 30,000

自由民主党東京都北区第三十支部 20,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 300,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 47,070,215

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,490,000
係る支出

組織活動費 4,110,215

寄附・交付金 41,960,000

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

玉本 努 1,000,000 足立区

種田 憲之 1,060,000 足立区

冨澤 松夫 355,000 足立区

大室 康一 1,000,000 足立区

坂東 良雄 80,000 足立区

細沼 順人 200,000 あきる野市

青木 嘉勝 70,000 足立区

石黒 稲蔵 60,000 足立区

数山 惠宥 100,000 足立区

月舘 修一 80,000 足立区

近藤 弥生 100,000 足立区

鈴木 良雄 100,000 足立区

川澄 潔 90,000 足立区

矢作 定雄 60,000 足立区

矢作 信男 120,000 足立区

鈴木 俊一 150,000 埼玉県八潮市

高野 信明 60,000 足立区

青山 100,000 中野区

三浦 啓行 200,000 足立区

三浦 敏男 200,000 足立区

蓮波 富栄 200,000 足立区

植田 満 100,000 渋谷区

鈴木 又右衛門 1,050,000 足立区

木津 雅晟 100,000 埼玉県三郷市

秋山 啓司 300,000 足立区

黒田 俊江 100,000 足立区

川下 政信 60,000 足立区

髙橋 和彦 100,000 足立区

鈴木 宏和 520,000 江戸川区

芳賀 達 300,000 足立区

奥ノ木 信夫 100,000 埼玉県川口市

加藤 和明 100,000 足立区

仙波 健雄 60,000 足立区

鈴木 直道 100,000 北海道札幌市

多田 太郎 100,000 足立区

髙橋 修一 100,000 足立区

白谷 武一 100,000 足立区

小倉 眞樹子 100,000 府中市

柳内 光子 100,000 江戸川区

藤代 耕一 100,000 神奈川県横浜市

里見 治 200,000 板橋区

渡邊 喜一郎 100,000 足立区

榎本 安行 100,000 足立区

原 美智子 100,000 足立区

原 たか子 100,000 足立区

川口 猛志 100,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱要興業 5,000,000 足立区

㈱花徳 1,000,000 足立区

エンドウ・エコレイズ 3,000,000 足立区
㈱
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㈱サンベルクス 1,000,000 足立区

㈱カシマコーポレーシ 500,000 足立区
ョン

㈲白山コーポレーショ 500,000 足立区
ン

芝園開発㈱ 510,000 足立区

㈱第一花き 60,000 足立区

㈱ピーアンドピー 250,000 愛知県豊川市

日成商事㈲ 130,000 足立区

東京都保育推進協議会 200,000 多摩市

㈱ケアシステムズ 1,100,000 足立区

㈱王屋 60,000 足立区

エスイーシーエレベー 70,000 台東区
ター㈱

㈱サンコートーア 330,000 千葉県船橋市

㈱エースシステム 60,000 足立区

田中建設工業㈱ 350,000 足立区

北立建設工業㈱ 1,000,000 千代田区

太和工業㈱ 300,000 足立区

足立建設工業㈱ 1,000,000 足立区

㈱相善 110,000 足立区

㈱セイコーファリティ 100,000 荒川区
ズ

㈱新日本コンサルタン 150,000 台東区
ト

㈱東京クリアセンター 100,000 千代田区

足立区薬剤師連盟 200,000 足立区

足立区私立幼稚園協会 320,000 足立区

（一社）東京港運協会 100,000 港区

足立区測量設計事業協 100,000 足立区
会

インターナショナル岩 70,000 足立区
田企画㈱

㈱いずみ教育研究所 100,000 足立区

㈱榎本工務店 70,000 足立区

㈱解良工務店 60,000 足立区

㈱ドンレミー 100,000 足立区

㈱後藤造園 200,000 足立区

㈱中央シャッター 100,000 足立区

㈲フロンティア 100,000 足立区

幼児音楽出版㈲ 100,000 足立区

㈱東京三田組 400,000 足立区

㈱タカボシ 200,000 足立区

㈱坂本石材 80,000 足立区

㈱千代田セレモニー 130,000 足立区

㈲茂昭 100,000 足立区

日本衛生㈱ 180,000 足立区

ヤオキン商事㈱ 60,000 足立区

まさひろ商事不動産㈱ 60,000 足立区

㈱明世建設 60,000 足立区

㈱ランドトラスト 200,000 葛飾区

三和建設工業㈱ 150,000 足立区

東栄興業㈱ 60,000 足立区

児玉コンクリート工業 80,000 豊島区
㈱

丸澤金属㈱ 60,000 足立区

千印青果㈱ 100,000 足立区

岡田不動産㈱ 100,000 足立区

北足立市場協会 260,000 足立区

東京青果㈱ 100,000 大田区

㈱丸和運輸機関 60,000 埼玉県吉川市

光管財㈱ 120,000 足立区

㈲えくぼ 100,000 足立区

下水道メンテナンス協 100,000 千代田区
同組合

東信工業㈱ 500,000 足立区

一新建設㈱ 100,000 足立区

㈱三浦工務店 500,000 足立区

宗教法人香取神社 100,000 葛飾区

㈲アマダ・コーポレー 100,000 足立区
ション

永島工業㈱ 100,000 足立区

㈱あい設計 100,000 江東区

㈱アセットリード 100,000 新宿区

Ｓ＆Ｄ多摩ホールディ 100,000 立川市
ングス㈱

㈱似鳥工務店 100,000 足立区

㈱ごっつり 100,000 足立区

217 ページ



緑力会 100,000 杉並区

足立区柔道整復師会 200,000 足立区

㈱澤目解体工業 60,000 足立区

関口精工㈱ 100,000 足立区

宗教法人寳藏院 100,000 荒川区

㈱カネテツ 330,000 足立区

（一社）日本標識機構 100,000 港区

デザインフェスタ㈲ 500,000 渋谷区

㈱さいたま資材 200,000 埼玉県越谷市

本清鋼材㈱ 100,000 千葉県松戸市

（一社）東京ハイヤー 200,000 千代田区
・タクシー協会

ニッピ都市開発㈱ 1,000,000 足立区

協和機工㈱ 600,000 足立区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国麺類飲食業政治連 100,000 千代田区
盟

東京都石油政治連盟 150,000 千代田区

全日本不動産政治連盟 150,000 千代田区
東京都本部

東京都宅建政治連盟 250,000 千代田区

東京都歯科医師連盟足 100,000 足立区
立支部

東京都獣医師連盟 100,000 港区

東京都公衆浴場業政治 100,000 千代田区
連盟

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都薬剤師連盟 300,000 千代田区

東京ビルメンテナンス 500,000 荒川区
政治連盟

東京都柔道整復師政治 300,000 文京区
連盟

日本医師連盟 500,000 文京区

全国たばこ販売政治連 100,000 港区
盟東京地区本部

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

泰進会 100,000 埼玉県坂戸市

東京都理容政治連盟 100,000 新宿区

東京都医師政治連盟足 500,000 足立区
立支部

新風会 100,000 千代田区

自由主義研究会 100,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第七支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 6,100,500

前年繰越額 4,577,900

本年収入額 1,522,600

２ 支出総額 3,000,000

（翌年への繰越額） 3,100,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,600
（５０人）

寄附の総額 760,000

政党匿名分を除く寄附の額 760,000

個人からの寄附 400,000

法人その他の団体からの寄附 360,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

政治活動費 3,000,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村越 茂 400,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ヒルマンエス 360,000 足立区
テート

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 1,971,643

前年繰越額 6,843
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本年収入額 1,964,800

２ 支出総額 1,538,621

（翌年への繰越額） 433,022

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,800
（５０人）

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

個人からの寄附 1,200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 150,526

光熱水費 38,248

備品・消耗品費 2,198

事務所費 110,080

政治活動費 1,388,095

組織活動費 1,219,675

機関紙誌の発行その他の事業費 168,420

宣伝事業費 168,420

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

多田 太郎 1,200,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 12,549,100

前年繰越額 7,985,700

本年収入額 4,563,400

２ 支出総額 2,938,600

（翌年への繰越額） 9,610,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,400
（５０人）

寄附の総額 3,800,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,800,000

個人からの寄附 3,800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,938,600

機関紙誌の発行その他の事業費 2,142,100

機関紙誌の発行事業費 768,000

宣伝事業費 1,374,100

調査研究費 796,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大沢 昌克 1,000,000 台東区

高木 一郎 1,000,000 足立区

工藤 哲也 1,800,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 969,011

前年繰越額 951,611

本年収入額 17,400

２ 支出総額 165,997

（翌年への繰越額） 803,014

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,400
（５０人）

４ 支出の内訳

経常経費 83,845

備品・消耗品費 83,845

政治活動費 82,152

組織活動費 82,152

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 3,494,134

前年繰越額 734,734

本年収入額 2,759,400

２ 支出総額 2,233,710
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（翌年への繰越額） 1,260,424

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,400
（６５人）

寄附の総額 1,990,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,990,000

個人からの寄附 630,000

法人その他の団体からの寄附 1,360,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,793,660

人件費 240,000

光熱水費 425,050

備品・消耗品費 765,080

事務所費 363,530

政治活動費 440,050

組織活動費 37,250

機関紙誌の発行その他の事業費 352,800

宣伝事業費 352,800

寄附・交付金 50,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿部 和重 500,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

医療法人社団一怜会 1,200,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 645,177

前年繰越額 628,177

本年収入額 17,000

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 625,177

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,000
（５９人）

４ 支出の内訳

政治活動費 20,000

寄附・交付金 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 11,936,321

前年繰越額 2,930,321

本年収入額 9,006,000

２ 支出総額 7,140,561

（翌年への繰越額） 4,795,760

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５０人）

寄附の総額 8,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,000,000

個人からの寄附 8,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

その他の収入 240,000

１件 １０万円未満のもの 240,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,506,260

人件費 900,000

光熱水費 84,000

備品・消耗品費 402,260

事務所費 120,000

政治活動費 5,634,301

組織活動費 1,200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,178,861

機関紙誌の発行事業費 1,538,218

宣伝事業費 640,643

調査研究費 255,440

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
白石 正輝 6,000,000 足立区

白石 仁規 2,000,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 977,611

前年繰越額 212,608

本年収入額 765,003

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 977,611

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（５９人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 3,003,800

前年繰越額 2,240,000

本年収入額 763,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,003,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,800
（５２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,802,419

前年繰越額 1,029,819

本年収入額 772,600

２ 支出総額 46,440

（翌年への繰越額） 1,755,979

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,600
（６６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

政治活動費 46,440

機関紙誌の発行その他の事業費 46,440

機関紙誌の発行事業費 46,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 １月１８日

円
１ 収入総額 19,065,303

前年繰越額 12,627,703

本年収入額 6,437,600

２ 支出総額 6,628,250

（翌年への繰越額） 12,437,053

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,600
（４５人）

寄附の総額 5,670,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,670,000

個人からの寄附 4,282,000

法人その他の団体からの寄附 1,388,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,053,620

人件費 1,240,000

備品・消耗品費 658,200

事務所費 155,420

政治活動費 4,574,630

組織活動費 689,630

選挙関係費 170,000

調査研究費 215,000

寄附・交付金 3,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 公春 150,000 足立区

山口 友美 150,000 足立区

岡田 恵子 300,000 埼玉県さいたま市

新井 英生 3,000,000 足立区

濵中 厚生 150,000 足立区

岡田 昇 500,000 埼玉県さいたま市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

デックス株式会社 480,000 神奈川県横浜市

旭ビル管理株式会社 288,000 埼玉県さいたま市

青和観光㈱ 500,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 2,280,312

前年繰越額 1,496,712

本年収入額 783,600

２ 支出総額 533,500

（翌年への繰越額） 1,746,812

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 33,600
（９９人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

政治活動費 533,500

機関紙誌の発行その他の事業費 533,500

宣伝事業費 533,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 2,142,806

前年繰越額 490,206

本年収入額 1,652,600

２ 支出総額 1,311,229

（翌年への繰越額） 831,577

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 22,600
（６３人）

寄附の総額 880,000

政党匿名分を除く寄附の額 880,000

個人からの寄附 880,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 466,229

人件費 60,000

備品・消耗品費 176,106

事務所費 230,123

政治活動費 845,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 215,000

寄附・交付金 630,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古性 美恵子 500,000 足立区

石黒 賢司 100,000 足立区

清田 明徳 200,000 埼玉県蕨市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,675,878

前年繰越額 110,478

本年収入額 1,565,400

２ 支出総額 1,531,804

（翌年への繰越額） 144,074

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,400
（５２人）

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

個人からの寄附 800,000
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,161,804

人件費 90,000

光熱水費 119,204

備品・消耗品費 196,600

事務所費 756,000

政治活動費 370,000

組織活動費 370,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉岡 茂 800,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 6,244,400

前年繰越額 5,470,600

本年収入額 773,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,244,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 23,800

（９３人）
本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 6,460,400

前年繰越額 5,356,200

本年収入額 1,104,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,460,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,200
（５０人）

寄附の総額 340,000

政党匿名分を除く寄附の額 340,000

個人からの寄附 340,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

植田 満 100,000 渋谷区

河村 康宏 240,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 1,006,600

前年繰越額 138,000

本年収入額 868,600

２ 支出総額 573,000

（翌年への繰越額） 433,600

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 18,600
（５３人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 750,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 163,000

備品・消耗品費 78,000

事務所費 85,000

政治活動費 410,000

組織活動費 410,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石渡 新一 100,000 足立区
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 30,561,611

前年繰越額 1,144

本年収入額 30,560,467

２ 支出総額 30,264,738

（翌年への繰越額） 296,873

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,800
（１０１人）

寄附の総額 28,630,667

政党匿名分を除く寄附の額 28,630,667

個人からの寄附 19,905,667

法人その他の団体からの寄附 7,395,000

政治団体からの寄附 1,330,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,900,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党足立総支部連合会 800,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 310,000

自由民主党神奈川県第五選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第十三選挙区支部 500,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,264,738

人件費 1,891,800

光熱水費 20,847

備品・消耗品費 39,391

事務所費 312,700

政治活動費 28,000,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,000,000
係る支出

寄附・交付金 28,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

三原 將嗣 100,000 足立区

小倉 伸一 60,000 足立区

小金井 寛 70,000 足立区

峯岸 茂隆 350,000 足立区

木沢 等 100,000 足立区

村越 茂 500,000 足立区

森川 美知子 5,000,000 葛飾区

森川 尚文 2,000,000 葛飾区

横山 恭臣 330,000 足立区

馬場 多津雄 210,000 足立区

鈴木 博利 150,000 足立区

鴨下 稔 300,000 足立区

鴨下 甚治 200,000 足立区

峯岸 邦治 530,000 足立区

峯岸 礼子 230,000 足立区

冨澤 松夫 156,000 足立区

田尻 好賢 100,000 足立区

眞下 勝彦 2,000,000 埼玉県蕨市

小澤 洋介 100,000 墨田区

井口 保雄 300,000 足立区

發地 易隆 721,667 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社丸三興業 90,000 足立区

昭栄自動車株式会社 60,000 足立区

株式会社タカショー 60,000 神奈川県藤沢市

弘済運輸株式会社 60,000 足立区

有限会社匠建設 60,000 埼玉県草加市

アムス・インターナシ 60,000 豊島区
ョナル株式会社

日東燃料工業株式会社 590,000 足立区

株式会社遥工業 60,000 埼玉県八潮市

栗駒電気工事株式会社 1,000,000 足立区

株式会社伸和建設 400,000 足立区

北足立市場協会 100,000 足立区

足立区清掃懇話会 200,000 足立区

白井運輸株式会社 100,000 足立区

河原実業株式会社 200,000 足立区
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株式会社三浦工務店 300,000 足立区

横田造園株式会社 100,000 足立区

日東エネルギー・ホー 500,000 足立区
ルディングス株式会社

株式会社中村建設 150,000 足立区

株式会社谷口 90,000 足立区

東京弘済物流株式会社 60,000 足立区

株式会社ヒルマンエス 100,000 足立区
テート

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟足 500,000 足立区
立支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

發地 易隆 1,200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都足立区第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 2,284,676

前年繰越額 513,276

本年収入額 1,771,400

２ 支出総額 1,917,793

（翌年への繰越額） 366,883

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,400
（６１人）

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

個人からの寄附 800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 950,000
入

自由民主党足立総支部連合会 750,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 720,000

人件費 360,000

事務所費 360,000

政治活動費 1,197,793

機関紙誌の発行その他の事業費 577,793

機関紙誌の発行事業費 379,793

宣伝事業費 198,000

寄附・交付金 620,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鹿浜 昭 500,000 足立区

鹿浜 清 300,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党葛飾総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 6,687,933

前年繰越額 3,249,509

本年収入額 3,438,424

２ 支出総額 4,332,012

（翌年への繰越額） 2,355,921

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,592,400
（２，０３９人）

寄附の総額 246,000

政党匿名分を除く寄附の額 246,000

個人からの寄附 117,000

法人その他の団体からの寄附 129,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 1,254,599

人件費 897,342

備品・消耗品費 291,896

事務所費 65,361

政治活動費 3,077,413
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,800,000
係る支出

組織活動費 67,303

機関紙誌の発行その他の事業費 606,100

機関紙誌の発行事業費 231,000

宣伝事業費 375,100

寄附・交付金 2,400,000

その他の経費 4,010

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自民党区議団 129,000 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第三支部

報告年月日 令和 ４年 ４月１４日
円

１ 収入総額 7,949,480

前年繰越額 7,949,470

本年収入額 10

２ 支出総額 533,810

（翌年への繰越額） 7,415,670

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 19,800

事務所費 19,800

政治活動費 514,010

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 400,000
係る支出

組織活動費 4,010

寄附・交付金 510,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,614,435

前年繰越額 383,635

本年収入額 2,230,800

２ 支出総額 2,601,280

（翌年への繰越額） 13,155

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,800
（８０人）

寄附の総額 1,303,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,303,000

個人からの寄附 883,000

法人その他の団体からの寄附 120,000

政治団体からの寄附 300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 84,900

人件費 50,000

備品・消耗品費 3,000

事務所費 31,900

政治活動費 2,516,380

組織活動費 45,900

選挙関係費 2,100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 370,480

宣伝事業費 370,480

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

和泉 武彦 100,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

葛飾区歯科医師連盟 200,000 葛飾区

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第十三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,253,888

前年繰越額 729,888

本年収入額 1,524,000

２ 支出総額 2,129,382
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（翌年への繰越額） 124,506

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,000
（１００人）

寄附の総額 410,000

政党匿名分を除く寄附の額 410,000

個人からの寄附 280,000

法人その他の団体からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 120,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,090,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都中央区第二十支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 10,000

自由民主党東京都葛飾区第三支部 100,000

自由民主党東京都江戸川区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

自由民主党東京都台東区第三十三支部 10,000

自由民主党東京都板橋区第二十八支部 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 923,202

人件費 320,000

備品・消耗品費 258,542

事務所費 344,660

政治活動費 1,206,180

組織活動費 456,680

選挙関係費 230,000

機関紙誌の発行その他の事業費 359,500

宣伝事業費 359,500

調査研究費 160,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 1,431,400

前年繰越額 781,400

本年収入額 650,000

２ 支出総額 1,431,400

（翌年への繰越額） 0

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 650,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 600,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,431,400

選挙関係費 1,431,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 3,474,412

前年繰越額 0

本年収入額 3,474,412

２ 支出総額 3,338,400

（翌年への繰越額） 136,012

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,000
（１０２人）

寄附の総額 2,023,412

政党匿名分を除く寄附の額 2,023,412

個人からの寄附 1,033,412

法人その他の団体からの寄附 820,000

政治団体からの寄附 170,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,420,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 500,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 100,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 600,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 10,000

自由民主党埼玉県東第１０区第二支部 10,000
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自由民主党東京都台東区第十六支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党東京都墨田区第三支部 10,000

自由民主党東京都豊島区第二十六支部 10,000

自由民主党東京都北区第三十一支部 10,000

自由民主党東京都新宿区第二十五支部 10,000

自由民主党東京都葛飾区第三支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 18,400

備品・消耗品費 18,400

政治活動費 3,320,000

組織活動費 20,000

選挙関係費 900,000

寄附・交付金 2,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安西 将信 430,412 葛飾区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国認可保育所東京都 100,000 葛飾区
認証保育所協会

有限会社金井田商事 60,000 葛飾区

医療法人社団嬉泉会 80,000 埼玉県春日部市

東京都環境衛生事業協 100,000 葛飾区
同組合葛飾区支部

株式会社広正社 150,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 3,675,800

前年繰越額 2,618,200

本年収入額 1,057,600

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,675,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,600
（１０３人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,000,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 10,000

自由民主党東京都足立区第３支部 30,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 5,329,599

前年繰越額 1,922,999

本年収入額 3,406,600

２ 支出総額 1,299,729

（翌年への繰越額） 4,029,870

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,600
（１０１人）

寄附の総額 2,050,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,050,000

法人その他の団体からの寄附 2,050,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 104,000

区政報告会 104,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,220,000
入

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 300,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 10,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,299,729

組織活動費 25,000
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機関紙誌の発行その他の事業費 1,264,729

宣伝事業費 1,094,845

その他の事業費 169,884

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

橘法律事務所 1,000,000 港区

松原教育企画 1,000,000 大阪府大阪市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第二十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 929,800

前年繰越額 0

本年収入額 929,800

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 929,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 29,800
（１０１人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 800,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 600,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 1,923,732

前年繰越額 796,132

本年収入額 1,127,600

２ 支出総額 1,050,304

（翌年への繰越額） 873,428

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,600
（９５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,100,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第三支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 200,000

事務所費 200,000

政治活動費 850,304

組織活動費 152,800

機関紙誌の発行その他の事業費 605,504

機関紙誌の発行事業費 85,504

宣伝事業費 520,000

調査研究費 92,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第二十五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,265,480

前年繰越額 232,080

本年収入額 1,033,400

２ 支出総額 962,994

（翌年への繰越額） 302,486

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 33,400
（１０７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,000,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 244,444

備品・消耗品費 244,444
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政治活動費 718,550

組織活動費 105,000

調査研究費 613,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第二十六支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,529,510

前年繰越額 827,510

本年収入額 2,702,000

２ 支出総額 1,866,032

（翌年への繰越額） 1,663,478

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 62,000
（２０１人）

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

法人その他の団体からの寄附 100,000

政治団体からの寄附 1,100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,440,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 300,000

自由民主党東京都北区第三十支部 10,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

４ 支出の内訳

政治活動費 1,866,032

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 900,000
係る支出

調査研究費 806,032

寄附・交付金 1,060,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都北運輸株式会社 100,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

葛飾区歯科医師連盟 100,000 葛飾区

東京都鍼灸師連盟 100,000 豊島区

東京都柔道整復師政治 100,000 文京区
連盟

東京都医師政治連盟葛 500,000 葛飾区
飾支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 3,466,160

前年繰越額 1,266,160

本年収入額 2,200,000

２ 支出総額 518,068

（翌年への繰越額） 2,948,092

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,300,000

法人その他の団体からの寄附 1,300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 518,068

備品・消耗品費 236,406

事務所費 281,662

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

医療法人社団晴恵会 1,300,000 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,278,584

前年繰越額 89,784

本年収入額 3,188,800

２ 支出総額 2,793,036

（翌年への繰越額） 485,548

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 33,800
（１０１人）

寄附の総額 1,895,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,895,000

個人からの寄附 1,570,000

法人その他の団体からの寄附 205,000

政治団体からの寄附 120,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,260,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第二支部 200,000

自由民主党東京都葛飾区第三支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 259,079

光熱水費 682

備品・消耗品費 138,639

事務所費 119,758

政治活動費 2,533,957

選挙関係費 1,700,000

機関紙誌の発行その他の事業費 747,996

宣伝事業費 747,996

調査研究費 85,961

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋家 福市郎 100,000 葛飾区

秋家 慶子 60,000 葛飾区

秋家 慶一 60,000 葛飾区

浮谷 茂和 80,000 葛飾区

村山 享子 60,000 千葉県松戸市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 2,939,383

前年繰越額 478,183

本年収入額 2,461,200

２ 支出総額 2,369,809

（翌年への繰越額） 569,574

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,200
（１００人）

寄附の総額 1,201,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,201,000

個人からの寄附 901,000

政治団体からの寄附 300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,230,000
入

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 300,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 800,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 10,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都葛飾区第三支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,041,549

人件費 700,000

光熱水費 47,898

備品・消耗品費 45,151

事務所費 248,500

政治活動費 1,328,260

組織活動費 541,300

選挙関係費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 586,960

宣伝事業費 586,960

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

葛飾区歯科医師連盟 200,000 葛飾区

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,692,320

前年繰越額 0

本年収入額 1,692,320

２ 支出総額 714,871

（翌年への繰越額） 977,449

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 842,320

政党匿名分を除く寄附の額 842,320

個人からの寄附 835,000

政治団体からの寄附 7,320

借入金 200,000

小野瀬 祐次 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 650,000
入

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 500,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 714,871

組織活動費 271,562

機関紙誌の発行その他の事業費 243,309

宣伝事業費 243,309

その他の経費 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

澤口 勝利 500,000 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,517,200

前年繰越額 0

本年収入額 1,517,200

２ 支出総額 874,657

（翌年への繰越額） 642,543

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 35,200
（１１７人）

寄附の総額 682,000

政党匿名分を除く寄附の額 682,000

個人からの寄附 360,000

政治団体からの寄附 322,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 800,000
入

自由民主党葛飾総支部 100,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 600,000

自由民主党東京都葛飾区第二十六支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 484,494

人件費 200,000

備品・消耗品費 284,494

政治活動費 390,163

組織活動費 182,157

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 108,006

宣伝事業費 108,006

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

さいとう大介後援会 222,000 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都葛飾区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 660,000

前年繰越額 0

本年収入額 660,000

２ 支出総額 91,791

（翌年への繰越額） 568,209

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 10,000
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政治団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都第十七選挙区支部 500,000

自由民主党葛飾総支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 14,093

備品・消耗品費 14,093

政治活動費 77,698

組織活動費 25,000

機関紙誌の発行その他の事業費 52,698

機関紙誌の発行事業費 18,360

宣伝事業費 34,338

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党江戸川総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 5,220,232

前年繰越額 2,354,218

本年収入額 2,866,014

２ 支出総額 2,085,719

（翌年への繰越額） 3,134,513

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,266,000
（２，２３１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 600,000
入

自由民主党東京都支部連合会 600,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 57,842

備品・消耗品費 16,112

事務所費 41,730

政治活動費 2,027,877

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,000,000
係る支出

組織活動費 437,146

機関紙誌の発行その他の事業費 590,731

宣伝事業費 590,731

寄附・交付金 1,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第三支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 1,635,168

前年繰越額 335,168

本年収入額 1,300,000

２ 支出総額 150,000

（翌年への繰越額） 1,485,168

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 300,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 150,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 150,000
係る支出

寄附・交付金 150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩楯 重治 1,000,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第四支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 7,564,000

前年繰越額 0

本年収入額 7,564,000

２ 支出総額 7,564,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 64,000
（１９８人）

寄附の総額 4,820,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,820,000
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法人その他の団体からの寄附 1,630,000

政治団体からの寄附 3,190,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,680,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党江戸川総支部 500,000

自由民主党東京都千代田区第二十六支部 30,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都江戸川区第三十二支部 50,000

自由民主党東京都江戸川区第四十七支部 10,000

自由民主党東京都江戸川区第二十八支部 10,000

自由民主党東京都江戸川区第四十五支部 10,000

自由民主党埼玉県東第十区第三支部 10,000

自由民主党千葉県第五選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 100,000
部

自由民主党神奈川県第十選挙区支部 50,000

自由民主党東京都第十六選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 700,000

４ 支出の内訳

政治活動費 7,564,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 210,000
係る支出

寄附・交付金 7,564,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社ヤマヨシ 120,000 中央区

春江倉庫株式会社 120,000 江戸川区

有限会社丸善ウメザワ 120,000 江戸川区

株式会社スイコウ 100,000 江戸川区

株式会社イム都市設計 500,000 杉並区

Ｓ＆Ｄ多摩ホールディ 100,000 立川市
ングス株式会社

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

東京都公衆浴場業政治 100,000 千代田区
連盟

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

江戸川区歯科医師連盟 300,000 江戸川区

東京ビルメンテナンス 500,000 荒川区
政治連盟

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 5,664,200

前年繰越額 1,433,600

本年収入額 4,230,600

２ 支出総額 1,340,000

（翌年への繰越額） 4,324,200

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,600
（１００人）

寄附の総額 3,700,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,700,000

個人からの寄附 2,100,000

法人その他の団体からの寄附 1,600,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 720,000

人件費 720,000

政治活動費 620,000

組織活動費 620,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

須賀 精二 2,000,000 江戸川区

油井 健一 100,000 中央区
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（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社セントラルエ 1,500,000 江戸川区
アコン

（一社）京葉鈴木塾 100,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第二十四支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 3,511,200

前年繰越額 3,096,000

本年収入額 415,200

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,511,200

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,200
（５３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 400,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第二十七支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 10,464,311

前年繰越額 8,601,711

本年収入額 1,862,600

２ 支出総額 1,624,691

（翌年への繰越額） 8,839,620

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,600
（５１人）

寄附の総額 1,347,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,347,000

個人からの寄附 525,000

法人その他の団体からの寄附 822,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 310,380

人件費 130,000

光熱水費 7,228

備品・消耗品費 127,435

事務所費 45,717

政治活動費 1,314,311

組織活動費 604,030

機関紙誌の発行その他の事業費 72,000

宣伝事業費 72,000

調査研究費 138,281

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中里 明 60,000 江戸川区

須賀 玲子 100,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社スイコウ 500,000 江戸川区

加川建業株式会社 100,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 1,054,033

前年繰越額 242,233

本年収入額 811,800

２ 支出総額 809,383

（翌年への繰越額） 244,650

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 18,800
（５３人）

寄附の総額 93,000

政党匿名分を除く寄附の額 93,000

個人からの寄附 93,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 700,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 95,417

備品・消耗品費 39,800

事務所費 55,617
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政治活動費 713,966

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 600,166

調査研究費 63,800

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第二十九支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 7,435,360

前年繰越額 599,360

本年収入額 6,836,000

２ 支出総額 5,707,600

（翌年への繰越額） 1,727,760

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（５６人）

寄附の総額 6,320,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,320,000

個人からの寄附 4,820,000

法人その他の団体からの寄附 1,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,802,000

人件費 1,200,000

光熱水費 360,000

備品・消耗品費 642,000

事務所費 600,000

政治活動費 2,905,600

組織活動費 2,490,000

調査研究費 415,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

福本 光浩 4,000,000 江戸川区

油井 健一 100,000 中央区

鈴木 将仁 500,000 江戸川区

西塚 智 100,000 江戸川区

落合 雄治 100,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱イーテック 1,000,000 江戸川区

鈴木自工株式会社 500,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第三十支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 750,000

前年繰越額 0

本年収入額 750,000

２ 支出総額 750,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 250,000

政党匿名分を除く寄附の額 250,000

個人からの寄附 200,000

法人その他の団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 750,000

寄附・交付金 750,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

芝田 京子 100,000 江戸川区

杉澤 千秋 100,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 3,295,234

前年繰越額 2,780,634

本年収入額 514,600

２ 支出総額 70,000
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（翌年への繰越額） 3,225,234

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 14,600
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 70,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 70,000
係る支出

寄附・交付金 70,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 500,000

前年繰越額 0

本年収入額 500,000

２ 支出総額 500,000

（翌年への繰越額） 0

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 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 500,000

調査研究費 500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 16,197,994

前年繰越額 180

本年収入額 16,197,814

２ 支出総額 13,903,593

（翌年への繰越額） 2,294,401

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 32,800
（１０６人）

寄附の総額 13,565,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,565,000

個人からの寄附 3,830,000

法人その他の団体からの寄附 7,925,000

政治団体からの寄附 1,810,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,600,000
入

自由民主党江戸川総支部 500,000

自由民主党埼玉県東第十区第三支部 10,000

自由民主党神奈川県第五選挙区支部 100,000

自由民主党千葉県第五選挙区支部 100,000

自由民主党東京都江戸川区第三十二支部 10,000

自由民主党東京都江戸川区第四十五支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

自由民主党東京都支部連合会 1,020,000

自由民主党東京都渋谷区第十八支部 10,000

自由民主党東京都第七選挙区支部 50,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 10,000

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 5,960,730

人件費 2,529,665

備品・消耗品費 982,586

事務所費 2,448,479

政治活動費 7,942,863

組織活動費 1,756,423

選挙関係費 4,745,393

機関紙誌の発行その他の事業費 1,441,047

宣伝事業費 1,441,047

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

栗山 義広 200,000 江戸川区
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須賀 裕一 1,500,000 江戸川区

及川 明 100,000 江戸川区

小泉 敏夫 110,000 江戸川区

小泉 定雄 110,000 江戸川区

小池 紳介 60,000 江戸川区

青山 100,000 中野区

田島 和明 100,000 江戸川区

平田 善信 100,000 江戸川区

島村 宜伸 100,000 江戸川区

柳内 光子 100,000 江戸川区

大高 勝治 100,000 江戸川区

大高 操 150,000 江戸川区

内田 茂 100,000 千代田区

大高 一憲 100,000 江戸川区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

トーレイ輸送㈱ 1,200,000 江戸川区

栗山自動車工業㈱ 100,000 江戸川区

㈱トラスキー 500,000 江戸川区

㈱ＬＩＦＥ Ｋ 100,000 江戸川区

㈱アクアマリン 100,000 江戸川区

㈱スイコウ 100,000 江戸川区

㈱イーテック 200,000 江戸川区

㈱イチグミ 100,000 江戸川区

江戸川運輸施設協同組 200,000 江戸川区
合

信濃運輸㈱ 200,000 江戸川区

シナノライン㈱ 100,000 江戸川区

㈱ＳＦＣライン 100,000 江戸川区

㈱ランビック 100,000 埼玉県越谷市

㈱ケイアンドケイエン 100,000 江戸川区
タープライズ

東京車検整備㈱ 100,000 千葉県浦安市

葛西物流㈱ 100,000 江戸川区

㈱ＮＫコンサルティン 100,000 千葉県市川市
グ

東鉄運輸株式会社 100,000 江戸川区

エコアティア㈱ 300,000 江戸川区

日本給食㈱ 1,000,000 江戸川区

大栄土地㈱ 1,000,000 江戸川区

インテンス㈱ 200,000 江戸川区

㈱日成ストマック・ト 1,000,000 江戸川区
ーキョー

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

江戸川区歯科医師連盟 300,000 江戸川区

泰進会 100,000 埼玉県坂戸市

東京都医師政治連盟江 1,000,000 江戸川区
戸川支部

江戸川区薬剤師連盟 60,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 4,656,400

前年繰越額 4,256,400

本年収入額 400,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,656,400

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 400,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第四十支部

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 1,113,620

前年繰越額 393,620

本年収入額 720,000

２ 支出総額 805,730

（翌年への繰越額） 307,890

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（５７人）

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 100,000

法人その他の団体からの寄附 100,000
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 805,730

組織活動費 805,730

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

油井 健一 100,000 中央区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一般社団法人京葉鈴木 100,000 江戸川区
政経塾

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第四十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 648,736

前年繰越額 32,336

本年収入額 616,400

２ 支出総額 514,007

（翌年への繰越額） 134,729

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,400
（５０人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 304,007

人件費 60,000

光熱水費 41,272

備品・消耗品費 22,735

事務所費 180,000

政治活動費 210,000

組織活動費 210,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

油井 健一 100,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第四十三支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 617,400

前年繰越額 3,600

本年収入額 613,800

２ 支出総額 599,000

（翌年への繰越額） 18,400

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,800
（５０人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 500,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 301,000

人件費 120,000

備品・消耗品費 181,000

政治活動費 298,000

組織活動費 298,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

油井 健一 100,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第四十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 1,178,491

前年繰越額 296,291

本年収入額 882,200

２ 支出総額 980,370

（翌年への繰越額） 198,121
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,200
（８６人）

寄附の総額 855,000

政党匿名分を除く寄附の額 855,000

個人からの寄附 775,000

法人その他の団体からの寄附 80,000

４ 支出の内訳

経常経費 708,273

光熱水費 25,260

備品・消耗品費 136,743

事務所費 546,270

政治活動費 272,097

組織活動費 84,797

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 157,300

宣伝事業費 157,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 智夫 675,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第四十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 7,750,344

前年繰越額 4,728,944

本年収入額 3,021,400

２ 支出総額 1,910,440

（翌年への繰越額） 5,839,904

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,400
（７７人）

寄附の総額 2,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,300,000

個人からの寄附 2,300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 700,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 500,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 449,640

人件費 360,000

備品・消耗品費 89,640

政治活動費 1,460,800

組織活動費 1,460,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

齊藤 正隆 2,000,000 江戸川区

中島 恵子 300,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都江戸川区第五十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 228,000

前年繰越額 0

本年収入額 228,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 228,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,000
（１０２人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都第十六選挙区支部 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

油井 健一 100,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党八王子総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 17,205,413

前年繰越額 10,042,740

本年収入額 7,162,673
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２ 支出総額 7,563,719

（翌年への繰越額） 9,641,694

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,517,600
（２，４５６人）

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

個人からの寄附 20,000

法人その他の団体からの寄附 130,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,410,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 1,000,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 560,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 100,000

自由民主党東京都八王子市第十二支部 100,000

その他の収入 85,073

１件 １０万円未満のもの 85,073

４ 支出の内訳

経常経費 3,455,672

人件費 1,680,000

備品・消耗品費 331,841

事務所費 1,443,831

政治活動費 4,108,047

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,183,250
係る支出

組織活動費 1,209,050

選挙関係費 275,747

機関紙誌の発行その他の事業費 440,000

機関紙誌の発行事業費 440,000

寄附・交付金 2,183,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 950,750

前年繰越額 595,750

本年収入額 355,000

２ 支出総額 950,750

（翌年への繰越額） 0

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 355,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党八王子総支部 55,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 950,750

寄附・交付金 950,750

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第十支部

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 8,913,750

前年繰越額 5,713,750

本年収入額 3,200,000

２ 支出総額 3,550,000

（翌年への繰越額） 5,363,750

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 3,550,000

寄附・交付金 3,550,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩田 祐樹 3,000,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第十一支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 1,001,000
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前年繰越額 0

本年収入額 1,001,000

２ 支出総額 990,000

（翌年への繰越額） 11,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,001,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,001,000

個人からの寄附 1,001,000

４ 支出の内訳

政治活動費 990,000

機関紙誌の発行その他の事業費 990,000

宣伝事業費 990,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高木 順一 1,001,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第十二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 28,463,459

前年繰越額 19,959

本年収入額 28,443,500

２ 支出総額 26,052,277

（翌年への繰越額） 2,411,182

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 118,500
（３０２人）

寄附の総額 25,536,000

政党匿名分を除く寄附の額 25,536,000

個人からの寄附 16,425,000

法人その他の団体からの寄附 6,531,000

政治団体からの寄附 2,580,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,299,000

解散式 197,000

ゴルフコンペ 762,000

忘年会 340,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,490,000
入

自由民主党八王子総支部 300,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都八王子市第二十八支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十九支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第十支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第十七支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十三支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十六支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十七支部 20,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 700,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 20,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都八王子市第三十二支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第八支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第二十二支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十八支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十四支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十五支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,892

事務所費 12,892

政治活動費 26,039,385

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 750,000
係る支出

組織活動費 20,000

選挙関係費 10,650,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,269,385

その他の事業費 1,269,385

寄附・交付金 14,100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平川 淳一 200,000 八王子市

内田 薫 1,000,000 八王子市
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阿久井 義人 152,000 八王子市

恩田 志保 60,000 八王子市

小池 武則 6,010,000 八王子市

根岸 雅也 310,000 八王子市

中林 秀人 230,000 八王子市

清水 達也 80,000 八王子市

清水 宣彦 110,000 八王子市

飯田 すみ子 100,000 八王子市

西山 茂 5,000,000 八王子市

野嶋 和之 110,000 八王子市

清水 良真 100,000 八王子市

村内 道昌 100,000 八王子市

平野 一男 122,000 八王子市

安藤 高夫 200,000 練馬区

木下 昭宏 300,000 八王子市

越智 亨 100,000 稲城市

斉藤 秀樹 96,000 八王子市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱メルシーフラワー 100,000 八王子市

大本山高尾山 100,000 八王子市

㈱エイト 200,000 八王子市

㈱小林海苔店 100,000 昭島市

安藤物産㈱ 100,000 八王子市

社会保険労務士法人山 100,000 八王子市
本労務

アクシス㈱ 100,000 八王子市

㈱都市クリエイト 336,000 八王子市

㈱谷口実業 336,000 八王子市

野田建設工業㈱ 336,000 八王子市

㈱いしまさコーポレー 136,000 八王子市
ション

㈱レインボー 500,000 八王子市

㈱日商平野 236,000 八王子市

㈱明宝 100,000 八王子市

㈱Ｃ・Ｌ・Ｒ 136,000 八王子市

セキュリオン２４㈱ 300,000 八王子市

㈱アーバン 100,000 八王子市

㈱博栄不動産 300,000 八王子市

㈱寿建設 100,000 八王子市

東和プリント工業㈱ 100,000 八王子市

㈱ディーライン 100,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京精神科病院政治連 100,000 府中市
盟

２１世紀政策研究会 500,000 千代田区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

はぎうだ光一後援会 500,000 八王子市

東京都医師政治連盟八 500,000 八王子市
王子支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

東京都八南歯科医師連 100,000 八王子市
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第十七支部

報告年月日 令和 ４年 ５月１９日
円

１ 収入総額 200,000

前年繰越額 0

本年収入額 200,000

２ 支出総額 200,000

（翌年への繰越額） 0

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 200,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 200,000

寄附・交付金 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第二十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 41,461,973

前年繰越額 9,795,325

本年収入額 31,666,648

２ 支出総額 25,500,000

（翌年への繰越額） 15,961,973
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 82,500
（２００人）

寄附の総額 29,514,000

政党匿名分を除く寄附の額 29,514,000

個人からの寄附 11,044,000

法人その他の団体からの寄附 15,125,000

政治団体からの寄附 3,345,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,070,000
入

自由民主党八王子総支部 330,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 520,000

自由民主党東京都八王子市第三十四支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十八支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 730,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 20,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党東京都目黒区第二十六支部 10,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 100,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第三十五支部 10,000

自由民主党東京都町田市第十六支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第十支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十九支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第二十八支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十六支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第十七支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十三支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第三十七支部 10,000

その他の収入 148

１件 １０万円未満のもの 148

４ 支出の内訳

政治活動費 25,500,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,300,000
係る支出

選挙関係費 9,700,000

寄附・交付金 15,800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

赤上 晃 370,000 八王子市

伊藤 秀久 100,000 八王子市

臼井 賢市 112,000 八王子市

岡田 勝 64,000 八王子市

小俣 治久 100,000 八王子市

木下 晶子 112,000 八王子市

木村 真悟 312,000 八王子市

工藤 龍彦 120,000 八王子市

黒須 弘道 440,000 八王子市

黒須 光隆 360,000 八王子市

黒須 隆一 236,000 八王子市

小山 隆司 56,000 八王子市

齋藤 秀文 330,000 八王子市

佐宗 克明 100,000 八王子市

嶋村 晶仁 90,000 八王子市

嶋村 紀子 1,060,000 八王子市

田代 金三 80,000 八王子市

田代 平二 52,000 八王子市

田中 俊壽 54,000 八王子市

田邉 隆一郎 220,000 八王子市

谷口 健吉 100,000 八王子市

綱嶋 功 122,000 八王子市

鳥山 昌秀 62,000 京都府木津川市

並木 勇 52,000 八王子市

西島 重信 160,000 八王子市

橋本 孝 150,000 八王子市

橋本 治義 100,000 八王子市

保立 允 60,000 小金井市

溝口 喜重 100,000 八王子市

村内 道昌 100,000 八王子市

村田 忠男 100,000 八王子市
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茂木 徹 692,000 八王子市

山田 純一 100,000 八王子市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈲大洋工芸 70,000 八王子市

多摩興産㈱ 186,000 杉並区

㈱ライジング 86,000 八王子市

高尾登山電鉄㈱ 136,000 八王子市

西東京生コンクリート 100,000 八王子市
㈱

㈲町田商店 70,000 八王子市

㈱松村地所 160,000 八王子市

㈱三谷建設 136,000 八王子市

東和プリント工業㈱ 272,000 八王子市

㈱なか安 236,000 八王子市

㈱フロンティア建設 136,000 神奈川県相模原市

アイディール㈱ 136,000 八王子市

森屋建設㈱ 116,000 八王子市

㈱三恵建設 86,000 八王子市

杏悠 72,000 八王子市

東山工業㈱協力会東友 300,000 八王子市
会

㈱トータルメディア開 122,000 千代田区
発研究所

㈲小俣ステンレス 86,000 八王子市

三和興業㈲ 55,000 八王子市

㈱寺田工務店 100,000 八王子市

㈱デカルジャパン 100,000 八王子市

㈱加藤ガス設備 66,000 八王子市

㈱リフォハウス 136,000 八王子市

㈱アーバン 72,000 八王子市

巴山建設㈱ 100,000 調布市

八王子薬剤師会役員一 200,000 八王子市
同

㈱八王子たか匠 60,000 八王子市

㈱タック 336,000 八王子市

石井化学産業㈱ 76,000 八王子市

㈱フェイスフル 136,000 八王子市

㈱まるき 56,000 八王子市

加藤工業㈱ 56,000 八王子市

㈱イーエス・ウォータ 100,000 多摩市
ーネット

㈱サクラヒルズ 136,000 多摩市

㈱アトラス広告社 86,000 八王子市

㈱第一グリーン 136,000 八王子市

たなべ物産㈱ 176,000 八王子市

山一商事㈱ 86,000 八王子市

ハンセン・ジャパン㈱ 108,000 千代田区

㈱住宅工営 380,000 八王子市

㈱中村製材所 100,000 八王子市

㈱東和ホールディング 260,000 八王子市
スグループ

㈱住宅工営販売 170,000 八王子市

㈱ジェイレンタル 500,000 八王子市

㈱ピー・ディ・シー 220,000 八王子市

鷹取建材㈱ 180,000 神奈川県相模原市

㈱ＡＮＤＯ Ｂｕｓｉ 110,000 八王子市
ｎｅｓｓ Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓ

㈱クウセツ 56,000 八王子市

㈱ＪＲＳ 108,000 昭島市

安藤物産㈱ 100,000 八王子市

㈱トリアド工房 96,000 八王子市

㈱レインボー 500,000 八王子市

平和観光㈱ 100,000 八王子市

㈱イシイサービス 370,000 八王子市

㈱北野薬局 136,000 八王子市

㈱国分工務店 100,000 八王子市

㈱Ｆｄｅｓｉｇｎ 100,000 神奈川県相模原市

㈱エイト 372,000 八王子市

医療法人社団弘智会 200,000 八王子市

㈲バイオレット 100,000 八王子市

大本山高尾山 100,000 八王子市

八王子薬剤師連盟 100,000 八王子市

㈱ＧＬＯＢＡＬ ＫＯ 100,000 八王子市
ＥＩ

美ささ㈱ 100,000 八王子市

美ささ不動産㈱ 200,000 八王子市

アクシス㈱ 200,000 八王子市
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㈱アクシスアンドプロ 200,000 八王子市
マックス

㈱東緑化 100,000 八王子市

一般社団法人東京精神 100,000 府中市
科病院協会

八王子南多摩建築組合 70,000 八王子市

㈱ヤコー 100,000 八王子市

アイランド建工㈱ 200,000 八王子市

巴山興業㈱ 280,000 調布市

㈱ハートフル 136,000 八王子市

㈱多摩緑化 66,000 八王子市

文吾林造園㈱ 86,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都宅建政治連盟 100,000 千代田区

東京都八南歯科医師連 180,000 八王子市
盟

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都歯科医師連盟 60,000 千代田区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟八 500,000 八王子市
王子支部

はぎうだ光一後援会 500,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第二十二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 502,000

前年繰越額 166,750

本年収入額 335,250

２ 支出総額 300,000

（翌年への繰越額） 202,000

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 335,250
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党八王子総支部 35,250

自由民主党東京都八王子市第二十支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 300,000

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第二十八支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 2,733,509

前年繰越額 14,205

本年収入額 2,719,304

２ 支出総額 2,630,354

（翌年への繰越額） 103,155

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,519,304

政党匿名分を除く寄附の額 2,519,304

個人からの寄附 2,454,304

法人その他の団体からの寄附 65,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,654

事務所費 3,654

政治活動費 2,626,700

組織活動費 6,500

選挙関係費 10,000

機関紙誌の発行その他の事業費 85,200

宣伝事業費 85,200

寄附・交付金 2,525,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山本 法史 100,000 八王子市

鈴木 はるみ 140,000 八王子市

鈴木 玲央 2,152,204 八王子市

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２９年 ２月１３日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,300,000
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 508,164

前年繰越額 208,162

本年収入額 300,002

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 508,164

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 300,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 100,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十二支部

報告年月日 令和 ４年 １月２２日
円

１ 収入総額 1,486,810

前年繰越額 1,046,810

本年収入額 440,000

２ 支出総額 300,000

（翌年への繰越額） 1,186,810

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 110,000

政党匿名分を除く寄附の額 110,000

個人からの寄附 60,000

法人その他の団体からの寄附 50,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 330,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 210,000

自由民主党東京都八王子市第二十支部 110,000

自由民主党東京都八王子市第十二支部 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 300,000

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 250,000

前年繰越額 0

本年収入額 250,000

２ 支出総額 250,000

（翌年への繰越額） 0

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 250,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党八王子総支部 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 250,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,000
係る支出

寄附・交付金 250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 875,317

前年繰越額 535,063

本年収入額 340,254

２ 支出総額 152,750

（翌年への繰越額） 722,567

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 15,000

政党匿名分を除く寄附の額 15,000

個人からの寄附 15,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 325,250
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

自由民主党八王子総支部 25,250

自由民主党東京都八王子市第二十支部 100,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 1,750
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備品・消耗品費 1,750

政治活動費 151,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 21,000

寄附・交付金 130,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 2,311,250

前年繰越額 2,101,250

本年収入額 210,000

２ 支出総額 544,700

（翌年への繰越額） 1,766,550

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 200,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,700

備品・消耗品費 4,700

政治活動費 540,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 40,000
係る支出

寄附・交付金 540,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十六支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 2,295,000

前年繰越額 1,785,000

本年収入額 510,000

２ 支出総額 545,000

（翌年への繰越額） 1,750,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 210,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 210,000

４ 支出の内訳

政治活動費 545,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 35,000
係る支出

組織活動費 5,000

寄附・交付金 540,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

杉本 當正 300,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 500,000

前年繰越額 400,000

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 500,000

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 100,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 603,400

前年繰越額 403,400

本年収入額 200,000

２ 支出総額 40,000

（翌年への繰越額） 563,400

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 200,000
入
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自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 40,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 40,000
係る支出

寄附・交付金 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都八王子市第三十九支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 3,121,000

前年繰越額 2,921,000

本年収入額 200,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,121,000

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 200,000
入

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都三多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 57,134,760

前年繰越額 38,310,435

本年収入額 18,824,325

２ 支出総額 12,737,917

（翌年への繰越額） 44,396,843

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,904,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,904,000

個人からの寄附 4,844,000

政治団体からの寄附 60,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 13,920,000
入

自由民主党東京都支部連合会 9,600,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 360,000

自由民主党東京都第十八選挙区支部 360,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 360,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 360,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 360,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 360,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 360,000

自由民主党東京都第二十二選挙区支部 360,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 360,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 360,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 360,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 360,000

その他の収入 325

１件 １０万円未満のもの 325

４ 支出の内訳

経常経費 6,947,652

光熱水費 181,422

備品・消耗品費 1,132,966

事務所費 5,633,264

政治活動費 5,790,265

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,060,000
係る支出

組織活動費 3,124,932

選挙関係費 249,400

機関紙誌の発行その他の事業費 335,933

宣伝事業費 335,933

寄附・交付金 2,080,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

清水 孝治 120,000 立川市

伊藤 祥広 120,000 八王子市

田村 利光 120,000 福生市

三宅 正彦 120,000 大島町

林 明裕 120,000 調布市

髙橋 信博 70,000 小平市

吉原 修 70,000 町田市

西野 正人 70,000 日野市

井澤 邦夫 60,000 国分寺市

池澤 隆史 60,000 西東京市

浜中 啓一 60,000 青梅市
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臼井 伸介 60,000 昭島市

杉浦 裕之 60,000 西多摩郡瑞穂町

清水 庄平 60,000 立川市

大坪 冬彦 60,000 日野市

松原 俊雄 60,000 狛江市

尾崎 保夫 60,000 東大和市

髙橋 勝浩 60,000 稲城市

坂本 義次 60,000 西多摩郡檜原村

山﨑 泰大 60,000 武蔵村山市

高野 律雄 60,000 府中市

永見 理夫 60,000 国立市

高木 啓 360,000 北区

橋本 弘山 60,000 羽村市

石森 孝志 60,000 八王子市

渋谷 金太郎 60,000 清瀬市

並木 克巳 60,000 東久留米市

加藤 育男 60,000 福生市

小倉 將信 360,000 町田市

石阪 丈一 60,000 町田市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

河村孝後援会 60,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党立川総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日

円
１ 収入総額 16,275,040

前年繰越額 5,000,617

本年収入額 11,274,423

２ 支出総額 8,970,604

（翌年への繰越額） 7,304,436

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 742,300
（４１７人）

寄附の総額 6,010,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,010,000

個人からの寄附 6,000,000

政治団体からの寄附 10,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 92,080

自由民主党立川総支部役員会（計２回） 92,080

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,430,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 4,000,000

その他の収入 43

１件 １０万円未満のもの 43

４ 支出の内訳

経常経費 2,567,760

人件費 20,000

備品・消耗品費 3,080

事務所費 2,544,680

政治活動費 6,402,844

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 300,000
係る支出

組織活動費 5,667,734

機関紙誌の発行その他の事業費 434,150

宣伝事業費 71,150

その他の事業費 363,000

調査研究費 960

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

清水 孝治 5,520,000 立川市

佐藤 寿宏 60,000 立川市

中山 ひと美 60,000 立川市

木原 宏 60,000 立川市

松本 章寛 60,000 立川市

江口 元気 60,000 立川市

粂川 敏男 60,000 立川市

対馬 史尭 60,000 立川市

松本 万紀 60,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都立川市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 4,306,647
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前年繰越額 2,376,645

本年収入額 1,930,002

２ 支出総額 3,294,142

（翌年への繰越額） 1,012,505

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,400,000

政治団体からの寄附 1,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 530,000
入

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 500,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 171,000

備品・消耗品費 98,000

事務所費 73,000

政治活動費 3,123,142

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 240,000
係る支出

組織活動費 642,555

機関紙誌の発行その他の事業費 230,587

宣伝事業費 230,587

寄附・交付金 2,250,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党武蔵野総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 20,945,392

前年繰越額 3,439,977

本年収入額 17,505,415

２ 支出総額 20,033,296

（翌年への繰越額） 912,096

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,254,400
（１，１４０人）

寄附の総額 15,021,000

政党匿名分を除く寄附の額 15,021,000

個人からの寄附 2,251,000

法人その他の団体からの寄附 7,720,000

政治団体からの寄附 5,050,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,230,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第十八選挙区支部 800,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 2,981,429

人件費 1,683,015

光熱水費 69,380

備品・消耗品費 603,874

事務所費 625,160

政治活動費 17,051,867

組織活動費 2,154,367

選挙関係費 80,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,292,500

機関紙誌の発行事業費 1,292,500

寄附・交付金 13,525,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小美濃 安弘 220,000 武蔵野市

菊池 太郎 220,000 武蔵野市

近藤 和義 300,000 武蔵野市

田中 節男 100,000 武蔵野市

秋本 光雄 200,000 武蔵野市

堀内 正嗣 100,000 武蔵野市

東 真理子 220,000 武蔵野市
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木﨑 剛 220,000 武蔵野市

道場 秀憲 220,000 武蔵野市

土屋 正忠 100,000 武蔵野市

小林 正能 120,000 武蔵野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

医療法人社団晃悠会 7,500,000 埼玉県入間郡三芳
町

武蔵境自動車教習所 100,000 武蔵野市

㈲ムラノ 100,000 武蔵野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

鹿野あきら後援会 5,050,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都武蔵野市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都武蔵野市第四支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 7,824,899

前年繰越額 0

本年収入額 7,824,899

２ 支出総額 7,824,899

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,354,890

政党匿名分を除く寄附の額 6,354,890

個人からの寄附 3,600,000

法人その他の団体からの寄附 2,014,890

政治団体からの寄附 740,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,470,000
入

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党武蔵野総支部 40,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

自由民主党東京都第十七選挙区支部 30,000

自由民主党東京都第十八選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

自由民主党小金井総支部 10,000

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 366,471

人件費 40,000

備品・消耗品費 144,449

事務所費 182,022

政治活動費 7,458,428

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 26,570

機関紙誌の発行その他の事業費 1,613,903

機関紙誌の発行事業費 931,025

宣伝事業費 682,878

寄附・交付金 5,817,955

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 耕太郎 500,000 武蔵野市

中條 守康 500,000 武蔵野市

稲葉 孝彦 300,000 小金井市

田中 節男 100,000 武蔵野市

山口 英治 100,000 神奈川県相模原市

星野 治衛 100,000 小金井市

冨岡 光 100,000 武蔵野市

孝之 100,000 武蔵野市

川口 開冶 100,000 小金井市

高橋 勇 100,000 武蔵野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱共進プロセス 100,000 武蔵野市
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㈱エビス 100,000 武蔵野市

㈱武蔵境自動車教習所 100,000 武蔵野市

㈱三祐産業 100,000 武蔵野市

㈱富士商店 100,000 武蔵野市

㈱ビデオインフォメー 100,000 武蔵野市
ションセンター

道の会東 100,000 武蔵野市

㈱小美濃本社 100,000 武蔵野市

㈲ムラノ 100,000 武蔵野市

㈱丸二 100,000 武蔵野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都武蔵野市歯科医 100,000 武蔵野市
師連盟

武蔵野市薬剤師連盟 200,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党三鷹総支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 22,064,086

前年繰越額 10,004,086

本年収入額 12,060,000

２ 支出総額 7,276,099

（翌年への繰越額） 14,787,987

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 542,000

（５６３人）
寄附の総額 10,038,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,038,000

個人からの寄附 7,658,000

法人その他の団体からの寄附 1,670,000

政治団体からの寄附 710,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,480,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 10,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

自由民主党東京都第二十二選挙区支部 1,400,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,098,861

人件費 2,910,000

光熱水費 367,890

備品・消耗品費 879,691

事務所費 941,280

政治活動費 2,177,238

組織活動費 1,977,238

選挙関係費 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
渥美 典尚 110,000 三鷹市

生駒 良治 100,000 三鷹市

石井 義之 210,000 三鷹市

石井 良司 120,000 三鷹市

板橋 利定 620,000 三鷹市

伊藤 一美 420,000 三鷹市

伊藤 俊明 140,000 三鷹市

伊東 光則 100,000 三鷹市

加藤 雅雄 500,000 三鷹市

金井 富雄 90,000 三鷹市

後藤 貴光 200,000 三鷹市

小林 昭 500,000 三鷹市

小林 義明 210,000 三鷹市

宍戸 治重 140,000 三鷹市

白鳥 孝 320,000 三鷹市

高橋 健二 310,000 三鷹市

田中 順子 150,000 三鷹市

土屋 健一 220,000 三鷹市

中山 和政 60,000 三鷹市

吉野 利明 810,000 三鷹市

加藤 記央 500,000 三鷹市

加藤 浩司 120,000 三鷹市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全日本不動産政治連盟 110,000 千代田区
東京都本部
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東京都医師政治連盟三 510,000 三鷹市
鷹支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都三鷹市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,130,000

前年繰越額 2,120,000

本年収入額 10,000

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 2,100,000

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 10,000
入

自由民主党東京都支部連合会 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 30,000

人件費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党青梅総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 8,937,109

前年繰越額 2,237,691

本年収入額 6,699,418

２ 支出総額 5,318,232

（翌年への繰越額） 3,618,877

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,089,400
（１，１７７人）

寄附の総額 80,000

政党匿名分を除く寄附の額 80,000

個人からの寄附 80,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,530,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 2,100,000

自由民主党東京都青梅市第三支部 2,000,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 2,089,048

人件費 975,450

備品・消耗品費 309,652

事務所費 803,946

政治活動費 3,229,184

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 2,084,774

選挙関係費 1,094,410

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都青梅市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 3,901,548

前年繰越額 0

本年収入額 3,901,548

２ 支出総額 3,777,518

（翌年への繰越額） 124,030

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,000
（４５人）

寄附の総額 2,575,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,575,000

個人からの寄附 1,515,000

法人その他の団体からの寄附 860,000

政治団体からの寄附 200,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,270,000
入

自由民主党東京都支部連合会 1,020,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党青梅総支部 50,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

その他の収入 43,548

１件 １０万円未満のもの 43,548
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４ 支出の内訳

経常経費 1,044,904

人件費 100,000

光熱水費 62,601

備品・消耗品費 254,750

事務所費 627,553

政治活動費 2,732,614

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,000,000
係る支出

組織活動費 349,555

機関紙誌の発行その他の事業費 383,059

宣伝事業費 383,059

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山﨑 勝 1,100,000 青梅市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

西多摩薬剤師会 100,000 青梅市

株式会社若林商店 100,000 青梅市

富士建物管理株式会社 100,000 立川市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

西多摩歯科医師連盟 100,000 青梅市

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党府中総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 14,113,051

前年繰越額 8,047,317

本年収入額 6,065,734

２ 支出総額 8,559,368

（翌年への繰越額） 5,553,683

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,940,800
（７６０人）

寄附の総額 1,141,400

政党匿名分を除く寄附の額 1,141,400

個人からの寄附 1,132,000

政治団体からの寄附 9,400

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,399,865
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第十八選挙区支部 1,268,248

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都府中市第三支部 701,617

その他の収入 583,669

１件 １０万円未満のもの 583,669

４ 支出の内訳

経常経費 4,650,148

人件費 1,242,929

光熱水費 168,189

備品・消耗品費 149,962

事務所費 3,089,068

政治活動費 3,909,220

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 611,421
係る支出

組織活動費 1,491,276

機関紙誌の発行その他の事業費 1,106,523

宣伝事業費 1,106,523

寄附・交付金 1,311,421

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

市川 一德 120,000 府中市

横田 実 120,000 府中市

比留間 利蔵 120,000 府中市

佐藤 新悟 120,000 府中市

増山 明香 120,000 府中市

松村 祐樹 120,000 府中市

秋山 敏行 120,000 府中市

高野 律雄 120,000 府中市

鈴木 錦治 120,000 府中市

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
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円
3,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都府中市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 11,205,478

前年繰越額 1,294,057

本年収入額 9,911,421

２ 支出総額 10,055,280

（翌年への繰越額） 1,150,198

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 9,150,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,150,000

個人からの寄附 6,500,000

法人その他の団体からの寄附 860,000

政治団体からの寄附 1,790,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 761,421
入

自由民主党東京都第十八選挙区支部 100,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党武蔵野総支部 10,000

自由民主党小金井総支部 10,000

自由民主党府中総支部 611,421

４ 支出の内訳

経常経費 3,079,034

人件費 1,650,050

光熱水費 56,672

備品・消耗品費 580,117

事務所費 792,195

政治活動費 6,976,246

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 701,617
係る支出

組織活動費 1,089,411

選挙関係費 4,799,326

機関紙誌の発行その他の事業費 927,959

機関紙誌の発行事業費 327,140

宣伝事業費 600,819

調査研究費 159,550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前橋 喜佐男 60,000 府中市

平田 嘉之 200,000 府中市

大久保 直行 100,000 府中市

猿渡 昌盛 200,000 府中市

河口 暎雄 200,000 府中市

西 貴志 100,000 渋谷区

向山 敏重 200,000 府中市

比留間 敏夫 60,000 府中市

須藤 春子 100,000 府中市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都府中市歯科医師 100,000 府中市
政治連盟

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟府 1,000,000 府中市
中市支部

土屋正忠後援会 100,000 武蔵野市

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党昭島総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 9,688,164

前年繰越額 4,052,539

本年収入額 5,635,625

２ 支出総額 5,206,257

（翌年への繰越額） 4,481,907

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,753,300
（５９４人）

寄附の総額 1,781,700

政党匿名分を除く寄附の額 1,781,700

個人からの寄附 200,000

法人その他の団体からの寄附 1,340,000

政治団体からの寄附 241,700

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,990,000
入
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自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 1,560,000

その他の収入 110,625

１件 １０万円未満のもの 25

１件 １０万円以上のもの 110,600

広報車貸し出し 110,600

４ 支出の内訳

経常経費 1,551,088

人件費 730,000

備品・消耗品費 267,941

事務所費 553,147

政治活動費 3,655,169

組織活動費 2,445,169

選挙関係費 1,210,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

北川 穰一 100,000 昭島市

臼井 桂子 100,000 昭島市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

昭島ガス㈱ 100,000 昭島市

昭島ビルメンテナンス 100,000 昭島市
事業協同組合

昭島市建設業協会 100,000 昭島市

昭島市造園業協同組合 100,000 昭島市

昭島市管工事組合 100,000 昭島市

昭和飛行機都市開発㈱ 100,000 昭島市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

昭島市医師政治連盟 200,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都昭島市第二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 312,307

前年繰越額 312,307

本年収入額 0

２ 支出総額 110,000

（翌年への繰越額） 202,307

３ 支出の内訳

政治活動費 110,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 100,000
係る支出

組織活動費 20,000

選挙関係費 10,000

寄附・交付金 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都昭島市第四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 3,100,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,100,000

２ 支出総額 95,000

（翌年への繰越額） 3,005,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,760,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,760,000

個人からの寄附 610,000

法人その他の団体からの寄附 440,000

政治団体からの寄附 710,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,340,000
入

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 10,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党昭島総支部 10,000

自由民主党東京都昭島市第二支部 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 95,000

組織活動費 95,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

星野 宗保 100,000 昭島市

野口 和良 100,000 昭島市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟 500,000 千代田区

昭島市医師政治連盟 100,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党調布総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 13,406,125

前年繰越額 8,264,949

本年収入額 5,141,176

２ 支出総額 3,837,481

（翌年への繰越額） 9,568,644

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 718,700
（２７８人）

寄附の総額 2,060,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,060,000

個人からの寄附 2,050,000

政治団体からの寄附 10,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,330,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十二選挙区支部 1,900,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

その他の収入 32,476

１件 １０万円未満のもの 32,476

４ 支出の内訳

経常経費 2,326,631

人件費 372,000

光熱水費 103,720

備品・消耗品費 62,238

事務所費 1,788,673

政治活動費 1,510,850

組織活動費 1,461,850

機関紙誌の発行その他の事業費 49,000

宣伝事業費 49,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大野 祐司 250,000 調布市

狩野 明彦 250,000 調布市

大須賀 浩裕 250,000 調布市

渡辺 進二郎 250,000 調布市

元木 勇 250,000 調布市

伊藤 学 250,000 調布市

鈴木 宗貴 250,000 調布市

林 明裕 300,000 調布市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都調布市第二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 16,169,330

前年繰越額 2,808,609

本年収入額 13,360,721

２ 支出総額 15,427,181

（翌年への繰越額） 742,149

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,800
（４人）

寄附の総額 11,778,560

政党匿名分を除く寄附の額 11,778,560

個人からの寄附 7,492,000

法人その他の団体からの寄附 1,816,560

政治団体からの寄附 2,470,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 240,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第二十二選挙区支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000
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自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第三支部 30,000

その他の収入 1,333,361

１件 １０万円未満のもの 566,801

１件 １０万円以上のもの 766,560

金銭以外のものによる寄附相当分 646,560

保証金 120,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,930,190

人件費 1,008,020

光熱水費 148,165

備品・消耗品費 933,934

事務所費 1,840,071

政治活動費 11,496,991

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,500,000
係る支出

組織活動費 1,895,713

選挙関係費 3,146,560

機関紙誌の発行その他の事業費 4,266,358

機関紙誌の発行事業費 350,102

宣伝事業費 3,916,256

調査研究費 41,800

寄附・交付金 1,500,000

その他の経費 646,560

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

谷中 彦二郎 2,000,000 調布市

菊 喜正 1,000,000 調布市

遠藤 衛 550,000 調布市

熊澤 良夫 500,000 調布市

荻本 貞臣 500,000 調布市

矢幡 秀治 500,000 調布市

谷田部 英雄 100,000 狛江市

秋元 幸生 100,000 狛江市

金子 日出澄 100,000 調布市

杉﨑 好孝 100,000 調布市

田辺 一男 100,000 調布市

関森 正義 100,000 調布市

芝村 智豊 60,000 調布市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

武蔵野観光開発株式会 100,000 調布市
社

有限会社増田商事 646,560 調布市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

北多摩医師政治連盟 250,000 立川市

東京都医師政治連盟調 250,000 調布市
布市支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党町田総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 10,578,706

前年繰越額 2,563,793

本年収入額 8,014,913

２ 支出総額 5,720,844

（翌年への繰越額） 4,857,862

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,308,200
（１，９９６人）

寄附の総額 2,120,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,120,000

個人からの寄附 2,120,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,510,000
入

自由民主党東京都町田市第十一支部 60,000

自由民主党東京都三多摩総支部 50,000

自由民主党東京都支部連合会 600,000

自由民主党東京都第二十三選挙区支部 1,800,000

その他の収入 76,713

１件 １０万円未満のもの 76,713

４ 支出の内訳

経常経費 4,273,784
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人件費 1,888,353

光熱水費 150,242

備品・消耗品費 541,168

事務所費 1,694,021

政治活動費 1,447,060

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 137,680
係る支出

組織活動費 1,447,060

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉原 修 300,000 町田市

小倉 將信 500,000 町田市

佐藤 伸一郎 140,000 町田市

藤田 学 60,000 町田市

熊澤 礼里 60,000 町田市

三遊亭 らん丈 60,000 町田市

若林 章喜 60,000 町田市

岩瀬 和子 60,000 町田市

渡辺 厳太郎 60,000 町田市

松岡 みゆき 60,000 町田市

木目田 英男 60,000 町田市

石川 好忠 60,000 町田市

星 大輔 60,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都町田市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 22,260,398

前年繰越額 1,381,898

本年収入額 20,878,500

２ 支出総額 22,245,655

（翌年への繰越額） 14,743

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 58,500
（１１７人）

寄附の総額 20,820,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,820,000

個人からの寄附 9,900,000

法人その他の団体からの寄附 9,820,000

政治団体からの寄附 1,100,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,176,882

人件費 5,428,000

光熱水費 152,057

備品・消耗品費 1,968,091

事務所費 4,628,734

政治活動費 10,068,773

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 450,000
係る支出

組織活動費 3,089,013

機関紙誌の発行その他の事業費 1,036,329

機関紙誌の発行事業費 648,217

宣伝事業費 388,112

調査研究費 193,431

寄附・交付金 3,550,000

その他の経費 2,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

帯屋 一郎 900,000 町田市

長谷川 敏治 1,500,000 神奈川県川崎市

老沼 正 1,120,000 町田市

金子 仙太郎 240,000 町田市

三上 剛 1,500,000 府中市

三上 雄 1,000,000 神奈川県川崎市

大澤 千代野 240,000 町田市

土方 周明 240,000 町田市

宿利原 芳文 120,000 町田市

安田 雄一郎 120,000 大田区

山本 登 120,000 町田市

土屋 富子 120,000 町田市

森 一 120,000 町田市

帯屋 久美子 300,000 町田市

吉原 修 2,200,000 町田市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
㈱メモリアル多摩 120,000 神奈川県相模原市

㈱竹梅 220,000 町田市

戸大建設工業㈱ 100,000 神奈川県座間市

㈲みどりの杜 120,000 神奈川県相模原市

㈱三和住建 240,000 町田市

インスライト㈱ 100,000 多摩市

加藤商事㈱ 120,000 東村山市

㈲山下産業 360,000 町田市

㈲しんざかや 120,000 町田市

㈱洋光社 120,000 町田市

㈱創建 240,000 町田市

ファシリティーパート 360,000 中央区
ナーズ㈱

㈱エフピークリエイシ 120,000 町田市
ョン

さくら建設㈱ 200,000 神奈川県川崎市

さくら地所㈱ 500,000 神奈川県横浜市

㈱アクセル 200,000 調布市

㈱さくら調剤 100,000 神奈川県川崎市

㈱ソーシオ 120,000 八王子市

㈱岡直三郎商店 120,000 町田市

㈱町田工業 960,000 町田市

㈱八朗平 120,000 町田市

㈱スキルドシール 360,000 町田市

㈱鶴川設備工業 2,000,000 町田市

㈱恵神 600,000 町田市

岳大土木㈱ 120,000 町田市

医療法人社団栄友会 480,000 多摩市

㈱三ノ輪建設 120,000 町田市

㈱いずみ浄苑 120,000 町田市

㈱町田予防衛生 240,000 町田市

㈱誠伸 120,000 神奈川県横浜市

㈱冨士工 1,000,000 中央区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,100,000 江東区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

吉原 修 3,800,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都町田市第五支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 11,215,000

前年繰越額 0

本年収入額 11,215,000

２ 支出総額 5,835,880

（翌年への繰越額） 5,379,120

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,995,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,995,000

個人からの寄附 6,005,000

法人その他の団体からの寄附 3,610,000

政治団体からの寄附 1,380,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 220,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都町田市第十一支部 10,000

自由民主党東京都第二十三選挙区支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

自由民主党東京都八王子市第十七支部 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 730,601

備品・消耗品費 269,764

事務所費 460,837

政治活動費 5,105,279

組織活動費 1,333,840

選挙関係費 2,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,767,459

宣伝事業費 1,767,459
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その他の経費 3,980

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

三並 史典 2,500,000 府中市

三上 雄 100,000 神奈川県川崎市

老沼 正 130,000 町田市

青木 幸雄 110,000 町田市

小倉 將信 100,000 町田市

水口 尚人 100,000 町田市

吉原 修 200,000 町田市

石井 眞理子 100,000 町田市

小倉 眞樹子 100,000 世田谷区

河村 建夫 100,000 山口県萩市

石川 美弥子 100,000 町田市

星 仁 200,000 町田市

金子 仙太郎 1,030,000 町田市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京ガスライフバル澤 1,090,000 町田市
井株式会社

有限会社サトー住建 1,010,000 町田市

愛知金物建材株式会社 80,000 町田市

株式会社竹梅 300,000 町田市

岳大土木株式会社 300,000 町田市

株式会社創建 150,000 町田市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟町 100,000 町田市
田市支部

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

町田市医師連盟 300,000 町田市

東京都医師政治連盟町 500,000 町田市
田支部

新政治経済研究会 200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都町田市第十一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 1,850,713

前年繰越額 1,731,213

本年収入額 119,500

２ 支出総額 718,423

（翌年への繰越額） 1,132,290

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 119,500
入

自由民主党東京都町田市第三支部 100,000

自由民主党町田総支部 19,500

４ 支出の内訳

経常経費 473,739

備品・消耗品費 464,102

事務所費 9,637

政治活動費 244,684

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 60,000
係る支出

組織活動費 110,500

選挙関係費 40,000

機関紙誌の発行その他の事業費 34,184

宣伝事業費 34,184

寄附・交付金 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都町田市第十八支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 441,034

前年繰越額 241,034

本年収入額 200,000

２ 支出総額 250,190

（翌年への繰越額） 190,844

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 200,000
入

自由民主党東京都町田市第三支部 100,000

自由民主党町田総支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 250,190

機関紙誌の発行その他の事業費 250,190

宣伝事業費 250,190
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都町田市第十九支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 600,000

前年繰越額 0

本年収入額 600,000

２ 支出総額 150,700

（翌年への繰越額） 449,300

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

法人その他の団体からの寄附 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 100,000
入

自由民主党東京都町田市第三支部 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 150,700

機関紙誌の発行その他の事業費 150,700

宣伝事業費 150,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社グリーンアー 500,000 町田市
ス

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党小金井総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 6,240,311

前年繰越額 4,731,394

本年収入額 1,508,917

２ 支出総額 3,084,229

（翌年への繰越額） 3,156,082

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 478,900
（２０１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,030,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第十八選挙区支部 600,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

政治活動費 3,084,229

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 800,000
係る支出

組織活動費 1,064,229

選挙関係費 520,000

寄附・交付金 1,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都小金井市第四支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 2,417,215

前年繰越額 931,215

本年収入額 1,486,000

２ 支出総額 1,349,695

（翌年への繰越額） 1,067,520

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 426,000

政党匿名分を除く寄附の額 426,000

個人からの寄附 246,000

法人その他の団体からの寄附 110,000

政治団体からの寄附 70,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,060,000
入

自由民主党小金井総支部 800,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第十八選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 50,000

自由民主党埼玉県第三選挙区支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 345,150

人件費 110,000

光熱水費 13,965
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備品・消耗品費 101,185

事務所費 120,000

政治活動費 1,004,545

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 50,200

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業費 224,345

宣伝事業費 224,345

寄附・交付金 230,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党小平総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 4,883,473

前年繰越額 2,227,757

本年収入額 2,655,716

２ 支出総額 2,301,876

（翌年への繰越額） 2,581,597

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 825,700
（３５１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,830,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 900,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都小平市第三支部 500,000

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 278,345

備品・消耗品費 278,345

政治活動費 2,023,531

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 200,000
係る支出

組織活動費 1,423,531

選挙関係費 300,000

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都小平市第三支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 6,315,241

前年繰越額 84,341

本年収入額 6,230,900

２ 支出総額 6,303,342

（翌年への繰越額） 11,899

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 130,900
（８０人）

寄附の総額 6,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,100,000

個人からの寄附 5,000,000

政治団体からの寄附 1,100,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,853,342

人件費 1,026,750

光熱水費 138,753

備品・消耗品費 289,547

事務所費 398,292

政治活動費 4,450,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 700,000
係る支出

組織活動費 3,750,000

寄附・交付金 700,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙橋 信博 5,000,000 小平市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 1,100,000 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都小平市第四支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 4,065,000

前年繰越額 0

本年収入額 4,065,000

２ 支出総額 1,519,306
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（翌年への繰越額） 2,545,694

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,135,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,135,000

個人からの寄附 785,000

法人その他の団体からの寄附 200,000

政治団体からの寄附 1,150,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,930,000
入

自由民主党東京都支部連合会 1,010,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 500,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都小平市第三支部 200,000

自由民主党小平総支部 100,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 566,380

人件費 18,569

光熱水費 3,871

備品・消耗品費 96,563

事務所費 447,377

政治活動費 952,926

機関紙誌の発行その他の事業費 952,926

機関紙誌の発行事業費 827,926

宣伝事業費 125,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中村 正男 100,000 小平市

島村 速雄 100,000 小平市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

小平市建設業協会 100,000 小平市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟小 500,000 小平市
平支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党日野総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 8,864,674

前年繰越額 4,051,643

本年収入額 4,813,031

２ 支出総額 4,632,493

（翌年への繰越額） 4,232,181

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,353,000
（６８０人）

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,400,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 3,000,000

その他の収入 31

１件 １０万円未満のもの 31

４ 支出の内訳

経常経費 214,046

備品・消耗品費 94,930

事務所費 119,116

政治活動費 4,418,447

組織活動費 516,145

機関紙誌の発行その他の事業費 2,812,302

機関紙誌の発行事業費 836,000

宣伝事業費 1,976,302

寄附・交付金 1,030,000

その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西野 正人 60,000 日野市
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都日野市第三支部

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 7,738,918

前年繰越額 1,317,424

本年収入額 6,421,494

２ 支出総額 5,494,230

（翌年への繰越額） 2,244,688

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,695,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,695,000

個人からの寄附 3,320,000

法人その他の団体からの寄附 350,000

政治団体からの寄附 2,025,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 680,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党国立総支部 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 50,000

自由民主党東京都昭島市第二支部 10,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 500,000

その他の収入 46,494

１件 １０万円未満のもの 46,494

４ 支出の内訳

経常経費 304,996

人件費 208,870

備品・消耗品費 10,032

事務所費 86,094

政治活動費 5,189,234

選挙関係費 700,000

機関紙誌の発行その他の事業費 3,989,234

機関紙誌の発行事業費 1,923,838

宣伝事業費 2,065,396

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山下 雅裕 100,000 日野市

石坂 弘吉 100,000 日野市

馬場 弘融 100,000 日野市

矢内 智洋 100,000 日野市

大木 茂 1,000,000 日野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

南多摩薬剤師連盟 100,000 多摩市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都八南歯科医師連 100,000 八王子市
盟

都議会自由民主党 1,100,000 江東区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟日 500,000 日野市
野支部

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

西野 正人 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東村山総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 5,449,530

前年繰越額 3,234,006

本年収入額 2,215,524

２ 支出総額 1,510,106

（翌年への繰越額） 3,939,424

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 985,500
（３６６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,230,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都北多摩第１区支部 300,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 500,000

その他の収入 24
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１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

政治活動費 1,510,106

組織活動費 1,510,106

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都東村山市第七支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 422,650

前年繰越額 422,650

本年収入額 0

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 322,650

３ 支出の内訳

政治活動費 100,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 100,000
係る支出

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党国分寺総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 5,246,483

前年繰越額 1,855,865

本年収入額 3,390,618

２ 支出総額 2,006,426

（翌年への繰越額） 3,240,057

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 910,600
（４９５人）

寄附の総額 330,000

政党匿名分を除く寄附の額 330,000

個人からの寄附 200,000

法人その他の団体からの寄附 130,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,150,000
入

自由民主党東京都第十九選挙区支部 1,720,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

政治活動費 2,006,426

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 355,600
係る支出

組織活動費 1,450,826

選挙関係費 200,000

寄附・交付金 355,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井澤 夫 200,000 国分寺市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
国分寺市農政推進連盟 130,000 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都国分寺市第五支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 593,537

前年繰越額 45,437

本年収入額 548,100

２ 支出総額 580,894

（翌年への繰越額） 12,643

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 7,600
（２１人）

寄附の総額 530,000

政党匿名分を除く寄附の額 530,000

個人からの寄附 530,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 10,500
入

自由民主党国分寺総支部 10,500

４ 支出の内訳

経常経費 376,390

備品・消耗品費 5,950

事務所費 370,440

政治活動費 204,504

組織活動費 84,304

選挙関係費 115,000

調査研究費 5,200
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高椙 健一 530,000 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都国分寺市第十支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 6,387,760

前年繰越額 1,321,260

本年収入額 5,066,500

２ 支出総額 4,719,940

（翌年への繰越額） 1,667,820

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,746,500

政党匿名分を除く寄附の額 4,746,500

個人からの寄附 2,476,500

法人その他の団体からの寄附 740,000

政治団体からの寄附 1,530,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 320,000
入

自由民主党東京都第十九選挙区支部 300,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,912,784

人件費 317,100

光熱水費 125,684

備品・消耗品費 150,000

事務所費 1,320,000

政治活動費 2,807,156

選挙関係費 510,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,297,156

宣伝事業費 2,297,156

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 政義 110,000 国分寺市

森田 崇 136,500 国分寺市

中村 光利 70,000 国分寺市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱内野工務店 130,000 国分寺市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党国立総支部

報告年月日 令和 ４年 ６月２０日
円

１ 収入総額 2,630,041

前年繰越額 1,026,771

本年収入額 1,603,270

２ 支出総額 1,051,448

（翌年への繰越額） 1,578,593

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 510,400
（２５９人）

寄附の総額 62,870

政党匿名分を除く寄附の額 62,870

個人からの寄附 62,870

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,030,000
入

自由民主党東京都支部連合会 430,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 59,321

備品・消耗品費 59,321

政治活動費 992,127

組織活動費 468,263

選挙関係費 140,000

機関紙誌の発行その他の事業費 273,864

宣伝事業費 273,864

寄附・交付金 110,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都国立市第２支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 2,110,112

前年繰越額 112

本年収入額 2,110,000
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２ 支出総額 2,107,310

（翌年への繰越額） 2,802

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,090,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,090,000

個人からの寄附 250,000

法人その他の団体からの寄附 840,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,020,000
入

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 420,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,567,310

人件費 900,000

光熱水費 280,110

備品・消耗品費 289,700

事務所費 97,500

政治活動費 540,000

組織活動費 540,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大和 正直 100,000 国立市

髙野 誠 100,000 埼玉県深谷市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
株式会社近藤組関東支 120,000 埼玉県さいたま市
店

協同組合ビジネス・ブ 120,000 福生市
レーン

ＫＫリスト 120,000 国立市

ＫＫせきど 120,000 国分寺市

石川徳建設株式会社 120,000 府中市

村上工業株式会社 120,000 国立市

寺岡オートドアーシス 120,000 品川区
テムＫＫ

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党福生総支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 6,751,664

前年繰越額 2,265,152

本年収入額 4,486,512

２ 支出総額 2,208,671

（翌年への繰越額） 4,542,993

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 823,900
（４１７人）

寄附の総額 1,350,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,350,000

個人からの寄附 1,350,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,290,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 1,560,000

その他の収入 22,612

１件 １０万円未満のもの 22,612

４ 支出の内訳

経常経費 215,642

備品・消耗品費 95,642

事務所費 120,000

政治活動費 1,993,029

組織活動費 1,993,029

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田村 半十郎 1,000,000 福生市

山下 真一 200,000 福生市

山下 敬一 150,000 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都西多摩第二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 35,910,000

前年繰越額 16,470,000

本年収入額 19,440,000

２ 支出総額 15,403,002
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（翌年への繰越額） 20,506,998

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 18,780,000

政党匿名分を除く寄附の額 18,780,000

個人からの寄附 9,810,000

法人その他の団体からの寄附 6,600,000

政治団体からの寄附 2,370,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 660,000
入

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 100,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 100,000

自由民主党東京都渋谷区第三十一支部 10,000

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

自由民主党東京都昭島市第二支部 10,000

自由民主党檜原総支部 30,000

自由民主党あきる野総支部 30,000

自由民主党瑞穂総支部 30,000

自由民主党奥多摩総支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都衆議院比例区第二支部 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,321,682

人件費 218,623

備品・消耗品費 813,697

事務所費 1,289,362

政治活動費 13,081,320

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,560,000
係る支出

組織活動費 51,320

選挙関係費 5,470,000

寄附・交付金 7,560,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

天野 博 60,000 福生市

栗田 豊寿 300,000 神奈川県横浜市

小原 敏永 100,000 神奈川県横浜市

柴崎 和子 75,000 福生市

佐久間 藤樹 100,000 西多摩郡奥多摩町

田村 英昭 430,000 福生市

田村 征利 1,500,000 福生市

舘 盛和 110,000 青梅市

田村 勝彦 300,000 昭島市

中村 稔 100,000 昭島市

林田 武 110,000 福生市

比留間 宏明 100,000 武蔵村山市

森田 利保 125,000 あきる野市

森田 康大 70,000 あきる野市

森屋 光石 60,000 立川市

山下 真一 500,000 福生市

山下 敬一 100,000 福生市

榎森 厚志 100,000 西多摩郡奥多摩町

細沼 順人 200,000 福生市

田村 洋三 400,000 福生市

大野 芳裕 100,000 武蔵野市

田村 雅子 1,500,000 福生市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

Ｓ＆Ｄホールディング 500,000 立川市
ス㈱

㈱エイト 100,000 八王子市

㈱交運社 1,200,000 福生市

㈱トヨタレンタリース 600,000 福生市
多摩

㈱トムススピリット 100,000 西多摩郡瑞穂町

ネッツトヨタ多摩㈱ 1,700,000 福生市

西多摩運送㈱ 600,000 昭島市

㈱丸交 500,000 福生市

八重洲工業㈱ 100,000 福生市

㈱島田組 100,000 羽村市

西多摩薬剤師連盟 100,000 青梅市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

東京都医師政治連盟西 500,000 青梅市
多摩支部

西多摩歯科医師連盟 100,000 青梅市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党狛江総支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 15,067,615

前年繰越額 13,004,712

本年収入額 2,062,903

２ 支出総額 1,868,516

（翌年への繰越額） 13,199,099

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 647,900
（３５１人）

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 255,000

忘年会 255,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 760,000
入

自由民主党東京都支部連合会 700,000

自由民主党東京都三多摩総支部 60,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 598,936

備品・消耗品費 536,046

事務所費 62,890

政治活動費 1,269,580

組織活動費 1,107,900

機関紙誌の発行その他の事業費 161,680

その他の事業費 161,680

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石井 功 60,000 狛江市

谷田部 一之 60,000 狛江市

栗山 剛 60,000 狛江市

三角 武久 60,000 狛江市

篠 浩司 60,000 狛江市

辻村 智子 60,000 狛江市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都狛江市第二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 846,065

前年繰越額 529,565

本年収入額 316,500

２ 支出総額 634,156

（翌年への繰越額） 211,909

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,500
（１０人）

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 154,656

備品・消耗品費 2,343

事務所費 152,313

政治活動費 479,500

組織活動費 159,500

選挙関係費 320,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

栗山 欽行 300,000 狛江市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東大和総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,418,471

前年繰越額 513,771

本年収入額 2,904,700

２ 支出総額 2,147,140
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（翌年への繰越額） 1,271,331

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,180,000
（４２０人）

寄附の総額 240,000

政党匿名分を除く寄附の額 240,000

個人からの寄附 240,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,430,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都北多摩第１区支部 500,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 500,000

その他の収入 54,700

１件 １０万円未満のもの 54,700

４ 支出の内訳

政治活動費 2,147,140

組織活動費 980,817

選挙関係費 1,056,323

機関紙誌の発行その他の事業費 110,000

宣伝事業費 110,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党清瀬総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 4,732,172

前年繰越額 2,788,149

本年収入額 1,944,023

２ 支出総額 1,594,072

（翌年への繰越額） 3,138,100

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 824,000
（４３５人）

寄附の総額 190,000

政党匿名分を除く寄附の額 190,000

個人からの寄附 190,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 930,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 500,000

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 383,528

備品・消耗品費 10,699

事務所費 372,829

政治活動費 1,210,544

組織活動費 1,210,544

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都清瀬市第二支部

報告年月日 令和 ４年 ４月１４日
円

１ 収入総額 2,890,800

前年繰越額 1,045,400

本年収入額 1,845,400

２ 支出総額 2,286,340

（翌年への繰越額） 604,460

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 45,400
（１６４人）

寄附の総額 1,800,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,800,000

個人からの寄附 1,500,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,286,340

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 224,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 361,900

宣伝事業費 361,900

寄附・交付金 1,924,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

澁谷 麻紀 1,500,000 清瀬市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東久留米総支部
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報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,982,420

前年繰越額 2,045,103

本年収入額 1,937,317

２ 支出総額 1,757,290

（翌年への繰越額） 2,225,130

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 727,300
（３４０人）

寄附の総額 250,000

政党匿名分を除く寄附の額 250,000

個人からの寄附 220,000

政治団体からの寄附 30,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 960,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 500,000

自由民主党東京都清瀬市第二支部 30,000

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

経常経費 996,076

光熱水費 44,111

備品・消耗品費 176,758

事務所費 775,207

政治活動費 761,214

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 481,214

選挙関係費 200,000

寄附・交付金 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党武蔵村山総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 5,726,378

前年繰越額 1,803,967

本年収入額 3,922,411

２ 支出総額 2,118,705

（翌年への繰越額） 3,607,673

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 636,400
（３５０人）

寄附の総額 1,556,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,556,000

個人からの寄附 1,556,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,730,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都北多摩第１区支部 500,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 800,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 50,000

備品・消耗品費 50,000

政治活動費 2,068,705

組織活動費 2,068,705

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

半田 弘明 200,000 武蔵村山市

比留間 宏明 100,000 武蔵村山市

畩ヶ山 幹雄 100,000 武蔵村山市

高山 晃一 80,000 武蔵村山市

比留間 市郎 60,000 武蔵村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 3,318,010

前年繰越額 861,010

本年収入額 2,457,000

２ 支出総額 684,378

（翌年への繰越額） 2,633,632

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 297,000
（１８６人）

寄附の総額 230,000

政党匿名分を除く寄附の額 230,000

個人からの寄附 230,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,930,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

自由民主党東京都第二十三選挙区支部 1,200,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 168,000

人件費 48,000

事務所費 120,000

政治活動費 516,378

組織活動費 516,378

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小礒 明 200,000 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都南多摩支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 21,224,642

前年繰越額 4,991,142

本年収入額 16,233,500

２ 支出総額 17,647,648

（翌年への繰越額） 3,576,994

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,000
（２００人）

寄附の総額 15,773,500

政党匿名分を除く寄附の額 15,773,500

個人からの寄附 10,343,500

法人その他の団体からの寄附 3,460,000

政治団体からの寄附 1,970,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 420,000
入

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 100,000

自由民主党東京都参議院比例区第七十八支 200,000
部

自由民主党兵庫県第九選挙区支部 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,677,067

人件費 2,913,544

光熱水費 261,839

備品・消耗品費 181,684

事務所費 320,000

政治活動費 13,970,581

組織活動費 2,275,243

機関紙誌の発行その他の事業費 11,010,338

機関紙誌の発行事業費 9,540,065

宣伝事業費 1,470,273

寄附・交付金 685,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小礒 明 2,000,000 多摩市

小礒 トシ 3,000,000 多摩市

小倉 眞樹子 100,000 府中市

小倉 将信 100,000 町田市

津守 範学 100,000 多摩市

中村 哲也 100,000 世田谷区

今村 友則 101,000 国分寺市

西山 由之 100,000 町田市

菅原 一秀 100,000 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日進ＬＲＤ㈱ 1,000,000 港区

東京都私立幼稚園連合 100,000 千代田区
会

南多摩薬剤師連盟 100,000 多摩市

赤枝医院 1,100,000 多摩市

村上工業㈱ 100,000 国立市

㈱石坂商事 100,000 多摩市

㈱アシスト 100,000 大田区
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（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都石油政治連盟 100,000 千代田区

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟稲 250,000 稲城市
城支部

東京都医師政治連盟多 300,000 多摩市
摩市支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党稲城総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 4,053,165

前年繰越額 1,659,851

本年収入額 2,393,314

２ 支出総額 1,602,452

（翌年への繰越額） 2,450,713

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 813,300
（２１２人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,550,000
入

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十一選挙区支部 300,000

自由民主党東京都第二十二選挙区支部 850,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 1,670

事務所費 1,670

政治活動費 1,600,782

組織活動費 558,230

選挙関係費 992,552

調査研究費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党羽村総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 4,608,588

前年繰越額 1,964,983

本年収入額 2,643,605

２ 支出総額 983,616

（翌年への繰越額） 3,624,972

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 623,500
（３１４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,020,000
入

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 1,290,000

その他の収入 105

１件 １０万円未満のもの 105

４ 支出の内訳

政治活動費 983,616

組織活動費 959,810

機関紙誌の発行その他の事業費 23,806

その他の事業費 23,806

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党あきる野総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 7,042,920

前年繰越額 3,534,892

本年収入額 3,508,028

２ 支出総額 2,642,788

（翌年への繰越額） 4,400,132

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,225,500
（６３０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,260,000
入

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

自由民主党東京都支部連合会 400,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 1,560,000

その他の収入 22,528

１件 １０万円未満のもの 22,528

275 ページ



４ 支出の内訳

経常経費 528,505

人件費 360,000

備品・消耗品費 168,505

政治活動費 2,114,283

組織活動費 1,336,123

機関紙誌の発行その他の事業費 363,660

宣伝事業費 363,660

寄附・交付金 414,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党西東京総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 10,763,425

前年繰越額 3,001,007

本年収入額 7,762,418

２ 支出総額 7,312,591

（翌年への繰越額） 3,450,834

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,492,400
（６９６人）

寄附の総額 3,880,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,880,000

個人からの寄附 1,980,000

法人その他の団体からの寄附 1,100,000

政治団体からの寄附 800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,390,000
入

自由民主党東京都支部連合会 900,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 1,460,000

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 3,958,536

人件費 1,303,382

光熱水費 89,732

備品・消耗品費 1,027,412

事務所費 1,538,010

政治活動費 3,354,055

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 50,000
係る支出

組織活動費 1,308,852

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,095,203

宣伝事業費 1,095,203

寄附・交付金 850,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浜中 義豊 1,050,000 西東京市

丸山 浩一 130,000 西東京市

鎌田 忠詞 120,000 西東京市

遠藤 源太郎 120,000 西東京市

稲垣 裕二 60,000 西東京市

小林 達哉 60,000 西東京市

酒井 豪一郎 60,000 西東京市

田中 慶明 60,000 西東京市

冨永 雄二 60,000 西東京市

中川 清志 60,000 西東京市

坂井 和彦 60,000 西東京市

保谷 七緒美 60,000 西東京市

山田 忠良 60,000 西東京市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱ナガセ 1,000,000 武蔵野市

西東京市建災防協会 100,000 西東京市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟西 800,000 西東京市
東京市支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都西東京市第二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 1,042,689

前年繰越額 36,689

本年収入額 1,006,000

２ 支出総額 1,040,000
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（翌年への繰越額） 2,689

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,000
（２人）

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 240,000

事務所費 240,000

政治活動費 800,000

寄附・交付金 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

保谷 和行 1,000,000 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都西東京市第三支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 6,990,000

前年繰越額 1,000,000

本年収入額 5,990,000

２ 支出総額 5,012,032

（翌年への繰越額） 1,977,968

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,030,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,030,000

個人からの寄附 2,980,000

法人その他の団体からの寄附 680,000

政治団体からの寄附 1,370,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 960,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 30,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都第十九選挙区支部 800,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都支部連合会 10,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 10,000

自由民主党東京都第二十四選挙区支部 20,000

自由民主党東京都八王子市第十七支部 10,000

自由民主党東京都第二十選挙区支部 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,091,769

人件費 582,000

光熱水費 200,003

備品・消耗品費 104,684

事務所費 205,082

政治活動費 3,920,263

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 100,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 3,820,263

機関紙誌の発行事業費 873,265

宣伝事業費 2,946,998

寄附・交付金 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鎌田 忠詞 1,200,000 西東京市

小林 孝幸 190,000 西東京市

本橋 竜平 110,000 西東京市

本橋 貞行 60,000 西東京市

野口 昇一 100,000 西東京市

有馬 弘宣 100,000 練馬区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都精神科病院協会 100,000 府中市

西東京市建災防協会 100,000 西東京市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都医師政治連盟西 500,000 西東京市
東京市支部

都議会自由民主党 300,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党瑞穂総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
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円
１ 収入総額 2,994,008

前年繰越額 988,500

本年収入額 2,005,508

２ 支出総額 996,685

（翌年への繰越額） 1,997,323

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 613,500
（３４０人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 72,000

報告会 72,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,320,000
入

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 790,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 4,889

事務所費 4,889

政治活動費 991,796

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 110,000
係る支出

組織活動費 374,346

選挙関係費 362,940

機関紙誌の発行その他の事業費 144,510

その他の事業費 144,510

寄附・交付金 110,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党日の出総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,160,638

前年繰越額 497,038

本年収入額 1,663,600

２ 支出総額 719,745

（翌年への繰越額） 1,440,893

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 343,600
（１９０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,320,000
入

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 790,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 719,745

組織活動費 251,584

選挙関係費 438,161

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党檜原総支部

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 2,482,185

前年繰越額 1,218,472

本年収入額 1,263,713

２ 支出総額 1,196,500

（翌年への繰越額） 1,285,685

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 211,700
（１２５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,050,000
入

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 200,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 520,000

その他の収入 2,013

１件 １０万円未満のもの 2,013

４ 支出の内訳

経常経費 45,545

人件費 40,000

備品・消耗品費 3,471

事務所費 2,074

政治活動費 1,150,955

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 80,000
係る支出
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組織活動費 1,030,955

選挙関係費 90,000

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党奥多摩総支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 2,335,376

前年繰越額 1,138,365

本年収入額 1,197,011

２ 支出総額 359,807

（翌年への繰越額） 1,975,569

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 147,000
（７５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,050,000
入

自由民主党東京都支部連合会 200,000

自由民主党東京都三多摩総支部 30,000

自由民主党東京都第二十五選挙区支部 520,000

自由民主党東京都西多摩第二支部 300,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 50,300

備品・消耗品費 50,300

政治活動費 309,507

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 40,000
係る支出

組織活動費 185,822

選挙関係費 83,685

寄附・交付金 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都島嶼支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 14,635,769

前年繰越額 2,304,533

本年収入額 12,331,236

２ 支出総額 9,798,379

（翌年への繰越額） 4,837,390

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,400
（５０人）

寄附の総額 12,068,820

政党匿名分を除く寄附の額 12,068,820

個人からの寄附 2,808,820

法人その他の団体からの寄附 6,330,000

政治団体からの寄附 2,930,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 245,000
入

自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 50,000

自由民主党東京都参議院選挙区第四支部 30,000

自由民主党東京都支部連合会 15,000

自由民主党東京都三多摩総支部 20,000

自由民主党東京都参議院選挙区第二支部 30,000

自由民主党東京都第三選挙区支部 100,000

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 5,745,450

人件費 3,820,954

光熱水費 67,114

備品・消耗品費 36,766

事務所費 1,820,616

政治活動費 4,052,929

組織活動費 935,736

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,597,193

機関紙誌の発行事業費 945,905

宣伝事業費 651,288

寄附・交付金 1,020,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前田 桂 80,000 新島村

宮川 正義 240,000 小笠原村

村松 与志広 500,000 大島町
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村松 忠広 500,000 大島町

高木 啓 100,000 北区

白井 勝美 500,000 小金井市

三宅 正彦 378,820 大島町

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

白為土木㈱ 240,000 大島町

山田商事㈱ 340,000 大島町

永井㈱ 240,000 江東区

ジャパン・トータルサ 240,000 港区
ービス㈱

山武建設株式会社 300,000 大島町

株式会社奥山工務店 200,000 大島町

吉田建設株式会社 200,000 大島町

大島建設業協会 1,000,000 大島町

ＳａｎｏｕＦａｃｔ株 300,000 大島町
式会社

株式会社石井組 200,000 大島町

株式会社栄代 100,000 大島町

伊豆大島リゾートゴル 100,000 大島町
フクラブ

株式会社山田回漕店 100,000 大島町

山田建設株式会社 100,000 大島町

株式会社オーレック 100,000 大島町

株式会社成和 100,000 大島町

江口技研株式会社 200,000 大島町

株式会社ジャスティス 200,000 大島町

川口興業株式会社 200,000 大島町

株式会社小池造園土木 300,000 大島町

有限会社三光電気 300,000 大島町

有限会社さかき林産 200,000 大島町

白木建設株式会社 300,000 大島町

大昌建設株式会社 100,000 大島町

医療法人社団藤清会 100,000 大島町

株式会社平善 100,000 三宅村

一般社団法人東京港運 100,000 港区
協会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

都議会自由民主党 1,400,000 杉並区

みつじ利弘後援会 200,000 大島町

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟中 500,000 中央区
央区支部

新風会 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党八丈島総支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 593,641

前年繰越額 167,841

本年収入額 425,800

２ 支出総額 106,212

（翌年への繰越額） 487,429

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 123,200
（６２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 302,600
入

自由民主党東京都支部連合会 302,600

４ 支出の内訳

経常経費 32,672

備品・消耗品費 20,955

事務所費 11,717

政治活動費 73,540

調査研究費 73,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党島嶼連合支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都衆議院支部

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から１０月１４日

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 40,425,296

前年繰越額 22,206,709

本年収入額 18,218,587
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２ 支出総額 38,882,867

（翌年への繰越額） 1,542,429

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,118,400
（７６３人）

寄附の総額 8,900,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,900,000

個人からの寄附 720,000

法人その他の団体からの寄附 3,380,000

政治団体からの寄附 4,800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,200,000
入

自由民主党 8,200,000

その他の収入 187

１件 １０万円未満のもの 187

４ 支出の内訳

経常経費 33,448,381

人件費 25,385,451

光熱水費 503,760

備品・消耗品費 2,323,439

事務所費 5,235,731

政治活動費 5,434,486

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,200,000
係る支出

組織活動費 1,780,637

機関紙誌の発行その他の事業費 314,434

機関紙誌の発行事業費 73,373

宣伝事業費 241,061

調査研究費 137,985

寄附・交付金 3,201,430

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

矢崎 敏央 600,000 埼玉県八潮市

鈴木 秀夫 120,000 足立区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

株式会社アミックス 1,080,000 中央区

河原実業株式会社 1,000,000 足立区

株式会社庄栄ビル 120,000 足立区

太成倉庫株式会社 120,000 足立区

有限会社カトリコーポ 120,000 足立区
レーション

株式会社サンベルクス 600,000 足立区

株式会社花徳 120,000 足立区

芦川巖葬儀社有限会社 120,000 足立区

一般社団法人東京ハイ 100,000 千代田区
ヤー・タクシー協会

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

整形外科医政協議会 1,000,000 台東区

日本産婦人科医師連盟 500,000 新宿区

日本歯科医師連盟 1,000,000 千代田区

日本薬剤師連盟 300,000 新宿区

社会保障政策フォーラ 2,000,000 中央区
ム

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都衆議院第五十一支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 5,427,366

前年繰越額 1,047,366

本年収入額 4,380,000

２ 支出総額 4,398,185

（翌年への繰越額） 1,029,181

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,380,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,380,000

個人からの寄附 1,200,000

法人その他の団体からの寄附 3,180,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,447,875

人件費 1,871,210

光熱水費 368,317

備品・消耗品費 750,133

事務所費 458,215

政治活動費 950,310

組織活動費 950,310

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

281 ページ



（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川口 義彦 120,000 台東区

津覇 良夫 120,000 千葉県船橋市

松田 博青 480,000 三鷹市

溝部 孝 480,000 千葉県千葉市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱データアート 120,000 渋谷区

㈱イチカワランドリー 100,000 豊島区

瀧川㈱ 120,000 台東区

東和販売㈱ 120,000 中野区

魚河し銘茶㈱ 120,000 中央区

㈱岩崎 120,000 千代田区

㈱紀鳳産業 120,000 港区

マルダイ運輸㈱ 120,000 台東区

㈱紀文産業 120,000 港区

㈱紀文フレッシュシス 120,000 大田区
テム

㈱樋長 120,000 江東区

㈱舟和本店 70,000 台東区

㈲エヌシーオー 120,000 台東区

㈱泉屋東京店 120,000 千代田区

㈱ニューオータニ 120,000 千代田区

㈱ＴＯＣディレクショ 120,000 台東区
ン

加茂建設㈱ 120,000 台東区

㈱清月堂本店 90,000 中央区

小泉グループ㈱ 160,000 台東区

㈱ジュンアシダ 240,000 目黒区

㈱千代田セレモニー 240,000 荒川区

㈱桑山 360,000 台東区

㈱精養軒 120,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都第十二選挙区支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 3,369,994

前年繰越額 1,369,982

本年収入額 2,000,012

２ 支出総額 3,326,976

（翌年への繰越額） 43,018

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 2,000,000
入

自由民主党 2,000,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 1,590,529

備品・消耗品費 16,316

事務所費 1,574,213

政治活動費 1,736,447

組織活動費 1,736,447

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党公孫樹会東京都支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 12,599,075

前年繰越額 12,599,065

本年収入額 10

２ 支出総額 503,143

（翌年への繰越額） 12,095,932

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

政治活動費 503,143

組織活動費 492,143

調査研究費 11,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東海ときわ会東京支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 917,765

前年繰越額 917,759

本年収入額 6

２ 支出総額 228,172
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（翌年への繰越額） 689,593

３ 本年収入の内訳

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 80,626

事務所費 80,626

政治活動費 147,546

組織活動費 147,546

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都医療会支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 16,116,300

前年繰越額 0

本年収入額 16,116,300

２ 支出総額 16,116,300

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 16,116,300

政党匿名分を除く寄附の額 16,116,300

政治団体からの寄附 16,116,300

４ 支出の内訳

政治活動費 16,116,300

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 16,116,300
係る支出

その他の経費 16,116,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟 16,116,300 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都環境保全支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 48,050,776

前年繰越額 8,219,417

本年収入額 39,831,359

２ 支出総額 39,284,739

（翌年への繰越額） 8,766,037

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 781,300
（６０１人）

寄附の総額 31,550,000

政党匿名分を除く寄附の額 31,550,000

個人からの寄附 16,000,000

法人その他の団体からの寄附 15,550,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 7,500,000
入

自由民主党兵庫県環境保全支部 7,500,000

その他の収入 59

１件 １０万円未満のもの 59

４ 支出の内訳

経常経費 5,438,994

人件費 540,000

備品・消耗品費 3,930,928

事務所費 968,066

政治活動費 33,845,745

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 80,000
係る支出

組織活動費 24,345,115

調査研究費 2,100,630

寄附・交付金 7,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山本 正直 3,000,000 中央区

加藤 宣行 2,000,000 東大和市

小杉 徹四 3,000,000 文京区

知念 辰昇 2,000,000 台東区

加藤 米子 1,000,000 東大和市

佐野 勇太郎 5,000,000 神奈川県秦野市

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

加藤商事株式会社 700,000 東村山市

株式会社マツナガ 700,000 埼玉県春日部市

有限会社ワコーエコテ 1,700,000 千葉県木更津市
ック

シグマテック株式会社 900,000 中央区
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野崎興業株式会社 1,600,000 埼玉県戸田市

明和土木興業株式会社 650,000 埼玉県さいたま市

株式会社オネスト 600,000 江東区

栃木鉱山環境開発株式 5,700,000 栃木県佐野市
会社

南武株式会社 2,000,000 葛飾区

株式会社サーバル 1,000,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都看護連盟支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 12,919,774

前年繰越額 11,597,914

本年収入額 1,321,860

２ 支出総額 4,064,292

（翌年への繰越額） 8,855,482

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 129,940
（９７０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,190,150
入

自由民主党東京都支部連合会 1,190,150

その他の収入 1,770

１件 １０万円未満のもの 1,770

４ 支出の内訳

経常経費 275,602

人件費 269,500

備品・消耗品費 6,102

政治活動費 3,788,690

組織活動費 3,788,690

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都行政書士支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 163,319

前年繰越額 163,319

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 163,319

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都健康づくり支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 4,017,025

前年繰越額 1,417,013

本年収入額 2,600,012

２ 支出総額 2,500,000

（翌年への繰越額） 1,517,025

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,600,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,600,000

個人からの寄附 2,600,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 647,004

人件費 240,000

光熱水費 101,384

備品・消耗品費 65,620

事務所費 240,000

政治活動費 1,852,996

組織活動費 790,435

機関紙誌の発行その他の事業費 290,623

宣伝事業費 290,623

調査研究費 771,938

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋山 肇 200,000 世田谷区

秋山 慶子 200,000 世田谷区

原 秀樹 200,000 世田谷区

山中 直樹 1,000,000 埼玉県川口市

荻原 敏靖 700,000 埼玉県川越市

大石橋 由和 100,000 千葉県習志野市

増渕 裕 100,000 千葉県千葉市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都建設支部
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報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 7,380,673

前年繰越額 3,511,802

本年収入額 3,868,871

２ 支出総額 705,765

（翌年への繰越額） 6,674,908

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,868,850
（６，１２４人）

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 705,765

事務所費 705,765

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都港湾空港支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,310,539

前年繰越額 913,387

本年収入額 397,152

２ 支出総額 100,379

（翌年への繰越額） 1,210,160

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 397,150
（３７０人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 100,379

備品・消耗品費 4,730

事務所費 95,649

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都歯科医師連盟支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,001,841

前年繰越額 511,736

本年収入額 490,105

２ 支出総額 880

（翌年への繰越額） 1,000,961

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 490,100
（３９５人）

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 880

事務所費 880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都自動車整備支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 528,159

前年繰越額 183,008

本年収入額 345,151

２ 支出総額 345,150

（翌年への繰越額） 183,009

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 345,150
（３０５人）

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 345,150

寄附・交付金 345,150

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都情報通信支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,837,225

前年繰越額 345,419

本年収入額 2,491,806

２ 支出総額 2,761,914

（翌年への繰越額） 75,311

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,451,800
（１，８８６人）

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000
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その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 2,206,994

人件費 960,000

光熱水費 17,613

備品・消耗品費 134,023

事務所費 1,095,358

政治活動費 554,920

組織活動費 41,700

寄附・交付金 513,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都石油販売業支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 362

前年繰越額 362

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 362

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都造船支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 1,104,768

前年繰越額 404,766

本年収入額 700,002

２ 支出総額 647,002

（翌年への繰越額） 457,766

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

法人その他の団体からの寄附 700,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 76,672

備品・消耗品費 41,838

事務所費 34,834

政治活動費 570,330

組織活動費 20,330

寄附・交付金 550,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

舶朋会 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都宅建支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 15,715,493

前年繰越額 860,879

本年収入額 14,854,614

２ 支出総額 14,915,730

（翌年への繰越額） 799,763

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,445,600
（１，１１２人）

寄附の総額 13,409,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,409,000

個人からの寄附 212,000

法人その他の団体からの寄附 13,197,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 67,430

事務所費 67,430

政治活動費 14,848,300

組織活動費 1,448,300

寄附・交付金 13,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 俊彦 53,000 東村山市

内山 敬仁 53,000 府中市

塚田 聡一 53,000 調布市
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太田 佳孝 53,000 港区

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

㈱アクセスアドバイザ 53,000 中野区
ーズ

㈱シンワホーム 53,000 中野区

㈱インスパイア 53,000 渋谷区

㈱ソシアトラスト 53,000 大田区

セルフリジェネレーシ 53,000 墨田区
ョン（同）

㈱ＡＮＦＩＥＬＤ初台 53,000 渋谷区
店

㈱Ｌａｎｄｏｏｒ 53,000 中野区

㈱リライフ本郷三丁目 53,000 文京区
店

㈱ハイブリッド 53,000 渋谷区

㈱エバーグローリー・ 53,000 千代田区
キャピタル

㈲岩崎商店 53,000 清瀬市

㈱Ｂｅｃ 53,000 八王子市

㈱ユースラッシュ 53,000 目黒区

ＭＩＲＡＩ㈱ 53,000 渋谷区

㈱アダチ 53,000 新宿区

㈱ガラパゴス不動産 53,000 渋谷区

㈱フラップス 53,000 調布市

㈱ＣＲＩコンサルタン 53,000 文京区
ツ

㈱Ｒｏｏｍ－ｕｐ 53,000 文京区

㈱ＶＩＳＩＯリアルエ 53,000 江戸川区
ステート

りんかい不動産㈱ 53,000 江東区

㈱アイビック 53,000 北区

桜総合管理㈱ハウスメ 53,000 多摩市
イトネットワーク多摩
センター店

㈱ＲＨＩＮＯ Ｒｅａ 53,000 目黒区
ｌ Ｅｓｔａｔｅ

三彦不動産管理㈱ 53,000 墨田区

㈱ピーイー・コーポレ 53,000 大田区
ーション

㈱渡辺組建設工業 53,000 大田区

㈱ＡＳＳＥＴ ＡＲＫ 53,000 渋谷区

㈱Ｔ＆Ａ 53,000 文京区

㈱オーセントラスト 53,000 渋谷区

㈲エムオーイー 53,000 江戸川区

㈱セイプロスパー 53,000 大田区

アステール㈱ 53,000 足立区

㈱相川スリーエフ新宿 53,000 新宿区
店

㈱クレア・ライフ・パ 53,000 新宿区
ートナーズ

村田建物管理㈱ 53,000 板橋区

㈱リビングサポート 53,000 三鷹市

㈱ペネトレイト 53,000 渋谷区

㈲創成 53,000 台東区

㈱洛兆 53,000 大田区

（同）ＫＯＫＩ 53,000 大田区

㈱ＫＥＩＬＯＵＩＳ 53,000 大田区

ベスト・オブ・ラック 53,000 渋谷区
㈱

フラットナンバー㈱ 53,000 渋谷区

㈱レイス 53,000 文京区

うにたす（同） 53,000 足立区

㈱Ｚｏｆｕｋｕ 53,000 渋谷区

㈱エヌズホーム 53,000 府中市

グランファースト㈱ 53,000 渋谷区

㈱参宮橋不動産 53,000 渋谷区

㈱港ミク 53,000 新宿区

ピエロ・デザイン＆ワ 53,000 渋谷区
ークス㈱

㈲フォレスト・ライフ 53,000 渋谷区

㈱メビウス 53,000 新宿区

㈱和蔵 53,000 新宿区

㈱マイナビナースケア 53,000 新宿区

（同）Ｒ１－ＹＧ 53,000 渋谷区

㈱親愛 53,000 渋谷区

㈱ホワイトクローバー 53,000 渋谷区

㈱飯間ファミリーファ 53,000 江東区
ーム

㈱日本保証東京支店 53,000 江東区

㈱トラファン 53,000 武蔵野市

㈱アーバントラスト 53,000 品川区
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㈱Ｎｅｗ Ａ 53,000 江東区

㈱プラウド 53,000 府中市

㈱ＣＯＲＥ江戸川支店 53,000 江戸川区

㈱クレアリアルティ 53,000 渋谷区

㈱メディカルネット 53,000 渋谷区

㈱アイ・エステート 53,000 日野市

㈱ゆとり不動産 53,000 中野区

㈱アシアンナイス 53,000 台東区

㈱ＳＴ 53,000 渋谷区

㈱坂の上不動産 53,000 渋谷区

Ｓａｓｈ ｌｅａｄｓ 53,000 狛江市
㈱

㈱ロボケン 53,000 豊島区

㈱ＫＵＮＩ’Ｓ ＷＯ 53,000 八王子市
ＲＫＳ

㈱ヴィダックス渋谷マ 53,000 渋谷区
ークシティ支店

㈱ロクマ 53,000 目黒区

㈱ハウスなび綾瀬店 53,000 足立区

㈱ハーベスト 53,000 豊島区

東京アセット管理㈱ 53,000 新宿区

リナランドストーリー 53,000 府中市
ズ㈱

ＧＯＬＤＥＮ ＢＲＩ 53,000 新宿区
ＤＧＥ㈱

マイシステム㈱ 53,000 新宿区

㈱ｃｏｒａｌ 53,000 新宿区

㈱リライフ高田馬場店 53,000 新宿区

住福㈱ 53,000 新宿区

㈱大和・アクタス千駄 53,000 渋谷区
ヶ谷支店

㈱クラリス不動産 53,000 足立区

㈱エイシン 53,000 荒川区

㈱サイミハウジング 53,000 中野区

アジアスケープ㈱ 53,000 板橋区

瓜生マネジメント㈱ 53,000 板橋区

㈱カリフォルニア工務 53,000 中野区
店

㈱アイディアル 53,000 渋谷区

ケイティーズ㈱ 53,000 渋谷区

㈱アークレスト東久留 53,000 東久留米市
米営業所

㈱ベイス 53,000 江東区

㈱Ｌｉｖｉｎｇ Ａｇ 53,000 江戸川区
ｅｎｔ

㈱ＺＥＰＥ 53,000 千代田区

㈱ＡＳＳＥＴ ＲＥＬ 53,000 渋谷区
ＩＥＦ

㈱トイダホームコンサ 53,000 江東区
ルティング

㈱Ｎ・フィールド東京 53,000 新宿区
営業所

ＲＥＡＬ ＴＯＫＹＯ 53,000 武蔵野市
㈱

㈱無限工房 53,000 品川区

楽心㈱ 53,000 北区

㈱アイム 53,000 北区

ゴモアセット㈱ 53,000 文京区

㈱あきんど東京支店 53,000 台東区

ＴＵＲＱ㈱ 53,000 中野区

Ｙ３ハウス㈱ 53,000 北区

㈱ＳＨＥＥＰＬＡＮＮ 53,000 江東区
ＥＲ

陽光㈱ 53,000 中野区

㈱出雲ハウス 53,000 荒川区

㈱ＳＧＡホーム 53,000 西東京市

㈱ＲＮＡ 53,000 大田区

㈱高尾輸送サービス 53,000 八王子市

ルデマ不動産㈱ 53,000 渋谷区

㈱ＶＩＬＤ 53,000 渋谷区

㈱堀文 53,000 北区

府中不動産情報㈱ 53,000 府中市

ケーズエステート㈱ 53,000 東久留米市

㈱ＷｉｓｅＲｏｏｍ 53,000 北区

㈱天満屋地所 53,000 三鷹市

㈱ＡＬＥＸＩＡ 53,000 新宿区

㈱インフィニットポシ 53,000 新宿区
ビリティ

㈱ｒ－ａｖｉｅ 53,000 新宿区

㈱巴工務店 53,000 品川区
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㈱ファーストプロパテ 53,000 品川区
ィーズ

㈱エム・アライブハウ 53,000 台東区
スドゥ浅草駅前

㈱ＥＣ．エンタープラ 53,000 渋谷区
イズ東京オフィス

ＹＭコンサルティング 53,000 板橋区
㈱

Ｙ’ｓコーポレーショ 53,000 江東区
ン㈱

㈱カドヤ建設 53,000 大田区

ミノラス不動産㈱売買 53,000 大田区
法人・蒲田アセットコ
ンサル室

㈱Ｂｌｕｅ 53,000 渋谷区

㈱ｓｉｏｎ 53,000 八王子市

水越設備㈱ 53,000 八王子市

㈱カワノ 53,000 八王子市

丸栄ホームサービス㈱ 53,000 三鷹市

㈱ＹＺＹ 53,000 大田区

美山商事㈱ 53,000 武蔵野市

三和メディコ（同） 53,000 江戸川区

㈱Ｇｏｔａ 53,000 新宿区

ＪＴＭホールディング 53,000 新宿区
ス㈱東京営業所

㈱ＧＴＭ 53,000 新宿区

ＶｉＮｉ㈱ 53,000 新宿区

㈱リアルスマイディー 53,000 八王子市

朝日不動産㈱アパマン 53,000 西東京市
ショップひばりヶ丘店

㈱ＮＩＴＡＫＡ 53,000 北区

縁結び㈱ 53,000 台東区

㈱リビングコンシェル 53,000 江戸川区
小岩店

㈱快晴ホーム 53,000 江戸川区

㈱裕企画吉祥寺ｏｆｆ 53,000 武蔵野市
ｉｃｅ

㈱カーム 53,000 渋谷区

㈱ラッキーロード 53,000 渋谷区

㈱成増不動産 53,000 板橋区

㈱イエハチ 53,000 八王子市

㈱Ａｍｕｆｉ Ｅｓｔ 53,000 新宿区

㈱ミクニ東京西支店 53,000 渋谷区

㈱若草不動産販売 53,000 墨田区

㈱タウンハウジング神 53,000 千代田区
奈川

㈱タウンハウジング埼 53,000 千代田区
玉

㈱タウンハウジング千 53,000 千代田区
葉

㈱タウンハウジング東 53,000 千代田区
京

興富㈱ 53,000 文京区

㈱ＲＣ ＣＲＥＡＴＥ 53,000 八王子市

㈱Ｐｌｕｓ Ａｇｅｎ 53,000 足立区
ｔ

㈱ユウセイ不動産 53,000 足立区

ナカノ不動産㈱ 53,000 中野区

大心アシスト㈱ 53,000 品川区

㈱たすかけ 53,000 武蔵野市

（一社）日本外食ベン 53,000 目黒区
チャー海外展開推進協
会

㈱ハウスドゥ住宅販売 53,000 大田区
蒲田駅東店

㈱Ｙ＆Ｋ 53,000 足立区

㈱エールーム北千住店 53,000 足立区

Ｎマネジメント㈱ 53,000 稲城市

ＦＲＩＧＧ㈱ 53,000 渋谷区

㈱ＥＳＴ 53,000 渋谷区

㈱東建リアルティ 53,000 千代田区

㈱ノムラ 53,000 品川区

㈱ＦＥＣ国立店 53,000 国立市

㈱ＦＥＳＣＨ 53,000 足立区

鴻森㈱ 53,000 千代田区

㈱ＨＫｈｏｍｅ 53,000 西多摩郡日の出町

㈱ＦＲＡＮＫ調布支店 53,000 調布市

㈱アップル東京浅草駅 53,000 台東区
前店

㈱ハウスプラザ赤羽店 53,000 北区

㈱旅ｗｉｔｈ 53,000 中央区

大友㈱ 53,000 足立区
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㈱東川社 53,000 江東区

Ｂｌａｃｋ Ｒｏｃｋ 53,000 台東区
㈱

㈱きよみずや 53,000 大田区

㈱Ｌｕｘ 53,000 渋谷区

㈱トゥモローズ 53,000 中央区

㈱プラットホーム 53,000 中央区

㈱アサセハウジング 53,000 新宿区

㈱ハウスコミュニケー 53,000 新宿区
ション大久保営業セン
ター

㈱エヌエスサービス 53,000 八王子市

三絆地所㈱吉祥寺営業 53,000 武蔵野市
所

㈲大林不動産 53,000 台東区

㈱和光総合研究所 53,000 大田区

㈱エヌティー不動産 53,000 大田区

㈱ｄａｎｌａｎｄ 53,000 江東区

大隅建設㈱ 53,000 北区

㈱ア・ファクトリー 53,000 渋谷区

㈱ステディーライズ 53,000 中野区

㈱スマリブ 53,000 台東区

㈱リップル中野支店 53,000 中野区

㈱アテンドハウス 53,000 東村山市

青空プロパティ㈱ 53,000 新宿区

賃貸スマイル㈱西葛西 53,000 江戸川区
店

㈱ＯＮＥ ＦＯＲ Ａ 53,000 江戸川区
ＬＬ不動産

㈱オルタナティブ東京 53,000 目黒区

テクノライフ㈱ 53,000 武蔵野市

㈱将輔屋 53,000 福生市

㈱ＴＲＵＳＴ 53,000 多摩市

㈱未来都市開発西東京 53,000 武蔵野市
店

㈱トゥーザコア 53,000 品川区

㈱三広商事 53,000 三鷹市

Ｌｌａｎｄａｆｆ Ｃ 53,000 東村山市
ｒｅａｔｅ㈱

㈱ＫＥＮドリーム 53,000 清瀬市

㈱フォーチュンフェザ 53,000 羽村市
ー

㈱ニッポン不動産 53,000 渋谷区

㈱リスダンケミカル 53,000 豊島区

㈱ＴＲＥＡＳＵＲＹ 53,000 渋谷区

㈱めぐる不動産 53,000 文京区

㈱スキップ 53,000 八王子市

㈱八王子住宅総合サー 53,000 八王子市
ビス

リライズホーム㈱武蔵 53,000 武蔵野市
野店

（同）ユタカ管財 53,000 台東区

㈱営繕計画土地建物 53,000 東村山市

キャピタルハウス㈱蒲 53,000 大田区
田店

㈱共成不動産販売 53,000 江東区

㈱レジテック 53,000 千代田区

（同）回家 53,000 北区

㈱エクストリームズ 53,000 八王子市

㈱アセットスコープ 53,000 目黒区

平綿不動産㈱ 53,000 大田区

㈱青木不動産 53,000 北区

Ａ．Ｒ．Ｅ．㈱ 53,000 大田区

㈱ＫＡＮＡＥ 53,000 新宿区

㈱ＤＥＦＯ 53,000 新宿区

野村管財㈱ 53,000 新宿区

㈱ＬＩＶＥ ＣＲＥＡ 53,000 新宿区
ＴＥ

不動産 ｙｏｕ ｍｅ 53,000 新宿区

㈱八陣建設 53,000 調布市

㈱Ｗ．Ｈ 53,000 文京区

Ｊａｐａｎ．ａｓｓｅ 53,000 品川区
ｔ ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ㈱

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都ちんたい支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 47,165,676

前年繰越額 28,555,742

本年収入額 18,609,934

２ 支出総額 16,784,989

290 ページ



（翌年への繰越額） 30,380,687

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,661,150
（４，４５２人）

寄附の総額 13,948,519

政党匿名分を除く寄附の額 13,948,519

法人その他の団体からの寄附 13,948,519

その他の収入 265

１件 １０万円未満のもの 265

４ 支出の内訳

経常経費 15,907,830

人件費 15,768,149

備品・消耗品費 49,451

事務所費 90,230

政治活動費 877,159

組織活動費 839,879

機関紙誌の発行その他の事業費 37,280

宣伝事業費 37,280

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（法人その他の団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国賃貸管理ビジネス 7,900,719 中央区
協会関東支部

全国賃貸管理ビジネス 5,997,800 中央区
協会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都通信産業支部

報告年月日 令和 ４年 ４月２７日
円

１ 収入総額 93,600

前年繰越額 93,600

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 93,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都ときわ会支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 10,501,497

前年繰越額 7,844,302

本年収入額 2,657,195

２ 支出総額 2,358,108

（翌年への繰越額） 8,143,389

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,297,100
（１，８４７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 360,000
入

自由民主党千葉県ときわ会支部 68,500

自由民主党埼玉県ときわ会支部 158,600

自由民主党神奈川県ときわ会支部 101,700

自由民主党長野県ときわ会支部 2,100

自由民主党群馬県ときわ会支部 5,500

自由民主党山梨県ときわ会支部 6,200

自由民主党栃木県ときわ会支部 9,200

自由民主党茨城県ときわ会支部 8,200

その他の収入 95

１件 １０万円未満のもの 95

４ 支出の内訳

経常経費 2,188,378

人件費 883,720

光熱水費 65,560

備品・消耗品費 219,320

事務所費 1,019,778

政治活動費 169,730

組織活動費 29,510

寄附・交付金 140,220

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

5,083,946

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都トラック支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 339,307

前年繰越額 250,255

本年収入額 89,052

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 339,307

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 89,050
入

自由民主党東京都支部連合会 89,050

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都福祉支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 4,001,524

前年繰越額 1,524

本年収入額 4,000,000

２ 支出総額 3,999,636

（翌年への繰越額） 1,888

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,000,000

個人からの寄附 4,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,974,636

人件費 3,080,000

光熱水費 346,114

備品・消耗品費 254,170

事務所費 294,352

政治活動費 25,000

組織活動費 25,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前島 英三郎 4,000,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都薬剤師支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 3,343,479

前年繰越額 2,034,363

本年収入額 1,309,116

２ 支出総額 242,201

（翌年への繰越額） 3,101,278

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,309,100
（１，００７人）

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 2,201

事務所費 2,201

政治活動費 240,000

組織活動費 240,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都遊技産業支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 3,668

前年繰越額 0

本年収入額 3,668

２ 支出総額 3,668

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

借入金 3,668

鈴木 洋一 3,668

４ 支出の内訳

経常経費 3,668

備品・消耗品費 3,668

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都郵政政治連盟支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 14,295,398

前年繰越額 6,699,436

本年収入額 7,595,962

２ 支出総額 7,487,516

（翌年への繰越額） 6,807,882

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,250,350
（１，３９６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 5,345,550
入
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自由民主党 5,345,550

その他の収入 62

１件 １０万円未満のもの 62

４ 支出の内訳

経常経費 141,820

事務所費 141,820

政治活動費 7,345,696

寄附・交付金 7,345,696

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党東京都豊かな生活をつくる会支部

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民主党２１世紀東京をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 6,694,454

前年繰越額 0

本年収入額 6,694,454

２ 支出総額 6,694,454

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,694,450
（１０，７４９人）

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

政治活動費 6,694,454

寄附・交付金 6,688,800

その他の経費 5,654

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京維新の会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 29,415,837

前年繰越額 1,394,922

本年収入額 28,020,915

２ 支出総額 23,348,574

（翌年への繰越額） 6,067,263

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,225,000
（９１人）

寄附の総額 1,594,792

政党匿名分を除く寄附の額 1,594,792

個人からの寄附 1,084,792

政治団体からの寄附 510,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 22,686,000
入

日本維新の会 21,846,000

日本維新の会参議院東京都選挙区第１支部 360,000

日本維新の会参議院比例区第３８支部 360,000

日本維新の会衆議院東京都第１２選挙区支 60,000
部

日本維新の会衆議院東京都第１選挙区支部 60,000

その他の収入 515,123

１件 １０万円未満のもの 251,383

１件 １０万円以上のもの 263,740

敷金返金 121,000

社保返金 142,740

４ 支出の内訳

経常経費 9,746,164

人件費 8,137,187

備品・消耗品費 729,819

事務所費 879,158

政治活動費 13,602,410

組織活動費 1,428,854

選挙関係費 9,503,078

機関紙誌の発行その他の事業費 2,670,478

機関紙誌の発行事業費 89,665

宣伝事業費 2,580,813

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藤川 基之 1,000,000 練馬区

小村 貴司 64,792 愛知県北名古屋市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
やながせ裕文後援会 180,000 千代田区

伸幸会 60,000 大阪府堺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都委員会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 1,401,567,544

前年繰越額 113,334,247

本年収入額 1,288,233,297

２ 支出総額 1,300,977,204

（翌年への繰越額） 100,590,340

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 138,961,247
（３１１，３７５人）

寄附の総額 122,440,168

政党匿名分を除く寄附の額 122,440,168

個人からの寄附 122,440,168

借入金 15,000,000

石井 耕太 5,000,000

秋野 英俊 5,000,000

松井 輝夫 1,000,000

望月 康子 2,000,000

中井 信也 2,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,010,906,303
入

日本共産党宮城県委員会 300,000

日本共産党宮城県東部地区委員会 200,000

日本共産党東京都千代田地区委員会 15,751,972

日本共産党新宿地区委員会 9,310,850

日本共産党東京都港地区委員会 4,539,627

日本共産党大田地区委員会 16,166,739

日本共産党品川地区委員会 9,717,682

日本共産党目黒地区委員会 5,363,782

日本共産党世田谷地区委員会 8,275,773

日本共産党渋谷地区委員会 9,310,648

日本共産党東京都中野地区委員会 8,195,158

日本共産党杉並地区委員会 10,127,522

日本共産党豊島地区委員会 7,688,701

日本共産党東京都練馬地区委員会 10,067,691

日本共産党江東地区委員会 6,585,619

日本共産党東京都墨田地区委員会 3,996,700

日本共産党荒川地区委員会 5,219,191

日本共産党文京地区委員会 6,245,162

日本共産党東京都中央地区委員会 3,926,095

日本共産党台東地区委員会 3,605,617

日本共産党板橋地区委員会 18,435,533

日本共産党東京都北地区委員会 8,931,640

日本共産党足立地区委員会 15,027,360

日本共産党東京都葛飾地区委員会 11,453,342

日本共産党江戸川地区委員会 10,450,507

日本共産党武蔵野三鷹地区委員会 8,922,013

日本共産党北多摩北部地区委員会 19,218,564

日本共産党北多摩中部地区委員会 10,818,516

日本共産党北多摩東部地区委員会 11,786,780

日本共産党立川昭島地区委員会 11,595,784

日本共産党調布狛江府中地区委員会 11,368,868

日本共産党東京都南多摩地区委員会 12,581,843

日本共産党西多摩青梅地区委員会 9,170,881

日本共産党八王子地区委員会 8,081,385

日本共産党町田地区委員会 9,134,044

日本共産党大阪府委員会 200,000

日本共産党堺地区委員会 784,782

日本共産党中央委員会 688,349,932

その他の収入 925,579

１件 １０万円未満のもの 419,334

１件 １０万円以上のもの 506,245

国債利金 160,810

金銭以外のものによる寄附相当分 345,435

４ 支出の内訳

経常経費 389,158,505

人件費 349,741,183

光熱水費 4,010,882

備品・消耗品費 7,629,027

事務所費 27,777,413

政治活動費 911,818,699
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 752,715,555
係る支出

組織活動費 37,161,915

選挙関係費 48,690,462

機関紙誌の発行その他の事業費 67,613,564

宣伝事業費 67,613,564

調査研究費 1,437,203

寄附・交付金 754,515,555

その他の経費 2,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青柳 有希子 498,600 八王子市

赤城 春代 100,000 江東区

明石 康徳 200,000 東久留米市

秋野 英俊 130,990 埼玉県上尾市

浅野 ひとみ 62,000 江東区

浅野 宗廣 120,000 小金井市

安達 カナメ 60,000 新宿区

阿藤 和之 59,600 墨田区

阿部 和子 160,000 文京区

阿部 真 78,330 府中市

阿部 賢 160,000 小金井市

安保 暁 1,617,063 杉並区

荒金 哲 72,000 神奈川県横浜市

荒川 俊之 180,000 埼玉県志木市

新 千明 164,000 八王子市

有村 克巳 112,500 豊島区

安斉 きみ子 100,000 多摩市

飯田 和則 89,200 茨城県取手市

飯野 恵子 60,000 府中市

池内 辨 178,050 千葉県市川市

池川 友一 1,620,727 町田市

池田 育美 80,300 稲城市

生駒 厳 1,013,200 神奈川県川崎市

石井 耕太 132,600 杉並区

石川 義明 60,000 江戸川区

石上 昭子 100,000 江東区

石田 幸生 64,200 府中市

和泉 尚美 1,627,918 葛飾区

泉澤 章 55,000 板橋区

市橋 耕太 67,000 千葉県我孫子市

伊藤 辰久 55,000 江戸川区

伊藤 実 97,000 羽村市

伊藤 豊 100,000 神奈川県鎌倉市

乾川 日出夫 100,000 埼玉県川口市

井上 幸信 100,000 山梨県北杜市

今井 文夫 65,400 埼玉県北葛飾郡松
伏町

今泉 義竜 70,400 新宿区

今村 幸次郎 106,000 練馬区

今村 順一郎 88,541 神奈川県横浜市

入山 哲也 60,000 江東区

色川 雅子 62,000 千葉県市川市

岩﨑 二郎 100,000 千葉県富津市

岩崎 宏輝 100,000 中野区

岩田 稔 60,000 練馬区

牛久保 秀樹 70,800 三鷹市

梅木 勝子 100,000 狛江市

梅木 健司 159,800 狛江市

大江 健一 65,300 埼玉県ふじみ野市

大久保 佐和子 60,000 調布市

大西 明子 100,000 山口県岩国市

大野 史 50,400 昭島市

大平 優子 52,800 三鷹市

大村 ゆみ 1,637,782 世田谷区

大山 とも子 1,666,716 新宿区

岡田 俊一 69,700 千葉県市川市

岡野 八代 100,000 京都府京都市

岡本 千鶴子 70,000 東久留米市

緒方 蘭 55,000 神奈川県横浜市

小川 健治 163,690 江東区

小河 選 100,000 埼玉県川口市

荻原 喜代子 80,000 清瀬市
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尾崎 あや子 1,672,327 東大和市

小野 由紀子 86,000 国分寺市

尾花 久男 100,000 神奈川県相模原市

梶 雅子 100,000 武蔵野市

加藤 宗男 300,000 愛知県刈谷市

金井 克仁 85,940 新宿区

金子 信夫 100,000 茨城県取手市

金光 英俊 100,000 大阪府河内長野市

上倉 ふみ子 100,000 多摩市

亀田 裕康 52,750 埼玉県草加市

唐澤 一喜 60,600 小平市

川井 亮 139,600 多摩市

川越 哲郎 100,000 西東京市

川嶋 みどり 60,000 杉並区

北川 誠太郎 59,400 世田谷区

口山 衣江 90,000 国立市

窪田 大二郎 75,774 世田谷区

倉賀野 徳子 90,000 北海道釧路市

蔵貫 義朗 84,000 調布市

栗原 淳介 87,147 葛飾区

栗原 セツ子 80,000 墨田区

黒岩 哲彦 87,000 足立区

黒澤 信夫 199,720 千葉県柏市

小池 澄 60,200 小金井市

香西 克介 69,550 神奈川県横浜市

河野 百合恵 922,986 江戸川区

小林 郁夫 118,050 葛飾区

小林 清司 150,000 清瀬市

小林 ちえ子 90,000 葛飾区

小林 貢 60,000 東久留米市

小部 正治 70,400 新宿区

小山 三和子 1,633,981 江東区

近藤 雅樹 234,217 新宿区

後藤 佳代子 65,400 品川区

斉藤 はなを 70,000 江東区

斉藤 真里子 1,629,763 足立区

斉藤 通博 82,900 世田谷区

坂井 和歌子 117,900 大田区

佐藤 庄平 90,000 岡山県倉敷市

佐藤 直樹 103,528 世田谷区

佐藤 正雄 50,400 昭島市

三溝 裕子 150,000 町田市

椎野 大輔 70,400 杉並区

志田 恵子 100,000 品川区

品川 智子 80,000 足立区

嶋 章男 230,000 足立区

島﨑 重子 100,000 長野県松本市

清水 克郎 60,000 青梅市

清水 克敏 300,000 府中市

清水 登志子 506,500 日野市

清水 秀子 916,762 八王子市

齋藤 唯夏 70,100 調布市

下山田 千栄子 57,600 大田区

白石 民男 1,898,597 品川区

菅 俊治 63,440 新宿区

菅野 則子 58,700 世田谷区

杉田 大樹 81,900 茨城県取手市

杉山 康治 230,000 多摩市

須崎 真佐男 54,400 埼玉県富士見市

鈴木 郁雄 122,200 多摩市

鈴木 治 55,200 西多摩郡日の出町

鈴木 照明 121,200 台東区

鈴木 教晋 170,400 八王子市

須田 昭夫 1,000,000 板橋区

須藤 武美 68,000 練馬区

青龍 美和子 62,000 杉並区

関本 秀治 200,000 葛飾区

曽根 肇 3,472,595 北区

平 和元 63,900 日野市

高橋 正夫 134,550 国分寺市

高原 伸夫 370,000 福岡県福岡市

高見 京子 51,200 杉並区
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田川 豊 234,800 中野区

滝沢 香 70,400 新宿区

田黒 有二 100,000 静岡県静岡市

田口 正子 65,000 北区

竹谷 純一郎 300,000 町田市

田崎 遊 51,600 新宿区

立川 禮子 201,000 埼玉県草加市

田所 良平 123,504 昭島市

田中 章史 71,600 埼玉県所沢市

田中 邦雄 100,000 愛知県知多郡阿久
比町

田中 哲雄 230,000 江東区

谷川 正嘉 71,700 中野区

谷川 智行 120,200 大田区

玉城 繁樹 90,000 品川区

千々岩 榮 60,800 江戸川区

千葉 秀蔵 82,000 千葉県八千代市

千葉 宏 65,800 豊島区

塚田 幹人 136,090 中野区

津田 雄三 60,000 大阪府河内長野市

時得 捷子 705,600 大島町

時得 孝良 759,660 大島町

德田 明菜 53,848 神奈川県川崎市

徳留 道信 1,668,663 板橋区

徳永 睦博 132,050 八王子市

戸村 孝 1,000,000 千葉県東金市

戸谷 英津子 1,617,463 練馬区

中井 健二 100,700 神奈川県川崎市

中井 信也 175,620 板橋区

中野 康雄 272,009 墨田区

中本 太郎 70,450 東久留米市

中山 伸 56,700 大田区

永井 涼子 75,400 中野区

長尾 宜行 121,500 文京区

長根 朗 90,000 八王子市

永元 須磨子 60,000 立川市

新国 信 70,000 多摩市

新堰 義昭 93,200 羽村市

西野 護 903,600 埼玉県比企郡嵐山
町

西之原 恵美子 160,000 足立区

野垣 有 128,400 小金井市

野中 進 305,000 三鷹市

橋本 佳子 70,400 新宿区

長谷川 節 119,386 小平市

波田野 孝次 100,000 世田谷区

原 純子 518,300 江戸川区

原 信雄 58,200 埼玉県さいたま市

原 紀子 1,618,343 東久留米市

比嘉 達夫 69,834 東村山市

日原 厚子 70,000 神奈川県横浜市

日比 拡子 100,000 愛知県稲沢市

平井 哲史 74,200 新宿区

平野 始 100,000 岐阜県美濃市

平山 吉男 120,000 板橋区

平山 知子 80,000 渋谷区

福島 清 56,600 立川市

兒玉 裕子 512,800 文京区

藤田 綾子 1,617,063 大田区

藤根 夏夫 71,600 品川区

藤野 章子 73,020 江東区

藤巻 宏三 75,000 千葉県柏市

星見 定子 864,462 目黒区

細野 龍子 200,000 町田市

堀口 國雄 60,000 東大和市

本田 伊孝 68,000 新宿区

前川 雄司 55,000 神奈川県横浜市

前島 宏 100,000 埼玉県春日部市

増田 善信 60,000 狛江市

松島 曉 55,000 立川市

松野 宏幸 93,600 清瀬市

松本 孝子 101,000 墨田区

松元 忠篤 74,400 東久留米市

松本 千賀子 60,000 大阪府大阪市
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馬奈木 厳太郎 55,000 世田谷区

丸山 博 200,000 兵庫県芦屋市

三浦 晴子 100,000 江戸川区

水上 人江 90,000 北区

水島 紀子 60,000 江戸川区

宮 暁男 62,145 埼玉県和光市

宮川 秀一 200,000 京都府京都市

宮下 宣 1,200,000 府中市

宮本 一義 200,000 兵庫県明石市

宮本 春枝 200,000 兵庫県明石市

村松 加代子 50,400 練馬区

室 喜代一 142,000 中野区

目黒 利雄 84,800 千葉県松戸市

望月 康子 288,450 中央区

森 啓二 156,500 江東区

山内 高広 51,600 東大和市

山口 洋子 200,000 八王子市

山路 たか子 120,000 江東区

山本 さき子 100,000 多摩市

横田 和俊 56,000 新宿区

吉田 健一 75,500 国立市

吉田 藤子 90,000 大田区

米倉 春奈 1,899,860 豊島区

米澤 瑛子 90,000 新宿区

和久 幸子 200,000 栃木県日光市

渡邉 勝美 100,000 町田市

渡辺 基 51,900 八王子市

伊藤 和子 60,000 埼玉県上尾市

沖田 豊史 60,000 武蔵野市

渡辺 千尋 60,000 調布市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

江東区 平成１３年 ５月３１日

（面積） （取得の価格）
円

88.52㎡ 1,268,434

（所在） （取得年月日）

豊島区 平成２８年 １月１９日

（面積） （取得の価格）
円

88.26㎡ 74,625,600

（所在） （取得年月日）

杉並区 平成２９年 ４月１１日

（面積） （取得の価格）
円

191.73㎡、50.98㎡、3.90㎡（持分２分の１ 51,546,591
）、69.45㎡（持分７分の１）

（所在） （取得年月日）

千葉県八街市 平成２９年 ４月１１日

（面積） （取得の価格）
円

329.91㎡ 3,899,733

建物

（所在） （取得年月日）

江東区 平成 ８年 ６月１５日

（床面積） （取得の価格）
円

202.95㎡ 30,000,000

（所在） （取得年月日）

豊島区 平成２９年 ３月 ９日

（床面積） （取得の価格）
円

1136.89㎡ 567,098,600

（所在） （取得年月日）

豊島区 平成２９年 ３月２７日

（床面積） （取得の価格）
円

233.64㎡ 105,086,400

（所在） （取得年月日）

杉並区 平成２９年 ４月１１日

（床面積） （取得の価格）
円

117.45㎡ 1,058,100

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝車 令和 元年 ７月３１日

（数量） （取得の価格）
円

１台 11,365,827

（品目） （取得年月日）

食品放射線測定器 平成２４年 ２月 ３日
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（数量） （取得の価格）
円

１台 2,929,500

（品目） （取得年月日）

宣伝車ＬＥＤ音響看板 令和 ３年 ７月１５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 6,076,400

金融商品取引法第２条第１項及び第２項に規定する有価証券

（種類） （取得年月日）

振替国債 令和 ２年 ９月２９日

（数量及び銘柄） （取得の価格）
円

利付国庫債券／２０年１５６回 21,000,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

小山 三和子 2,000,000

（借入先） （借入残高）
円

中野 康雄 4,000,000

（借入先） （借入残高）
円

望月 康子 4,000,000

（借入先） （借入残高）
円

石井 耕太 15,000,000

（借入先） （借入残高）
円

秋野 英俊 5,000,000

（借入先） （借入残高）
円

中井 信也 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都千代田地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 54,859,749

前年繰越額 1,809,083

本年収入額 53,050,666

２ 支出総額 53,029,134

（翌年への繰越額） 1,830,615

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 10,202,876
（１０，０５８人）

寄附の総額 30,893,951

政党匿名分を除く寄附の額 30,893,951

個人からの寄附 30,893,951

本部又は支部から供与された交付金に係る収 11,258,552
入

日本共産党東京都委員会 11,258,552

その他の収入 695,287

１件 １０万円未満のもの 424,287

１件 １０万円以上のもの 271,000

金銭以外のものによる寄附相当分 271,000

４ 支出の内訳

経常経費 32,908,503

人件費 23,466,182

光熱水費 1,305,324

備品・消耗品費 4,799,198

事務所費 3,337,799

政治活動費 20,120,631

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 15,751,972
係る支出

組織活動費 1,933,323

選挙関係費 480,397

機関紙誌の発行その他の事業費 1,054,939

宣伝事業費 1,054,939

寄附・交付金 15,751,972

その他の経費 900,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅見 銃造 119,200 世田谷区

飯島 和子 785,373 千代田区

伊波 政昇 60,000 板橋区

今徳 芳子 100,000 荒川区

岩井 直子 75,400 江戸川区

岩山 幸子 50,300 北区

上杉 幸彦 90,000 神奈川県横浜市

牛尾 耕二郎 988,134 千代田区

臼井 純一 267,226 千代田区

内山 進 80,000 足立区

及川 肇 59,200 杉並区

岡本 治好 60,000 板橋区
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大竹 公子 52,000 神奈川県川崎市

岡田 元治 2,512,000 渋谷区

岡村 秀廸 100,000 西東京市

岡村 雅志 150,000 埼玉県さいたま市

小野田 明理子 80,000 世田谷区

加藤 勝義 117,130 調布市

金子 幸弘 90,000 埼玉県川口市

菊池 喜久夫 100,000 埼玉県蓮田市

菊池 清子 66,000 西東京市

杵島 歩 120,000 神奈川県大和市

木村 喜代子 100,000 千代田区

木村 正明 767,845 千代田区

久保 喜久美 50,950 中野区

久保木 清三 110,000 小平市

黒澤 義弘 100,000 板橋区

小池 三枝子 80,000 埼玉県さいたま市

小滝 丑太郎 130,000 埼玉県さいたま市

小林 寿太郎 80,000 国分寺市

小嶺 順一 80,000 府中市

近藤 明忠 236,000 武蔵野市

斉藤 純子 100,000 品川区

佐藤 晃 89,200 八王子市

佐藤 完二 214,500 北海道札幌市

佐藤 澄代 159,100 神奈川県横浜市

佐藤 美知子 80,000 板橋区

渋谷 千代子 50,950 杉並区

嶋 章男 400,000 足立区

代田 俊彦 768,255 練馬区

進藤 一俊 60,000 葛飾区

菅原 強 100,000 練馬区

杉山 とよえ 50,950 足立区

鈴木 秀治 125,400 品川区

関 文子 100,000 埼玉県さいたま市

世古 佳彦 60,000 埼玉県さいたま市

高野 義則 80,000 埼玉県さいたま市

田口 浩美 100,000 埼玉県所沢市

武田 学 80,000 埼玉県蕨市

田中 健一 59,200 板橋区

田原 稲次郎 118,800 埼玉県三郷市

月岡 あきこ 100,000 埼玉県さいたま市

辻 誠一 60,000 千代田区

寺田 秀孝 80,000 多摩市

冨田 直樹 519,657 千代田区

中川 由子 55,000 千葉県松戸市

永澤 秀子 282,000 江東区

中村 尚美 326,672 江戸川区

柳楽 まち子 50,950 千葉県市川市

成沢 真裕美 282,000 三鷹市

野本 美津江 282,000 足立区

福島 徳二 60,000 埼玉県加須市

福山 和夫 80,000 千代田区

増田 勝男 99,200 千葉県市川市

松本 勝 100,000 江東区

松本 吉隆 115,500 神奈川県横浜市

水澤 寿郎 120,000 府中市

光武 厚子 242,400 葛飾区

宮下 景子 50,950 北区

谷野 弘美 73,000 大田区

山口 聡 80,000 千葉県市川市

山口 弘義 245,000 千葉県松戸市

横繁 隆夫 144,000 埼玉県さいたま市

吉田 智津子 80,598 中野区

若林 ミチイ 69,870 葛飾区

渡辺 昌樹 67,000 葛飾区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

千代田区 昭和４６年 ７月 ８日

（面積） （取得の価格）
円

231.5㎡ 60,000,000

建物

（所在） （取得年月日）
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千代田区 昭和４７年 ８月３１日

（床面積） （取得の価格）
円

615.58㎡ 50,000,000

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 平成２１年 ５月２８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 4,965,835

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 平成 ２年 ９月２０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,300,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

飯島 和子 2,700,000

（借入先） （借入残高）
円

中村 尚美 1,180,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都中央地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 20,593,885

前年繰越額 38,490

本年収入額 20,555,395

２ 支出総額 20,556,918

（翌年への繰越額） 36,967

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,984,366
（４，７１１人）

寄附の総額 6,605,198

政党匿名分を除く寄附の額 6,605,198

個人からの寄附 6,605,198

本部又は支部から供与された交付金に係る収 9,965,831
入

日本共産党東京都委員会 9,965,831

４ 支出の内訳

経常経費 14,850,259

人件費 10,852,890

光熱水費 316,118

備品・消耗品費 1,019,537

事務所費 2,661,714

政治活動費 5,706,659

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,926,095
係る支出

組織活動費 855,435

機関紙誌の発行その他の事業費 925,129

宣伝事業費 925,129

寄附・交付金 3,926,095

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
鞠子 勝彦 70,000 中央区

関 徹 300,000 中央区

竹田 孝 131,200 江東区

坪井 良子 73,000 埼玉県川口市

渡邊 貞尚 99,200 板橋区

藤田 正五 60,000 中央区

戸塚 史郎 92,400 埼玉県朝霞市

戸塚 祐子 52,200 埼玉県朝霞市

小栗 智恵子 1,807,606 中央区

武田 真理子 53,200 世田谷区

尾坪 順 200,000 江戸川区

奥村 暁子 2,398,264 中央区

八木 知彦 100,000 杉並区

細野 真理 136,500 中央区

笹本 賢次 167,000 千葉県柏市

江川 友子 80,000 中央区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

中央区 平成 ９年 ８月２９日

（面積） （取得の価格）
円

20.3坪 81,200,000

建物

（所在） （取得年月日）
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中央区 平成１０年 ５月 ７日

（床面積） （取得の価格）
円

65.67坪 51,244,500

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝用自動車 令和 元年１２月１７日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,235,508

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都港地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 42,528,339

前年繰越額 2,257,227

本年収入額 40,271,112

２ 支出総額 38,110,386

（翌年への繰越額） 4,417,953

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,726,079
（４，５４２人）

寄附の総額 21,139,607

政党匿名分を除く寄附の額 21,139,607

個人からの寄附 21,139,607

借入金 5,500,000

風見 利男 500,000

佐野 二三子 100,000

岡田 昭夫 1,000,000

千葉 一成 300,000

明珍 崇彦 300,000

作山 信義 200,000

大原 令子 100,000

平石 司 100,000

大西 尚志 300,000

野口 博基 600,000

丹波 信夫 1,000,000

熊田 千津子 1,000,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,445,546
入

日本共産党東京都委員会 8,445,546

その他の収入 1,459,880

１件 １０万円未満のもの 177,220

１件 １０万円以上のもの 1,282,660

金銭以外のものによる寄附相当分 1,282,660

４ 支出の内訳

経常経費 25,792,431

人件費 15,579,268

光熱水費 1,085,999

備品・消耗品費 4,727,122

事務所費 4,400,042

政治活動費 12,317,955

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,539,627
係る支出

組織活動費 4,233,476

選挙関係費 1,394,852

機関紙誌の発行その他の事業費 550,000

宣伝事業費 550,000

寄附・交付金 4,539,627

その他の経費 1,600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

板倉 尚美 84,400 千葉県我孫子市

上野 洋子 70,700 千葉県柏市

大滝 実 310,840 港区

小川 亀之助 59,000 埼玉県川口市

沖島 恵美子 101,741 港区

風見 利男 1,979,523 港区

加藤 恵子 91,500 品川区

加藤 昌子 463,760 港区

菅野 京子 740,856 品川区

九野 健三 67,200 埼玉県三郷市

熊田 千津子 2,260,324 港区

小島 徳 60,200 千葉県市川市

小山 光男 62,200 品川区

斎藤 正一 134,600 杉並区
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佐野 二三子 139,200 港区

椎葉 正 56,900 港区

嶋本 美智子 60,000 港区

清水 章子 158,600 板橋区

杉山 兆司 87,560 北区

染谷 ふみ子 154,928 港区

竹藤 朋子 258,500 江東区

丹波 信夫 65,000 港区

中島 里子 149,000 港区

中嶋 節子 51,560 足立区

南雲 恒利 100,540 文京区

根本 正史 136,316 品川区

林 加代子 111,000 品川区

日比野 晶一 117,800 大田区

広谷 正男 131,600 渋谷区

府川 和正 111,670 神奈川県川崎市

福島 宏子 1,710,971 港区

布留川 由美子 93,301 港区

星野 喬 58,500 港区

堀川 晴美 212,846 江東区

猿子 なおみ 95,800 江東区

増間 碌郎 77,400 港区

松尾 由美子 97,073 大田区

松田 重彦 67,600 江戸川区

松戸 廣 107,800 千葉県市川市

皆川 隆哉 70,000 港区

箕輪 信一 292,600 大田区

宮﨑 貴美子 59,900 港区

森下 春枝 275,000 港区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

港区 平成２６年１２月２５日

（面積） （取得の価格）
円

89.42㎡ 317,000,432

建物

（所在） （取得年月日）

港区 平成２８年１０月１９日

（床面積） （取得の価格）
円

367.68㎡ 120,388,760

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝車 平成２６年１０月１６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,160,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

高瀬 弘人 1,500,000

（借入先） （借入残高）
円

野口 博基 2,600,000

（借入先） （借入残高）
円

菅野 京子 1,300,000

（借入先） （借入残高）
円

千葉 一成 1,480,000

（借入先） （借入残高）
円

吉田 信一 2,400,000

（借入先） （借入残高）
円

大滝 実 9,000,000

（借入先） （借入残高）
円

竹藤 朋子 1,500,000

（借入先） （借入残高）
円

大原 令子 1,100,000

（借入先） （借入残高）
円

熊田 千津子 1,600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党新宿地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 69,089,762

前年繰越額 4,754,412

本年収入額 64,335,350

２ 支出総額 68,891,304

（翌年への繰越額） 198,458
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,097,038
（９，８９４人）

寄附の総額 38,576,986

政党匿名分を除く寄附の額 38,576,986

個人からの寄附 38,576,986

本部又は支部から供与された交付金に係る収 18,016,402
入

日本共産党東京都委員会 18,016,402

その他の収入 1,644,924

１件 １０万円未満のもの 304,931

１件 １０万円以上のもの 1,339,993

金銭以外のものによる寄附相当分 1,339,993

４ 支出の内訳

経常経費 45,618,693

人件費 35,310,662

光熱水費 729,639

備品・消耗品費 3,911,593

事務所費 5,666,799

政治活動費 23,272,611

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,310,850
係る支出

組織活動費 4,785,841

選挙関係費 1,644,924

機関紙誌の発行その他の事業費 7,383,980

宣伝事業費 7,383,980

調査研究費 147,016

寄附・交付金 9,310,850

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青木 健男 84,000 豊島区

赤川 亨彦 248,851 北区

秋山 清 144,780 新宿区

阿部 早苗 690,900 新宿区

天野 春子 60,000 新宿区

雨宮 武彦 711,200 新宿区

有馬 光子 80,000 新宿区

伊倉 春江 100,000 板橋区

池田 タヅ子 52,000 東村山市

石井 ゆう子 54,400 調布市

石井 裕二 129,800 北区

石垣 民栄 626,200 新宿区

石黒 敏夫 142,000 新宿区

石橋 良枝 55,000 中野区

板倉 まろみ 57,600 新宿区

市川 順子 54,400 日野市

伊藤 富士子 84,400 新宿区

今村 清憲 100,000 新宿区

岩上 照司 1,084,000 国立市

岩田 登美子 56,400 新宿区

上野 さと子 150,000 新宿区

上原 節子 400,000 新宿区

浦岡 紀子 116,837 新宿区

大山 とも子 1,700,000 新宿区

岡田 俊明 76,000 江戸川区

小田川 豊作 56,000 板橋区

角谷 美樹 68,800 昭島市

川崎 勝 213,000 山梨県上野原市

河野 秀子 166,560 新宿区

川村 範昭 1,456,243 新宿区

菊池 明 74,400 新宿区

木村 文男 57,800 北区

栗波 嵩也 83,938 新宿区

桑名 渉平 50,500 北区

小松 洋一 63,000 神奈川県川崎市

近藤 奈津子 2,011,200 新宿区

坂村 武春 67,200 千葉県千葉市

桜井 正美 130,000 静岡県沼津市

佐藤 佳一 89,277 新宿区

沢田 あゆみ 1,348,184 新宿区

白井 正久 103,530 新宿区

白木 静江 220,500 新宿区

白数 泰子 106,400 豊島区
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杉山 直子 81,929 新宿区

須田 昭夫 400,036 板橋区

相馬 順子 141,500 新宿区

高月 真名 811,200 新宿区

高月 義照 100,000 静岡県三島市

高山 弘基 226,800 練馬区

武田 武 86,200 新宿区

常泉 浩 57,600 神奈川県相模原市

中野 顕 100,000 豊島区

中野 定男 824,780 新宿区

永沢 晃 108,400 国分寺市

野崎 悟一 82,550 新宿区

平田 宏子 913,400 新宿区

平野 正元 90,000 埼玉県さいたま市

福原 健二 54,400 武蔵野市

藤原 健樹 1,089,600 新宿区

武城 卓二 78,400 東村山市

堀江 泰信 92,000 新宿区

堀口 國雄 104,000 東大和市

本葉 カツ子 295,400 新宿区

松浦 園子 56,040 新宿区

松岡 もえぎ 1,011,000 三鷹市

松本 聡 900,000 新宿区

馬渕 磯子 57,560 新宿区

峯村 晋二 69,200 国立市

宮本 房江 93,500 西東京市

武藤 徹 209,400 新宿区

村中 知恵 66,000 埼玉県所沢市

望月 一志 53,600 新宿区

森 和子 200,000 新宿区

矢田 和雄 132,000 中野区

矢田 光子 156,400 中野区

柳 洋二 144,335 練馬区

柳沢 尚武 1,000,000 神奈川県川崎市

矢野 雅子 248,000 板橋区

吉川 晶子 56,690 新宿区

吉田 久夫 143,000 立川市

米沢 瑛子 65,500 新宿区

米山 晴美 55,600 新宿区

斉藤 純大 53,314 品川区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

新宿区 昭和５７年 ３月２７日

（面積） （取得の価格）
円

66.21㎡ 53,250,000

建物

（所在） （取得年月日）

新宿区 昭和５７年 ６月３０日

（床面積） （取得の価格）
円

311.06㎡ 76,500,000

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 令和 ２年１１月２０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,802,900

（品目） （取得年月日）

宣伝カー音響設備 令和 ３年 ３月２３日

（数量） （取得の価格）
円

１式 1,140,975

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党文京地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 47,051,687

前年繰越額 3,768,384

本年収入額 43,283,303

２ 支出総額 39,695,738

（翌年への繰越額） 7,355,949

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,341,566
（５，５４７人）

寄附の総額 26,407,258

政党匿名分を除く寄附の額 26,407,258
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個人からの寄附 26,407,258

本部又は支部から供与された交付金に係る収 11,465,340
入

日本共産党東京都委員会 11,465,340

その他の収入 1,069,139

１件 １０万円未満のもの 222,814

１件 １０万円以上のもの 846,325

金銭以外のものによる寄附相当分 846,325

４ 支出の内訳

経常経費 21,638,707

人件費 15,654,966

光熱水費 574,646

備品・消耗品費 2,205,322

事務所費 3,203,773

政治活動費 18,057,031

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,245,162
係る支出

組織活動費 5,167,507

選挙関係費 1,119,135

機関紙誌の発行その他の事業費 5,282,725

宣伝事業費 5,282,725

調査研究費 242,502

寄附・交付金 6,245,162

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

板倉 美千代 2,439,009 文京区

金子 輝慶 2,785,049 文京区

国府田 久美子 2,138,928 文京区

小林 玲子 765,937 文京区

竹田 今朝子 2,114,445 文京区

萬立 幹夫 2,258,599 文京区

安部 修 778,000 板橋区

岩井 義一 123,200 埼玉県さいたま市

長田 孝介 330,400 豊島区

小野寺 君男 80,000 文京区

久保 桂子 70,284 文京区

黒澤 泰雄 123,600 文京区

小嶋 正也 87,500 文京区

小竹 紘子 287,700 文京区

小竹 芳唯 190,200 文京区

兒玉 裕子 790,681 文京区

佐藤 千鶴恵 102,600 文京区

佐沼 興一 240,000 高知県四万十市

澤藤 大河 80,000 文京区

澤藤 統一郎 74,000 文京区

塩沢 宏夫 55,400 練馬区

鈴木 勝 66,000 埼玉県越谷市

高橋 正和 70,800 品川区

高畑 駿也 152,800 文京区

田中 正美 51,200 埼玉県草加市

棚橋 昌代 338,000 板橋区

田辺 文江 843,500 文京区

福田 友城 57,200 埼玉県飯能市

藤代 東洋夫 100,000 長野県塩尻市

村木 幸子 2,400,000 文京区

藤井 富士子 500,000 文京区

村居 信江 78,000 豊島区

中島 和子 58,800 文京区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝自動車 平成２０年 ２月２８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党台東地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 26,011,961

前年繰越額 2,494,881

本年収入額 23,517,080

２ 支出総額 25,042,972

（翌年への繰越額） 968,989
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,792,596
（３，６２６人）

寄附の総額 13,036,821

政党匿名分を除く寄附の額 13,036,821

個人からの寄附 13,036,821

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,256,252
入

日本共産党東京都委員会 8,256,252

その他の収入 431,411

１件 １０万円未満のもの 305,835

１件 １０万円以上のもの 125,576

金銭以外のものによる寄附相当分 125,576

４ 支出の内訳

経常経費 13,441,701

人件費 6,893,609

光熱水費 208,757

備品・消耗品費 3,722,662

事務所費 2,616,673

政治活動費 11,601,271

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,605,617
係る支出

組織活動費 3,194,642

選挙関係費 1,325,576

機関紙誌の発行その他の事業費 1,175,436

宣伝事業費 1,175,436

寄附・交付金 3,605,617

その他の経費 2,300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋間 洋 1,830,000 台東区

猪狩 和子 262,400 台東区

石井 寛治 69,200 台東区

伊藤 延子 3,067,400 台東区

稲垣 晃司 112,500 台東区

遠藤 三郎 118,400 台東区

太田 雅久 200,000 茨城県つくば市

兼平 文夫 90,000 台東区

北川 由美 76,716 台東区

小山 勇 105,800 台東区

佐藤 武 116,000 台東区

佐藤 ふみ子 220,400 台東区

鈴木 昇 331,785 台東区

鈴木 保雄 116,500 台東区

橋詰 高志 122,000 台東区

山口 銀次郎 1,213,400 台東区

山田 和江 414,400 文京区

若山 弘子 52,500 台東区

楠原 英明 100,000 台東区

６ 資産の内訳

建物

（所在） （取得年月日）

台東区 昭和４８年 ２月１９日

（床面積） （取得の価格）
円

128.92㎡ 2,500,000

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

（所在） （取得年月日）

台東区 昭和４８年 ２月１９日

（面積） （取得の価格）
円

86.74㎡ 23,000,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

伊藤 延子 1,250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都墨田地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 33,896,888

前年繰越額 163,356

本年収入額 33,733,532

２ 支出総額 33,738,245

（翌年への繰越額） 158,643

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,998,081
（５，４３０人）

307 ページ



寄附の総額 17,691,954

政党匿名分を除く寄附の額 17,691,954

個人からの寄附 17,691,954

借入金 1,400,000

能瀬 和彦 600,000

西 恭三郎 800,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 10,380,184
入

日本共産党東京都委員会 10,380,184

その他の収入 1,263,313

１件 １０万円未満のもの 197,113

１件 １０万円以上のもの 1,066,200

金銭以外のものによる寄附相当分 1,066,200

４ 支出の内訳

経常経費 21,171,025

人件費 14,305,336

光熱水費 647,060

備品・消耗品費 1,921,017

事務所費 4,297,612

政治活動費 12,567,220

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,996,700
係る支出

組織活動費 1,299,532

選挙関係費 2,445,200

機関紙誌の発行その他の事業費 4,825,788

宣伝事業費 4,825,788

寄附・交付金 3,996,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高柳 東彦 1,253,200 墨田区

原 努 1,353,200 墨田区

戸嶋 剛 1,153,200 墨田区

浅野 清美 1,453,200 墨田区

山下 博美 1,403,200 墨田区

伊藤 京子 60,577 墨田区

大川 弘道 100,000 江東区

加藤 桃枝 411,200 墨田区

小島 末子 200,000 墨田区

竹内 治子 1,319,400 墨田区

田中 収蔵 160,000 葛飾区

中村 正樹 3,000,000 豊島区

福山 洋一 140,000 埼玉県さいたま市

星野 喜生 277,051 墨田区

増田 正純 60,000 墨田区

松永 美樹 400,000 墨田区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

墨田区 昭和５６年 ５月 １日

（面積） （取得の価格）
円

137.81㎡ 30,174,870

建物

（所在） （取得年月日）

墨田区 昭和５６年 ５月 １日

（床面積） （取得の価格）
円

279.70㎡ 4,555,300

（所在） （取得年月日）

墨田区 平成１６年 ５月２０日

（床面積） （取得の価格）
円

30.51㎡ 1,506,400

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 令和 ３年 ７月 ６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,736,610

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党江東地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 51,426,687

前年繰越額 1,630,836

本年収入額 49,795,851

２ 支出総額 50,343,659

（翌年への繰越額） 1,083,028
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,781,797
（９５６人）

寄附の総額 15,909,183

政党匿名分を除く寄附の額 15,909,183

個人からの寄附 15,909,183

本部又は支部から供与された交付金に係る収 25,411,100
入

日本共産党東京都委員会 25,411,100

その他の収入 2,693,771

１件 １０万円未満のもの 318,621

１件 １０万円以上のもの 2,375,150

金銭以外のものによる寄附相当分 2,375,150

４ 支出の内訳

経常経費 28,984,254

人件費 24,239,028

光熱水費 1,135,061

備品・消耗品費 11,180

事務所費 3,598,985

政治活動費 21,359,405

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,585,619
係る支出

組織活動費 4,780,458

選挙関係費 2,693,771

機関紙誌の発行その他の事業費 7,176,797

宣伝事業費 7,176,797

調査研究費 122,760

寄附・交付金 6,585,619

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山川 洋治 166,000 江東区

大川 弘道 100,000 江東区

永井 正巳 94,000 江東区

添谷 京子 100,000 江東区

桧山 勝征 200,000 江東区

小畑 教子 110,000 江東区

斉藤 忠雄 100,000 江東区

長野 時子 80,000 江東区

谷島 利男 295,000 江東区

河島 信子 112,000 江東区

小島 末子 60,000 墨田区

倉林 利光 60,000 神奈川県川崎市

曽我 幸 70,000 江東区

木村 清子 225,000 江東区

正保 幹男 1,304,000 江東区

梶田 かおり 1,283,000 江東区

赤羽目 民雄 1,246,000 江東区

藤沢 幸子 80,000 江東区

藤ヶ崎 静香 70,000 江東区

添谷 良夫 443,200 江東区

小櫻 美智子 276,000 江東区

森 光枝 211,000 江東区

木村 登美江 100,000 江東区

古川 宏子 70,000 江東区

佐久間 美子 85,000 江東区

猿子 なおみ 130,000 江東区

小山 三和子 2,300,000 江東区

赤羽目 寛 60,000 江東区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

江東区 昭和５６年 １月３１日

（面積） （取得の価格）
円

112㎡ 60,000,000

建物

（所在） （取得年月日）

江東区 昭和５６年 １月３１日

（床面積） （取得の価格）
円

386.23㎡ 31,000,000

動産

（品目） （取得年月日）

放送宣伝車 平成１８年 ７月 ７日

（数量） （取得の価格）
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円
１台 1,949,220

（品目） （取得年月日）

貨物車 令和 ２年１０月１５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,015,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党品川地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 68,285,336

前年繰越額 4,506,587

本年収入額 63,778,749

２ 支出総額 60,108,204

（翌年への繰越額） 8,177,132

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,686,179
（９，０７９人）

寄附の総額 37,007,478

政党匿名分を除く寄附の額 37,007,478

個人からの寄附 37,007,478

本部又は支部から供与された交付金に係る収 20,229,801
入

日本共産党東京都委員会 20,229,801

その他の収入 855,291

１件 １０万円未満のもの 225,023

１件 １０万円以上のもの 630,268

金銭以外のものによる寄附相当分 630,268

４ 支出の内訳

経常経費 34,661,484

人件費 23,017,662

光熱水費 430,919

備品・消耗品費 5,579,069

事務所費 5,633,834

政治活動費 25,446,720

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,717,682
係る支出

組織活動費 6,591,170

選挙関係費 1,190,659

機関紙誌の発行その他の事業費 7,783,455

宣伝事業費 7,783,455

調査研究費 163,754

寄附・交付金 9,717,682

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中塚 亮 1,214,486 品川区

伊藤 知広 1,228,044 品川区

鈴木 ひろ子 1,306,128 品川区

安藤 泰作 1,402,712 品川区

野舘 稔史 1,426,128 品川区

奥野 晋治 1,274,486 品川区

飯沼 雅子 713,200 品川区

鍬塚 透 72,800 品川区

猪狩 洋 130,000 品川区

多田 康弘 69,400 品川区

工藤 清人 86,000 品川区

原田 泰雄 94,000 品川区

原田 政子 63,200 品川区

石川 秋生 121,900 品川区

金井 幸子 61,960 品川区

宮尾 裕幸 906,000 品川区

飯沼 恵 100,000 品川区

白石 民男 1,500,000 品川区

山口 つね子 150,000 品川区

近藤 政晴 70,400 神奈川県大和市

高橋 恭暢 118,000 品川区

宮尾 静江 911,000 品川区

高橋 宗昭 105,600 品川区

小籠 一夫 71,200 品川区

西尾 健一 123,100 品川区

南 陳栄 51,000 品川区

廣井 喨一 65,000 品川区

秋田 操 60,000 品川区

新美 英造 64,400 品川区

清水 令子 70,000 品川区

榎本 好秋 80,000 品川区
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川崎 のぶ 105,986 品川区

串田 稔 127,965 品川区

齋藤 寛夫 66,400 品川区

舩津 千鶴子 755,900 品川区

石井 良一 146,000 品川区

岩城 津千子 60,000 品川区

中塚 範子 67,290 品川区

太田 育秀 62,000 世田谷区

上野 信男 139,800 品川区

鈴木 わか子 208,700 品川区

唐澤 英行 62,100 品川区

佐々木 義明 114,857 品川区

扇谷 道子 55,800 大田区

高橋 貴美子 76,700 品川区

山岡 スミ子 67,200 品川区

武田 よね子 118,600 品川区

鈴木 喜実夫 61,750 神奈川県川崎市

滝沢 貢 61,750 世田谷区

森 き代子 61,750 千葉県市川市

新美 一美 73,000 品川区

藤田 美佳 53,480 品川区

小島 源蔵 61,750 埼玉県北葛飾郡松
伏町

金子 英子 55,400 品川区

梅木 健三 180,500 港区

吉田 理 90,000 品川区

宇田 守利 97,200 品川区

渡邊 由里子 168,066 品川区

平塚 裕介 70,000 品川区

池野 隆 62,700 目黒区

浦郷 恵 50,200 品川区

長沢 良子 64,800 大田区

手塚 静枝 58,060 品川区

中臺 誠一 1,050,000 品川区

村越 武 120,000 品川区

土屋 レイ子 103,300 神奈川県横浜市

岡田 美津江 56,666 品川区

山本 裕二 119,000 品川区

磯部 よしえ 100,000 品川区

四郎丸 邦治 59,500 品川区

志田 恵子 67,200 品川区

酒井 洋明 100,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党目黒地区委員会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 52,025,787

前年繰越額 8,356,818

本年収入額 43,668,969

２ 支出総額 47,982,251

（翌年への繰越額） 4,043,536

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,796,170
（４，１５０人）

寄附の総額 31,975,906

政党匿名分を除く寄附の額 31,975,906

個人からの寄附 31,975,906

本部又は支部から供与された交付金に係る収 8,325,980
入

日本共産党東京都委員会 8,325,980

その他の収入 570,913

１件 １０万円未満のもの 120,036

１件 １０万円以上のもの 450,877

金銭以外のものによる寄附相当分 450,877

４ 支出の内訳

経常経費 34,193,992

人件費 23,078,716

光熱水費 428,801

備品・消耗品費 1,819,454

事務所費 8,867,021

政治活動費 13,788,259

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,363,782
係る支出

組織活動費 4,001,112

選挙関係費 600,877

機関紙誌の発行その他の事業費 3,743,908
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宣伝事業費 3,743,908

調査研究費 78,580

寄附・交付金 5,363,782

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋葉 多恵子 88,300 目黒区

粟野 世津子 50,200 目黒区

飯尾 尭彦 66,600 世田谷区

石川 恭子 1,803,500 目黒区

石倉 信子 89,200 目黒区

伊藤 三枝子 72,200 大田区

芋川 祐樹 1,139,500 目黒区

岩崎 史博 1,119,100 目黒区

榎本 達郎 152,000 目黒区

大塚 淳子 55,692 目黒区

大塚 正勝 142,000 目黒区

岡本 敏 400,000 神奈川県川崎市

奥野 晋治 2,000,000 品川区

小田 誠 180,600 目黒区

片倉 比佐子 59,200 目黒区

門坂 直美 78,800 目黒区

上山 弘文 351,700 目黒区

川瀬 光子 254,500 大田区

吉良 祐一郎 1,356,500 目黒区

吉良 佳子 240,000 目黒区

日下 解人 104,848 世田谷区

栗阪 順子 213,100 目黒区

小池 節子 109,700 目黒区

小泉 一 212,200 目黒区

郡 玲子 53,800 大田区

近藤 幸吉 70,400 目黒区

後藤 はるみ 245,400 目黒区

齋藤 優子 1,139,500 目黒区

桜井 幹雅 100,000 目黒区

櫻井 玲子 194,000 目黒区

指田 房子 61,800 目黒区

佐藤 くみ子 127,800 目黒区

佐藤 豊 62,000 目黒区

澤井 正代 115,000 大田区

首藤 甲二 122,938 目黒区

塩沢 康裕 59,000 目黒区

鹿野 勉 60,000 目黒区

白井 みち子 167,200 神奈川県川崎市

鈴木 芳博 124,700 目黒区

田川 俊一 340,000 目黒区

田中 伸治 51,700 目黒区

田中 結美 142,800 目黒区

大道 英男 99,900 新宿区

堂垣内 はる美 65,800 目黒区

中島 峰子 71,217 目黒区

中山 晴夫 110,000 品川区

野澤 満理子 196,700 品川区

野間口 勝彦 199,200 大田区

野村 友子 85,200 目黒区

野本 鉄夫 495,899 目黒区

橋本 伸 145,000 目黒区

半田 信武 331,000 神奈川県横浜市

平兼 悦子 65,000 目黒区

平原 豊子 61,200 目黒区

深山 明彦 111,200 目黒区

深山 キクエ 109,800 目黒区

福田 都美子 56,200 目黒区

淵脇 みどり 90,000 西東京市

船戸 明子 72,400 目黒区

堀田 祐子 56,000 目黒区

星見 定子 1,037,600 目黒区

松尾 佐知子 53,800 目黒区

松尾 信彦 58,000 目黒区

丸山 麻利子 177,200 世田谷区

三浦 岩男 175,400 調布市

三羽 成子 250,000 神奈川県逗子市
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三股 初子 57,200 目黒区

宮川 恵津子 5,155,000 目黒区

宮崎 一 100,000 目黒区

宮本 栄 219,000 目黒区

宮本 進 100,000 栃木県宇都宮市

森 みつ子 407,200 目黒区

森 美彦 680,600 目黒区

柳生 正昭 199,800 目黒区

矢口 智子 63,200 目黒区

安井 純夫 73,600 目黒区

山形 洋子 279,200 目黒区

山本 紀一 60,000 目黒区

和田 敏 88,000 目黒区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

目黒区 昭和４９年 ９月１９日

（面積） （取得の価格）
円

66.21㎡ 24,965,340

建物

（所在） （取得年月日）

目黒区 平成 ６年 ６月 ９日

（床面積） （取得の価格）
円

150.87㎡ 11,333,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党大田地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 197,675,388

前年繰越額 95,779,934

本年収入額 101,895,454

２ 支出総額 185,733,784

（翌年への繰越額） 11,941,604

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,612,786
（１５，５２３人）

寄附の総額 61,776,018

政党匿名分を除く寄附の額 61,776,018

個人からの寄附 61,776,018

本部又は支部から供与された交付金に係る収 28,861,886
入

日本共産党東京都委員会 28,861,886

その他の収入 1,644,764

１件 １０万円未満のもの 726,564

１件 １０万円以上のもの 918,200

金銭以外のものによる寄附相当分 918,200

４ 支出の内訳

経常経費 139,385,964

人件費 21,425,984

光熱水費 702,827

備品・消耗品費 4,531,427

事務所費 112,725,726

政治活動費 46,347,820

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 16,166,739
係る支出

組織活動費 15,484,803

選挙関係費 2,523,525

機関紙誌の発行その他の事業費 12,053,301

宣伝事業費 12,053,301

調査研究費 119,452

寄附・交付金 16,166,739

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋元 義治 71,700 大田区

新井 信子 90,000 大田区

荒尾 大介 1,239,460 大田区

猪狩 洋 70,000 品川区

伊藤 栄二 118,600 大田区

伊藤 望東子 113,600 大田区

色部 稚恵 214,100 大田区

色部 祐 216,700 大田区

植村 隆 155,200 神奈川県川崎市

漆原 富紀子 278,000 大田区

江尻 清 160,000 大田区

榎戸 実 60,000 大田区
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海老根 紀子 64,200 大田区

大竹 辰治 1,208,914 大田区

大谷 桂子 54,480 大田区

大野 千代美 57,000 品川区

大森 由美子 100,000 大田区

大山 圭湖 63,100 神奈川県横浜市

岡 浩子 57,000 神奈川県川崎市

長田 修 108,600 品川区

小野 格士 124,000 神奈川県川崎市

梶谷 秀 64,176 大田区

勝又 智子 58,000 大田区

桂 キヌ 69,100 大田区

金輪 きみ子 78,200 品川区

金子 悦子 1,009,000 大田区

金高 明 56,000 大田区

河原 健二 103,600 大田区

神林 きみ子 107,200 大田区

木須 龍治 68,600 神奈川県横浜市

北口 健二 67,200 大田区

橘内 信一 68,600 大田区

橘内 潤子 53,600 大田区

清川 淑子 127,800 大田区

清川 宜彦 78,200 大田区

工藤 盛雄 70,840 大田区

黒沼 良光 1,830,890 大田区

小関 直彦 76,800 大田区

小林 妙子 515,500 大田区

郷間 かね子 55,000 大田区

後藤 康仁 80,500 神奈川県横浜市

佐伯 正隆 330,000 大田区

酒井 利男 566,500 大田区

酒井 道子 81,600 大田区

佐藤 憲七 520,000 大田区

佐藤 伸 1,055,700 大田区

澤浦 美奈子 195,000 大田区

柴田 晁 151,600 大田区

島村 伊佐夫 66,900 大田区

清水 菊美 1,586,089 大田区

白石 武実 1,035,700 大田区

白石 民男 100,000 品川区

常名 ゆき子 335,000 大田区

菅谷 郁恵 1,135,508 大田区

菅谷 敏男 56,600 神奈川県横浜市

杉山 公一 2,133,368 大田区

関口 清 228,200 江戸川区

関口 昇 130,100 品川区

高井 由子 69,520 大田区

高島 ノブ 70,000 大田区

高橋 正美 59,500 大田区

田窪 繁男 116,300 大田区

田口 計介 102,000 神奈川県横浜市

田中 栄光 286,300 大田区

田中 道夫 71,520 杉並区

田中 吉治 590,200 大田区

田村 直 145,100 神奈川県川崎市

代島 広一 100,000 練馬区

知久 靖子 80,000 大田区

千田 宏司 202,000 神奈川県藤沢市

塚本 文子 63,300 大田区

土屋 弘 76,440 大田区

豊田 君雄 56,600 大田区

鳥越 国子 60,000 大田区

内藤 和夫 215,500 大田区

中里 尚子 794,200 品川区

中澤 茂樹 68,500 大田区

中島 勝彦 61,000 大田区

中島 修一 71,900 大田区

中村 幸子 300,000 大田区

中山 六男 480,000 大田区

中山 森夫 56,000 大田区

長澤 伸彦 111,640 品川区

流矢 マサ 228,000 大田区
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二木 和雄 754,200 大田区

韮沢 勝次 66,200 大田区

野崎 節子 2,118,400 大田区

平松 まき 100,000 文京区

廣瀬 恵一 100,000 神奈川県川崎市

広田 忠義 53,600 大田区

笛木 敏男 100,000 大田区

福井 亮二 1,084,700 大田区

藤田 綾子 490,000 大田区

藤原 進 54,400 大田区

藤原 幸雄 65,130 大田区

古島 暢雄 96,000 大田区

保科 由記子 146,000 大田区

堀江 博 246,000 大田区

本田 純三 108,400 大田区

前沢 明夫 185,000 大田区

松原 英仁 61,200 大田区

丸茂 勇夫 115,800 大田区

宮崎 祥子 100,000 大田区

宮崎 まゆみ 79,700 品川区

宮本 茂生 87,800 大田区

宮本 光子 97,800 大田区

森 脩 90,000 大田区

柳沢 清美 56,400 大田区

簗田 陽子 81,200 大田区

山本 暁美 135,900 大田区

山本 憲一 70,000 大田区

山本 昌平 125,400 大田区

山本 純平 234,100 大田区

横関 克弘 150,000 大田区

横田 桂子 731,900 神奈川県川崎市

横山 尤子 53,600 大田区

鷲北 久子 57,200 神奈川県川崎市

渡邊 一樹 195,000 大田区

渡邊 強 64,620 大田区

渡部 勝 113,800 大田区

和田 勝平 109,600 大田区

和田 正子 154,500 大田区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

大田区 平成３０年 ２月２８日

（面積） （取得の価格）
円

111.49㎡ 50,000,000

建物

（所在） （取得年月日）

大田区 令和 ３年 ４月 １日

（床面積） （取得の価格）

円
314.82㎡ 155,323,554

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝車 平成 元年 ３月１０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 5,800,000

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２６年 ６月２４日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,014,601

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党世田谷地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 71,807,789

前年繰越額 13,962,648

本年収入額 57,845,141

２ 支出総額 71,305,620

（翌年への繰越額） 502,169

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,660,541
（１０，３０７人）

寄附の総額 25,472,063

政党匿名分を除く寄附の額 25,472,063

個人からの寄附 25,472,063

本部又は支部から供与された交付金に係る収 18,667,167
入
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日本共産党東京都委員会 18,667,167

その他の収入 1,045,370

１件 １０万円未満のもの 751,000

１件 １０万円以上のもの 294,370

金銭以外のものによる寄附相当分 294,370

４ 支出の内訳

経常経費 50,504,883

人件費 40,019,593

光熱水費 740,269

備品・消耗品費 4,055,487

事務所費 5,689,534

政治活動費 20,800,737

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,275,773
係る支出

組織活動費 10,739,391

選挙関係費 933,370

機関紙誌の発行その他の事業費 781,541

宣伝事業費 781,541

調査研究費 70,662

寄附・交付金 8,275,773

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青木 敬 103,200 世田谷区

阿部 千夏子 100,000 世田谷区

天野 光則 71,967 世田谷区

安藤 英典 600,000 世田谷区

安藤 美津子 72,000 品川区

池上 東湖 102,000 世田谷区

石井 喬 150,000 世田谷区

石堀 四郎 150,000 世田谷区

市川 孝 51,500 世田谷区

上田 定男 110,000 世田谷区

内野 明和 200,000 世田谷区

江口 順子 1,556,371 世田谷区

江並 和彦 70,000 三鷹市

大村 ゆみ 460,000 世田谷区

小澤 満吉 100,000 世田谷区

尾中 啓司 344,942 神奈川県横浜市

亀山 典子 100,000 世田谷区

萱野 宗信 60,000 世田谷区

川崎 初夏 94,000 世田谷区

川上 耕一 80,550 世田谷区

川口 力丸 52,049 台東区

川久保 百合子 54,400 世田谷区

工藤 長治 120,000 調布市

桑原 明子 120,900 調布市

慶野 由利子 86,650 世田谷区

坂上 哲雄 59,600 板橋区

坂本 正信 53,930 世田谷区

坂本 三枝子 254,382 世田谷区

櫻井 稔 259,200 町田市

佐々木 久雄 67,000 世田谷区

佐藤 ちづ 150,000 世田谷区

宍戸 孝行 73,510 世田谷区

清水 健 60,000 神奈川県川崎市

志村 徹麿 70,000 世田谷区

白木 克昌 62,000 中野区

高城 訓子 1,823,131 世田谷区

高杉 和男 200,000 世田谷区

高野 正史 95,200 世田谷区

高橋 和子 62,800 世田谷区

大長 顕治 90,000 世田谷区

伊達 由美子 70,000 世田谷区

田副 民夫 200,000 調布市

丹下 英樹 112,200 世田谷区

あき子 168,000 世田谷区

寺西 丕 100,000 世田谷区

中里 光夫 1,745,186 世田谷区

永井 敬一 100,000 世田谷区

中村 サク 350,000 世田谷区

中村 重美 250,000 世田谷区

永盛 桂子 100,000 世田谷区
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成中 春樹 141,916 世田谷区

二木 康夫 86,000 調布市

羽毛田 信 190,000 世田谷区

橋中 孝枝 76,081 世田谷区

橋本 玲子 99,250 世田谷区

波田野 朗子 248,100 世田谷区

馬場 経子 51,800 世田谷区

早田 瞭子 68,073 世田谷区

日吉 すみ子 74,800 世田谷区

樋渡 輝彦 1,086,100 神奈川県横浜市

藤本 康博 100,000 町田市

古川 立生 60,000 目黒区

堀部 基進 117,400 世田谷区

松井 孝文 70,000 世田谷区

松下 佳代子 89,200 世田谷区

馬渕 郁子 80,000 世田谷区

水上 志伸 59,600 神奈川県川崎市

森 美佐子 103,200 世田谷区

吉岡 康平 140,000 千葉県習志野市

龍 誠 52,000 世田谷区

若林 武 150,000 世田谷区

渡辺 美根子 60,000 杉並区

６ 資産の内訳

建物

（所在） （取得年月日）

世田谷区 昭和４５年 ５月 １日

（床面積） （取得の価格）
円

170.51㎡ 2,499,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党渋谷地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 37,982,308

前年繰越額 1,630,734

本年収入額 36,351,574

２ 支出総額 36,044,756

（翌年への繰越額） 1,937,552

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,377,029
（７，１４９人）

寄附の総額 18,489,984

政党匿名分を除く寄附の額 18,489,984

個人からの寄附 18,489,984

本部又は支部から供与された交付金に係る収 12,827,103
入

日本共産党東京都委員会 12,827,103

その他の収入 657,458

１件 １０万円未満のもの 657,458

４ 支出の内訳

経常経費 18,548,505

人件費 13,150,917

光熱水費 707,067

備品・消耗品費 2,620,230

事務所費 2,070,291

政治活動費 17,496,251

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,310,648
係る支出

組織活動費 6,130,566

機関紙誌の発行その他の事業費 2,055,037

宣伝事業費 2,055,037

寄附・交付金 9,310,648

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西田 登 1,300,000 神奈川県横浜市

岩田 俊 300,000 渋谷区

園田 久子 144,000 渋谷区

秋本 尚美 174,788 世田谷区

新井 真由 64,000 中野区

田中 徹 89,200 神奈川県鎌倉市

小野田 俊男 66,000 世田谷区

堀田 重信 111,000 千葉県松戸市

武田 清子 89,080 埼玉県蕨市

柴崎 裕子 63,080 埼玉県草加市

能渡 満恵 59,080 清瀬市

田中 正也 1,305,880 渋谷区
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多羅尾 敦 70,000 渋谷区

寺島 芳江 83,150 渋谷区

苫 孝二 2,216,030 渋谷区

高田 京子 134,200 世田谷区

小峰 久雄 100,000 渋谷区

新保 久美子 127,200 渋谷区

達林 マリ子 92,500 渋谷区

竹中 達二 61,600 渋谷区

海崎 治代 140,000 中野区

井村 純子 72,700 北区

小山 弘 919,000 渋谷区

横田 博 200,000 八王子市

高田 桂子 90,000 調布市

鈴木 よ志子 110,000 渋谷区

牛尾 真己 1,177,058 渋谷区

相澤 公子 85,000 神奈川県川崎市

広谷 聖子 163,570 渋谷区

藤井 絹代 150,000 豊島区

久保 寿男 77,000 埼玉県新座市

折笠 裕治 60,000 渋谷区

海東 和夫 113,000 世田谷区

河邉 博正 100,000 世田谷区

菅野 茂 288,590 渋谷区

秋山 陽太郎 67,900 世田谷区

五十嵐 千代子 1,305,880 渋谷区

伊香 栄子 200,000 三鷹市

吉田 満 100,000 練馬区

大井 一雄 147,100 渋谷区

野口 裕行 71,800 板橋区

岡部 美奈子 100,000 渋谷区

高橋 正人 60,000 渋谷区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

渋谷区 平成１７年１１月３０日

（面積） （取得の価格）
円

121.51㎡ 75,055,260

建物

（所在） （取得年月日）

渋谷区 平成２１年 ３月２６日

（床面積） （取得の価格）
円

249.66㎡ 91,822,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都中野地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 51,921,139

前年繰越額 1,098,598

本年収入額 50,822,541

２ 支出総額 48,558,789

（翌年への繰越額） 3,362,350

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,915,713
（６，２１４人）

寄附の総額 32,083,285

政党匿名分を除く寄附の額 32,083,285

個人からの寄附 32,083,285

本部又は支部から供与された交付金に係る収 13,823,543
入

日本共産党東京都委員会 13,823,543

４ 支出の内訳

経常経費 30,698,146

人件費 23,697,182

光熱水費 761,154

備品・消耗品費 2,040,531

事務所費 4,199,279

政治活動費 17,860,643

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,195,158
係る支出

組織活動費 4,063,165

機関紙誌の発行その他の事業費 5,602,320

宣伝事業費 5,602,320

寄附・交付金 8,195,158

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

相田 英男 83,400 中野区

浅野 尚孝 117,000 中野区

阿部 君子 88,800 中野区

荒川 節雄 62,200 中野区

井佐 哲郎 2,501,194 中野区

石田 千惠子 328,500 中野区

石森 紀敏 389,000 中野区

板垣 寿一 96,200 中野区

祷 茂彰 146,500 中野区

岩崎 宏輝 117,500 中野区

植木 紘二 256,900 中野区

浦野 智美 1,640,470 中野区

榎本 博 52,800 中野区

太田 宜興 200,000 中野区

大塚 英治 143,200 中野区

大平 晶子 79,200 中野区

小沢 哲雄 147,000 中野区

加瀬 綾子 65,440 中野区

片桐 小百合 70,000 中野区

金子 恵美子 109,600 中野区

川崎 敦子 100,000 中野区

菊池 恒美 80,800 中野区

北風 敦子 322,000 中野区

工藤 周司 173,060 中野区

熊代 強 54,300 中野区

郡司 昌江 194,400 中野区

江田 徹 114,800 中野区

粉川 律子 235,600 中野区

小杉 一男 1,950,739 中野区

清水 舜 571,500 中野区

清水 正子 504,600 中野区

清水 義路 70,000 中野区

諏佐 剛央 59,000 中野区

鈴木 孝男 54,600 中野区

田中 恵子 67,900 中野区

田辺 勇 127,600 中野区

勅使河原 重雄 229,700 中野区

中村 洋一 100,000 中野区

長沢 和彦 2,097,123 中野区

長沢 英彦 69,800 中野区

新国 信 126,800 多摩市

仁平 桃子 59,900 中野区

根岸 志のぶ 231,500 中野区

野口 芳樹 86,500 中野区

芳賀 優一 55,916 中野区

羽鳥 大輔 2,516,386 中野区

平井 佳子 79,000 中野区

平野 昌美 127,150 中野区

藤田 直子 58,800 中野区

本間 一郎 300,000 中野区

三須 勝幸 81,200 中野区

峯村 好真 87,000 練馬区

盛川 敬子 200,000 中野区

山下 八重子 271,700 中野区

吉岡 美保 100,000 中野区

来住 和行 1,762,386 中野区

来住 ふじ子 188,160 中野区

渡辺 幸雄 120,000 中野区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

中野区 昭和５９年 ５月 ８日

（面積） （取得の価格）
円

160.208㎡ 19,128,360

建物

（所在） （取得年月日）

中野区 昭和６０年 １月 ６日

（床面積） （取得の価格）
円

163.379㎡ 86,500,000

動産

（品目） （取得年月日）
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宣伝自動車 平成１７年 １月２０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 3,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党杉並地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 56,070,518

前年繰越額 8,789,480

本年収入額 47,281,038

２ 支出総額 52,974,594

（翌年への繰越額） 3,095,924

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,903,355
（８，３６１人）

寄附の総額 22,213,226

政党匿名分を除く寄附の額 22,213,226

個人からの寄附 22,213,226

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,650,388
入

日本共産党東京都委員会 19,650,388

その他の収入 514,069

１件 １０万円未満のもの 514,069

４ 支出の内訳

経常経費 24,924,798

人件費 14,578,749

光熱水費 687,372

備品・消耗品費 2,264,725

事務所費 7,393,952

政治活動費 28,049,796

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,127,522
係る支出

組織活動費 9,317,766

選挙関係費 1,714,255

機関紙誌の発行その他の事業費 4,495,131

宣伝事業費 4,495,131

調査研究費 245,122

寄附・交付金 10,127,522

その他の経費 2,150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉原 甲子夫 80,000 杉並区

牧野 義雄 100,000 杉並区

安藤 充恵 300,000 杉並区

小林 公人 126,143 杉並区

石塚 千恵子 68,000 杉並区

赤司 喜美子 69,823 杉並区

土屋 昇 80,000 杉並区

野村 直樹 250,000 杉並区

金田 克彦 150,000 杉並区

高宮 正芳 86,000 杉並区

谷口 洋子 100,000 岡山県倉敷市

真嶋 安代 76,000 杉並区

真々田 邦義 300,000 杉並区

樟山 美紀 815,000 杉並区

山田 耕平 810,500 杉並区

金子 健太郎 695,000 杉並区

富田 琢 748,000 杉並区

酒井 正江 1,889,750 杉並区

野垣 暁子 723,766 杉並区

市川 徹 90,000 杉並区

小澤 雄志 100,000 三鷹市

波田野 孝次 300,000 世田谷区

上保 匡勇 100,200 杉並区

川村 武郎 1,000,000 杉並区

長澤 彰 100,000 杉並区

小山 修一 66,000 杉並区

山田 雅彦 156,000 埼玉県狭山市

兼頭 孝仁 120,000 西東京市

渡辺 幸一 148,000 あきる野市

酒井 文男 200,000 杉並区

安保 暁 840,000 杉並区

６ 資産の内訳

建物

（所在） （取得年月日）
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杉並区 平成１８年１２月２６日

（床面積） （取得の価格）
円

318.14㎡ 58,485,000

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

（所在） （取得年月日）

杉並区 平成１６年１０月２７日

（面積） （取得の価格）
円

165.00㎡ 35,000,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

小川 彰 2,000,000

（借入先） （借入残高）
円

滝澤 多美子 4,000,000

（借入先） （借入残高）
円

杉本 博子 2,000,000

（借入先） （借入残高）
円

小関 啓子 1,500,000

（借入先） （借入残高）
円

新井 敏文 3,000,000

（借入先） （借入残高）
円

川嶋 威 4,000,000

（借入先） （借入残高）
円

山口 逸郎 8,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党豊島地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 60,540,691

前年繰越額 453,260

本年収入額 60,087,431

２ 支出総額 39,634,855

（翌年への繰越額） 20,905,836

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,335,550
（５，６７６人）

寄附の総額 39,993,280

政党匿名分を除く寄附の額 39,993,280

個人からの寄附 39,993,280

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,277,881
入

日本共産党東京都委員会 15,277,881

その他の収入 1,480,720

１件 １０万円未満のもの 75,863

１件 １０万円以上のもの 1,404,857

金銭以外のものによる寄附相当分 1,404,857

４ 支出の内訳

経常経費 22,738,166

人件費 6,922,997

光熱水費 532,546

備品・消耗品費 3,350,237

事務所費 11,932,386

政治活動費 16,896,689

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 7,688,701
係る支出

組織活動費 3,312,346

選挙関係費 3,390,752

機関紙誌の発行その他の事業費 2,504,890

宣伝事業費 2,504,890

寄附・交付金 7,688,701

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鋪 秀治 66,000 豊島区

乾川 日出夫 56,000 埼玉県川口市

浦野 広明 67,200 練馬区

菅 隆徳 62,200 埼玉県川口市

深川 加代 57,200 板橋区

山内 眞人 67,200 杉並区

田口 素重子 97,000 豊島区

田村 広史 77,166 豊島区

広木 行雄 95,006 豊島区

三上 明子 54,000 豊島区

菊地 輝夫 196,800 豊島区

久留須 博治 70,000 豊島区

須之内 正光 54,800 豊島区

高橋 勇次 54,000 豊島区
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康之 51,600 豊島区

波磨 陽子 87,600 豊島区

広瀬 達雄 53,800 板橋区

小松田 克志 90,100 文京区

森 浩明 122,000 豊島区

岡田 直之 54,500 埼玉県さいたま市

市川 幸子 92,000 豊島区

安藤 郁子 124,200 豊島区

上田 裕子 194,200 豊島区

神崎 栄治 71,000 豊島区

儀武 大悟 1,562,234 豊島区

鈴木 秀一 78,000 清瀬市

篠田 左多江 60,000 豊島区

紙子 達子 60,000 豊島区

小山 森也 60,000 埼玉県深谷市

安藤 忠 153,600 北区

垣内 信行 68,400 豊島区

岸 良信 519,000 練馬区

小林 ひろみ 2,679,374 豊島区

清水 教子 943,034 豊島区

山本 敏江 59,000 豊島区

米倉 春奈 400,000 豊島区

渡邊 久美子 1,663,034 豊島区

金井 喜久子 60,000 豊島区

白数 久明 124,490 豊島区

和田 敏明 194,065 豊島区

青木 拓 100,000 埼玉県所沢市

石川 太右 163,200 埼玉県富士見市

荻原 伸元 90,000 清瀬市

塚本 準一 64,000 荒川区

藤井 政人 103,400 豊島区

伊藤 一二 88,200 武蔵野市

倉持 雅臣 105,600 豊島区

権平 嘉昭 182,400 埼玉県坂戸市

大野 みゆき 65,100 豊島区

田中 豊 80,000 豊島区

葉 慈子 70,000 豊島区

稲垣 陽子 103,700 板橋区

鈴木 智子 108,300 東久留米市

湊 立子 110,900 板橋区

長田 行教 51,119 豊島区

藤本 増美 101,134 豊島区

市川 康世 135,000 清瀬市

山中 学 108,200 府中市

大熊 幸夫 64,500 埼玉県さいたま市

佐藤 雅彦 54,000 府中市

蛭田 研一 55,500 大田区

宮田 裕次 60,000 豊島区

柳田 秀剛 70,460 鹿児島県鹿児島市

中澤 真知子 80,890 足立区

菅井 正志 152,000 豊島区

近田 淳子 96,000 豊島区

秋山 鐡夫 378,000 豊島区

秋山 増子 80,000 豊島区

阿部 光辰 54,000 豊島区

松崎 由美子 155,800 豊島区

斉藤 茂 74,400 豊島区

川内 芳隆 55,200 豊島区

柴田 紀和夫 85,100 豊島区

福留 忠夫 85,800 豊島区

河野 多恵子 587,000 豊島区

佐藤 京子 101,900 豊島区

宮田 耕八朗 76,000 豊島区

（遺）湧井 栄一 20,744,129 埼玉県草加市

（遺）柏崎 俊男 600,000 豊島区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 平成１１年１２月３０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,500,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 日本共産党東京都北地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 60,562,827

前年繰越額 2,318,065

本年収入額 58,244,762

２ 支出総額 57,702,303

（翌年への繰越額） 2,860,524

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,730,905
（９５４人）

寄附の総額 29,356,757

政党匿名分を除く寄附の額 29,356,757

個人からの寄附 29,356,757

本部又は支部から供与された交付金に係る収 21,963,808
入

日本共産党東京都委員会 21,963,808

その他の収入 1,193,292

１件 １０万円未満のもの 578,160

１件 １０万円以上のもの 615,132

金銭以外のものによる寄附相当分 615,132

４ 支出の内訳

経常経費 37,261,469

人件費 24,061,986

光熱水費 1,008,827

備品・消耗品費 2,034,676

事務所費 10,155,980

政治活動費 20,440,834

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,931,640
係る支出

組織活動費 7,058,328

選挙関係費 1,057,346

機関紙誌の発行その他の事業費 3,271,457

宣伝事業費 3,271,457

調査研究費 122,063

寄附・交付金 8,931,640

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋枝 ゆう児 350,700 埼玉県さいたま市

池ヶ谷 治美 300,000 北区

伊藤 隆 129,120 埼玉県さいたま市

稲垣 千代 56,000 北区

稲垣 良成 59,800 北区

揖斐 正吉 1,014,300 北区

岩山 幸子 110,805 北区

宇都宮 章 1,603,674 北区

遠藤 久 324,072 埼玉県上尾市

小野 徹哉 101,000 埼玉県川口市

小野塚 貞夫 65,300 埼玉県新座市

加賀谷 睦子 68,000 北区

笠島 博人 53,400 北区

川口 美佐子 110,000 埼玉県上尾市

川村 邦子 84,000 北区

川村 順夫 62,000 北区

川和田 博 93,000 北区

木元 良八 55,600 北区

相楽 淑子 1,241,800 北区

佐藤 月男 844,400 北区

鈴木 庄治 108,200 北区

鈴木 康男 51,000 足立区

鈴木 洋三 100,000 北区

砂原 邦夫 65,370 北区

清野 恵子 871,437 北区

曽根 肇 2,100,000 北区

高久 信行 134,200 北区

高久 行子 138,600 北区

千葉 高生 96,000 北区

中川 大一 99,900 北区

中田 昭雄 65,000 埼玉県川口市

中村 京子 54,400 北区

永井 朋子 1,684,674 北区

野口 将人 1,084,600 北区

野々山 研 1,489,339 北区

野村 寿乃 129,400 豊島区

橋本 栄一 93,380 北区
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福島 宏紀 1,224,962 北区

本田 正則 1,393,000 北区

水上 人江 50,400 北区

向井 幸代 60,000 北区

八巻 直人 50,800 北区

山崎 泰子 869,200 北区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

北区 平成２２年 １月２９日

（面積） （取得の価格）
円

188.10㎡ 30,853,800

建物

（所在） （取得年月日）

北区 平成２２年 １月２９日

（床面積） （取得の価格）
円

428.76㎡ 34,146,200

動産

（品目） （取得年月日）

車 平成２６年１１月１７日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,543,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党荒川地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 34,253,447

前年繰越額 2,474,306

本年収入額 31,779,141

２ 支出総額 32,663,669

（翌年への繰越額） 1,589,778

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,653,757
（６，１５５人）

寄附の総額 18,774,755

政党匿名分を除く寄附の額 18,774,755

個人からの寄附 18,774,755

本部又は支部から供与された交付金に係る収 9,504,875
入

日本共産党東京都委員会 9,504,875

その他の収入 845,754

１件 １０万円未満のもの 527,124

１件 １０万円以上のもの 318,630

金銭以外のものによる寄附相当分 318,630

４ 支出の内訳

経常経費 19,382,090

人件費 13,921,849

光熱水費 260,587

備品・消耗品費 41,957

事務所費 5,157,697

政治活動費 13,281,579

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,219,191
係る支出

組織活動費 4,269,528

選挙関係費 576,863

機関紙誌の発行その他の事業費 3,159,875

宣伝事業費 3,159,875

調査研究費 56,122

寄附・交付金 5,219,191

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

斉藤 邦子 2,533,008 荒川区

横山 幸次 2,408,344 荒川区

小林 行男 2,464,684 荒川区

小島 和男 2,368,313 荒川区

相馬 優子 1,721,293 荒川区

坂本 綾子 1,716,320 荒川区

風間 英一 83,800 荒川区

藤平 房示 70,800 荒川区

山本 寿子 113,001 荒川区

佐藤 仁 150,000 荒川区

佐藤 正子 53,000 荒川区

塩沢 俊之 63,800 荒川区

渡辺 定子 70,000 荒川区

安部 キヨ子 85,000 荒川区
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安部 正明 55,000 荒川区

倉島 ひさ江 100,000 荒川区

湖崎 直子 102,000 荒川区

本田 信子 60,576 荒川区

渡辺 富子 67,000 荒川区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

荒川区 昭和３８年 ３月１９日

（面積） （取得の価格）
円

85.75㎡ 9,000,000

建物

（所在） （取得年月日）

荒川区 昭和６３年１２月１０日

（床面積） （取得の価格）
円

125.34㎡ 25,000,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

大内 良雄 2,000,000

（借入先） （借入残高）
円

豊田 佳二 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党板橋地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日

円
１ 収入総額 80,847,829

前年繰越額 15,719,492

本年収入額 65,128,337

２ 支出総額 61,924,503

（翌年への繰越額） 18,923,326

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,281,288
（１２，５５８人）

寄附の総額 31,908,089

政党匿名分を除く寄附の額 31,908,089

個人からの寄附 31,908,089

本部又は支部から供与された交付金に係る収 24,033,960
入

日本共産党東京都委員会 24,033,960

その他の収入 905,000

１件 １０万円未満のもの 345,000

１件 １０万円以上のもの 560,000

金銭以外のものによる寄附相当分 560,000

４ 支出の内訳

経常経費 23,110,894

人件費 14,430,433

光熱水費 645,769

備品・消耗品費 3,294,842

事務所費 4,739,850

政治活動費 38,813,609

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 18,435,533
係る支出

組織活動費 13,293,984

選挙関係費 1,715,000

機関紙誌の発行その他の事業費 5,369,092

宣伝事業費 5,369,092

寄附・交付金 18,435,533

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

徳留 道信 2,632,696 板橋区

大田 伸一 1,300,000 板橋区

小林 乙美 1,280,465 板橋区

金崎 文子 1,078,328 板橋区

竹内 愛 1,140,555 板橋区

吉田 豊明 1,897,851 板橋区

山内 絵里 1,203,623 板橋区

山田 秀樹 1,499,086 板橋区

岩井 桐子 1,094,969 板橋区

石川 澄恵 1,087,603 板橋区

荒川 苗穂 1,589,197 板橋区

上村 昇 70,000 板橋区

斉藤 加奈子 200,000 板橋区

古山 寿樹 105,000 板橋区

荒川 孝治 80,000 板橋区
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近田 彦 70,000 板橋区

木下 哲也 97,000 板橋区

三上 力以 60,000 板橋区

海老原 榮一 140,000 板橋区

高原 正治 76,315 板橋区

高堰 憲明 60,000 板橋区

永野 賑吾 94,000 板橋区

永野 佑子 64,000 板橋区

豊嶋 興儀 80,000 板橋区

船木 義弘 80,000 板橋区

矢地 成子 110,000 板橋区

多田 晃 200,000 板橋区

菅 義信 51,600 足立区

鳴坂 みよ子 180,000 板橋区

小畑 力雄 100,000 板橋区

村木 栄一 81,012 北区

加藤 俊子 165,400 板橋区

内田 夫 61,000 武蔵野市

長谷川 慶子 61,000 板橋区

勝俣 洋子 104,000 板橋区

藤本 隆機 300,000 板橋区

加藤 茂 80,400 板橋区

吉田 貢 60,000 板橋区

前大 俊子 80,000 板橋区

森 千恵子 80,000 豊島区

染谷 明 315,480 埼玉県富士見市

西山 正浩 80,000 板橋区

前田 君子 310,000 板橋区

後藤 淳二 75,000 板橋区

小林 五郎 80,000 板橋区

丹野 栄子 60,000 板橋区

棚橋 寿郎 150,000 板橋区

中川 文東 100,000 板橋区

小林 昭子 200,000 板橋区

秋元 隆子 60,000 板橋区

阿部 哲二 200,000 練馬区

美濃 圭子 165,600 板橋区

浅沼 秀行 80,000 板橋区

溜口 美津 500,000 板橋区

下田 賢司 246,876 板橋区

小出 涼子 300,000 板橋区

今井 玲子 62,000 板橋区

成瀬 義夫 250,000 板橋区

石川 徹 100,000 板橋区

菅原 敏幸 100,000 板橋区

三浦 三郎 60,000 板橋区

大和田 友一 100,000 板橋区

大貫 ヒロ子 120,000 板橋区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

板橋区 平成３０年１２月２０日

（面積） （取得の価格）
円

23.10㎡ 2,800,000

建物

（所在） （取得年月日）

板橋区 昭和５６年 ７月１５日

（床面積） （取得の価格）
円

31.6㎡ 2,000,000

（所在） （取得年月日）

板橋区 昭和４９年 ６月 ４日

（床面積） （取得の価格）
円

229.44㎡ 4,000,000

建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

（所在） （取得年月日）

板橋区 昭和４９年 ５月２０日

（面積） （取得の価格）
円

220.24㎡ 43,381,000

動産

（品目） （取得年月日）

軽自動車 平成３０年１０月１５日

（数量） （取得の価格）
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円
１台 1,500,000

（品目） （取得年月日）

宣伝用自動車 平成１９年１２月１２日

（数量） （取得の価格）
円

１台 5,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都練馬地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 76,719,820

前年繰越額 4,327,807

本年収入額 72,392,013

２ 支出総額 71,229,988

（翌年への繰越額） 5,489,832

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,103,320
（１０，１０２人）

寄附の総額 42,592,250

政党匿名分を除く寄附の額 42,592,250

個人からの寄附 42,592,250

本部又は支部から供与された交付金に係る収 22,783,088
入

日本共産党東京都委員会 22,783,088

その他の収入 913,355

１件 １０万円未満のもの 367,543

１件 １０万円以上のもの 545,812

金銭以外のものによる寄附相当分 545,812

４ 支出の内訳

経常経費 48,975,772

人件費 39,101,186

光熱水費 629,776

備品・消耗品費 5,039,766

事務所費 4,205,044

政治活動費 22,254,216

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,067,691
係る支出

組織活動費 5,463,892

選挙関係費 921,275

機関紙誌の発行その他の事業費 5,800,398

宣伝事業費 5,800,398

調査研究費 960

寄附・交付金 10,067,691

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

有馬 豊 1,329,441 練馬区

小松 あゆみ 1,375,506 練馬区

坂尻 正由喜 1,601,400 練馬区

島田 拓 1,864,000 練馬区

野村 説 1,008,530 練馬区

坂口 和子 60,000 練馬区

小林 秀樹 1,049,000 練馬区

増田 裕 111,000 栃木県栃木市

長ヶ部 博弥 200,000 練馬区

矢沢 重光 173,600 練馬区

古野 俊明 60,000 練馬区

長ヶ部 和子 200,000 東久留米市

椎名 召子 300,000 練馬区

須田 俊子 176,000 練馬区

浦山 恵美子 120,800 板橋区

外山 靖雄 58,000 練馬区

鳴海 加代子 94,500 練馬区

巻島 紀子 82,100 練馬区

小沢 信行 80,000 練馬区

加山 義正 96,876 練馬区

寺沢 亜志也 100,000 練馬区

矢沢 恵美子 100,000 練馬区

宍戸 日露子 100,000 練馬区

吉田 一郎 100,000 練馬区

楢原 信行 100,000 練馬区

中村 茂樹 100,000 練馬区

姉歯 久子 100,000 練馬区

梶原 景之 80,000 練馬区

加藤 達夫 200,000 練馬区

碇石 みち 100,000 練馬区

中野 實 100,000 練馬区
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島田 紀子 100,000 山梨県北杜市

小池 盛明 100,000 練馬区

弓気多 弥彰 100,000 練馬区

桐生 明夫 63,200 練馬区

小川 泰徳 51,200 練馬区

伊佐 きよ子 72,000 練馬区

椛山 壽賀子 70,400 練馬区

牧野 澄夫 66,600 練馬区

岩崎 達四 56,000 練馬区

平野 正 89,200 練馬区

鈴木 祐子 74,000 練馬区

椎名 豊 97,400 練馬区

外川 洋子 52,600 練馬区

小川 哲史 116,000 練馬区

神林 敦子 80,000 練馬区

藤原 洋子 80,000 練馬区

小岩 昌子 61,600 練馬区

小林 久子 85,400 練馬区

市村 光男 150,600 練馬区

日渡 隆 209,000 練馬区

井上 悦子 66,400 練馬区

須田 剛 71,200 練馬区

沼田 正明 800,000 練馬区

鍋田 裕子 56,876 練馬区

若尾 靖夫 61,600 練馬区

大滝 武雄 74,000 練馬区

高松 威彦 55,000 練馬区

菊池 紘 80,000 練馬区

奥田 富美江 72,000 練馬区

青木 善美 64,500 練馬区

菅原 章文 168,600 練馬区

佐藤 健 51,700 練馬区

高橋 喜美男 111,156 練馬区

永井 意行 520,000 練馬区

岩瀬 あや乃 490,000 練馬区

水野尾 孝 68,400 練馬区

村山 治夫 206,000 練馬区

村上 なつえ 62,000 練馬区

佐々木 勝子 60,000 神奈川県横浜市

三國 英實 68,400 練馬区

吉田 純子 87,000 練馬区

大久保 博 88,000 練馬区

宮平 良行 152,400 練馬区

谷口 直樹 80,800 練馬区

植村 博 61,700 練馬区

井口 多智子 91,200 練馬区

内藤 キヨ子 64,200 練馬区

川合 碧 79,200 練馬区

村山 紀子 78,600 練馬区

栗原 まり 65,600 練馬区

野口 景子 80,000 練馬区

小薗江 博之 1,070,000 練馬区

森田 彦一 275,000 練馬区

薬師 辰哉 208,575 練馬区

島田 啓三 120,000 山梨県北杜市

岡 百代 123,400 練馬区

太田 泰臣 135,900 練馬区

諌武 由紀 51,000 練馬区

富岡 哲夫 126,000 練馬区

高田 礼子 80,560 板橋区

代島 広一 58,100 練馬区

鈴木 保男 70,000 練馬区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

練馬区 昭和５５年 ５月２３日

（面積） （取得の価格）
円

104.66㎡ 37,992,000

建物

（所在） （取得年月日）

練馬区 昭和５８年 ９月３０日

（床面積） （取得の価格）
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円
199.46㎡ 41,850,000

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 平成１８年１１月２８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 4,912,790

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党足立地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 89,770,923

前年繰越額 5,298,331

本年収入額 84,472,592

２ 支出総額 84,674,501

（翌年への繰越額） 5,096,422

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 7,909,514
（１７，６９７人）

寄附の総額 41,475,392

政党匿名分を除く寄附の額 41,475,392

個人からの寄附 41,475,392

本部又は支部から供与された交付金に係る収 33,214,574
入

日本共産党東京都委員会 33,214,574

その他の収入 1,873,112

１件 １０万円未満のもの 1,067,192

１件 １０万円以上のもの 805,920

金銭以外のものによる寄附相当分 697,920

公費負担車借り上げ 108,000

４ 支出の内訳

経常経費 47,927,440

人件費 27,769,116

光熱水費 1,452,664

備品・消耗品費 4,622,824

事務所費 14,082,836

政治活動費 36,747,061

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 15,162,794
係る支出

組織活動費 13,291,143

選挙関係費 1,616,001

機関紙誌の発行その他の事業費 6,317,123

宣伝事業費 6,317,123

寄附・交付金 15,522,794

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅子 恵子 674,748 足立区

池田 國夫 55,200 足立区

石神 俊文 156,000 足立区

石川 清隆 98,000 足立区

石山 路子 106,000 足立区

泉部 厳世 88,800 足立区

板垣 蓉子 66,400 埼玉県草加市

伊藤 和彦 70,000 足立区

伊藤 清美 60,000 足立区

今井 今朝子 92,800 足立区

大島 芳江 84,000 足立区

大和田 哲 200,000 埼玉県越谷市

岡野 博美 110,000 足立区

奥野 早百合 74,200 足立区

奥村 紗智子 111,800 足立区

奥村 辰之 117,200 足立区

柿崎 幸俊 120,000 足立区

加来 和子 86,400 足立区

加来 芳一 70,800 足立区

川村 毅一 58,000 足立区

神田 直子 90,000 足立区

北川 秀和 821,302 足立区

工藤 あけ子 51,400 足立区

久保 正雄 60,130 足立区

倉部 里美 51,400 埼玉県春日部市

小平 史子 53,000 足立区

小林 重信 284,000 足立区

小林 弘子 65,200 足立区

齋藤 真里子 1,000,000 足立区

佐藤 幸雄 128,500 足立区
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佐藤 信男 73,000 足立区

佐藤 美津子 75,400 足立区

沢田 朝子 53,200 足立区

沢田 克彦 100,000 町田市

柴田 史彦 100,000 足立区

嶋 章男 260,000 足立区

清水 市郎 51,400 足立区

清水 健五 150,000 足立区

新藤 晋一 127,200 足立区

鈴木 秀三郎 333,600 足立区

鈴木 正明 58,000 足立区

高木 靖司 83,000 足立区

高木 陽子 80,400 千葉県松戸市

高橋 幸一 343,600 足立区

高橋 信雄 122,400 足立区

武 隆光 51,200 足立区

武井 幸穂 87,600 台東区

竹内 實 75,400 足立区

舘 幸雄 64,000 埼玉県八潮市

田中 勲 100,000 足立区

近澤 富士子 74,200 足立区

辻 義孝 60,000 足立区

戸口 正夫 58,800 足立区

仲 恵子 58,400 足立区

永井 好子 86,000 神奈川県川崎市

中川 昌雄 111,200 足立区

中野 けい子 124,000 足立区

西澤 三郎 214,000 足立区

西之原 恵美子 1,430,348 足立区

額賀 和子 651,948 足立区

橋口 照子 60,000 埼玉県草加市

橋本 ミチ子 103,200 足立区

秦野 昭彦 669,902 足立区

濱谷 和恵 62,600 足立区

濱谷 正支 69,800 足立区

針谷 利江 77,912 足立区

針谷 幹夫 1,200,000 足立区

深澤 弘亘 60,000 足立区

藤井 正實 200,000 中野区

峰岸 宏 174,800 神奈川県三浦市

三好 加津子 54,200 足立区

望月 みさ子 54,000 足立区

森尻 春江 82,600 足立区

柳 洋子 50,400 足立区

山下 隆三 104,400 足立区

山中 智恵子 726,242 足立区

横田 祐 655,824 足立区

吉田 玲子 120,000 足立区

吉永 栄子 100,000 足立区

若田 要 80,000 足立区

渡辺 貞雄 126,000 埼玉県越谷市

渡辺 春美 60,790 足立区

大島 みどり 122,000 足立区

山﨑 義雄 52,000 足立区

納田 茂 90,000 足立区

松本 和彦 52,000 足立区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

足立区 昭和５６年 １月１４日

（面積） （取得の価格）
円

330㎡ 88,000,000

（所在） （取得年月日）

足立区 平成２０年 ９月 ４日

（面積） （取得の価格）
円

82.67㎡ 14,058,030

建物

（所在） （取得年月日）

足立区 昭和５７年 ２月 １日

（床面積） （取得の価格）
円

190㎡ 102,720,000

動産
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（品目） （取得年月日）

自動車（宣伝カー） 平成３０年１２月２８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 8,788,800

（品目） （取得年月日）

ＧＨＰ（空調） 平成１２年 ２月 ４日

（数量） （取得の価格）
円

６基 7,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都葛飾地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 78,381,401

前年繰越額 5,987,528

本年収入額 72,393,873

２ 支出総額 72,419,005

（翌年への繰越額） 5,962,396

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,791,868
（１０，０６３人）

寄附の総額 42,030,615

政党匿名分を除く寄附の額 42,030,615

個人からの寄附 42,030,615

本部又は支部から供与された交付金に係る収 22,020,517
入

日本共産党東京都委員会 21,828,090

日本共産党江戸川地区委員会 192,427

その他の収入 2,550,873

１件 １０万円未満のもの 1,114,299

１件 １０万円以上のもの 1,436,574

金銭以外のものによる寄附相当分 1,316,574

自動車貸出料 120,000

４ 支出の内訳

経常経費 42,076,929

人件費 27,450,368

光熱水費 1,075,643

備品・消耗品費 638,756

事務所費 12,912,162

政治活動費 30,342,076

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,453,342
係る支出

組織活動費 7,004,953

選挙関係費 3,267,139

機関紙誌の発行その他の事業費 8,616,642

宣伝事業費 8,616,642

寄附・交付金 11,453,342

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅野 篤子 64,600 葛飾区

浅野 正治 211,400 葛飾区

阿部 三郎 62,720 葛飾区

阿部 千代子 58,470 葛飾区

新井 杉生 141,400 葛飾区

石田 佑子 70,000 葛飾区

石橋 良江 58,270 埼玉県さいたま市

石山 明美 56,300 葛飾区

石山 正史 320,400 葛飾区

和泉 尚美 870,000 葛飾区

市原 睦夫 54,300 葛飾区

市村 義郎 51,200 葛飾区

伊籐 俊夫 72,280 葛飾区

井上 春幸 60,000 千葉県市川市

岩村 功 108,400 葛飾区

小野寺 晴夫 142,000 葛飾区

折笠 明実 1,329,876 葛飾区

片岡 千歳 119,600 葛飾区

菅野 文 461,988 葛飾区

木下 龍郎 87,512 足立区

木村 明子 64,400 葛飾区

木村 秀子 2,365,201 葛飾区

木村 陽治 256,052 葛飾区

栗栖 敏 53,000 葛飾区

栗林 豊 50,500 足立区

栗原 紀生 50,200 葛飾区

小林 ちえ子 73,500 葛飾区
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紺野 伊久子 107,000 埼玉県三郷市

紺野 二行 55,900 埼玉県三郷市

齊藤 建二 62,000 千葉県千葉市

斉藤 義夫 130,000 葛飾区

寒河江 則雄 84,000 葛飾区

佐々木 正子 57,300 葛飾区

佐藤 充男 91,425 葛飾区

佐渡 利雄 110,000 葛飾区

柴山 繁夫 130,000 千葉県市川市

島田 恵美 54,205 葛飾区

鈴木 啓文 83,800 葛飾区

鈴木 順子 60,000 葛飾区

鈴木 町子 74,300 葛飾区

鈴木 由美子 94,000 葛飾区

関本 秀治 286,000 葛飾区

関本 俊子 386,000 葛飾区

仙波 稔 53,900 葛飾区

高瀬 葉一 112,200 葛飾区

高瀬 良子 151,000 葛飾区

高橋 昌平 60,300 葛飾区

高橋 信夫 1,203,200 葛飾区

鶴岡 秀將 174,400 葛飾区

寺田 繁夫 56,900 葛飾区

寺田 照子 71,900 葛飾区

土井 勇夫 246,200 葛飾区

中江 秀夫 1,000,710 葛飾区

中村 伸吾 1,885,845 葛飾区

中山 ひとし 99,777 葛飾区

永堀 トミイ 80,700 葛飾区

入月 孝広 80,700 埼玉県北葛飾郡杉
戸町

西 秀子 67,450 葛飾区

八田 央海 60,000 足立区

萩原 佐知子 81,600 葛飾区

浜中 英子 66,000 葛飾区

林谷 典子 64,400 埼玉県三郷市

樋口 亮 140,800 葛飾区

福地 高和 139,295 葛飾区

藤井 みち子 137,766 葛飾区

保谷 隆 214,400 葛飾区

堀口 悦夫 122,000 葛飾区

松田 周平 338,400 葛飾区

松本 寛行 60,000 千葉県船橋市

間根山 和子 57,000 葛飾区

間根山 正守 105,000 葛飾区

三小田 准一 1,711,139 葛飾区

水谷 章三 56,300 葛飾区

村松 八重子 73,200 葛飾区

矢澤 茂子 71,000 葛飾区

柳 弘文 75,300 葛飾区

山浦 哲博 57,900 葛飾区

山辺 啓子 53,700 葛飾区

山本 康子 82,800 葛飾区

吉野 輝代 70,000 葛飾区

渡辺 正春 83,400 葛飾区

渡辺 元子 156,400 葛飾区

渡辺 靖之 166,300 葛飾区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

葛飾区 昭和５１年 ８月２５日

（面積） （取得の価格）
円

219.29㎡ 54,274,275

建物

（所在） （取得年月日）

葛飾区 昭和５１年 ８月２５日

（床面積） （取得の価格）
円

393.27㎡ 10,500,000

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 平成１８年 １月 ６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 4,070,400
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党江戸川地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 65,714,792

前年繰越額 6,811,135

本年収入額 58,903,657

２ 支出総額 54,360,666

（翌年への繰越額） 11,354,126

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,284,162
（９，４８８人）

寄附の総額 32,247,726

政党匿名分を除く寄附の額 32,247,726

個人からの寄附 32,247,726

本部又は支部から供与された交付金に係る収 20,662,904
入

日本共産党東京都委員会 20,662,904

その他の収入 708,865

１件 １０万円未満のもの 75,913

１件 １０万円以上のもの 632,952

金銭以外のものによる寄附相当分 632,952

４ 支出の内訳

経常経費 28,440,391

人件費 21,109,372

光熱水費 330,812

備品・消耗品費 2,763,932

事務所費 4,236,275

政治活動費 25,920,275

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,642,934
係る支出

組織活動費 7,302,915

選挙関係費 1,786,950

機関紙誌の発行その他の事業費 6,047,008

宣伝事業費 6,047,008

調査研究費 140,468

寄附・交付金 10,642,934

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平松 裕美 100,000 千葉県船橋市

池田 みつえ 60,800 江戸川区

泉 大和 100,000 千葉県松戸市

伊藤 常子 78,800 江戸川区

伊藤 信子 101,000 江戸川区

伊藤 陽子 80,000 江戸川区

伊藤 好子 60,000 江戸川区

遠藤 知寿子 74,400 江戸川区

遠藤 康博 88,400 江戸川区

太田 貞司 99,000 江戸川区

太田 美音 93,200 江戸川区

大高 やす子 51,800 江戸川区

大谷 貴志 107,400 江戸川区

大橋 直哉 80,000 国立市

大橋 美枝子 2,026,656 江戸川区

小川 茂 60,000 江戸川区

奥平 久子 117,800 江戸川区

小野寺 悟 121,000 江戸川区

小野寺 喜美江 80,400 江戸川区

小俣 則子 1,311,803 江戸川区

梶原 安之 220,400 江戸川区

加藤 正章 58,700 江戸川区

河合 恭一 96,400 江戸川区

菊地 昭子 77,300 江戸川区

北守 淑江 73,200 江戸川区

桑原 裕士 52,400 江戸川区

河野 行博 74,000 江戸川区

河野 百合恵 1,735,000 江戸川区

古木名 正信 108,600 江戸川区

越川 葉子 85,500 江戸川区

小柴 厚 52,400 江戸川区

小藤 智子 312,000 江戸川区

近藤 芳和 60,279 江戸川区

崎野 啓子 66,000 江戸川区

酒本 祐二 58,605 江戸川区

佐藤 翼 98,800 江戸川区
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佐野 鉄桶 71,206 江戸川区

澤村 千鶴 97,800 葛飾区

篠原 弘 117,000 千葉県船橋市

菅原 勝晴 141,900 江戸川区

須田 哲二 134,700 江戸川区

須藤 武史 61,408 江戸川区

青龍 節子 153,600 江戸川区

瀬端 勇 1,558,703 江戸川区

竹澤 里枝 193,800 江戸川区

田中 一志 93,000 江戸川区

富田川 富子 84,000 江戸川区

長峰 孝男 50,847 江戸川区

仁田 岳志 229,500 江戸川区

橋本 昭一 90,400 江戸川区

原 泉 98,600 江戸川区

原 純子 830,000 江戸川区

藤本 雅文 60,800 江戸川区

古久保 和美 94,800 江戸川区

細田 純男 53,400 千葉県市原市

洞井 外美枝 87,800 江戸川区

牧野 研二 1,333,256 江戸川区

牧野 祐一 122,160 江戸川区

牧野 和一 58,000 江戸川区

峯岸 興治 51,000 江戸川区

宮内 清之 53,800 江戸川区

宮本 卓夫 117,700 江戸川区

目澤 史子 187,000 江戸川区

森川 順子 94,900 江戸川区

山口 とよ子 55,200 江戸川区

由利 良子 70,000 江戸川区

吉野 輝代 124,600 葛飾区

米増 克己 72,440 江戸川区

涌井 純子 82,100 江戸川区

涌井 秀新 160,000 江戸川区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

江戸川区 昭和４４年 ３月 １日

（面積） （取得の価格）
円

85.16㎡ 6,063,300

（所在） （取得年月日）

江戸川区 平成２６年 ５月２７日

（面積） （取得の価格）
円

44.63㎡ 4,500,000

建物

（所在） （取得年月日）

江戸川区 平成２９年 ３月 １日

（床面積） （取得の価格）

円
208.68㎡ 36,936,000

動産

（品目） （取得年月日）

地区宣伝カー 平成１３年 ５月１０日

（数量） （取得の価格）
円

１台 3,057,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

安部 淑江 1,400,000

（借入先） （借入残高）
円

西田 ミヨ子 6,900,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党八王子地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 57,271,742

前年繰越額 655,821

本年収入額 56,615,921

２ 支出総額 54,428,844

（翌年への繰越額） 2,842,898

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,401,932
（９，５８４人）

寄附の総額 28,927,738

政党匿名分を除く寄附の額 28,927,738

個人からの寄附 28,927,738
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 21,219,031
入

日本共産党東京都委員会 21,219,031

その他の収入 1,067,220

１件 １０万円未満のもの 575,880

１件 １０万円以上のもの 491,340

金銭以外のものによる寄附相当分 491,340

４ 支出の内訳

経常経費 27,449,346

人件費 18,019,000

光熱水費 330,005

備品・消耗品費 1,782,193

事務所費 7,318,148

政治活動費 26,979,498

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,081,385
係る支出

組織活動費 14,112,074

選挙関係費 1,467,220

機関紙誌の発行その他の事業費 3,018,819

宣伝事業費 3,018,819

寄附・交付金 8,081,385

その他の経費 300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
尾林 芳匡 600,000 八王子市

梶原 久幸 199,000 八王子市

河内 郁子 52,400 八王子市

川地 寿 1,395,600 八王子市

後藤 千恵子 50,300 八王子市

櫻井 嘉夫 56,000 八王子市

清水 久夫 140,000 八王子市

清水 秀子 1,900,000 八王子市

鈴木 元明 150,000 八王子市

竹内 靖男 78,000 八王子市

難波 武久 50,800 八王子市

野崎 清 70,000 八王子市

比留間 咲江 126,800 八王子市

藤田 建光 55,800 八王子市

堀口 暁子 52,000 八王子市

松本 良子 174,000 八王子市

峯岸 益生 136,000 八王子市

山口 洋子 100,000 八王子市

吉川 勇 64,000 八王子市

渡辺 紀男 111,500 八王子市

鈴木 宏昌 960,000 八王子市

望月 翔平 2,001,658 八王子市

青柳 有希子 2,203,042 八王子市

石井 宏和 2,223,243 八王子市

鈴木 勇次 2,341,658 八王子市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

八王子市 平成２６年１２月１１日

（面積） （取得の価格）
円

240㎡ 12,600,000

建物

（所在） （取得年月日）

八王子市 昭和４９年 ５月 １日

（床面積） （取得の価格）
円

159.86㎡ 4,153,500

（所在） （取得年月日）

八王子市 平成 元年 ４月 １日

（床面積） （取得の価格）
円

105.98㎡ 16,950,000

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成１６年１１月１５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,008,134

借入金

（借入先） （借入残高）
円

鈴木 宏昌 1,500,000
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党立川昭島地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 58,743,960

前年繰越額 12,602,799

本年収入額 46,141,161

２ 支出総額 51,527,469

（翌年への繰越額） 7,216,491

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,921,928
（７，８９３人）

寄附の総額 24,271,254

政党匿名分を除く寄附の額 24,271,254

個人からの寄附 24,271,254

借入金 500,000

長谷川 朗 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,069,279
入

日本共産党東京都委員会 15,069,279

その他の収入 378,700

１件 １０万円未満のもの 157,650

１件 １０万円以上のもの 221,050

金銭以外のものによる寄附相当分 221,050

４ 支出の内訳

経常経費 27,322,007

人件費 16,847,557

光熱水費 525,364

備品・消耗品費 450,391

事務所費 9,498,695

政治活動費 24,205,462

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,595,784
係る支出

組織活動費 9,603,529

選挙関係費 378,700

機関紙誌の発行その他の事業費 1,042,449

宣伝事業費 1,042,449

寄附・交付金 11,595,784

その他の経費 1,585,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅川 修一 2,568,433 立川市

青柳 雅子 64,400 立川市

朝生 貞夫 68,400 立川市

朝生 敏子 74,000 立川市

荒井 啓行 2,017,035 昭島市

岩佐 喜久男 51,000 立川市

岩井 寿子 56,000 立川市

宮川 良子 60,000 昭島市

金子 俊雄 104,400 昭島市

奥村 幸子 89,200 昭島市

柿田 芳和 118,000 立川市

大川 武宏 54,800 立川市

布村 眞季 210,000 国立市

木村 文平 200,000 豊島区

佐藤 文子 2,036,800 昭島市

中町 聡 2,167,213 立川市

門池 二次雄 104,100 昭島市

竹下 愛子 80,000 昭島市

上條 彰一 2,370,050 立川市

青木 誠 105,200 立川市

幸節 一彦 99,000 立川市

幸節 澄子 159,000 立川市

杉田 哲也 87,200 昭島市

後藤 美千代 157,800 立川市

小沼 恒雄 80,000 昭島市

渡辺 孝一 79,200 立川市

松村 洋三 60,000 清瀬市

竹谷 直人 56,000 昭島市

龍田 和子 145,140 立川市

長谷川 和世 83,800 立川市

引地 千賀子 66,400 立川市

田端 和久子 80,000 立川市

若木 早苗 1,915,514 立川市

永元 香子 111,290 立川市
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永元 須摩子 2,751,165 立川市

奥村 博 2,623,823 昭島市

小玉 博美 60,000 昭島市

引地 央 90,000 立川市

松村 亮佑 90,000 町田市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

浅川 修一 4,216,542

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党武蔵野三鷹地区委員会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 54,392,023

前年繰越額 8,267,472

本年収入額 46,124,551

２ 支出総額 46,439,252

（翌年への繰越額） 7,952,771

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,358,815
（６，３６１人）

寄附の総額 24,998,999

政党匿名分を除く寄附の額 24,998,999

個人からの寄附 24,998,999

本部又は支部から供与された交付金に係る収 15,515,317
入

日本共産党東京都委員会 15,515,317

その他の収入 1,251,420

１件 １０万円未満のもの 1,251,420

４ 支出の内訳

経常経費 20,857,654

人件費 15,191,374

光熱水費 491,229

備品・消耗品費 2,184,412

事務所費 2,990,639

政治活動費 25,581,598

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 8,922,013
係る支出

組織活動費 13,642,390

機関紙誌の発行その他の事業費 462,131

宣伝事業費 462,131

調査研究費 55,064

寄附・交付金 8,922,013

その他の経費 2,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平野 時子 250,000 武蔵野市

沢崎 郁夫 150,000 三鷹市

広田 孝一 200,000 三鷹市

広田 さゆり 100,000 三鷹市

西堀 子 70,000 武蔵野市

藤沢 時雄 60,000 三鷹市

織田 泰介 72,000 三鷹市

大森 万吉 200,000 三鷹市

村木 治 120,000 三鷹市

村木 育子 80,000 三鷹市

中山 倫子 60,646 三鷹市

大石 すみ江 60,000 三鷹市

白井 務江 192,500 三鷹市

白井 千菜 100,000 三鷹市

福田 一政 60,000 武蔵野市

佐々木 建 94,000 東村山市

山越 拓児 163,600 八王子市

平野 薫 56,000 武蔵野市

平野 玲子 66,800 武蔵野市

染矢 徹 100,000 目黒区

土肥 二朗 60,000 三鷹市

都筑 喜代 240,000 三鷹市

栗原 健治 1,272,249 三鷹市

大村 陽子 110,000 武蔵野市

千葉 保 334,000 三鷹市

野中 進 466,000 三鷹市

長田 正男 56,000 三鷹市

矢口 四郎 222,000 三鷹市

中田 正雄 80,000 武蔵野市
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梶 雅子 710,000 武蔵野市

岡崎 万寿秀 97,200 武蔵野市

米原 京子 185,000 三鷹市

上杉 アヤ子 150,000 小金井市

本間 雅代 1,135,240 武蔵野市

森 徹 140,000 三鷹市

印南 泰成 57,000 三鷹市

正木 清美 100,000 武蔵野市

矢島 ふくい 100,000 武蔵野市

野嶋 光子 500,000 武蔵野市

宮本 和人 100,000 武蔵野市

前田 舞 1,227,500 三鷹市

橋本 繁樹 1,265,920 武蔵野市

高橋 ひとみ 65,900 武蔵野市

嘉味田 美幸 1,230,787 三鷹市

柴野 明日香 1,413,549 三鷹市

國嶋 康男 200,000 武蔵野市

松山 巌 60,000 武蔵野市

大塚 真之 70,000 静岡県伊東市

岡本 友子 56,000 三鷹市

伊藤 隆治 60,000 三鷹市

金子 澄子 90,000 国分寺市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

武蔵野市 平成２１年１１月 ６日

（面積） （取得の価格）
円

97.65㎡ 31,212,260

建物

（所在） （取得年月日）

武蔵野市 平成２１年１１月 ６日

（床面積） （取得の価格）
円

152.06㎡ 1,258,676

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党調布狛江府中地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 65,088,412

前年繰越額 1,955,411

本年収入額 63,133,001

２ 支出総額 65,051,774

（翌年への繰越額） 36,638

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,897,182
（８，９８３人）

寄附の総額 37,581,462

政党匿名分を除く寄附の額 37,581,462

個人からの寄附 37,581,462

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,912,220
入

日本共産党東京都委員会 19,912,220

その他の収入 742,137

１件 １０万円未満のもの 422,037

１件 １０万円以上のもの 320,100

金銭以外のものによる寄附相当分 320,100

４ 支出の内訳

経常経費 43,047,593

人件費 32,203,666

光熱水費 688,291

備品・消耗品費 1,323,028

事務所費 8,832,608

政治活動費 22,004,181

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,368,868
係る支出

組織活動費 6,013,292

選挙関係費 1,164,096

機関紙誌の発行その他の事業費 3,457,925

宣伝事業費 3,457,925

寄附・交付金 11,368,868

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

赤野 秀二 1,478,000 府中市

雨宮 幸男 571,000 調布市

石田 清則 59,600 調布市

石田 廣子 81,000 府中市
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石山 久男 81,100 調布市

大橋 清一 59,600 調布市

大本 久美 61,729 調布市

岡田 芳昭 120,000 狛江市

岡村 伸 415,800 狛江市

加藤 由美子 720,400 調布市

川端 悠紀子 74,200 府中市

菊池 美智 86,000 府中市

岸本 直子 625,000 調布市

岸本 直美 147,300 調布市

栗野 隆 61,600 府中市

桑野 早苗 86,000 府中市

古平 寿子 52,200 府中市

近藤 伸一 61,201 調布市

坂内 淳 1,545,000 調布市

塩田 哲子 133,200 府中市

白石 武夫 95,200 昭島市

城岡 君江 185,600 調布市

鈴木 悦夫 915,800 狛江市

田岡 恭子 205,751 狛江市

高橋 弘子 65,716 調布市

高橋 芳男 52,000 調布市

武井 利史 59,000 府中市

竹内 正子 75,200 府中市

竹内 祐子 809,000 府中市

立川 信子 60,000 府中市

田中 智子 316,000 狛江市

常田 武 57,300 調布市

任海 ユリ 53,200 調布市

富樫 健 57,000 府中市

冨宇加 榮 360,000 調布市

中川 進 67,200 調布市

中野 敬子 87,300 調布市

中野 正道 109,400 調布市

西村 敦子 575,800 狛江市

根本 美津子 87,900 狛江市

平松 あけみ 130,400 府中市

平本 隆人 60,800 調布市

前澤 清 74,700 府中市

松本 秀俊 71,000 調布市

宮坂 良子 1,305,800 狛江市

宮崎 金造 50,400 府中市

武藤 千里 565,000 調布市

森永 京子 150,900 府中市

森脇 敦子 58,000 府中市

矢野 裕 400,000 狛江市

山本 建二郎 57,000 調布市

吉田 景子 110,200 府中市

渡辺 政子 96,200 府中市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

府中市 平成 ９年 ４月１５日

（面積） （取得の価格）
円

72.99㎡ 13,260,000

建物

（所在） （取得年月日）

府中市 平成 ９年 ４月１５日

（床面積） （取得の価格）
円

216.36㎡ 64,740,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

坂内 淳 3,568,363

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党町田地区委員会

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 54,528,513

前年繰越額 2,603,106

本年収入額 51,925,407

２ 支出総額 54,037,813

（翌年への繰越額） 490,700

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 9,052,872
（８，０８４人）

寄附の総額 25,319,947

政党匿名分を除く寄附の額 25,319,947

個人からの寄附 25,319,947

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,688,788
入

日本共産党東京都委員会 16,688,788

その他の収入 863,800

１件 １０万円未満のもの 133,800

１件 １０万円以上のもの 730,000

金銭以外のものによる寄附相当分 730,000

４ 支出の内訳

経常経費 18,302,483

人件費 14,591,484

光熱水費 401,185

備品・消耗品費 12,080

事務所費 3,297,734

政治活動費 35,735,330

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,134,044
係る支出

組織活動費 15,279,096

選挙関係費 1,363,800

機関紙誌の発行その他の事業費 9,958,390

宣伝事業費 9,958,390

寄附・交付金 9,134,044

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

亀山 茂雄 55,000 町田市

義沢 時彦 72,740 町田市

岡島 春男 52,000 町田市

西村 潔 592,000 町田市

久保 圭三 160,000 町田市

坂巻 マリ 62,000 町田市

大谷 邦孝 73,200 町田市

西野 敏子 90,000 町田市

細野 勝 74,942 町田市

福谷 隆男 55,583 町田市

北嶋 幸夫 50,200 町田市

細野 一郎 100,000 町田市

井上 三夫 60,000 町田市

松村 健次 52,200 町田市

柏木 理男 500,000 町田市

亀山 俊平 55,000 町田市

森川 信子 83,750 町田市

上田 桂子 60,000 町田市

沼口 知子 78,000 町田市

古橋 良恭 338,600 町田市

千田 昇 144,400 町田市

小宮山 正三 88,330 町田市

木原 信義 262,700 町田市

飯田 敏子 72,400 町田市

水戸 泉 120,800 町田市

牧野 宗民 98,573 町田市

殿村 健一 966,000 町田市

細野 龍子 1,848,200 町田市

佐々木 智子 1,068,800 町田市

山本 美穂 1,010,000 町田市

池川 友一 1,025,000 町田市

江波戸 直哉 55,200 町田市

木原 康子 52,000 町田市

佐山 信乃 500,000 北区

佐山 豪 500,000 北区

斎藤 誠治 1,000,000 町田市

高橋 禎子 100,000 町田市

佐々木 健二 51,000 町田市

佐藤 美登里 256,000 町田市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

町田市 平成 ３年１２月２７日

（面積） （取得の価格）
円

100.09㎡ 46,500,000
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建物

（所在） （取得年月日）

町田市 平成 ３年１２月２７日

（床面積） （取得の価格）
円

123.84㎡ 4,000,000

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝車 平成１９年 ２月２７日

（数量） （取得の価格）
円

１台 4,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党北多摩中部地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 64,823,988

前年繰越額 3,157,276

本年収入額 61,666,712

２ 支出総額 61,991,649

（翌年への繰越額） 2,832,339

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,853,309
（７，１７０人）

寄附の総額 37,149,233

政党匿名分を除く寄附の額 37,149,233

個人からの寄附 37,149,233

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,316,224
入

日本共産党東京都委員会 19,316,224

その他の収入 1,347,946

１件 １０万円未満のもの 958,066

１件 １０万円以上のもの 389,880

金銭以外のものによる寄附相当分 389,880

４ 支出の内訳

経常経費 32,966,052

人件費 23,665,949

光熱水費 307,663

備品・消耗品費 2,359,615

事務所費 6,632,825

政治活動費 29,025,597

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,818,516
係る支出

組織活動費 11,085,199

選挙関係費 1,464,321

機関紙誌の発行その他の事業費 5,261,059

宣伝事業費 5,261,059

調査研究費 86,502

寄附・交付金 11,128,516

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

朝倉 潤 200,000 小金井市

阿部 達 51,200 小金井市

石澤 真美 87,600 小金井市

板倉 真也 330,857 小金井市

伊東 睦泰 53,900 国分寺市

伊藤 芙佐子 53,300 国分寺市

井上 啓 58,400 国分寺市

岩田 久美子 1,060,800 小金井市

岩永 徹 90,103 小金井市

上野 良治 70,880 小金井市

大沢 清 180,400 小金井市

雄勝 弘次 57,700 小金井市

岡部 宏章 1,031,930 国分寺市

小倉 康次 80,000 国立市

柏木 洋志 1,129,069 国立市

金澤 学人 326,550 国分寺市

軽部 儀二 63,500 小金井市

川合 詩子 100,900 国分寺市

川合 洋行 157,200 国分寺市

河村 健吉 55,534 国分寺市

菅野 道子 51,800 小金井市

木村 直樹 69,600 国分寺市

工藤 一 69,900 国分寺市

下司 上 95,800 国分寺市

小泉 民未嗣 221,869 小金井市

古谷 進 65,200 小金井市
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近藤 節朗 51,100 国分寺市

鈴木 由美子 118,700 小金井市

住友 珠美 475,700 国立市

高原 幸雄 1,419,449 国立市

田上 ハルミ 62,000 小金井市

田代 万里 58,800 小金井市

玉井 律子 400,000 国立市

田湯 久貴 1,989,285 小金井市

都築 久美子 79,500 小金井市

都築 史郎 79,500 小金井市

寺内 大作 669,471 小金井市

都所 眞弓 100,000 府中市

永沢 ちか世 56,000 国分寺市

中澤 春江 139,800 国分寺市

中澤 正利 1,592,710 国分寺市

中村 誠 65,500 羽村市

中村 直貴 331,800 国立市

沼田 よし子 149,560 小金井市

長谷川 博道 60,000 小金井市

久池 留美子 53,200 小金井市

堀 湛浩 73,000 国分寺市

桝田 進 88,300 国分寺市

桝田 トミ子 102,600 国分寺市

松浦 郷 1,483,160 国分寺市

松岡 京子 62,000 国立市

水上 洋志 1,937,351 小金井市

村上 千鶴子 54,200 小金井市

森戸 洋子 1,256,941 小金井市

山下 摂治 58,000 国立市

山中 恭子 805,800 府中市

山本 篤代 83,800 国立市

力久 博 60,676 国立市

若木 稜江 2,901,000 小金井市

渡辺 通子 80,300 国分寺市

渡辺 文雄 64,600 国分寺市

原屋 美知子 141,542 国分寺市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

小金井市 昭和５６年 １月１３日

（面積） （取得の価格）
円

83.05㎡×2/3 15,100,000

建物

（所在） （取得年月日）

小金井市 昭和５６年 １月１４日

（床面積） （取得の価格）
円

128.97㎡ 6,500,000

動産

（品目） （取得年月日）

宣伝カー 平成２０年 ５月２９日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,999,820

（品目） （取得年月日）

運搬車 平成２２年１２月１４日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,096,135

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党北多摩北部地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 165,183,387

前年繰越額 50,863,106

本年収入額 114,320,281

２ 支出総額 117,564,967

（翌年への繰越額） 47,618,420

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,038,492
（１５，８６５人）

寄附の総額 71,189,011

政党匿名分を除く寄附の額 71,189,011

個人からの寄附 71,189,011

本部又は支部から供与された交付金に係る収 31,263,484
入

日本共産党東京都委員会 31,263,484

その他の収入 2,829,294
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１件 １０万円未満のもの 1,825,984

１件 １０万円以上のもの 1,003,310

金銭以外のものによる寄附相当分 1,003,310

４ 支出の内訳

経常経費 66,559,584

人件費 34,337,658

光熱水費 1,121,735

備品・消耗品費 7,035,756

事務所費 24,064,435

政治活動費 51,005,383

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 19,218,564
係る支出

組織活動費 13,325,700

選挙関係費 2,151,471

機関紙誌の発行その他の事業費 16,044,748

宣伝事業費 16,044,748

寄附・交付金 19,483,464

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小嶋 優 57,800 東久留米市

中井川 斉至 50,200 東久留米市

向 光三 119,565 東久留米市

向 道子 70,160 東久留米市

岡本 千鶴子 55,600 東久留米市

相沢 康之 78,500 東久留米市

倉本 朝夫 55,600 東久留米市

篠宮 稔 85,600 東久留米市

中村 幸夫 55,600 東久留米市

鈴木 壮吉 50,600 東久留米市

塩田 俊朗 50,500 東久留米市

秋葉 泰子 70,000 東久留米市

宇津木 繁 88,000 東久留米市

桐山 久吉 83,200 東久留米市

上野 聖治 92,200 東久留米市

橋爪 順子 51,600 東久留米市

谷口 旭 117,310 東久留米市

中島 章成 92,600 東久留米市

吉岡 英子 76,800 清瀬市

小田 春枝 55,125 清瀬市

森田 幸子 63,400 清瀬市

高橋 和子 54,500 清瀬市

高橋 憲逸 64,700 清瀬市

中野 保孝 68,600 清瀬市

可知 厚巳 233,106 清瀬市

天野 信二 73,028 清瀬市

山本 弥生 91,000 清瀬市

可知 進也 64,400 清瀬市

荻原 美恵子 80,000 清瀬市

藤本 尚二 58,400 清瀬市

小野塚 洋行 66,400 清瀬市

中居 洋志男 67,227 東村山市

太田 マサ 56,400 東村山市

太田 善作 60,997 東村山市

西 新三郎 164,768 東村山市

永倉 怜子 89,400 小平市

阿久津 道子 55,000 東村山市

菊地 要之助 65,000 東村山市

渡辺 玲子 72,400 東村山市

河合 孝二 113,550 東村山市

武城 順子 660,800 東村山市

市橋 恭子 80,300 東村山市

斉藤 弘子 73,800 東村山市

熊谷 敏夫 50,900 東村山市

熊谷 加代 67,200 東村山市

武内 年野 60,280 東村山市

柏原 嘉子 58,777 東村山市

蜂谷 球郎 68,280 東村山市

十島 トモ子 81,570 東村山市

高倉 正子 92,840 東村山市

川村 良平 92,328 東村山市

馬越 亮三 949,600 東村山市

馬越 恵子 1,232,360 東村山市
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小松 恭子 71,000 東村山市

保延 務 103,000 東村山市

岩間 民代 50,400 東村山市

平野 智 1,012,000 東村山市

椎野 ヨシ 63,600 東大和市

大泊 洋子 56,000 東大和市

戸叶 原子 100,000 東大和市

北村 博昭 55,560 東大和市

堀口 國雄 100,000 東大和市

堀口 敬子 63,500 東大和市

五十嵐 正子 62,700 東大和市

石橋 三子 55,200 東大和市

佐藤 晴子 58,800 東大和市

鈴木 秀肖 367,200 東大和市

鈴木 知之 120,000 武蔵村山市

永田 雅子 1,115,313 東久留米市

村山 順次郎 1,266,424 東久留米市

北村 龍太 927,511 東久留米市

鴨志田 芳美 981,890 東久留米市

佐々木 敦子 1,856,720 清瀬市

義基 博美 1,269,656 清瀬市

深澤 昌子 1,426,903 清瀬市

山崎 美和 1,644,102 清瀬市

香川 泰範 1,331,485 清瀬市

山口 美代 1,417,541 東村山市

佐藤 直子 979,440 東村山市

渡邊 稔 639,694 東村山市

山田 崇子 864,694 東村山市

浅見 みどり 527,694 東村山市

尾﨑 利一 722,423 東大和市

鈴木 真一 1,863,423 東大和市

上林 真佐恵 975,623 東大和市

内野 直樹 1,420,407 武蔵村山市

籾山 敏夫 1,117,571 武蔵村山市

渡邉 一雄 1,056,705 武蔵村山市

尾崎 あや子 1,409,000 東大和市

原 紀子 1,480,000 東久留米市

染矢 徹 1,000,000 目黒区

金野 和則 190,000 東久留米市

篠原 重信 205,604 東久留米市

岩﨑 誠 406,000 東大和市

清沢 謙治 143,600 武蔵村山市

馬込 文夫 88,200 立川市

辻川 太一 125,500 東久留米市

殿岡 英行 58,400 東久留米市

平尾 敏之 74,000 東久留米市

西川 洋一 83,296 東大和市

竹原 キヨミ 118,721 武蔵村山市

大野 勝啓 198,511 東村山市

武山 栄 52,800 東久留米市

杉本 京子 65,000 東久留米市

柳 恵子 62,480 立川市

真岡 四郎 54,000 埼玉県所沢市

古沢 美代子 54,000 埼玉県朝霞市

月野木 健次 55,000 大阪府松原市

福田 かづこ 68,120 東村山市

余田 郁雄 112,400 東村山市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

武蔵村山市 昭和６１年１０月 １日

（面積） （取得の価格）
円

82㎡ 1,200,000

（所在） （取得年月日）

東村山市 平成 ４年 ２月２７日

（面積） （取得の価格）
円

162.93㎡ 60,000,000

建物

（所在） （取得年月日）

東村山市 平成 ４年 ２月２７日

（床面積） （取得の価格）
円

280㎡ 13,000,000
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動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２７年１０月 ５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,642,788

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２９年 ６月２７日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,180,000

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ３年 ９月２８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,152,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党西多摩青梅地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 44,480,656

前年繰越額 415,637

本年収入額 44,065,019

２ 支出総額 44,320,345

（翌年への繰越額） 160,311

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,028,890
（７２０人）

寄附の総額 16,931,890

政党匿名分を除く寄附の額 16,931,890

個人からの寄附 16,931,890

本部又は支部から供与された交付金に係る収 19,104,239
入

日本共産党東京都委員会 19,104,239

４ 支出の内訳

経常経費 26,065,810

人件費 20,865,600

光熱水費 390,624

備品・消耗品費 2,076,135

事務所費 2,733,451

政治活動費 18,254,535

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,170,881
係る支出

組織活動費 3,854,758

選挙関係費 1,525,829

機関紙誌の発行その他の事業費 3,580,189

宣伝事業費 3,580,189

調査研究費 122,878

寄附・交付金 9,170,881

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

新井 美智子 87,844 西多摩郡瑞穂町

荒尾 武志 72,000 青梅市

安藤 政臣 62,580 あきる野市

池田 公三 780,900 福生市

石井 佳子 65,200 羽村市

市川 秀夫 60,000 羽村市

市毛 雅大 283,800 福生市

井上 宣 909,500 青梅市

牛久保 真知子 98,900 福生市

大沢 由香里 220,400 西多摩郡奥多摩町

大坪 国広 202,400 西多摩郡瑞穂町

奥村 晴彦 51,500 福生市

折田 真知子 248,400 西多摩郡日の出町

片木 文雄 79,200 あきる野市

加藤 勇 77,200 青梅市

河野 了一 89,800 あきる野市

工藤 敬一 1,422,020 青梅市

後藤 純代 91,000 青梅市

斎藤 光次 111,900 青梅市

鈴木 拓也 196,800 羽村市

関口 江利子 250,300 あきる野市

瀬沼 辰正 158,000 あきる野市

田端 あずみ 346,100 あきる野市

塚田 政夫 102,000 あきる野市

田 一忠 112,000 青梅市

中村 項 114,000 青梅市
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長崎 進 83,200 西多摩郡瑞穂町

長沢 ミエ子 99,600 青梅市

永村 恵智子 154,005 青梅市

西井 稔 134,500 あきる野市

羽田 和人 111,000 昭島市

浜中 順 427,300 羽村市

原 崇 96,600 福生市

増子 百合子 88,400 青梅市

松浦 七郎 128,100 あきる野市

松尾 ユミ 57,300 青梅市

松野 節子 66,400 青梅市

松本 由紀子 744,300 あきる野市

三井 基次 350,800 あきる野市

峯崎 拓実 826,700 青梅市

峯崎 多美子 75,600 青梅市

山中 正平 110,700 福生市

山根 トミエ 403,800 あきる野市

両部 一江子 51,200 青梅市

渡辺 正郎 78,800 羽村市

永井 博 110,000 青梅市

藤野 ひろえ 736,700 青梅市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党東京都南多摩地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日

円
１ 収入総額 100,120,222

前年繰越額 11,376,125

本年収入額 88,744,097

２ 支出総額 91,468,185

（翌年への繰越額） 8,652,037

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,979,137
（１０，０７７人）

寄附の総額 52,339,093

政党匿名分を除く寄附の額 52,339,093

個人からの寄附 52,339,093

借入金 1,500,000

須崎 道夫 1,500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 27,847,671
入

日本共産党東京都委員会 27,847,671

その他の収入 1,078,196

１件 １０万円未満のもの 100,622

１件 １０万円以上のもの 977,574

金銭以外のものによる寄附相当分 977,574

４ 支出の内訳

経常経費 54,592,603

人件費 25,301,343

光熱水費 669,690

備品・消耗品費 289,199

事務所費 28,332,371

政治活動費 36,875,582

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 12,581,843
係る支出

組織活動費 10,947,814

選挙関係費 2,768,685

機関紙誌の発行その他の事業費 7,023,640

宣伝事業費 7,023,640

調査研究費 33,600

寄附・交付金 12,581,843

その他の経費 3,520,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

間 定夫 70,000 多摩市

安斉 きみ子 1,075,900 多摩市

安藤 博樹 60,500 日野市

五十嵐 保 116,800 多摩市

池上 洋通 60,000 日野市

石井 昭子 70,000 杉並区

石坂 政雄 250,000 多摩市

石原 弘 51,500 日野市

板橋 茂 976,800 多摩市

五十子 優 99,800 日野市

上杉 直 198,393 多摩市

上中 敏夫 55,510 多摩市
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遠藤 節昭 54,100 多摩市

大隈 真一 907,800 多摩市

大高 哲史 1,230,400 日野市

大山 トシ子 57,940 稲城市

岡田 旬子 1,663,100 日野市

岡田 学 501,168 稲城市

小形 万里子 92,210 日野市

尾辻 節子 109,500 日野市

加藤 暉子 70,956 日野市

川島 美佐子 99,600 日野市

川添 節子 71,440 日野市

川添 務 171,970 日野市

木下 正次 95,000 日野市

窪田 之喜 200,000 日野市

栗林 令子 53,000 日野市

黒沢 計男 90,000 多摩市

小池 光栄 64,400 多摩市

小竹 雄三 80,000 多摩市

小林 君江 124,030 多摩市

小林 憲一 1,006,000 多摩市

小林 正一郎 52,000 日野市

小林 隆子 114,330 多摩市

小林 秀生 72,800 日野市

小森 陽一 60,000 多摩市

小山 敏正 126,400 日野市

佐藤 正 55,800 多摩市

清水 登志子 1,227,260 日野市

志波 泰男 58,300 多摩市

菅原 重美 533,000 多摩市

鈴木 隆雄 121,060 日野市

鈴木 玲子 62,000 多摩市

隅田 繁雄 60,000 日野市

堰見 加代子 71,560 日野市

曽我 治雄 98,800 日野市

高木 美咲子 100,000 八王子市

田中 洋子 52,000 日野市

田辺 富志子 68,851 多摩市

田原 恵子 90,100 多摩市

中馬 瑛子 61,800 日野市

近澤 美樹 2,010,300 日野市

堤崎 栄三 60,470 日野市

戸出 明帆 83,700 多摩市

中野 昭人 1,481,900 日野市

中村 信義 209,600 日野市

新国 信 100,000 多摩市

新国 寿子 56,000 多摩市

仁木 正男 100,000 豊島区

萩原 喜美江 113,100 日野市

橋本 由美子 728,100 多摩市

花田 照 70,400 日野市

原 静子 56,800 日野市

平澤 麗子 150,000 日野市

平野 稔 112,200 日野市

蛭田 金也 130,000 日野市

渕上 正則 136,874 稲城市

古越 小夜子 75,000 日野市

古厩 喜美子 61,680 日野市

前田 隆雄 87,338 日野市

三浦 障司 60,000 多摩市

三成 一郎 50,700 日野市

宮国 彰郎 66,876 多摩市

宮下 時男 213,200 日野市

目黒 ユキ子 65,300 多摩市

森住 卓 55,500 日野市

森住 美枝子 56,100 日野市

薬師寺 明義 90,440 稲城市

山岸 太一 518,068 稲城市

山岸 晴彦 156,500 日野市

山口 人士 68,800 多摩市

山下 カズヱ 118,971 日野市

山本 さき子 52,400 多摩市

渡部 三枝 1,389,500 日野市
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６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

多摩市 昭和５５年 ７月２７日

（面積） （取得の価格）
円

36.69㎡ 2,224,142

（所在） （取得年月日）

多摩市 昭和５５年 ７月２７日

（面積） （取得の価格）
円

95.28㎡ 5,775,858

建物

（所在） （取得年月日）

多摩市 昭和５５年 ７月２７日

（床面積） （取得の価格）
円

236.6㎡ 30,338,461

（所在） （取得年月日）

日野市 平成３０年 １月２３日

（床面積） （取得の価格）
円

109.98㎡ 7,348,528

借入金

（借入先） （借入残高）
円

渡辺 基 3,770,000

（借入先） （借入残高）
円

山岸 晴彦 1,890,000

（借入先） （借入残高）
円

須崎 道夫 2,250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党北多摩東部地区委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 86,724,064

前年繰越額 27,673,554

本年収入額 59,050,510

２ 支出総額 58,502,387

（翌年への繰越額） 28,221,677

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,307,010
（８，２６３人）

寄附の総額 36,974,777

政党匿名分を除く寄附の額 36,974,777

個人からの寄附 36,974,777

本部又は支部から供与された交付金に係る収 16,378,623
入

日本共産党東京都委員会 16,378,623

その他の収入 390,100

１件 １０万円未満のもの 285,100

１件 １０万円以上のもの 105,000

金銭以外のものによる寄附相当分 105,000

４ 支出の内訳

経常経費 31,072,562

人件費 22,709,745

光熱水費 565,055

備品・消耗品費 44,500

事務所費 7,753,262

政治活動費 27,429,825

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,786,780
係る支出

組織活動費 11,127,938

選挙関係費 390,100

機関紙誌の発行その他の事業費 4,003,629

宣伝事業費 4,003,629

調査研究費 121,378

寄附・交付金 11,786,780

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

会沢 智也 82,000 東村山市

青木 智子 99,400 西東京市

安齋 慎一郎 51,050 西東京市

石原 幸子 104,000 西東京市

石原 佳子 63,240 西東京市

磯谷 正雄 52,000 小平市

猪股 あかね 51,200 埼玉県狭山市

内堀 修吾 67,030 小平市

大島 肇 73,000 西東京市

大竹 敦子 2,042,866 西東京市
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大橋 喜美雄 51,700 西東京市

岡村 紀子 71,200 西東京市

加藤 美智子 85,250 小平市

金子 泰造 80,000 西東京市

菊池 成晃 102,850 西東京市

岸田 久恵 63,650 西東京市

吉瀨 恵美子 1,857,989 小平市

木下 和夫 62,400 西東京市

倉根 康雄 58,050 西東京市

小村 勝洋 77,076 西東京市

佐川 洋子 61,000 西東京市

佐藤 和樹 92,900 東久留米市

佐藤 充 59,350 小平市

志賀 勝子 53,220 小平市

杉下 茂雄 68,800 小平市

杉本 由紀夫 79,000 西東京市

杉山 亨 100,400 小平市

杉山 良子 53,000 西東京市

鈴木 敞 107,000 西東京市

鈴木 大智 1,977,975 小平市

鈴木 文夫 81,900 小平市

鈴木 雄三 78,100 西東京市

高岡 日出子 113,200 小平市

高科 憲勝 200,000 西東京市

高瀬 達也 63,250 西東京市

谷口 よし子 67,200 東村山市

轟木 嘉久男 53,272 東大和市

中江 滋秀 107,200 西東京市

中村 駿 1,381,984 西東京市

西 克彦 52,600 小平市

西川 保男 137,600 東久留米市

西田 昭司 381,800 練馬区

野嶋 盛次郎 2,000,000 武蔵野市

日置 武勝 79,700 小平市

村 圭子 106,200 西東京市

姫路 久 50,600 小平市

福島 寿登 1,076,000 西東京市

福本 珪三 76,050 小平市

藤岡 智明 1,821,984 西東京市

保谷 清子 1,422,684 西東京市

保谷 弘 84,000 西東京市

細谷 正 1,951,900 小平市

槙野 毅 156,000 西東京市

増賀 美津子 92,931 西東京市

松井 美津子 72,100 西東京市

松浦 久美子 55,800 清瀬市

松岡 秀夫 120,000 小平市

松本 良子 117,800 西東京市

水野 重子 133,400 西東京市

溝口 悦男 131,200 西東京市

村田 靖 100,550 西東京市

室村 聰 88,000 西東京市

森田 まこと 95,600 西東京市

森本 律子 62,100 西東京市

矢崎 紳二 76,400 小平市

山路 満 256,200 西東京市

若林 成士 57,100 西東京市

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

西東京市 昭和５５年 ５月２６日

（面積） （取得の価格）
円

165㎡ 40,000,000

建物

（所在） （取得年月日）

西東京市 平成２４年 ７月３１日

（床面積） （取得の価格）
円

191㎡ 47,689,750

動産

（品目） （取得年月日）

軽自動車 平成２３年１０月１３日

（数量） （取得の価格）
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円
１台 1,022,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党東京都総支部連合会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 235,882,069

前年繰越額 28,733,389

本年収入額 207,148,680

２ 支出総額 158,746,130

（翌年への繰越額） 77,135,939

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,302,500
（１２，１８７人）

寄附の総額 41,364,000

政党匿名分を除く寄附の額 41,364,000

個人からの寄附 41,364,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 138,660,000
入

立憲民主党 138,660,000

その他の収入 14,822,180

１件 １０万円未満のもの 284

１件 １０万円以上のもの 14,821,896

職員の給与等負担金 14,821,896

４ 支出の内訳

経常経費 49,023,359

人件費 46,312,950

備品・消耗品費 583,548

事務所費 2,126,861

政治活動費 109,722,771

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 17,743,000
係る支出

組織活動費 1,645,630

選挙関係費 49,195,912

機関紙誌の発行その他の事業費 23,317,729

機関紙誌の発行事業費 20,533,888

宣伝事業費 2,783,841

調査研究費 4,243,000

寄附・交付金 30,820,500

その他の経費 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

海江田 万里 1,200,000 新宿区

松尾 明弘 1,000,000 文京区

松原 仁 1,200,000 大田区

手塚 仁雄 1,200,000 目黒区

落合 貴之 1,200,000 世田谷区

長妻 昭 1,200,000 中野区

菅 直人 1,200,000 三鷹市

末松 義規 1,200,000 小平市

山花 郁夫 1,000,000 調布市

伊藤 俊輔 1,200,000 町田市

阿久津 幸彦 1,000,000 板橋区

大河原 雅子 1,200,000 立川市

吉田 晴美 200,000 杉並区

山岸 一生 200,000 練馬区

鈴木 庸介 200,000 豊島区

齊藤 蓮舫 1,200,000 世田谷区

小川 敏夫 1,200,000 練馬区

川田 龍平 1,200,000 港区

塩村 文夏 1,200,000 世田谷区

石川 大我 1,200,000 豊島区

西澤 圭太 600,000 中野区

宮瀬 英治 600,000 板橋区

藤井 智教 600,000 練馬区

中村 洋 600,000 三鷹市

山口 拓 600,000 世田谷区

石毛 泰道 200,000 西東京市

栗下 善行 150,000 大田区

藤田 礼伊奈 150,000 渋谷区

阿部 祐美子 320,000 品川区

西崎 翔 320,000 目黒区

齊藤 里恵 250,000 北区

風間 穣 320,000 世田谷区

中田 喬士 320,000 渋谷区

関口 健太郎 320,000 杉並区
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須山 卓知 306,000 府中市

酒井 大史 250,000 立川市

山田 衣里 250,000 武蔵野市

竹井 庸子 306,000 小平市

岩佐 綾子 120,000 千代田区

岩田 一仁 120,000 千代田区

渡部 恵子 120,000 中央区

高橋 真規子 120,000 中央区

梶谷 優香 120,000 中央区

杉浦 教夫 120,000 港区

山野井 毅 120,000 港区

兵藤 祐子 120,000 港区

阿部 浩子 80,000 港区

小野 裕次郎 120,000 新宿区

久保 広介 120,000 新宿区

三雲 崇正 70,000 新宿区

田中 ゆきえ 120,000 新宿区

品田 秀子 120,000 文京区

澤田 圭司 120,000 文京区

浅田 保雄 80,000 文京区

青柳 雅之 120,000 台東区

中嶋 恵 120,000 台東区

河井 一晃 130,000 台東区

堀越 秀生 100,000 台東区

阿部 喜見子 120,000 墨田区

中村 隆宏 120,000 墨田区

澁田 智秀 120,000 墨田区

福馬 恵美子 120,000 江東区

鈴木 綾子 120,000 江東区

酒井 菜摘 120,000 江東区

新島 恒雄 120,000 江東区

甚野 謙 120,000 江東区

橋本 祥平 120,000 目黒区

金井 洋 120,000 目黒区

小川 あずさ 120,000 大田区

平野 春望 120,000 大田区

庄嶋 孝広 120,000 大田区

志記 祥代 120,000 世田谷区

中山 瑞穂 120,000 世田谷区

磯田 久美子 120,000 世田谷区

中村 公太朗 120,000 世田谷区

藤井 真尚 120,000 世田谷区

羽田 圭二 80,000 世田谷区

桜井 純子 80,000 世田谷区

吉田 佳代子 120,000 渋谷区

小田 浩美 120,000 渋谷区

治田 学 120,000 渋谷区

加藤 延子 120,000 中野区

齋藤 百合 120,000 中野区

福島 里奈 120,000 中野区

酒井 琢也 120,000 中野区

太田 隆之 120,000 中野区

山本 崇志 120,000 中野区

檜山 隆 120,000 中野区

杉山 司 120,000 中野区

太田 哲二 120,000 杉並区

山本 明美 100,000 杉並区

川野 孝章 120,000 杉並区

樋脇 岳 120,000 杉並区

川瀬 砂奈江 120,000 豊島区

古堺 稔人 120,000 豊島区

梶本 一生 120,000 豊島区

赤江 奈都 120,000 北区

臼井 愛子 120,000 北区

大畑 修 120,000 北区

花見 隆 120,000 北区

佐藤 有恒 80,000 北区

久家 繁 120,000 荒川区

中妻 穣太 120,000 板橋区

小幡 健太郎 120,000 板橋区

渡邊 義輝 120,000 板橋区

白石 恵子 120,000 練馬区

351 ページ



野澤 菜奈 120,000 練馬区

澤村 真也 120,000 練馬区

富田 健嗣 120,000 練馬区

銀川 裕依子 120,000 足立区

鈴木 明 120,000 足立区

小椋 修平 120,000 足立区

川越 誠一 120,000 葛飾区

滝沢 泰子 120,000 江戸川区

笹本 尚 120,000 江戸川区

プラニク ヨゲンドラ 70,000 江戸川区

前川 浩子 96,000 府中市

榊原 登志子 64,000 調布市

小林 裕恵 96,000 八王子市

安藤 修三 96,000 八王子市

稲橋 裕美子 96,000 立川市

渡邉 忠司 96,000 立川市

深沢 達也 96,000 武蔵野市

川名 雄児 96,000 武蔵野市

蔵野 恵美子 96,000 武蔵野市

藪原 太郎 96,000 武蔵野市

高谷 真一朗 96,000 三鷹市

岩見 大三 96,000 三鷹市

小幡 和仁 96,000 三鷹市

谷口 敏也 96,000 三鷹市

布谷 和代 96,000 青梅市

稲津 憲護 96,000 府中市

西宮 幸一 96,000 府中市

油座 政子 96,000 昭島市

川畑 英樹 96,000 調布市

西谷 徹 96,000 調布市

東 友美 96,000 町田市

智田 伸也 96,000 町田市

鈴木 成夫 96,000 小金井市

岸田 正義 96,000 小金井市

吉本 祐之 96,000 小平市

岡田 慎平 72,000 小平市

森澤 美和子 96,000 日野市

上町 弓子 96,000 東村山市

藤田 雅美 96,000 東村山市

伊達 淳一郎 96,000 国分寺市

長谷部 豊子 96,000 国分寺市

及川 妙子 96,000 国分寺市

福澤 美菜子 96,000 国立市

市川 佳樹 96,000 福生市

高木 聡子 96,000 狛江市

加藤 功一 96,000 狛江市

二宮 由子 96,000 東大和市

大后 治雄 96,000 東大和市

齊藤 実 96,000 清瀬市

宮原 理恵 96,000 清瀬市

梶井 琢太 96,000 東久留米市

佐藤 一郎 96,000 東久留米市

須藤 博 96,000 武蔵村山市

鈴木 明 96,000 武蔵村山市

大野 正樹 96,000 多摩市

白田 満 96,000 多摩市

武田 雅人 96,000 稲城市

大塚 あかね 96,000 羽村市

清水 晃 96,000 あきる野市

中村 則仁 96,000 あきる野市

森 信一 96,000 西東京市

佐藤 大介 96,000 西東京市

青鹿 和男 60,000 西多摩郡日の出町

酒井 弘文 200,000 江戸川区

中尾 純子 60,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 青柳 雅之

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 青柳 雅之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 衆議院議員
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報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 2,326,416

前年繰越額 2,326,416

本年収入額 0

２ 支出総額 2,104,397

（翌年への繰越額） 222,019

３ 支出の内訳

経常経費 1,979,887

人件費 1,825,528

備品・消耗品費 108,472

事務所費 45,887

政治活動費 124,510

組織活動費 122,310

調査研究費 2,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿久津幸彦を支える会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 阿久津 幸彦

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿久津 幸彦

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 5,386,252

前年繰越額 1,823,252

本年収入額 3,563,000

２ 支出総額 1,614,584

（翌年への繰越額） 3,771,668

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,563,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,563,000

個人からの寄附 3,563,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,557,384

人件費 1,232,929

備品・消耗品費 237,465

事務所費 86,990

政治活動費 57,200

組織活動費 57,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿久津 幸彦 2,000,000 板橋区

下田 賢司 100,000 板橋区

加瀬 明彦 200,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿部司後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 阿部 司

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿部 司

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 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 3,074,100

前年繰越額 0

本年収入額 3,074,100

２ 支出総額 3,028,800

（翌年への繰越額） 45,300

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,074,100

政党匿名分を除く寄附の額 3,074,100

個人からの寄附 3,044,100

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 8,800

事務所費 8,800

政治活動費 3,020,000

組織活動費 20,000

寄附・交付金 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

細田 純代 250,000 大田区

353 ページ

区市町村議会議員



地引 直輝 100,000 大田区

伊井 康理 100,000 世田谷区

服部 元輝 100,000 港区

中村 恭子 100,000 北区

神谷 さやか 150,000 神奈川県横浜市

渡部 克之 55,000 世田谷区

中島 由雅 100,000 埼玉県さいたま市

下田 圭 1,000,000 台東区

飯渕 裕 100,000 北区

池田 尚志 100,000 北区

長坂 尚登 103,100 愛知県豊橋市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石原ひろたかの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 石原 宏高

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 石原 宏高

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 令和 ４年 ４月１９日
円

１ 収入総額 13,517,530

前年繰越額 10,517,472

本年収入額 3,000,058

２ 支出総額 4,296,233

（翌年への繰越額） 9,221,297

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

政治団体からの寄附 3,000,000

その他の収入 58

１件 １０万円未満のもの 58

４ 支出の内訳

経常経費 2,719,627

光熱水費 4,944

備品・消耗品費 9,843

事務所費 2,704,840

政治活動費 1,576,606

組織活動費 1,561,656

機関紙誌の発行その他の事業費 9,530

宣伝事業費 9,530

調査研究費 5,420

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

近未来政治研究会 3,000,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井戸まさえ勝手応援団

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 井戸 正枝

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 井戸 正枝

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 令和 ４年 ５月１７日
円

１ 収入総額 16,288,762

前年繰越額 16,288,762

本年収入額 0

２ 支出総額 16,288,762

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

経常経費 16,288,762

人件費 16,237,090

備品・消耗品費 51,672

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いのくち幸子社会保障研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 猪口 幸子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 猪口 幸子

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 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 9,322,378

前年繰越額 835,215

本年収入額 8,487,163
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２ 支出総額 9,273,117

（翌年への繰越額） 49,261

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,030,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,030,000

個人からの寄附 7,000,000

政治団体からの寄附 30,000

その他の収入 1,457,163

１件 １０万円未満のもの 5

１件 １０万円以上のもの 1,457,158

金銭以外のものによる寄附相当分 1,457,158

４ 支出の内訳

経常経費 7,786,039

人件費 3,240,063

光熱水費 241,181

備品・消耗品費 362,610

事務所費 3,942,185

政治活動費 1,487,078

選挙関係費 137,158

機関紙誌の発行その他の事業費 29,920

宣伝事業費 29,920

寄附・交付金 1,320,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

猪口 幸子 7,000,000 葛飾区

６ 資産の内訳

敷金

（支払先） （支払年月日）

大島 信雄 令和 元年１０月２４日

（金額）
円

1,200,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

猪口 幸子 1,200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田順子後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 太田 順子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 太田 順子

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川敏夫を応援する会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第

１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小川 敏夫

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 小川 敏夫

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 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 1,959,348

前年繰越額 1,959,348

本年収入額 0

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 1,929,348

３ 支出の内訳

経常経費 30,000

事務所費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おちたかお政策研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 越智 隆雄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 越智 隆雄

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 10,209,598

前年繰越額 7,912,585
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本年収入額 2,297,013

２ 支出総額 227,487

（翌年への繰越額） 9,982,111

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,297,000
（１７５人）

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 227,487

備品・消耗品費 8,663

事務所費 218,824

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 音喜多駿後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 音喜多 駿

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 音喜多 駿

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 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 11,238,306

前年繰越額 3,928,257

本年収入額 7,310,049

２ 支出総額 9,833,934

（翌年への繰越額） 1,404,372

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,310,048

政党匿名分を除く寄附の額 7,310,048

個人からの寄附 5,310,048

政治団体からの寄附 2,000,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

経常経費 2,275,473

備品・消耗品費 862,720

事務所費 1,412,753

政治活動費 7,558,461

組織活動費 6,277,647

機関紙誌の発行その他の事業費 1,017,214

機関紙誌の発行事業費 72,600

宣伝事業費 944,614

調査研究費 193,600

寄附・交付金 70,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

地引 直輝 90,000 大田区

音喜多 駿 2,817,027 江東区

村上 世彰 1,500,000 渋谷区

加藤 貴大 340,000 神奈川県高座郡寒
川町

村上 京子 100,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本維新の会国会議員 2,000,000 千代田区
団

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野たいすけ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小野 泰輔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 小野 泰輔

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 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 18,904,988

前年繰越額 794,881

本年収入額 18,110,107

２ 支出総額 18,802,200

（翌年への繰越額） 102,788

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 18,110,105

政党匿名分を除く寄附の額 18,110,105

個人からの寄附 18,080,105

政治団体からの寄附 30,000

その他の収入 2
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１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 2,200

事務所費 2,200

政治活動費 18,800,000

寄附・交付金 18,800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

揚原 英明 100,000 町田市

小野 泰輔 1,793,605 熊本県熊本市

小野 節子 1,500,000 中央区

小野 孝史 1,500,000 中央区

小野 竜輔 1,500,000 兵庫県神戸市

小野 賢輔 1,500,000 中央区

見満 周宜 500,000 杉並区

金 均 100,000 杉並区

植田 義浩 250,000 福岡県行橋市

村上 世彰 1,500,000 渋谷区

矢野 太郎 1,000,000 港区

木田 滋巳 100,000 江東区

大上 二三雄 200,000 港区

渡邉 宣彦 300,000 港区

柳ヶ瀬 滋夫 100,000 大田区

平野 聡 100,000 埼玉県川越市

兪 宏枝 100,000 京都府京都市

平野 洋一郎 1,500,000 品川区

岡崎 素也 100,000 品川区

柿沢 直紀 100,000 目黒区

坂本 剛 100,000 福岡県福岡市

木村 洋一郎 1,000,000 熊本県熊本市

井山 大介 100,000 品川区

井出 剛 150,000 熊本県熊本市

今岡 朋史 70,000 港区

竹内 勝 100,000 徳島県板野郡板野
町

坂神 良之 101,000 新宿区

坂本 俊喜 200,000 熊本県熊本市

松崎 淳 100,000 新宿区

佐藤 優 100,000 新宿区

竹田 大輔 300,000 港区

小幡 広宣 100,000 福島県相馬市

田中 健友 100,000 世田谷区

田中 芳郎 100,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野田紀美政経フォーラム

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小野田 紀美

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 小野田 紀美

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 令和 ４年 ４月２１日
円

１ 収入総額 978,563

前年繰越額 78,563

本年収入額 900,000

２ 支出総額 836,174

（翌年への繰越額） 142,389

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

政治団体からの寄附 900,000

４ 支出の内訳

経常経費 397,959

人件費 7,130

備品・消耗品費 155,290

事務所費 235,539

政治活動費 438,215

組織活動費 438,215

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党岡山県参議 900,000 岡山県岡山市
院選挙区第二支部
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 海江田万里を支える会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 海江田 万里

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 海江田 万里

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 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 104,315,241

前年繰越額 94,278,353

本年収入額 10,036,888

２ 支出総額 7,569,783

（翌年への繰越額） 96,745,458

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,036,300

政党匿名分を除く寄附の額 10,036,300

個人からの寄附 6,426,300

政治団体からの寄附 3,610,000

その他の収入 588

１件 １０万円未満のもの 588

４ 支出の内訳

経常経費 5,058,771

人件費 409,820

光熱水費 57,651

備品・消耗品費 965,901

事務所費 3,625,399

政治活動費 2,511,012

組織活動費 1,305,732

調査研究費 1,205,280

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小泉 武彦 100,000 千葉県流山市

山田 三郎 1,000,000 大阪府堺市

中野 正人 100,000 豊島区

河野 順一 200,000 千代田区

海江田 眞穂 100,000 品川区

海江田 万里 3,000,000 新宿区

川井 賢一 1,000,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

整形外科医政協議会 3,000,000 台東区

東京都社会保険労務士 60,000 千代田区
政治連盟

東京都医師政治連盟新 500,000 新宿区
宿支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 金澤ゆい後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 金澤 結衣

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 金澤 結衣

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 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 4,012,000

前年繰越額 0

本年収入額 4,012,000

２ 支出総額 4,006,741

（翌年への繰越額） 5,259

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,012,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,012,000

個人からの寄附 3,982,000

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 194,741

備品・消耗品費 84,741

事務所費 110,000

政治活動費 3,812,000

寄附・交付金 3,812,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

尾竹 優 60,000 大阪府門真市
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石澤 隆弘 600,000 神奈川県座間市

音喜多 由梨香 60,000 江東区

服部 元輝 120,000 港区

地引 直輝 100,000 大田区

藤井 毅 150,000 佐賀県佐賀市

村上 世彰 1,500,000 渋谷区

花井 真人 100,000 大阪府高槻市

金子 裕人 140,000 江東区

安藤 美知世 100,000 神奈川県横浜市

佐々木 剛 100,000 神奈川県相模原市

佐々木 良樹 100,000 神奈川県横浜市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅直人を応援する会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 菅 直人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 菅 直人

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 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 31,210,413

前年繰越額 6,535,327

本年収入額 24,675,086

２ 支出総額 26,870,150

（翌年への繰越額） 4,340,263

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 19,087,619

政党匿名分を除く寄附の額 19,087,619

個人からの寄附 16,975,619

政治団体からの寄附 2,112,000

借入金 2,000,000

菅 直人 2,000,000

その他の収入 3,587,467

１件 １０万円未満のもの 2,667,817

１件 １０万円以上のもの 919,650

書籍売上 151,650

業務委託費 240,000

家賃・光熱水費等負担分 528,000

４ 支出の内訳

経常経費 16,596,259

人件費 7,072,788

光熱水費 310,371

備品・消耗品費 2,750,068

事務所費 6,463,032

政治活動費 10,273,891

組織活動費 618,159

機関紙誌の発行その他の事業費 5,548,546

宣伝事業費 5,548,546

寄附・交付金 4,046,210

その他の経費 60,976

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

明澤 睦子 58,400 小平市

茅野 丈二 100,000 長崎県長崎市

小長谷 保 60,000 静岡県富士市

髙橋 勇 180,000 武蔵野市

山元 由旭 80,000 文京区

吉田 稔 110,000 国立市

久保 健 60,000 広島県広島市

佐藤 一雄 80,000 神奈川県藤沢市

村田 全啓 261,180 足立区

浅井 洋 80,000 武蔵野市

髙木 敦子 150,000 武蔵野市

中村 以久子 200,000 新宿区

圓山 順昭 110,000 富山県滑川市

山本 哲也 1,000,000 西東京市

三村 勝美 120,000 神奈川県横浜市

平地 弘和 100,000 目黒区

倉岡 玄一郎 60,000 府中市

御手洗 文良 110,000 山口県宇部市

佐藤 善一 120,000 武蔵野市

三次 真知子 120,000 武蔵野市
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吉田 久美子 60,000 武蔵野市

稲垣 英夫 200,000 武蔵野市

瀬戸 邁 80,000 埼玉県さいたま市

高見 裕一 200,000 世田谷区

渡邉 八重子 1,000,000 調布市

中澤 健爾 1,300,000 江東区

川﨑 透 100,000 小金井市

藤﨑 光子 150,000 神奈川県横浜市

齊藤 肇 200,000 埼玉県春日部市

斎藤 忠 200,000 三鷹市

榎本 あおい 150,000 立川市

南 保夫 100,000 武蔵野市

菅 直人 1,037,033 三鷹市

山田 修 300,000 京都府城陽市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本弁護士政治連盟 100,000 千代田区

アピール２１ 500,000 千代田区

草志会 300,000 武蔵野市

菅直人を支援する弁理 1,000,000 新宿区
士有志の会

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成３１年 ３月 ８日

（数量） （取得の価格）

円
１台 1,450,000

借入金

（借入先） （借入残高）
円

菅 直人 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木内たかたね後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 木内 孝胤

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 木内 孝胤

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 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 1,837,032

前年繰越額 1,837,032

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,837,032

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北條智彦後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 北條 智彦

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 北條 智彦

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 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 249,379

前年繰越額 0

本年収入額 249,379

２ 支出総額 249,379

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 249,379

政党匿名分を除く寄附の額 249,379

個人からの寄附 149,379

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 236,379

光熱水費 24,128

備品・消耗品費 5,411

事務所費 206,840

政治活動費 13,000

組織活動費 3,000

機関紙誌の発行その他の事業費 10,000

宣伝事業費 10,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
並木 義晴 60,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自誓会 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北村イタル後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 北村 造

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 北村 造

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 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 5,971,703

前年繰越額 812,493

本年収入額 5,159,210

２ 支出総額 5,736,173

（翌年への繰越額） 235,530

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,953,491

政党匿名分を除く寄附の額 4,953,491

個人からの寄附 4,916,800

政治団体からの寄附 36,691

その他の収入 205,719

１件 １０万円未満のもの 205,719

４ 支出の内訳

経常経費 413,941

備品・消耗品費 387,349

事務所費 26,592

政治活動費 5,322,232

組織活動費 116,513

選挙関係費 4,000,000

寄附・交付金 1,205,719

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浜辺 睦子 250,000 中央区

石黒 明子 120,000 文京区

西居 理津子 70,000 神奈川県横浜市

西 拓也 100,000 新宿区

井無田 敦 1,500,000 目黒区

山崎 綾子 60,000 神奈川県横浜市

中川 洋子 80,000 杉並区

風澤 純子 200,000 北区

村田 真理 100,000 新宿区

風澤 良子 100,000 千葉県柏市

山本 博美 60,000 大阪府大阪市

春井 いずみ 200,000 中央区

小澤 崇宏 500,000 世田谷区

平田 眞理子 100,000 国立市

森 豊子 100,000 長崎県長崎市

清水 智子 100,000 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 恵政会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 前川 恵

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 前川 恵

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 3,252,367

前年繰越額 2,892,367

本年収入額 360,000

２ 支出総額 403,220

（翌年への繰越額） 2,849,147

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 360,000

政党匿名分を除く寄附の額 360,000

政治団体からの寄附 360,000

４ 支出の内訳

経常経費 33,220

事務所費 33,220

政治活動費 370,000

組織活動費 10,000
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その他の経費 360,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都ふる 360,000 渋谷区
さと創生第二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 興山会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 林 智興

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 林 智興

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 令和 ４年 ６月２２日
円

１ 収入総額 26,510

前年繰越額 0

本年収入額 26,510

２ 支出総額 26,510

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 26,510

政党匿名分を除く寄附の額 26,510

個人からの寄附 26,510

４ 支出の内訳

経常経費 26,510

事務所費 26,510

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林史明を育てる会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小林 史明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 史明

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 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 19,571,517

前年繰越額 14,671,471

本年収入額 4,900,046

２ 支出総額 17,236,835

（翌年への繰越額） 2,334,682

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 4,900,000

小林史明を育てる会政経セミナー（第７回 1,160,000
）

広明会総会（計２回） 3,740,000

その他の収入 46

１件 １０万円未満のもの 46

４ 支出の内訳

経常経費 55,860

事務所費 55,860

政治活動費 17,180,975

機関紙誌の発行その他の事業費 2,773,578

政治資金パーティー開催事業費 2,773,578

寄附・交付金 14,206,957

その他の経費 200,440

５ 特定パーティーの概要

（名称）

小林史明を育てる会政経セミナー（第７回）（令和２年１２月７日
開催・前年収入額１５，４７０，０００円）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

1,160,000 37 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 剛志会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 木村 剛司

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 木村 剛司

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 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 780,439

前年繰越額 76,439

本年収入額 704,000

２ 支出総額 304,312
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（翌年への繰越額） 476,127

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 704,000

政党匿名分を除く寄附の額 704,000

個人からの寄附 704,000

４ 支出の内訳

経常経費 32,088

備品・消耗品費 26,388

事務所費 5,700

政治活動費 272,224

組織活動費 124,042

機関紙誌の発行その他の事業費 2,187

宣伝事業費 2,187

調査研究費 145,995

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

堀川 日出輝 60,000 新宿区

西原 勝俊 60,000 墨田区

長谷部 尅彦 120,000 荒川区

高山 和之 100,000 神奈川県横須賀市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さとう由美とともに未来を創る会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 佐藤 由美

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 由美

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 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 410,000

前年繰越額 0

本年収入額 410,000

２ 支出総額 286,000

（翌年への繰越額） 124,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 410,000

政党匿名分を除く寄附の額 410,000

個人からの寄附 290,000

政治団体からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

経常経費 36,000

事務所費 36,000

政治活動費 250,000

機関紙誌の発行その他の事業費 250,000

宣伝事業費 250,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
東京良友会 100,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 塩村あやか後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 塩村 文夏

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 塩村 文夏

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 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 4,222,333

前年繰越額 4,086,798

本年収入額 135,535

２ 支出総額 94,798

（翌年への繰越額） 4,127,535

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 135,500

政党匿名分を除く寄附の額 135,500

個人からの寄附 135,500

その他の収入 35

１件 １０万円未満のもの 35

４ 支出の内訳

経常経費 90,748

備品・消耗品費 34,268

事務所費 56,480
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政治活動費 4,050

組織活動費 4,050

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島田幸成とあゆむ会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 島田 幸成

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 島田 幸成

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 令和 ４年 ４月２８日
円

１ 収入総額 459,742

前年繰越額 3,242

本年収入額 456,500

２ 支出総額 374,246

（翌年への繰越額） 85,496

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 140,000

バーベキュー大会 140,000

その他の収入 16,500

１件 １０万円未満のもの 16,500

４ 支出の内訳

経常経費 76,483

備品・消耗品費 67,650

事務所費 8,833

政治活動費 297,763

組織活動費 26,500

選挙関係費 20,000

機関紙誌の発行その他の事業費 251,263

機関紙誌の発行事業費 111,263

その他の事業費 140,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

島田 幸成 300,000 羽村市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 昭尽会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 長妻 昭

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 長妻 昭

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 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 23,184,960

前年繰越額 1,250,252

本年収入額 21,934,708

２ 支出総額 18,576,322

（翌年への繰越額） 4,608,638

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 21,934,708

政党匿名分を除く寄附の額 21,934,708

個人からの寄附 21,934,708

４ 支出の内訳

経常経費 10,402,715

人件費 8,118,070

光熱水費 245,557

備品・消耗品費 785,675

事務所費 1,253,413

政治活動費 8,173,607

組織活動費 1,503,029

機関紙誌の発行その他の事業費 734,902

宣伝事業費 734,902

その他の経費 5,935,676

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋元 一夫 1,000,000 中野区

新井 槇尾 60,000 中野区

今田 三映子 240,000 渋谷区

上原 信子 60,000 杉並区
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大﨑 百合子 60,000 渋谷区

大澤 廣 100,000 目黒区

岡田 洋隆 100,000 大田区

岡部 澄子 150,000 渋谷区

沖見 勝也 100,000 目黒区

奥谷 順一 100,000 狛江市

乙幡 和雄 100,000 中野区

小野 洋子 70,000 渋谷区

小俣 一郎 120,000 小平市

各務 肇 60,000 中野区

笠島 祐是 70,000 千葉県柏市

金山 溢 60,000 品川区

久保田 博樹 60,000 北海道札幌市

小林 和子 60,000 渋谷区

小松 青二 60,000 中野区

近藤 春樹 80,000 渋谷区

佐藤 和子 200,000 中野区

篠崎 彰 60,000 埼玉県さいたま市

嶋村 光央 60,000 渋谷区

鈴木 久徳 500,000 渋谷区

田畑 裕之 60,000 港区

土屋 剛一 400,000 中野区

轟 義昭 100,000 目黒区

長崎 一男 60,000 練馬区

長妻 謙三郎 100,000 練馬区

長又 裕子 100,000 中野区

野吾 祥一郎 82,000 中野区

波多野 栄子 1,300,000 渋谷区

早川 欽哉 60,000 渋谷区

深瀬 久敬 60,000 目黒区

福田 博信 100,000 渋谷区

藤田 雅明 100,000 渋谷区

船曳 鴻紅 100,000 品川区

堀江 明光 150,000 渋谷区

舛本 純 100,000 中野区

松本 伸子 100,000 中野区

宮木 巌 70,000 中野区

山口 洋治 60,000 中野区

山田 康子 100,000 中野区

渡邉 サト江 80,000 中野区

渡辺 澄江 250,000 世田谷区

長妻 昭 3,495,342 中野区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

長妻 謙三郎 2,810,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 将成会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小倉 將信

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 小倉 將信

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 53,468,621

前年繰越額 35,089,050

本年収入額 18,379,571

２ 支出総額 33,260,191

（翌年への繰越額） 20,208,430

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 11,466,000

政党匿名分を除く寄附の額 11,466,000

個人からの寄附 7,126,000

政治団体からの寄附 4,340,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 6,790,200

小倉まさのぶ勉強会 1,480,000

小倉まさのぶ政経フォーラム 5,260,000

町田当選報告会 36,800

多摩当選報告会 13,400

その他の収入 123,371

１件 １０万円未満のもの 123,371

４ 支出の内訳
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経常経費 12,560,542

人件費 3,619,842

光熱水費 800

備品・消耗品費 4,806,956

事務所費 4,132,944

政治活動費 20,699,649

組織活動費 7,889,849

機関紙誌の発行その他の事業費 12,809,800

機関紙誌の発行事業費 3,881,060

宣伝事業費 6,973,340

政治資金パーティー開催事業費 1,351,680

その他の事業費 603,720

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石橋 將 100,000 世田谷区

井上 泰一 300,000 町田市

奥寺 元 500,000 北区

押田 フキ子 100,000 町田市

金子 仙太郎 250,000 町田市

北村 智之 60,000 八王子市

桐原 一夫 220,000 日野市

久保田 初子 60,000 町田市

渋谷 武己 1,400,000 町田市

鈴木 煕 140,000 町田市

津田 進 100,000 町田市

津守 範学 100,000 多摩市

星 大輔 100,000 町田市

守屋 登 70,000 町田市

川上 愛子 100,000 世田谷区

陶山 大輔 900,000 目黒区

矢島 史稔 110,000 目黒区

古谷 章 100,000 あきる野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

志帥会 4,340,000 千代田区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

車輌 平成２９年 ９月２６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,248,020

（品目） （取得年月日）

車輌 平成３０年 ４月２６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 2,203,500

貸付金

（貸付先） （貸付残高）
円

自由民主党東京都第二十三選 9,000,000
挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 信政会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 井上 信治

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 井上 信治

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 21,355,104

前年繰越額 3,615,446

本年収入額 17,739,658

２ 支出総額 19,150,768

（翌年への繰越額） 2,204,336

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 17,739,615

政党匿名分を除く寄附の額 17,739,615

個人からの寄附 4,639,615

政治団体からの寄附 13,100,000

その他の収入 43

１件 １０万円未満のもの 43

４ 支出の内訳

経常経費 2,689,771

備品・消耗品費 924,700

事務所費 1,765,071
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政治活動費 16,460,997

組織活動費 2,394,407

機関紙誌の発行その他の事業費 43,100

宣伝事業費 43,100

寄附・交付金 14,000,000

その他の経費 23,490

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

白根 雅子 200,000 広島県広島市

藤田 浩司 100,000 港区

杉田 威一郎 100,000 愛知県名古屋市

井上 賢治 200,000 文京区

高野 繁 100,000 神奈川県川崎市

三宅 謙作 100,000 愛知県名古屋市

大塚 宏之 120,000 港区

白矢 勝一 100,000 中野区

濱崎 陞 100,000 品川区

野中 隆久 100,000 長野県松本市

福田 敏雅 100,000 中野区

佐々本 研二 100,000 大阪府大阪市

前田 利根 600,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

志公会 13,100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新都市経済研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 柿沢 未途

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 柿沢 未途

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 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 45,208,461

前年繰越額 808,225

本年収入額 44,400,236

２ 支出総額 44,167,047

（翌年への繰越額） 1,041,414

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 25,600,236

政党匿名分を除く寄附の額 25,600,236

個人からの寄附 9,470,400

政治団体からの寄附 16,129,836

機関紙誌の発行その他の事業による収入 10,800,000

「柿沢未途の日本再生」受賞記念講演会 10,800,000

借入金 8,000,000

柿沢 未途 8,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 28,717,774

人件費 15,842,371

光熱水費 377,167

備品・消耗品費 4,032,636

事務所費 8,465,600

政治活動費 15,449,273

組織活動費 476,913

機関紙誌の発行その他の事業費 6,972,360

宣伝事業費 5,758,548

政治資金パーティー開催事業費 1,213,812

その他の経費 8,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渡邊 隆 1,488,000 江東区

渡邊 真理子 334,400 江東区

後藤 正 1,250,000 江東区

橋本 政昭 500,000 新宿区

岡本 和久 200,000 江戸川区

青木 茂 100,000 目黒区

田澤 正之 100,000 江東区

長谷川 健治 200,000 新宿区

阿久津 仁 100,000 江東区

中川 智博 500,000 千代田区

長谷川 泰治 100,000 江東区
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兒玉 富枝 100,000 江東区

柿沢 未途 3,000,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党 5,500,000 千代田区

柿沢未途「夢」応援団 7,729,836 江東区

柿沢未途後援会 1,700,000 江東区

日本医師連盟 200,000 文京区

有隣会 1,000,000 北区

６ 特定パーティーの概要

（名称）

「柿沢未途の日本再生」受賞記念講演会（令和３年７月８日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

10,800,000 540 千代田区

７ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ３年 ９月 ３日

（数量） （取得の価格）
円

１台 5,469,065

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 順風会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 前田 順一郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 前田 順一郎

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 2,828,093

前年繰越額 750,090

本年収入額 2,078,003

２ 支出総額 1,921,052

（翌年への繰越額） 907,041

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,078,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,078,000

個人からの寄附 2,048,000

政治団体からの寄附 30,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 1,499,930

人件費 1,113,000

備品・消耗品費 73,268

事務所費 313,662

政治活動費 421,122

機関紙誌の発行その他の事業費 421,122

宣伝事業費 421,122

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前田 祥彦 550,000 神奈川県川崎市

前田 和子 300,000 神奈川県川崎市

萩原 直之 200,000 新宿区

横田 貴弘 600,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 正栄会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 土屋 正忠

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 土屋 正忠

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 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 10,941,577

前年繰越額 828,714

本年収入額 10,112,863

２ 支出総額 10,157,970

（翌年への繰越額） 783,607

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 9,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,500,000

個人からの寄附 6,500,000

政治団体からの寄附 3,000,000
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その他の収入 612,863

１件 １０万円未満のもの 612,863

４ 支出の内訳

経常経費 10,070,170

人件費 6,823,983

光熱水費 191,887

備品・消耗品費 914,899

事務所費 2,139,401

政治活動費 87,800

組織活動費 21,800

機関紙誌の発行その他の事業費 66,000

宣伝事業費 66,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土屋 正忠 6,500,000 武蔵野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都ふる 3,000,000 武蔵野市
さと創生第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 誠潔会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小田原 潔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 小田原 潔

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 9,881,545

前年繰越額 363,537

本年収入額 9,518,008

２ 支出総額 9,344,852

（翌年への繰越額） 536,693

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,508,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,508,000

個人からの寄附 508,000

政治団体からの寄附 3,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 6,010,000

小田原きよし政策勉強会（計４回） 6,010,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 476,207

備品・消耗品費 95,527

事務所費 380,680

政治活動費 8,868,645

機関紙誌の発行その他の事業費 868,645

政治資金パーティー開催事業費 868,645

寄附・交付金 8,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中村 和幸 200,000 立川市

木村 辰幸 120,000 立川市

佐伯 行彦 100,000 国立市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 3,000,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 誠心会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 木原 誠二

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 木原 誠二

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 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 14,664,246

前年繰越額 2,020,246

本年収入額 12,644,000

２ 支出総額 12,303,498

（翌年への繰越額） 2,360,748

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,644,000
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政党匿名分を除く寄附の額 12,644,000

個人からの寄附 12,644,000

４ 支出の内訳

経常経費 195,134

備品・消耗品費 5,574

事務所費 189,560

政治活動費 12,108,364

組織活動費 8,364

寄附・交付金 12,100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田代 好孝 420,000 武蔵村山市

比留間 茂雄 60,000 武蔵村山市

石井 実 300,000 清瀬市

齊藤 直人 1,000,000 国立市

髙橋 宏彰 100,000 東村山市

中村 清治 600,000 清瀬市

石井 善輝 300,000 清瀬市

比留間 市郎 1,500,000 武蔵村山市

小島 茂 300,000 清瀬市

新保 努 100,000 昭島市

桜井 憲一 1,000,000 東村山市

野﨑 重弥 300,000 東久留米市

加藤 宜行 550,000 東村山市

比留間 保代 500,000 武蔵村山市

比留間 久仁男 1,000,000 武蔵村山市

指田 和明 1,000,000 武蔵村山市

半田 弘明 1,000,000 武蔵村山市

高山 晃一 1,000,000 武蔵村山市

宮﨑 正巳 300,000 武蔵村山市

比留間 康浩 300,000 武蔵村山市

富塚 愼一 250,000 東大和市

加園 和也 200,000 武蔵村山市

新井 雄二郎 200,000 東久留米市

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２５年 ２月 ８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 5,580,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治経済研究クラブ「ともの会」

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 川島 智太郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 川島 智太郎

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 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 1,959,614

前年繰越額 959,614

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 381,754

（翌年への繰越額） 1,577,860

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 321,085

人件費 240,000

備品・消耗品費 21,085

事務所費 60,000

政治活動費 60,669

組織活動費 60,669

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮崎 俊彦 1,000,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 正文会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号
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公職の候補者の氏名 田淵 正文

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 田淵 正文

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 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 12,082,730

前年繰越額 6,082,730

本年収入額 6,000,000

２ 支出総額 9,242,747

（翌年への繰越額） 2,839,983

３ 本年収入の内訳

借入金 6,000,000

田淵 正文 6,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,609,716

人件費 3,034,587

光熱水費 18,050

備品・消耗品費 301,009

事務所費 256,070

政治活動費 5,633,031

組織活動費 48,320

機関紙誌の発行その他の事業費 5,583,171

宣伝事業費 5,583,171

その他の経費 1,540

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

（医）至楽正会 8,800,000

（借入先） （借入残高）
円

田淵 正文 22,700,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高木啓後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 高木 啓

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 高木 啓

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 8,279,342

前年繰越額 889,342

本年収入額 7,390,000

２ 支出総額 7,491,166

（翌年への繰越額） 788,176

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,990,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,990,000

個人からの寄附 2,980,000

政治団体からの寄附 1,010,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,400,000

高木けい政経セミナー 3,400,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,145,601

人件費 187,800

光熱水費 25,734

備品・消耗品費 334,637

事務所費 1,597,430

政治活動費 5,345,565

組織活動費 962,155

機関紙誌の発行その他の事業費 763,410

政治資金パーティー開催事業費 763,410

寄附・交付金 3,620,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木村 泰昌 100,000 北区

越野 充博 1,500,000 北区

田辺 恵一郎 1,200,000 文京区

得猪 節子 100,000 埼玉県さいたま市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

清和政策研究会 1,000,000 千代田区

６ 特定パーティーの概要

（名称）
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高木けい政経セミナー（令和４年４月６日開催予定）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

3,400,000 119 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高木陽介後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 高木 陽介

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 高木 陽介

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 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 13,278,253

前年繰越額 2,598,212

本年収入額 10,680,041

２ 支出総額 11,300,495

（翌年への繰越額） 1,977,758

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,500,000

政治団体からの寄附 7,500,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,180,000

政経フォーラム 3,180,000

その他の収入 41

１件 １０万円未満のもの 41

４ 支出の内訳

経常経費 7,940,179

人件費 2,920,000

光熱水費 75,208

備品・消耗品費 1,413,503

事務所費 3,531,468

政治活動費 3,360,316

組織活動費 163,190

機関紙誌の発行その他の事業費 2,642,974

機関紙誌の発行事業費 1,538,520

宣伝事業費 28,737

政治資金パーティー開催事業費 1,075,717

調査研究費 554,152

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党東京都本部 7,500,000 新宿区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

カラープリンター 平成２５年１１月 ５日

（数量） （取得の価格）
円

１式 1,250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹田光明後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 竹田 光明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 竹田 光明

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 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 7,230,723

前年繰越額 7,200,723

本年収入額 30,000

２ 支出総額 7,230,723

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 11,440

事務所費 11,440

政治活動費 7,219,283

寄附・交付金 7,219,283

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹谷とし子励ます会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
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１号及び第２号

公職の候補者の氏名 菊地 とし子

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 菊地 とし子

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 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 18,033,788

前年繰越額 1,119,078

本年収入額 16,914,710

２ 支出総額 17,057,080

（翌年への繰越額） 976,708

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 16,914,700

政党匿名分を除く寄附の額 16,914,700

政治団体からの寄附 16,914,700

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 77,880

事務所費 77,880

政治活動費 16,979,200

組織活動費 64,500

機関紙誌の発行その他の事業費 16,914,700

宣伝事業費 16,914,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党東京都本部 16,914,700 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たるい良和を応援する会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 井 良和

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 井 良和

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 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 3,760,400

前年繰越額 194,515

本年収入額 3,565,885

２ 支出総額 3,684,620

（翌年への繰越額） 75,780

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,565,885

政党匿名分を除く寄附の額 3,565,885

個人からの寄附 90,731

政治団体からの寄附 3,475,154

４ 支出の内訳

経常経費 2,513,930

人件費 1,050,000

備品・消耗品費 348,490

事務所費 1,115,440

政治活動費 1,170,690

組織活動費 393,991

機関紙誌の発行その他の事業費 776,699

宣伝事業費 776,699

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

樽井 良和 70,731 豊島区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党中国ブロッ 75,154 岡山県岡山市
ク衆議院比例区第１総
支部

国民民主党 3,400,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チーム鈴木ようすけ

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 鈴木 庸介

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 庸介

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 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 2,675,202

前年繰越額 2,667,178
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本年収入額 8,024

２ 支出総額 2,635,660

（翌年への繰越額） 39,542

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,000

個人からの寄附 8,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 33,440

事務所費 33,440

政治活動費 2,602,220

機関紙誌の発行その他の事業費 2,602,220

宣伝事業費 2,602,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清人後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 清人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 清人

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 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 11,858,679

前年繰越額 6,278,679

本年収入額 5,580,000

２ 支出総額 4,000,000

（翌年への繰越額） 7,858,679

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000,000

政治団体からの寄附 5,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 580,000

モーニングセミナー 580,000

４ 支出の内訳

政治活動費 4,000,000

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

宏池政策研究会 5,000,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土田しん事務所

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 土田 慎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 土田 慎

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 1,800,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,800,000

２ 支出総額 71,256

（翌年への繰越額） 1,728,744

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,800,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,800,000

個人からの寄附 300,000

政治団体からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 71,256

備品・消耗品費 69,188

事務所費 2,068

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土田 慎 300,000 足立区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

２１世紀を拓く会 500,000 岐阜県大垣市

志公会 1,000,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 手塚よしお後援会
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国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 手塚 仁雄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 手塚 仁雄

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 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 3,338,472

前年繰越額 684,472

本年収入額 2,654,000

２ 支出総額 729,146

（翌年への繰越額） 2,609,326

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,654,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,654,000

個人からの寄附 2,654,000

４ 支出の内訳

経常経費 238,918

備品・消耗品費 23,834

事務所費 215,084

政治活動費 490,228

組織活動費 355,638

機関紙誌の発行その他の事業費 133,440

宣伝事業費 133,440

調査研究費 1,150

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊藤 博重 120,000 港区

金子 久利 120,000 世田谷区

向井田 敬之 120,000 渋谷区

高畠 えつ子 120,000 目黒区

山口 翼 60,000 目黒区

小川 茂也 70,000 世田谷区

瀬山 昌宏 120,000 世田谷区

赤尾 嘉晃 60,000 武蔵野市

柳 学 120,000 渋谷区

鷲尾 建志 100,000 町田市

磯野 博子 600,000 目黒区

館林 康道 110,000 千葉県四街道市

君塚 正髙 100,000 世田谷区

奈良 一成 200,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京鹿優会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 初鹿 明博

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 初鹿 明博

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 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 86,571

前年繰越額 86,571

本年収入額 0

２ 支出総額 86,554

（翌年への繰越額） 17

３ 支出の内訳

経常経費 49,124

光熱水費 8,118

事務所費 41,006

政治活動費 37,430

組織活動費 37,430

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京俊友会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 伊藤 俊輔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 俊輔

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 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 18,879,403

前年繰越額 9,969,391

本年収入額 8,910,012

２ 支出総額 6,903,113
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（翌年への繰越額） 11,976,290

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,910,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,910,000

個人からの寄附 8,810,000

政治団体からの寄附 100,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 2,180,510

光熱水費 57,513

備品・消耗品費 136,160

事務所費 1,986,837

政治活動費 4,722,603

組織活動費 375,313

機関紙誌の発行その他の事業費 147,290

宣伝事業費 147,290

寄附・交付金 3,600,000

その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

雨貝 守 140,000 千葉県松戸市

井上 豊明 1,000,000 町田市

小方 一博 110,000 八王子市

信川 高寛 1,500,000 町田市

田中 敬酷 120,000 国立市

渋谷 博文 100,000 多摩市

下西 孝 500,000 奈良県生駒市

山野井 祥二 1,000,000 栃木県下都賀郡都
賀町

藤沢 昭和 1,000,000 渋谷区

古屋 元之 1,000,000 世田谷区

金子 英隆 90,000 千葉県千葉市

臼井 一政 300,000 町田市

児玉 正浩 120,000 町田市

平田 幸男 120,000 府中市

塚田 正和 180,000 町田市

定山 清 200,000 埼玉県八潮市

高﨑 正寿 120,000 福生市

山下 興一 120,000 大阪府豊中市

山田 健治 120,000 神奈川県川崎市

山田 孝之 240,000 神奈川県川崎市

伊藤 俊輔 600,000 町田市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

花斉会 100,000 世田谷区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ３年 ２月１８日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,340,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京未来の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 松原 仁

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 松原 仁

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 68,301,442

前年繰越額 0

本年収入額 68,301,442

２ 支出総額 68,301,442

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 17,099,001

政党匿名分を除く寄附の額 17,099,001

個人からの寄附 14,006,051

政治団体からの寄附 3,092,950

機関紙誌の発行その他の事業による収入 38,595,500

松原仁と語る朝食セミナー（令和３年６月 22,340,000
２３日開催）
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松原仁と語る朝食セミナー（令和３年１２ 16,080,000
月１７日開催）

内輪の朝食会 175,500

借入金 12,606,941

松原 仁 12,606,941

４ 支出の内訳

経常経費 32,284,853

人件費 22,782,865

光熱水費 33,395

備品・消耗品費 1,403,714

事務所費 8,064,879

政治活動費 36,016,589

組織活動費 4,031,249

機関紙誌の発行その他の事業費 3,764,703

宣伝事業費 1,041,327

政治資金パーティー開催事業費 2,534,340

その他の事業費 189,036

調査研究費 33,761

寄附・交付金 685,100

その他の経費 27,501,776

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

松本 康史 1,500,000 渋谷区

古屋 文男 1,500,000 世田谷区

大橋 吉隆 1,000,000 杉並区

石田 幸雄 200,000 千葉県浦安市

石田 周良 200,000 中央区

推津 順一 580,000 西東京市

植木 博士 160,000 世田谷区

松原 仁 8,796,051 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本の未来を考える会 1,500,000 品川区

まつばら仁後援会 1,500,000 品川区

斉藤りえ後援会 92,950 北区

６ 特定パーティーの概要

（名称）

松原仁と語る朝食セミナー（令和３年６月２３日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

22,340,000 227 千代田区

（名称）

松原仁と語る朝食セミナー（令和３年１２月１７日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

16,080,000 192 千代田区

７ 資産の内訳

貸付金

（貸付先） （貸付残高）
円

立憲民主党東京都第３区総支 27,501,776
部

借入金

（借入先） （借入残高）
円

松原 仁 12,606,941

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川雅治懇話会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 中川 雅治

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 中川 雅治

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 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 51,640,041

前年繰越額 39,859,369

本年収入額 11,780,672

２ 支出総額 9,938,909

（翌年への繰越額） 41,701,132

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

政治団体からの寄附 600,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 11,180,000

中川雅治環境・経済政策フォーラム（計２ 3,900,000
回）

中川雅治君を励ます会 7,280,000

その他の収入 672
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１件 １０万円未満のもの 672

４ 支出の内訳

経常経費 1,273,740

人件費 210,440

備品・消耗品費 740,658

事務所費 322,642

政治活動費 8,665,169

組織活動費 2,903,613

機関紙誌の発行その他の事業費 5,479,258

宣伝事業費 662,456

政治資金パーティー開催事業費 4,816,802

調査研究費 262,298

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本薬剤師連盟 600,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なかひろ会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 中津川 博郷

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 中津川 博郷

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 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 507,374

前年繰越額 307,374

本年収入額 200,000

２ 支出総額 500,000

（翌年への繰越額） 7,374

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 500,000

人件費 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

巧友会 200,000 富山県小矢部市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長島昭久を育てる会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 長島 昭久

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 長島 昭久

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 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 93,152,600

前年繰越額 54,424,348

本年収入額 38,728,252

２ 支出総額 35,863,266

（翌年への繰越額） 57,289,334

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 28,787,111

政党匿名分を除く寄附の額 28,787,111

個人からの寄附 23,867,111

政治団体からの寄附 4,920,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 9,510,000

昭暁会（計２回） 9,510,000

その他の収入 431,141

１件 １０万円未満のもの 178,341

１件 １０万円以上のもの 252,800

宣伝カーリース代 252,800

４ 支出の内訳

経常経費 18,167,365

人件費 11,236,092

光熱水費 384,950

備品・消耗品費 1,323,644

事務所費 5,222,679

政治活動費 17,695,901
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組織活動費 2,263,064

機関紙誌の発行その他の事業費 12,676,886

宣伝事業費 11,751,669

政治資金パーティー開催事業費 925,217

調査研究費 25,511

寄附・交付金 2,730,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

秋元 春平 100,000 武蔵野市

池上 譲治 100,000 神奈川県横浜市

池田 奈緒子 100,000 神奈川県川崎市

石原 清博 500,000 兵庫県姫路市

稲垣 英夫 100,000 武蔵野市

岩切 敏晃 600,000 埼玉県戸田市

植島 幹九郎 1,000,000 港区

植田 進一朗 100,000 小金井市

植松 真司 180,000 千代田区

内山 昭夫 300,000 長野県長野市

宇都宮 秀仁 200,000 調布市

榎本 修次 100,000 埼玉県川口市

大木 茂 300,000 日野市

大倉 トシ子 100,000 昭島市

小口 覚 100,000 立川市

小佐野 台 700,000 中野区

加地 直紀 100,000 埼玉県さいたま市

加藤 正廸 70,000 世田谷区

叶 美吟 120,000 千葉県市川市

河口 暎雄 100,000 府中市

木村 辰幸 120,000 立川市

久保田 陽彦 1,000,000 神奈川県鎌倉市

畩ケ山 幹雄 100,000 武蔵村山市

古賀 稲子 100,000 立川市

古賀 尚文 100,000 立川市

小坂 勝英 111,111 千代田区

小西 真機 100,000 千代田区

佐藤 定利 100,000 千葉県流山市

品川 篤子 350,000 港区

品川 髙穂 320,000 大田区

芝 憲司 60,000 八王子市

鈴木 幸子 100,000 神奈川県逗子市

関 英子 1,000,000 世田谷区

関 一雄 300,000 大田区

高橋 信行 1,000,000 大阪府箕面市

高橋 治之 100,000 世田谷区

髙野 智 120,000 荒川区

髙橋 勇 80,000 武蔵野市

高畠 清志 60,000 石川県金沢市

髙栁 和男 100,000 小平市

嶽肩 俊彦 100,000 江東区

竹之内 日海 100,000 港区

田中 秀紀 100,000 杉並区

戸門 恵美 150,000 杉並区

富岡 忠勝 100,000 立川市

長倉 和子 100,000 日野市

長島 敏子 200,000 神奈川県横浜市

中島 康光 100,000 港区

永瀬 昭幸 100,000 武蔵野市

長瀬 正人 100,000 世田谷区

中村 楯夫 400,000 練馬区

南雲 洋二 400,000 墨田区

野上 巌 100,000 杉並区

野口 俊太郎 200,000 墨田区

馬場 邦衛 100,000 日野市

馬場 文彦 150,000 三鷹市

林 光伸 100,000 府中市

彌 信道 100,000 町田市

平川 美智子 100,000 福生市

廣池 加津子 200,000 港区

松﨑 隆司 60,000 江東区

宮下 悠子 1,100,000 江東区

村上 保裕 300,000 府中市
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村越 政雄 100,000 小金井市

村田 大介 100,000 京都府京都市

村山 義光 100,000 あきる野市

森 和彦 1,000,000 武蔵野市

森屋 光石 100,000 立川市

山口 誠一郎 100,000 渋谷区

山下 雅裕 100,000 日野市

横井 清人 220,000 港区

横井 茂晃 200,000 愛知県名古屋市

吉澤 武子 60,000 日野市

笠 健児朗 60,000 福岡県福岡市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

志帥会 3,000,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 300,000 千代田区

東京都医師政治連盟 700,000 千代田区

東京都宅建政治連盟 200,000 千代田区

東京都トラック運送事 200,000 新宿区
業政治連盟

東京精神科病院政治連 100,000 府中市
盟

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２７年１１月 ４日

（数量） （取得の価格）

円
１台 1,700,000

（品目） （取得年月日）

自動車 平成２９年 ６月１５日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,340,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ねんりんの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 山田 美樹

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 美樹

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 28,428,252

前年繰越額 27,668,125

本年収入額 760,127

２ 支出総額 8,488,888

（翌年への繰越額） 19,939,364

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 760,000

政党匿名分を除く寄附の額 760,000

個人からの寄附 760,000

その他の収入 127

１件 １０万円未満のもの 127

４ 支出の内訳

経常経費 1,624,853

備品・消耗品費 1,258,912

事務所費 365,941

政治活動費 6,864,035

組織活動費 13,075

機関紙誌の発行その他の事業費 19,800

宣伝事業費 19,800

調査研究費 31,160

寄附・交付金 6,800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野上 雄二 100,000 港区

山本 祥世 100,000 港区

秋山 正利 200,000 港区

山田 孝一郎 240,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 のざわ哲夫政経研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 野沢 哲夫

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 野沢 哲夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 衆議院議員
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報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はぎうだ光一後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 萩生田 光一

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 萩生田 光一

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 10,059,524

前年繰越額 5,668,198

本年収入額 4,391,326

２ 支出総額 6,146,329

（翌年への繰越額） 3,913,195

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,000,000

政治団体からの寄附 4,000,000

その他の収入 391,326

１件 １０万円未満のもの 14

１件 １０万円以上のもの 391,312

光熱水費及び上下水道代負担分 391,312

４ 支出の内訳

経常経費 5,065,094

人件費 1,800,000

光熱水費 586,968

備品・消耗品費 174,492

事務所費 2,503,634

政治活動費 1,081,235

機関紙誌の発行その他の事業費 81,235

機関紙誌の発行事業費 33,000

その他の事業費 48,235

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第二 4,000,000 八王子市
十四選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 博文会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 下村 博文

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 下村 博文

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 令和 ４年 ５月１０日

円
１ 収入総額 21,295,735

前年繰越額 5,449,025

本年収入額 15,846,710

２ 支出総額 18,343,274

（翌年への繰越額） 2,952,461

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,190,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,190,000

個人からの寄附 1,000,000

政治団体からの寄附 7,190,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,606,000

第１５５回博文会政策勉強会 206,000

令和３年博文会総会・出版記念講演会 7,400,000

その他の収入 50,710

１件 １０万円未満のもの 50,710

４ 支出の内訳

経常経費 14,543,496

人件費 9,648,580

光熱水費 253,501

備品・消耗品費 561,306

事務所費 4,080,109

政治活動費 3,799,778

組織活動費 182,699

機関紙誌の発行その他の事業費 3,616,079
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宣伝事業費 405,290

政治資金パーティー開催事業費 3,044,717

その他の事業費 166,072

調査研究費 1,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 靜雄 1,000,000 板橋区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 6,750,000 板橋区
一選挙区支部

博友会 440,000 中央区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

令和３年博文会総会・出版記念講演会

（支払者）

（個人からの対価の支払） （金額） （住所）
円

鈴木 靜雄 290,000 板橋区

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

イカリ消毒株式会社 300,000 渋谷区

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟板 300,000 板橋区
橋区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 フォーラム１９０

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 山花 郁夫

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 山花 郁夫

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 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 16,105,714

前年繰越額 1,881,954

本年収入額 14,223,760

２ 支出総額 8,919,954

（翌年への繰越額） 7,185,760

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,223,760

政党匿名分を除く寄附の額 14,223,760

個人からの寄附 11,373,760

政治団体からの寄附 2,850,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,706,589

人件費 1,844,116

光熱水費 136,916

備品・消耗品費 1,310,293

事務所費 2,415,264

政治活動費 3,213,365

組織活動費 906,300

選挙関係費 1,205,475

機関紙誌の発行その他の事業費 1,007,620

宣伝事業費 1,007,620

調査研究費 93,970

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

池田 有宏 460,000 新宿区

山花 郁夫 9,838,760 調布市

赤松 広隆 1,000,000 愛知県名古屋市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

整形外科医政協議会 500,000 台東区

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

郵政未来研究会 2,000,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふじ川たかしを応援する会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 藤川 隆史

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤川 隆史

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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 0
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本年収入額 30,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松尾あきひろ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 松尾 明弘

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 松尾 明弘

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 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 6,012,817

前年繰越額 3,940,817

本年収入額 2,072,000

２ 支出総額 1,725,849

（翌年への繰越額） 4,286,968

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 104,000
（５２人）

寄附の総額 1,968,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,968,000

個人からの寄附 1,968,000

４ 支出の内訳

経常経費 60,358

備品・消耗品費 18,434

事務所費 41,924

政治活動費 1,665,491

組織活動費 27,796

機関紙誌の発行その他の事業費 1,626,275

宣伝事業費 1,626,275

調査研究費 11,420

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大橋 吉隆 1,500,000 杉並区

中野 睦世 100,000 兵庫県高砂市

市坪 大介 200,000 杉並区

松尾 公弘 100,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松田学後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 松田 学

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 松田 学

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 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 180,222

前年繰越額 180,222

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 180,222

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 水野もとこ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 水野 素子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 水野 素子

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 令和 ４年 ４月２８日
円

１ 収入総額 13,183,705

前年繰越額 2,252,503

本年収入額 10,931,202

２ 支出総額 7,345,980

（翌年への繰越額） 5,837,725

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,931,178

政党匿名分を除く寄附の額 10,931,178

個人からの寄附 5,121,178

政治団体からの寄附 5,810,000
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その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 4,153,030

人件費 2,332,948

備品・消耗品費 1,276,922

事務所費 543,160

政治活動費 3,192,950

組織活動費 930,056

機関紙誌の発行その他の事業費 1,724,074

宣伝事業費 1,724,074

調査研究費 478,820

寄附・交付金 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

水野 素子 1,200,000 江戸川区

山口 積惠 1,500,000 杉並区

竹森 義彦 1,000,000 港区

松木 謙公 1,000,000 北海道札幌市

木村 みどり 100,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 5,810,000 江戸川区
６区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三成会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２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

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡本 三成

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 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 4,054,035

前年繰越額 302,096

本年収入額 3,751,939

２ 支出総額 3,274,498

（翌年への繰越額） 779,537

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,720,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,720,000

個人からの寄附 220,000

政治団体からの寄附 3,500,000

その他の収入 31,939

１件 １０万円未満のもの 31,939

４ 支出の内訳

経常経費 1,221,953

備品・消耗品費 164,443

事務所費 1,057,510

政治活動費 2,052,545

機関紙誌の発行その他の事業費 2,052,545

機関紙誌の発行事業費 755,750

宣伝事業費 1,296,795

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿部 恭子 100,000 北区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党衆議院東京第１ 3,500,000 北区
２選挙区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなで日本を良くする会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 落合 貴之

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 落合 貴之

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 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 14,943,771

前年繰越額 1,365,931

本年収入額 13,577,840

２ 支出総額 13,286,684

（翌年への繰越額） 1,657,087

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 13,512,040

政党匿名分を除く寄附の額 13,512,040

個人からの寄附 13,312,040

政治団体からの寄附 200,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 65,800

報告会 30,600

書籍販売 35,200

４ 支出の内訳

経常経費 6,490,922

人件費 4,998,366

備品・消耗品費 629,913

事務所費 862,643

政治活動費 6,795,762

組織活動費 1,132,644

調査研究費 1,980

寄附・交付金 5,601,518

その他の経費 59,620

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

落合 貴之 4,835,200 世田谷区

樋口 由美 160,000 世田谷区

羽立 教江 450,000 世田谷区

島永 嘉子 150,000 世田谷区

越川 美津雄 54,000 世田谷区

池尻 満 200,000 新宿区

五明 紀春 1,000,000 埼玉県新座市

堀内 ゆかり 80,000 愛媛県伊予郡松前
町

堀内 守 250,000 愛媛県伊予郡松前
町

下野 純子 100,000 世田谷区

中田 眞理子 60,000 世田谷区

中田 ルオ 200,000 世田谷区

高見 裕一 300,000 世田谷区

渡辺 通弘 100,000 世田谷区

鈴木 理恵 100,000 千代田区

堀江 晴子 100,000 世田谷区

大橋 潔 100,000 世田谷区

石川 晴男 100,000 世田谷区

阿部 昌平 100,000 世田谷区

辻本 麻里 100,000 世田谷区

寺谷 留美 100,000 世田谷区

河北 英夫 100,000 世田谷区

大林 ミカ 70,000 渋谷区

稲田 功 110,000 世田谷区

野上 由人 100,000 世田谷区

朝賀 昭 100,000 世田谷区

堀内 保 300,000 愛媛県西宇和郡伊
方町

廣井 誠 100,000 世田谷区

池田 紀明 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

直諫の会 200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山岸一生後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 山岸 一生

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 山岸 一生

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 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 7,952,184

前年繰越額 2,480,584

本年収入額 5,471,600

２ 支出総額 1,761,935

（翌年への繰越額） 6,190,249

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,471,600

政党匿名分を除く寄附の額 5,471,600

個人からの寄附 5,426,600

政治団体からの寄附 45,000

４ 支出の内訳

経常経費 641,595
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人件費 448,110

備品・消耗品費 5,356

事務所費 188,129

政治活動費 1,120,340

組織活動費 404,000

機関紙誌の発行その他の事業費 616,340

宣伝事業費 616,340

寄附・交付金 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

新開谷 裕子 190,000 武蔵野市

山岸 悠子 1,500,000 三鷹市

酒井 和子 60,000 練馬区

白川 玉枝 500,000 羽村市

小原 隆治 100,000 練馬区

岩田 紀子 110,000 練馬区

青木 富一 1,000,000 佐賀県唐津市

岩田 隆夫 100,000 練馬区

吉田 健一 200,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ゆういちの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２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

資金管理団体の届出をした者の氏名 真山 勇一

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 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 623,829

前年繰越額 503,822

本年収入額 120,007

２ 支出総額 599,750

（翌年への繰越額） 24,079

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 376,310

事務所費 376,310

政治活動費 223,440

組織活動費 193,440

寄附・交付金 30,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
真山 勇一 100,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 洋々会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 松本 洋平

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 松本 洋平

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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 20,329,174

前年繰越額 8,039,174

本年収入額 12,290,000

２ 支出総額 14,063,186

（翌年への繰越額） 6,265,988

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 770,000

政党匿名分を除く寄附の額 770,000

個人からの寄附 770,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 11,520,000

松本洋平政経セミナー 2,660,000

松本洋平君と日本の未来を語る会 8,860,000

４ 支出の内訳

経常経費 94,200

事務所費 94,200
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政治活動費 13,968,986

組織活動費 1,942,272

機関紙誌の発行その他の事業費 2,026,714

政治資金パーティー開催事業費 2,026,714

寄附・交付金 10,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥山 富雄 100,000 西東京市

椎津 順一 500,000 西東京市

北田 悦永 100,000 国分寺市

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

松本洋平君と日本の未来を語る会

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

光洋機械産業㈱ 300,000 大阪府大阪市

多摩住宅サービス㈱ 400,000 西東京市

菊池建設㈱ 300,000 西東京市

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

日本歯科技工士連盟 700,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田晴美後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 吉田 晴美

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 晴美

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 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,715,828

前年繰越額 531,425

本年収入額 5,184,403

２ 支出総額 2,749,165

（翌年への繰越額） 2,966,663

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 447,000
（１０５人）

寄附の総額 4,737,401

政党匿名分を除く寄附の額 4,737,401

個人からの寄附 4,672,401

政治団体からの寄附 65,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 602,537

人件費 310,000

備品・消耗品費 254,294

事務所費 38,243

政治活動費 2,146,628

組織活動費 946,804

機関紙誌の発行その他の事業費 1,183,710

機関紙誌の発行事業費 336,710

宣伝事業費 847,000

調査研究費 16,114

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

槌田 博 53,000 杉並区

吉田 庸二 200,000 杉並区

河﨑 健一郎 100,000 新宿区

嶋田 泰久 100,000 杉並区

石井 泰良 550,000 多摩市

伊藤 茂昭 60,000 渋谷区

山門 誠 65,000 杉並区

市坪 大介 100,000 杉並区

田代 雄倬 100,000 三鷹市

守 總 300,000 杉並区

小島 政男 500,000 杉並区

樋口 千鶴子 500,000 杉並区

安彦 隆 351,474 杉並区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党 55,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 令和政経研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 堀池 宏

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀池 宏

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 令和 ４年 ５月２６日
円

１ 収入総額 30,000,000

前年繰越額 20,000,000

本年収入額 10,000,000

２ 支出総額 5,600,000

（翌年への繰越額） 24,400,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000,000

個人からの寄附 10,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 5,600,000

寄附・交付金 5,600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

堀池 宏 10,000,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 蓮舫後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 齊藤 蓮舫

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 齊藤 蓮舫

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 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 2,654,542

前年繰越額 1,353,530

本年収入額 1,301,012

２ 支出総額 1,228,797

（翌年への繰越額） 1,425,745

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,301,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,301,000

個人からの寄附 1,301,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 526,817

備品・消耗品費 204,073

事務所費 322,744

政治活動費 701,980

寄附・交付金 701,980

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

湯木 由佳 60,000 中央区

内村 公彦 500,000 埼玉県桶川市

井上 喜雄 500,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若宮けんじ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 若宮 健嗣

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

資金管理団体の届出をした者の氏名 若宮 健嗣

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 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 26,074,077

前年繰越額 9,808,077

本年収入額 16,266,000

２ 支出総額 6,946,059

（翌年への繰越額） 19,128,018

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,866,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,866,000

個人からの寄附 366,000

政治団体からの寄附 3,500,000
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機関紙誌の発行その他の事業による収入 12,400,000

若宮けんじと新時代を創る会 9,720,000

若宮けんじ政経セミナー 2,680,000

４ 支出の内訳

経常経費 658,844

備品・消耗品費 321,642

事務所費 337,202

政治活動費 6,287,215

組織活動費 4,055,777

機関紙誌の発行その他の事業費 2,224,353

政治資金パーティー開催事業費 2,224,353

調査研究費 7,085

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山手 洋二 100,000 目黒区

国見 健介 120,000 目黒区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

平成研究会 3,500,000 千代田区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

若宮けんじと新時代を創る会

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）

円
日本電算株式会社 1,500,000 品川区

（名称）

若宮けんじ政経セミナー

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

日本電算株式会社 1,500,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿久津幸彦を囲む税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 阿久津 幸彦

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２３日
円

１ 収入総額 500

前年繰越額 500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石原伸晃の税理士後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 石原 伸晃

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日

円
１ 収入総額 491,258

前年繰越額 121,258

本年収入額 370,000

２ 支出総額 330,000

（翌年への繰越額） 161,258

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 370,000

政党匿名分を除く寄附の額 370,000

個人からの寄附 370,000

４ 支出の内訳

経常経費 30,000

事務所費 30,000

政治活動費 300,000

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 樹会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 小泉 龍司

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 1,804,860

前年繰越額 1,804,845

本年収入額 15

２ 支出総額 1,675,851
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（翌年への繰越額） 129,009

３ 本年収入の内訳

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 230,908

備品・消耗品費 158,764

事務所費 72,144

政治活動費 1,444,943

組織活動費 1,114,943

調査研究費 330,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤達也を囲む税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 伊藤 達也

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２３日
円

１ 収入総額 323,774

前年繰越額 323,772

本年収入額 2

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 323,774

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上信治を囲む税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 井上 信治

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 54,976

前年繰越額 24,976

本年収入額 30,000

２ 支出総額 50,000

（翌年への繰越額） 4,976

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 50,000

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江渡聡徳東京後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 江渡 聡徳

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２６日
円

１ 収入総額 226,808

前年繰越額 226,808

本年収入額 0

２ 支出総額 49,600

（翌年への繰越額） 177,208

３ 支出の内訳

経常経費 49,600

事務所費 49,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＮＨＫから国民を守る党（松田 美樹）

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 松田 美樹

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 3,107,865

前年繰越額 0

本年収入額 3,107,865

２ 支出総額 145,355

（翌年への繰越額） 2,962,510

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,107,865

政党匿名分を除く寄附の額 3,107,865
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政治団体からの寄附 3,107,865

４ 支出の内訳

経常経費 112,500

人件費 112,500

政治活動費 32,855

組織活動費 30,545

調査研究費 2,310

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫから国民を守る 295,365 練馬区
党東京都新宿区支部

ＮＨＫと裁判してる党 2,812,500 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大西英男後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 大西 英男

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 １日
円

１ 収入総額 6,768,834

前年繰越額 4,768,834

本年収入額 2,000,000

２ 支出総額 2,227,750

（翌年への繰越額） 4,541,084

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

政治団体からの寄附 2,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,293,311

備品・消耗品費 950,871

事務所費 342,440

政治活動費 934,439

組織活動費 843,699

機関紙誌の発行その他の事業費 90,740

宣伝事業費 90,740

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 2,000,000 江戸川区
六選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大森地区の税理士による平将明後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 平 将明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１９日
円

１ 収入総額 170,608

前年繰越額 170,608

本年収入額 0

２ 支出総額 56,000

（翌年への繰越額） 114,608

３ 支出の内訳

政治活動費 56,000

組織活動費 6,000

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小倉まさのぶ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 小倉 將信

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小田原きよし連合後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 小田原 潔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 71,028
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前年繰越額 71,028

本年収入額 0

２ 支出総額 55,440

（翌年への繰越額） 15,588

３ 支出の内訳

経常経費 55,440

事務所費 55,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柿沢未途後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 柿沢 未途

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 2,699,648

前年繰越額 229,648

本年収入額 2,470,000

２ 支出総額 1,897,660

（翌年への繰越額） 801,988

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,470,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,470,000

個人からの寄附 2,420,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 33,330

事務所費 33,330

政治活動費 1,864,330

組織活動費 122,220

寄附・交付金 1,722,110

その他の経費 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

長谷川 泰治 1,200,000 江東区

長谷川 健治 1,200,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柿沢未途「夢」応援団

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 柿沢 未途

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 8,437,000

前年繰越額 0

本年収入額 8,437,000

２ 支出総額 8,437,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,437,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,437,000

個人からの寄附 8,437,000

４ 支出の内訳

経常経費 672,164

事務所費 672,164

政治活動費 7,764,836

寄附・交付金 7,729,836

その他の経費 35,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

杉田 すみ子 72,000 品川区

杉田 伸太郎 72,000 品川区

馬淵 蔟 120,000 江東区

五味 康昌 120,000 神奈川県横浜市

宮下 潔 240,000 千葉県佐倉市

木島 敏夫 60,000 江東区

斉藤 正雄 60,000 江東区

戸田 その子 60,000 墨田区

前田 義明 60,000 江東区

小泉 宗孝 120,000 江東区

杉本 宗彦 120,000 江東区

片山 忠男 60,000 江東区

志賀 忠司 180,000 江東区
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橋本 政昭 600,000 新宿区

宮下 潤 240,000 江東区

勝田 静子 60,000 江東区

勝田 智幸 60,000 江東区

島村 博之 120,000 江東区

北條 弘美 60,000 江東区

小野 綾子 80,000 江戸川区

田代 正博 120,000 江東区

道前 慈明 360,000 滋賀県東近江市

三島 秀夫 60,000 江東区

本間 秀治 120,000 江東区

武田 定光 120,000 江東区

森井 太郎 210,000 千代田区

深井 精司 120,000 江東区

志村 光永 60,000 江東区

東保 裕之 120,000 大田区

濱田 嘉一 120,000 国分寺市

福島 治 120,000 江東区

竹西 理 120,000 大田区

佐藤 泰広 120,000 港区

伊藤 壽彦 240,000 江東区

田中 貴一 100,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛栄会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 平沢 勝栄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 3,360,987

前年繰越額 125,207

本年収入額 3,235,780

２ 支出総額 3,265,147

（翌年への繰越額） 95,840

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 719,780
（６０人）

寄附の総額 2,516,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,516,000

個人からの寄附 2,456,000

政治団体からの寄附 60,000

４ 支出の内訳

経常経費 76,983

備品・消耗品費 68,583

事務所費 8,400

政治活動費 3,188,164

組織活動費 38,164

寄附・交付金 3,150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小久保 吉朗 100,000 葛飾区

宮澤 義道 60,000 葛飾区

石井 良昭 200,000 足立区

坂田 雅行 120,000 葛飾区

矢澤 孝太郎 1,200,000 葛飾区

福島 稔男 60,000 葛飾区

德増 欣胤 120,000 葛飾区

小澤 唯男 72,000 葛飾区

加瀬 久美子 60,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟葛 60,000 葛飾区
飾支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川田龍平を応援する会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２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 令和 ４年 ６月 ２日
円

１ 収入総額 352,883

前年繰越額 352,883

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 352,883
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川の手ゆめの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 木村 剛司

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅直人を囲む税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 菅 直人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 2,018

前年繰越額 2,018

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,018

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅直人を支援する弁理士有志の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 菅 直人

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 1,555,964

前年繰越額 415,961

本年収入額 1,140,003

２ 支出総額 1,342,862

（翌年への繰越額） 213,102

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,140,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,140,000

個人からの寄附 1,140,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 240,758

事務所費 240,758

政治活動費 1,102,104

組織活動費 101,774

寄附・交付金 1,000,330

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅村 皓 150,000 杉並区

稲木 次之 60,000 東久留米市

平山 一幸 100,000 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岳を囲む会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 橋本 岳

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１８日
円

１ 収入総額 1,536,268

前年繰越額 1,196,258

本年収入額 340,010

２ 支出総額 14,140

（翌年への繰越額） 1,522,128

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 340,000

政党匿名分を除く寄附の額 340,000

個人からの寄附 340,000

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 14,140

事務所費 14,140

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
富田 和宏 200,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木原誠二後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 木原 誠二

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 12,020,583

前年繰越額 4,520,583

本年収入額 7,500,000

２ 支出総額 9,919,252

（翌年への繰越額） 2,101,331

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,500,000

政治団体からの寄附 7,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,002,900

備品・消耗品費 403,025

事務所費 2,599,875

政治活動費 6,916,352

組織活動費 5,500

機関紙誌の発行その他の事業費 6,910,852

宣伝事業費 6,910,852

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

木蹊会 7,500,000 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木原誠二を囲む税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 木原 誠二

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 427,172

前年繰越額 307,170

本年収入額 120,002

２ 支出総額 275,770

（翌年への繰越額） 151,402

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 55,770

事務所費 55,770

政治活動費 220,000

寄附・交付金 100,000

その他の経費 120,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土田 士朗 120,000 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村たけつか後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 木村 剛司

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 行政書士による小倉まさのぶ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 小倉 將信

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１９日
円

１ 収入総額 105,460

前年繰越額 70,460
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本年収入額 35,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 105,460

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 35,000
（３５人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 行政書士による片山さつき後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２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 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 127,560

前年繰越額 127,560

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 127,560

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くじらの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 平沢 勝栄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 1,401,846

前年繰越額 306,846

本年収入額 1,095,000

２ 支出総額 1,025,272

（翌年への繰越額） 376,574

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 153,000
（１５３人）

寄附の総額 488,000

政党匿名分を除く寄附の額 488,000

個人からの寄附 340,000

政治団体からの寄附 148,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 454,000

監査会 24,000

創立４５周年報告会 430,000

４ 支出の内訳

経常経費 67,260

人件費 5,000

備品・消耗品費 62,260

政治活動費 958,012

組織活動費 30,993

機関紙誌の発行その他の事業費 927,019

その他の事業費 927,019

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
齊藤 德好 220,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 100,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玄進会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 堀池 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 令和 ４年 ５月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林学後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 小林 学

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 障害という線引きをなくし才能を正しく導く党

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号
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公職の候補者の氏名 松田 美樹

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新エネルギー運動

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 柿沢 未途

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 22,110

前年繰越額 0

本年収入額 22,110

２ 支出総額 22,110

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 22,110

政党匿名分を除く寄附の額 22,110

政治団体からの寄附 22,110

４ 支出の内訳

経常経費 22,110

事務所費 22,110

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新政策研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 宮路 拓馬

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 31,594,352

前年繰越額 31,544,352

本年収入額 50,000

２ 支出総額 31,594,352

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 11,660

事務所費 11,660

政治活動費 31,582,692

寄附・交付金 31,582,692

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新政策フォーラム

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 山﨑 順子

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 142,510

前年繰越額 142,510

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 142,510

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由民権調査会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 大島 敦

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 2,463,555

前年繰越額 1,443,551

本年収入額 1,020,004

２ 支出総額 2,399,632

（翌年への繰越額） 63,923

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 1,020,000

トップセミナー 1,020,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

397 ページ



経常経費 2,220,686

人件費 1,946,042

事務所費 274,644

政治活動費 178,946

組織活動費 8,150

機関紙誌の発行その他の事業費 170,796

政治資金パーティー開催事業費 170,796

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による小倉まさのぶ後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 小倉 將信

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 833,197

前年繰越額 648,193

本年収入額 185,004

２ 支出総額 502,745

（翌年への繰越額） 330,452

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 185,000

政党匿名分を除く寄附の額 185,000

個人からの寄附 185,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 2,745

備品・消耗品費 275

事務所費 2,470

政治活動費 500,000

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

方 周明 100,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による小田原潔後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 小田原 潔

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 269,794

前年繰越額 199,794

本年収入額 70,000

２ 支出総額 46,952

（翌年への繰越額） 222,842

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,000
（４０人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 16,952

事務所費 16,952

政治活動費 30,000

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による末松義規後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 末松 義規

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 165,241

前年繰越額 165,241

本年収入額 0

２ 支出総額 7,825

（翌年への繰越額） 157,416

３ 支出の内訳

経常経費 7,825

備品・消耗品費 7,825

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による白眞勲後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
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２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 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 164,933

前年繰越額 124,933

本年収入額 40,000

２ 支出総額 10,000

（翌年への繰越額） 154,933

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 10,000

総会 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,000

事務所費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による松島みどり後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 松島 みどり

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ９日

円
１ 収入総額 255,700

前年繰越額 205,700

本年収入額 50,000

２ 支出総額 50,000

（翌年への繰越額） 205,700

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 50,000

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平将明を囲む税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 平 将明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 １日
円

１ 収入総額 247,015

前年繰越額 247,013

本年収入額 2

２ 支出総額 73,680

（翌年への繰越額） 173,335

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 23,680

事務所費 23,680

政治活動費 50,000

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中勝義政治経済塾

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 田中 勝義

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋正忠後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 土屋 正忠

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 3,583,336

前年繰越額 705,332
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本年収入額 2,878,004

２ 支出総額 3,496,543

（翌年への繰越額） 86,793

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,608,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,608,000

個人からの寄附 1,608,000

借入金 1,270,000

土屋 保子 1,270,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 2,776,490

光熱水費 63,811

事務所費 2,712,679

政治活動費 720,053

組織活動費 70,053

選挙関係費 90,000

寄附・交付金 560,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土屋 正忠 1,500,000 武蔵野市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

土屋 保子 1,270,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＴＫＣ平将明後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 平 将明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１７日
円

１ 収入総額 288,496

前年繰越額 288,494

本年収入額 2

２ 支出総額 22,000

（翌年への繰越額） 266,496

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 22,000

事務所費 22,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京ともの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 川島 智太郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 トビタテ下村博文政経塾

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 下村 博文

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 200,000

前年繰越額 0

本年収入額 200,000

２ 支出総額 98,010

（翌年への繰越額） 101,990

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 200,000
（１４人）

４ 支出の内訳

政治活動費 98,010

組織活動費 98,010

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長坂康正政策研究会
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国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 長坂 康正

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 7,817,880

前年繰越額 1,847,874

本年収入額 5,970,006

２ 支出総額 5,638,538

（翌年への繰越額） 2,179,342

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 5,970,000

長坂康正政経フォーラム 5,970,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 290,463

備品・消耗品費 153,665

事務所費 136,798

政治活動費 5,348,075

組織活動費 4,634,514

機関紙誌の発行その他の事業費 713,561

政治資金パーティー開催事業費 713,561

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ながつま昭を応援する会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 長妻 昭

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 3,337,720

前年繰越額 1,536,704

本年収入額 1,801,016

２ 支出総額 1,349,058

（翌年への繰越額） 1,988,662

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 337,000
（３３７人）

寄附の総額 1,464,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,464,000

個人からの寄附 1,464,000

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 1,106,888

備品・消耗品費 336,604

事務所費 770,284

政治活動費 242,170

組織活動費 178,330

機関紙誌の発行その他の事業費 63,840

機関紙誌の発行事業費 63,840

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青柳 幸司 99,000 渋谷区

岡田 洋隆 100,000 大田区

横前 稔 100,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ニュー政治経済研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 増子 輝彦

公職の候補者に係る公職の種類 参議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 5,957,675

前年繰越額 5,957,675

本年収入額 0

２ 支出総額 5,741,811

（翌年への繰越額） 215,864

３ 支出の内訳

経常経費 2,686,567

備品・消耗品費 734,019

事務所費 1,952,548

政治活動費 3,055,244

組織活動費 206,643

機関紙誌の発行その他の事業費 833,161
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機関紙誌の発行事業費 150,480

宣伝事業費 106,601

政治資金パーティー開催事業費 576,080

調査研究費 15,440

寄附・交付金 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬ともの会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 川島 智太郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 萩生田光一を支える税理士の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 萩生田 光一

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２６日
円

１ 収入総額 417,321

前年繰越額 417,317

本年収入額 4

２ 支出総額 314,736

（翌年への繰越額） 102,585

３ 本年収入の内訳

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 14,736

事務所費 14,736

政治活動費 300,000

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 羽田次郎後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 羽田 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 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 33,000

前年繰越額 0

本年収入額 33,000

２ 支出総額 33,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 33,000

政党匿名分を除く寄附の額 33,000

個人からの寄附 33,000

４ 支出の内訳

経常経費 33,000

事務所費 33,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日比谷政治経済研究会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 中村 喜四郎

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 60,741,423

前年繰越額 55,897,308

本年収入額 4,844,115

２ 支出総額 386,101

（翌年への繰越額） 60,355,322

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,844,115

政党匿名分を除く寄附の額 4,844,115

個人からの寄附 4,844,115

４ 支出の内訳

経常経費 386,101

備品・消耗品費 221,101

事務所費 165,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

猪瀬 智之 220,000 茨城県下妻市

斎藤 稔 120,000 千葉県八千代市

小田 節子 120,000 町田市

柏熊 剛毅 104,115 千葉県船橋市

君山 毅 120,000 茨城県土浦市

北田 光世 120,000 埼玉県さいたま市

佐野 満男 120,000 千葉県市川市

落合 宏行 240,000 埼玉県久喜市

小嶋 富雄 1,500,000 埼玉県越谷市

小嶋 礼仁 1,500,000 埼玉県越谷市

関口 勲 440,000 埼玉県越谷市

多田 正毅 120,000 茨城県結城市

鈴木 茂 120,000 茨城県土浦市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平沢勝榮後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 平沢 勝栄

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 59,945

前年繰越額 59,945

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 59,945

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松田政策研究所

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 松田 学

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 33,798,909

前年繰越額 13,597,285

本年収入額 20,201,624

２ 支出総額 16,397,243

（翌年への繰越額） 17,401,666

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000

個人からの寄附 1,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 20,200,608

機関紙発行（計１２回） 1,100,000

出演料 264,895

著書販売 75,000

著書印税 12,213

社会啓発発信事業 18,233,790

講演料 514,710

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 6,812,115

人件費 4,314,350

光熱水費 9,158

備品・消耗品費 462,980

事務所費 2,025,627

政治活動費 9,585,128

組織活動費 263,620

機関紙誌の発行その他の事業費 9,260,639

機関紙誌の発行事業費 18,535

宣伝事業費 9,242,104

調査研究費 60,869

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まつばら仁後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 松原 仁

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 2,000,146

前年繰越額 482,746

本年収入額 1,517,400

２ 支出総額 1,619,750

（翌年への繰越額） 380,396
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 17,400

国会へ行こう（計８回） 17,400

４ 支出の内訳

経常経費 60,240

事務所費 60,240

政治活動費 1,559,510

組織活動費 42,780

機関紙誌の発行その他の事業費 16,730

その他の事業費 16,730

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古屋 文男 1,500,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本文明後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 松本 文明

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日

円
１ 収入総額 3,114,630

前年繰越額 3,114,620

本年収入額 10

２ 支出総額 33,000

（翌年への繰越額） 3,081,630

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 33,000

事務所費 33,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属の会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号

公職の候補者の氏名 小林 学

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木蹊会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 木原 誠二

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 27,864,204

前年繰越額 7,724,204

本年収入額 20,140,000

２ 支出総額 18,989,882

（翌年への繰越額） 8,874,322

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 20,140,000

第３３回勉強会 5,620,000

第３４回勉強会 5,020,000

第３５回勉強会 4,380,000

第３６回勉強会 5,120,000

４ 支出の内訳

経常経費 676,645

備品・消耗品費 409,101

事務所費 267,544

政治活動費 18,313,237

組織活動費 1,122,382

機関紙誌の発行その他の事業費 2,614,411

政治資金パーティー開催事業費 2,614,411

調査研究費 26,444

寄附・交付金 14,550,000

５ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳
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（名称）

第３３回勉強会

（支払者）

（個人からの対価の支払） （金額） （住所）
円

北尾 吉孝 1,000,000 千代田区

（名称）

第３４回勉強会

（支払者）

（個人からの対価の支払） （金額） （住所）
円

北尾 吉孝 1,000,000 千代田区

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

株式会社角産 1,000,000 練馬区

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

日本医師連盟 300,000 文京区

（名称）

第３５回勉強会

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

株式会社角産 500,000 練馬区

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

日本医師連盟 300,000 文京区

（名称）

第３６回勉強会

（支払者）

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

日本医師連盟 300,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山花いくお後援会

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
１号及び第２号

公職の候補者の氏名 山花 郁夫

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 1,791,839

前年繰越額 1,416,339

本年収入額 375,500

２ 支出総額 1,707,544

（翌年への繰越額） 84,295

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,000
（１８人）

寄附の総額 348,500

政党匿名分を除く寄附の額 348,500

個人からの寄附 348,500

４ 支出の内訳

経常経費 1,572,724

光熱水費 18,807

事務所費 1,553,917

政治活動費 134,820

組織活動費 13,300

機関紙誌の発行その他の事業費 91,520

宣伝事業費 91,520

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若博

国会議員関係政治団体の区分 法第１９条の７第１項第
２号

公職の候補者の氏名 下村 博文

公職の候補者に係る公職の種類 衆議院議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 1,913,451

前年繰越額 1,685,437

本年収入額 228,014

２ 支出総額 103,643

（翌年への繰越額） 1,809,808

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 78,000

政党匿名分を除く寄附の額 78,000

個人からの寄附 78,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 150,000

第３６回定例会・総会 54,000

定例会（計２回） 96,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳
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経常経費 38,161

事務所費 38,161

政治活動費 65,482

組織活動費 14,400

機関紙誌の発行その他の事業費 51,082

その他の事業費 51,082

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木英太を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 英太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 23,600

前年繰越額 23,600

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 23,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木かつのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 克徳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 16,266,359

前年繰越額 5,160,340

本年収入額 11,106,019

２ 支出総額 12,235,967

（翌年への繰越額） 4,030,392

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,854,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,854,000

個人からの寄附 8,814,000

政治団体からの寄附 2,040,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 252,000

区政報告会 252,000

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 2,304,173

人件費 1,062,196

光熱水費 61,928

備品・消耗品費 20,960

事務所費 1,159,089

政治活動費 9,931,794

組織活動費 780,887

選挙関係費 6,724,733

機関紙誌の発行その他の事業費 1,600,294

機関紙誌の発行事業費 184,250

政治資金パーティー開催事業費 1,416,044

寄附・交付金 825,880

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中野 麗子 1,500,000 墨田区

高橋 成彰 130,000 葛飾区

青木 克德 850,000 葛飾区

牧田 盛市郎 100,000 葛飾区

森重 美三男 1,000,000 葛飾区

井本 詔一 100,000 葛飾区

青木 勇 200,000 葛飾区

増田 充孝 100,000 葛飾区

宮下 仁志 100,000 葛飾区

坂根 尚樹 100,000 江戸川区

岡田 吉充 150,000 葛飾区

袴田 貴人 80,000 葛飾区

福本 俊一 200,000 葛飾区

二葉 昭二 100,000 葛飾区

松村 誠司 100,000 葛飾区

武藤 大助 100,000 葛飾区

佐々木 武志 300,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

葛飾区歯科医師連盟 500,000 葛飾区

東京都医師政治連盟葛 1,000,000 葛飾区
飾支部
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自由民主党東京都参議 100,000 千代田区
院比例区第七十八支部

東京都宅建政治連盟葛 100,000 葛飾区
飾支部

自由民主党東京都第十 100,000 葛飾区
七選挙区支部

東京商工連盟 100,000 中央区

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木けん後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 健

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木じゅん子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 淳子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 健

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木博子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 博子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青鹿和男友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青鹿 和男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 352,000

前年繰越額 352,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 352,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青空こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 谷田部 政視

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青山住まい党

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 志織

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤江なつと歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 赤江 奈都

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 425,397

前年繰越額 425,397

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 425,397

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤城いき生きゆたかの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 赤城 裕
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤沼やすお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 赤沼 泰雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 8,800

前年繰越額 0

本年収入額 8,800

２ 支出総額 8,800

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,800

政党匿名分を除く寄附の額 8,800

政治団体からの寄附 8,800

４ 支出の内訳

政治活動費 8,800

機関紙誌の発行その他の事業費 8,800

宣伝事業費 8,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤松大一友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 赤松 大一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るいみずほを創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 近藤 浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 昭島の未来を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 内山 真吾

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月１２日
円

１ 収入総額 87,740

前年繰越額 57,740

本年収入額 30,000

２ 支出総額 87,500

（翌年への繰越額） 240

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 87,500

寄附・交付金 87,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋田一郎を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 秋田 一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 3,164,974

前年繰越額 1,813,972

本年収入額 1,351,002

２ 支出総額 2,957,202

（翌年への繰越額） 207,772

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 151,000

政党匿名分を除く寄附の額 151,000

個人からの寄附 151,000

借入金 1,200,000

秋田 一郎 1,200,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳
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経常経費 282,700

光熱水費 6,488

備品・消耗品費 60,699

事務所費 215,513

政治活動費 2,674,502

組織活動費 1,662,817

機関紙誌の発行その他の事業費 611,685

宣伝事業費 611,685

寄附・交付金 400,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

秋田 一郎 1,350,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋成おさむ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 秋成 靖

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋家聡明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 秋家 聡明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 33,207

前年繰越額 33,207

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,207

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋山薫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 秋山 薫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 1,433,976

前年繰越額 1,433,968

本年収入額 8

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,433,976

３ 本年収入の内訳

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋山よしのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 秋山 義徳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日

円
１ 収入総額 199,430

前年繰越額 199,430

本年収入額 0

２ 支出総額 166,218

（翌年への繰越額） 33,212

３ 支出の内訳

経常経費 27,500

備品・消耗品費 27,500

政治活動費 138,718

機関紙誌の発行その他の事業費 138,718

機関紙誌の発行事業費 138,718

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿久津皇後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿久津 皇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿久津広王後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿久津 広王

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅井くにおの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 浅井 邦夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 54,944

前年繰越額 4,944

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 54,944

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅田やすお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 浅田 保雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 5,495

前年繰越額 5,495

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,495

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の府中を考えるみんなの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙野 律雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 529,074

前年繰越額 529,074

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 529,074

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立さわやか会

資金管理団体の届出をした者の氏名 湯川 貴子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立創生政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 近藤 弥生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 23,477,921

前年繰越額 11,438,359

本年収入額 12,039,562

２ 支出総額 14,840,016

（翌年への繰越額） 8,637,905

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,010,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,010,000

個人からの寄附 12,010,000

その他の収入 29,562

１件 １０万円未満のもの 29,562

４ 支出の内訳

経常経費 14,368,341

人件費 8,096,579

光熱水費 270,389

備品・消耗品費 3,162,504

事務所費 2,838,869

政治活動費 471,675

組織活動費 390,605

選挙関係費 81,070

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

原 源一郎 100,000 足立区

海老沼 孝二 100,000 足立区
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堀口 宗弘 60,000 足立区

北澤 艶子 200,000 足立区

吉岡 秀章 100,000 足立区

石井 麻子 100,000 世田谷区

木本 高一朗 100,000 足立区

阿部 正行 100,000 荒川区

矢崎 敏央 200,000 足立区

市村 智 120,000 足立区

河原 勇 100,000 足立区

河原 スイ 100,000 足立区

三浦 敏男 100,000 足立区

鹿間 茂 100,000 文京区

東 弘喜 100,000 足立区

金杉 喜一 1,030,000 足立区

金井 宏樹 100,000 足立区

小早川 貞一郎 100,000 足立区

藤居 秀三 100,000 豊島区

仙波 健雄 400,000 足立区

鈴木 秀夫 100,000 足立区

似鳥 進 200,000 足立区

宮地 正治 100,000 足立区

武居 利春 100,000 足立区

國井 孝重 200,000 足立区

矢島 兼孝 100,000 足立区

小金井 堅治 200,000 足立区

秋山 啓司 200,000 足立区

大石 瑞枝 200,000 足立区

國井 幹雄 200,000 足立区

金野 平 200,000 足立区

羽住 奎 100,000 足立区

羽住 爽恵 100,000 足立区

八木澤 秀夫 300,000 足立区

鈴木 良雄 200,000 足立区

野村 一也 100,000 足立区

小川 清美 100,000 足立区

宮永 忠彦 100,000 文京区

渡邊 喜一郎 1,500,000 足立区

榎本 安行 1,500,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あだちの未来を創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中島 晃一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月 ５日
円

１ 収入総額 1,223,338

前年繰越額 23,338

本年収入額 1,200,000

２ 支出総額 1,171,792

（翌年への繰越額） 51,546

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

個人からの寄附 1,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 571,482

人件費 68,000

光熱水費 31,204

備品・消耗品費 419,918

事務所費 52,360

政治活動費 600,310

組織活動費 45,000

機関紙誌の発行その他の事業費 555,310

機関紙誌の発行事業費 423,210

宣伝事業費 132,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中島 晃一郎 1,200,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あつみのりひさと歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渥美 典尚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ５日
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円
１ 収入総額 33,445

前年繰越額 33,445

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,445

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あなたと創る明日の中野の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 酒井 直人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 54,213

前年繰越額 24,213

本年収入額 30,000

２ 支出総額 12,096

（翌年への繰越額） 42,117

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,000
（３人）

４ 支出の内訳

政治活動費 12,096

機関紙誌の発行その他の事業費 12,096

宣伝事業費 12,096

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あぶかわ浩を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 虻川 浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿部浩子を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿部 浩子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 150,000

前年繰越額 0

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 150,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿部ひろゆきと多摩の未来をつなぐ会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿部 裕行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あべ祐美子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿部 祐美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 1,947,371

前年繰越額 77,371

本年収入額 1,870,000

２ 支出総額 1,768,359

（翌年への繰越額） 179,012

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,870,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,870,000

個人からの寄附 1,340,000

政治団体からの寄附 530,000

４ 支出の内訳

経常経費 933,445

人件費 300,640

光熱水費 13,230
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備品・消耗品費 246,683

事務所費 372,892

政治活動費 834,914

組織活動費 108,140

機関紙誌の発行その他の事業費 726,774

機関紙誌の発行事業費 33,300

宣伝事業費 693,474

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿部 祐美子 1,000,000 品川区

向井 優子 100,000 港区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

連合東京・地域政策を 100,000 港区
実現する会

東京都医師政治連盟品 200,000 品川区
川支部

東京都医師政治連盟荏 100,000 品川区
原支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あべ利恵子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿部 利恵子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あべ力也後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 阿部 力也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,410,770

前年繰越額 1,355,770

本年収入額 55,000

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 1,390,770

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 55,000

政党匿名分を除く寄附の額 55,000

個人からの寄附 55,000

４ 支出の内訳

政治活動費 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

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 天野まさあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 天野 正昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 251,793

前年繰越額 251,793

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 251,793

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あまめいし要一郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 天目石 要一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鮎川ゆうすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鮎川 有祐

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡部 恵子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 180,000
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前年繰越額 180,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 180,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新井ともはる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 新井 智陽

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 5,732,774

前年繰越額 5,442,774

本年収入額 290,000

２ 支出総額 644,820

（翌年への繰越額） 5,087,954

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 290,000

政党匿名分を除く寄附の額 290,000

個人からの寄附 290,000

４ 支出の内訳

経常経費 644,820

事務所費 644,820

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
坂本 健造 240,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新井よしなお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 新井 克尚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２５日
円

１ 収入総額 46,000

前年繰越額 33,000

本年収入額 13,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 46,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 13,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,000

個人からの寄附 13,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あらかわ元気クラブ

資金管理団体の届出をした者の氏名 河内 ひとみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 515,079

前年繰越額 115,079

本年収入額 400,000

２ 支出総額 452,412

（翌年への繰越額） 62,667

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 400,000
（１人）

４ 支出の内訳

経常経費 346,854

人件費 34,800

備品・消耗品費 111,038

事務所費 201,016

政治活動費 105,558

組織活動費 97,158

機関紙誌の発行その他の事業費 5,000

宣伝事業費 5,000

調査研究費 3,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒木ひでき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 荒木 秀樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 5,869

前年繰越額 5,869

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,869

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 荒谷たかみ友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 荒谷 隆見

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あらはた伸一と市民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 荒幡 伸一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 有馬俊郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 有馬 俊郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安斉あきら後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 安齋 昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 1,838,020

前年繰越額 1,838,020

本年収入額 0

２ 支出総額 1,150,000

（翌年への繰越額） 688,020

３ 支出の内訳

政治活動費 1,150,000

寄附・交付金 1,150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安藤修三後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 安藤 修三

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 495,919

前年繰越額 395,919

本年収入額 100,000

２ 支出総額 101,200

（翌年への繰越額） 394,719

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 101,200

機関紙誌の発行その他の事業費 101,200

宣伝事業費 101,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第２ 100,000 八王子市
４区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安保みつる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 安保 満

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 219,395

前年繰越額 0

本年収入額 219,395

２ 支出総額 219,395

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 219,395

政党匿名分を除く寄附の額 219,395

個人からの寄附 169,395

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 219,395
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機関紙誌の発行その他の事業費 219,395

宣伝事業費 219,395

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安保 満 79,395 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 飯倉昭二後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 飯倉 昭二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 48,438

前年繰越額 8,438

本年収入額 40,000

２ 支出総額 30,561

（翌年への繰越額） 17,877

３ 本年収入の内訳

借入金 40,000

飯倉 昭二 40,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,561

機関紙誌の発行その他の事業費 23,561

宣伝事業費 23,561

その他の経費 7,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いいじま和代を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 飯島 和代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いいじま文彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 飯島 文彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 763,071

前年繰越額 763,071

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 763,071

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 五十嵐京子を支援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 五十嵐 京子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 6,463,779

前年繰越額 1,022,779

本年収入額 5,441,000

２ 支出総額 6,183,977

（翌年への繰越額） 279,802

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 320,000
（８０人）

寄附の総額 5,121,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,121,000

個人からの寄附 5,121,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,694,352

光熱水費 26,402

備品・消耗品費 450,975

事務所費 1,216,975

政治活動費 4,489,625

組織活動費 11,000

選挙関係費 1,912,451

機関紙誌の発行その他の事業費 2,566,174

機関紙誌の発行事業費 1,561,654

宣伝事業費 1,004,520

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

五十嵐 京子 4,000,000 小金井市

山田 令子 100,000 小金井市
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千葉 恵 100,000 小金井市

川口 開治 150,000 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 五十嵐みさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 五十嵐 みさ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 五十嵐やす子と未来へ

資金管理団体の届出をした者の氏名 五十嵐 泰子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,367,960

前年繰越額 176,458

本年収入額 1,191,502

２ 支出総額 764,091

（翌年への繰越額） 603,869

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,188,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,188,000

個人からの寄附 1,188,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,500

憲法を読む会 3,500

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 663,181

人件費 423,850

光熱水費 16,199

備品・消耗品費 38,335

事務所費 184,797

政治活動費 100,910

組織活動費 61,900

機関紙誌の発行その他の事業費 33,100

機関紙誌の発行事業費 10,000

その他の事業費 23,100

調査研究費 5,910

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

五十嵐 泰子 1,188,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 生きやすい街をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石田 太朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 生田大五郎と練馬の未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 生田 大五郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 1,450

前年繰越額 1,450

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井口和子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井口 かづ子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 22,150

前年繰越額 22,150

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,150

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いけさんと市民の声をつなぐ会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 池尻 成二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 7,226,309

前年繰越額 3,248,109

本年収入額 3,978,200

２ 支出総額 4,000,000

（翌年への繰越額） 3,226,309

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,799,000
（２８１人）

寄附の総額 179,200

政党匿名分を除く寄附の額 179,200

個人からの寄附 79,200

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 4,000,000

寄附・交付金 4,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

山岸一生後援会 100,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田けい子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 池田 啓子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 池田 幸司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 1,704,319

前年繰越額 1,704,309

本年収入額 10

２ 支出総額 25,554

（翌年への繰越額） 1,678,765

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 1,314

備品・消耗品費 1,314

政治活動費 24,240

組織活動費 24,240

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 池田 武

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田ひさよし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 池田 久義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,593,942

前年繰越額 1,593,942

本年収入額 0

２ 支出総額 221,344

（翌年への繰越額） 1,372,598

３ 支出の内訳

経常経費 221,344

備品・消耗品費 139,529

事務所費 81,815

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田陽一「ともの会」

資金管理団体の届出をした者の氏名 池田 陽一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
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円
１ 収入総額 280,847

前年繰越額 280,847

本年収入額 0

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 180,847

３ 支出の内訳

経常経費 100,000

人件費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いげた栄一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井下田 栄一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 5,220

前年繰越額 0

本年収入額 5,220

２ 支出総額 5,220

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,220

政党匿名分を除く寄附の額 5,220

政治団体からの寄附 5,220

４ 支出の内訳

政治活動費 5,220

機関紙誌の発行その他の事業費 5,220

宣伝事業費 5,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊佐治剛後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊佐治 剛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井沢 夫と「わくわくする市政」をめざす会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井沢 邦夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊沢けい子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊沢 桂子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 587,355

前年繰越額 495,663

本年収入額 91,692

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 587,355

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 91,692
（１４人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石井いさお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石井 功

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 1,631,964

前年繰越額 1,631,964

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,631,964

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

石井 功 3,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石井くにのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 夏梅 邦典

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 11,911
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前年繰越額 11,911

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,911

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いしい尚郎励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石居 尚郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石井めぐみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石井 葉子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川かずひろ友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石川 和広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川邦夫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石川 邦夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川よしろう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石川 義郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石黒てるひさ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石黒 照久

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石毛かずあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石毛 一昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 3,311

前年繰越額 3,311

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,311

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石毛しげる友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石毛 泰道

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 6,609,714

前年繰越額 309,714

本年収入額 6,300,000

２ 支出総額 6,382,289

（翌年への繰越額） 227,425

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,300,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,300,000

個人からの寄附 6,300,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,211,223
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人件費 2,408,996

光熱水費 126,850

備品・消耗品費 480,807

事務所費 1,194,570

政治活動費 2,171,066

組織活動費 132,051

選挙関係費 35,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,924,610

宣伝事業費 1,924,610

調査研究費 9,405

寄附・交付金 70,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石毛 泰道 6,300,000 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石阪会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石阪 丈一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 109

前年繰越額 109

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 109

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石坂わたると多様性のある中野をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石坂 龍史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 588,179

前年繰越額 8,179

本年収入額 580,000

２ 支出総額 583,304

（翌年への繰越額） 4,875

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 580,000

政党匿名分を除く寄附の額 580,000

個人からの寄附 580,000

４ 支出の内訳

経常経費 583,304

人件費 501,519

光熱水費 9,876

事務所費 71,909

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石坂 龍史 580,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石島ひでき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石島 秀起

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 16,932

前年繰越額 16,932

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 16,932

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いしだ圭一郎を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石田 圭一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石田しんご後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石田 慎吾

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 36,213

前年繰越額 36,213
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 36,213

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石橋なおき政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石橋 尚樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 192,326

前年繰越額 192,326

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 192,326

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いしばし光明励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石橋 光明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石森孝志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石森 孝志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 1,644,698

前年繰越額 13,698

本年収入額 1,631,000

２ 支出総額 1,634,389

（翌年への繰越額） 10,309

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,631,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,631,000

個人からの寄附 1,620,000

政治団体からの寄附 11,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,438,456

光熱水費 237,976

備品・消耗品費 49,732

事務所費 1,150,748

政治活動費 195,933

組織活動費 20,543

機関紙誌の発行その他の事業費 151,360

その他の事業費 151,360

調査研究費 14,030

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石森 孝志 1,620,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石渡ゆきこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石渡 幸子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 381,793

前年繰越額 381,793

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 381,793

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 泉谷つよし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 泉谷 剛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 9,243,079

前年繰越額 9,243,079

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,243,079

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いそだ久美子後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 磯田 久美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 627,621

前年繰越額 617,621

本年収入額 10,000

２ 支出総額 17,255

（翌年への繰越額） 610,366

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,654

備品・消耗品費 1,654

政治活動費 15,601

組織活動費 6,601

調査研究費 9,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いそのしげお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 磯野 繁夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 磯山亮後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 磯山 亮

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 ７日
円

１ 収入総額 2,421,227

前年繰越額 61,227

本年収入額 2,360,000

２ 支出総額 2,380,467

（翌年への繰越額） 40,760

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,360,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,360,000

個人からの寄附 1,340,000

政治団体からの寄附 1,020,000

４ 支出の内訳

経常経費 64,195

備品・消耗品費 38,805

事務所費 25,390

政治活動費 2,316,272

機関紙誌の発行その他の事業費 2,315,732

機関紙誌の発行事業費 2,315,732

調査研究費 540

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

磯山 亮 1,000,000 小平市

田 敏広 100,000 石川県小松市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟小 800,000 小平市
平支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いたいひとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 板井 斎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 板津道也後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 板津 道也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 板橋改革フォーラム２１

資金管理団体の届出をした者の氏名 長瀬 達也

423 ページ



資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 572,168

前年繰越額 572,168

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 572,168

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「いたばし力」ナンバーワンを実現する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 坂本 健

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 566,219

前年繰越額 566,215

本年収入額 4

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 566,219

３ 本年収入の内訳

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市川一徳後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 市川 一徳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 0

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市瀬ひさ子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 市瀬 寿子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 一燈会

資金管理団体の届出をした者の氏名 二島 豊司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 439,157

前年繰越額 389,154

本年収入額 50,003

２ 支出総額 85,072

（翌年への繰越額） 354,085

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

政治活動費 85,072

組織活動費 85,072

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井筒宣弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井筒 宣弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 521,800

前年繰越額 521,800

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 521,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤和弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 和弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 14,403,917

前年繰越額 14,403,917

本年収入額 0

２ 支出総額 4,967,136

（翌年への繰越額） 9,436,781

３ 支出の内訳

経常経費 3,802,258

人件費 3,600,000

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 82,258

政治活動費 1,164,878

組織活動費 1,049,228

調査研究費 115,650

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤興一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 興一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,633,671

前年繰越額 1,492

本年収入額 2,632,179

２ 支出総額 2,632,179

（翌年への繰越額） 1,492

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,632,179

政党匿名分を除く寄附の額 2,632,179

政治団体からの寄附 2,632,179

４ 支出の内訳

経常経費 247,407

人件費 124,950

備品・消耗品費 26,935

事務所費 95,522

政治活動費 2,384,772

機関紙誌の発行その他の事業費 2,384,772

宣伝事業費 2,384,772

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党品川総支部 2,546,871 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いとう真一励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 眞一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 36,477

前年繰越額 2,487

本年収入額 33,990

２ 支出総額 33,990

（翌年への繰越額） 2,487

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 33,990

政党匿名分を除く寄附の額 33,990

政治団体からの寄附 33,990

４ 支出の内訳

政治活動費 33,990

機関紙誌の発行その他の事業費 33,990

宣伝事業費 33,990

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤大輔後援会 勝栄会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 大輔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 1,665,365

前年繰越額 1,665,365

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,665,365

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤ちかこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 千賀子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤照子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 照子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いとう俊明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 俊明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊東秀章後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊東 秀章

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 16,818

前年繰越額 0

本年収入額 16,818

２ 支出総額 16,818

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 16,818

政党匿名分を除く寄附の額 16,818

個人からの寄附 16,818

４ 支出の内訳

経常経費 16,818

備品・消耗品費 15,984

事務所費 834

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤ひとみと碧い地球を守る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 ひとみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 4,984,619

前年繰越額 0

本年収入額 4,984,619

２ 支出総額 4,984,619

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,984,619

政党匿名分を除く寄附の額 4,984,619

個人からの寄附 4,984,619

４ 支出の内訳

政治活動費 4,984,619

寄附・交付金 4,984,619

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊藤 ひとみ 4,984,619 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤まさき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 正樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤正信後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 正信

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤幸秀後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 幸秀

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 10,642

前年繰越額 10,642

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,642

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤陽平後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 陽平

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 118,393

前年繰越額 28,393

本年収入額 90,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 118,393

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 90,000

政党匿名分を除く寄附の額 90,000

個人からの寄附 90,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 稲垣浩後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 稲垣 浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いながわ貴之後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 稲川 貴之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 152,166

前年繰越額 152,166

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 152,166

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 稲城春風の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 榎本 久春

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 9,533

前年繰越額 9,533

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,533

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いなはしゆみ子とはじめの一歩

資金管理団体の届出をした者の氏名 稲橋 裕美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１１日
円

１ 収入総額 2,539,818

前年繰越額 939,818

本年収入額 1,600,000

２ 支出総額 851,759

（翌年への繰越額） 1,688,059

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,600,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,600,000

個人からの寄附 1,600,000
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４ 支出の内訳

経常経費 487,134

人件費 26,338

備品・消耗品費 307,706

事務所費 153,090

政治活動費 364,625

組織活動費 170,515

選挙関係費 5,000

機関紙誌の発行その他の事業費 63,030

宣伝事業費 63,030

調査研究費 96,080

寄附・交付金 30,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

稲橋 裕美子 1,600,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上こういち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井上 幸一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 48,104

前年繰越額 48,104

本年収入額 0

２ 支出総額 6,160

（翌年への繰越額） 41,944

３ 支出の内訳

政治活動費 6,160

機関紙誌の発行その他の事業費 6,160

宣伝事業費 6,160

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上耕志を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井上 耕志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 78,663

前年繰越額 78,663

本年収入額 0

２ 支出総額 49,500

（翌年への繰越額） 29,163

３ 支出の内訳

政治活動費 49,500

機関紙誌の発行その他の事業費 49,500

機関紙誌の発行事業費 49,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上ノエミ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井上 ノエミ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 9,960

前年繰越額 9,960

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,960

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上勇一郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 井上 勇一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 384

前年繰越額 384

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 384

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いのつめまさみを育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 猪爪 まさみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月２０日
円

１ 収入総額 3,364,523

前年繰越額 3,364,523

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,364,523

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 今井ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 今井 洋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 61,946

前年繰越額 61,946

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 61,946

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 入江あゆみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 愛弓

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 522

前年繰越額 522

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 522

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩崎みなこと生き活き会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩崎 美奈子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 5,213,120

前年繰越額 1,206,582

本年収入額 4,006,538

２ 支出総額 3,530,000

（翌年への繰越額） 1,683,120

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,006,528

政党匿名分を除く寄附の額 4,006,528

個人からの寄附 4,006,528

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

政治活動費 3,530,000

寄附・交付金 3,530,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩崎 美奈子 4,006,528 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 イワサと進もう会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩佐 綾子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 271,542

前年繰越額 121,542

本年収入額 150,000

２ 支出総額 49,390

（翌年への繰越額） 222,152

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 支出の内訳

政治活動費 49,390

機関紙誌の発行その他の事業費 49,390

機関紙誌の発行事業費 49,390

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩下純子を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩下 純子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩田かずひと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩田 一仁

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 680,000

前年繰越額 530,000

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 680,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩田ゆうき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩田 祐樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 7,413,283

前年繰越額 3,840,283

本年収入額 3,573,000

２ 支出総額 3,687,884

（翌年への繰越額） 3,725,399

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,500,000

政治団体からの寄附 3,500,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 73,000

グラウンド・ゴルフ大会 73,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,404,407

光熱水費 278,665

備品・消耗品費 525,296

事務所費 1,600,446

政治活動費 1,283,477

組織活動費 52,743

機関紙誌の発行その他の事業費 1,183,075

宣伝事業費 1,105,570

その他の事業費 77,505

調査研究費 47,659

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 3,500,000 八王子市
子市第十支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩田よしかず後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩田 義一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,851,376

前年繰越額 0

本年収入額 1,851,376

２ 支出総額 1,851,376

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,821,045

政党匿名分を除く寄附の額 1,821,045

政治団体からの寄附 1,821,045

その他の収入 30,331

１件 １０万円未満のもの 30,331

４ 支出の内訳

経常経費 367,761

事務所費 367,761

政治活動費 1,483,615

選挙関係費 30,331
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機関紙誌の発行その他の事業費 1,453,284

宣伝事業費 1,453,284

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 1,821,045 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩永ひさかとゆめ・まち会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩永 久佳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 338,183

前年繰越額 338,183

本年収入額 0

２ 支出総額 171,140

（翌年への繰越額） 167,043

３ 支出の内訳

政治活動費 171,140

機関紙誌の発行その他の事業費 171,140

機関紙誌の発行事業費 171,140

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩永やす代と虹色なかま

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩永 康代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 15,952,528

前年繰越額 0

本年収入額 15,952,528

２ 支出総額 15,693,243

（翌年への繰越額） 259,285

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 15,952,520

政党匿名分を除く寄附の額 15,952,520

個人からの寄附 7,752,520

政治団体からの寄附 8,200,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 336,324

事務所費 336,324

政治活動費 15,356,919

組織活動費 545,861

選挙関係費 1,857,883

機関紙誌の発行その他の事業費 5,456,826

機関紙誌の発行事業費 3,398,605

宣伝事業費 2,058,221

寄附・交付金 7,496,349

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩永 康代 7,095,469 国分寺市

苗村 洋子 300,000 小平市

西崎 光子 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京・生活者ネットワ 5,000,000 新宿区
ーク

北多摩二区・生活者ネ 3,000,000 国立市
ットワーク

新・創造フォーラム 100,000 小平市

大河原雅子と湧く湧く 100,000 立川市
会議

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩見大三を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岩見 大三

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 インスパイア東村山の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡部 尚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上田令子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 上田 令子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 4,614,406

前年繰越額 3,077,406

本年収入額 1,537,000

２ 支出総額 3,761,474

（翌年への繰越額） 852,932

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,537,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,537,000

個人からの寄附 1,537,000

４ 支出の内訳

経常経費 134,270

人件費 126,188

備品・消耗品費 8,082

政治活動費 3,627,204

組織活動費 11,754

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,615,450

機関紙誌の発行事業費 925,088

宣伝事業費 1,690,362

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中川 恒司 100,000 杉並区

市川 充 100,000 江戸川区

桜 宗佐 500,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うかい雅彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鵜飼 雅彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 111,215

前年繰越額 111,215

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 111,215

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 牛山正後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 牛山 正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,001,588

前年繰越額 14,082

本年収入額 987,506

２ 支出総額 987,506

（翌年への繰越額） 14,082

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 987,506

政党匿名分を除く寄附の額 987,506

政治団体からの寄附 987,506

４ 支出の内訳

経常経費 1,600

事務所費 1,600

政治活動費 985,906

機関紙誌の発行その他の事業費 985,906

宣伝事業費 985,906

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 987,506 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい愛子を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 臼井 愛子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２６日
円

１ 収入総額 354,659

前年繰越額 0
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本年収入額 354,659

２ 支出総額 354,659

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 354,659

政党匿名分を除く寄附の額 354,659

個人からの寄附 354,659

４ 支出の内訳

経常経費 354,659

光熱水費 14,834

備品・消耗品費 39,525

事務所費 300,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

臼井 愛子 354,659 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい建後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 臼井 建

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 3,045,748

前年繰越額 57,748

本年収入額 2,988,000

２ 支出総額 2,250,360

（翌年への繰越額） 795,388

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,988,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,988,000

個人からの寄附 2,988,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,261,605

光熱水費 16,991

備品・消耗品費 618,694

事務所費 625,920

政治活動費 988,755

組織活動費 3,300

機関紙誌の発行その他の事業費 587,455

機関紙誌の発行事業費 256,520

宣伝事業費 330,935

その他の経費 398,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

臼井 建 1,550,000 あきる野市

臼井 孝 360,000 あきる野市

鶴田 和男 138,000 あきる野市

南澤 敏雄 100,000 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい浩一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 薄井 浩一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 9,546,305

前年繰越額 39,997

本年収入額 9,506,308

２ 支出総額 9,386,005

（翌年への繰越額） 160,300

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,511,308

政党匿名分を除く寄附の額 7,511,308

個人からの寄附 60,000

政治団体からの寄附 7,451,308

機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,860,000

うすい浩一桜花のつどい（政経懇話会） 1,860,000

その他の収入 135,000

１件 １０万円以上のもの 135,000

金銭以外のものによる寄附相当分 135,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,656,496

人件費 422,311

事務所費 5,234,185
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政治活動費 3,729,509

選挙関係費 135,000

機関紙誌の発行その他の事業費 3,594,509

宣伝事業費 1,852,893

政治資金パーティー開催事業費 1,741,616

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党足立総支部 7,451,308 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい伸介後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 臼井 伸介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい民男後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 薄井 民男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内田けんいちろう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 内田 憲一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 167,847

前年繰越額 167,847

本年収入額 0

２ 支出総額 26,136

（翌年への繰越額） 141,711

３ 支出の内訳

経常経費 26,136

事務所費 26,136

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内野大三郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 内野 大三郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 66,077

前年繰越額 66,077

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 66,077

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

内野 経一郎 2,980,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うてな英明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 英明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 49,251

前年繰越額 49,251

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 49,251

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梅田まさみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 梅田 雅美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うらの治光後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 浦野 治光

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
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円
１ 収入総額 4,032,350

前年繰越額 232,350

本年収入額 3,800,000

２ 支出総額 3,836,901

（翌年への繰越額） 195,449

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,800,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,800,000

個人からの寄附 3,800,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,286,901

光熱水費 49,163

備品・消耗品費 43,450

事務所費 3,194,288

政治活動費 550,000

機関紙誌の発行その他の事業費 550,000

宣伝事業費 550,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浦野 治光 3,800,000 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うりう正高後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 瓜生 正高

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 笑顔の東京

資金管理団体の届出をした者の氏名 野副 秀樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 5,835

前年繰越額 0

本年収入額 5,835

２ 支出総額 5,735

（翌年への繰越額） 100

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,835

政党匿名分を除く寄附の額 5,835

個人からの寄附 5,835

４ 支出の内訳

経常経費 5,735

備品・消耗品費 5,418

事務所費 317

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江口ひさみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 江口 寿美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 850,601

前年繰越額 0

本年収入額 850,601

２ 支出総額 850,601

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 850,601

政党匿名分を除く寄附の額 850,601

政治団体からの寄附 850,601

４ 支出の内訳

経常経費 21,397

備品・消耗品費 110

事務所費 21,287

政治活動費 829,204

機関紙誌の発行その他の事業費 829,204

宣伝事業費 829,204

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 850,601 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 えぞえ亮一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 江副 亮一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 962,544

前年繰越額 962,544

本年収入額 0

２ 支出総額 126,000

（翌年への繰越額） 836,544

３ 支出の内訳

政治活動費 126,000

組織活動費 126,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 えのさわ誠後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 榎澤 誠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 21,514

前年繰越額 21,514

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 21,514

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 榎本あゆみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 榎本 あゆみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 611,930

前年繰越額 311,929

本年収入額 300,001

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 611,930

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都総支 300,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 えびさわけいこ「ひまわり会」

資金管理団体の届出をした者の氏名 海老澤 敬子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 955,295

前年繰越額 1,295

本年収入額 954,000

２ 支出総額 830,938

（翌年への繰越額） 124,357

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 954,000
（１７３人）

４ 支出の内訳

経常経費 322,871

備品・消耗品費 47,647

事務所費 275,224

政治活動費 508,067

機関紙誌の発行その他の事業費 508,067

宣伝事業費 508,067

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 遠田むねお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 遠田 宗雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 遠藤源太郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 遠藤 源太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 遠藤まさお励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 遠藤 政雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 25,897

前年繰越額 0

本年収入額 25,897

２ 支出総額 25,897

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 25,897

政党匿名分を除く寄附の額 25,897

政治団体からの寄附 25,897

４ 支出の内訳

政治活動費 25,897

機関紙誌の発行その他の事業費 25,897

宣伝事業費 25,897

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 及川妙子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 及川 妙子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 371,371

前年繰越額 71,371

本年収入額 300,000

２ 支出総額 254,840

（翌年への繰越額） 116,531

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 254,840

組織活動費 13,000

選挙関係費 40,000

機関紙誌の発行その他の事業費 160,840

機関紙誌の発行事業費 125,640

宣伝事業費 35,200

調査研究費 41,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

及川 妙子 300,000 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大泉やすまさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大泉 泰政

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大内しんごの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大内 慎吾

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおきしんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大木 慎一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 228,990

前年繰越額 228,990

本年収入額 0

２ 支出総額 51,230

（翌年への繰越額） 177,760

３ 支出の内訳
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経常経費 45,730

備品・消耗品費 2,150

事務所費 43,580

政治活動費 5,500

機関紙誌の発行その他の事業費 5,500

宣伝事業費 5,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大久保まさよ友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大久保 昌代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 187,522

前年繰越額 0

本年収入額 187,522

２ 支出総額 187,522

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 187,522

政党匿名分を除く寄附の額 187,522

政治団体からの寄附 187,522

４ 支出の内訳

政治活動費 187,522

機関紙誌の発行その他の事業費 187,522

宣伝事業費 187,522

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党西多摩総支部 187,522 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大倉あき子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大倉 朗子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大串ひろやす後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大串 博康

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおこし勝広励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大越 勝広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大沢真一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大澤 真一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大沢じゅんいち励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大澤 純一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 43,722

前年繰越額 0

本年収入額 43,722

２ 支出総額 43,722

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 43,722

政党匿名分を除く寄附の額 43,722

政治団体からの寄附 43,722

４ 支出の内訳

政治活動費 43,722
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機関紙誌の発行その他の事業費 43,722

宣伝事業費 43,722

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大沢たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大澤 敬

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大島ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大嶋 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大島実後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大島 実

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田公弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 太田 公弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田久美子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 太田 久美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 574,926

前年繰越額 574,926

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 574,926

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大竹さよこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大竹 小夜子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおたけ貴恵とエコにこ会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 大嶽 貴恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大田ひろしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大田 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田まさひさ元気塾

資金管理団体の届出をした者の氏名 太田 雅久

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 112,305

前年繰越額 19,305

本年収入額 93,000

２ 支出総額 87,540

（翌年への繰越額） 24,765

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 93,000
（３１人）

４ 支出の内訳

経常経費 87,540

備品・消耗品費 87,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大塚たかあきサポーターズ・クラブ

資金管理団体の届出をした者の氏名 大塚 隆朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月１７日
円

１ 収入総額 2,260,302

前年繰越額 50,302

本年収入額 2,210,000

２ 支出総額 2,196,921

（翌年への繰越額） 63,381

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,210,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,210,000

個人からの寄附 1,210,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 767,697

光熱水費 98,720

備品・消耗品費 215,761

事務所費 453,216

政治活動費 1,429,224

組織活動費 456,879

機関紙誌の発行その他の事業費 972,345

機関紙誌の発行事業費 757,845

宣伝事業費 214,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおつか智和励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大塚 智和

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおつき城一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大槻 城一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大津ひろ子 ネット

資金管理団体の届出をした者の氏名 大津 浩子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月１５日
円

１ 収入総額 4,878,827

前年繰越額 1,778,810

本年収入額 3,100,017

２ 支出総額 4,477,600

（翌年への繰越額） 401,227

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,100,000

個人からの寄附 3,100,000

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

経常経費 2,861,000

人件費 1,400,000

光熱水費 130,000

備品・消耗品費 80,000

事務所費 1,251,000

政治活動費 1,616,600

組織活動費 500,000

選挙関係費 150,000
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機関紙誌の発行その他の事業費 816,600

機関紙誌の発行事業費 398,000

宣伝事業費 418,600

調査研究費 150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大津 浩子 3,000,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大野あつ子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大野 厚子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大野悦子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大野 悦子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大野ゆうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大野 祐司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 175,000

前年繰越額 175,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 175,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大橋たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大橋 武司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大林みつあき励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大林 光昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大場やすのぶ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大場 康宣

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 7,548,507

前年繰越額 364,245

本年収入額 7,184,262

２ 支出総額 4,329,923

（翌年への繰越額） 3,218,584

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,184,262

政党匿名分を除く寄附の額 7,184,262

個人からの寄附 1,727,000

政治団体からの寄附 5,457,262

４ 支出の内訳

経常経費 1,047,323

人件費 360,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 18,323

事務所費 657,000

政治活動費 3,282,600

組織活動費 282,600

選挙関係費 3,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大場 康宣 1,000,000 世田谷区

富田 繁 100,000 世田谷区

大場 泰宣 70,000 世田谷区

齋藤 伸一 80,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都世田 5,457,262 世田谷区
谷区第十九支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大松あきら後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大松 成

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 7,550,104

前年繰越額 0

本年収入額 7,550,104

２ 支出総額 7,550,104

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,550,104

政党匿名分を除く寄附の額 7,550,104

政治団体からの寄附 7,550,104

４ 支出の内訳

経常経費 591,827

備品・消耗品費 149,213

事務所費 442,614

政治活動費 6,958,277

組織活動費 63,800

機関紙誌の発行その他の事業費 6,894,477

宣伝事業費 6,894,477

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北総支部 7,550,104 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大森ゆきこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大森 有希子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 834,909

前年繰越額 279,909

本年収入額 555,000

２ 支出総額 278,200

（翌年への繰越額） 556,709

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 555,000

政党匿名分を除く寄附の額 555,000

個人からの寄附 455,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 278,200

機関紙誌の発行その他の事業費 278,200

宣伝事業費 278,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

武藤 大助 100,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 100,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡崎よしあきを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡崎 義顕

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡田しんぺいと頑張る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡田 慎平

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 300,000

前年繰越額 0
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本年収入額 300,000

２ 支出総額 253,553

（翌年への繰越額） 46,447

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 253,553

機関紙誌の発行その他の事業費 253,553

機関紙誌の発行事業費 135,730

宣伝事業費 117,823

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡田 慎平 300,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡田ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡田 洋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月 ７日
円

１ 収入総額 14,794

前年繰越額 14,794

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 14,794

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡林ひろか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡林 裕佳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,716,051

前年繰越額 0

本年収入額 1,716,051

２ 支出総額 1,716,051

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,710,551

政党匿名分を除く寄附の額 1,710,551

個人からの寄附 1,660,551

政治団体からの寄附 50,000

その他の収入 5,500

１件 １０万円未満のもの 5,500

４ 支出の内訳

経常経費 96,585

備品・消耗品費 15,226

事務所費 81,359

政治活動費 1,619,466

組織活動費 75,860

選挙関係費 5,500

機関紙誌の発行その他の事業費 1,428,106

機関紙誌の発行事業費 282,700

宣伝事業費 1,145,406

その他の経費 110,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡林 裕佳 1,500,551 世田谷区

田淵 正文 110,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡村みきお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡村 幹雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から１１月 ２日

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,298,570

前年繰越額 835,570

本年収入額 463,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,298,570

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 463,000
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政党匿名分を除く寄附の額 463,000

個人からの寄附 463,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小野 佳世子 100,000 武蔵村山市

浜手 順一 300,000 兵庫県加古川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡本のぶ子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡本 宣子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 44,995

前年繰越額 44,995

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 44,995

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡元由美後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡元 由美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡安隆志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡安 隆志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 1,384

前年繰越額 1,384

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,384

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小川 幸治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川たつみ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小川 龍美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沖浦あつし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 沖浦 厚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 914,747

前年繰越額 11,247

本年収入額 903,500

２ 支出総額 352,883

（翌年への繰越額） 561,864

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 903,500

政党匿名分を除く寄附の額 903,500

個人からの寄附 903,500

４ 支出の内訳

政治活動費 352,883

機関紙誌の発行その他の事業費 344,948

機関紙誌の発行事業費 344,948

その他の経費 7,935

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おきの清子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 沖野 清子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沖山仁後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 沖山 仁

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おぎた米蔵後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 荻田 米蔵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 605

前年繰越額 605

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 605

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おぎの稔後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 荻野 稔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日

円
１ 収入総額 429,360

前年繰越額 0

本年収入額 429,360

２ 支出総額 429,360

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 429,360

政党匿名分を除く寄附の額 429,360

個人からの寄附 429,360

４ 支出の内訳

経常経費 300,000

事務所費 300,000

政治活動費 129,360

機関紙誌の発行その他の事業費 129,360

宣伝事業費 129,360

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

荻野 稔 219,360 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥秋利郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 奥秋 利郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日

円
１ 収入総額 12,209

前年繰越額 12,209

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 12,209

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥栄一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 奥 栄一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 33

前年繰越額 33

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おくざわ高広後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 奥澤 高広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 4,106,310

前年繰越額 278,310

本年収入額 3,828,000

２ 支出総額 4,097,474
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（翌年への繰越額） 8,836

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,723,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,723,000

個人からの寄附 3,723,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 105,000

出版記念セミナー 105,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,379,940

人件費 1,381,809

光熱水費 28,362

備品・消耗品費 271,595

事務所費 698,174

政治活動費 1,717,534

組織活動費 1,709,204

調査研究費 8,330

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥澤 高広 1,030,000 町田市

篠原 幸雄 300,000 栃木県佐野市

向井 大輔 100,000 兵庫県神戸市

髙屋 恭子 530,000 品川区

藤田 礼伊奈 80,000 多摩市

池田 龍哉 1,500,000 埼玉県川口市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥田雅子とポレポレ倶楽部

資金管理団体の届出をした者の氏名 奥田 雅子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 5,260,220

前年繰越額 0

本年収入額 5,260,220

２ 支出総額 5,260,220

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,260,220

政党匿名分を除く寄附の額 5,260,220

個人からの寄附 5,260,220

４ 支出の内訳

政治活動費 5,260,220

寄附・交付金 5,260,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥田 雅子 5,260,220 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥村さち子と街づくりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 奥村 幸子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 4,400,001

前年繰越額 0

本年収入額 4,400,001

２ 支出総額 4,400,001

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,400,000

個人からの寄附 4,400,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 4,400,001

寄附・交付金 4,400,001

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥村 幸子 4,400,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥山たえこと杉並を耕す会

資金管理団体の届出をした者の氏名 奥山 妙子
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 111,600

前年繰越額 98,516

本年収入額 13,084

２ 支出総額 111,600

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 13,084

政党匿名分を除く寄附の額 13,084

個人からの寄附 13,084

４ 支出の内訳

政治活動費 111,600

機関紙誌の発行その他の事業費 111,600

機関紙誌の発行事業費 111,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小倉里枝子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小倉 里枝子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 50,391

前年繰越額 50,391

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,391

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おさむら敏明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 長村 敏明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 90,944

前年繰越額 90,944

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 90,944

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 尾崎大介後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 尾崎 大介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 16,168,089

前年繰越額 12,251,589

本年収入額 3,916,500

２ 支出総額 6,503,627

（翌年への繰越額） 9,664,462

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 76,500
（４２人）

寄附の総額 3,840,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,840,000

個人からの寄附 3,165,000

政治団体からの寄附 675,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,738,504

人件費 2,364,730

光熱水費 29,004

備品・消耗品費 623,546

事務所費 721,224

政治活動費 2,765,123

組織活動費 504,353

選挙関係費 2,125,000

機関紙誌の発行その他の事業費 132,000

宣伝事業費 132,000

調査研究費 3,770

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山本 清一 500,000 岐阜県郡上市

尾崎 邦子 500,000 八王子市

緒方 清行 100,000 調布市

尾崎 正道 500,000 八王子市

高木 未乃理 100,000 八王子市

阪本 博良 100,000 大阪府大阪市
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田中 瑛之 100,000 調布市

田村 博 100,000 調布市

大石 和春 100,000 八王子市

渡辺 隆徳 100,000 調布市

園 武友 100,000 調布市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ティグレフォーラム 240,000 新宿区

東京都医師政治連盟調 250,000 調布市
布市支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 尾﨑保夫の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 尾﨑 保夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 1,023,764

前年繰越額 23,764

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 300,000

（翌年への繰越額） 723,764

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

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（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

尾﨑 保夫 1,000,000 東大和市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おざく義明を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 尾作 義明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 117,093

前年繰越額 28,093

本年収入額 89,000

２ 支出総額 56,940

（翌年への繰越額） 60,153

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 39,000

フラワー講習会 39,000

４ 支出の内訳

政治活動費 56,940

組織活動費 10,840

機関紙誌の発行その他の事業費 46,100

その他の事業費 46,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小沢まさや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小澤 昌也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 2,037,010

前年繰越額 2,037,010

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,037,010

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

小澤 昌也 3,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小田切かずのぶ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小田切 和信

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 落合勝利を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 落合 勝利

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おなだか勝後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 尾名髙 勝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 2,150,139

前年繰越額 410,139

本年収入額 1,740,000

２ 支出総額 2,141,360

（翌年への繰越額） 8,779

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,740,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,740,000

個人からの寄附 1,740,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,497,703

人件費 185,000

光熱水費 42,956

備品・消耗品費 131,730

事務所費 1,138,017

政治活動費 643,657

組織活動費 445,657

機関紙誌の発行その他の事業費 198,000

宣伝事業費 198,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

尾名髙 勝 1,740,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野卓也後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小野 卓也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 65,500

前年繰越額 65,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 65,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野寺かつき友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小野寺 克己

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野寺まなぶ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小野寺 学

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野なりこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小野 名利子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野裕次郎応援団

資金管理団体の届出をした者の氏名 小野 裕次郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 215,200

前年繰越額 65,200
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本年収入額 150,000

２ 支出総額 61,768

（翌年への繰越額） 153,432

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 支出の内訳

経常経費 28,809

事務所費 28,809

政治活動費 32,959

組織活動費 30,590

調査研究費 2,369

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おばた和仁後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小幡 和仁

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 2,475,730

前年繰越額 0

本年収入額 2,475,730

２ 支出総額 2,475,730

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,475,730

政党匿名分を除く寄附の額 2,475,730

個人からの寄附 2,475,730

４ 支出の内訳

経常経費 2,377,735

人件費 850,300

光熱水費 71,435

事務所費 1,456,000

政治活動費 97,995

機関紙誌の発行その他の事業費 97,995

機関紙誌の発行事業費 97,995

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小幡 和仁 2,475,730 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おばた勝己励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小幡 勝己

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小美濃安弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小美濃 安弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 6,920

前年繰越額 6,920

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おんじょう由久後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 園城 由久

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かいべとも子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 海部 智子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かくお誠一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 角尾 誠一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,388,504

前年繰越額 0

本年収入額 2,388,504

２ 支出総額 2,388,504

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,359,342

政党匿名分を除く寄附の額 2,359,342

政治団体からの寄附 2,359,342

その他の収入 29,162

１件 １０万円未満のもの 29,162

４ 支出の内訳

経常経費 1,274,576

備品・消耗品費 37,279

事務所費 1,237,297

政治活動費 1,113,928

選挙関係費 29,162

機関紙誌の発行その他の事業費 1,084,766

宣伝事業費 1,084,766

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 2,359,342 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かくら治友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 嘉倉 治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 風間ゆたか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 風間 穣

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 2,489,500

前年繰越額 1,416,000

本年収入額 1,073,500

２ 支出総額 1,940,964

（翌年への繰越額） 548,536

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,073,500

政党匿名分を除く寄附の額 1,073,500

個人からの寄附 1,048,000

政治団体からの寄附 25,500

４ 支出の内訳

経常経費 255,500

備品・消耗品費 158,000

事務所費 97,500

政治活動費 1,685,464

組織活動費 77,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,608,464

宣伝事業費 1,608,464

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 晴吾 100,000 世田谷区

吉田 信解 100,000 埼玉県本庄市

朝倉 良仁 100,000 福岡県福岡市

船橋 力 200,000 Ｓｉｎｇａｐｏｒ
ｅ

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梶井たくた後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 梶井 太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
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円
１ 収入総額 348,817

前年繰越額 0

本年収入額 348,817

２ 支出総額 348,817

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 348,817

政党匿名分を除く寄附の額 348,817

個人からの寄附 294,817

政治団体からの寄附 54,000

４ 支出の内訳

政治活動費 348,817

機関紙誌の発行その他の事業費 348,817

宣伝事業費 348,817

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

梶井 太 264,817 東久留米市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第２ 54,000 東久留米市
０区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梶浦みさこと歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 梶浦 美佐子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かじがや優香後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 梶谷 優香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 602,000

前年繰越額 602,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 602,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かすや稔友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 粕谷 稔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 片谷洋夫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 片谷 洋夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 137,500

前年繰越額 17,731

本年収入額 119,769

２ 支出総額 137,500

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 119,769

政党匿名分を除く寄附の額 119,769

個人からの寄附 119,769

４ 支出の内訳

政治活動費 137,500

機関紙誌の発行その他の事業費 137,500

宣伝事業費 137,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

片谷 茜 119,769 青梅市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 勝亦さとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 勝亦 聡

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 2,543,975
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前年繰越額 0

本年収入額 2,543,975

２ 支出総額 2,275,388

（翌年への繰越額） 268,587

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,543,975

政党匿名分を除く寄附の額 2,543,975

個人からの寄附 900,000

政治団体からの寄附 1,643,975

４ 支出の内訳

経常経費 379,432

事務所費 379,432

政治活動費 1,895,956

組織活動費 14,150

機関紙誌の発行その他の事業費 1,881,806

宣伝事業費 1,881,806

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藤井 一 900,000 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党大田総支部 1,643,975 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤育男後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 育男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年１０月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤たかしと市民のひろば

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 孝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤まさゆき励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 雅之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 1,158,606

前年繰越額 0

本年収入額 1,158,606

２ 支出総額 1,158,606

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,158,606

政党匿名分を除く寄附の額 1,158,606

政治団体からの寄附 1,158,606

４ 支出の内訳

経常経費 96,779

備品・消耗品費 40,835

事務所費 55,944

政治活動費 1,061,827

機関紙誌の発行その他の事業費 1,061,827

宣伝事業費 1,061,827

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党墨田総支部 1,158,606 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤松夫を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 松夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 51,668

前年繰越額 51,668

本年収入額 0

２ 支出総額 13,003

（翌年への繰越額） 38,665

３ 支出の内訳
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経常経費 13,003

備品・消耗品費 13,003

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤良哉後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 良哉

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,000,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 400,859

（翌年への繰越額） 599,141

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 145,560

備品・消耗品費 10,560

事務所費 135,000

政治活動費 255,299

機関紙誌の発行その他の事業費 255,299

機関紙誌の発行事業費 143,594

宣伝事業費 111,705

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かとう涼子とまちづくり広場

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 涼子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 3,380,111

前年繰越額 0

本年収入額 3,380,111

２ 支出総額 3,380,111

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,380,111

政党匿名分を除く寄附の額 3,380,111

個人からの寄附 3,380,111

４ 支出の内訳

政治活動費 3,380,111

寄附・交付金 3,380,111

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
加藤 涼子 3,380,111 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かどくら正子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 門倉 正子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 84,445

前年繰越額 0

本年収入額 84,445

２ 支出総額 84,445

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 84,445

政党匿名分を除く寄附の額 84,445

政治団体からの寄附 84,445

４ 支出の内訳

経常経費 5,375

備品・消耗品費 5,375

政治活動費 79,070

機関紙誌の発行その他の事業費 79,070

宣伝事業費 79,070

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
公明党立川総支部 84,445 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 門脇文良後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 門脇 文良

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 62,037

前年繰越額 62,037

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 62,037

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かない悦子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 金井 悦子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 金井えり子と子どもの笑顔をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 金井 えり子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 5,171,161

前年繰越額 0

本年収入額 5,171,161

２ 支出総額 5,171,161

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,171,161

政党匿名分を除く寄附の額 5,171,161

個人からの寄附 5,171,161

４ 支出の内訳

政治活動費 5,171,161

寄附・交付金 5,171,161

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

金井 えり子 5,171,161 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 金井茂の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 金井 茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１７日
円

１ 収入総額 277,000

前年繰越額 277,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 277,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かのう進励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加納 進

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かまた悦子サポーターズクラブ

資金管理団体の届出をした者の氏名 鎌田 悦子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 2,528,804

前年繰越額 0

本年収入額 2,528,804

２ 支出総額 2,528,804

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,528,804

政党匿名分を除く寄附の額 2,528,804

政治団体からの寄附 2,528,804

４ 支出の内訳

経常経費 523,846
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備品・消耗品費 9,100

事務所費 514,746

政治活動費 2,004,958

機関紙誌の発行その他の事業費 2,004,958

宣伝事業費 2,004,958

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党板橋総支部 2,526,846 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 神尾てるあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 神尾 昭央

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 174,625

前年繰越額 143,625

本年収入額 31,000

２ 支出総額 12,578

（翌年への繰越額） 162,047

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 31,000

政党匿名分を除く寄附の額 31,000

個人からの寄附 31,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,338

備品・消耗品費 4,338

政治活動費 8,240

組織活動費 7,040

調査研究費 1,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上川あやとあしたを紡ぐ会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三浦 礼

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 592,813

前年繰越額 208,813

本年収入額 384,000

２ 支出総額 284,093

（翌年への繰越額） 308,720

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 384,000

政党匿名分を除く寄附の額 384,000

個人からの寄附 384,000

４ 支出の内訳

経常経費 284,093

事務所費 284,093

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 神薗まちこの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 須田 麻智子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 88,319

前年繰越額 0

本年収入額 88,319

２ 支出総額 88,319

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 88,319

政党匿名分を除く寄附の額 88,319

個人からの寄附 88,319

４ 支出の内訳

経常経費 88,319

事務所費 88,319

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

須田 麻智子 88,319 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かみまち弓子と輝く未来を作る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 上町 弓子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ６日
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円
１ 収入総額 255,169

前年繰越額 0

本年収入額 255,169

２ 支出総額 255,169

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 255,169

政党匿名分を除く寄附の額 255,169

個人からの寄附 219,169

政治団体からの寄附 36,000

４ 支出の内訳

政治活動費 255,169

組織活動費 36,000

機関紙誌の発行その他の事業費 219,169

機関紙誌の発行事業費 219,169

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

上町 弓子 219,169 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鴨志田リエ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鴨志田 リエ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日

円
１ 収入総額 33,000

前年繰越額 0

本年収入額 33,000

２ 支出総額 33,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 33,000

政党匿名分を除く寄附の額 33,000

個人からの寄附 33,000

４ 支出の内訳

政治活動費 33,000

機関紙誌の発行その他の事業費 33,000

機関紙誌の発行事業費 33,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河井かずあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河井 一晃

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河合りなとみんなの笑顔をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福島 里奈

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 113,428

前年繰越額 103,428

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 113,428

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川北直人後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川北 直人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 1,345,933

前年繰越額 115,933

本年収入額 1,230,000

２ 支出総額 1,262,340

（翌年への繰越額） 83,593

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 450,000
（９０人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 780,000

区政報告会 780,000
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４ 支出の内訳

経常経費 924,440

光熱水費 97,540

備品・消耗品費 34,260

事務所費 792,640

政治活動費 337,900

組織活動費 289,500

機関紙誌の発行その他の事業費 48,400

政治資金パーティー開催事業費 48,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かわごえ誠一後援会（サポーターズクラブ）

資金管理団体の届出をした者の氏名 川越 誠一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 211,700

前年繰越額 35,000

本年収入額 176,700

２ 支出総額 211,700

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 99,200

政党匿名分を除く寄附の額 99,200

個人からの寄附 21,700

政治団体からの寄附 77,500

借入金 77,500

川越 誠一 77,500

４ 支出の内訳

政治活動費 211,700

機関紙誌の発行その他の事業費 134,200

宣伝事業費 134,200

その他の経費 77,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都総支 77,500 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川瀬さなえを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川瀬 砂奈江

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 130,000

前年繰越額 30,000

本年収入額 100,000

２ 支出総額 120,000

（翌年への繰越額） 10,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 120,000

寄附・交付金 120,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川瀬 砂奈江 100,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川瀬泰徳後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川瀬 泰徳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川名ゆうじと武蔵野を創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川名 雄児

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かわの達男後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 河野 達男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 535,696

前年繰越額 229,696

本年収入額 306,000

２ 支出総額 349,825

（翌年への繰越額） 185,871

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 258,000
（１１５人）

寄附の総額 48,000

政党匿名分を除く寄附の額 48,000

個人からの寄附 48,000

４ 支出の内訳

経常経費 254,005

光熱水費 16,450

備品・消耗品費 31,875

事務所費 205,680

政治活動費 95,820

組織活動費 36,400

機関紙誌の発行その他の事業費 59,420

機関紙誌の発行事業費 59,420

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川原のぶあきを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川原 伸昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 5,720

前年繰越額 0

本年収入額 5,720

２ 支出総額 5,720

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,720

政党匿名分を除く寄附の額 5,720

政治団体からの寄附 5,720

４ 支出の内訳

政治活動費 5,720

機関紙誌の発行その他の事業費 5,720

宣伝事業費 5,720

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河原ひろあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河原 弘明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,870

前年繰越額 1,870

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,870

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川畑英樹を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川畑 英樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 141,786

前年繰越額 1,786

本年収入額 140,000

２ 支出総額 135,549

（翌年への繰越額） 6,237

３ 本年収入の内訳

借入金 140,000

川畑 英樹 140,000

４ 支出の内訳

経常経費 91,869

備品・消耗品費 91,869

政治活動費 43,680

組織活動費 31,000

機関紙誌の発行その他の事業費 11,000

宣伝事業費 11,000

調査研究費 1,680

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 河端ゆきみ応援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 平光 ゆきみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,104,640

前年繰越額 0

本年収入額 1,104,640

２ 支出総額 1,104,640

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,104,640

政党匿名分を除く寄附の額 1,104,640

個人からの寄附 304,640

政治団体からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,104,640

機関紙誌の発行その他の事業費 1,104,640

機関紙誌の発行事業費 230,500

宣伝事業費 874,140

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平光 ゆきみ 304,640 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都第十 800,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川松真一朗後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川松 真一朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 2,120,908

前年繰越額 230,908

本年収入額 1,890,000

２ 支出総額 1,859,743

（翌年への繰越額） 261,165

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,890,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,890,000

個人からの寄附 1,890,000

４ 支出の内訳

経常経費 688,669

備品・消耗品費 274,144

事務所費 414,525

政治活動費 1,171,074

組織活動費 260,002

機関紙誌の発行その他の事業費 911,072

宣伝事業費 911,072

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

寺崎 秀嗣 1,500,000 福岡県朝倉郡筑前
町

廣田 健史 120,000 墨田区

宮下 正治 150,000 江東区

川村 功 120,000 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河村孝後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河村 孝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,608,520

前年繰越額 8,520

本年収入額 1,600,000

２ 支出総額 1,334,067

（翌年への繰越額） 274,453

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,600,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,600,000

個人からの寄附 1,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 74,067

事務所費 74,067

政治活動費 1,260,000
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寄附・交付金 60,000

その他の経費 1,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石川 良一 1,200,000 三鷹市

上杉 克 300,000 三鷹市

山本 浩司 100,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河村文夫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河村 文夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 1,417,236

前年繰越額 1,417,224

本年収入額 12

２ 支出総額 97,658

（翌年への繰越額） 1,319,578

３ 本年収入の内訳

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

政治活動費 97,658

組織活動費 97,658

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川村幹を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川村 幹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 82,123

前年繰越額 2,123

本年収入額 80,000

２ 支出総額 66,800

（翌年への繰越額） 15,323

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 80,000
（１０人）

４ 支出の内訳

経常経費 35,800

光熱水費 14,800

備品・消耗品費 21,000

政治活動費 31,000

組織活動費 28,000

調査研究費 3,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河村みどり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河村 みどり

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川原口ひろゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川原口 宏之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川脇としのり友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川脇 敏徳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 11,106

前年繰越額 11,106

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,106

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かんの弘一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 菅野 弘一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
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円
１ 収入総額 1,235,005

前年繰越額 235,005

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 580,480

（翌年への繰越額） 654,525

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 19,280

備品・消耗品費 19,280

政治活動費 561,200

組織活動費 269,700

機関紙誌の発行その他の事業費 291,500

宣伝事業費 291,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都港区 1,000,000 港区
第十七支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 がんばれ！しまざき英治の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 嶋﨑 英治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 26,063

前年繰越額 6,063

本年収入額 20,000

２ 支出総額 7,000

（翌年への繰越額） 19,063

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（２０人）

４ 支出の内訳

経常経費 7,000

備品・消耗品費 7,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木内清後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木内 清

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菊地秀信励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 菊地 秀信

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菊地正彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 菊地 正彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 32,750

前年繰越額 32,750

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,750

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

菊地 正彦 1,200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木崎剛後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木﨑 剛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 174,111

前年繰越額 174,111

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 174,111

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岸田てつはる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岸田 哲治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 618,725

前年繰越額 9,725

本年収入額 609,000

２ 支出総額 585,045

（翌年への繰越額） 33,680

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,000
（３３人）

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 585,045

組織活動費 585,045

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岸田 哲治 600,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岸田正義と歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岸田 正義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,039,940

前年繰越額 154,940

本年収入額 885,000

２ 支出総額 973,758

（翌年への繰越額） 66,182

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 885,000

政党匿名分を除く寄附の額 885,000

個人からの寄附 585,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 973,758

選挙関係費 43,000

機関紙誌の発行その他の事業費 930,758

機関紙誌の発行事業費 274,058

宣伝事業費 656,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

橘 民義 100,000 三鷹市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 300,000 武蔵野市
８区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岸田めぐみと生き活き会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 岸田 恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 4,521,267

前年繰越額 728,943

本年収入額 3,792,324

２ 支出総額 3,320,000

（翌年への繰越額） 1,201,267

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,792,319

政党匿名分を除く寄附の額 3,792,319

個人からの寄附 3,792,319

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

政治活動費 3,320,000

寄附・交付金 3,320,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
岸田 恵 3,792,319 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木島崇励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木島 崇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 147,400

前年繰越額 0

本年収入額 147,400

２ 支出総額 147,400

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 147,400

政党匿名分を除く寄附の額 147,400

政治団体からの寄附 147,400

４ 支出の内訳

政治活動費 147,400

機関紙誌の発行その他の事業費 147,400

宣伝事業費 147,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第二総支 147,400 国立市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北あきのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 北 明範

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北口つよし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 北口 剛士

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 6,964,292

前年繰越額 0

本年収入額 6,964,292

２ 支出総額 6,964,292

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,709,292

政党匿名分を除く寄附の額 6,709,292

政治団体からの寄附 6,709,292

その他の収入 255,000

１件 １０万円未満のもの 90,000

１件 １０万円以上のもの 165,000

敷金返還 165,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,327,730

光熱水費 18,454

備品・消耗品費 48,040

事務所費 2,261,236

政治活動費 4,636,562

選挙関係費 90,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,414,562

宣伝事業費 4,414,562

寄附・交付金 132,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 6,709,292 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北島としあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 北島 敏昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きだあやとはつらつ会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 木田 彩

464 ページ



資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 4,687,732

前年繰越額 0

本年収入額 4,687,732

２ 支出総額 4,687,732

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,687,732

政党匿名分を除く寄附の額 4,687,732

個人からの寄附 4,687,732

４ 支出の内訳

政治活動費 4,687,732

寄附・交付金 4,687,732

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木田 彩 4,687,732 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きどおか秀彦と市民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木戸岡 秀彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 29,700

前年繰越額 0

本年収入額 29,700

２ 支出総額 29,700

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 29,700

政党匿名分を除く寄附の額 29,700

政治団体からの寄附 29,700

４ 支出の内訳

政治活動費 29,700

機関紙誌の発行その他の事業費 29,700

宣伝事業費 29,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木下ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木下 広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木下やすことたんぽぽ会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 木下 安子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日

円
１ 収入総額 4,511,758

前年繰越額 0

本年収入額 4,511,758

２ 支出総額 4,511,758

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,511,756

政党匿名分を除く寄附の額 4,511,756

個人からの寄附 4,511,756

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

政治活動費 4,511,758

寄附・交付金 4,511,758

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木下 安子 4,511,756 調布市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木下泰之をほっとかない会（木下やすゆき後援会
）

資金管理団体の届出をした者の氏名 木下 泰之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 3,357,212
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前年繰越額 3,357,212

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,357,212

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 君塚ひろふみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 君塚 裕史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月 ４日
円

１ 収入総額 115,429

前年繰越額 115,429

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 115,429

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きみと歩こう！きみがき圭子の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 君垣 圭子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 4,712,138

前年繰越額 0

本年収入額 4,712,138

２ 支出総額 4,712,138

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,712,138

政党匿名分を除く寄附の額 4,712,138

個人からの寄附 4,712,138

４ 支出の内訳

政治活動費 4,712,138

寄附・交付金 4,712,138

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

君垣 圭子 4,712,138 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村いさお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木村 徳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 541,671

前年繰越額 520,671

本年収入額 21,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 541,671

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,000
（９人）

寄附の総額 12,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,000

個人からの寄附 12,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村広一励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木村 広一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村基成後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木村 基成

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 4,807,542

前年繰越額 132,542

本年収入額 4,675,000

２ 支出総額 4,800,000

（翌年への繰越額） 7,542

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,675,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,675,000

個人からの寄附 4,675,000

４ 支出の内訳
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政治活動費 4,800,000

選挙関係費 2,000,000

寄附・交付金 2,800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 一美 1,100,000 小金井市

木村 基成 3,400,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村やすえ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木村 靖江

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木目田英男後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木目田 英男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１２日
円

１ 収入総額 1,409,268

前年繰越額 1,409,268

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,409,268

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木もとひろゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木本 広行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清瀬みどりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渋谷 金太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 56,392

前年繰越額 56,392

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 56,392

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桐木優の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 桐木 優

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,588,337

前年繰越額 1,588,337

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 672,524

（翌年への繰越額） 1,915,813

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 672,524

機関紙誌の発行その他の事業費 672,524

機関紙誌の発行事業費 672,524

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

桐木 優 1,000,000 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 銀川ゆい子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 銀川 裕依子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 66,638

前年繰越額 33,634

本年収入額 33,004
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 66,638

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 33,000

政党匿名分を除く寄附の額 33,000

個人からの寄附 33,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 久家しげる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 久家 繁

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くさかべ広志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 日下部 広志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 串田金八後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 串田 金八

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くじらい実後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鯨井 実

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 656,742

前年繰越額 656,742

本年収入額 0

２ 支出総額 154,863

（翌年への繰越額） 501,879

３ 支出の内訳

経常経費 154,863

備品・消耗品費 123,475

事務所費 31,388

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くにえだ正人後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 國枝 正人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日

円
１ 収入総額 250,000

前年繰越額 250,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くぼいひろみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 久保井 博美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くぼた知子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 窪田 知子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 窪田美幸後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 窪田 美幸

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
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円
１ 収入総額 30,075

前年繰越額 30,075

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,075

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 窪田龍一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 窪田 龍一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 久保りか励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 久保 里香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くまき貞一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 熊木 貞一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くまきとしみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 熊木 敏己

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 171,011

前年繰越額 171,011

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 171,011

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 熊崎みどり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 熊崎 碧

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 405,750

前年繰越額 405,750

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 405,750

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

熊﨑 碧 4,920,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 熊沢あやり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 熊澤 礼里

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 42,479

前年繰越額 42,479

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 42,479

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区民と岸大介の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河村 大介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 4,131,076

前年繰越額 4,066,076

本年収入額 65,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,131,076

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 65,000
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政党匿名分を除く寄附の額 65,000

個人からの寄附 65,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 倉田れいか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宇田川 麗華

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 34,200

前年繰越額 34,200

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 栗原佑卓後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 栗原 佑卓

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 栗林ひさゆきを育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 栗林 寿行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日

円
１ 収入総額 185,009

前年繰越額 185,009

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 185,009

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 栗山よしじの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 栗山 芳士

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 49,706

前年繰越額 49,706

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 49,706

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くりや順彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 栗谷 順彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 久留米ハートネット

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮川 豊史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くわしま耕太郎連合後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 桑島 耕太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桑原りさとグループみらい設計

資金管理団体の届出をした者の氏名 桑原 理佐

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 圭太会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 西澤 圭太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 4,406,008

前年繰越額 78,823

本年収入額 4,327,185

２ 支出総額 4,217,623

（翌年への繰越額） 188,385

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,327,181

政党匿名分を除く寄附の額 4,327,181

個人からの寄附 3,727,181

政治団体からの寄附 600,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 1,808,009

人件費 761,266

光熱水費 36,346

備品・消耗品費 194,557

事務所費 815,840

政治活動費 2,409,614

組織活動費 661,686

機関紙誌の発行その他の事業費 1,717,884

機関紙誌の発行事業費 264,812

宣伝事業費 1,453,072

調査研究費 1,520

その他の経費 28,524

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

緒方 和子 70,000 中野区

秋元 一夫 500,000 中野区

各務 肇 60,000 中野区

小俣 一郎 100,000 小平市

土屋 剛一 100,000 中野区

鈴木 孝 100,000 豊島区

西澤 圭太 1,400,000 中野区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会民主躍進の会 600,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 けいの信一励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 慶野 信一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 6,431,185

前年繰越額 0

本年収入額 6,431,185

２ 支出総額 6,431,185

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,341,185

政党匿名分を除く寄附の額 6,341,185

政治団体からの寄附 6,341,185

その他の収入 90,000

１件 １０万円未満のもの 90,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,276,285

人件費 678,155

備品・消耗品費 161,688

事務所費 1,436,442

政治活動費 4,154,900

選挙関係費 90,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,064,900

宣伝事業費 4,064,900

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党荒川総支部 6,341,185 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 健友政経研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 濱野 健
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 1,073,694

前年繰越額 73,694

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 800,000

（翌年への繰越額） 273,694

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 800,000

寄附・交付金 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

濱野 健 1,000,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小泉ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小泉 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 3,542

前年繰越額 3,255

本年収入額 287

２ 支出総額 3,542

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 287

政党匿名分を除く寄附の額 287

個人からの寄附 287

４ 支出の内訳

政治活動費 3,542

機関紙誌の発行その他の事業費 3,542

宣伝事業費 3,542

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こいそ善彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小磯 善彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,976,481

前年繰越額 1,326,507

本年収入額 4,649,974

２ 支出総額 5,417,264

（翌年への繰越額） 559,217

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,551,000
（７０人）

寄附の総額 3,098,966

政党匿名分を除く寄附の額 3,098,966

個人からの寄附 490,000

政治団体からの寄附 2,608,966

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 2,640,372

人件費 1,154,655

光熱水費 58,926

備品・消耗品費 527,711

事務所費 899,080

政治活動費 2,776,892

組織活動費 506,834

機関紙誌の発行その他の事業費 2,270,058

宣伝事業費 2,270,058

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党町田総支部 2,608,966 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こうい伸二励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鴻井 伸二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高口ようこ×ねりまなびＰｒｏｊｅｃｔ

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙口 陽子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 1,891,000

前年繰越額 1,860,000

本年収入額 31,000

２ 支出総額 46,508

（翌年への繰越額） 1,844,492

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 31,000

政党匿名分を除く寄附の額 31,000

個人からの寄附 31,000

４ 支出の内訳

政治活動費 46,508

機関紙誌の発行その他の事業費 46,508

宣伝事業費 46,508

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こうざい貴弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 香西 貴弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宏志会

資金管理団体の届出をした者の氏名 湯佐 吉宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 甲田ゆり子の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 甲田 百合子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こうのきよふみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河野 清史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河野じゅんのすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河野 純之佐

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 430,000

前年繰越額 0

本年収入額 430,000

２ 支出総額 430,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 350,000

政党匿名分を除く寄附の額 350,000

政治団体からの寄附 350,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 80,000

区政報告会 80,000

４ 支出の内訳

経常経費 80,000

備品・消耗品費 80,000

政治活動費 350,000

組織活動費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 150,000

機関紙誌の発行事業費 70,000

その他の事業費 80,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

台東明正懇話会 350,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河野としひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河野 俊弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 851,012

前年繰越額 851,012

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 851,012

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河野ゆうき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河野 雄紀

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,546,154

前年繰越額 346,154

本年収入額 1,200,000

２ 支出総額 1,495,062

（翌年への繰越額） 51,092

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

政治団体からの寄附 1,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,068,312

光熱水費 169,876

備品・消耗品費 115,936

事務所費 782,500

政治活動費 426,750

機関紙誌の発行その他の事業費 426,750

宣伝事業費 426,750

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都板橋 1,200,000 板橋区
区第二十四支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河野ようすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 河野 庸介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小枝すみ子と歩く会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小枝 寿美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 776,347

前年繰越額 376,347

本年収入額 400,000

２ 支出総額 230,853

（翌年への繰越額） 545,494

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

経常経費 171,646

人件費 150,000

備品・消耗品費 21,646

政治活動費 59,207

機関紙誌の発行その他の事業費 59,207

宣伝事業費 59,207

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小枝 寿美子 400,000 千代田区
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小金井の未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西岡 真一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,960,044

前年繰越額 200,044

本年収入額 1,760,000

２ 支出総額 1,669,082

（翌年への繰越額） 290,962

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,760,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,760,000

個人からの寄附 1,760,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,151,017

光熱水費 56,955

備品・消耗品費 657

事務所費 1,093,405

政治活動費 518,065

組織活動費 13,000

機関紙誌の発行その他の事業費 505,065

機関紙誌の発行事業費 505,065

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西岡 真一郎 1,760,000 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小口としあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小口 俊明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小坂英二後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小坂 英二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 90,015

前年繰越額 40,015

本年収入額 50,000

２ 支出総額 35,700

（翌年への繰越額） 54,315

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 35,700

組織活動費 35,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小坂まさ代とミモザの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小坂 昌代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 2,297,657

前年繰越額 0

本年収入額 2,297,657

２ 支出総額 2,297,657

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,297,657

政党匿名分を除く寄附の額 2,297,657

個人からの寄附 2,297,657

４ 支出の内訳

政治活動費 2,297,657

選挙関係費 844,236

寄附・交付金 1,453,421

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
小坂 昌代 2,297,657 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小坂よしひさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小坂 義久

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小島かずよし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小嶋 和芳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こじまひではる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小嶋 秀治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月１４日
円

１ 収入総額 120,000

前年繰越額 120,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 120,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 湖城のぶこ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 湖城 宣子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古城まさおにエールを送る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 古城 将夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 8,422,100

前年繰越額 0

本年収入額 8,422,100

２ 支出総額 8,422,100

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,422,100

政党匿名分を除く寄附の額 8,422,100

政治団体からの寄附 8,422,100

４ 支出の内訳

経常経費 2,191,885

備品・消耗品費 66,779

事務所費 2,125,106

政治活動費 6,230,215

機関紙誌の発行その他の事業費 6,230,215

宣伝事業費 6,230,215

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党新宿総支部 8,422,100 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こすげ千保子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小菅 千保子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こでら智夫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小寺 智夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 子供の未来を考える会市川佳樹後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 市川 佳樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小西みかと花みずきの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小西 美香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 3,985,314

前年繰越額 0

本年収入額 3,985,314

２ 支出総額 3,985,314

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,985,309

政党匿名分を除く寄附の額 3,985,309

個人からの寄附 3,985,309

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

政治活動費 3,985,314

寄附・交付金 3,985,314

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小西 美香 3,985,309 清瀬市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こはまかおるとそらいろノート

資金管理団体の届出をした者の氏名 古濱 薫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 3,382,520

前年繰越額 0

本年収入額 3,382,520

２ 支出総額 3,382,520

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,382,520

政党匿名分を除く寄附の額 3,382,520

個人からの寄附 3,382,520

４ 支出の内訳

政治活動費 3,382,520

寄附・交付金 3,382,520

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古濱 薫 3,382,520 国立市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林市之友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 市之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 171,122

前年繰越額 0

本年収入額 171,122

２ 支出総額 171,122

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 171,122

政党匿名分を除く寄附の額 171,122

政治団体からの寄附 171,122

４ 支出の内訳

経常経費 220

事務所費 220

政治活動費 170,902

機関紙誌の発行その他の事業費 170,902

宣伝事業費 170,902

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第三総支 171,122 調布市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林健二後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 健二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,290,853

前年繰越額 50,001

本年収入額 2,240,852

２ 支出総額 2,289,592

（翌年への繰越額） 1,261

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,105,852

政党匿名分を除く寄附の額 2,105,852

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 2,095,852

その他の収入 135,000

１件 １０万円以上のもの 135,000

金銭以外のものによる寄附相当分 135,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,257,388

光熱水費 14,071

備品・消耗品費 25,132

事務所費 1,218,185

政治活動費 1,032,204

組織活動費 32,676

選挙関係費 135,000

機関紙誌の発行その他の事業費 864,528

宣伝事業費 864,528

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党練馬総支部 2,095,852 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 浩司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ぜんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 善一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ひとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 等

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 3,434,438

前年繰越額 91,380

本年収入額 3,343,058

２ 支出総額 3,434,438

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,343,058

政党匿名分を除く寄附の額 3,343,058

個人からの寄附 3,343,058

４ 支出の内訳

政治活動費 3,434,438

機関紙誌の発行その他の事業費 3,434,438

宣伝事業費 3,434,438

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 等 3,343,058 葛飾区

６ 資産の内訳

借入金
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（借入先） （借入残高）
円

小林 等 7,825,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林まさき励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 正樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 250,113

前年繰越額 0

本年収入額 250,113

２ 支出総額 250,113

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 250,113

政党匿名分を除く寄附の額 250,113

政治団体からの寄附 250,113

４ 支出の内訳

政治活動費 250,113

機関紙誌の発行その他の事業費 250,113

宣伝事業費 250,113

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第二総支 250,113 国立市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林まさよし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 正能

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 40,000

前年繰越額 0

本年収入額 40,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 40,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林やすお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 泰夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ゆみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡辺 優美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,854,011

前年繰越額 1,854,011

本年収入額 0

２ 支出総額 89,741

（翌年への繰越額） 1,764,270

３ 支出の内訳

経常経費 89,741

備品・消耗品費 89,741

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林洋子を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 洋子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 435,000

前年繰越額 0

本年収入額 435,000

２ 支出総額 377,300

（翌年への繰越額） 57,700

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 435,000

政党匿名分を除く寄附の額 435,000

個人からの寄附 435,000
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４ 支出の内訳

経常経費 25,300

備品・消耗品費 25,300

政治活動費 352,000

機関紙誌の発行その他の事業費 352,000

機関紙誌の発行事業費 352,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 洋子 200,000 小平市

小俣 一郎 100,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こまざき高行励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 駒﨑 高行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こまざき美紀後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 駒崎 美紀

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 3,719,051

前年繰越額 694,051

本年収入額 3,025,000

２ 支出総額 3,491,393

（翌年への繰越額） 227,658

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,025,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,025,000

個人からの寄附 3,025,000

４ 支出の内訳

経常経費 434,146

人件費 291,918

備品・消耗品費 45,068

事務所費 97,160

政治活動費 3,057,247

機関紙誌の発行その他の事業費 3,057,247

機関紙誌の発行事業費 1,694,254

宣伝事業費 1,362,993

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

駒崎 美紀 3,000,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小松久子とキラリ☆市民倶楽部

資金管理団体の届出をした者の氏名 小松 久子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 4,733,007

前年繰越額 0

本年収入額 4,733,007

２ 支出総額 4,733,007

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,733,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,733,000

個人からの寄附 233,000

政治団体からの寄附 4,500,000

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 84,700

事務所費 84,700

政治活動費 4,648,307

組織活動費 103,950

機関紙誌の発行その他の事業費 4,180,732

機関紙誌の発行事業費 1,024,425

宣伝事業費 3,156,307

寄附・交付金 363,625

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小松 久子 233,000 杉並区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

杉並・生活者ネットワ 4,500,000 杉並区
ーク

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小峰よしえ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小峰 由枝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小山くにひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小山 有彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 20,472,213

前年繰越額 3,570,213

本年収入額 16,902,000

２ 支出総額 12,529,023

（翌年への繰越額） 7,943,190

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 13,042,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,042,000

個人からの寄附 6,162,000

政治団体からの寄附 6,880,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,860,000

後援会セミナー（計１２回） 3,860,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,204,026

光熱水費 199,273

備品・消耗品費 1,053,817

事務所費 1,950,936

政治活動費 9,324,997

組織活動費 5,598,701

機関紙誌の発行その他の事業費 3,666,296

宣伝事業費 3,666,296

寄附・交付金 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

塚原 哲 200,000 府中市

佐藤 伸 100,000 府中市

阿部 弘之 110,000 府中市

大内 勝美 60,000 府中市

谷原 誠 500,000 千代田区

梅田 裕真 1,500,000 渋谷区

峯澤 克之 1,200,000 府中市

村野 誠一郎 60,000 八王子市

尾崎 正一 400,000 府中市

青山 300,000 中野区

猿渡 昌盛 100,000 府中市

河口 暎雄 100,000 府中市

松島 敏郎 60,000 立川市

尾崎 房子 100,000 府中市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

府中から東京の未来を 6,000,000 府中市
創る

東京都府中市歯科医師 100,000 府中市
政治連盟

新しい政治をつくる会 500,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小山たつや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小山 達也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,100,349

前年繰越額 2,400

本年収入額 1,097,949

２ 支出総額 1,097,949

（翌年への繰越額） 2,400

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 1,097,949

政党匿名分を除く寄附の額 1,097,949

政治団体からの寄附 1,097,949

４ 支出の内訳

経常経費 16,958

備品・消耗品費 374

事務所費 16,584

政治活動費 1,080,991

機関紙誌の発行その他の事業費 1,080,991

宣伝事業費 1,080,991

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 1,097,949 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近藤じゅん子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 近藤 順子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近藤まさ子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 近藤 暢子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近藤みつのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 近藤 光則

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 金野孝子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 金野 孝子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 160

前年繰越額 160

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 160

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 後藤ゆう子とおひさま会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 後藤 優子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 4,107,593

前年繰越額 0

本年収入額 4,107,593

２ 支出総額 4,107,593

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,107,593

政党匿名分を除く寄附の額 4,107,593

個人からの寄附 4,107,593

４ 支出の内訳

政治活動費 4,107,593

寄附・交付金 4,107,593

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

後藤 優子 4,107,593 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ごま浩後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 五間 浩
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 97,500

前年繰越額 97,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 97,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西園寺みきことまんまる市民会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 西園寺 美希子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 4,145,372

前年繰越額 372

本年収入額 4,145,000

２ 支出総額 4,145,210

（翌年への繰越額） 162

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,145,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,145,000

個人からの寄附 4,145,000

４ 支出の内訳

経常経費 102,100

人件費 102,100

政治活動費 4,043,110

寄附・交付金 4,043,110

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西園寺 美希子 4,145,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤あき子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 昌子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤あつしと頑張る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 敦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 708

前年繰越額 708

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 708

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤かつひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 勝広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さいとうたかあきと頑張る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 貴亮

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 173

前年繰越額 173

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 173

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 斉藤 猛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 11,961,000

前年繰越額 11,960,904

本年収入額 96
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２ 支出総額 230,000

（翌年への繰越額） 11,731,000

３ 本年収入の内訳

その他の収入 96

１件 １０万円未満のもの 96

４ 支出の内訳

政治活動費 230,000

寄附・交付金 230,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤つばさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齊藤 翼

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さいとう実後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 斉藤 実

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,515,392

前年繰越額 1,249,392

本年収入額 266,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,515,392

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 266,000

政党匿名分を除く寄附の額 266,000

政治団体からの寄附 266,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 210,000 千代田区

立憲民主党東京都第２ 56,000 東久留米市
０区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤やすおと小金井を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 康夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤ゆり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 百合

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 121,308

前年繰越額 100,308

本年収入額 21,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 121,308

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,000
（３人）

寄附の総額 18,000

政党匿名分を除く寄附の額 18,000

個人からの寄附 18,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤りえ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 斉藤 里恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年１０月 ３日
円

１ 収入総額 7,884,868

前年繰越額 572,868

本年収入額 7,312,000

２ 支出総額 7,856,235

（翌年への繰越額） 28,633

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,312,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,312,000

個人からの寄附 742,000

政治団体からの寄附 6,570,000

４ 支出の内訳
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経常経費 5,577,657

人件費 4,320,404

光熱水費 65,433

備品・消耗品費 452,286

事務所費 739,534

政治活動費 2,278,578

組織活動費 321,021

機関紙誌の発行その他の事業費 1,864,607

宣伝事業費 1,864,607

寄附・交付金 92,950

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

斉藤 里恵 600,000 北区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自治体アカデミー東京 3,500,000 品川区

立憲民主党東京都総支 3,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤れいな後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤田 礼伊奈

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 2,675,376

前年繰越額 0

本年収入額 2,675,376

２ 支出総額 2,675,376

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,675,376

政党匿名分を除く寄附の額 2,675,376

個人からの寄附 2,473,620

政治団体からの寄附 201,756

４ 支出の内訳

経常経費 440,456

人件費 269,735

光熱水費 9,072

事務所費 161,649

政治活動費 2,234,920

機関紙誌の発行その他の事業費 2,234,920

宣伝事業費 2,234,920

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井上 智美 500,000 調布市

古川 友貴一 100,000 調布市

藤田 礼伊奈 1,863,620 渋谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

大河原雅子と湧く湧く 100,000 立川市
会議

無所属 東京みらい 66,756 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さかい妙子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 酒井 妙子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 酒井たくや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 酒井 也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 酒井大史後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 酒井 大史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 3,735,339

前年繰越額 2,235,333

本年収入額 1,500,006

２ 支出総額 1,093,935
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（翌年への繰越額） 2,641,404

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,000
（５人）

寄附の総額 1,495,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,495,000

個人からの寄附 1,155,000

政治団体からの寄附 340,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 256,894

人件費 97,350

備品・消耗品費 47,276

事務所費 112,268

政治活動費 837,041

組織活動費 167,129

選挙関係費 550,412

機関紙誌の発行その他の事業費 99,500

宣伝事業費 99,500

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

塩安 佳樹 200,000 立川市

永田 英美 200,000 立川市

川上 弘 60,000 立川市

長田 宇功 100,000 青梅市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

大河原雅子と湧く湧く 100,000 立川市
会議

東京都医師政治連盟立 100,000 立川市
川支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 酒井菜摘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 酒井 菜摘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ３日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂口かつや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 坂口 勝也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂場正岳後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 坂場 正岳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 670,000

前年繰越額 670,000

本年収入額 0

２ 支出総額 670,000

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

政治活動費 670,000

寄附・交付金 670,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さかまき常行を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 坂巻 常行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂本あずまお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 坂本 東生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 788,283

前年繰越額 188,283

本年収入額 600,000

２ 支出総額 663,908

（翌年への繰越額） 124,375

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

政治団体からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 548,908

人件費 60,000

備品・消耗品費 223,908

事務所費 265,000

政治活動費 115,000

組織活動費 115,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都板橋 600,000 板橋区
区第二十八支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さがなおあきと国を良くする会

資金管理団体の届出をした者の氏名 嵯峨 直明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 122,699

前年繰越額 0

本年収入額 122,699

２ 支出総額 122,699

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 122,699

政党匿名分を除く寄附の額 122,699

個人からの寄附 122,699

４ 支出の内訳

政治活動費 122,699

機関紙誌の発行その他の事業費 122,699

宣伝事業費 122,699

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

嵯峨 直明 122,699 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 﨑山知尚後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 﨑山 知尚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 198,516

前年繰越額 198,516

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 198,516

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桜井純子とコスモスの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 桜井 純子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 1,339,125

前年繰越額 241,323

本年収入額 1,097,802

２ 支出総額 979,160

（翌年への繰越額） 359,965

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 174,000
（７７人）

寄附の総額 735,500

政党匿名分を除く寄附の額 735,500

個人からの寄附 735,500
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機関紙誌の発行その他の事業による収入 187,500

コスモス寄席 187,500

その他の収入 802

１件 １０万円未満のもの 802

４ 支出の内訳

経常経費 576,277

光熱水費 20,156

備品・消耗品費 167,258

事務所費 388,863

政治活動費 402,883

組織活動費 86,094

機関紙誌の発行その他の事業費 314,809

宣伝事業費 217,200

その他の事業費 97,609

その他の経費 1,980

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

桜井 純子 360,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桜井ただし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 桜井 正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日

円
１ 収入総額 22,050

前年繰越額 22,050

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,050

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐々木たかし友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐々木 貴史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐々木としたか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐々木 俊隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 2,666,098

前年繰越額 0

本年収入額 2,666,098

２ 支出総額 2,666,098

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 874,400
（１２３人）

寄附の総額 1,561,698

政党匿名分を除く寄附の額 1,561,698

個人からの寄附 261,698

政治団体からの寄附 1,300,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 230,000

後援会だより広告費 230,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,508,764

人件費 900,000

光熱水費 10,510

備品・消耗品費 117,239

事務所費 481,015

政治活動費 1,157,334

組織活動費 446,800

機関紙誌の発行その他の事業費 710,534

宣伝事業費 710,534

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都板橋 1,300,000 板橋区
区第十支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐々木浩を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐々木 浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 3,039

前年繰越額 3,039

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,039

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐々木まさひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐々木 雅彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 27,604

本年収入額 2,396

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,396

政党匿名分を除く寄附の額 2,396

個人からの寄附 2,396

４ 支出の内訳

政治活動費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 30,000

宣伝事業費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐々木ゆういち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐々木 勇一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 笹間芳彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 笹間 芳彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 286,907

前年繰越額 286,907

本年収入額 0

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 266,907

３ 支出の内訳

政治活動費 20,000

寄附・交付金 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 笹本由紀子とささの葉の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 笹本 由紀子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 4,925

前年繰越額 4,925

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,925

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐竹としこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐竹 敏子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐竹やすひこを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐竹 康彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤あつしサポーターズ

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 篤

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さとう悦子とはつらつ市民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 悦子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 3,964,335

前年繰越額 0

本年収入額 3,964,335

２ 支出総額 3,964,335

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,964,335

政党匿名分を除く寄附の額 3,964,335

個人からの寄附 3,964,335

４ 支出の内訳

政治活動費 3,964,335

寄附・交付金 3,964,335

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 悦子 3,964,335 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤かずひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 和彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 5,171

前年繰越額 5,171

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,171

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤かつと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 勝人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤公男励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 公男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤けんごを育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 研吾

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月２０日
円

１ 収入総額 638

前年繰越額 638

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 638

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤こと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 古都

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 4,036,079

前年繰越額 267,686

本年収入額 3,768,393

２ 支出総額 3,706,509

（翌年への繰越額） 329,570

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,768,393

政党匿名分を除く寄附の額 3,768,393

個人からの寄附 3,238,393
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政治団体からの寄附 530,000

４ 支出の内訳

経常経費 407,321

備品・消耗品費 236,027

事務所費 171,294

政治活動費 3,299,188

組織活動費 511,395

機関紙誌の発行その他の事業費 2,787,793

機関紙誌の発行事業費 387,593

宣伝事業費 2,400,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

津村 直也 200,000 大阪府豊中市

服部 元輝 120,000 港区

細合 俊一 1,000,000 大阪府八尾市

比嘉 宇孝 100,000 神奈川県川崎市

高井 章多 88,000 静岡県浜松市

佐藤 古都 915,254 北区

鈴木 雄斗 100,000 目黒区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

金村りゅうな後援会 100,000 神奈川県川崎市

日本維新の会参議院比 200,000 北海道札幌市
例区第２５支部

東京維新の会 200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤ごういち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 豪一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 54,964

前年繰越額 54,964

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 54,964

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤しんじ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 慎司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤大介とともに歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 大介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１２日
円

１ 収入総額 24,000

前年繰越額 24,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤つかさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤とおるを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 徹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤ひろと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 弘人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 2,292

前年繰越額 2,292
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,292

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤ゆたかを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 豊

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 5,500

前年繰越額 0

本年収入額 5,500

２ 支出総額 5,500

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,500

政党匿名分を除く寄附の額 5,500

政治団体からの寄附 5,500

４ 支出の内訳

政治活動費 5,500

機関紙誌の発行その他の事業費 5,500

宣伝事業費 5,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤力後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐藤 力

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 98,425

前年繰越額 98,425

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 98,425

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さの久美子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐野 久美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 10,450

前年繰越額 0

本年収入額 10,450

２ 支出総額 10,450

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,450

政党匿名分を除く寄附の額 10,450

政治団体からの寄附 10,450

４ 支出の内訳

政治活動費 10,450

機関紙誌の発行その他の事業費 10,450

宣伝事業費 10,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さの智恵子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐野 智恵子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 15,749

前年繰越額 15,749

本年収入額 0

２ 支出総額 8,211

（翌年への繰越額） 7,538

３ 支出の内訳

政治活動費 8,211

機関紙誌の発行その他の事業費 8,211

宣伝事業費 8,211

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 澤井慧後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 澤井 慧

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 150,000

前年繰越額 150,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沢島ひでたか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 沢島 英隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沢田たかやすを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 澤田 孝康

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さわやか市民自治みきの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 間宮 美季

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,562,478

前年繰越額 58,278

本年収入額 1,504,200

２ 支出総額 1,211,678

（翌年への繰越額） 350,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,200
（２１人）

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 414,345

事務所費 414,345

政治活動費 797,333

機関紙誌の発行その他の事業費 797,333

機関紙誌の発行事業費 317,900

宣伝事業費 479,433

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

間宮 美季 1,500,000 東久留米市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三階みちお励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三階 道雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三戸あや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三戸 安弥

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 387,937

前年繰越額 382,937

本年収入額 5,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 387,937

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しかはま昭後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鹿濱 昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 1,307,435

前年繰越額 407,435

本年収入額 900,000

２ 支出総額 1,273,710

（翌年への繰越額） 33,725
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

個人からの寄附 300,000

政治団体からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 820,242

人件費 240,000

光熱水費 95,041

備品・消耗品費 100,850

事務所費 384,351

政治活動費 453,468

組織活動費 419,500

調査研究費 33,968

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鹿浜 清 300,000 足立区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 600,000 足立区
区第三十六支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市議増田仁市政・議会説明ネット

資金管理団体の届出をした者の氏名 増田 仁

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 Σシグマの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 馳平 耕三

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 197,300

前年繰越額 197,300

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 197,300

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ししどはるしげ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宍戸 治重

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 志田雄一郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 志田 雄一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 299,671

前年繰越額 149,671

本年収入額 150,000

２ 支出総額 23,357

（翌年への繰越額） 276,314

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 支出の内訳

政治活動費 23,357

組織活動費 23,357

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 品川はるみサポーターズクラブ

資金管理団体の届出をした者の氏名 品川 春美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 1,158,500

前年繰越額 1,158,500
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本年収入額 0

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 1,128,500

３ 支出の内訳

政治活動費 30,000

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 品田ひでこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 品田 秀子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 77,963

前年繰越額 77,963

本年収入額 0

２ 支出総額 11,353

（翌年への繰越額） 66,610

３ 支出の内訳

経常経費 7,729

備品・消耗品費 7,729

政治活動費 3,624

機関紙誌の発行その他の事業費 3,624

宣伝事業費 3,624

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 篠原ゆかとポップコーンくらぶ

資金管理団体の届出をした者の氏名 篠原 有加

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 7,828,487

前年繰越額 4,789,448

本年収入額 3,039,039

２ 支出総額 4,300,440

（翌年への繰越額） 3,528,047

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,039,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,039,000

個人からの寄附 3,039,000

その他の収入 39

１件 １０万円未満のもの 39

４ 支出の内訳

経常経費 440

事務所費 440

政治活動費 4,300,000

寄附・交付金 4,300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

篠原 有加 3,039,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しば佳代子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 柴 佳代子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷けいしと清瀬の未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 澁谷 桂司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 141,459

前年繰越額 1,459

本年収入額 140,000

２ 支出総額 141,075

（翌年への繰越額） 384

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 140,000

政党匿名分を除く寄附の額 140,000

個人からの寄附 140,000

４ 支出の内訳

政治活動費 141,075

機関紙誌の発行その他の事業費 141,075

機関紙誌の発行事業費 105,075
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宣伝事業費 36,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

澁谷 正明 140,000 清瀬市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷新時代研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 毅志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 947,286

前年繰越額 52,286

本年収入額 895,000

２ 支出総額 855,710

（翌年への繰越額） 91,576

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,000
（２５人）

寄附の総額 870,000

政党匿名分を除く寄附の額 870,000

個人からの寄附 770,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 855,710

人件費 120,000

光熱水費 30,611

備品・消耗品費 57,099

事務所費 648,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊藤 毅志 400,000 渋谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第七 100,000 中野区
選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷地域懇話会

資金管理団体の届出をした者の氏名 木村 正義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島崎義司後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 島崎 義司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 389

前年繰越額 389

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 389

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島田としみつ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 島田 敏光

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 696

前年繰越額 696

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 696

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しまむら高彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 島村 高彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水がく後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 学

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
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円
１ 収入総額 320,000

前年繰越額 0

本年収入額 320,000

２ 支出総額 320,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 320,000

政党匿名分を除く寄附の額 320,000

個人からの寄附 20,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 320,000

組織活動費 320,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党小金井総支 300,000 小金井市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水こういち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 浩一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,040,929

前年繰越額 0

本年収入額 1,040,929

２ 支出総額 1,040,929

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,040,929

政党匿名分を除く寄附の額 1,040,929

政治団体からの寄附 1,040,929

４ 支出の内訳

経常経費 16,071

備品・消耗品費 3,121

事務所費 12,950

政治活動費 1,024,858

機関紙誌の発行その他の事業費 1,024,858

宣伝事業費 1,024,858

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 1,040,929 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 孝治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水庄平後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 庄平

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 145,187

前年繰越額 45,187

本年収入額 100,000

２ 支出総額 112,644

（翌年への繰越額） 32,543

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 112,644

組織活動費 112,644

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

清水 庄平 100,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水勝後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 勝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,850,753

前年繰越額 1,292,953

本年収入額 557,800

２ 支出総額 1,306,249

（翌年への繰越額） 544,504

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 557,800

政党匿名分を除く寄附の額 557,800

個人からの寄附 557,800

４ 支出の内訳

経常経費 773,249

備品・消耗品費 653,249

事務所費 120,000

政治活動費 533,000

寄附・交付金 533,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水よしとも後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 義朋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 64,371

前年繰越額 64,371

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 64,371

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民が主役小平

資金管理団体の届出をした者の氏名 川里 富美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 62,555

前年繰越額 0

本年収入額 62,555

２ 支出総額 62,555

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 62,555

政党匿名分を除く寄附の額 62,555

個人からの寄附 62,555

４ 支出の内訳

政治活動費 62,555

機関紙誌の発行その他の事業費 62,555

機関紙誌の発行事業費 62,555

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川里 富美 62,555 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民行革会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 床鍋 義博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 68,090

前年繰越額 68,090

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 68,090

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 志村博司政治経済研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 志村 博司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下田大気と武蔵野の未来を創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 下田 大気

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しもの義子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 下野 義子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下村治生を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 下村 治生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 83,940

前年繰越額 83,940

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 83,940

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しもむら緑後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 門 みどり

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下山しんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 下山 伸一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,405,311

前年繰越額 0

本年収入額 1,405,311

２ 支出総額 1,405,311

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,405,311

政党匿名分を除く寄附の額 1,405,311

政治団体からの寄附 1,405,311

４ 支出の内訳

経常経費 90,122

備品・消耗品費 30,572

事務所費 59,550

政治活動費 1,315,189

機関紙誌の発行その他の事業費 1,315,189

宣伝事業費 1,315,189

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 1,405,311 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秀和会

資金管理団体の届出をした者の氏名 島村 和成

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 350,000

前年繰越額 0

本年収入額 350,000

２ 支出総額 350,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 350,000
（２６人）

４ 支出の内訳

政治活動費 350,000

寄附・交付金 350,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 首都圏政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 正木 清

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 270,956
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前年繰越額 250,956

本年収入額 20,000

２ 支出総額 76,776

（翌年への繰越額） 194,180

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 37,251

備品・消耗品費 33,651

事務所費 3,600

政治活動費 39,525

機関紙誌の発行その他の事業費 34,000

機関紙誌の発行事業費 34,000

調査研究費 5,525

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 俊栄会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川口 俊夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 庄野剛志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 庄野 剛志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 43,092

前年繰越額 43,092

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 43,092

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白石えつ子とはじめの一歩

資金管理団体の届出をした者の氏名 白石 悦子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 3,111,878

前年繰越額 0

本年収入額 3,111,878

２ 支出総額 3,111,878

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,111,878

政党匿名分を除く寄附の額 3,111,878

個人からの寄附 3,111,878

４ 支出の内訳

経常経費 440

事務所費 440

政治活動費 3,111,438

寄附・交付金 3,111,438

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

白石 悦子 3,111,878 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白石けい子とともに歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白石 惠子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 94,023

前年繰越額 94,023

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 94,023

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白石英行後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白石 英行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 78,767
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前年繰越額 78,767

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 78,767

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白石正輝後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白石 正輝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 3,200,000

前年繰越額 600,000

本年収入額 2,600,000

２ 支出総額 2,870,985

（翌年への繰越額） 329,015

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,600,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,600,000

個人からの寄附 600,000

政治団体からの寄附 2,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,670,985

人件費 1,500,000

光熱水費 98,985

備品・消耗品費 36,000

事務所費 36,000

政治活動費 1,200,000

組織活動費 600,000

その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

白石 正晄 600,000 足立区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 2,000,000 足立区
区第十三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白井正三郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白井 正三郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白井なおこと町を作る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白井 菜穂子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 3,955,966

前年繰越額 0

本年収入額 3,955,966

２ 支出総額 3,955,966

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,955,966

政党匿名分を除く寄附の額 3,955,966

個人からの寄附 3,955,966

４ 支出の内訳

経常経費 440

事務所費 440

政治活動費 3,955,526

寄附・交付金 3,955,526

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

白井 菜穂子 3,955,966 日野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白川愛後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 長谷 愛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 13,000

前年繰越額 13,000

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新海栄一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 新海 栄一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 381,897

前年繰越額 260,897

本年収入額 121,000

２ 支出総額 133,390

（翌年への繰越額） 248,507

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 121,000

政党匿名分を除く寄附の額 121,000

個人からの寄附 71,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 64,870

備品・消耗品費 29,760

事務所費 35,110

政治活動費 68,520

組織活動費 68,520

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新宿を良くする会

資金管理団体の届出をした者の氏名 李 小牧

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新世紀政経懇話会

資金管理団体の届出をした者の氏名 成澤 廣修

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 77,827

前年繰越額 7,827

本年収入額 70,000

２ 支出総額 70,000

（翌年への繰越額） 7,827

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 70,000

政党匿名分を除く寄附の額 70,000

個人からの寄附 70,000

４ 支出の内訳

政治活動費 70,000

寄附・交付金 10,000

その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

成澤 廣修 70,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新世紀の会（だいごはるお後援会）

資金管理団体の届出をした者の氏名 大后 治雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 28,000

前年繰越額 0

本年収入額 28,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 28,000

政党匿名分を除く寄附の額 28,000

政治団体からの寄附 28,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新政経研究会（大澤 昇）

資金管理団体の届出をした者の氏名 大澤 昇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 2,578,785
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前年繰越額 28,785

本年収入額 2,550,000

２ 支出総額 2,556,932

（翌年への繰越額） 21,853

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,550,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,550,000

政治団体からの寄附 2,550,000

４ 支出の内訳

経常経費 250,022

備品・消耗品費 250,022

政治活動費 2,306,910

機関紙誌の発行その他の事業費 2,306,910

機関紙誌の発行事業費 1,449,800

宣伝事業費 857,110

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都総支 2,550,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新政経研究会（藤沢 志光）

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤沢 志光

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日

円
１ 収入総額 108,379

前年繰越額 108,379

本年収入額 0

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 8,379

３ 支出の内訳

経常経費 100,000

光熱水費 100,000

４ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

藤澤 志光 1,600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新声経友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙島 直樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 161,771

前年繰越額 161,771

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 161,771

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新党千代田

資金管理団体の届出をした者の氏名 尼野 照雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 200,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 100,000

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 100,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 100,000
（１０人）

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

その他の経費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新都政研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木 英二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 5,118,156

前年繰越額 3,268,156

本年収入額 1,850,000

２ 支出総額 1,895,107

（翌年への繰越額） 3,223,049

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 1,850,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,850,000

個人からの寄附 1,850,000

４ 支出の内訳

経常経費 275,107

光熱水費 39,800

備品・消耗品費 87,242

事務所費 148,065

政治活動費 1,620,000

組織活動費 120,000

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青木 英二 1,500,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 真友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤井 真尚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 慎和会

資金管理団体の届出をした者の氏名 光木 慎太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 次世代政経研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 隆道

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 次世代ネットワーク

資金管理団体の届出をした者の氏名 友井 和彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 持続可能な都市政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 功一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日

円
１ 収入総額 950

前年繰越額 950

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 950

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自治体アカデミー東京

資金管理団体の届出をした者の氏名 山村 明嗣

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 11,043,639

前年繰越額 8,143,477

本年収入額 2,900,162

２ 支出総額 11,005,940

（翌年への繰越額） 37,699

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,900,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,900,000

個人からの寄附 2,900,000

その他の収入 162

１件 １０万円未満のもの 162

４ 支出の内訳

経常経費 5,940

事務所費 5,940
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政治活動費 11,000,000

調査研究費 7,500,000

寄附・交付金 3,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

阿部 和弘 1,400,000 足立区

川村 奈都留 1,400,000 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 じつかわ圭子と東大和の未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 実川 圭子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 3,051,381

前年繰越額 0

本年収入額 3,051,381

２ 支出総額 3,051,381

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,051,380

政党匿名分を除く寄附の額 3,051,380

個人からの寄附 3,051,380

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 3,051,381

寄附・交付金 3,051,381

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

実川 圭子 3,051,380 東大和市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 重太郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小関 重太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 243,321

前年繰越額 243,321

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 243,321

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 城野けんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 城野 兼一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 208

前年繰越額 208

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 208

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 情報公開しんじゅく

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 ゆきえ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 334,000

前年繰越額 184,000

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 334,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 じんの博義励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 甚野 博義
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すえやす広明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 末安 広明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 須貝ゆきひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 須貝 行宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 826,134

前年繰越額 826,132

本年収入額 2

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 826,134

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅沼つとむ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 管沼 勉

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 26,233

前年繰越額 26,233

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 26,233

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉浦教夫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 杉浦 教夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 300,000

前年繰越額 150,000

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 300,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉田ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 杉田 寛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 1,118,384

前年繰越額 118,384

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 763,816

（翌年への繰越額） 354,568

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 286,279

人件費 45,000

光熱水費 61,279

事務所費 180,000

政治活動費 477,537
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組織活動費 32,649

選挙関係費 68,000

機関紙誌の発行その他の事業費 376,888

機関紙誌の発行事業費 376,888

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都板橋 1,000,000 板橋区
区第三十支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並わくわく会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 逵 百合

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,117,641

前年繰越額 848,241

本年収入額 269,400

２ 支出総額 649,820

（翌年への繰越額） 467,821

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 136,000
（６８人）

寄附の総額 133,400

政党匿名分を除く寄附の額 133,400

個人からの寄附 133,400

４ 支出の内訳

経常経費 456,642

光熱水費 56,410

備品・消耗品費 31,027

事務所費 369,205

政治活動費 193,178

組織活動費 8,600

機関紙誌の発行その他の事業費 137,500

宣伝事業費 137,500

調査研究費 47,078

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉本とよひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 杉本 豊敬

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉山司後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 杉山 司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 40,000

前年繰越額 40,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 457,062

前年繰越額 87,062

本年収入額 370,000

２ 支出総額 342,230

（翌年への繰越額） 114,832

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 370,000

政党匿名分を除く寄附の額 370,000

個人からの寄附 350,000

政治団体からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 342,230

光熱水費 19,022

事務所費 323,208

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
鈴木 明 350,000 武蔵村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木あきらを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 32,112

前年繰越額 12,112

本年収入額 20,000

２ 支出総額 28,620

（翌年への繰越額） 3,492

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

政治活動費 28,620

組織活動費 5,000

調査研究費 23,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木綾子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 綾子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日

円
１ 収入総額 3,359,366

前年繰越額 2,509,366

本年収入額 850,000

２ 支出総額 472,927

（翌年への繰越額） 2,886,439

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 850,000

政党匿名分を除く寄附の額 850,000

個人からの寄附 100,000

政治団体からの寄附 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 66,567

備品・消耗品費 66,567

政治活動費 406,360

組織活動費 223,000

機関紙誌の発行その他の事業費 183,360

機関紙誌の発行事業費 120,000

宣伝事業費 63,360

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉田 秀子 100,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木かつひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 勝博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 238,408

前年繰越額 238,408

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 238,408

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木こうすけを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 康祐

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木しげおと歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 成夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 159,933

前年繰越額 4,933
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本年収入額 155,000

２ 支出総額 107,260

（翌年への繰越額） 52,673

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 155,000

政党匿名分を除く寄附の額 155,000

個人からの寄附 155,000

４ 支出の内訳

経常経費 54,605

備品・消耗品費 54,605

政治活動費 52,655

機関紙誌の発行その他の事業費 52,655

機関紙誌の発行事業費 52,655

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

橘 民義 100,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木純後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 純

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 孝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木たかし励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 隆司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 31,438

前年繰越額 0

本年収入額 31,438

２ 支出総額 31,438

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 31,438

政党匿名分を除く寄附の額 31,438

政治団体からの寄附 31,438

４ 支出の内訳

政治活動費 31,438

機関紙誌の発行その他の事業費 31,438

宣伝事業費 31,438

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木博後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木真澄後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 真澄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 12,021

前年繰越額 12,021

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 12,021

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木むねたか友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 宗貴

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木烈後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 烈

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 10,515,000

前年繰越額 0

本年収入額 10,515,000

２ 支出総額 10,100,494

（翌年への繰越額） 414,506

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,515,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,515,000

個人からの寄附 10,415,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,805,957

人件費 15,000

備品・消耗品費 746,002

事務所費 1,044,955

政治活動費 8,294,537

組織活動費 772,685

機関紙誌の発行その他の事業費 7,497,972

機関紙誌の発行事業費 1,835,175

宣伝事業費 5,662,797

調査研究費 23,880

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

國場 幸治 100,000 沖縄県那覇市

鈴木 憲子 105,000 町田市

鈴木 慧 100,000 町田市

鈴木 烈 10,000,000 町田市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

蓮舫後援会 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 須藤彰雄後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 須藤 彰雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 須藤博と語る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 須藤 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１３日

円
１ 収入総額 185,580

前年繰越額 161,580

本年収入額 24,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 185,580

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 24,000

政党匿名分を除く寄附の額 24,000

政治団体からの寄附 24,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 墨田の福祉を良くする会

資金管理団体の届出をした者の氏名 青柳 吉季

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すみだの夢を実現する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 亨

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 3,617,108

前年繰越額 3,617,079

本年収入額 29
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２ 支出総額 321,878

（翌年への繰越額） 3,295,230

３ 本年収入の内訳

その他の収入 29

１件 １０万円未満のもの 29

４ 支出の内訳

政治活動費 321,878

組織活動費 321,878

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すみや浩一励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 墨谷 浩一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すやま妙子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 須山 妙子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 14,400

前年繰越額 0

本年収入額 14,400

２ 支出総額 14,400

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,400

政党匿名分を除く寄附の額 14,400

政治団体からの寄附 14,400

４ 支出の内訳

政治活動費 14,400

機関紙誌の発行その他の事業費 14,400

宣伝事業費 14,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 須山たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 須山 卓知

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 2,596,677

前年繰越額 1,632

本年収入額 2,595,045

２ 支出総額 2,557,556

（翌年への繰越額） 39,121

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,595,045

政党匿名分を除く寄附の額 2,595,045

個人からの寄附 1,630,000

政治団体からの寄附 965,045

４ 支出の内訳

経常経費 489,671

人件費 16,220

光熱水費 7,300

備品・消耗品費 260,803

事務所費 205,348

政治活動費 2,067,885

組織活動費 2,033,763

調査研究費 34,122

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

須山 卓知 1,000,000 府中市

阿部 弘之 100,000 府中市

村田 信之 100,000 岩手県釜石市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

蓮舫後援会 200,000 千代田区

東京明るい明日をつく 100,000 港区
る会

立憲民主党東京都第２ 250,000 八王子市
４区総支部

にしみや幸一後援会 200,000 府中市

大河原雅子と湧く湧く 100,000 立川市
会議

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政輝会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 渡邊 義輝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 30,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清家あい後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 愛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政経会

資金管理団体の届出をした者の氏名 工藤 喜久治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政経聡友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宇田川 聡史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 13,090,447

前年繰越額 431,447

本年収入額 12,659,000

２ 支出総額 12,314,604

（翌年への繰越額） 775,843

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,114,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,114,000

個人からの寄附 60,000

政治団体からの寄附 7,054,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 5,545,000

宇田川さとし都議を励ます会 5,545,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,302,382

人件費 3,600,000

光熱水費 183,602

備品・消耗品費 682,580

事務所費 1,836,200

政治活動費 6,012,222

選挙関係費 5,615,000

機関紙誌の発行その他の事業費 397,222

政治資金パーティー開催事業費 397,222

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 政弘 60,000 江戸川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都江戸 7,054,000 江戸川区
川区第四支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政経同志会

資金管理団体の届出をした者の氏名 上野 博巳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 0

本年収入額 100,000

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

組織活動費 100,000
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政策フォーラム東京

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 龍雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 32,123

前年繰越額 32,123

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,123

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清彰会

資金管理団体の届出をした者の氏名 今村 廉彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西進会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西川 太一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 480,748

前年繰越額 10,748

本年収入額 470,000

２ 支出総額 471,729

（翌年への繰越額） 9,019

３ 本年収入の内訳

借入金 470,000

西川 千恵子 470,000

４ 支出の内訳

経常経費 200,529

光熱水費 20,835

備品・消耗品費 14,447

事務所費 165,247

政治活動費 271,200

組織活動費 271,200

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

西川 太一郎 17,474,500

（借入先） （借入残高）
円

西川 千恵子 17,970,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 誠心塾

資金管理団体の届出をした者の氏名 日景 省吾

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日

円
１ 収入総額 149,388

前年繰越額 149,388

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 149,388

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治を直す右ストレートの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 横田 政直

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 250,000

前年繰越額 250,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関口江利子とわくわく会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 関口 江利子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 3,205,452

前年繰越額 0

本年収入額 3,205,452

２ 支出総額 3,205,452
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（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,205,452

政党匿名分を除く寄附の額 3,205,452

個人からの寄附 1,205,452

政治団体からの寄附 2,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 3,205,452

選挙関係費 2,000,000

寄附・交付金 1,205,452

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

関口 江利子 1,205,452 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

世田谷・生活者ネット 2,000,000 世田谷区
ワーク

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関口健太郎を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関口 健太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 2,236,502

前年繰越額 71,502

本年収入額 2,165,000

２ 支出総額 2,072,410

（翌年への繰越額） 164,092

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,165,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,165,000

個人からの寄附 2,165,000

４ 支出の内訳

経常経費 249,486

備品・消耗品費 7,529

事務所費 241,957

政治活動費 1,822,924

機関紙誌の発行その他の事業費 1,822,924

機関紙誌の発行事業費 1,379,397

宣伝事業費 443,527

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

関口 健太郎 2,000,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関口太一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関口 太一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 7,479,121

前年繰越額 389,121

本年収入額 7,090,000

２ 支出総額 7,309,472

（翌年への繰越額） 169,649

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,090,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,090,000

個人からの寄附 100,000

政治団体からの寄附 1,990,000

借入金 5,000,000

関口 太一 5,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 660,167

備品・消耗品費 359,978

事務所費 300,189

政治活動費 6,649,305

機関紙誌の発行その他の事業費 6,649,305

機関紙誌の発行事業費 2,273,213

宣伝事業費 4,376,092

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 冨佐子 100,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
労働政策研究会 290,000 千代田区

国民民主党東京都総支 1,700,000 千代田区
部連合会

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

関口 太一 6,810,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関口ひろしと「平和・自由・人権」を推進する市
民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関口 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関けんいちを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関 賢一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関根ともこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関根 友子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関根麻美子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関根 麻美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関根光浩を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 関根 光浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 せたがやすこやかプロジェクト

資金管理団体の届出をした者の氏名 後藤 康子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 せぬま剛後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 瀬沼 剛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 9,122

前年繰越額 9,122

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,122

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 瀬のぶひろ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 瀬 順弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 8,484

前年繰越額 0

本年収入額 8,484

２ 支出総額 8,484

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,484

政党匿名分を除く寄附の額 8,484
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政治団体からの寄附 8,484

４ 支出の内訳

政治活動費 8,484

機関紙誌の発行その他の事業費 8,484

宣伝事業費 8,484

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 千石一朗後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 千石 一朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 爽志会

資金管理団体の届出をした者の氏名 澤村 真也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 74,228

前年繰越額 74,228

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 74,228

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 そなえ邦彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 備 邦彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 20,000

前年繰越額 20,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 曽根文子と手をつなごう市民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 曽根 文子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 5,770,221

前年繰越額 0

本年収入額 5,770,221

２ 支出総額 5,770,221

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,770,220

政党匿名分を除く寄附の額 5,770,220

個人からの寄附 5,681,220

政治団体からの寄附 89,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 5,770,221

寄附・交付金 5,770,221

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

曽根 文子 5,681,220 杉並区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京・生活者ネットワ 89,000 新宿区
ーク

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 染井会

資金管理団体の届出をした者の氏名 里中 郁男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 435,926

前年繰越額 435,926

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 435,926

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 泰平会

資金管理団体の届出をした者の氏名 齋藤 泰宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 1,602,703

前年繰越額 2,703

本年収入額 1,600,000

２ 支出総額 1,600,448

（翌年への繰越額） 2,255

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,600,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,600,000

個人からの寄附 1,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,294,681

光熱水費 11,111

備品・消耗品費 58,362

事務所費 1,225,208

政治活動費 305,767

組織活動費 174,729

機関紙誌の発行その他の事業費 126,248

宣伝事業費 126,248

調査研究費 4,790

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

内海 政征 100,000 目黒区

久保田 勝幸 100,000 神奈川県横浜市

谷山 善雄 100,000 世田谷区

中村 孝司 100,000 大田区

水沼 一弘 100,000 千葉県市川市

村田 浩司 300,000 品川区

山本 尚人 100,000 世田谷区

吉澤 国博 100,000 目黒区

白井 栄一 100,000 神奈川県川崎市

五十嵐 祥友 100,000 目黒区

村田 哲朗 100,000 世田谷区

倉方 基弘 200,000 目黒区

乃村 博子 100,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高岡じゅん子と歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高岡 潤子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 5,751,228

前年繰越額 0

本年収入額 5,751,228

２ 支出総額 5,751,228

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,751,228

政党匿名分を除く寄附の額 5,751,228

個人からの寄附 5,751,228

４ 支出の内訳

政治活動費 5,751,228

寄附・交付金 5,751,228

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高岡 潤子 5,751,228 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高木順一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙木 順一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかく則男後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙久 則男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,153,278

前年繰越額 0

本年収入額 3,153,278
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２ 支出総額 3,153,278

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,035,204

政党匿名分を除く寄附の額 3,035,204

政治団体からの寄附 3,035,204

その他の収入 118,074

１件 １０万円以上のもの 118,074

金銭以外のものによる寄附相当分 118,074

４ 支出の内訳

経常経費 2,600,096

人件費 634,187

備品・消耗品費 511

事務所費 1,965,398

政治活動費 553,182

選挙関係費 118,074

機関紙誌の発行その他の事業費 435,108

宣伝事業費 435,108

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党世田谷総支部 3,035,204 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高倉良生後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高倉 良生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 2,792,147

前年繰越額 0

本年収入額 2,792,147

２ 支出総額 2,792,147

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,702,147

政党匿名分を除く寄附の額 2,702,147

個人からの寄附 33,000

政治団体からの寄附 2,669,147

その他の収入 90,000

１件 １０万円未満のもの 90,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,682,127

備品・消耗品費 26,377

事務所費 1,655,750

政治活動費 1,110,020

組織活動費 265,057

選挙関係費 90,000

機関紙誌の発行その他の事業費 754,963

宣伝事業費 754,963

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党中野総支部 2,669,147 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高口やすひこ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高口 靖彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 7,398

前年繰越額 2,023

本年収入額 5,375

２ 支出総額 5,375

（翌年への繰越額） 2,023

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,375

政党匿名分を除く寄附の額 5,375

政治団体からの寄附 5,375

４ 支出の内訳

経常経費 5,375

備品・消耗品費 5,375

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかざわ秀行後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙澤 秀行
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 4,630

前年繰越額 4,630

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,630

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高瀬かおるとわくわくハーモニー

資金管理団体の届出をした者の氏名 高瀬 かおる

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 3,013,169

前年繰越額 0

本年収入額 3,013,169

２ 支出総額 3,013,169

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,013,169

政党匿名分を除く寄附の額 3,013,169

個人からの寄附 3,013,169

４ 支出の内訳

政治活動費 3,013,169

寄附・交付金 3,013,169

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高瀬 かおる 3,013,169 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高田かずと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高田 和登

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 1,630,022

前年繰越額 0

本年収入額 1,630,022

２ 支出総額 1,630,022

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,630,022

政党匿名分を除く寄附の額 1,630,022

個人からの寄附 1,630,022

４ 支出の内訳

政治活動費 1,630,022

機関紙誌の発行その他の事業費 1,630,022

機関紙誌の発行事業費 1,601,022

宣伝事業費 29,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高田 和登 1,630,022 羽村市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高津みどり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙津 みどり

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高野はやと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高野 勇斗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 3,882,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,882,000

２ 支出総額 3,380,041

（翌年への繰越額） 501,959

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,882,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,882,000

個人からの寄附 1,682,000
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政治団体からの寄附 2,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 202,133

備品・消耗品費 202,133

政治活動費 3,177,908

組織活動費 1,699,958

機関紙誌の発行その他の事業費 1,477,950

宣伝事業費 1,477,950

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

菊地 芳由 340,000 中野区

榊原 清隆 100,000 江東区

加藤 進 100,000 北海道函館市

松本 将和 100,000 品川区

木村 有希 100,000 中央区

池田 大輔 200,000 中央区

稲田 和彦 100,000 文京区

小林 慎和 100,000 茨城県つくば市

水上 宏 100,000 江東区

水上 冨美子 100,000 江東区

村田 信之 100,000 岩手県釜石市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

蓮舫後援会 200,000 千代田区

立憲民主党東京都総支 2,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋あきひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高橋 昭彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋かずちか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 一実

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 22,496

前年繰越額 22,496

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,496

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋かずよしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 和義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋佳代子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高橋 佳代子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋しんじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 慎司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋千香後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高橋 千香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかはしのりこ励ます会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 典子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋ひろしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 弘志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋まきこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高橋 真規子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 275,647

前年繰越額 0

本年収入額 275,647

２ 支出総額 275,647

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 275,647

政党匿名分を除く寄附の額 275,647

個人からの寄附 275,647

４ 支出の内訳

経常経費 87,286

備品・消耗品費 87,286

政治活動費 188,361

機関紙誌の発行その他の事業費 51,119

宣伝事業費 51,119

調査研究費 137,242

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高橋 真規子 265,647 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 髙橋誠後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 誠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋まさとし励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高橋 正利

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋りょう子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高橋 良子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 39,050

前年繰越額 0

本年収入額 39,050

２ 支出総額 39,050

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 39,050

政党匿名分を除く寄附の額 39,050

政治団体からの寄附 39,050

４ 支出の内訳

政治活動費 39,050

機関紙誌の発行その他の事業費 39,050

宣伝事業費 39,050

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかはまなおき応援団！

資金管理団体の届出をした者の氏名 高浜 直樹
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高村きよみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙村 きよみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 髙谷真一朗を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙谷 真一朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,128,351

前年繰越額 1,128,351

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,128,351

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高山たいぞう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高山 泰三

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 2,820,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,820,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,820,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,820,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,820,000

政治団体からの寄附 2,820,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都文京 2,820,000 文京区
区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田頭ゆう子と子育ちを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田頭 祐子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,400,004

前年繰越額 0

本年収入額 3,400,004

２ 支出総額 2,435,220

（翌年への繰越額） 964,784

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,400,000

個人からの寄附 3,400,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

政治活動費 2,435,220

寄附・交付金 2,435,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田頭 祐子 3,400,000 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たがた直昭後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田方 直昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 21,181

前年繰越額 21,181

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 21,181
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たきぐち学後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 瀧口 学

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 6,208,579

前年繰越額 22,579

本年収入額 6,186,000

２ 支出総額 4,738,407

（翌年への繰越額） 1,470,172

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 679,000
（１２６人）

寄附の総額 5,507,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,507,000

個人からの寄附 5,507,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,655,868

人件費 1,423,840

光熱水費 53,794

備品・消耗品費 205,292

事務所費 972,942

政治活動費 2,082,539

組織活動費 176,600

機関紙誌の発行その他の事業費 1,305,939

機関紙誌の発行事業費 848,979

宣伝事業費 456,960

寄附・交付金 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

北澤 寛之 302,000 練馬区

南雲 芳夫 100,000 荒川区

増田 昌子 1,300,000 兵庫県姫路市

佐々木 仁 80,000 荒川区

有田 信行 100,000 武蔵野市

竹林 昭次 100,000 荒川区

工藤 章 100,000 渋谷区

佐藤 勝利 1,000,000 新宿区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

滝口 学 6,900,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 滝沢景一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 滝沢 景一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,751,930

前年繰越額 0

本年収入額 1,751,930

２ 支出総額 1,751,930

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,751,930

政党匿名分を除く寄附の額 1,751,930

個人からの寄附 1,751,930

４ 支出の内訳

経常経費 238,652

事務所費 238,652

政治活動費 1,513,278

機関紙誌の発行その他の事業費 1,513,278

宣伝事業費 1,513,278

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

滝沢 景一 1,751,930 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 滝沢やすこと未来を創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 滝沢 泰子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 360,879
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前年繰越額 0

本年収入額 360,879

２ 支出総額 360,879

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 360,879

政党匿名分を除く寄附の額 360,879

個人からの寄附 360,879

４ 支出の内訳

経常経費 360,879

光熱水費 30,879

事務所費 330,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

滝沢 泰子 360,879 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たきしま喜重を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 瀧島 喜重

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 22,854

前年繰越額 22,854

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,854

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たけい雅昭後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 武井 雅昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 3,433,696

前年繰越額 333,687

本年収入額 3,100,009

２ 支出総額 2,754,955

（翌年への繰越額） 678,741

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,100,000

個人からの寄附 3,100,000

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 2,430,391

人件費 512,880

光熱水費 86,030

備品・消耗品費 26,455

事務所費 1,805,026

政治活動費 324,564

組織活動費 4,700

選挙関係費 13,640

機関紙誌の発行その他の事業費 306,224

宣伝事業費 306,224

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

武井 雅昭 3,000,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹内あきひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 竹内 明浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 565,618

前年繰越額 565,618

本年収入額 0

２ 支出総額 3,000

（翌年への繰越額） 562,618

３ 支出の内訳

政治活動費 3,000

組織活動費 3,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武内忍後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 武内 忍

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 161

前年繰越額 161

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 161

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹内進後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 竹内 進

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹下ひろみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 竹下 広美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 186

前年繰越額 186

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 186

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たけちゃん会

資金管理団体の届出をした者の氏名 佐原 勇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 245,514

前年繰越額 245,514

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 245,514

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹平ちはる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 竹平 智春

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 3,170,915

前年繰越額 0

本年収入額 3,170,915

２ 支出総額 3,170,915

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,170,915

政党匿名分を除く寄附の額 3,170,915

政治団体からの寄附 3,170,915

４ 支出の内訳

経常経費 2,208,483

人件費 1,919,430

備品・消耗品費 63,688

事務所費 225,365

政治活動費 962,432

機関紙誌の発行その他の事業費 962,432

宣伝事業費 962,432

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党江戸川総支部 3,170,915 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田代のぶゆき励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田代 伸之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たじま和雄後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田島 和雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たちばな正俊友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 橘 正俊

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 14,693

前年繰越額 0

本年収入額 14,693

２ 支出総額 14,693

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,693

政党匿名分を除く寄附の額 14,693

政治団体からの寄附 14,693

４ 支出の内訳

政治活動費 14,693

機関紙誌の発行その他の事業費 14,693

宣伝事業費 14,693

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中いさおを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 功夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中かすみを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 香澄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中かよ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 佳代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 50,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中くにとも後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 友

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 22,011

前年繰越額 22,011

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,011

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中けんを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 健

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中広一励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 広一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中さとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 哲
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 109,791

前年繰越額 109,791

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 109,791

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中さやかと子どもの未来を育む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 奏香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 4,806,289

前年繰越額 0

本年収入額 4,806,289

２ 支出総額 4,806,289

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,806,284

政党匿名分を除く寄附の額 4,806,284

個人からの寄附 4,806,284

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

政治活動費 4,806,289

寄附・交付金 4,806,289

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 奏香 4,789,824 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中淳子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 淳子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 豪

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 2,609

前年繰越額 2,609

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,609

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中政義後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 政義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 153,546

前年繰越額 103,546

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 153,546

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中みち子と笑顔を贈る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 康子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 4,312,861

前年繰越額 0

本年収入額 4,312,861

２ 支出総額 4,312,861

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 4,312,861

政党匿名分を除く寄附の額 4,312,861

個人からの寄附 4,312,861

４ 支出の内訳

政治活動費 4,312,861

寄附・交付金 4,312,861

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 康子 4,312,861 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中やすのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 保範

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 165,288

前年繰越額 165,288

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 165,288

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中やすのりを育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 康智

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 1,805,401

前年繰越額 1,805,401

本年収入額 0

２ 支出総額 3,000

（翌年への繰越額） 1,802,401

３ 支出の内訳

政治活動費 3,000

組織活動費 3,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 谷口敏也後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 谷口 敏也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 41,771

前年繰越額 0

本年収入額 41,771

２ 支出総額 41,771

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 41,771

政党匿名分を除く寄附の額 41,771

個人からの寄附 41,771

４ 支出の内訳

経常経費 27,771

事務所費 27,771

政治活動費 14,000

機関紙誌の発行その他の事業費 14,000

機関紙誌の発行事業費 14,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 谷村たかひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 谷村 孝彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 11,476,277

前年繰越額 6,341

本年収入額 11,469,936

２ 支出総額 11,467,929

（翌年への繰越額） 8,348

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 11,469,936

政党匿名分を除く寄附の額 11,469,936

個人からの寄附 3,625,000

政治団体からの寄附 7,844,936

４ 支出の内訳

経常経費 4,581,380

人件費 170,180

光熱水費 16,476
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備品・消耗品費 2,194,152

事務所費 2,200,572

政治活動費 6,886,549

組織活動費 2,121,796

機関紙誌の発行その他の事業費 4,688,262

機関紙誌の発行事業費 4,450,529

宣伝事業費 237,733

調査研究費 76,491

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

谷村 孝彦 2,430,000 東村山市

及川 弘晃 100,000 埼玉県所沢市

本間 吉勝 110,000 清瀬市

上田 政晴 130,000 静岡県伊東市

武岡 俊彦 500,000 広島県広島市

中田 匠 100,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第一総支 7,614,936 東大和市
部

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田原しげる励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田原 茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩稲城かがやく風

資金管理団体の届出をした者の氏名 石川 良一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 648,874

前年繰越額 28,874

本年収入額 620,000

２ 支出総額 549,373

（翌年への繰越額） 99,501

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 620,000

政党匿名分を除く寄附の額 620,000

政治団体からの寄附 620,000

４ 支出の内訳

政治活動費 549,373

機関紙誌の発行その他の事業費 400,933

宣伝事業費 400,933

寄附・交付金 148,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟稲 500,000 稲城市
城支部

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

石川 良一 5,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玉川英俊後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 玉川 英俊

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,787,401

前年繰越額 0

本年収入額 1,787,401

２ 支出総額 1,787,401

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,787,401

政党匿名分を除く寄附の額 1,787,401

政治団体からの寄附 1,787,401

４ 支出の内訳

経常経費 230,440

備品・消耗品費 80,000
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事務所費 150,440

政治活動費 1,556,961

機関紙誌の発行その他の事業費 1,556,961

宣伝事業費 1,556,961

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党大田総支部 1,787,401 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たまき真理連合後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 玉木 真理

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩市の明日を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 遠藤 千尋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 2,285,438

前年繰越額 359,438

本年収入額 1,926,000

２ 支出総額 1,020,359

（翌年への繰越額） 1,265,079

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,926,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,926,000

個人からの寄附 1,926,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,020,359

人件費 964,595

光熱水費 55,764

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮岡 孝之 120,000 千代田区

大場 修司 120,000 府中市

新倉 隆 120,000 多摩市

野島 広司 120,000 神奈川県相模原市

大山 晃平 120,000 多摩市

中川 明 120,000 多摩市

原 洋助 60,000 長野県小諸市

津波 朝日 60,000 千代田区

杉田 統 120,000 文京区

鷲見 真一 150,000 長野県松本市

今尾 恵介 120,000 日野市

木村 達幸 240,000 立川市

椎名 毅 100,000 神奈川県川崎市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たまのミライ

資金管理団体の届出をした者の氏名 山嵜 祐嗣

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,000,027

前年繰越額 2,000,000

本年収入額 27

２ 支出総額 639,101

（翌年への繰越額） 1,360,926

３ 本年収入の内訳

その他の収入 27

１件 １０万円未満のもの 27

４ 支出の内訳

政治活動費 639,101

機関紙誌の発行その他の事業費 563,101

機関紙誌の発行事業費 513,161

宣伝事業費 49,940

調査研究費 56,000

寄附・交付金 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田村利光後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田村 利光

530 ページ



資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 5,497,009

前年繰越額 497,009

本年収入額 5,000,000

２ 支出総額 5,417,759

（翌年への繰越額） 79,250

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000,000

政治団体からの寄附 5,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 771,586

事務所費 771,586

政治活動費 4,646,173

機関紙誌の発行その他の事業費 3,646,173

宣伝事業費 3,646,173

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都西多 5,000,000 福生市
摩第二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田村英樹後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田村 英樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田村ひろゆきとわかりやすい政治をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田村 広行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 6,194

前年繰越額 6,194

本年収入額 0

２ 支出総額 1,700

（翌年への繰越額） 4,494

３ 支出の内訳

政治活動費 1,700

組織活動費 1,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田村みさ子となかまの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田村 みさ子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 377,567

前年繰越額 0

本年収入額 377,567

２ 支出総額 377,567

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 377,567

政党匿名分を除く寄附の額 377,567

個人からの寄附 377,567

４ 支出の内訳

政治活動費 377,567

機関紙誌の発行その他の事業費 377,567

機関紙誌の発行事業費 377,567

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田村 みさ子 377,567 西多摩郡日の出町

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 だて淳一郎サポーターズクラブ

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊達 淳一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 1,836

前年繰越額 1,836

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,836

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チーム本多夏帆

資金管理団体の届出をした者の氏名 本多 夏帆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 孝也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域の力

資金管理団体の届出をした者の氏名 村松 勝康

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 4,000,000

前年繰越額 3,700,000

本年収入額 300,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,000,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 300,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域の力に！！無所属

資金管理団体の届出をした者の氏名 笹本 尚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 千葉さきえと生き活きネット

資金管理団体の届出をした者の氏名 千葉 早希恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 4,913,230

前年繰越額 0

本年収入額 4,913,230

２ 支出総額 4,913,230

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,913,230

政党匿名分を除く寄附の額 4,913,230

個人からの寄附 4,913,230

４ 支出の内訳

経常経費 440

事務所費 440

政治活動費 4,912,790

寄附・交付金 4,912,790

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

千葉 早希恵 4,906,444 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央区の未来を創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 高木 亮

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 一日会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小林 みつぐ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 1,388,809

前年繰越額 888,809

本年収入額 500,000

２ 支出総額 500,000

（翌年への繰越額） 888,809

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

政治団体からの寄附 500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 500,000

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都練馬 500,000 練馬区
区第六支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 塚田ひさことつながる市民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 塚田 壽子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 塚本一夫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 塚本 一夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 4,415,480

前年繰越額 4,415,480

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,415,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 塚本芳弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 塚本 芳弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 100

前年繰越額 100

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 津上ひとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 津上 仁志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 薫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 薫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋けんいちと歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 土屋 健一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 149,944

前年繰越額 19,944

本年収入額 130,000

２ 支出総額 137,070

（翌年への繰越額） 12,874

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 130,000

政党匿名分を除く寄附の額 130,000

個人からの寄附 130,000

４ 支出の内訳

経常経費 137,070

備品・消耗品費 84,430

事務所費 52,640

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

土屋 健一 130,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋輝昌社会貢献プロジェクト

資金管理団体の届出をした者の氏名 土屋 輝昌

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 817,124

前年繰越額 817,117

本年収入額 7

２ 支出総額 275,909

（翌年への繰越額） 541,215

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 269,034

人件費 138,922

備品・消耗品費 3,086

事務所費 127,026

政治活動費 6,875

組織活動費 6,875

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

土屋 輝昌 14,026,469

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋美恵子をみんなで応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 土屋 美恵子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋みわ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 土屋 美和

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 津野地寛美友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 津野地 寛美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 角田統領後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 角田 豊治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 椿真一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 椿 真一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つばさ政治経済研究会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 犬伏 秀一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 69,284

前年繰越額 69,284

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 69,284

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 津本ゆう子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 津本 裕子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鶴伸一郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鶴 伸一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 6,310

前年繰越額 100

本年収入額 6,210

２ 支出総額 6,210

（翌年への繰越額） 100

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,210

政党匿名分を除く寄附の額 6,210

政治団体からの寄附 6,210

４ 支出の内訳

政治活動費 6,210

機関紙誌の発行その他の事業費 6,210

宣伝事業費 6,210

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 てっちゃんと虹をかける会

資金管理団体の届出をした者の氏名 和賀井 哲代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 105,450

前年繰越額 0

本年収入額 105,450

２ 支出総額 105,450

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

借入金 105,450

和賀井 哲代 105,450

４ 支出の内訳

経常経費 18,450

備品・消耗品費 18,450

政治活動費 87,000

組織活動費 87,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 哲友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 工藤 哲也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 556,784

前年繰越額 556,784

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 556,784

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 手塚としひさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 手塚 歳久

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 1,022,700

前年繰越額 822,700

本年収入額 200,000

２ 支出総額 228,887

（翌年への繰越額） 793,813

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 28,887

備品・消耗品費 28,887

政治活動費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 200,000

機関紙誌の発行事業費 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

新しいまちづくりに取 200,000 港区
り組むＮＷＵメンバー
の会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 寺井ひとし友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 寺井 均

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 寺田あきら後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 寺田 晃

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 寺田ひろしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 寺田 弘志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京から日本を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤田 孝行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 22,698

前年繰越額 22,698

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,698

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京諸島の未来を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 英二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月１４日
円

１ 収入総額 1,920

前年繰越額 1,920

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京の「いのち」を守る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 早坂 義弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 37,954

前年繰越額 37,954

本年収入額 0

２ 支出総額 3,440

（翌年への繰越額） 34,514

３ 支出の内訳

経常経費 3,440

備品・消耗品費 3,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京明友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小礒 明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 379,093

前年繰越額 379,093

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 379,093

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京良友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 良

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 18,177,715

前年繰越額 7,337,701

本年収入額 10,840,014

２ 支出総額 8,451,015

（翌年への繰越額） 9,726,700

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 190,000

政党匿名分を除く寄附の額 190,000

個人からの寄附 190,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 10,650,000

田中良区長を囲む会 10,650,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

政治活動費 8,451,015

組織活動費 1,796,521

選挙関係費 1,090,000

機関紙誌の発行その他の事業費 3,864,494

政治資金パーティー開催事業費 3,864,494

寄附・交付金 1,700,000

５ 特定パーティーの概要

（名称）

田中良区長を囲む会（令和３年１０月２０日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

10,650,000 795 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 頭山太郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 頭山 太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 13,718,578

前年繰越額 13,718,578

本年収入額 0

２ 支出総額 332,849

（翌年への繰越額） 13,385,729

３ 支出の内訳

経常経費 259,349

備品・消耗品費 29,644

事務所費 229,705

政治活動費 73,500

組織活動費 35,000

機関紙誌の発行その他の事業費 38,500

宣伝事業費 38,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 時光じゅん子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 時光 順子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 徳永まさひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 徳永 雅博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 304,885

前年繰越額 4,885

本年収入額 300,000

２ 支出総額 303,000

（翌年への繰越額） 1,885

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 300,000
（１５０人）

４ 支出の内訳

経常経費 300,000

事務所費 300,000

政治活動費 3,000

組織活動費 3,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 徳の国オンブズマンの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊坂 勝泰

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 1,102,342

前年繰越額 602,342

本年収入額 500,000

２ 支出総額 560,410

（翌年への繰越額） 541,932

３ 本年収入の内訳

借入金 500,000

伊坂 勝泰 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 120,000

人件費 120,000

政治活動費 440,410

その他の経費 440,410

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

伊坂 勝泰 3,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡口禎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡口 禎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 所隆宏後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 所 隆宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都市政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 一義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 196,750

前年繰越額 196,750

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 196,750

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都市政治経済フォーラム

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 康一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 744,331

前年繰越額 4,331

本年収入額 740,000

２ 支出総額 735,954

（翌年への繰越額） 8,377

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 90,000

政党匿名分を除く寄附の額 90,000

個人からの寄附 50,000

政治団体からの寄附 40,000

借入金 650,000

吉田 康一郎 650,000

４ 支出の内訳

経常経費 577,560

光熱水費 22,149
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備品・消耗品費 66,498

事務所費 488,913

政治活動費 158,394

組織活動費 155,985

調査研究費 2,409

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

吉田 康一郎 102,150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都市未来研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 寿一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 1,441,467

前年繰越額 1,441,467

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,441,467

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都政隆友会

資金管理団体の届出をした者の氏名 發地 易隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日

円
１ 収入総額 11,181

前年繰越額 11,181

本年収入額 0

２ 支出総額 7,980

（翌年への繰越額） 3,201

３ 支出の内訳

経常経費 7,980

備品・消耗品費 7,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 戸塚正人後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 戸塚 正人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 380,218

前年繰越額 12,218

本年収入額 368,000

２ 支出総額 336,420

（翌年への繰越額） 43,798

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 368,000

政党匿名分を除く寄附の額 368,000

個人からの寄附 368,000

４ 支出の内訳

政治活動費 336,420

機関紙誌の発行その他の事業費 336,420

機関紙誌の発行事業費 336,420

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 富田けんじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 富田 健嗣

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とみた竜馬後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 富田 竜馬

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 209,413

前年繰越額 29,413

本年収入額 180,000

２ 支出総額 199,012

（翌年への繰越額） 10,401

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 180,000

政党匿名分を除く寄附の額 180,000

個人からの寄附 180,000

４ 支出の内訳
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政治活動費 199,012

機関紙誌の発行その他の事業費 199,012

機関紙誌の発行事業費 199,012

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

富田 竜馬 180,000 東久留米市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とみなが純子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 冨永 純子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とみなが訓正励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 富永 訓正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会あかねがくぼ嘉代子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 茜ヶ久保 嘉代子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 7,722,462

前年繰越額 90,842

本年収入額 7,631,620

２ 支出総額 7,523,865

（翌年への繰越額） 198,597

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,980,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,980,000

個人からの寄附 1,980,000

借入金 5,500,000

茜ヶ久保 嘉代子 5,500,000

その他の収入 151,620

１件 １０万円以上のもの 151,620

金銭以外のものによる寄附相当分 151,620

４ 支出の内訳

経常経費 3,263,701

人件費 1,503,188

光熱水費 41,788

備品・消耗品費 429,237

事務所費 1,289,488

政治活動費 4,260,164

組織活動費 262,498

選挙関係費 151,620

機関紙誌の発行その他の事業費 3,846,046

宣伝事業費 3,846,046

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

茜ヶ久保 友人 1,500,000 杉並区

森村 憲二 100,000 大田区

山浦 晟暉 100,000 杉並区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

茜ヶ久保 嘉代子 6,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会荒木ちはる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 荒木 千陽

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 6,380,307

前年繰越額 378,307

本年収入額 6,002,000

２ 支出総額 4,763,122

（翌年への繰越額） 1,617,185

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 6,002,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,002,000

個人からの寄附 4,572,000

政治団体からの寄附 1,430,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,838,950

人件費 944,234

備品・消耗品費 200,909

事務所費 693,807

政治活動費 2,924,172

組織活動費 374,825

機関紙誌の発行その他の事業費 1,999,347

宣伝事業費 1,999,347

調査研究費 550,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

荒木 千陽 1,000,000 中野区

青山 300,000 中野区

鈴木 宏侑 100,000 中野区

小池 秀明 100,000 中野区

田崎 敏男 100,000 西東京市

田原 弘徳 100,000 町田市

笹川 堯 200,000 世田谷区

門脇 薫子 100,000 杉並区

湯川 邦隆 110,000 中野区

宮原 義昭 100,000 神奈川県横浜市

柳内 光子 100,000 千葉県市川市

吉田 稔夫 70,000 中野区

山下 晃司 60,000 中野区

高山 義章 100,000 中野区

合田 桂一 100,000 中野区

山浦 晟暉 400,000 杉並区

青木 武 75,000 中野区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟中 1,000,000 中野区
野支部

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

東京都宅建政治連盟中 100,000 中野区
野支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会いしとびかおり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石飛 香織

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 1,782,318

前年繰越額 0

本年収入額 1,782,318

２ 支出総額 1,774,871

（翌年への繰越額） 7,447

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,782,318

政党匿名分を除く寄附の額 1,782,318

個人からの寄附 1,782,318

４ 支出の内訳

経常経費 50,546

備品・消耗品費 11,062

事務所費 39,484

政治活動費 1,724,325

選挙関係費 883,909

機関紙誌の発行その他の事業費 839,316

宣伝事業費 839,316

その他の経費 1,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

和田 公人 700,000 神奈川県茅ヶ崎市

佐藤 俊和 1,000,000 新宿区

石飛 香織 82,318 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会伊藤悠後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 悠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員
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報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 15,831,375

前年繰越額 6,678,337

本年収入額 9,153,038

２ 支出総額 14,224,245

（翌年への繰越額） 1,607,130

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,011,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,011,000

個人からの寄附 1,891,000

政治団体からの寄附 120,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,142,000

東京未来塾（計１２回） 7,142,000

その他の収入 38

１件 １０万円未満のもの 38

４ 支出の内訳

経常経費 6,156,151

人件費 1,010,500

光熱水費 42,149

備品・消耗品費 1,707,819

事務所費 3,395,683

政治活動費 8,068,094

組織活動費 3,698,061

機関紙誌の発行その他の事業費 3,820,033

機関紙誌の発行事業費 1,865,904

宣伝事業費 656,779

政治資金パーティー開催事業費 1,297,350

調査研究費 550,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊東 弘泰 100,000 渋谷区

内田 喜久子 83,000 目黒区

忽那 由子 60,000 世田谷区

小林 富佐子 100,000 世田谷区

佐山 俊子 54,000 目黒区

神 勝江 62,000 目黒区

中山 国明 100,000 目黒区

夏原 知子 84,000 目黒区

山本 早苗 74,000 目黒区

渡部 正輝 180,000 目黒区

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 元年 ６月 ６日

（数量） （取得の価格）
円

１台 4,028,560

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会入江のぶこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 入江 伸子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 3,110,774

前年繰越額 0

本年収入額 3,110,774

２ 支出総額 3,110,774

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,020,774

政党匿名分を除く寄附の額 2,020,774

個人からの寄附 1,463,074

政治団体からの寄附 557,700

機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,090,000

「入江のぶこ都政報告会」 1,090,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,579,800

光熱水費 61,600

備品・消耗品費 442,200

事務所費 2,076,000

政治活動費 530,974

機関紙誌の発行その他の事業費 530,974

その他の事業費 530,974
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青山 秀和 300,000 港区

山中 祥弘 100,000 港区

入江 伸子 792,934 港区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟港 500,000 港区
支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会岡本こうき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 岡本 光樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,482,777

前年繰越額 1,122,517

本年収入額 360,260

２ 支出総額 1,482,777

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 360,255

政党匿名分を除く寄附の額 360,255

個人からの寄附 360,255

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 1,184,670

人件費 947,870

光熱水費 21,021

備品・消耗品費 6,941

事務所費 208,838

政治活動費 298,107

機関紙誌の発行その他の事業費 294,997

機関紙誌の発行事業費 294,997

調査研究費 3,110

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡本 光樹 335,255 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会おじま紘平後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 尾島 紘平

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 5,068,507

前年繰越額 1,518,507

本年収入額 3,550,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,068,507

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,550,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,550,000

個人からの寄附 3,550,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高山 義雄 100,000 新宿区

里 憲治 100,000 新宿区

大森 祐輔 100,000 板橋区

浅見 貴弘 500,000 練馬区

内田 富雄 500,000 練馬区

矢吹 牧久 300,000 練馬区

小口 馨 100,000 新宿区

土持 実 100,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会桐山ひとみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中野 ひとみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 770,180

前年繰越額 260,180

本年収入額 510,000

２ 支出総額 385,975
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（翌年への繰越額） 384,205

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 510,000

政党匿名分を除く寄附の額 510,000

政治団体からの寄附 510,000

４ 支出の内訳

政治活動費 385,975

機関紙誌の発行その他の事業費 385,975

機関紙誌の発行事業費 384,195

宣伝事業費 1,780

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟西 500,000 西東京市
東京市支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会後藤なみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中島 奈美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,438,291

前年繰越額 88,291

本年収入額 3,350,000

２ 支出総額 3,418,107

（翌年への繰越額） 20,184

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,350,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,350,000

個人からの寄附 3,350,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,761,032

光熱水費 32,440

備品・消耗品費 912,312

事務所費 816,280

政治活動費 1,657,075

組織活動費 62,300

機関紙誌の発行その他の事業費 1,044,775

機関紙誌の発行事業費 623,500

宣伝事業費 421,275

調査研究費 550,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中島 奈美 3,300,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会清水やすこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 清水 康子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日

円
１ 収入総額 7,647,591

前年繰越額 0

本年収入額 7,647,591

２ 支出総額 7,647,591

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

借入金 7,387,605

清水 康子 7,387,605

その他の収入 229,986

１件 １０万円未満のもの 79,986

１件 １０万円以上のもの 150,000

金銭以外のものによる寄附相当分 150,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,698,253

人件費 1,871,295

光熱水費 22,724

備品・消耗品費 643,279

事務所費 1,160,955

政治活動費 3,949,338

組織活動費 766,643

選挙関係費 239,986
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機関紙誌の発行その他の事業費 2,932,670

宣伝事業費 2,932,670

調査研究費 10,039

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

清水 康子 21,811,043

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会白戸太朗後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白戸 太朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 1,900,367

前年繰越額 1,100,367

本年収入額 800,000

２ 支出総額 1,651,825

（翌年への繰越額） 248,542

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

個人からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,651,825

人件費 1,040,000

光熱水費 36,112

備品・消耗品費 23,713

事務所費 552,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村尾 龍雄 600,000 港区

金子 秀二 100,000 渋谷区

井口 宏 100,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会菅原直志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 菅原 直志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 6,010,195

前年繰越額 2,744,195

本年収入額 3,266,000

２ 支出総額 3,670,205

（翌年への繰越額） 2,339,990

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,266,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,266,000

個人からの寄附 2,626,000

政治団体からの寄附 640,000

４ 支出の内訳

経常経費 828,825

光熱水費 50,297

備品・消耗品費 88,528

事務所費 690,000

政治活動費 2,841,380

選挙関係費 2,254,380

寄附・交付金 587,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

永田 恵子 100,000 日野市

玉井 義臣 1,500,000 港区

森久保 雅道 100,000 多摩市

一ノ瀬 公男 200,000 日野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟日 500,000 日野市
野支部

東京都八南歯科医師連 100,000 八王子市
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会鈴木くにかず後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 邦和

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
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円
１ 収入総額 301,237

前年繰越額 1,237

本年収入額 300,000

２ 支出総額 59,546

（翌年への繰越額） 241,691

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 44,784

事務所費 44,784

政治活動費 14,762

機関紙誌の発行その他の事業費 14,762

宣伝事業費 14,762

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

稲垣 英夫 100,000 武蔵野市

荒井 伸 100,000 武蔵野市

高橋 勇 100,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会関野たかなり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 關野 杜成

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 634,618

前年繰越額 34,618

本年収入額 600,000

２ 支出総額 544,397

（翌年への繰越額） 90,221

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 256,127

備品・消耗品費 151,127

事務所費 105,000

政治活動費 288,270

組織活動費 57,270

機関紙誌の発行その他の事業費 231,000

宣伝事業費 231,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

關野 杜成 600,000 東大和市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会平けいしょう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 平 慶翔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 2,673,994

前年繰越額 693,994

本年収入額 1,980,000

２ 支出総額 1,793,400

（翌年への繰越額） 880,594

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,980,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,980,000

個人からの寄附 1,980,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,793,400

人件費 1,793,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

室岡 雄二 100,000 北区

持田 丞 1,000,000 神奈川県川崎市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会滝田やすひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 滝田 泰彦
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 6,311,338

前年繰越額 0

本年収入額 6,311,338

２ 支出総額 6,311,338

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,311,338

政党匿名分を除く寄附の額 6,311,338

個人からの寄附 6,301,338

政治団体からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,129,727

人件費 239,618

光熱水費 47,433

備品・消耗品費 683,229

事務所費 1,159,447

政治活動費 4,181,611

組織活動費 1,181,003

機関紙誌の発行その他の事業費 2,961,488

宣伝事業費 2,961,488

調査研究費 39,120

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

滝田 泰彦 5,061,338 八王子市

松尾 和也 100,000 八王子市

中村 優紀 100,000 埼玉県上尾市

加毛 修 200,000 港区

田中 義夫 100,000 八王子市

藤森 義明 200,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会田の上いくこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西澤 郁子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 3,685,128

前年繰越額 390,128

本年収入額 3,295,000

２ 支出総額 3,580,733

（翌年への繰越額） 104,395

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,295,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,295,000

個人からの寄附 3,235,000

政治団体からの寄附 60,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,949,580

人件費 1,276,095

備品・消耗品費 6,712

事務所費 666,773

政治活動費 1,631,153

組織活動費 1,233,445

機関紙誌の発行その他の事業費 199,381

機関紙誌の発行事業費 36,570

宣伝事業費 162,811

調査研究費 198,327

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西澤 郁子 2,500,000 江戸川区

土谷 英盛 60,000 江戸川区

桐井 義則 100,000 江戸川区

平田 善信 100,000 千葉県市川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会つじの栄作後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 野 栄作

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 183,832

前年繰越額 63,832
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本年収入額 120,000

２ 支出総額 25,414

（翌年への繰越額） 158,418

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

政治活動費 25,414

調査研究費 25,414

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野 栄作 120,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会筒井ようすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 筒井 洋介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 5,309,395

前年繰越額 0

本年収入額 5,309,395

２ 支出総額 5,309,395

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,309,395

政党匿名分を除く寄附の額 5,309,395

個人からの寄附 5,309,395

４ 支出の内訳

経常経費 1,106,228

人件費 737,310

備品・消耗品費 228,808

事務所費 140,110

政治活動費 4,203,167

組織活動費 227,852

機関紙誌の発行その他の事業費 3,975,315

宣伝事業費 3,975,315

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

筒井 洋介 5,304,395 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会成清梨沙子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 成清 梨沙子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,240,395

前年繰越額 480,395

本年収入額 2,760,000

２ 支出総額 2,319,958

（翌年への繰越額） 920,437

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,760,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,760,000

個人からの寄附 2,070,000

政治団体からの寄附 690,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,319,958

人件費 1,800,000

光熱水費 110,345

事務所費 409,613

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

成清 梨沙子 2,000,000 墨田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟墨 500,000 墨田区
田区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会ばば信男後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 馬場 信男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
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円
１ 収入総額 1,020,941

前年繰越額 120,941

本年収入額 900,000

２ 支出総額 746,010

（翌年への繰越額） 274,931

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

個人からの寄附 900,000

４ 支出の内訳

経常経費 245,215

人件費 30,000

備品・消耗品費 175,781

事務所費 39,434

政治活動費 500,795

組織活動費 192,436

機関紙誌の発行その他の事業費 308,359

機関紙誌の発行事業費 308,359

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

馬場 信男 900,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会ひぐちたかあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 樋口 高顕

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 4,636,948

前年繰越額 2,946,948

本年収入額 1,690,000

２ 支出総額 2,797,447

（翌年への繰越額） 1,839,501

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,690,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,690,000

個人からの寄附 1,490,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,058,554

人件費 440,816

光熱水費 75,545

備品・消耗品費 131,123

事務所費 411,070

政治活動費 1,738,893

組織活動費 237,273

機関紙誌の発行その他の事業費 301,620

宣伝事業費 301,620

その他の経費 1,200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

樋口 利恵子 1,200,000 千葉県松戸市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟神 100,000 千代田区
田支部

東京都宅建政治連盟千 100,000 千代田区
代田中央支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会福島りえこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福島 理恵子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,174,685

前年繰越額 743,486

本年収入額 431,199

２ 支出総額 338,334

（翌年への繰越額） 836,351

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 295,000

政党匿名分を除く寄附の額 295,000

個人からの寄附 295,000

その他の収入 136,199

１件 １０万円未満のもの 136,199

549 ページ



４ 支出の内訳

経常経費 89,131

備品・消耗品費 46,133

事務所費 42,998

政治活動費 249,203

組織活動費 81,439

選挙関係費 136,199

機関紙誌の発行その他の事業費 21,510

機関紙誌の発行事業費 21,510

調査研究費 10,055

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐久間 稔 100,000 世田谷区

坂野井 和代 100,000 神奈川県横浜市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会藤井あきら後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤井 晃

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 355,965

前年繰越額 135,965

本年収入額 220,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 355,965

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 220,000

政党匿名分を除く寄附の額 220,000

個人からの寄附 210,000

政治団体からの寄附 10,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

嶋 宏紀 200,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会保坂まさひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 保坂 真宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 5,775,308

前年繰越額 2,173,308

本年収入額 3,602,000

２ 支出総額 1,768,277

（翌年への繰越額） 4,007,031

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,380,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,380,000

個人からの寄附 3,120,000

政治団体からの寄附 260,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 222,000

保坂まさひろ緊急会議 181,000

保坂まさひろ各種団体後援会定期総会 41,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,768,277

組織活動費 9,370

機関紙誌の発行その他の事業費 1,058,907

宣伝事業費 864,307

その他の事業費 194,600

寄附・交付金 700,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

海寶 幸雄 100,000 台東区

斉藤 源也 300,000 新宿区

野原 肇 100,000 台東区

山田 鎮志 1,000,000 台東区

五十嵐 晃義 300,000 千葉県野田市

小林 英三 100,000 荒川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会細谷しょうこ後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 細谷 祥子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 553,460

前年繰越額 397,960

本年収入額 155,500

２ 支出総額 547,190

（翌年への繰越額） 6,270

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 155,500

政党匿名分を除く寄附の額 155,500

個人からの寄附 155,500

４ 支出の内訳

経常経費 332,460

人件費 170,000

備品・消耗品費 162,460

政治活動費 214,730

機関紙誌の発行その他の事業費 214,730

宣伝事業費 214,730

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会増子ひろき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 増子 博樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日

円
１ 収入総額 11,796,165

前年繰越額 6,299,842

本年収入額 5,496,323

２ 支出総額 5,637,509

（翌年への繰越額） 6,158,656

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,496,323

政党匿名分を除く寄附の額 5,496,323

個人からの寄附 5,496,323

４ 支出の内訳

経常経費 1,305,131

備品・消耗品費 297,518

事務所費 1,007,613

政治活動費 4,332,378

組織活動費 1,988,420

機関紙誌の発行その他の事業費 281,152

宣伝事業費 281,152

寄附・交付金 2,062,806

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

竹森 義彦 1,500,000 大阪府堺市

松平 隆光 1,500,000 文京区

野村 清子 600,000 文京区

増子 博樹 1,896,323 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会村松一希後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村松 一希

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 2,722,542

前年繰越額 2,542

本年収入額 2,720,000

２ 支出総額 2,721,159

（翌年への繰越額） 1,383

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,720,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,720,000

個人からの寄附 2,400,000

政治団体からの寄附 320,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,067,831

人件費 1,369,795

光熱水費 43,433

事務所費 654,603

政治活動費 653,328

機関紙誌の発行その他の事業費 653,328

機関紙誌の発行事業費 653,328
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村松 一希 2,030,000 練馬区

秋山 裕生 60,000 練馬区

平辻 亮 60,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

練馬区医師政治連盟 320,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会本橋ひろたか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 本橋 弘隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 820,000

前年繰越額 0

本年収入額 820,000

２ 支出総額 820,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 820,000

政党匿名分を除く寄附の額 820,000

個人からの寄附 820,000

４ 支出の内訳

政治活動費 820,000

組織活動費 820,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会もり愛後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 乾 愛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 360,000

前年繰越額 0

本年収入額 360,000

２ 支出総額 360,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 360,000

政党匿名分を除く寄附の額 360,000

個人からの寄附 360,000

４ 支出の内訳

経常経費 360,000

事務所費 360,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

乾 愛 360,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会森口つかさ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森口 つかさ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,015,911

前年繰越額 505,911

本年収入額 1,510,000

２ 支出総額 1,788,649

（翌年への繰越額） 227,262

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,510,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,510,000

個人からの寄附 1,510,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,538,399

人件費 1,033,367

光熱水費 15,806

事務所費 489,226

政治活動費 250,250

寄附・交付金 250,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森口 つかさ 1,500,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 都民ファーストの会森村たかゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森村 隆行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 21,508,850

前年繰越額 43,850

本年収入額 21,465,000

２ 支出総額 21,442,912

（翌年への繰越額） 65,938

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,465,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,465,000

個人からの寄附 10,465,000

借入金 11,000,000

森村 隆行 11,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 8,850,631

人件費 4,388,088

光熱水費 85,288

備品・消耗品費 1,394,578

事務所費 2,982,677

政治活動費 12,592,281

組織活動費 953,150

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 11,409,131

機関紙誌の発行事業費 10,303,881

宣伝事業費 1,105,250

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森村 隆行 10,000,000 青梅市

小林 伸㬎 100,000 千葉県佐倉市

町田 五郎 100,000 青梅市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

森村 隆行 11,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会山田ひろし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 浩史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 361,470

前年繰越額 21,470

本年収入額 340,000

２ 支出総額 321,470

（翌年への繰越額） 40,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 340,000

政党匿名分を除く寄附の額 340,000

個人からの寄附 340,000

４ 支出の内訳

政治活動費 321,470

寄附・交付金 321,470

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小澤 淑子 100,000 愛知県一宮市

久保 豊 200,000 神奈川県鎌倉市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会米川大二郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 米川 大二郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 170,000

前年繰越額 0

本年収入額 170,000

２ 支出総額 110,120

（翌年への繰越額） 59,880

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 170,000
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政党匿名分を除く寄附の額 170,000

個人からの寄附 170,000

４ 支出の内訳

政治活動費 110,120

機関紙誌の発行その他の事業費 110,120

宣伝事業費 110,120

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会龍円あいり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 龍円 愛梨

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 6,443,879

前年繰越額 656,880

本年収入額 5,786,999

２ 支出総額 5,280,076

（翌年への繰越額） 1,163,803

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,786,999

政党匿名分を除く寄附の額 5,786,999

個人からの寄附 3,786,999

政治団体からの寄附 2,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 444,314

備品・消耗品費 444,314

政治活動費 4,835,762

選挙関係費 700,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,135,762

宣伝事業費 4,135,762

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐々木 陽介 100,000 渋谷区

園部 教靖 200,000 立川市

清家 純 100,000 港区

原 浩之 100,000 世田谷区

岩﨑 哲也 400,000 豊島区

小野 寿幸 200,000 渋谷区

古谷 満 100,000 千葉県柏市

松原 あやか 100,000 渋谷区

足利 敏浩 100,000 渋谷区

上 利年 100,000 港区

小野 弘子 1,000,000 港区

奥住 尚弘 100,000 青梅市

齊藤 宇開 200,000 神奈川県鎌倉市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟渋 2,000,000 渋谷区
谷支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ともにつくろうやさしい政治・田中和子の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田中 和子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 3,814,786

前年繰越額 508,284

本年収入額 3,306,502

２ 支出総額 3,186,576

（翌年への繰越額） 628,210

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 133,000
（６２人）

寄附の総額 3,173,500

政党匿名分を除く寄附の額 3,173,500

個人からの寄附 3,173,500

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 2,934,852

人件費 166,000

光熱水費 74,020

備品・消耗品費 97,632

事務所費 2,597,200

政治活動費 251,724

機関紙誌の発行その他の事業費 247,524

機関紙誌の発行事業費 247,524
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調査研究費 4,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 和子 3,000,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とも宣子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鞆 宣子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島あつし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 豊島 淳司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 5,220

前年繰越額 0

本年収入額 5,220

２ 支出総額 5,220

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,220

政党匿名分を除く寄附の額 5,220

政治団体からの寄附 5,220

４ 支出の内訳

政治活動費 5,220

機関紙誌の発行その他の事業費 5,220

宣伝事業費 5,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とよしま成彦後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 豊島 成彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ９日
円

１ 収入総額 7,126

前年繰越額 7,126

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,126

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

豊島 成彦 2,200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都和の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 相澤 耕太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 6,809,715

前年繰越額 6,809,663

本年収入額 52

２ 支出総額 59,630

（翌年への繰越額） 6,750,085

３ 本年収入の内訳

その他の収入 52

１件 １０万円未満のもの 52

４ 支出の内訳

経常経費 8,140

備品・消耗品費 8,140

政治活動費 51,490

組織活動費 51,490

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 道場ひでのり後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 道場 秀憲

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 19,304

前年繰越額 9,304

本年収入額 10,000

２ 支出総額 18,700

（翌年への繰越額） 604
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 18,700

機関紙誌の発行その他の事業費 18,700

宣伝事業費 18,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内外情報調査会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宇田 稔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 86,858

前年繰越額 66,858

本年収入額 20,000

２ 支出総額 81,868

（翌年への繰越額） 4,990

３ 本年収入の内訳

借入金 20,000

宇田 稔 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 56,526

備品・消耗品費 37,435

事務所費 19,091

政治活動費 25,342

組織活動費 25,342

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内藤みき子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 内藤 美貴子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中江みわ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中江 美和

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 417,530

前年繰越額 3,656

本年収入額 413,874

２ 支出総額 207,530

（翌年への繰越額） 210,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 413,874

政党匿名分を除く寄附の額 413,874

個人からの寄附 413,874

４ 支出の内訳

政治活動費 207,530

組織活動費 1,500

機関紙誌の発行その他の事業費 187,430

機関紙誌の発行事業費 187,430

調査研究費 18,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中江 美和 203,874 小平市

河口 清彦 210,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中沢ふみお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中澤 史夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中澤まさゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中澤 雅之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 309,418
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前年繰越額 297,414

本年収入額 12,004

２ 支出総額 5,323

（翌年への繰越額） 304,095

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（６人）

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

政治活動費 5,323

組織活動費 1,800

機関紙誌の発行その他の事業費 3,523

宣伝事業費 3,523

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中島賢治励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中島 賢治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中島まさとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中島 正寿

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 39,278

前年繰越額 39,278

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 39,278

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なかじま勝励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中嶋 勝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中島めぐみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中嶋 恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中島よしきを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中嶋 良樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,100,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,100,000

２ 支出総額 467,679

（翌年への繰越額） 1,632,321

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,100,000

政治団体からの寄附 2,100,000

４ 支出の内訳

経常経費 335,137

備品・消耗品費 153,553

事務所費 181,584

政治活動費 132,542

機関紙誌の発行その他の事業費 132,542

宣伝事業費 132,542

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

連合東京・地域政策を 100,000 港区
実現する会

車と地域の共生を考え 2,000,000 日野市
る会

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 中田たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中田 喬士

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,552,372

前年繰越額 42,372

本年収入額 1,510,000

２ 支出総額 1,266,545

（翌年への繰越額） 285,827

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,510,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,510,000

個人からの寄附 1,510,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,500

備品・消耗品費 5,500

政治活動費 1,261,045

機関紙誌の発行その他の事業費 1,261,045

機関紙誌の発行事業費 883,625

宣伝事業費 377,420

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中田 喬士 1,400,000 渋谷区

小俣 一郎 100,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中妻じょうた後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中妻 穣太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 74,000

前年繰越額 74,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 74,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中西正巳後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中西 正巳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 177,932

前年繰越額 177,932

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 177,932

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中根じゅんを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中根 淳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中根たくや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中根 卓也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なかね大後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中根 大

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野区政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 土屋 誠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野しのぶを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中野 志乃夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 42,288

前年繰越額 20,288

本年収入額 22,000

２ 支出総額 26,470

（翌年への繰越額） 15,818

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（１２人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,850

備品・消耗品費 3,850

政治活動費 22,620

組織活動費 22,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野じゅんこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大后 淳子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 5,376

前年繰越額 0

本年収入額 5,376

２ 支出総額 5,376

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,376

政党匿名分を除く寄附の額 5,376

個人からの寄附 5,376

４ 支出の内訳

経常経費 5,376

事務所費 5,376

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 白井 秀史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野総合政策研究所

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡邊 武

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野義治と歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中野 義治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なかま建二と市民の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中間 建二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,681

前年繰越額 1,681

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,681

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中道貴後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中道 貴
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村けいこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中村 慶子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 144,000

前年繰越額 144,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 144,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村公太朗後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中村 公太朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 284,280

前年繰越額 284,280

本年収入額 0

２ 支出総額 200,000

（翌年への繰越額） 84,280

３ 支出の内訳

経常経費 200,000

人件費 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村しんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中村 真一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村延子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 加藤 延子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 80,026

前年繰越額 60,026

本年収入額 20,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 80,026

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村ひろしを支える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中村 洋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 15,382,160

前年繰越額 1,629,160

本年収入額 13,753,000

２ 支出総額 15,205,435

（翌年への繰越額） 176,725

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 69,000
（６９人）

寄附の総額 13,684,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,684,000

個人からの寄附 12,484,000

政治団体からの寄附 1,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 9,009,291

人件費 5,466,037

備品・消耗品費 1,439,005

事務所費 2,104,249

政治活動費 6,196,144

組織活動費 5,300

機関紙誌の発行その他の事業費 6,190,844
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機関紙誌の発行事業費 5,750,324

宣伝事業費 440,520

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中村 俊二 1,500,000 愛知県一宮市

橘 民義 200,000 三鷹市

渡邉 道雄 300,000 三鷹市

中村 洋 9,000,000 三鷹市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会民主躍進の会 600,000 三鷹市

東京都医師政治連盟三 500,000 三鷹市
鷹支部

東京都歯科医師連盟三 100,000 三鷹市
鷹支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村まさ子と共に歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中村 雅子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 295,573

前年繰越額 295,573

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 295,573

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村やすひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中村 康弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山信行政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中山 信行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 8,648,142

前年繰越額 153,879

本年収入額 8,494,263

２ 支出総額 8,543,283

（翌年への繰越額） 104,859

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,991,158

政党匿名分を除く寄附の額 6,991,158

個人からの寄附 158,000

政治団体からの寄附 6,833,158

借入金 1,500,000

中山 信行 1,500,000

その他の収入 3,105

１件 １０万円未満のもの 3,105

４ 支出の内訳

経常経費 5,971,238

人件費 588,732

光熱水費 36,002

備品・消耗品費 1,387,844

事務所費 3,958,660

政治活動費 2,572,045

組織活動費 847,176

機関紙誌の発行その他の事業費 1,585,840

機関紙誌の発行事業費 543,824

宣伝事業費 1,042,016

調査研究費 139,029

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党足立総支部 6,833,158 足立区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

中山 信行 6,360,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山ひとみ後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 中山 ひと美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 334,686

前年繰越額 334,686

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 334,686

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山ひろゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中山 寛進

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 316,017

前年繰越額 96,017

本年収入額 220,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 316,017

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 220,000

政党匿名分を除く寄附の額 220,000

個人からの寄附 30,000

政治団体からの寄附 190,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山みずほ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中山 瑞穂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月２３日
円

１ 収入総額 553,508

前年繰越額 550,500

本年収入額 3,008

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 553,508

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000

個人からの寄附 3,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山義活新東京生活会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 中山 義活

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日

円
１ 収入総額 497,102

前年繰越額 497,102

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 497,102

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長井昌則後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 長井 昌則

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 55,800

前年繰越額 55,800

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 55,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 永野ひろ子を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 裕子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 243,865

前年繰越額 243,865

本年収入額 0

２ 支出総額 206,135
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（翌年への繰越額） 37,730

３ 支出の内訳

政治活動費 206,135

組織活動費 37,000

機関紙誌の発行その他の事業費 84,000

宣伝事業費 84,000

調査研究費 85,135

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長橋桂一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 長橋 桂一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 15,354,233

前年繰越額 8,998,384

本年収入額 6,355,849

２ 支出総額 6,966,349

（翌年への繰越額） 8,387,884

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,938,588

政党匿名分を除く寄附の額 5,938,588

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 5,928,588

その他の収入 417,261

１件 １０万円未満のもの 621

１件 １０万円以上のもの 416,640

会場費還付 416,640

４ 支出の内訳

経常経費 1,656,984

備品・消耗品費 374,973

事務所費 1,282,011

政治活動費 5,309,365

組織活動費 674,069

機関紙誌の発行その他の事業費 4,313,126

宣伝事業費 4,313,126

調査研究費 98,870

寄附・交付金 223,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党豊島総支部 4,806,086 豊島区

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

豊島区薬剤師政治連盟 100,000 豊島区

豊島区医師政治連盟 500,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 永見かずお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 永見 理夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日

円
１ 収入総額 863,064

前年繰越額 863,059

本年収入額 5

２ 支出総額 290,400

（翌年への繰越額） 572,664

３ 本年収入の内訳

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

政治活動費 290,400

組織活動費 26,400

機関紙誌の発行その他の事業費 264,000

宣伝事業費 264,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なぐも隆志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 南雲 隆志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 夏目かよこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 夏目 佳代子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菜の花の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 鈴木 晶雅

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 6,879,016

前年繰越額 5,109,016

本年収入額 1,770,000

２ 支出総額 1,449,791

（翌年への繰越額） 5,429,225

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 1,770,000

第４６回菜の花の会 1,770,000

４ 支出の内訳

経常経費 798,234

人件費 170,000

光熱水費 64,796

備品・消耗品費 292,082

事務所費 271,356

政治活動費 651,557

組織活動費 308,474

機関紙誌の発行その他の事業費 343,083

宣伝事業費 64,903

政治資金パーティー開催事業費 278,180

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なみき一元後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 並木 一元

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ならさき久和後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 奈良﨑 久和

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 成島ゆかりを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 成島 由香里

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なわいきよ子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 縄井 貴代子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 難波英一を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 難波 英一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新妻佐江子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 新妻 佐江子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西川みさほ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西川 美佐保
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西上ただし励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西上 忠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 9,020

前年繰越額 0

本年収入額 9,020

２ 支出総額 9,020

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 9,020

政党匿名分を除く寄附の額 9,020

政治団体からの寄附 9,020

４ 支出の内訳

政治活動費 9,020

機関紙誌の発行その他の事業費 9,020

宣伝事業費 9,020

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西崎つばさと羽ばたく会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西﨑 翔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 1,879,172

前年繰越額 0

本年収入額 1,879,172

２ 支出総額 1,879,172

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,879,172

政党匿名分を除く寄附の額 1,879,172

個人からの寄附 1,733,672

政治団体からの寄附 145,500

４ 支出の内訳

経常経費 312,531

備品・消耗品費 124,974

事務所費 187,557

政治活動費 1,566,641

組織活動費 122,293

機関紙誌の発行その他の事業費 1,444,348

宣伝事業費 1,444,348

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
西﨑 翔 1,429,672 目黒区

沖見 勝也 300,000 目黒区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

蓮舫後援会 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西野こういちを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西野 幸一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西のなお美と街づくりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西埜 真美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 4,400,001

前年繰越額 0

本年収入額 4,400,001

２ 支出総額 4,400,001

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,400,000

565 ページ



個人からの寄附 4,400,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 4,400,001

寄附・交付金 4,400,001

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西埜 真美 4,400,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にしみや幸一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西宮 幸一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 3,312,074

前年繰越額 1,813,268

本年収入額 1,498,806

２ 支出総額 1,691,276

（翌年への繰越額） 1,620,798

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,498,800

政党匿名分を除く寄附の額 1,498,800

個人からの寄附 1,498,800

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 184,771

備品・消耗品費 184,551

事務所費 220

政治活動費 1,506,505

組織活動費 61,780

機関紙誌の発行その他の事業費 1,073,125

機関紙誌の発行事業費 1,044,591

宣伝事業費 28,534

調査研究費 22,800

寄附・交付金 200,000

その他の経費 148,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西宮 道子 148,800 府中市

西宮 幸一 1,300,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村まさみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 正美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村りく後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西村 陸

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西本かずや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西本 和也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西本貴子後援会“ｔａ－ｋｏサポターズ”

資金管理団体の届出をした者の氏名 西本 貴子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 西山まさる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西山 賢

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 14,674,268

前年繰越額 174,268

本年収入額 14,500,000

２ 支出総額 11,897,001

（翌年への繰越額） 2,777,267

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 14,000,000

政治団体からの寄附 14,000,000

借入金 500,000

西山 賢 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,702,110

人件費 287,700

光熱水費 169,744

備品・消耗品費 2,249,052

事務所費 995,614

政治活動費 8,194,891

組織活動費 769,465

機関紙誌の発行その他の事業費 6,094,926

機関紙誌の発行事業費 1,600,844

宣伝事業費 4,494,082

その他の経費 1,330,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 14,000,000 八王子市
子市第十二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西山ようすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 西山 陽介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 97,680

前年繰越額 0

本年収入額 97,680

２ 支出総額 97,680

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 97,680

政党匿名分を除く寄附の額 97,680

政治団体からの寄附 97,680

４ 支出の内訳

政治活動費 97,680

機関紙誌の発行その他の事業費 97,680

宣伝事業費 97,680

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党豊島総支部 97,680 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ２１世紀ヒューマンネットワーク研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中嶋 義雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 28,803

前年繰越額 28,803

本年収入額 0

２ 支出総額 16,020

（翌年への繰越額） 12,783

３ 支出の内訳

経常経費 16,020

人件費 13,200

事務所費 2,820

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 二宮よしことやさしいまち東大和をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 二宮 由子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
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円
１ 収入総額 197,520

前年繰越額 103,520

本年収入額 94,000

２ 支出総額 49,801

（翌年への繰越額） 147,719

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,000
（３人）

寄附の総額 64,000

政党匿名分を除く寄附の額 64,000

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 54,000

４ 支出の内訳

経常経費 35,617

備品・消耗品費 35,617

政治活動費 14,184

組織活動費 5,000

機関紙誌の発行その他の事業費 9,184

機関紙誌の発行事業費 9,184

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第２ 54,000 東久留米市
０区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沼田たか子とひまわりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 沼田 貴子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 421,844

前年繰越額 0

本年収入額 421,844

２ 支出総額 421,844

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 421,844

政党匿名分を除く寄附の額 421,844

個人からの寄附 421,844

４ 支出の内訳

政治活動費 421,844

寄附・交付金 421,844

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

沼田 貴子 421,844 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 根岸みつひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 根岸 光洋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ねっこの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 笹倉 みどり

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 根本りょうすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 根本 良輔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
７月２１日から ９月 １日

報告年月日 令和 ４年 ８月２９日
円

１ 収入総額 4,252,101

前年繰越額 0

本年収入額 4,252,101

２ 支出総額 2,477,846

（翌年への繰越額） 1,774,255

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 392,101

政党匿名分を除く寄附の額 392,101

個人からの寄附 392,101
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借入金 3,860,000

Ｎａｋａｂｏｓｈｉ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎ 2,560,000
ｇ Ｏｆｆｉｃｅ株式会社

つばさの党 1,300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,477,846

組織活動費 181,872

選挙関係費 52,200

機関紙誌の発行その他の事業費 2,243,774

宣伝事業費 2,243,774

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

市川 敏彦 100,000 福岡県春日市

松村 明典 220,000 埼玉県さいたま市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

Ｎａｋａｂｏｓｈｉ Ｃｏｎ 2,560,000
ｓｕｌｔｉｎｇ Ｏｆｆｉｃ
ｅ株式会社

（借入先） （借入残高）
円

つばさの党 1,300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬志民会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤井 智教

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 1,525,154

前年繰越額 525,154

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 1,500,000

（翌年への繰越額） 25,154

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

政治団体からの寄附 600,000

借入金 400,000

藤井 智教 400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,500,000

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会民主躍進の会 600,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石黒 達男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 995,822

前年繰越額 885,822

本年収入額 110,000

２ 支出総額 967,097

（翌年への繰越額） 28,725

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 110,000

政党匿名分を除く寄附の額 110,000

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 168,055

人件費 12,000

備品・消耗品費 53,385

事務所費 102,670

政治活動費 799,042

組織活動費 517,000

機関紙誌の発行その他の事業費 280,282

宣伝事業費 280,282

調査研究費 1,760

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
国民民主党東京都総支 100,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野沢なな後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 野澤 菜奈

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 60,600

前年繰越額 60,600

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 60,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野島としお励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 野島 資雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野村羊子といっしょにつくる三鷹の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 野村 羊子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 2,531,502

前年繰越額 1,187,502

本年収入額 1,344,000

２ 支出総額 1,444,013

（翌年への繰越額） 1,087,489

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,000
（１１人）

寄附の総額 1,317,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,317,000

個人からの寄附 1,317,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 16,000

２０２１年バーチャル水俣ツアー 16,000

４ 支出の内訳

経常経費 703,533

事務所費 703,533

政治活動費 740,480

組織活動費 451,290

機関紙誌の発行その他の事業費 282,390

宣伝事業費 266,390

その他の事業費 16,000

調査研究費 6,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野村 羊子 1,240,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野もとあきとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 野元 明俊

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 拝野健後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 拝野 健

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 萩原由美子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 萩原 由美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 博友会（田代 博嗣）

資金管理団体の届出をした者の氏名 田代 博嗣
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 橋本こうじを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 橋本 孝二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 橋本祥平後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 橋本 祥平

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 橋本弘山後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 橋本 弘山

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 304,980

前年繰越額 4,980

本年収入額 300,000

２ 支出総額 297,217

（翌年への繰越額） 7,763

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 17,610

備品・消耗品費 17,610

政治活動費 279,607

機関紙誌の発行その他の事業費 76,776

機関紙誌の発行事業費 15,176

宣伝事業費 61,600

調査研究費 62,171

寄附・交付金 140,660

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

橋本 弘山 300,000 羽村市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 橋本ゆき後援連盟

資金管理団体の届出をした者の氏名 橋本 侑樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 924,463

前年繰越額 869,463

本年収入額 55,000

２ 支出総額 97,560

（翌年への繰越額） 826,903

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 55,000

政党匿名分を除く寄附の額 55,000

個人からの寄附 55,000

４ 支出の内訳

経常経費 73,240

備品・消耗品費 2,400

事務所費 70,840

政治活動費 24,320

組織活動費 24,200

調査研究費 120

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ハセベケンの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 長谷部 健
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 1,350,010

前年繰越額 1,350,010

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,350,010

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はせべ豊子とあゆむ会

資金管理団体の届出をした者の氏名 長谷部 豊子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 228,995

前年繰越額 128,995

本年収入額 100,000

２ 支出総額 96,000

（翌年への繰越額） 132,995

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 96,000

寄附・交付金 96,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 100,000 小平市
９区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はたがき正生後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 幡垣 正生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月２７日
円

１ 収入総額 37,406

前年繰越額 37,406

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 37,406

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子の自治を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森 喜彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 4,100

前年繰越額 4,100

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八田一彦を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 八田 一彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はっとりとしお会

資金管理団体の届出をした者の氏名 服部 敏夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 服部ゆくお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 服部 征夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 929,135

前年繰越額 429,132

本年収入額 500,003

２ 支出総額 650,000

（翌年への繰越額） 279,135
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３ 本年収入の内訳

借入金 500,000

服部 征夫 500,000

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 35,000

事務所費 35,000

政治活動費 615,000

組織活動費 20,000

選挙関係費 595,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

服部 征夫 1,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ハッピー会

資金管理団体の届出をした者の氏名 戸枝 大幸

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 230,364

前年繰越額 138,364

本年収入額 92,000

２ 支出総額 119,584

（翌年への繰越額） 110,780

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 92,000

政党匿名分を除く寄附の額 92,000

個人からの寄附 92,000

４ 支出の内訳

経常経費 49,584

備品・消耗品費 49,584

政治活動費 70,000

組織活動費 70,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 花川与惣太後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 花川 与惣太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 662

前年繰越額 662

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 662

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 花咲くまちづくりとまうの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山浦 真弓

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 3,533,933

前年繰越額 0

本年収入額 3,533,933

２ 支出総額 3,533,933

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,533,933

政党匿名分を除く寄附の額 3,533,933

個人からの寄附 3,533,933

４ 支出の内訳

政治活動費 3,533,933

寄附・交付金 3,533,933

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山浦 真弓 3,533,933 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 花見たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 花見 隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 289,794

前年繰越額 289,794
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本年収入額 0

２ 支出総額 35,000

（翌年への繰越額） 254,794

３ 支出の内訳

政治活動費 35,000

組織活動費 35,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 羽田圭二をはげます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 羽田 圭二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 291,857

前年繰越額 291,857

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 291,857

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はねだ福代励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 羽田 福代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜田けい子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 濵田 圭子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜田ひろきを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 浜田 浩樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 53,479

前年繰越額 53,479

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 53,479

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中啓一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 浜中 啓一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 95,728

前年繰越額 95,728

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 95,728

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中としお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 濱中 俊男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 39,149

前年繰越額 39,149

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 39,149

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中よしぞう友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 濵中 由造

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 早川たろう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 早川 太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
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円
１ 収入総額 194,235

前年繰越額 184,231

本年収入額 10,004

２ 支出総額 67,191

（翌年への繰越額） 127,044

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,000
（１人）

寄附の総額 8,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,000

個人からの寄附 8,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 43,381

備品・消耗品費 34,645

事務所費 8,736

政治活動費 23,810

組織活動費 23,810

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 林明裕をささえる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 林 明裕

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,295,894

前年繰越額 65,894

本年収入額 1,230,000

２ 支出総額 1,195,330

（翌年への繰越額） 100,564

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,230,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,230,000

個人からの寄附 230,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,195,330

組織活動費 195,330

選挙関係費 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都支部 1,000,000 千代田区
連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 林まい子とわくわく会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 林 麻衣子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 5,798,957

前年繰越額 2,798,935

本年収入額 3,000,022

２ 支出総額 4,180,440

（翌年への繰越額） 1,618,517

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

その他の収入 22

１件 １０万円未満のもの 22

４ 支出の内訳

経常経費 440

事務所費 440

政治活動費 4,180,000

寄附・交付金 4,180,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

林 麻衣子 3,000,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原かずひろ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原 和弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 0

575 ページ



２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原たかお励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原 隆夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原田けんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原田 賢一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原田孝之さんと将来を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原田 孝之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原田たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原田 剛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原田大後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原田 大

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 868,156

前年繰越額 8,156

本年収入額 860,000

２ 支出総額 864,674

（翌年への繰越額） 3,482

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 860,000

政党匿名分を除く寄附の額 860,000

個人からの寄附 860,000

４ 支出の内訳

経常経費 819,134

光熱水費 363

事務所費 818,771

政治活動費 45,540

組織活動費 16,500

機関紙誌の発行その他の事業費 29,040

宣伝事業費 29,040

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

原田 大 860,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原田ひろこ友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 原田 広子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 55,834

前年繰越額 0

本年収入額 55,834

２ 支出総額 55,834

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 55,834

政党匿名分を除く寄附の額 55,834

政治団体からの寄附 55,834

４ 支出の内訳

政治活動費 55,834

機関紙誌の発行その他の事業費 55,834
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宣伝事業費 55,834

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党西多摩総支部 55,834 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はるた学を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 治田 学

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 833,308

前年繰越額 133,308

本年収入額 700,000

２ 支出総額 773,938

（翌年への繰越額） 59,370

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

個人からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 705,263

人件費 24,736

光熱水費 20,527

事務所費 660,000

政治活動費 68,675

組織活動費 38,000

機関紙誌の発行その他の事業費 30,675

宣伝事業費 30,675

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

治田 学 700,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 半田伸明を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 半田 伸明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 馬場けんじ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 馬場 賢司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 馬場裕子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 馬場 裕子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 3,863

前年繰越額 3,863

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,863

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東口まさみ友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 東口 正美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東亨後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 東 亨

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 463,079

前年繰越額 463,079

本年収入額 0

２ 支出総額 2,976
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（翌年への繰越額） 460,103

３ 支出の内訳

経常経費 2,976

備品・消耗品費 2,976

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東友美と百人の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 東 友美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１３日
円

１ 収入総額 37,657

前年繰越額 5,157

本年収入額 32,500

２ 支出総額 37,344

（翌年への繰越額） 313

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 32,500

政党匿名分を除く寄附の額 32,500

個人からの寄附 32,500

４ 支出の内訳

経常経費 30,040

事務所費 30,040

政治活動費 7,304

機関紙誌の発行その他の事業費 7,304

宣伝事業費 7,304

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東まり子を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 東 真理子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 81,214

前年繰越額 11,214

本年収入額 70,000

２ 支出総額 65,750

（翌年への繰越額） 15,464

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 70,000

政党匿名分を除く寄附の額 70,000

個人からの寄附 70,000

４ 支出の内訳

経常経費 65,750

人件費 65,750

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

東 真理子 70,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東村くにひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 東村 邦浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 28,591,449

前年繰越額 3,074,447

本年収入額 25,517,002

２ 支出総額 24,229,722

（翌年への繰越額） 4,361,727

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 25,280,680

政党匿名分を除く寄附の額 25,280,680

個人からの寄附 12,010,000

政治団体からの寄附 13,270,680

その他の収入 236,322

１件 １０万円未満のもの 101,322

１件 １０万円以上のもの 135,000

金銭以外のものによる寄附相当分 135,000

４ 支出の内訳

経常経費 15,635,499

人件費 5,692,000

光熱水費 32,830

備品・消耗品費 461,113

事務所費 9,449,556

政治活動費 8,594,223

組織活動費 1,579,250
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選挙関係費 135,000

機関紙誌の発行その他の事業費 6,461,727

宣伝事業費 6,346,546

政治資金パーティー開催事業費 115,181

その他の経費 418,246

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

倉田 邦雄 120,000 八王子市

原島 護 120,000 昭島市

西川 勲 150,000 八王子市

河村 良美 120,000 八王子市

榎本 泰治 120,000 八王子市

渡辺 貢 1,000,000 八王子市

深代 勝美 500,000 埼玉県所沢市

木下 昭男 120,000 八王子市

石成 忠助 1,500,000 昭島市

小林 信雄 120,000 八王子市

八島 國男 120,000 八王子市

浅尾 洋和 120,000 昭島市

村越 秀男 1,000,000 八王子市

鏑木 勇 120,000 多摩市

峯尾 和正 120,000 八王子市

村越 秀仁 1,000,000 杉並区

坂口 武司 300,000 八王子市

河西 龍治 350,000 神奈川県横浜市

和田 浩之 200,000 小平市

柿崎 純也 200,000 神奈川県相模原市

石山 政守 60,000 町田市

結城 正行 90,000 八王子市

栗崎 竜夫 60,000 八王子市

杉田 悠 60,000 八王子市

石川 洲男 120,000 八王子市

余語 直樹 500,000 埼玉県鶴ヶ島市

野口 修 60,000 杉並区

青山 100,000 中野区

田口 悦三 100,000 八王子市

水上 浩司 100,000 八王子市

加藤 春子 100,000 八王子市

村内 道昌 100,000 八王子市

朝倉 健之 100,000 八王子市

小林 義幸 200,000 あきる野市

荒井 徳之 100,000 八王子市

富 光秀 100,000 神奈川県相模原市

田中 祥皖 450,000 八王子市

大久保 篤 100,000 八王子市

石成 正人 1,000,000 昭島市

笠原 仁美 200,000 八王子市

石鍋 悦男 500,000 八王子市

伊藤 純義 200,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党八王子総支部 12,770,680 八王子市

東京都医師政治連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟八 200,000 八王子市
王子支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひさなが薫後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 久永 薫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 一柳なおひろ後援会（ひとつ会）

資金管理団体の届出をした者の氏名 一柳 直宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日野たかしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 日野 崇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 百成会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小池 百合子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県知事

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 13,611,896

前年繰越額 13,611,823

本年収入額 73

２ 支出総額 11,327,514

（翌年への繰越額） 2,284,382

３ 本年収入の内訳

その他の収入 73

１件 １０万円未満のもの 73

４ 支出の内訳

経常経費 11,327,514

人件費 11,007,540

備品・消耗品費 550

事務所費 319,424

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 １００ｃｍからの視線を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 石橋 真道

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひやま隆と挑戦する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 檜山 隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 558,000

前年繰越額 438,000

本年収入額 120,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 558,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮崎 一三 120,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平塚けいじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 平塚 敬二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平野正浩後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 平野 正浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平野みつる友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 平野 充

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平山英明区政研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 平山 英明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
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円
１ 収入総額 50,000

前年繰越額 50,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 広川えみこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 広川 恵美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 広瀬まき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 坂根 真木

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 5,152,656

前年繰越額 116,656

本年収入額 5,036,000

２ 支出総額 3,471,316

（翌年への繰越額） 1,681,340

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,036,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,036,000

個人からの寄附 3,466,000

政治団体からの寄附 1,570,000

４ 支出の内訳

政治活動費 3,471,316

組織活動費 157,642

選挙関係費 1,800,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,483,674

機関紙誌の発行事業費 1,483,674

寄附・交付金 30,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村越 一夫 300,000 小金井市

鴨下 節子 110,000 小金井市

廣瀬 順子 1,000,000 愛知県名古屋市

坂根 淳一 500,000 千葉県木更津市

稲葉 孝彦 100,000 小金井市

川口 開治 100,000 小金井市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都トラック運送事 100,000 新宿区
業政治連盟

東京都歯科医師連盟小 100,000 小金井市
金井支部

東京都医師政治連盟小 800,000 小金井市
金井支部

伊藤隆広後援会連合会 100,000 千葉県千葉市

土屋正忠後援会 100,000 武蔵野市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

坂根 真木 2,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 樋脇岳後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 樋脇 岳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 10,000

前年繰越額 0

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 深沢達也とあゆむ会

資金管理団体の届出をした者の氏名 深沢 達也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 3,658,307

前年繰越額 3,558,307

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,658,307

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 深田貴美子といっぽいっぽの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 深田 貴美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,597,790

前年繰越額 229,790

本年収入額 1,368,000

２ 支出総額 1,357,090

（翌年への繰越額） 240,700

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,368,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,368,000

個人からの寄附 1,368,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,357,090

機関紙誌の発行その他の事業費 1,357,090

機関紙誌の発行事業費 1,357,090

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

竹内 功 90,000 武蔵野市

深田 貴美子 500,000 武蔵野市

落合 智子 100,000 武蔵野市

渋谷 昌宏 200,000 千葉県市川市

酒井 清孝 100,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吹春やすたか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吹春 保隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 2,072,027

前年繰越額 27,027

本年収入額 2,045,000

２ 支出総額 2,034,360

（翌年への繰越額） 37,667

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,995,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,995,000

個人からの寄附 1,685,000

政治団体からの寄附 310,000

その他の収入 50,000

１件 １０万円未満のもの 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,320,000

事務所費 1,320,000

政治活動費 714,360

機関紙誌の発行その他の事業費 714,360

機関紙誌の発行事業費 634,360

宣伝事業費 80,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吹春 保隆 1,200,000 小金井市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党小金井総支 300,000 小金井市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福島正美後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 福島 正美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 5,280

前年繰越額 0

本年収入額 5,280

２ 支出総額 5,280

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,280

政党匿名分を除く寄附の額 5,280

政治団体からの寄附 5,280

４ 支出の内訳

政治活動費 5,280

機関紙誌の発行その他の事業費 5,280

宣伝事業費 5,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福田光一はげます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福田 光一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 896,395

前年繰越額 37,458

本年収入額 858,937

２ 支出総額 861,935

（翌年への繰越額） 34,460

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 858,937

政党匿名分を除く寄附の額 858,937

個人からの寄附 858,937

４ 支出の内訳

経常経費 638,415

人件費 77,000

光熱水費 35,732

備品・消耗品費 268,383

事務所費 257,300

政治活動費 223,520

組織活動費 163,520

機関紙誌の発行その他の事業費 60,000

宣伝事業費 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福田たえみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福田 妙美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福田ちか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福田 千夏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福馬えみ子と生活者政治を実現する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福馬 恵美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福室ひでとし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 福室 英俊

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月 ３日
円

１ 収入総額 296,156

前年繰越額 359

本年収入額 295,797

２ 支出総額 295,797

（翌年への繰越額） 359

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 295,797

政党匿名分を除く寄附の額 295,797

個人からの寄附 265,797

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 229,527

備品・消耗品費 99,527

事務所費 130,000

政治活動費 66,270

機関紙誌の発行その他の事業費 66,270

宣伝事業費 66,270

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

福室 英俊 265,797 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤江竜三後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤江 竜三

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 196,005

前年繰越額 0

本年収入額 196,005

２ 支出総額 196,005

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 196,005

政党匿名分を除く寄附の額 196,005

個人からの寄附 196,005

４ 支出の内訳

政治活動費 196,005

機関紙誌の発行その他の事業費 196,005

機関紙誌の発行事業費 196,005

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藤江 竜三 186,005 国立市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふじさわ愛子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤澤 愛子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 12,555

前年繰越額 12,555

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 12,555

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤田貴裕とともにあゆむ会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤田 貴裕

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 241,840

前年繰越額 4,840

本年収入額 237,000

２ 支出総額 237,000

（翌年への繰越額） 4,840

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 193,000

政党匿名分を除く寄附の額 193,000

個人からの寄附 193,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 44,000

祝賀会 44,000

４ 支出の内訳

政治活動費 237,000

機関紙誌の発行その他の事業費 197,000

機関紙誌の発行事業費 153,000

その他の事業費 44,000

調査研究費 40,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
藤田 貴裕 193,000 国立市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤田まさみと東村山を元気にする会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤田 雅美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 419,743

前年繰越額 419,736

本年収入額 7

２ 支出総額 249,405

（翌年への繰越額） 170,338

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

政治活動費 249,405

組織活動費 134,270

機関紙誌の発行その他の事業費 110,005

宣伝事業費 110,005

調査研究費 4,800

その他の経費 330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤田みちこ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤田 美智子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤原正則の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤原 正則

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 3,724,080

前年繰越額 2,364,058

本年収入額 1,360,022

２ 支出総額 557,374

（翌年への繰越額） 3,166,706

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 1,360,000

区政報告会 1,360,000

その他の収入 22

１件 １０万円未満のもの 22

４ 支出の内訳

経常経費 151,815

人件費 10,000

備品・消耗品費 55,090

事務所費 86,725

政治活動費 405,559

機関紙誌の発行その他の事業費 380,553

政治資金パーティー開催事業費 380,553

調査研究費 25,006

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふちがみ隆後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渕上 隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 31,062

前年繰越額 31,062

本年収入額 0

２ 支出総額 6,362

（翌年への繰越額） 24,700

３ 支出の内訳

政治活動費 6,362

組織活動費 6,362

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 舟坂ちかお後援会誓勝会

資金管理団体の届出をした者の氏名 舟坂 誓生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 5,600,906

前年繰越額 0
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本年収入額 5,600,906

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,600,906

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,600,906

政党匿名分を除く寄附の額 5,600,906

政治団体からの寄附 5,600,906

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都葛飾 5,600,906 葛飾区
区第二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふまミチ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 夫馬 三知

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 フリーダムネット

資金管理団体の届出をした者の氏名 杉村 康之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 738,500

前年繰越額 226,500

本年収入額 512,000

２ 支出総額 216,605

（翌年への繰越額） 521,895

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 512,000

政党匿名分を除く寄附の額 512,000

個人からの寄附 512,000

４ 支出の内訳

政治活動費 216,605

調査研究費 216,605

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

関口 文子 500,000 千葉県八千代市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古田しのぶ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 古田 しのぶ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武山会

資金管理団体の届出をした者の氏名 伊藤 忠之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 683,931

前年繰越額 583,931

本年収入額 100,000

２ 支出総額 639,646

（翌年への繰越額） 44,285

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 139,096

備品・消耗品費 139,096

政治活動費 500,550

機関紙誌の発行その他の事業費 500,000

宣伝事業費 500,000

その他の経費 550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都総支 100,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 ＨＯＭＥＴＯＷＮ東京２１クラブ創造政策研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中屋 文孝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北城さだはる連合後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 北城 貞治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 1,482

前年繰越額 1,482

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,482

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 保谷なおみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 保谷 七緒美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 408,424

前年繰越額 0

本年収入額 408,424

２ 支出総額 408,424

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 408,424

政党匿名分を除く寄附の額 408,424

個人からの寄附 408,424

４ 支出の内訳

政治活動費 408,424

機関紙誌の発行その他の事業費 408,424

機関紙誌の発行事業費 408,424

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

保谷 七緒美 408,424 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 保坂展人と元気印の会

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 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 16,731,467

前年繰越額 3,555,660

本年収入額 13,175,807

２ 支出総額 10,677,163

（翌年への繰越額） 6,054,304

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,665,000
（３３１人）

寄附の総額 1,599,160

政党匿名分を除く寄附の額 1,599,160

個人からの寄附 1,579,160

政治団体からの寄附 20,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 9,776,640

世田谷区長就任１０周年記念・保坂のぶと 8,290,000
研修セミナー

書籍・物販販売 216,640

２０２１保坂展人政治スクール 694,000

２０２１秋開講保坂展人政治スクール 576,000

その他の収入 135,007

１件 １０万円未満のもの 135,007

４ 支出の内訳

経常経費 3,926,049

人件費 1,372,942

光熱水費 138,367

備品・消耗品費 38,976

事務所費 2,375,764

政治活動費 6,751,114

組織活動費 92,393

選挙関係費 72,470

機関紙誌の発行その他の事業費 6,388,464

機関紙誌の発行事業費 1,293,688
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宣伝事業費 440,129

政治資金パーティー開催事業費 3,307,706

その他の事業費 1,346,941

調査研究費 197,787

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西尾 栄男 60,000 世田谷区

森脇 栄一 100,000 北海道札幌市

星野 弥生 100,000 世田谷区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

世田谷区長就任１０周年記念・保坂のぶと研修セミナー

（支払者）

（個人からの対価の支払） （金額） （住所）
円

下平 憲治 300,000 世田谷区

湖山 泰成 300,000 中央区

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟玉 270,000 世田谷区
川支部

世田谷区医師政治連盟 300,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ほさか正仁を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 保坂 正仁

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 星だいすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 星 大輔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 22,317

前年繰越額 22,317

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,317

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 星野あつし励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 星野 篤司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 星野博後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 星野 博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 細川正博後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 細川 正博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 223,104

前年繰越額 205,104

本年収入額 18,000

２ 支出総額 176,850

（翌年への繰越額） 46,254

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 18,000

政党匿名分を除く寄附の額 18,000

個人からの寄附 18,000

４ 支出の内訳

政治活動費 176,850

組織活動費 176,850

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 細木まこと後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 細木 誠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,108,187

前年繰越額 0

本年収入額 1,108,187

２ 支出総額 1,108,187

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,108,187

政党匿名分を除く寄附の額 1,108,187

政治団体からの寄附 1,108,187

４ 支出の内訳

経常経費 79,625

備品・消耗品費 15,865

事務所費 63,760

政治活動費 1,028,562

機関紙誌の発行その他の事業費 1,028,562

宣伝事業費 1,028,562

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 1,108,187 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 細田いさむ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 細田 勇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 1,501,291

前年繰越額 0

本年収入額 1,501,291

２ 支出総額 1,501,291

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,501,291

政党匿名分を除く寄附の額 1,501,291

政治団体からの寄附 1,501,291

４ 支出の内訳

経常経費 740

事務所費 740

政治活動費 1,500,551

機関紙誌の発行その他の事業費 1,500,551

宣伝事業費 1,500,551

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党江東総支部 1,501,291 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀田やよい励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀田 弥生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀江創一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀江 創一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀江たけし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀江 武史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 140,200

前年繰越額 140,200

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 140,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀川こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀川 幸志
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月１６日
円

１ 収入総額 567,284

前年繰越額 373,284

本年収入額 194,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 567,284

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 194,000
（５８人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ほりこうどう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀 宏道

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,114,084

前年繰越額 1,111,175

本年収入額 2,909

２ 支出総額 130,012

（翌年への繰越額） 984,072

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2,909

１件 １０万円未満のもの 2,909

４ 支出の内訳

政治活動費 130,012

組織活動費 130,012

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀部やすし・東京ルネサンス

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀部 康

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 55,073

前年繰越額 55,073

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 55,073

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

三好 みゆき 2,681,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀ゆういちろう後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀 雄一朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀よしあき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 堀 吉彰

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 487,522

前年繰越額 487,522

本年収入額 0

２ 支出総額 26,428

（翌年への繰越額） 461,094

３ 支出の内訳

政治活動費 26,428

機関紙誌の発行その他の事業費 26,428

宣伝事業費 26,428

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本間としえ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 本間 利江

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本目さよと笑顔をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 本目 さよ

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
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円
１ 収入総額 2,122,862

前年繰越額 1,412,842

本年収入額 710,020

２ 支出総額 620,242

（翌年への繰越額） 1,502,620

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 710,000

政党匿名分を除く寄附の額 710,000

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 700,000

その他の収入 20

１件 １０万円未満のもの 20

４ 支出の内訳

経常経費 237,521

備品・消耗品費 186,797

事務所費 50,724

政治活動費 382,721

組織活動費 153,889

機関紙誌の発行その他の事業費 65,133

機関紙誌の発行事業費 5,075

宣伝事業費 60,058

調査研究費 163,699

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ぼくたちの千代田。

資金管理団体の届出をした者の氏名 五十嵐 朝青

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ８月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前川あきお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前川 燿男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 7,255,989

前年繰越額 2,255,989

本年収入額 5,000,000

２ 支出総額 1,346,823

（翌年への繰越額） 5,909,166

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000,000

個人からの寄附 5,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,346,823

組織活動費 372,093

機関紙誌の発行その他の事業費 444,070

宣伝事業費 444,070

寄附・交付金 530,660

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前川 燿男 5,000,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前川浩子と街づくりを進める会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前川 浩子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 157,822

前年繰越額 157,822

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 157,822

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前田和茂を支援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前田 和茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前田真司後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前田 真司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 10,000

前年繰越額 0

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前田ゆきお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前田 幸生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 90,387

前年繰越額 90,387

本年収入額 0

２ 支出総額 90,387

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

政治活動費 90,387

組織活動費 90,387

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前田よし子とはつらつ会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 前田 佳子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 5,039,549

前年繰越額 0

本年収入額 5,039,549

２ 支出総額 5,039,549

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,039,549

政党匿名分を除く寄附の額 5,039,549

個人からの寄附 5,039,549

４ 支出の内訳

政治活動費 5,039,549

寄附・交付金 5,039,549

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

前田 佳子 5,039,549 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前田よしのぶ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前田 善信

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前山なおこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 前山 直子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ますこ将太郎後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 益子 将太郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２７日
円

１ 収入総額 28,422

前年繰越額 28,422

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,422

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 増﨑としひろ友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 増﨑 俊宏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 241,232

前年繰越額 0

本年収入額 241,232

２ 支出総額 241,232

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 241,232

政党匿名分を除く寄附の額 241,232

政治団体からの寄附 241,232

４ 支出の内訳

政治活動費 241,232

機関紙誌の発行その他の事業費 241,232

宣伝事業費 241,232

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党西多摩総支部 241,232 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 増田みねこ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 増田 峰子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 増田裕一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 増田 裕一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まちがわ尚則後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 町側 尚則

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 72,067

前年繰越額 72,067

本年収入額 0

２ 支出総額 24,986

（翌年への繰越額） 47,081

３ 支出の内訳

経常経費 9,986

備品・消耗品費 9,986

政治活動費 15,000

組織活動費 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 町田 高

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 323,421

前年繰越額 11,421

本年収入額 312,000

２ 支出総額 308,000

（翌年への繰越額） 15,421

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（３５人）

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 308,000

組織活動費 308,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党荒川総支部 300,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田の福祉向上委員会

資金管理団体の届出をした者の氏名 南部 渚

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 200,000

前年繰越額 0

本年収入額 200,000

２ 支出総額 192,349

（翌年への繰越額） 7,651

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 28,469

備品・消耗品費 28,469

政治活動費 163,880

機関紙誌の発行その他の事業費 163,880

宣伝事業費 163,880

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

南部 渚 200,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田を教育先進都市へ広田ゆう大と目指す会

資金管理団体の届出をした者の氏名 廣田 悠大

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まちづくり市民こだいら

資金管理団体の届出をした者の氏名 水口 和恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 4,024,378

前年繰越額 27,090

本年収入額 3,997,288

２ 支出総額 3,778,094

（翌年への繰越額） 246,284

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,990,452

政党匿名分を除く寄附の額 3,990,452

個人からの寄附 3,990,452

その他の収入 6,836

１件 １０万円未満のもの 6,836

４ 支出の内訳

経常経費 3,453,668

人件費 1,943,479

光熱水費 124,357

備品・消耗品費 54,563

事務所費 1,331,269

政治活動費 324,426

組織活動費 1,200

機関紙誌の発行その他の事業費 315,408

機関紙誌の発行事業費 315,408

調査研究費 7,818

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

水口 和恵 3,949,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まちの未来をみんなで考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 出井 良輔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まちまちクラブ

資金管理団体の届出をした者の氏名 土谷 雅美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松浦威明を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松浦 威明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 348

前年繰越額 348

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 348

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松尾のぶ子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松尾 伸子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まつざき淑子とまちづくりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松﨑 淑子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 2,913,436

前年繰越額 0

本年収入額 2,913,436

２ 支出総額 2,913,436

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,913,436

政党匿名分を除く寄附の額 2,913,436

個人からの寄附 2,913,436

４ 支出の内訳

経常経費 1,100

事務所費 1,100

政治活動費 2,912,336

寄附・交付金 2,912,336

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

松﨑 淑子 2,913,436 狛江市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松沢よしはる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松澤 喜治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,800,000

前年繰越額 900,000

本年収入額 900,000

２ 支出総額 507,033

（翌年への繰越額） 1,292,967

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

政治団体からの寄附 900,000

４ 支出の内訳

経常経費 165,943

備品・消耗品費 165,943

政治活動費 341,090

組織活動費 284,000

機関紙誌の発行その他の事業費 57,090

機関紙誌の発行事業費 57,090

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都衆議 300,000 北区
院比例区第三支部
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自由民主党北区総支部 200,000 北区

自由民主党東京都北区 200,000 北区
第二十九支部

自由民主党東京都支部 200,000 千代田区
連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松下玲子を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 内田 玲子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 5,440,046

前年繰越額 1,431,107

本年収入額 4,008,939

２ 支出総額 3,298,314

（翌年への繰越額） 2,141,732

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 588,000
（２９４人）

寄附の総額 3,420,939

政党匿名分を除く寄附の額 3,420,939

個人からの寄附 3,420,939

４ 支出の内訳

経常経費 2,400,964

人件費 408,004

光熱水費 60,789

備品・消耗品費 802,058

事務所費 1,130,113

政治活動費 897,350

組織活動費 79,549

機関紙誌の発行その他の事業費 797,995

機関紙誌の発行事業費 697,835

宣伝事業費 100,160

調査研究費 19,806

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩崎 徹 55,000 福島県相馬市

橘 民義 1,500,000 三鷹市

新開谷 裕子 152,500 武蔵野市

勝島 一博 508,000 武蔵野市

南 保夫 100,000 武蔵野市

吉田 久美子 100,000 武蔵野市

齊藤 肇 100,000 埼玉県春日部市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松田だいすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松田 大輔

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 743

前年繰越額 743

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 743

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松田哲也後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松田 哲也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 284,036

前年繰越額 22,939

本年収入額 261,097

２ 支出総額 60,440

（翌年への繰越額） 223,596

３ 本年収入の内訳

その他の収入 261,097

１件 １０万円以上のもの 261,097

自動車賃貸料 261,097

４ 支出の内訳

政治活動費 60,440

組織活動費 60,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松田ともこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松田 智子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松田りゅうすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松田 龍典

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,503,527

前年繰越額 8,527

本年収入額 2,495,000

２ 支出総額 2,477,885

（翌年への繰越額） 25,642

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,495,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,495,000

個人からの寄附 2,195,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 264,708

人件費 264,708

政治活動費 2,213,177

組織活動費 2,213,177

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森野 登世子 1,000,000 大田区

原島 健輔 300,000 港区

柳ヶ瀬 滋夫 100,000 大田区

松田 龍典 600,000 大田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本維新の会衆議院神 100,000 神奈川県川崎市
奈川県第１０選挙区支
部

日本維新の会参議院比 200,000 大田区
例区第１７支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松永よしひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松永 吉洋

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松葉多美子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松葉 多美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 3,040,936

前年繰越額 395,618

本年収入額 2,645,318

２ 支出総額 2,645,318

（翌年への繰越額） 395,618

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,645,318

政党匿名分を除く寄附の額 2,645,318

政治団体からの寄附 2,645,318

４ 支出の内訳

経常経費 1,199,933

備品・消耗品費 1,732

事務所費 1,198,201

政治活動費 1,445,385

機関紙誌の発行その他の事業費 1,445,385

宣伝事業費 1,445,385

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党杉並総支部 2,645,318 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松葉ひろみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松葉 祐巳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松原あきこ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松原 亜希子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松原忠義後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松原 忠義

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 2,095,773

前年繰越額 1,015,773

本年収入額 1,080,000

２ 支出総額 1,544,143

（翌年への繰越額） 551,630

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,080,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,080,000

個人からの寄附 1,080,000

４ 支出の内訳

経常経費 464,143

光熱水費 60,426

備品・消耗品費 338,564

事務所費 65,153

政治活動費 1,080,000

その他の経費 1,080,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

松原 冨美子 1,080,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松丸きょう子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松丸 恭子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 0

本年収入額 100,000

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

選挙関係費 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小野 次郎 100,000 国立市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松丸誠後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松丸 誠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 48,600

前年繰越額 48,600

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 48,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松丸まさし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松丸 昌史

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 松村ゆうき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松村 祐樹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 0

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本ときひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松本 常広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１２日
円

１ 収入総額 85,000

前年繰越額 35,000

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 85,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本洋之後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松本 洋之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本光博を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松本 光博

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

前年繰越額 0

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 0

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

松本 光博 1,701,997

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松山かつゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松山 克幸

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 馬橋やすとき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 馬橋 靖世

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 804,000

前年繰越額 804,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 804,000
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 丸田絵美ひだまりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 丸田 絵美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 丸山たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 丸山 高司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 7,965

前年繰越額 7,965

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,965

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 丸山孝典後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 丸山 孝典

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 丸山哲平後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 丸山 哲平

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 54,932

前年繰越額 4,932

本年収入額 50,000

２ 支出総額 36,450

（翌年への繰越額） 18,482

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 36,450

調査研究費 36,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 丸山玲子を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 丸山 玲子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 マンガ・アニメ・ゲームの表現の自由を守る中谷
基志の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 中谷 基志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ８月２４日
円

１ 収入総額 1,041,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,041,000

２ 支出総額 1,040,875

（翌年への繰越額） 125

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,041,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,041,000

個人からの寄附 1,041,000

４ 支出の内訳

経常経費 660

事務所費 660

政治活動費 1,040,215

機関紙誌の発行その他の事業費 1,040,215

宣伝事業費 1,040,215

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中谷 基志 1,041,000 葛飾区
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三浦たけしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三浦 猛

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幹の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 柴﨑 幹男

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 210,801

前年繰越額 26,801

本年収入額 184,000

２ 支出総額 186,000

（翌年への繰越額） 24,801

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 184,000

政党匿名分を除く寄附の額 184,000

個人からの寄附 184,000

４ 支出の内訳

経常経費 186,000

人件費 186,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三雲崇正を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三雲 崇正

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月３０日
円

１ 収入総額 4,119,813

前年繰越額 2,031,296

本年収入額 2,088,517

２ 支出総額 3,286,640

（翌年への繰越額） 833,173

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,988,500

政党匿名分を除く寄附の額 1,988,500

個人からの寄附 158,500

政治団体からの寄附 1,830,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 100,000

東京都の未来と弁護士の役割 100,000

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

政治活動費 3,286,640

選挙関係費 354,473

機関紙誌の発行その他の事業費 2,932,167

宣伝事業費 2,932,167

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟新 800,000 新宿区
宿支部

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三沢ひで子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三澤 秀子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 水野あゆみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 水野 亜由美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 29,361

前年繰越額 29,361

本年収入額 0

２ 支出総額 13,596

（翌年への繰越額） 15,765

３ 支出の内訳
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政治活動費 13,596

機関紙誌の発行その他の事業費 13,596

宣伝事業費 13,596

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 水野よしひろ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 水野 義裕

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 8,310

前年繰越額 8,310

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,310

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みずま雪絵と歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 水摩 雪絵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,994,304

前年繰越額 1,316,462

本年収入額 677,842

２ 支出総額 500,000

（翌年への繰越額） 1,494,304

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 80,000
（８０人）

寄附の総額 597,842

政党匿名分を除く寄附の額 597,842

個人からの寄附 597,842

４ 支出の内訳

政治活動費 500,000

選挙関係費 500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三田あきらの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三田 旭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三田しゅんじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三田 俊司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 329,464

前年繰越額 9,464

本年収入額 320,000

２ 支出総額 310,888

（翌年への繰越額） 18,576

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 320,000

政党匿名分を除く寄附の額 320,000

個人からの寄附 320,000

４ 支出の内訳

経常経費 280,728

事務所費 280,728

政治活動費 30,160

機関紙誌の発行その他の事業費 30,160

機関紙誌の発行事業費 30,160

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

三田 俊司 320,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三井健と多摩市のみらいを創る会

資金管理団体の届出をした者の氏名 三井 健

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 31,047

前年繰越額 31,047

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 31,047
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三次ゆりか後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 音喜多 由梨香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 36,500

前年繰越額 20,000

本年収入額 16,500

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 36,500

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 16,500

政党匿名分を除く寄附の額 16,500

政治団体からの寄附 16,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みなと区民会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 榎本 茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 南かつひこの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 南 勝彦

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みねぎし弘行を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 峯岸 弘行

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 美濃部弥生後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 美濃部 弥生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三原智子とあおぞら会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 三原 智子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,740,716

前年繰越額 0

本年収入額 2,740,716

２ 支出総額 2,740,716

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,740,713

政党匿名分を除く寄附の額 2,740,713

個人からの寄附 2,740,713

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 1,100

事務所費 1,100

政治活動費 2,739,616

寄附・交付金 2,739,616

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

三原 智子 2,740,713 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮川美一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮川 美一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
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円
１ 収入総額 500,000

前年繰越額 400,000

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 500,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都衆議 100,000 北区
院比例区第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮﨑太朗後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮﨑 太朗

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,900,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,900,000

２ 支出総額 1,860,278

（翌年への繰越額） 1,039,722

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,900,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,900,000

個人からの寄附 1,900,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 90,865

備品・消耗品費 29,653

事務所費 61,212

政治活動費 1,769,413

機関紙誌の発行その他の事業費 1,769,413

宣伝事業費 1,769,413

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮﨑 太朗 1,900,000 あきる野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮崎はるお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮崎 晴雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮下まこと励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮下 誠

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 235,881

前年繰越額 0

本年収入額 235,881

２ 支出総額 235,881

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 235,881

政党匿名分を除く寄附の額 235,881

政治団体からの寄附 235,881

４ 支出の内訳

政治活動費 235,881

機関紙誌の発行その他の事業費 235,881

宣伝事業費 235,881

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第二総支 235,881 国立市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮島おさむ後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 宮島 修

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みやせと未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮瀬 英治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 5,516,026

前年繰越額 488,627

本年収入額 5,027,399

２ 支出総額 5,081,484

（翌年への繰越額） 434,542

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,027,399

政党匿名分を除く寄附の額 5,027,399

個人からの寄附 5,027,399

４ 支出の内訳

経常経費 1,386,853

人件費 548,397

光熱水費 45,183

備品・消耗品費 174,985

事務所費 618,288

政治活動費 3,694,631

機関紙誌の発行その他の事業費 3,271,631

宣伝事業費 3,271,631

調査研究費 423,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮瀬 英治 1,000,000 板橋区

界 正子 100,000 板橋区

指 幸子 120,000 板橋区

菅沼 和子 1,500,000 板橋区

伊東 俊子 200,000 文京区

板橋 理恵 300,000 千代田区

鈴木 静雄 100,000 板橋区

宮瀬 信子 100,000 中央区

片山 誠 100,000 昭島市

宮瀬 和子 500,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みやのとおる励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮野 亨

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮野ゆみこと一緒に未来を奏でる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 北村 佑実子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１１日
円

１ 収入総額 132,000

前年繰越額 0

本年収入額 132,000

２ 支出総額 132,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

その他の収入 132,000

１件 １０万円未満のもの 132,000

４ 支出の内訳

政治活動費 132,000

寄附・交付金 132,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

北村 造 5,416,238

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮原よしひこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮原 義彦
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮原りえと優しいまちづくりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮原 理恵

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 634,815

前年繰越額 74,815

本年収入額 560,000

２ 支出総額 540,410

（翌年への繰越額） 94,405

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 560,000

政党匿名分を除く寄附の額 560,000

個人からの寄附 500,000

政治団体からの寄附 60,000

４ 支出の内訳

経常経費 102,750

人件費 102,750

政治活動費 437,660

機関紙誌の発行その他の事業費 437,660

機関紙誌の発行事業費 437,660

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮原 理恵 500,000 清瀬市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第２ 60,000 東久留米市
０区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みやびの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川口 雅敏

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 20,000

前年繰越額 20,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮本かずみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮本 和実

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 339

前年繰越額 339

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 339

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮本伸一後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮本 伸一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 16,000

前年繰越額 0

本年収入額 16,000

２ 支出総額 16,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 16,000

政党匿名分を除く寄附の額 16,000

政治団体からの寄附 16,000

４ 支出の内訳

政治活動費 16,000

機関紙誌の発行その他の事業費 16,000

宣伝事業費 16,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来都市東京を考える会

資金管理団体の届出をした者の氏名 松井 比呂美
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 民主墨田の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 澁田 智秀

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 661,185

前年繰越額 0

本年収入額 661,185

２ 支出総額 661,185

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 661,185

政党匿名分を除く寄附の額 661,185

個人からの寄附 661,185

４ 支出の内訳

経常経費 410,838

光熱水費 27,223

備品・消耗品費 69,559

事務所費 314,056

政治活動費 250,347

組織活動費 64,774

選挙関係費 5,158

機関紙誌の発行その他の事業費 152,468

機関紙誌の発行事業費 10,698

宣伝事業費 141,770

調査研究費 27,947

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渋田 智秀 661,185 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなでみんなのまちづくり

資金管理団体の届出をした者の氏名 屋和田 珠里

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武藤まさひろを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 武藤 正浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村上宇一君を支援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村上 宇一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 1,499

前年繰越額 1,499

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,499

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村上洋子とまちづくりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村上 洋子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 3,075,251

前年繰越額 0

本年収入額 3,075,251

２ 支出総額 3,075,251

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,075,251

政党匿名分を除く寄附の額 3,075,251

個人からの寄附 3,075,251
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４ 支出の内訳

政治活動費 3,075,251

寄附・交付金 3,075,251

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村上 洋子 3,075,251 稲城市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村木英幸後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村木 英幸

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 571,626

前年繰越額 571,626

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 571,626

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 むらさき啓二後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村崎 啓二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 99,184

前年繰越額 51,684

本年収入額 47,500

２ 支出総額 74,950

（翌年への繰越額） 24,234

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 47,500
（９５人）

４ 支出の内訳

経常経費 42,500

備品・消耗品費 42,500

政治活動費 32,450

組織活動費 13,200

調査研究費 19,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村松とおる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村松 徹

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 13,748

前年繰越額 13,748

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,748

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村まつ俊孝後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村松 俊孝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村山じゅん子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村山 淳子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村山ひでき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 村山 秀貴

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 1,562,899

前年繰越額 2,899

本年収入額 1,560,000

２ 支出総額 1,272,073

（翌年への繰越額） 290,826

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,560,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,560,000
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個人からの寄附 1,560,000

４ 支出の内訳

経常経費 233,312

備品・消耗品費 62,362

事務所費 170,950

政治活動費 1,038,761

組織活動費 82,650

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 906,291

機関紙誌の発行事業費 589,271

宣伝事業費 317,020

調査研究費 17,820

寄附・交付金 2,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山﨑 敦 100,000 千葉県船橋市

橘 民義 100,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 メトロポリス研究会

資金管理団体の届出をした者の氏名 矢部 一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 茂木弘後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 茂木 弘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 498

前年繰越額 498

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 498

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 もっとうれしい！まちだラボ

資金管理団体の届出をした者の氏名 浅野 史津香

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 157,458

前年繰越額 0

本年収入額 157,458

２ 支出総額 157,458

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 157,458

政党匿名分を除く寄附の額 157,458

個人からの寄附 157,458

４ 支出の内訳

経常経費 97,614

備品・消耗品費 97,614

政治活動費 59,844

機関紙誌の発行その他の事業費 59,844

宣伝事業費 59,844

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

浅野 史津香 157,458 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 元木勇友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 元木 勇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本西みつえと豊かな未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 本西 光枝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 4,931,848
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前年繰越額 0

本年収入額 4,931,848

２ 支出総額 4,931,848

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,931,848

政党匿名分を除く寄附の額 4,931,848

個人からの寄附 4,931,848

４ 支出の内訳

政治活動費 4,931,848

寄附・交付金 4,931,848

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

本西 光枝 4,931,848 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本橋たくみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 本橋 巧

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 812,303

前年繰越額 722,303

本年収入額 90,000

２ 支出総額 199,309

（翌年への繰越額） 612,994

３ 本年収入の内訳

その他の収入 90,000

１件 １０万円未満のもの 90,000

４ 支出の内訳

政治活動費 199,309

組織活動費 109,309

選挙関係費 90,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 元谷ゆりな後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 元谷 百合奈

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 百瀬和浩と小金井市民の声

資金管理団体の届出をした者の氏名 百瀬 和浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 566,023

前年繰越額 566,023

本年収入額 0

２ 支出総額 437,760

（翌年への繰越額） 128,263

３ 支出の内訳

政治活動費 437,760

機関紙誌の発行その他の事業費 437,760

機関紙誌の発行事業費 437,760

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森えいじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森 英治

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 515,665

前年繰越額 515,663

本年収入額 2

２ 支出総額 184,300

（翌年への繰越額） 331,365

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

政治活動費 184,300

機関紙誌の発行その他の事業費 184,300

機関紙誌の発行事業費 184,300

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森沢きょうこ後援会
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資金管理団体の届出をした者の氏名 髙屋 恭子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 4,865,257

前年繰越額 90,257

本年収入額 4,775,000

２ 支出総額 4,807,011

（翌年への繰越額） 58,246

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,775,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,775,000

個人からの寄附 4,775,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,117,492

人件費 659,697

光熱水費 97,248

備品・消耗品費 261,328

事務所費 1,099,219

政治活動費 2,689,519

組織活動費 560,515

機関紙誌の発行その他の事業費 2,129,004

機関紙誌の発行事業費 1,572,818

宣伝事業費 556,186

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙屋 恭子 3,250,000 品川区

金村 龍那 300,000 港区

赤松 良子 200,000 渋谷区

古川 友貴一 100,000 調布市

山口 積惠 500,000 杉並区

中井 省 100,000 狛江市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森しんいち後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森 信一

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 84,012

前年繰越額 24,012

本年収入額 60,000

２ 支出総額 58,350

（翌年への繰越額） 25,662

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

４ 支出の内訳

政治活動費 58,350

組織活動費 58,350

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森 信一 60,000 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森たいせい後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森 泰生

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 268,006

前年繰越額 268,004

本年収入額 2

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 268,006

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田たかし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森田 崇

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 725,000
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前年繰越額 0

本年収入額 725,000

２ 支出総額 268,620

（翌年への繰越額） 456,380

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 725,000

政党匿名分を除く寄附の額 725,000

個人からの寄附 675,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 268,620

機関紙誌の発行その他の事業費 268,620

宣伝事業費 268,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田ひろゆき後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森田 博之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 821,906

前年繰越額 21,906

本年収入額 800,000

２ 支出総額 783,266

（翌年への繰越額） 38,640

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

個人からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 86,757

備品・消耗品費 2,500

事務所費 84,257

政治活動費 696,509

機関紙誌の発行その他の事業費 96,509

宣伝事業費 96,509

その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木下 修一 600,000 東大和市

森田 博之 150,000 東大和市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森てるおと市民の目

資金管理団体の届出をした者の氏名 森 輝雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 488,830

前年繰越額 141,330

本年収入額 347,500

２ 支出総額 333,100

（翌年への繰越額） 155,730

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,000
（８人）

寄附の総額 308,500

政党匿名分を除く寄附の額 308,500

個人からの寄附 308,500

機関紙誌の発行その他の事業による収入 15,000

森てるおのなんでもリポート購読料 15,000

４ 支出の内訳

経常経費 316,500

備品・消耗品費 16,500

事務所費 300,000

政治活動費 16,600

機関紙誌の発行その他の事業費 16,600

機関紙誌の発行事業費 16,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森 輝雄 300,000 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森本せいや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森本 誠也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,792,761

前年繰越額 43,984

本年収入額 1,748,777

２ 支出総額 887,017

（翌年への繰越額） 905,744

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,716,777

政党匿名分を除く寄附の額 1,716,777

個人からの寄附 1,716,777

機関紙誌の発行その他の事業による収入 32,000

森本せいや後援会・役員会 32,000

４ 支出の内訳

経常経費 279,455

備品・消耗品費 259,925

事務所費 19,530

政治活動費 607,562

組織活動費 244,657

機関紙誌の発行その他の事業費 362,905

機関紙誌の発行事業費 149,130

宣伝事業費 181,775

その他の事業費 32,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

須崎 東治 100,000 町田市

吉川 寿則 77,777 町田市

榎本 志保子 60,000 町田市

相川 謙一 100,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森本たつお励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 森本 達夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森わたるネットワーク

資金管理団体の届出をした者の氏名 森 亘

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 もろずみみのる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 両角 穣

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日

円
１ 収入総額 6,037,654

前年繰越額 2,302,654

本年収入額 3,735,000

２ 支出総額 5,744,559

（翌年への繰越額） 293,095

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,735,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,735,000

個人からの寄附 3,685,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,108,921

人件費 503,485

光熱水費 77,045

備品・消耗品費 83,380

事務所費 445,011

政治活動費 4,635,638

選挙関係費 748,412

機関紙誌の発行その他の事業費 1,887,226

宣伝事業費 1,887,226

その他の経費 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
両角 由利子 1,500,000 八王子市

足立 直哉 100,000 八王子市

神宮寺 正次 500,000 八王子市

永池 榮吉 100,000 神奈川県相模原市

神宮寺 英子 100,000 八王子市

中村 純理 100,000 世田谷区

有馬 良幸 500,000 八王子市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

両角 穣 3,645,541

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 躍進する稲城の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 髙橋 勝浩

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 2,150,887

前年繰越額 650,883

本年収入額 1,500,004

２ 支出総額 1,371,588

（翌年への繰越額） 779,299

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

政治活動費 1,371,588

機関紙誌の発行その他の事業費 1,371,588

機関紙誌の発行事業費 1,363,798

宣伝事業費 7,790

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

髙橋 勝浩 1,500,000 稲城市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 矢口まゆ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 矢口 真由

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 237,080

前年繰越額 10,000

本年収入額 227,080

２ 支出総額 227,080

（翌年への繰越額） 10,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 227,080

政党匿名分を除く寄附の額 227,080

個人からの寄附 227,080

４ 支出の内訳

経常経費 181,440

事務所費 181,440

政治活動費 45,640

機関紙誌の発行その他の事業費 45,640

宣伝事業費 45,640

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

矢口 真由 227,080 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 矢島博文を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 矢島 博文

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 158,309

前年繰越額 158,309

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 158,309

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安田けいこと生き活きねっと
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資金管理団体の届出をした者の氏名 安田 桂子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,952,338

前年繰越額 0

本年収入額 2,952,338

２ 支出総額 2,952,338

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,952,338

政党匿名分を除く寄附の額 2,952,338

個人からの寄附 2,464,138

政治団体からの寄附 488,200

４ 支出の内訳

経常経費 36,180

備品・消耗品費 27,930

事務所費 8,250

政治活動費 2,916,158

選挙関係費 370,486

寄附・交付金 2,545,672

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安田 桂子 2,464,138 小金井市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

小金井・生活者ネット 488,200 小金井市
ワーク

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やつぎこうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 矢次 浩二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やない克子とピースフルねりま

資金管理団体の届出をした者の氏名 栁井 克子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 4,337,516

前年繰越額 0

本年収入額 4,337,516

２ 支出総額 4,337,516

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,337,516

政党匿名分を除く寄附の額 4,337,516

個人からの寄附 4,337,516

４ 支出の内訳

政治活動費 4,337,516

寄附・交付金 4,337,516

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

栁井 克子 4,337,516 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柳沢よしみ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 柳沢 喜美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山岸まち子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山岸 真知子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山口幸一郎励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山口 幸一郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員
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報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山口拓後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山口 拓

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 9,520,800

前年繰越額 283,800

本年収入額 9,237,000

２ 支出総額 9,454,347

（翌年への繰越額） 66,453

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,597,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,597,000

個人からの寄附 4,957,000

政治団体からの寄附 640,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,640,000

山口拓を激励する会 3,640,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,081,176

人件費 2,696,424

光熱水費 171,074

備品・消耗品費 1,908,534

事務所費 1,305,144

政治活動費 3,373,171

組織活動費 724,578

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,292,621

宣伝事業費 2,251,629

政治資金パーティー開催事業費 40,992

調査研究費 325,972

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

戸田 学 1,500,000 港区

高橋 利明 200,000 神奈川県川崎市

小山 浩志 300,000 豊島区

林 大助 100,000 世田谷区

山田 敬三 100,000 港区

平野 博文 100,000 大阪府枚方市

石田 龍 100,000 世田谷区

小佐野 台 1,000,000 中野区

村尾 達雄 500,000 港区

榎 秀隆 100,000 新宿区

山﨑 光雄 300,000 長崎県西海市

下平 憲治 200,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都議会民主躍進の会 600,000 三鷹市

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

山口拓を激励する会

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

㈱パワープロパティ 500,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山﨑とも子と未来につなぐ会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山﨑 智子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 3,908,141

前年繰越額 0

本年収入額 3,908,141

２ 支出総額 3,908,141

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,908,141

政党匿名分を除く寄附の額 3,908,141

個人からの寄附 3,908,141

４ 支出の内訳

政治活動費 3,908,141
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寄附・交付金 3,908,141

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山﨑 智子 3,908,141 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やまざき一輝後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山﨑 一輝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 2,826,252

前年繰越額 2,826,252

本年収入額 0

２ 支出総額 317,233

（翌年への繰越額） 2,509,019

３ 支出の内訳

政治活動費 317,233

組織活動費 317,233

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎勝広後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山崎 勝広

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ７月２１日
円

１ 収入総額 287,740

前年繰越額 12,740

本年収入額 275,000

２ 支出総額 275,000

（翌年への繰越額） 12,740

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 275,000

政党匿名分を除く寄附の額 275,000

個人からの寄附 275,000

４ 支出の内訳

政治活動費 275,000

その他の経費 275,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山崎 勝広 275,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やまざき孝明後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山﨑 孝明

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 7,265,812

前年繰越額 7,265,812

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,265,812

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎高志後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山崎 高志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎英昭を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山崎 英昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
９月２４日から１２月３１日

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 1,366,944

前年繰越額 386,944

本年収入額 980,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,366,944

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 980,000

政党匿名分を除く寄附の額 980,000

個人からの寄附 80,000

政治団体からの寄附 900,000
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４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本維新の会衆議院東 900,000 西東京市
京都第１９選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山下てつや後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山下 哲也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,728

前年繰越額 1,728

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,728

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山下のり子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山下 則子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やまだ加奈子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 小澤 佳奈子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 167,555

前年繰越額 167,555

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 167,555

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田さち子友の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 幸子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田貴之を応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 貴之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 266,855

前年繰越額 266,855

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 266,855

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田忠昭後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 忠昭

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 804,487

前年繰越額 4,487

本年収入額 800,000

２ 支出総額 800,000

（翌年への繰越額） 4,487

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

政治団体からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

政治活動費 800,000

その他の経費 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都西東 800,000 西東京市
京市第二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田晴美後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山田 晴美

618 ページ



資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 14,096

前年繰越額 14,096

本年収入額 0

２ 支出総額 14,000

（翌年への繰越額） 96

３ 支出の内訳

政治活動費 14,000

組織活動費 14,000

４ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

山田 晴美 1,650,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大和よしお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大和 祥郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山野井つよし後援会（毅友会）

資金管理団体の届出をした者の氏名 山野井 毅

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２２日
円

１ 収入総額 300,000

前年繰越額 150,000

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 300,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山内くみこ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山内 公美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山平会

資金管理団体の届出をした者の氏名 口 敏郎

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 97,600

前年繰越額 262

本年収入額 97,338

２ 支出総額 97,600

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 96,000
（８人）

寄附の総額 1,338

政党匿名分を除く寄附の額 1,338

個人からの寄附 1,338

４ 支出の内訳

経常経費 72,000

事務所費 72,000

政治活動費 25,600

組織活動費 25,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山宮きよたかを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山宮 清孝

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本ただし後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 忠志

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本ひろこ後援会（山本 弘子）

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 弘子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本ひろみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 宏美

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,569,847

前年繰越額 0

本年収入額 1,569,847

２ 支出総額 1,569,847

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,531,347

政党匿名分を除く寄附の額 1,531,347

政治団体からの寄附 1,531,347

その他の収入 38,500

１件 １０万円未満のもの 38,500

４ 支出の内訳

経常経費 850,108

備品・消耗品費 6,108

事務所費 844,000

政治活動費 719,739

選挙関係費 38,500

機関紙誌の発行その他の事業費 681,239

宣伝事業費 681,239

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 1,531,347 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本へるみネットワーク

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 閉留巳

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日

円
１ 収入総額 53,673

前年繰越額 53,673

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 53,673

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本みちよ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 山本 美智代

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 41,751

前年繰越額 0

本年収入額 41,751

２ 支出総額 41,751

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 41,751

政党匿名分を除く寄附の額 41,751

政治団体からの寄附 41,751

４ 支出の内訳

政治活動費 41,751

機関紙誌の発行その他の事業費 41,751

宣伝事業費 41,751

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 ゆうきくみこと歩む会

資金管理団体の届出をした者の氏名 結城 公美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 68,631

前年繰越額 68,631

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 68,631

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ゆうき守夫励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 結城 守夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ゆきた昌之を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 幸田 昌之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ゆざまさ子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 油座 政子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 湯沢あやこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 湯澤 綾子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 685,564

前年繰越額 15,096

本年収入額 670,468

２ 支出総額 683,112

（翌年への繰越額） 2,452

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 605,000

政党匿名分を除く寄附の額 605,000

個人からの寄附 305,000

政治団体からの寄附 300,000

その他の収入 65,468

１件 １０万円未満のもの 65,468

４ 支出の内訳

経常経費 181,390

事務所費 181,390

政治活動費 501,722

選挙関係費 360,468

機関紙誌の発行その他の事業費 101,254

宣伝事業費 101,254

寄附・交付金 40,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党小金井総支 300,000 小金井市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横尾たかお励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 横尾 孝雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横尾としなりの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 横尾 俊成

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉岡しげる後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉岡 茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 3,303

前年繰越額 3,303

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,303

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 よしかわ秀隆後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 川 秀隆

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田あつしを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 篤

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田かよこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 佳代子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月 ６日
円

１ 収入総額 817,149

前年繰越額 817,149

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 817,149

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田けいすけ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田 桂介

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,790

前年繰越額 0

本年収入額 3,790

２ 支出総額 3,790

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,790

政党匿名分を除く寄附の額 3,790

個人からの寄附 3,790

４ 支出の内訳

政治活動費 3,790

組織活動費 3,790

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田こうじ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 幸司

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 27,720

前年繰越額 27,720

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 27,720

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田つとむ後援会（東京みらい２１）

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 勉

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 2,795,062

前年繰越額 240,062

本年収入額 2,555,000

２ 支出総額 2,573,868

（翌年への繰越額） 221,194
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,510,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,510,000

個人からの寄附 2,510,000

その他の収入 45,000

１件 １０万円未満のもの 45,000

４ 支出の内訳

経常経費 216,942

備品・消耗品費 22,762

事務所費 194,180

政治活動費 2,356,926

組織活動費 168,656

選挙関係費 45,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,930,580

宣伝事業費 1,930,580

調査研究費 212,690

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉田 勉 2,000,000 町田市

吉田 しずか 500,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田ゆみことまちの未来をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 由美子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 5,062,572

前年繰越額 0

本年収入額 5,062,572

２ 支出総額 5,062,572

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,062,569

政党匿名分を除く寄附の額 5,062,569

個人からの寄附 5,062,569

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

政治活動費 5,062,572

寄附・交付金 5,062,572

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉田 由美子 5,062,569 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田ゆりこ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 田 由利子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田りゅうじを応援する会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉田 隆二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ５日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉野ともゆき励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉野 智之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉野正人後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉野 正人

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉野よしことコスモスの会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉野 芳子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉本ゆうすけとより良い小平を目指す会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉本 祐之

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 165,777

前年繰越額 15,777

本年収入額 150,000

２ 支出総額 131,708

（翌年への繰越額） 34,069

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

個人からの寄附 150,000

４ 支出の内訳

政治活動費 131,708

調査研究費 35,708

寄附・交付金 96,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉本 祐之 150,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉原修連合後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 吉原 修

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村長

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 562,394

前年繰越額 562,394

本年収入額 0

２ 支出総額 468,844

（翌年への繰越額） 93,550

３ 支出の内訳

経常経費 468,844

備品・消耗品費 381,250

事務所費 87,594

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 米田かずやを励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 米田 和也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 米山真吾後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 米山 真吾

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 375,000

前年繰越額 0

本年収入額 375,000

２ 支出総額 323,231

（翌年への繰越額） 51,769

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 375,000

政党匿名分を除く寄附の額 375,000

個人からの寄附 375,000

４ 支出の内訳
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経常経費 38,392

備品・消耗品費 19,424

事務所費 18,968

政治活動費 284,839

組織活動費 141,839

機関紙誌の発行その他の事業費 143,000

宣伝事業費 143,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小久保 吉朗 100,000 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若尾きみえと生き生き市民会議

資金管理団体の届出をした者の氏名 若尾 喜美江

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 15,085

前年繰越額 15,085

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 15,085

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若旅啓太後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 若旅 啓太

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,145,798

前年繰越額 0

本年収入額 2,145,798

２ 支出総額 2,145,798

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,145,798

政党匿名分を除く寄附の額 2,145,798

個人からの寄附 2,145,798

４ 支出の内訳

経常経費 47,630

備品・消耗品費 47,630

政治活動費 2,098,168

機関紙誌の発行その他の事業費 2,098,168

機関紙誌の発行事業費 922,900

宣伝事業費 1,175,268

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

若旅 啓太 1,860,798 練馬区

野本 修 100,000 目黒区

杉本 協子 100,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若羽の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 大石 富已夫

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 8,129,728

前年繰越額 3,429,709

本年収入額 4,700,019

２ 支出総額 533,703

（翌年への繰越額） 7,596,025

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,700,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,700,000

政治団体からの寄附 4,700,000

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 299,263

備品・消耗品費 55,000

事務所費 244,263

政治活動費 234,440

組織活動費 6,300

機関紙誌の発行その他の事業費 228,140

宣伝事業費 228,140
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都総支 100,000 千代田区
部連合会

連合東京・地域政策を 100,000 港区
実現する会

東京電力労働組合政治 1,500,000 港区
連盟

東京電力労働組合政治 1,500,000 港区
連盟東京都支部

多摩政治政策研究会 1,500,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若林茂後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 若林 茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若林広毅後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 若林 広毅

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 263

前年繰越額 263

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 263

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ワクワクする武蔵野をつくる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 宮代 一利

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 213,267

前年繰越額 213,267

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 213,267

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 わたなべえい子励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡邊 英子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 24,468

前年繰越額 0

本年収入額 24,468

２ 支出総額 24,468

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 24,468

政党匿名分を除く寄附の額 24,468

政治団体からの寄附 24,468

４ 支出の内訳

政治活動費 24,468

機関紙誌の発行その他の事業費 24,468

宣伝事業費 24,468

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺しんじ励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡邉 眞二

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺じゅんや励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡邊 純也

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 わたなべ博年後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡部 博年
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資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 701,501

前年繰越額 1,501

本年収入額 700,000

２ 支出総額 690,000

（翌年への繰越額） 11,501

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

政治団体からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 650,000

光熱水費 40,000

備品・消耗品費 230,000

事務所費 380,000

政治活動費 40,000

組織活動費 40,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺ふき子を励ます会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡辺 ふき子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 219,326

前年繰越額 0

本年収入額 219,326

２ 支出総額 219,326

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 219,326

政党匿名分を除く寄附の額 219,326

政治団体からの寄附 219,326

４ 支出の内訳

政治活動費 219,326

機関紙誌の発行その他の事業費 219,326

宣伝事業費 219,326

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第二総支 219,326 国立市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺ふじお後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡辺 富士雄

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 綿の実の会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡部 真実

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 4,413,923

前年繰越額 0

本年収入額 4,413,923

２ 支出総額 4,413,923

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,413,922

政党匿名分を除く寄附の額 4,413,922

個人からの寄附 4,413,922

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 4,413,923

寄附・交付金 4,413,923

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渡部 真実 4,413,922 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 わたべ茂後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 渡部 茂

資金管理団体の届出に係る公職の種類 区市町村議会議員

報告年月日 令和 ４年 ９月２２日
円

１ 収入総額 1,625

前年繰越額 1,625

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,625

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 和田愛子後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名 和田 愛子

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 1,407,556

前年繰越額 0

本年収入額 1,407,556

２ 支出総額 1,400,000

（翌年への繰越額） 7,556

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,407,555

政党匿名分を除く寄附の額 1,407,555

個人からの寄附 252,555

政治団体からの寄附 1,155,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 1,400,000

選挙関係費 1,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

蓮舫後援会 100,000 千代田区

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 和田宗春君を育てる会

資金管理団体の届出をした者の氏名 和田 宗春

資金管理団体の届出に係る公職の種類 都道府県議会議員

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 172,547

前年繰越額 162,547

本年収入額 10,000

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 152,547

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 20,000

寄附・交付金 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 650,715,688

前年繰越額 425,648,652

本年収入額 225,067,036

２ 支出総額 268,249,374

（翌年への繰越額） 382,466,314

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,430,000

政党匿名分を除く寄附の額 14,430,000

政治団体からの寄附 14,430,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 209,880,000
入

東京都医師政治連盟千代田区支部 2,180,000

東京都医師政治連盟神田支部 2,400,000

東京都医師政治連盟中央区支部 2,340,000

東京都医師政治連盟日本橋支部 1,350,000

東京都医師政治連盟港支部 4,500,000
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東京都医師政治連盟文京支部 2,400,000

東京都医師政治連盟小石川支部 2,490,000

下谷医師連盟 2,160,000

東京都医師政治連盟浅草支部 2,340,000

東京都医師政治連盟墨田区支部 2,130,000

江東区医師政治連盟 6,630,000

東京都医師政治連盟荒川支部 4,270,000

東京都医師政治連盟足立支部 10,030,000

東京都医師政治連盟葛飾支部 6,960,000

東京都医師政治連盟江戸川支部 5,310,000

東京都医師政治連盟新宿支部 6,720,000

東京都医師政治連盟目黒区支部 2,340,000

東京都医師政治連盟世田谷支部 18,450,000

東京都医師政治連盟玉川支部 5,370,000

東京都医師政治連盟渋谷支部 7,990,000

東京都医師政治連盟中野支部 4,000,000

東京都医師政治連盟杉並支部 11,280,000

東京都医師政治連盟荏原支部 2,340,000

東京都医師政治連盟大森支部 4,320,000

東京都医師政治連盟田園調布支部 4,110,000

東京都医師政治連盟蒲田支部 5,370,000

東京都医師政治連盟北区支部 5,040,000

東京都医師政治連盟板橋区支部 9,270,000

東京都医師政治連盟練馬支部 13,170,000

東京都医師政治連盟西多摩支部 2,340,000

北多摩医師政治連盟 11,020,000

東京都医師政治連盟調布市支部 4,050,000

東京都医師政治連盟武蔵野市支部 1,500,000

東京都医師政治連盟三鷹支部 2,740,000

東京都医師政治連盟府中市支部 2,960,000

東京都医師政治連盟町田支部 7,590,000

東京都医師政治連盟西東京市支部 3,430,000

東京都医師政治連盟東久留米支部 1,920,000

東京都医師政治連盟稲城支部 900,000

東京都医師政治連盟八王子支部 6,030,000

東京都医師政治連盟日野支部 1,530,000

東京都医師政治連盟多摩市支部 1,380,000

東京都医師政治連盟立川支部 2,240,000

東京都医師政治連盟小金井支部 1,430,000

東京都医師政治連盟小平支部 1,560,000

その他の収入 757,036

１件 １０万円未満のもの 7,036

１件 １０万円以上のもの 750,000

名刺サイズ討議資料作成補助金 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 22,013,274

人件費 10,326,715

備品・消耗品費 1,883,579

事務所費 9,802,980

政治活動費 246,236,100

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 89,477,000
係る支出

組織活動費 8,263,600

選挙関係費 700,000

機関紙誌の発行その他の事業費 644,600

機関紙誌の発行事業費 644,600

調査研究費 798,600

寄附・交付金 235,829,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

豊島区医師政治連盟 5,160,000 豊島区

品川区医政連盟 6,870,000 品川区

日本医師連盟 2,400,000 文京区

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

250,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟神田支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 6,676,304

前年繰越額 2,933,280
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本年収入額 3,743,024

２ 支出総額 4,683,630

（翌年への繰越額） 1,992,674

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,433,000
（８１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,310,000
入

東京都医師政治連盟 1,310,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

政治活動費 4,683,630

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,400,000
係る支出

組織活動費 482,640

選挙関係費 600,000

寄附・交付金 3,600,990

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟千代田区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 9,289,123

前年繰越額 5,597,074

本年収入額 3,692,049

２ 支出総額 4,287,106

（翌年への繰越額） 5,002,017

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,428,000
（７３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,264,000
入

東京都医師政治連盟 1,264,000

その他の収入 49

１件 １０万円未満のもの 49

４ 支出の内訳

経常経費 7,106

備品・消耗品費 7,106

政治活動費 4,280,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,180,000
係る支出

組織活動費 200,000

選挙関係費 1,900,000

寄附・交付金 2,180,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟中央区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 6,044,914

前年繰越額 1,865,900

本年収入額 4,179,014

２ 支出総額 3,719,074

（翌年への繰越額） 2,325,840

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,024,000
（８２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,155,000
入

東京都医師政治連盟 1,155,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 275,026

人件費 82,512

備品・消耗品費 660

事務所費 191,854

政治活動費 3,444,048

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,340,000
係る支出

組織活動費 103,168

選挙関係費 1,000,000

寄附・交付金 2,340,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟日本橋支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 5,449,743

前年繰越額 3,244,717

本年収入額 2,205,026

２ 支出総額 2,195,820

（翌年への繰越額） 3,253,923
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,730,000
（６１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 475,000
入

東京都医師政治連盟 475,000

その他の収入 26

１件 １０万円未満のもの 26

４ 支出の内訳

経常経費 5,380

事務所費 5,380

政治活動費 2,190,440

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,350,000
係る支出

組織活動費 140,440

寄附・交付金 2,050,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟港支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 10,283,225

前年繰越額 3,843,415

本年収入額 6,439,810

２ 支出総額 6,260,052

（翌年への繰越額） 4,023,173

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,649,780
（１５５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,790,000
入

東京都医師政治連盟 1,790,000

その他の収入 30

１件 １０万円未満のもの 30

４ 支出の内訳

経常経費 179,454

備品・消耗品費 16,566

事務所費 162,888

政治活動費 6,080,598

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,500,000
係る支出

組織活動費 328,838

寄附・交付金 5,751,760

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟新宿支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 21,391,941

前年繰越額 9,839,850

本年収入額 11,552,091

２ 支出総額 13,208,184

（翌年への繰越額） 8,183,757

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,407,000
（３２７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,145,000
入

東京都医師政治連盟 3,145,000

その他の収入 91

１件 １０万円未満のもの 91

４ 支出の内訳

経常経費 167,380

備品・消耗品費 84,260

事務所費 83,120

政治活動費 13,040,804

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,720,000
係る支出

組織活動費 953,484

選挙関係費 4,465,450

寄附・交付金 7,621,870

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟小石川支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 24,429,012

前年繰越額 20,884,374

本年収入額 3,544,638

２ 支出総額 4,174,554

（翌年への繰越額） 20,254,458

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,624,400
（８５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 920,000
入
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東京都医師政治連盟 920,000

その他の収入 238

１件 １０万円未満のもの 238

４ 支出の内訳

経常経費 64,554

事務所費 64,554

政治活動費 4,110,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,490,000
係る支出

組織活動費 120,000

選挙関係費 1,500,000

寄附・交付金 2,490,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

6,705,312

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟文京支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 12,000,837

前年繰越額 8,138,769

本年収入額 3,862,068

２ 支出総額 3,911,671

（翌年への繰越額） 8,089,166

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 552,000
（８３人）

寄附の総額 2,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,400,000

個人からの寄附 2,400,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 910,000
入

東京都医師政治連盟 910,000

その他の収入 68

１件 １０万円未満のもの 68

４ 支出の内訳

経常経費 31,671

事務所費 31,671

政治活動費 3,880,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,400,000
係る支出

組織活動費 180,000

選挙関係費 1,300,000

寄附・交付金 2,400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下谷医師連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 5,357,546

前年繰越額 1,976,529

本年収入額 3,381,017

２ 支出総額 3,205,710

（翌年への繰越額） 2,151,836

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,766,000
（７２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 615,000
入

東京都医師政治連盟 615,000

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

経常経費 7,150

事務所費 7,150

政治活動費 3,198,560

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,160,000
係る支出

組織活動費 528,000

選挙関係費 510,560

寄附・交付金 2,160,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟浅草支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 8,997,184

前年繰越額 5,106,141

本年収入額 3,891,043

２ 支出総額 3,646,141

（翌年への繰越額） 5,351,043
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,736,000
（７６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,155,000
入

東京都医師政治連盟 1,155,000

その他の収入 43

１件 １０万円未満のもの 43

４ 支出の内訳

経常経費 96,271

事務所費 96,271

政治活動費 3,549,870

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,340,000
係る支出

組織活動費 208,880

選挙関係費 1,000,000

寄附・交付金 2,340,990

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟墨田区支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 7,845,516

前年繰越額 3,575,495

本年収入額 4,270,021

２ 支出総額 4,410,426

（翌年への繰越額） 3,435,090

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,950,000
（６５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,320,000
入

東京都医師政治連盟 2,320,000

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 76,246

備品・消耗品費 17,346

事務所費 58,900

政治活動費 4,334,180

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,130,000
係る支出

組織活動費 203,300

寄附・交付金 4,130,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 27,960,042

前年繰越額 18,372,950

本年収入額 9,587,092

２ 支出総額 8,284,656

（翌年への繰越額） 19,675,386

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,007,000
（２２４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,580,000
入

東京都医師政治連盟 1,580,000

その他の収入 92

１件 １０万円未満のもの 92

４ 支出の内訳

経常経費 314,656

人件費 218,870

備品・消耗品費 5,747

事務所費 90,039

政治活動費 7,970,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,630,000
係る支出

組織活動費 240,000

選挙関係費 1,100,000

寄附・交付金 6,630,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 品川区医政連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 12,813,417

前年繰越額 6,058,995

本年収入額 6,754,422

２ 支出総額 7,530,877

（翌年への繰越額） 5,282,540

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,754,364
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（２３０人）
その他の収入 58

１件 １０万円未満のもの 58

４ 支出の内訳

経常経費 240,000

人件費 210,000

光熱水費 10,000

備品・消耗品費 10,000

事務所費 10,000

政治活動費 7,290,877

組織活動費 120,107

寄附・交付金 7,170,770

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟荏原支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 13,078,006

前年繰越額 8,818,920

本年収入額 4,259,086

２ 支出総額 3,768,208

（翌年への繰越額） 9,309,798

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,859,000
（８１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,400,000
入

東京都医師政治連盟 1,400,000

その他の収入 86

１件 １０万円未満のもの 86

４ 支出の内訳

経常経費 229,328

人件費 178,529

備品・消耗品費 29,883

事務所費 20,916

政治活動費 3,538,880

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,340,000
係る支出

組織活動費 98,000

寄附・交付金 3,440,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟品川支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 10,915,684

前年繰越額 8,745,612

本年収入額 2,170,072

２ 支出総額 1,471,532

（翌年への繰越額） 9,444,152

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 2,170,000
入

東京都医師政治連盟 2,170,000

その他の収入 72

１件 １０万円未満のもの 72

４ 支出の内訳

政治活動費 1,471,532

組織活動費 471,532

寄附・交付金 1,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟目黒区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 9,481,739

前年繰越額 4,292,709

本年収入額 5,189,030

２ 支出総額 4,955,451

（翌年への繰越額） 4,526,288

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,784,000
（８１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,405,000
入

東京都医師政治連盟 2,405,000

その他の収入 30

１件 １０万円未満のもの 30

４ 支出の内訳

経常経費 74,936

人件費 4,930

事務所費 70,006

政治活動費 4,880,515
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うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,340,000
係る支出

組織活動費 140,515

選挙関係費 2,400,000

寄附・交付金 2,340,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田園調布医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 42,912,706

前年繰越額 36,844,819

本年収入額 6,067,887

２ 支出総額 4,465,880

（翌年への繰越額） 38,446,826

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,067,500
（１３７人）

その他の収入 387

１件 １０万円未満のもの 387

４ 支出の内訳

経常経費 120,000

事務所費 120,000

政治活動費 4,345,880

組織活動費 230,000

寄附・交付金 4,110,000

その他の経費 5,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟大森支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 16,225,140

前年繰越額 9,059,060

本年収入額 7,166,080

２ 支出総額 6,134,614

（翌年への繰越額） 10,090,526

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,686,000
（１４４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,480,000
入

東京都医師政治連盟 1,480,000

その他の収入 80

１件 １０万円未満のもの 80

４ 支出の内訳

経常経費 133,479

備品・消耗品費 65,347

事務所費 68,132

政治活動費 6,001,135

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,320,000
係る支出

組織活動費 981,135

選挙関係費 400,000

寄附・交付金 4,620,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟蒲田支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 22,990,719

前年繰越額 14,127,595

本年収入額 8,863,124

２ 支出総額 8,058,754

（翌年への繰越額） 14,931,965

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 7,233,000
（２，９２５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,630,000
入

東京都医師政治連盟 1,630,000

その他の収入 124

１件 １０万円未満のもの 124

４ 支出の内訳

経常経費 101,324

備品・消耗品費 69,054

事務所費 32,270

政治活動費 7,957,430

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,370,000
係る支出

組織活動費 1,486,550

選挙関係費 200,000

寄附・交付金 6,270,880

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 東京都医師政治連盟田園調布支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 5,961,701

前年繰越額 676,697

本年収入額 5,285,004

２ 支出総額 4,811,870

（翌年への繰越額） 1,149,831

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,110,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,110,000

政治団体からの寄附 4,110,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,175,000
入

東京都医師政治連盟 1,175,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

政治活動費 4,811,870

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,110,000
係る支出

寄附・交付金 4,810,000

その他の経費 1,870

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
田園調布医師政治連盟 4,110,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷区医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 14,520,900

前年繰越額 12,619,900

本年収入額 1,901,000

２ 支出総額 1,685,848

（翌年への繰越額） 12,835,052

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,901,000
（３０７人）

４ 支出の内訳

経常経費 518,074

光熱水費 7,556

備品・消耗品費 13,184

事務所費 497,334

政治活動費 1,167,774

組織活動費 817,774

寄附・交付金 350,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玉川医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 977,336

前年繰越額 545,331

本年収入額 432,005

２ 支出総額 471,455

（翌年への繰越額） 505,881

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 432,000
（２８８人）

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 471,455

光熱水費 65,196

事務所費 406,259

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟世田谷支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 36,759,839

前年繰越額 33,469,839

本年収入額 3,290,000

２ 支出総額 1,750,000

（翌年への繰越額） 35,009,839

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 3,290,000
入

東京都医師政治連盟 3,290,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,750,000
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寄附・交付金 1,750,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟玉川支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 42,035,482

前年繰越額 32,785,196

本年収入額 9,250,286

２ 支出総額 8,831,951

（翌年への繰越額） 33,203,531

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,600,000
（２８８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,650,000
入

東京都医師政治連盟 2,650,000

その他の収入 286

１件 １０万円未満のもの 286

４ 支出の内訳

経常経費 509,441

光熱水費 33,037

備品・消耗品費 32,890

事務所費 443,514

政治活動費 8,322,510

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,370,000
係る支出

組織活動費 802,510

選挙関係費 2,150,000

寄附・交付金 5,370,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟渋谷支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 116,807,452

前年繰越額 104,582,652

本年収入額 12,224,800

２ 支出総額 15,083,807

（翌年への繰越額） 101,723,645

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 10,444,800
（３５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,780,000
入

東京都医師政治連盟 1,780,000

４ 支出の内訳

経常経費 281,263

人件費 246,000

備品・消耗品費 5,350

事務所費 29,913

政治活動費 14,802,544

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 7,990,000
係る支出

組織活動費 310,894

選挙関係費 6,500,000

寄附・交付金 7,991,650

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟中野支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 13,463,069

前年繰越額 9,265,990

本年収入額 4,197,079

２ 支出総額 4,070,462

（翌年への繰越額） 9,392,607

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,998,000
（１６７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,199,000
入

東京都医師政治連盟 2,199,000

その他の収入 79

１件 １０万円未満のもの 79

４ 支出の内訳

経常経費 279,462

備品・消耗品費 159,462

事務所費 120,000

政治活動費 3,791,000

組織活動費 221,000

選挙関係費 3,570,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟杉並支部
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報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 50,621,170

前年繰越額 35,605,872

本年収入額 15,015,298

２ 支出総額 13,180,000

（翌年への繰越額） 37,441,170

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,080,000
（６０４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,935,000
入

東京都医師政治連盟 2,935,000

その他の収入 298

１件 １０万円未満のもの 298

４ 支出の内訳

経常経費 280,000

人件費 70,000

光熱水費 100,000

備品・消耗品費 30,000

事務所費 80,000

政治活動費 12,900,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,280,000
係る支出

組織活動費 120,000

選挙関係費 500,000

寄附・交付金 12,280,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟豊島支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,456,546

前年繰越額 26,546

本年収入額 2,430,000

２ 支出総額 2,430,000

（翌年への繰越額） 26,546

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 2,430,000
入

東京都医師政治連盟 2,430,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,430,000

寄附・交付金 2,430,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島区医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 19,092,379

前年繰越額 10,799,553

本年収入額 8,292,826

２ 支出総額 7,364,760

（翌年への繰越額） 11,727,619

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,862,725

（１９４人）
寄附の総額 2,430,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,430,000

政治団体からの寄附 2,430,000

その他の収入 101

１件 １０万円未満のもの 101

４ 支出の内訳

経常経費 660,000

事務所費 660,000

政治活動費 6,704,760

組織活動費 44,760

選挙関係費 1,500,000

寄附・交付金 5,160,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟豊 2,430,000 豊島区
島支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟北区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 20,185,723

前年繰越額 12,749,681

本年収入額 7,436,042

２ 支出総額 6,745,738

（翌年への繰越額） 13,439,985
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,081,000
（１６８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,355,000
入

東京都医師政治連盟 1,355,000

その他の収入 42

１件 １０万円未満のもの 42

４ 支出の内訳

経常経費 550,708

光熱水費 10,000

事務所費 540,708

政治活動費 6,195,030

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,040,000
係る支出

組織活動費 655,030

選挙関係費 500,000

寄附・交付金 5,040,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟荒川支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 5,311,908

前年繰越額 3,891,879

本年収入額 1,420,029

２ 支出総額 2,112,042

（翌年への繰越額） 3,199,866

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 183,000
（１８３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,237,000
入

東京都医師政治連盟 1,237,000

その他の収入 29

１件 １０万円未満のもの 29

４ 支出の内訳

政治活動費 2,112,042

組織活動費 262,542

選挙関係費 1,849,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟板橋区支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 32,968,504

前年繰越額 18,743,349

本年収入額 14,225,155

２ 支出総額 12,268,306

（翌年への繰越額） 20,700,198

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,148,000
（４２３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,077,000
入

東京都医師政治連盟 3,077,000

その他の収入 155

１件 １０万円未満のもの 155

４ 支出の内訳

経常経費 207,806

備品・消耗品費 14,850

事務所費 192,956

政治活動費 12,060,500

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 9,270,000
係る支出

組織活動費 1,090,500

選挙関係費 1,500,000

寄附・交付金 9,470,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟練馬支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 21,046,820

前年繰越額 2,679,811

本年収入額 18,367,009

２ 支出総額 18,347,000

（翌年への繰越額） 2,699,820

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,170,000
（４４０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 5,197,000
入

東京都医師政治連盟 5,197,000

その他の収入 9
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１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

政治活動費 18,347,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 13,170,000
係る支出

寄附・交付金 18,347,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬区医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 45,797,874

前年繰越額 25,114,650

本年収入額 20,683,224

２ 支出総額 18,057,654

（翌年への繰越額） 27,740,220

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,506,000
（６０２人）

寄附の総額 5,177,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,177,000

政治団体からの寄附 5,177,000

その他の収入 224

１件 １０万円未満のもの 224

４ 支出の内訳

経常経費 518,384

備品・消耗品費 338,384

事務所費 180,000

政治活動費 17,539,270

組織活動費 369,270

選挙関係費 1,200,000

寄附・交付金 15,970,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟練 5,177,000 練馬区
馬支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟足立支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 85,327,768

前年繰越額 68,414,768

本年収入額 16,913,000

２ 支出総額 13,433,601

（翌年への繰越額） 71,894,167

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,744,000
（３５４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 4,169,000
入

東京都医師政治連盟 4,169,000

４ 支出の内訳

経常経費 463,601

事務所費 463,601

政治活動費 12,970,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 10,030,000
係る支出

組織活動費 440,000

寄附・交付金 12,530,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟葛飾支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 57,882,425

前年繰越額 43,699,357

本年収入額 14,183,068

２ 支出総額 15,762,868

（翌年への繰越額） 42,119,557

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,502,000
（２４０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,680,000
入

東京都医師政治連盟 2,680,000

その他の収入 1,068

１件 １０万円未満のもの 1,068

４ 支出の内訳

経常経費 1,004,206

人件費 120,000

光熱水費 30,000

備品・消耗品費 50,000
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事務所費 804,206

政治活動費 14,758,662

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,960,000
係る支出

組織活動費 2,188,000

選挙関係費 5,610,662

寄附・交付金 6,960,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

12,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟江戸川支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 27,634,483

前年繰越額 18,036,330

本年収入額 9,598,153

２ 支出総額 10,534,447

（翌年への繰越額） 17,100,036

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 7,098,000
（１９４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,500,000
入

東京都医師政治連盟 2,500,000

その他の収入 153

１件 １０万円未満のもの 153

４ 支出の内訳

経常経費 202,567

備品・消耗品費 11,000

事務所費 191,567

政治活動費 10,331,880

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,310,000
係る支出

組織活動費 493,280

選挙関係費 28,600

寄附・交付金 9,810,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟八王子支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 50,604,704

前年繰越額 30,787,921

本年収入額 19,816,783

２ 支出総額 11,839,441

（翌年への繰越額） 38,765,263

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 17,321,500
（５８４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,495,000
入

東京都医師政治連盟 2,495,000

その他の収入 283

１件 １０万円未満のもの 283

４ 支出の内訳

経常経費 1,963,323

人件費 1,800,000

備品・消耗品費 163,323

政治活動費 9,876,118

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 6,030,000
係る支出

組織活動費 546,118

寄附・交付金 9,330,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北多摩医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 42,017,424

前年繰越額 25,094,424

本年収入額 16,923,000

２ 支出総額 15,635,504

（翌年への繰越額） 26,381,920

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 11,100,000
（４０３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 5,823,000
入

東京都医師政治連盟 5,823,000

４ 支出の内訳

経常経費 85,654
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備品・消耗品費 12,166

事務所費 73,488

政治活動費 15,549,850

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,020,000
係る支出

組織活動費 329,850

選挙関係費 4,200,000

寄附・交付金 11,020,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟立川支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 4,828,001

前年繰越額 1,207,996

本年収入額 3,620,005

２ 支出総額 2,960,640

（翌年への繰越額） 1,867,361

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,240,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,240,000

個人からの寄附 2,240,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,380,000
入

東京都医師政治連盟 1,380,000

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 320,640

人件費 120,000

光熱水費 48,000

備品・消耗品費 78,000

事務所費 74,640

政治活動費 2,640,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,240,000
係る支出

組織活動費 120,000

調査研究費 80,000

寄附・交付金 2,440,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟武蔵野市支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 8,411,085

前年繰越額 5,411,045

本年収入額 3,000,040

２ 支出総額 2,022,420

（翌年への繰越額） 6,388,665

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,650,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,350,000
入

東京都医師政治連盟 1,350,000

その他の収入 40

１件 １０万円未満のもの 40

４ 支出の内訳

政治活動費 2,022,420

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,500,000
係る支出

組織活動費 20,440

寄附・交付金 2,001,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟三鷹支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 6,986,957

前年繰越額 2,330,937

本年収入額 4,656,020

２ 支出総額 4,359,160

（翌年への繰越額） 2,627,797

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,694,000
（９３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,962,000
入

東京都医師政治連盟 1,962,000

その他の収入 20

１件 １０万円未満のもの 20

４ 支出の内訳

経常経費 45,810
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人件費 45,810

政治活動費 4,313,350

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,740,000
係る支出

組織活動費 71,260

選挙関係費 1,000,000

寄附・交付金 3,242,090

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟西多摩支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 7,029,112

前年繰越額 1,894,098

本年収入額 5,135,014

２ 支出総額 5,022,970

（翌年への繰越額） 2,006,142

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,340,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,340,000

政治団体からの寄附 2,340,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,795,000
入

東京都医師政治連盟 2,795,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 2,970

事務所費 2,970

政治活動費 5,020,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,340,000
係る支出

選挙関係費 2,400,000

調査研究費 280,000

寄附・交付金 2,340,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

西多摩医師政治連盟 2,340,000 青梅市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西多摩医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 6,638,561

前年繰越額 4,288,526

本年収入額 2,350,035

２ 支出総額 2,639,030

（翌年への繰越額） 3,999,531

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,350,000
（７４人）

その他の収入 35

１件 １０万円未満のもの 35

４ 支出の内訳

経常経費 59,030

事務所費 59,030

政治活動費 2,580,000

調査研究費 240,000

寄附・交付金 2,340,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟府中市支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 14,669,685

前年繰越額 10,256,685

本年収入額 4,413,000

２ 支出総額 4,190,320

（翌年への繰越額） 10,479,365

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,398,000
（２２０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,015,000
入

東京都医師政治連盟 1,015,000

４ 支出の内訳

政治活動費 4,190,320

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,960,000
係る支出

組織活動費 230,320

選挙関係費 1,000,000

寄附・交付金 2,960,000

643 ページ



―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 昭島市医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 3,142,360

前年繰越額 2,692,335

本年収入額 450,025

２ 支出総額 340,000

（翌年への繰越額） 2,802,360

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 450,000
（４５人）

その他の収入 25

１件 １０万円未満のもの 25

４ 支出の内訳

政治活動費 340,000

組織活動費 40,000

選挙関係費 100,000

寄附・交付金 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟調布市支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 23,561,114

前年繰越額 17,176,950

本年収入額 6,384,164

２ 支出総額 5,272,867

（翌年への繰越額） 18,288,247

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,974,000
（１３６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,410,000
入

東京都医師政治連盟 1,410,000

その他の収入 164

１件 １０万円未満のもの 164

４ 支出の内訳

経常経費 122,640

人件費 33,440

備品・消耗品費 30,250

事務所費 58,950

政治活動費 5,150,227

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 4,050,000
係る支出

組織活動費 286,980

寄附・交付金 4,800,550

その他の経費 62,697

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟町田支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 27,725,549

前年繰越額 17,248,406

本年収入額 10,477,143

２ 支出総額 9,414,510

（翌年への繰越額） 18,311,039

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 7,710,000
（２５７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,767,000
入

東京都医師政治連盟 2,767,000

その他の収入 143

１件 １０万円未満のもの 143

４ 支出の内訳

政治活動費 9,414,510

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 7,590,000
係る支出

組織活動費 1,824,510

寄附・交付金 7,590,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田市医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 8,551,874

前年繰越額 7,179,833

本年収入額 1,372,041

２ 支出総額 1,901,540

（翌年への繰越額） 6,650,334

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,372,000
（３６１人）
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その他の収入 41

１件 １０万円未満のもの 41

４ 支出の内訳

政治活動費 1,901,540

組織活動費 1,901,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟小金井支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 7,175,781

前年繰越額 4,025,747

本年収入額 3,150,034

２ 支出総額 2,613,900

（翌年への繰越額） 4,561,881

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,401,000
（５８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 749,000
入

東京都医師政治連盟 749,000

その他の収入 34

１件 １０万円未満のもの 34

４ 支出の内訳

経常経費 550

事務所費 550

政治活動費 2,613,350

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,430,000
係る支出

組織活動費 282,360

寄附・交付金 2,330,990

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟小平支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 4,639,946

前年繰越額 1,267,937

本年収入額 3,372,009

２ 支出総額 3,035,617

（翌年への繰越額） 1,604,329

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,812,000
（５２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,560,000
入

東京都医師政治連盟 1,560,000

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 14,077

備品・消耗品費 14,077

政治活動費 3,021,540

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,560,000
係る支出

組織活動費 60,660

選挙関係費 1,300,000

寄附・交付金 1,560,880

その他の経費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟日野支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 5,351,426

前年繰越額 1,724,408

本年収入額 3,627,018

２ 支出総額 3,449,377

（翌年への繰越額） 1,902,049

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,572,000
（５５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,055,000
入

東京都医師政治連盟 2,055,000

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 119,377

備品・消耗品費 59,377

事務所費 60,000

政治活動費 3,330,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,530,000
係る支出

選挙関係費 1,800,000
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寄附・交付金 1,530,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟東久留米支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 7,223,815

前年繰越額 3,863,586

本年収入額 3,360,229

２ 支出総額 3,760,463

（翌年への繰越額） 3,463,352

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,700,200
（６３人）

寄附の総額 186,000

政党匿名分を除く寄附の額 186,000

政治団体からの寄附 186,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,474,000
入

東京都医師政治連盟 1,474,000

その他の収入 29

１件 １０万円未満のもの 29

４ 支出の内訳

経常経費 92,950

事務所費 92,950

政治活動費 3,667,513

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,920,000
係る支出

組織活動費 296,853

選挙関係費 1,450,000

寄附・交付金 1,920,660

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本医師連盟 186,000 文京区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟多摩市支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 8,401,234

前年繰越額 6,326,178

本年収入額 2,075,056

２ 支出総額 1,805,258

（翌年への繰越額） 6,595,976

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,620,000
（５０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 455,000
入

東京都医師政治連盟 455,000

その他の収入 56

１件 １０万円未満のもの 56

４ 支出の内訳

政治活動費 1,805,258

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,380,000
係る支出

組織活動費 1,505,258

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟稲城支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 3,207,745

前年繰越額 1,203,734

本年収入額 2,004,011

２ 支出総額 1,904,604

（翌年への繰越額） 1,303,141

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,104,000
（４４人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 900,000
入

東京都医師政治連盟 900,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 119,100

人件費 70,000

光熱水費 3,784

備品・消耗品費 2,534

事務所費 42,782
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政治活動費 1,785,504

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 900,000
係る支出

組織活動費 31,390

調査研究費 103,234

寄附・交付金 1,650,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医師政治連盟西東京市支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 20,260,368

前年繰越額 13,353,254

本年収入額 6,907,114

２ 支出総額 6,972,380

（翌年への繰越額） 13,287,988

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,534,000
（２３７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,373,000
入

東京都医師政治連盟 2,373,000

その他の収入 114

１件 １０万円未満のもの 114

４ 支出の内訳

政治活動費 6,972,380

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,430,000
係る支出

組織活動費 1,422,380

選挙関係費 1,900,000

調査研究費 220,000

寄附・交付金 3,430,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 220,671,133

前年繰越額 111,139,254

本年収入額 109,531,879

２ 支出総額 111,185,371

（翌年への繰越額） 109,485,762

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 61,421,750
（４，６４４人）

寄附の総額 47,879,250

政党匿名分を除く寄附の額 47,879,250

政治団体からの寄附 47,879,250

その他の収入 230,879

１件 １０万円未満のもの 230,879

４ 支出の内訳

経常経費 46,333,750

人件費 36,827,162

備品・消耗品費 3,540,333

事務所費 5,966,255

政治活動費 64,851,621

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 19,779,000
係る支出

組織活動費 16,790,618

選挙関係費 894,176

機関紙誌の発行その他の事業費 4,088,669

機関紙誌の発行事業費 3,303,572

宣伝事業費 785,097

寄附・交付金 43,078,158

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本歯科医師連盟 47,876,600 千代田区

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

89,357,548

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟 町支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,964,284

前年繰越額 911,917

本年収入額 1,052,367

２ 支出総額 578,883

（翌年への繰越額） 1,385,401

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 273,000
（４８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 779,350
入

東京都歯科医師連盟 779,350

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

経常経費 75,083

備品・消耗品費 75,083

政治活動費 503,800

組織活動費 503,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟千代田支部

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 1,523,728

前年繰越額 908,417

本年収入額 615,311

２ 支出総額 140,855

（翌年への繰越額） 1,382,873

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 270,000
（９０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 345,300
入

東京都歯科医師連盟 345,300

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

政治活動費 140,855

組織活動費 140,855

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟丸の内支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 492,535

前年繰越額 50,985

本年収入額 441,550

２ 支出総額 425,000

（翌年への繰越額） 67,535

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 175,000
（３５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 266,550
入

東京都歯科医師連盟 266,550

４ 支出の内訳

政治活動費 425,000

組織活動費 290,000

選挙関係費 135,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟京橋支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,823,429

前年繰越額 1,638,752

本年収入額 1,184,677

２ 支出総額 1,123,515

（翌年への繰越額） 1,699,914

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 859,050
（９１人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 325,600
入

東京都歯科医師連盟 325,600

その他の収入 27

１件 １０万円未満のもの 27

４ 支出の内訳

経常経費 648,565

人件費 321,000

備品・消耗品費 71,461

事務所費 256,104

政治活動費 474,950

組織活動費 474,950

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟日本橋支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,560,793

前年繰越額 1,041,432

本年収入額 519,361

２ 支出総額 368,851
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（翌年への繰越額） 1,191,942

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 252,500
（５３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 246,850
入

東京都歯科医師連盟 246,850

その他の収入 20,011

１件 １０万円未満のもの 20,011

４ 支出の内訳

経常経費 169,310

人件費 165,000

備品・消耗品費 4,310

政治活動費 199,541

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 25,000
係る支出

組織活動費 42,311

機関紙誌の発行その他の事業費 32,230

機関紙誌の発行事業費 32,230

寄附・交付金 125,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟麻布赤坂支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,212,122

前年繰越額 2,004,404

本年収入額 207,718

２ 支出総額 239,380

（翌年への繰越額） 1,972,742

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 207,700
入

東京都歯科医師連盟 207,700

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

政治活動費 239,380

組織活動費 83,880

選挙関係費 155,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟芝支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 4,531,987

前年繰越額 3,578,999

本年収入額 952,988

２ 支出総額 615,031

（翌年への繰越額） 3,916,956

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 180,000

政党匿名分を除く寄附の額 180,000

個人からの寄附 180,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 772,950
入

東京都歯科医師連盟 772,950

その他の収入 38

１件 １０万円未満のもの 38

４ 支出の内訳

経常経費 97,031

人件費 40,000

備品・消耗品費 27,031

事務所費 30,000

政治活動費 518,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 25,000
係る支出

組織活動費 126,500

選挙関係費 16,500

寄附・交付金 375,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新宿歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,198,308

前年繰越額 347,406

本年収入額 850,902

２ 支出総額 989,100

（翌年への繰越額） 209,208

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 565,000
（１１３人）

寄附の総額 285,900

政党匿名分を除く寄附の額 285,900

政治団体からの寄附 285,900

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 809,100

人件費 580,000

備品・消耗品費 156,900

事務所費 72,200

政治活動費 180,000

組織活動費 180,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 285,900 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都新宿区四谷牛込歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,503,922

前年繰越額 819,899

本年収入額 684,023

２ 支出総額 101,554

（翌年への繰越額） 1,402,368

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 145,000
（５３人）

寄附の総額 539,000

政党匿名分を除く寄附の額 539,000

政治団体からの寄附 539,000

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 24,000

人件費 24,000

政治活動費 77,554

組織活動費 47,554

選挙関係費 30,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 539,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟小石川支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 865,109

前年繰越額 615,504

本年収入額 249,605

２ 支出総額 91,286

（翌年への繰越額） 773,823

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 249,600
入

東京都歯科医師連盟 249,600

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 10,250

人件費 10,000

備品・消耗品費 250

政治活動費 81,036

組織活動費 59,036

調査研究費 22,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟本郷支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,312,215

前年繰越額 985,155

本年収入額 327,060

２ 支出総額 163,567

（翌年への繰越額） 1,148,648

３ 本年収入の内訳
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 327,050
入

東京都歯科医師連盟 327,050

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

政治活動費 163,567

組織活動費 163,567

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅草歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 4,187,030

前年繰越額 3,141,949

本年収入額 1,045,081

２ 支出総額 707,341

（翌年への繰越額） 3,479,689

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 380,000
（７６人）

寄附の総額 665,050

政党匿名分を除く寄附の額 665,050

政治団体からの寄附 665,050

その他の収入 31

１件 １０万円未満のもの 31

４ 支出の内訳

経常経費 113,381

人件費 30,000

事務所費 83,381

政治活動費 593,960

組織活動費 278,960

寄附・交付金 315,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 475,300 千代田区

日本歯科医師連盟 189,750 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都台東区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,455,223

前年繰越額 1,349,259

本年収入額 1,105,964

２ 支出総額 719,185

（翌年への繰越額） 1,736,038

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 552,000
（７０人）

寄附の総額 553,950

政党匿名分を除く寄附の額 553,950

政治団体からの寄附 553,950

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 82,675

備品・消耗品費 21,595

事務所費 61,080

政治活動費 636,510

組織活動費 424,510

選挙関係費 212,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 553,950 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟本所支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 718,965

前年繰越額 390,560

本年収入額 328,405

２ 支出総額 93,929

（翌年への繰越額） 625,036

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 96,000
（３２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 232,400
入

東京都歯科医師連盟 212,400

651 ページ



東京都歯科医師連盟向島支部 20,000

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 37,669

備品・消耗品費 37,669

政治活動費 56,260

組織活動費 26,580

選挙関係費 25,500

その他の経費 4,180

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟向島支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,571,623

前年繰越額 852,873

本年収入額 718,750

２ 支出総額 630,558

（翌年への繰越額） 941,065

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 324,000
（５５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 394,750
入

東京都歯科医師連盟 394,750

４ 支出の内訳

経常経費 217,522

備品・消耗品費 37,522

事務所費 180,000

政治活動費 413,036

組織活動費 413,036

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 7,717,952

前年繰越額 5,740,532

本年収入額 1,977,420

２ 支出総額 1,265,203

（翌年への繰越額） 6,452,749

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,030,000
（２０６人）

寄附の総額 947,375

政党匿名分を除く寄附の額 947,375

政治団体からの寄附 947,375

その他の収入 45

１件 １０万円未満のもの 45

４ 支出の内訳

経常経費 730,403

人件費 548,000

備品・消耗品費 164,170

事務所費 18,233

政治活動費 534,800

組織活動費 108,800

機関紙誌の発行その他の事業費 26,000

機関紙誌の発行事業費 26,000

寄附・交付金 400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 947,375 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟荏原支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 2,881,038

前年繰越額 1,660,024

本年収入額 1,221,014

２ 支出総額 324,489

（翌年への繰越額） 2,556,549

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 982,100
（９９人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 238,900
入

東京都歯科医師連盟 238,900

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳
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経常経費 82,518

人件費 40,000

備品・消耗品費 28,342

事務所費 14,176

政治活動費 241,971

組織活動費 68,316

選挙関係費 23,655

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都品川歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 4,463,464

前年繰越額 2,700,836

本年収入額 1,762,628

２ 支出総額 1,400,880

（翌年への繰越額） 3,062,584

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,120,350
（１０１人）

寄附の総額 642,250

政党匿名分を除く寄附の額 642,250

政治団体からの寄附 642,250

その他の収入 28

１件 １０万円未満のもの 28

４ 支出の内訳

経常経費 855,380

人件費 792,871

事務所費 62,509

政治活動費 545,500

組織活動費 545,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 642,250 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟目黒支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 5,074,819

前年繰越額 4,023,111

本年収入額 1,051,708

２ 支出総額 865,336

（翌年への繰越額） 4,209,483

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,016,675
入

東京都歯科医師連盟 1,016,675

その他の収入 20,033

１件 １０万円未満のもの 20,033

４ 支出の内訳

経常経費 261,336

人件費 50,000

事務所費 211,336

政治活動費 604,000

組織活動費 396,000

選挙関係費 208,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都大田区大森歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 5,743,080

前年繰越額 4,406,944

本年収入額 1,336,136

２ 支出総額 588,614

（翌年への繰越額） 5,154,466

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 314,650
（６２人）

寄附の総額 1,021,450

政党匿名分を除く寄附の額 1,021,450

政治団体からの寄附 1,021,450

その他の収入 36

１件 １０万円未満のもの 36

４ 支出の内訳

経常経費 99,110

事務所費 99,110
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政治活動費 489,504

組織活動費 332,300

機関紙誌の発行その他の事業費 7,204

機関紙誌の発行事業費 7,204

寄附・交付金 150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 1,021,450 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都蒲田歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 2,284,018

前年繰越額 781,209

本年収入額 1,502,809

２ 支出総額 1,578,015

（翌年への繰越額） 706,003

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 720,000
（１２８人）

寄附の総額 782,800

政党匿名分を除く寄附の額 782,800

政治団体からの寄附 782,800

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 14,108

事務所費 14,108

政治活動費 1,563,907

組織活動費 1,321,121

選挙関係費 42,786

寄附・交付金 200,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 742,100 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟世田谷支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 10,095,795

前年繰越額 6,607,382

本年収入額 3,488,413

２ 支出総額 1,964,458

（翌年への繰越額） 8,131,337

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,086,000
（２９８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,402,350
入

東京都歯科医師連盟 1,402,350

その他の収入 63

１件 １０万円未満のもの 63

４ 支出の内訳

経常経費 562,650

人件費 120,000

備品・消耗品費 166,899

事務所費 275,751

政治活動費 1,401,808

組織活動費 1,207,808

選挙関係費 194,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟玉川支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 3,545,310

前年繰越額 2,727,098

本年収入額 818,212

２ 支出総額 587,752

（翌年への繰越額） 2,957,558

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 582,000
（１０６人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 206,200
入

東京都歯科医師連盟 206,200
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その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 137,390

備品・消耗品費 137,390

政治活動費 450,362

組織活動費 450,362

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷区歯科医政連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 1,587,203

前年繰越額 824,292

本年収入額 762,911

２ 支出総額 496,703

（翌年への繰越額） 1,090,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 549,900
（７２人）

寄附の総額 213,000

政党匿名分を除く寄附の額 213,000

政治団体からの寄附 213,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 364,568

人件費 290,000

備品・消耗品費 24,568

事務所費 50,000

政治活動費 132,135

組織活動費 126,800

選挙関係費 5,335

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 213,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都中野区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 7,208,985

前年繰越額 3,408,916

本年収入額 3,800,069

２ 支出総額 1,133,198

（翌年への繰越額） 6,075,787

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,196,969
（１１３人）

寄附の総額 603,100

政党匿名分を除く寄附の額 603,100

政治団体からの寄附 603,100

４ 支出の内訳

経常経費 963,198

人件費 875,000

備品・消耗品費 30,100

事務所費 58,098

政治活動費 170,000

組織活動費 70,000

寄附・交付金 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 603,100 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都杉並区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 9,646,180

前年繰越額 6,014,936

本年収入額 3,631,244

２ 支出総額 2,431,070

（翌年への繰越額） 7,215,110

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,068,000
（２６２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,503,200
入

東京都歯科医師連盟 1,503,200

その他の収入 60,044
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１件 １０万円未満のもの 60,044

４ 支出の内訳

経常経費 1,428,766

人件費 1,287,794

光熱水費 33,192

備品・消耗品費 45,000

事務所費 62,780

政治活動費 1,002,304

組織活動費 802,304

選挙関係費 100,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,696,305

前年繰越額 1,611,355

本年収入額 1,084,950

２ 支出総額 648,694

（翌年への繰越額） 2,047,611

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 230,000
（１２０人）

寄附の総額 854,950

政党匿名分を除く寄附の額 854,950

政治団体からの寄附 854,950

４ 支出の内訳

経常経費 303,827

人件費 287,000

光熱水費 1,000

備品・消耗品費 13,827

事務所費 2,000

政治活動費 344,867

組織活動費 183,372

選挙関係費 161,495

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 854,950 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟北支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 7,172,473

前年繰越額 4,340,254

本年収入額 2,832,219

２ 支出総額 2,659,530

（翌年への繰越額） 4,512,943

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,270,000
（７３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 562,200
入

東京都歯科医師連盟 562,200

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 13,530

事務所費 13,530

政治活動費 2,646,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,270,000
係る支出

組織活動費 76,000

寄附・交付金 2,570,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

2,262,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟滝野川支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 529,133

前年繰越額 281,731

本年収入額 247,402

２ 支出総額 395,372

（翌年への繰越額） 133,761

３ 本年収入の内訳
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 247,400
入

東京都歯科医師連盟 247,400

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 125,000

人件費 120,000

事務所費 5,000

政治活動費 270,372

組織活動費 120,372

選挙関係費 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒川区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 2,132,728

前年繰越額 1,437,864

本年収入額 694,864

２ 支出総額 264,938

（翌年への繰越額） 1,867,790

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 342,350
（８３人）

寄附の総額 352,500

政党匿名分を除く寄附の額 352,500

政治団体からの寄附 352,500

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

政治活動費 264,938

組織活動費 264,938

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 352,500 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟板橋支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 2,296,954

前年繰越額 1,079,793

本年収入額 1,217,161

２ 支出総額 963,774

（翌年への繰越額） 1,333,180

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 1,167,150
入

東京都歯科医師連盟 1,167,150

その他の収入 50,011

１件 １０万円未満のもの 50,011

４ 支出の内訳

政治活動費 963,774

組織活動費 903,774

選挙関係費 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 4,004,852

前年繰越額 2,406,061

本年収入額 1,598,791

２ 支出総額 1,514,161

（翌年への繰越額） 2,490,691

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,324,850

政党匿名分を除く寄附の額 1,324,850

政治団体からの寄附 1,324,850

その他の収入 273,941

１件 １０万円未満のもの 273,941

４ 支出の内訳

政治活動費 1,514,161

組織活動費 1,043,300

選挙関係費 210,000

調査研究費 260,861

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
東京都歯科医師連盟 1,324,850 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟足立支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 4,272,042

前年繰越額 2,480,323

本年収入額 1,791,719

２ 支出総額 696,327

（翌年への繰越額） 3,575,715

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 574,500
（１９６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 1,217,200
入

東京都歯科医師連盟 1,217,200

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 396,677

人件費 200,000

備品・消耗品費 97,412

事務所費 99,265

政治活動費 299,650

組織活動費 35,920

選挙関係費 46,388

調査研究費 67,342

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 6,640,370

前年繰越額 3,428,385

本年収入額 3,211,985

２ 支出総額 3,982,405

（翌年への繰越額） 2,657,965

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,836,000
（１７７人）

寄附の総額 1,375,950

政党匿名分を除く寄附の額 1,375,950

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 1,365,950

その他の収入 35

１件 １０万円未満のもの 35

４ 支出の内訳

経常経費 1,154,733

人件費 1,068,000

事務所費 86,733

政治活動費 2,827,672

組織活動費 379,347

選挙関係費 1,659,125

機関紙誌の発行その他の事業費 769,200

機関紙誌の発行事業費 769,200

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 1,355,950 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川区歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 10,426,181

前年繰越額 6,351,041

本年収入額 4,075,140

２ 支出総額 3,149,206

（翌年への繰越額） 7,276,975

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,569,500
（２２２人）

寄附の総額 1,505,575

政党匿名分を除く寄附の額 1,505,575

政治団体からの寄附 1,505,575

その他の収入 65

１件 １０万円未満のもの 65

４ 支出の内訳

経常経費 210,564
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人件費 60,000

事務所費 150,564

政治活動費 2,938,642

組織活動費 1,338,642

寄附・交付金 1,600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 1,505,575 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都八南歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 8,487,757

前年繰越額 4,591,066

本年収入額 3,896,691

２ 支出総額 2,354,230

（翌年への繰越額） 6,133,527

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,764,000
（６０６人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 2,132,650
入

東京都歯科医師連盟 2,132,650

その他の収入 41

１件 １０万円未満のもの 41

４ 支出の内訳

経常経費 506,943

人件費 60,000

備品・消耗品費 213,238

事務所費 233,705

政治活動費 1,847,287

組織活動費 847,287

選挙関係費 900,000

機関紙誌の発行その他の事業費 100,000

宣伝事業費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟立川支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 1,172,756

前年繰越額 692,549

本年収入額 480,207

２ 支出総額 232,864

（翌年への繰越額） 939,892

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 480,200
入

東京都歯科医師連盟 480,200

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 152,494

人件費 144,000

事務所費 8,494

政治活動費 80,370

組織活動費 65,370

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟多摩連合会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 1,200,671

前年繰越額 800,663

本年収入額 400,008

２ 支出総額 231,736

（翌年への繰越額） 968,935

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

政治団体からの寄附 400,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 143,586

人件費 140,000

事務所費 3,586

政治活動費 88,150
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組織活動費 38,150

選挙関係費 50,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都武蔵野市歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 8,056,204

前年繰越額 6,224,063

本年収入額 1,832,141

２ 支出総額 1,298,060

（翌年への繰越額） 6,758,144

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,136,000
（７１人）

寄附の総額 695,925

政党匿名分を除く寄附の額 695,925

政治団体からの寄附 695,925

その他の収入 216

１件 １０万円未満のもの 216

４ 支出の内訳

経常経費 117,610

人件費 28,000

備品・消耗品費 20,000

事務所費 69,610

政治活動費 1,180,450

組織活動費 795,450

選挙関係費 370,000

寄附・交付金 15,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 695,925 千代田区

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

4,600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟三鷹支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 553,199

前年繰越額 372,696

本年収入額 180,503

２ 支出総額 36,030

（翌年への繰越額） 517,169

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 180,500
入

東京都歯科医師連盟 180,500

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 1,030

事務所費 1,030

政治活動費 35,000

組織活動費 35,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西多摩歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 2,374,564

前年繰越額 1,653,144

本年収入額 721,420

２ 支出総額 594,707

（翌年への繰越額） 1,779,857

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 721,400
入

東京都歯科医師連盟 721,400

その他の収入 20

１件 １０万円未満のもの 20

４ 支出の内訳

経常経費 15,707

備品・消耗品費 1,727
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事務所費 13,980

政治活動費 579,000

組織活動費 164,000

選挙関係費 400,000

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都府中市歯科医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 1,508,605

前年繰越額 809,245

本年収入額 699,360

２ 支出総額 400,730

（翌年への繰越額） 1,107,875

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 692,350

政党匿名分を除く寄附の額 692,350

政治団体からの寄附 692,350

その他の収入 7,010

１件 １０万円未満のもの 7,010

４ 支出の内訳

経常経費 24,140

備品・消耗品費 24,140

政治活動費 376,590

組織活動費 126,590

選挙関係費 250,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 692,350 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟昭島支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 961,695

前年繰越額 511,989

本年収入額 449,706

２ 支出総額 276,233

（翌年への繰越額） 685,462

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 187,500
（３２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 262,200
入

東京都歯科医師連盟 262,200

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 20,000

備品・消耗品費 20,000

政治活動費 256,233

組織活動費 256,233

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都調布市歯科医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,160,678

前年繰越額 1,521,091

本年収入額 639,587

２ 支出総額 571,759

（翌年への繰越額） 1,588,919

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 267,800
（６５人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 362,275
入

東京都歯科医師連盟 362,275

その他の収入 9,512

１件 １０万円未満のもの 9,512

４ 支出の内訳

経常経費 402,759

人件費 279,500

備品・消耗品費 3,259

事務所費 120,000

政治活動費 169,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 3,750
係る支出

寄附・交付金 169,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 東京都歯科医師連盟町田市支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 2,077,654

前年繰越額 859,145

本年収入額 1,218,509

２ 支出総額 701,765

（翌年への繰越額） 1,375,889

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 555,000
（９３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 663,500
入

東京都歯科医師連盟 663,500

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 321,375

人件費 260,000

事務所費 61,375

政治活動費 380,390

組織活動費 283,395

選挙関係費 81,995

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟小金井支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日

円
１ 収入総額 2,584,214

前年繰越額 2,167,595

本年収入額 416,619

２ 支出総額 372,330

（翌年への繰越額） 2,211,884

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 230,000
（２３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 186,600
入

東京都歯科医師連盟 186,600

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 22,330

備品・消耗品費 1,336

事務所費 20,994

政治活動費 350,000

組織活動費 185,000

寄附・交付金 165,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小平市歯科医師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 997,935

前年繰越額 516,231

本年収入額 481,704

２ 支出総額 312,987

（翌年への繰越額） 684,948

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 81,800
（２０人）

寄附の総額 399,900

政党匿名分を除く寄附の額 399,900

政治団体からの寄附 399,900

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 5,989

人件費 1,086

事務所費 4,903

政治活動費 306,998

組織活動費 161,508

選挙関係費 80,490

寄附・交付金 65,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都歯科医師連盟 399,900 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟東村山支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
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円
１ 収入総額 846,185

前年繰越額 504,826

本年収入額 341,359

２ 支出総額 252,590

（翌年への繰越額） 593,595

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 341,350
入

東京都歯科医師連盟 341,350

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 20,000

人件費 20,000

政治活動費 232,590

組織活動費 67,260

選挙関係費 150,000

寄附・交付金 15,330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟国分寺支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 812,948

前年繰越額 521,544

本年収入額 291,404

２ 支出総額 203,394

（翌年への繰越額） 609,554

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 38,000
（１９人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 253,400
入

東京都歯科医師連盟 253,400

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 5,394

事務所費 5,394

政治活動費 198,000

組織活動費 48,000

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟国立支部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 4,437,235

前年繰越額 4,213,663

本年収入額 223,572

２ 支出総額 184,770

（翌年への繰越額） 4,252,465

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 154,050
（３２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 69,500
入

東京都歯科医師連盟 69,500

その他の収入 22

１件 １０万円未満のもの 22

４ 支出の内訳

経常経費 118,880

人件費 113,500

事務所費 5,380

政治活動費 65,890

組織活動費 65,890

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟狛江支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 636,196

前年繰越額 485,242

本年収入額 150,954

２ 支出総額 93,745

（翌年への繰越額） 542,451

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 100,150
（２２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 50,800
入

東京都歯科医師連盟 50,800

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4
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４ 支出の内訳

経常経費 27,245

人件費 16,000

事務所費 11,245

政治活動費 66,500

組織活動費 39,000

選挙関係費 20,000

調査研究費 7,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟東大和市支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 792,459

前年繰越額 656,754

本年収入額 135,705

２ 支出総額 186,380

（翌年への繰越額） 606,079

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 135,700
入

東京都歯科医師連盟 135,700

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 150,880

人件費 150,000

事務所費 880

政治活動費 35,500

組織活動費 20,500

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟清瀬支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 580,202

前年繰越額 530,694

本年収入額 49,508

２ 支出総額 70,440

（翌年への繰越額） 509,762

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 49,500
入

東京都歯科医師連盟 49,500

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 24,440

事務所費 24,440

政治活動費 46,000

組織活動費 31,000

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都東久留米市歯科医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 516,473

前年繰越額 265,573

本年収入額 250,900

２ 支出総額 120,586

（翌年への繰越額） 395,887

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 250,900
入

東京都歯科医師連盟 250,900

４ 支出の内訳

経常経費 42,000

人件費 40,000

備品・消耗品費 2,000

政治活動費 78,586

組織活動費 63,586

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟武蔵村山支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 494,859

前年繰越額 142,859

本年収入額 352,000

２ 支出総額 417,499
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（翌年への繰越額） 77,360

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 200,000
（８人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 152,000
入

東京都歯科医師連盟 152,000

４ 支出の内訳

経常経費 19,499

事務所費 19,499

政治活動費 398,000

組織活動費 68,000

選挙関係費 330,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科医師連盟西東京支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 995,180

前年繰越額 522,425

本年収入額 472,755

２ 支出総額 258,819

（翌年への繰越額） 736,361

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,000
（７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 451,750
入

東京都歯科医師連盟 451,750

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 40,000

人件費 40,000

政治活動費 218,819

組織活動費 203,819

寄附・交付金 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 神田税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,381,904

前年繰越額 603,892

本年収入額 2,778,012

２ 支出総額 3,018,115

（翌年への繰越額） 363,789

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,758,000
（３９４人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

その他の収入 10,012

１件 １０万円未満のもの 10,012

４ 支出の内訳

経常経費 707,710

事務所費 707,710

政治活動費 2,310,405

組織活動費 65,405

選挙関係費 100,000

寄附・交付金 2,145,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 5,460,134

前年繰越額 2,801,507

本年収入額 2,658,627

２ 支出総額 2,839,448

（翌年への繰越額） 2,620,686

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,658,600
（３１１人）

その他の収入 27

１件 １０万円未満のもの 27

４ 支出の内訳

経常経費 772,348

備品・消耗品費 472,500

事務所費 299,848

政治活動費 2,067,100

組織活動費 118,000
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選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 83,600

機関紙誌の発行事業費 83,600

寄附・交付金 1,765,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 京橋税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 4,590,292

前年繰越額 2,044,377

本年収入額 2,545,915

２ 支出総額 2,334,779

（翌年への繰越額） 2,255,513

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,545,900
（３０８人）

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 136,089

事務所費 136,089

政治活動費 2,198,690

組織活動費 118,690

寄附・交付金 2,080,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本橋税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 5,480,273

前年繰越額 3,016,273

本年収入額 2,464,000

２ 支出総額 2,190,996

（翌年への繰越額） 3,289,277

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,464,000
（３０９人）

４ 支出の内訳

経常経費 348,356

人件費 240,000

光熱水費 15,000

事務所費 93,356

政治活動費 1,842,640

組織活動費 126,940

機関紙誌の発行その他の事業費 21,700

機関紙誌の発行事業費 21,700

寄附・交付金 1,694,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 麻布税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 12,300,977

前年繰越額 8,636,577

本年収入額 3,664,400

２ 支出総額 3,372,713

（翌年への繰越額） 8,928,264

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,658,400
（４００人）

寄附の総額 6,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,000

政治団体からの寄附 6,000

４ 支出の内訳

経常経費 783,271

人件費 400,000

光熱水費 8,608

事務所費 374,663

政治活動費 2,589,442

組織活動費 221,442

選挙関係費 300,000

寄附・交付金 2,068,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 芝税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 10,343,066

前年繰越額 7,155,340

本年収入額 3,187,726

２ 支出総額 2,898,703

（翌年への繰越額） 7,444,363

666 ページ



３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,187,714
（３２８人）

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 526,625

人件費 120,000

光熱水費 60,000

事務所費 346,625

政治活動費 2,372,078

組織活動費 206,638

寄附・交付金 2,165,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新宿税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 4,197,699

前年繰越額 1,605,688

本年収入額 2,592,011

２ 支出総額 2,641,918

（翌年への繰越額） 1,555,781

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,582,000
（２１６人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

政治団体からの寄附 10,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 335,831

人件費 120,000

光熱水費 12,000

事務所費 203,831

政治活動費 2,306,087

組織活動費 687,667

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 38,920

機関紙誌の発行事業費 38,920

寄附・交付金 1,479,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 四谷税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 4,140,088

前年繰越額 2,570,074

本年収入額 1,570,014

２ 支出総額 1,949,425

（翌年への繰越額） 2,190,663

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,559,998
（２０３人）

その他の収入 10,016

１件 １０万円未満のもの 10,016

４ 支出の内訳

経常経費 338,428

人件費 240,000

事務所費 98,428

政治活動費 1,610,997

組織活動費 141,872

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 42,625

機関紙誌の発行事業費 42,625

寄附・交付金 1,326,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小石川税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 5,302,810

前年繰越額 4,357,177

本年収入額 945,633

２ 支出総額 765,547

（翌年への繰越額） 4,537,263

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 900,000
（７５人）

その他の収入 45,633

１件 １０万円未満のもの 45,633

４ 支出の内訳
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経常経費 96,667

光熱水費 39,807

備品・消耗品費 32,860

事務所費 24,000

政治活動費 668,880

組織活動費 50,000

選挙関係費 200,000

寄附・交付金 418,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本郷税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,027,364

前年繰越額 265,964

本年収入額 761,400

２ 支出総額 747,308

（翌年への繰越額） 280,056

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 738,000
（８８人）

寄附の総額 23,400

政党匿名分を除く寄附の額 23,400

個人からの寄附 23,400

４ 支出の内訳

経常経費 70,000

人件費 30,000

光熱水費 10,000

事務所費 30,000

政治活動費 677,308

組織活動費 127,308

寄附・交付金 550,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅草税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,992,886

前年繰越額 1,864,871

本年収入額 1,128,015

２ 支出総額 1,123,166

（翌年への繰越額） 1,869,720

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,128,000
（１４１人）

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 160,166

事務所費 160,166

政治活動費 963,000

選挙関係費 204,000

寄附・交付金 759,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上野税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,162,702

前年繰越額 2,044,684

本年収入額 1,118,018

２ 支出総額 1,239,956

（翌年への繰越額） 1,922,746

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,112,000
（１３９人）

寄附の総額 6,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,000

政治団体からの寄附 6,000

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 83,440

事務所費 83,440

政治活動費 1,156,516

組織活動費 175,516

寄附・交付金 981,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

670,943
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本所税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 1,921,389

前年繰越額 1,278,077

本年収入額 643,312

２ 支出総額 955,101

（翌年への繰越額） 966,288

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 643,300
（９１人）

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 83,601

人件費 60,000

光熱水費 12,000

事務所費 11,601

政治活動費 871,500

組織活動費 50,000

選挙関係費 200,000

寄附・交付金 621,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 向島税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日

円
１ 収入総額 1,031,552

前年繰越額 728,545

本年収入額 303,007

２ 支出総額 326,505

（翌年への繰越額） 705,047

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 303,000
（４９人）

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 17,005

事務所費 17,005

政治活動費 309,500

選挙関係費 40,000

寄附・交付金 269,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東西税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 1,009,404

前年繰越額 483,150

本年収入額 526,254

２ 支出総額 414,427

（翌年への繰越額） 594,977

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 521,250
（６８人）

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 44,427

事務所費 44,427

政治活動費 370,000

組織活動費 40,000

寄附・交付金 330,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東東税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 3,048,840

前年繰越額 2,141,621

本年収入額 907,219

２ 支出総額 748,292

（翌年への繰越額） 2,300,548

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 907,200
（１０８人）

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19
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４ 支出の内訳

経常経費 88,792

人件費 9,600

光熱水費 2,400

事務所費 76,792

政治活動費 659,500

組織活動費 10,000

寄附・交付金 649,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荏原税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,415,349

前年繰越額 783,245

本年収入額 632,104

２ 支出総額 798,507

（翌年への繰越額） 616,842

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 632,100
（７８人）

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 71,427

事務所費 71,427

政治活動費 727,080

組織活動費 57,080

選挙関係費 210,000

機関紙誌の発行その他の事業費 20,000

宣伝事業費 20,000

寄附・交付金 440,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 品川税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,976,755

前年繰越額 761,246

本年収入額 1,215,509

２ 支出総額 1,311,054

（翌年への繰越額） 665,701

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,215,500
（１６４人）

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 164,489

事務所費 164,489

政治活動費 1,146,565

組織活動費 56,565

選挙関係費 210,000

寄附・交付金 880,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 目黒税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,993,581

前年繰越額 881,821

本年収入額 1,111,760

２ 支出総額 1,016,730

（翌年への繰越額） 976,851

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,101,750
（１２２人）

その他の収入 10,010

１件 １０万円未満のもの 10,010

４ 支出の内訳

経常経費 60,000

事務所費 60,000

政治活動費 956,730

組織活動費 81,730

選挙関係費 160,000

寄附・交付金 715,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大森税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 2,115,282

前年繰越額 818,779
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本年収入額 1,296,503

２ 支出総額 1,277,946

（翌年への繰越額） 837,336

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,288,500
（１３９人）

その他の収入 8,003

１件 １０万円未満のもの 8,003

４ 支出の内訳

経常経費 430,640

人件費 180,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 62,540

事務所費 176,100

政治活動費 847,306

組織活動費 32,806

寄附・交付金 814,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 蒲田税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 2,068,455

前年繰越額 1,312,455

本年収入額 756,000

２ 支出総額 707,262

（翌年への繰越額） 1,361,193

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 756,000
（１０３人）

４ 支出の内訳

経常経費 11,549

備品・消耗品費 1,087

事務所費 10,462

政治活動費 695,713

寄附・交付金 677,000

その他の経費 18,713

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 雪谷税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 1,487,413

前年繰越額 827,309

本年収入額 660,104

２ 支出総額 579,340

（翌年への繰越額） 908,073

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 660,100
（７９人）

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 101,340

人件費 12,000

光熱水費 6,000

事務所費 83,340

政治活動費 478,000

選挙関係費 60,000

寄附・交付金 418,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北沢税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 5,987,628

前年繰越額 4,931,683

本年収入額 1,055,945

２ 支出総額 857,062

（翌年への繰越額） 5,130,566

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,040,900
（１２４人）

その他の収入 15,045

１件 １０万円未満のもの 15,045

４ 支出の内訳

経常経費 88,462

人件費 12,000

光熱水費 6,000

備品・消耗品費 10,000

事務所費 60,462

政治活動費 768,600
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組織活動費 36,520

機関紙誌の発行その他の事業費 10,860

機関紙誌の発行事業費 10,860

寄附・交付金 721,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 5,436,149

前年繰越額 4,170,497

本年収入額 1,265,652

２ 支出総額 1,216,401

（翌年への繰越額） 4,219,748

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,265,600
（１５５人）

その他の収入 52

１件 １０万円未満のもの 52

４ 支出の内訳

経常経費 222,560

事務所費 222,560

政治活動費 993,841

組織活動費 114,091

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,750

機関紙誌の発行事業費 4,750

寄附・交付金 825,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

1,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玉川税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 781,633

前年繰越額 229,631

本年収入額 552,002

２ 支出総額 557,485

（翌年への繰越額） 224,148

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 552,000
（９２人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 42,485

備品・消耗品費 18,485

事務所費 24,000

政治活動費 515,000

寄附・交付金 515,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 5,699,704

前年繰越額 1,816,489

本年収入額 3,883,215

２ 支出総額 3,910,411

（翌年への繰越額） 1,789,293

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,663,200
（４４８人）

その他の収入 220,015

１件 １０万円未満のもの 110,015

１件 １０万円以上のもの 110,000

広告掲載料 110,000

４ 支出の内訳

経常経費 272,304

事務所費 272,304

政治活動費 3,638,107

組織活動費 202,847

機関紙誌の発行その他の事業費 905,260

機関紙誌の発行事業費 905,260

寄附・交付金 2,530,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
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円
１ 収入総額 116,838,273

前年繰越額 37,030,932

本年収入額 79,807,341

２ 支出総額 70,447,247

（翌年への繰越額） 46,391,026

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 57,743,987

政党匿名分を除く寄附の額 57,743,987

個人からの寄附 5,092,587

政治団体からの寄附 52,651,400

機関紙誌の発行その他の事業による収入 22,035,842

機関紙「東京税政連」 10,824,000

令和３年度税制改正大綱を読む 1,014,542

ポケットブック２０２１ 8,100,828

中小企業関係団体との懇談会 267,797

税制改正要望フォーラム２０２１ 972,416

令和４年度税制改正の動向に関する勉強会 856,259

その他の収入 27,512

１件 １０万円未満のもの 27,512

４ 支出の内訳

経常経費 16,979,305

人件費 12,586,087

光熱水費 138,050

備品・消耗品費 61,993

事務所費 4,193,175

政治活動費 53,467,942

組織活動費 6,426,943

選挙関係費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 16,929,665

機関紙誌の発行事業費 11,225,867

宣伝事業費 73,010

その他の事業費 5,630,788

調査研究費 76,484

寄附・交付金 29,834,850

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山中 孝一 70,000 小平市

吉川 裕一 60,000 杉並区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

町税理士政治連盟 1,765,500 千代田区

神田税理士政治連盟 2,145,000 千代田区

日本橋税理士政治連盟 1,694,000 中央区

京橋税理士政治連盟 1,980,000 中央区

芝税理士政治連盟 1,815,000 港区

四谷税理士政治連盟 1,226,500 新宿区

麻布税理士政治連盟 2,068,000 港区

小石川税理士政治連盟 418,000 文京区

本郷税理士政治連盟 550,000 文京区

上野税理士政治連盟 781,000 台東区

浅草税理士政治連盟 759,000 台東区

品川税理士政治連盟 880,000 品川区

荏原税理士政治連盟 440,000 品川区

大森税理士政治連盟 764,500 大田区

雪谷税理士政治連盟 418,000 大田区

蒲田税理士政治連盟 627,000 大田区

世田谷税理士政治連盟 825,000 世田谷区

北沢税理士政治連盟 671,000 世田谷区

玉川税理士政治連盟 495,000 世田谷区

目黒税理士政治連盟 715,000 目黒区

渋谷税理士政治連盟 2,530,000 渋谷区

新宿税理士政治連盟 1,479,500 新宿区

中野税理士政治連盟 1,292,500 中野区

杉並税理士政治連盟 1,067,000 杉並区

荻窪税理士政治連盟 550,000 杉並区

板橋税理士政治連盟 913,000 板橋区

練馬東税理士政治連盟 935,000 練馬区

練馬西税理士政治連盟 550,000 練馬区

豊島税理士政治連盟 2,079,000 豊島区

王子税理士政治連盟 1,028,500 北区

荒川税理士政治連盟 753,500 荒川区

足立税理士政治連盟 1,089,000 足立区
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西新井税理士政治連盟 451,000 足立区

本所税理士政治連盟 621,500 墨田区

向島税理士政治連盟 269,500 墨田区

葛飾税理士政治連盟 1,138,500 葛飾区

江戸川北税理士政治連 891,000 江戸川区
盟

江戸川南税理士政治連 423,500 江戸川区
盟

江東西税理士政治連盟 330,000 江東区

江東東税理士政治連盟 599,500 江東区

青梅税理士政治連盟 572,000 青梅市

八王子税理士政治連盟 1,023,000 八王子市

日野税理士政治連盟 665,500 日野市

町田税理士政治連盟 852,500 町田市

立川税理士政治連盟 1,012,000 立川市

東村山税理士政治連盟 1,006,500 東村山市

武蔵野税理士政治連盟 995,500 武蔵野市

武蔵府中税理士政治連 775,500 調布市
盟

日本税理士政治連盟 5,719,900 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,822,633

前年繰越額 3,543,404

本年収入額 2,279,229

２ 支出総額 2,483,060

（翌年への繰越額） 3,339,573

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,159,200
（２２４人）

その他の収入 120,029

１件 １０万円未満のもの 120,029

４ 支出の内訳

経常経費 480,000

事務所費 480,000

政治活動費 2,003,060

組織活動費 230,560

選挙関係費 150,000

機関紙誌の発行その他の事業費 330,000

機関紙誌の発行事業費 330,000

寄附・交付金 1,292,500

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

1,800,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荻窪税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 638,056

前年繰越額 30,055

本年収入額 608,001

２ 支出総額 604,589

（翌年への繰越額） 33,467

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 608,000
（７６人）

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

経常経費 54,589

事務所費 54,589

政治活動費 550,000

寄附・交付金 550,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 2,443,849

前年繰越額 717,347

本年収入額 1,726,502

２ 支出総額 1,597,336

（翌年への繰越額） 846,513

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,726,500
（１９６人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2
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４ 支出の内訳

経常経費 182,636

備品・消耗品費 75,240

事務所費 107,396

政治活動費 1,414,700

組織活動費 220,000

選挙関係費 120,000

機関紙誌の発行その他の事業費 7,700

機関紙誌の発行事業費 7,700

寄附・交付金 1,067,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 5,182,832

前年繰越額 2,096,513

本年収入額 3,086,319

２ 支出総額 3,006,275

（翌年への繰越額） 2,176,557

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,086,300
（３６５人）

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 438,196

人件費 120,000

光熱水費 30,000

備品・消耗品費 32,120

事務所費 256,076

政治活動費 2,568,079

組織活動費 432,479

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 6,600

宣伝事業費 6,600

寄附・交付金 2,079,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 王子税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 1,824,704

前年繰越額 310,104

本年収入額 1,514,600

２ 支出総額 1,335,710

（翌年への繰越額） 488,994

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,510,600
（１８８人）

寄附の総額 4,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,000

政治団体からの寄附 4,000

４ 支出の内訳

経常経費 187,500

人件費 60,000

事務所費 127,500

政治活動費 1,148,210

組織活動費 69,710

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 1,028,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒川税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 993,623

前年繰越額 104,123

本年収入額 889,500

２ 支出総額 916,123

（翌年への繰越額） 77,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 889,500
（１５１人）

４ 支出の内訳

経常経費 70,223

事務所費 70,223

政治活動費 845,900

組織活動費 92,400

寄附・交付金 753,500

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 板橋税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 2,275,142

前年繰越額 715,140

本年収入額 1,560,002

２ 支出総額 1,338,868

（翌年への繰越額） 936,274

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,560,000
（１５６人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 180,000

事務所費 180,000

政治活動費 1,158,868

組織活動費 245,868

寄附・交付金 913,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬西税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,327,366

前年繰越額 562,964

本年収入額 764,402

２ 支出総額 752,799

（翌年への繰越額） 574,567

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 764,400
（９８人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 97,072

備品・消耗品費 10,577

事務所費 86,495

政治活動費 655,727

組織活動費 105,727

寄附・交付金 550,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬東税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 3,165,026

前年繰越額 1,942,818

本年収入額 1,222,208

２ 支出総額 1,517,232

（翌年への繰越額） 1,647,794

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,222,200
（１７１人）

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 137,152

備品・消耗品費 2,187

事務所費 134,965

政治活動費 1,380,080

組織活動費 365,080

選挙関係費 80,000

寄附・交付金 935,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,197,182

前年繰越額 963,672

本年収入額 1,233,510

２ 支出総額 1,409,596

（翌年への繰越額） 787,586

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,233,500
（２０５人）

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 66,870

事務所費 66,870

政治活動費 1,342,726
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組織活動費 103,726

寄附・交付金 1,239,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西新井税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,011,701

前年繰越額 2,066,682

本年収入額 945,019

２ 支出総額 676,185

（翌年への繰越額） 2,335,516

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 945,000
（１０５人）

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 76,460

光熱水費 6,000

事務所費 70,460

政治活動費 599,725

組織活動費 148,725

寄附・交付金 451,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日

円
１ 収入総額 2,713,390

前年繰越額 1,260,522

本年収入額 1,452,868

２ 支出総額 1,521,197

（翌年への繰越額） 1,192,193

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,452,400
（２０７人）

その他の収入 468

１件 １０万円未満のもの 468

４ 支出の内訳

経常経費 262,697

人件費 120,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 7,590

事務所費 123,107

政治活動費 1,258,500

組織活動費 20,000

寄附・交付金 1,238,500

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

1,072,993

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川北税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 2,201,418

前年繰越額 818,768

本年収入額 1,382,650

２ 支出総額 1,307,644

（翌年への繰越額） 893,774

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,072,720
（１６４人）

寄附の総額 309,930

政党匿名分を除く寄附の額 309,930

個人からの寄附 309,930

４ 支出の内訳

経常経費 230,024

事務所費 230,024

政治活動費 1,077,620

組織活動費 11,000

選挙関係費 175,620

寄附・交付金 891,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川南税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,533,636

前年繰越額 832,673

本年収入額 700,963
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２ 支出総額 583,849

（翌年への繰越額） 949,787

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 525,957
（８４人）

寄附の総額 175,000

政党匿名分を除く寄附の額 175,000

個人からの寄附 175,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 50,349

人件費 12,000

事務所費 38,349

政治活動費 533,500

選挙関係費 110,000

寄附・交付金 423,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 5,549,082

前年繰越額 3,702,071

本年収入額 1,847,011

２ 支出総額 1,798,433

（翌年への繰越額） 3,750,649

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,840,000
（１８７人）

寄附の総額 7,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,000

政治団体からの寄附 7,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 185,774

人件費 50,000

備品・消耗品費 25,580

事務所費 110,194

政治活動費 1,612,659

組織活動費 1,332,659

選挙関係費 150,000

機関紙誌の発行その他の事業費 30,000

宣伝事業費 30,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立川税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 4,900,311

前年繰越額 2,860,290

本年収入額 2,040,021

２ 支出総額 1,810,538

（翌年への繰越額） 3,089,773

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,040,000
（１７０人）

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 290,538

人件費 90,000

備品・消耗品費 23,975

事務所費 176,563

政治活動費 1,520,000

組織活動費 8,000

選挙関係費 500,000

寄附・交付金 1,012,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵野税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 4,169,097

前年繰越額 2,327,267

本年収入額 1,841,830

２ 支出総額 1,454,440

（翌年への繰越額） 2,714,657

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 1,759,165
（１７７人）

寄附の総額 82,652

政党匿名分を除く寄附の額 82,652

政治団体からの寄附 82,652

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 54,940

事務所費 54,940

政治活動費 1,399,500

組織活動費 14,000

選挙関係費 390,000

寄附・交付金 995,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

税理士による土屋正忠 82,652 武蔵野市
後援会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青梅税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 3,299,244

前年繰越額 2,502,224

本年収入額 797,020

２ 支出総額 951,500

（翌年への繰越額） 2,347,744

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 792,000
（９９人）

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

政治団体からの寄附 5,000

その他の収入 20

１件 １０万円未満のもの 20

４ 支出の内訳

経常経費 179,060

人件費 72,000

光熱水費 12,000

事務所費 95,060

政治活動費 772,440

選挙関係費 100,000

寄附・交付金 672,440

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

811,765

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵府中税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 6,914,034

前年繰越額 5,137,911

本年収入額 1,776,123

２ 支出総額 1,409,391

（翌年への繰越額） 5,504,643

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,776,000
（１５０人）

その他の収入 123

１件 １０万円未満のもの 123

４ 支出の内訳

経常経費 583,891

事務所費 583,891

政治活動費 825,500

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 775,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,788,840

前年繰越額 1,368,328

本年収入額 1,420,512

２ 支出総額 1,360,232

（翌年への繰越額） 1,428,608

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,420,500
（１５９人）
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その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 157,422

人件費 60,000

備品・消耗品費 34,912

事務所費 62,510

政治活動費 1,202,810

組織活動費 257,190

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 43,120

機関紙誌の発行事業費 43,120

寄附・交付金 852,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日野税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 2,914,731

前年繰越額 1,689,718

本年収入額 1,225,013

２ 支出総額 1,007,741

（翌年への繰越額） 1,906,990

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,225,000
（１２３人）

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 95,401

人件費 12,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 11,000

事務所費 60,401

政治活動費 912,340

組織活動費 66,840

選挙関係費 180,000

寄附・交付金 665,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東村山税理士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 5,227,894

前年繰越額 3,634,375

本年収入額 1,593,519

２ 支出総額 1,550,618

（翌年への繰越額） 3,677,276

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,591,500
（１７８人）

寄附の総額 2,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000

政治団体からの寄附 2,000

その他の収入 19

１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 234,841

事務所費 234,841

政治活動費 1,315,777

組織活動費 88,837

選挙関係費 90,000

寄附・交付金 1,136,940

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 合川てつお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 10,800

前年繰越額 10,800

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 愛国団体大日本松栄連合会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あいだえみこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
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円
１ 収入総額 28,664

前年繰越額 28,664

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,664

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 相田清隆後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 愛と感謝の文京区

報告年月日 令和 ４年 ６月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木愛を囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 32,000

前年繰越額 32,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木英二を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 550,676

前年繰越額 550,676

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 550,676

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木かつよし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青木ゆうすけを支える会

報告年月日 令和 ４年 ９月１４日
円

１ 収入総額 32,000

前年繰越額 32,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あおしか公男後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青柳有希子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青山秀雄後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤坂大輔後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 茜さす国分寺をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,100,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,100,000

２ 支出総額 1,062,600

（翌年への繰越額） 37,400
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,100,000

個人からの寄附 1,100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,062,600

機関紙誌の発行その他の事業費 1,062,600

宣伝事業費 1,062,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鳥居 茜 1,100,000 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤野秀二後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 赤羽目たみお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 69,503

前年繰越額 21,145

本年収入額 48,358

２ 支出総額 33,064

（翌年への繰越額） 36,439

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,340
（７１人）

寄附の総額 28,018

政党匿名分を除く寄附の額 28,018

個人からの寄附 28,018

４ 支出の内訳

政治活動費 33,064

機関紙誌の発行その他の事業費 33,064

宣伝事業費 33,064

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい革新区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 25,121

前年繰越額 25,121

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 25,121

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい革新渋谷をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 111,073

前年繰越額 111,073

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 111,073

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい革新墨田区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 27,080

前年繰越額 27,080

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 27,080

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい革新世田谷を築く会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 8,976

前年繰越額 8,976

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,976

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい革新東久留米をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 12,546

前年繰越額 12,546

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 12,546

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい革新東大和をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 277,125

前年繰越額 277,125

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 277,125

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい住みよい中央区をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,370,285

前年繰越額 370,285

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 1,000,000

（翌年への繰越額） 370,285

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,000,000

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山本 泰人 1,000,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい地域づくり研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 9,883

前年繰越額 883

本年収入額 9,000

２ 支出総額 9,573

（翌年への繰越額） 310

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,000
（３人）

４ 支出の内訳

政治活動費 9,573

組織活動費 9,573

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい千代田区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 32,707

前年繰越額 32,707

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,707

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るい豊かな社会を築きあげる会

報告年月日 令和 ４年 ５月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明るく住みよい革新町田をつくる市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 458,133

前年繰越額 424,133

本年収入額 34,000

２ 支出総額 27,439

（翌年への繰越額） 430,694

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 34,000
（３４人）

４ 支出の内訳

政治活動費 27,439

組織活動費 6,309

機関紙誌の発行その他の事業費 21,130

機関紙誌の発行事業費 21,130

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 昭島・生活者ネットワーク
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報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 11,790,930

前年繰越額 4,712,926

本年収入額 7,078,004

２ 支出総額 5,775,630

（翌年への繰越額） 6,015,300

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,000
（１０人）

寄附の総額 7,027,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,027,000

個人からの寄附 27,000

政治団体からの寄附 7,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,900

ボヤキの会防災ワークショップ 3,900

その他の収入 17,104

１件 １０万円未満のもの 17,104

４ 支出の内訳

経常経費 4,792,635

人件費 2,252,754

光熱水費 77,072

備品・消耗品費 337,400

事務所費 2,125,409

政治活動費 982,995

組織活動費 67,120

機関紙誌の発行その他の事業費 734,861

機関紙誌の発行事業費 731,343

その他の事業費 3,518

調査研究費 153,794

寄附・交付金 27,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

篠原ゆかとポップコー 3,500,000 昭島市
ンくらぶ

林まい子とわくわく会 3,500,000 昭島市
議

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋本豊栄後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 129,016

前年繰越額 129,016

本年収入額 0

２ 支出総額 71,425

（翌年への繰越額） 57,591

３ 支出の内訳

経常経費 25,813

人件費 20,000

備品・消耗品費 5,813

政治活動費 45,612

組織活動費 45,612

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あきやこうき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秋山としゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,545,592

前年繰越額 1,425,592

本年収入額 120,000

２ 支出総額 309,988

（翌年への繰越額） 1,235,604

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 20,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 309,988

組織活動費 1,500

機関紙誌の発行その他の事業費 308,488

機関紙誌の発行事業費 190,238
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宣伝事業費 118,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あきる野市を元気にする会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 アクティブ２１ 奥多摩の未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 1,111

前年繰越額 1,111

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,111

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明戸まゆみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 28,859

前年繰越額 28,859

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,859

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 曙光党

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅川修一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 62,000

前年繰越額 62,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 62,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅草薬業政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 5,984,704

前年繰越額 3,206,926

本年収入額 2,777,778

２ 支出総額 2,314,821

（翌年への繰越額） 3,669,883

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,516,750
（８５人）

寄附の総額 261,000

政党匿名分を除く寄附の額 261,000

政治団体からの寄附 261,000

その他の収入 28

１件 １０万円未満のもの 28

４ 支出の内訳

経常経費 6,321

備品・消耗品費 6,321

政治活動費 2,308,500

組織活動費 90,000

選挙関係費 100,000

寄附・交付金 2,118,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 261,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 朝倉泰忠後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅子けい子後援会
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報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あさの清美後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浅野のりひろを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 麻の実会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日につなぐ東久留米の底力の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 76,741

前年繰越額 76,741

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 76,741

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あしたの会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 アジア・アフリカ支援機構

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の小平政策プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の品川を拓く会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 1,096

前年繰越額 1,096

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,096

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の千代田を拓く会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 91,546

前年繰越額 91,546

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 91,546

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

笹間 芳彦 4,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の豊島をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 214,423

前年繰越額 214,423

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 214,423

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の西東京を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 3,696,957

前年繰越額 276,957

本年収入額 3,420,000

２ 支出総額 3,672,445

（翌年への繰越額） 24,512

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,420,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,420,000

個人からの寄附 2,620,000

政治団体からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 424,604

人件費 155,000

備品・消耗品費 188,661

事務所費 80,943

政治活動費 3,247,841

選挙関係費 2,396,736

機関紙誌の発行その他の事業費 851,105

宣伝事業費 851,105

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山田 雄飛 100,000 西東京市

丸山 浩一 800,000 西東京市

新井 浅浩 100,000 西東京市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党西東京総支 800,000 西東京市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の東久留米をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 0

本年収入額 30,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日の府中を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 61,450

前年繰越額 61,450

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 61,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 明日のまち三鷹をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 731,421

前年繰越額 731,421

本年収入額 0

２ 支出総額 471,144

（翌年への繰越額） 260,277

３ 支出の内訳

経常経費 300,500

備品・消耗品費 152,846

事務所費 147,654

政治活動費 170,644

機関紙誌の発行その他の事業費 170,644

宣伝事業費 170,644

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あぜ上三和子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 麻生輝久を育てる会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 麻生渡を励ます会

報告年月日 令和 ４年 ４月２１日
円

１ 収入総額 109,239

前年繰越額 109,239

本年収入額 0

２ 支出総額 109,239

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

経常経費 109,239

人件費 100,000

備品・消耗品費 9,239

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あたたかい市政をつくるみんなの会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 123,576

前年繰越額 123,576

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 123,576

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しいあきる野を創る会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 14,838

前年繰越額 14,838

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 14,838

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい大島をめざす町民の会

報告年月日 令和 ４年 ５月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい風千代田

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 1,569

前年繰越額 1,569

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,569

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい風の会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 1,964,066

前年繰越額 1,864,066

本年収入額 100,000

２ 支出総額 313,500

（翌年への繰越額） 1,650,566

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 313,500

組織活動費 313,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

並木 心 100,000 羽村市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい江東区をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 180,000

前年繰越額 180,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 180,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい市政を市民がともにつくる会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 203,675

前年繰越額 77,975

本年収入額 125,700

２ 支出総額 93,352

（翌年への繰越額） 110,323

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 64,000
（５３人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 61,700

書籍販売 61,700

４ 支出の内訳

経常経費 1,583

備品・消耗品費 1,583

政治活動費 91,769

組織活動費 15,550

機関紙誌の発行その他の事業費 76,219

機関紙誌の発行事業費 19,540

宣伝事業費 16,679

その他の事業費 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい市政を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい市政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,559,215

前年繰越額 0

本年収入額 1,559,215

２ 支出総額 1,180,091

（翌年への繰越額） 379,124

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,559,215

政党匿名分を除く寄附の額 1,559,215

個人からの寄附 1,359,215

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,180,091

選挙関係費 482,901

機関紙誌の発行その他の事業費 697,190

宣伝事業費 697,190

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
小川 美穂子 100,000 埼玉県深谷市

蔵本 栄治 200,000 北区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本共産党北多摩北部 200,000 東村山市
地区委員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい渋谷をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい渋谷をはじめる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい政治のあり方を

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい政治を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい千代田

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,439

前年繰越額 2,439

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,439

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あたらしい党

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から ３月１４日

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 2,548,520

前年繰越額 656,789

本年収入額 1,891,731

２ 支出総額 1,503,775

（翌年への繰越額） 1,044,745

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,055,000
（８人）

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 568,000

オンラインサロン 568,000

その他の収入 218,731

１件 １０万円未満のもの 24,999

１件 １０万円以上のもの 193,732

車板金修理代（立替分） 193,732

４ 支出の内訳

経常経費 861,895

人件費 759,338

事務所費 102,557

政治活動費 641,880

組織活動費 524,400

機関紙誌の発行その他の事業費 117,480

宣伝事業費 117,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい町田市政を創る会

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 2,500,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,500,000

２ 支出総額 2,386,450

（翌年への繰越額） 113,550

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,500,000

政治団体からの寄附 2,500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,386,450

機関紙誌の発行その他の事業費 2,386,450

宣伝事業費 2,386,450

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都町田 2,500,000 町田市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新しい瑞穂町をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立革新区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,164,477

前年繰越額 781,472

本年収入額 383,005

２ 支出総額 504,771

（翌年への繰越額） 659,706

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 383,000

政党匿名分を除く寄附の額 383,000
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個人からの寄附 23,000

政治団体からの寄附 360,000

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 478,771

備品・消耗品費 19,360

事務所費 459,411

政治活動費 26,000

組織活動費 6,000

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（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本共産党足立地区委 360,000 足立区
員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 158,644

前年繰越額 8,644

本年収入額 150,000

２ 支出総額 135,816

（翌年への繰越額） 22,828

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 150,000
（３００人）

４ 支出の内訳

経常経費 135,816

備品・消耗品費 135,450

事務所費 366

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立区のニューリーダーを誕生させる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 61,226

前年繰越額 61,226

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 61,226

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 足立・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 154,527

前年繰越額 154,527

本年収入額 0

２ 支出総額 44,795

（翌年への繰越額） 109,732

３ 支出の内訳

経常経費 44,795

事務所費 44,795

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あ党

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あとう和之後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 5,000

前年繰越額 5,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あべきみこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 1,098,692

前年繰越額 398,692

本年収入額 700,000

２ 支出総額 360,000

（翌年への繰越額） 738,692

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000
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政党匿名分を除く寄附の額 700,000

政治団体からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 360,000

事務所費 360,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 700,000 千代田区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

阿部 喜見子 6,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 阿部光利後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あべよしひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 216,170

前年繰越額 216,170

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 216,170

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 天沼明後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 10,980

前年繰越額 10,980

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 雨宮武彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 3,379

前年繰越額 3,379

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,379

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あらい健後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒井のりよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 554,757

前年繰越額 554,757

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 554,757

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒井ひろゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あらお大介後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒川から維新の風を

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒川区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 249,032

前年繰越額 30,432

本年収入額 218,600

２ 支出総額 122,700

（翌年への繰越額） 126,332

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 207,000

政党匿名分を除く寄附の額 207,000

個人からの寄附 207,000

その他の収入 11,600

１件 １０万円未満のもの 11,600

４ 支出の内訳

経常経費 6,100

事務所費 6,100

政治活動費 116,600

組織活動費 10,600

機関紙誌の発行その他の事業費 106,000

宣伝事業費 106,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒川なお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,030,898

前年繰越額 46,352

本年収入額 984,546

２ 支出総額 972,319

（翌年への繰越額） 58,579

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 984,546

政党匿名分を除く寄附の額 984,546

個人からの寄附 984,546

４ 支出の内訳

経常経費 972,319

光熱水費 74,346

備品・消耗品費 35,954

事務所費 862,019

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 荒川民社協会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 3,323,196

前年繰越額 3,293,166

本年収入額 30,030

２ 支出総額 850,000

（翌年への繰越額） 2,473,196

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

その他の収入 30

１件 １０万円未満のもの 30

４ 支出の内訳

政治活動費 850,000

寄附・交付金 850,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あらかわゆいの会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 有里真穂後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 63,487

前年繰越額 12,987

本年収入額 50,500

２ 支出総額 16,126

（翌年への繰越額） 47,361

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 44,500
（８９人）

寄附の総額 6,000
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政党匿名分を除く寄附の額 6,000

個人からの寄附 6,000

４ 支出の内訳

政治活動費 16,126

組織活動費 16,126

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 有馬豊後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 あるがさんと共に日野・市民自治の町をめざす会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 772,833

前年繰越額 272,152

本年収入額 500,681

２ 支出総額 535,177

（翌年への繰越額） 237,656

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 111,000
（６３人）

寄附の総額 389,681

政党匿名分を除く寄附の額 389,681

個人からの寄附 389,681

４ 支出の内訳

経常経費 67,572

備品・消耗品費 67,572

政治活動費 467,605

機関紙誌の発行その他の事業費 467,605

機関紙誌の発行事業費 467,605

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安斉きみ子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安西まさのぶ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 5,100,000

前年繰越額 0

本年収入額 5,100,000

２ 支出総額 4,635,270

（翌年への繰越額） 464,730

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,700,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,700,000

政治団体からの寄附 2,700,000

借入金 2,400,000

安西 将信 2,400,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,427,142

備品・消耗品費 1,211,766

事務所費 215,376

政治活動費 3,208,128

組織活動費 48,000

機関紙誌の発行その他の事業費 757,136

宣伝事業費 757,136

調査研究費 2,992

その他の経費 2,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

平田みつよし後援会 200,000 葛飾区

自由民主党東京都葛飾 2,400,000 葛飾区
区第十七支部

自由民主党東京都第十 100,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安心と文化を育む会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 1,255,157

前年繰越額 1,255,150

本年収入額 7

２ 支出総額 0

694 ページ



（翌年への繰越額） 1,255,157

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安藤みつる後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連
合

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 10,084,916

前年繰越額 2,341,403

本年収入額 7,743,513

２ 支出総額 9,435,643

（翌年への繰越額） 649,273

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 546,500

政党匿名分を除く寄附の額 546,500

個人からの寄附 546,500

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,197,000

「私たちが政治に望む１５のこと」パンフ 3,244,000
レット発行

「市民連合衆議院選挙２０２１ガイドブッ 2,899,000
ク」発行

桃太郎旗 554,000

「私たちが政治に望む１５のこと」ビラ 500,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 3,310,726

人件費 2,735,431

備品・消耗品費 555,995

事務所費 19,300

政治活動費 6,124,917

組織活動費 753,744

機関紙誌の発行その他の事業費 4,931,000

宣伝事業費 4,931,000

調査研究費 440,173

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

新村 和也 130,000 神奈川県横浜市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 五十嵐えりと歩む会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 8,515,000

前年繰越額 0

本年収入額 8,515,000

２ 支出総額 8,443,005

（翌年への繰越額） 71,995

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 434,000
（２１７人）

寄附の総額 6,056,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,056,000

個人からの寄附 4,356,000

政治団体からの寄附 1,700,000

借入金 1,800,000

山田 衣里 1,800,000

その他の収入 225,000

１件 １０万円未満のもの 45,000

１件 １０万円以上のもの 180,000

金銭以外のものによる寄附相当分 180,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,799,581

人件費 1,324,746

光熱水費 82,708

備品・消耗品費 630,673

事務所費 1,761,454

政治活動費 4,643,424

組織活動費 449,188

選挙関係費 225,000
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機関紙誌の発行その他の事業費 3,969,236

宣伝事業費 3,969,236

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

露木 サヨ子 450,000 武蔵野市

佐原 伸 62,000 武蔵野市

井島 英博 500,000 目黒区

高木 敦子 100,000 武蔵野市

稲垣 秀夫 100,000 武蔵野市

白石 ケイ子 58,000 武蔵野市

竹山 協三 200,000 武蔵野市

橘 民義 200,000 三鷹市

上田 誠 120,000 武蔵野市

中島 敏 100,000 武蔵野市

加藤 義直 500,000 中野区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 600,000 武蔵野市
８区総支部

立憲民主党 1,000,000 千代田区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

山田 衣里 1,800,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 五十嵐ひろゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月 ７日
円

１ 収入総額 9,372

前年繰越額 9,372

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,372

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 イキイキ足立を創る会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 84,587

前年繰越額 84,587

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 84,587

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いきいきと輝くまち三鷹市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 38,757

前年繰越額 38,757

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 38,757

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「生きる権利を市民の手で！」の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,179,703

前年繰越額 170,703

本年収入額 1,009,000

２ 支出総額 1,052,568

（翌年への繰越額） 127,135

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 912,000
（１６人）

寄附の総額 97,000

政党匿名分を除く寄附の額 97,000

個人からの寄附 97,000

４ 支出の内訳

経常経費 753,821

備品・消耗品費 47,165

事務所費 706,656

政治活動費 298,747

組織活動費 114,777

機関紙誌の発行その他の事業費 174,970

機関紙誌の発行事業費 174,970

調査研究費 9,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
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円
１ 収入総額 71,850

前年繰越額 1,850

本年収入額 70,000

２ 支出総額 64,149

（翌年への繰越額） 7,701

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 70,000

政党匿名分を除く寄附の額 70,000

個人からの寄附 50,000

政治団体からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 58,149

光熱水費 22,149

事務所費 36,000

政治活動費 6,000

組織活動費 6,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池内沙織後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池沢たかし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日

円
１ 収入総額 400,000

前年繰越額 0

本年収入額 400,000

２ 支出総額 380,780

（翌年への繰越額） 19,220

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

経常経費 83,490

備品・消耗品費 51,700

事務所費 31,790

政治活動費 297,290

組織活動費 35,930

機関紙誌の発行その他の事業費 261,360

宣伝事業費 261,360

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

池澤 隆史 400,000 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田英司後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１３日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田公三後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 18,920

前年繰越額 18,920

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 18,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田政策研究所

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,074,200

前年繰越額 0

本年収入額 3,074,200

２ 支出総額 3,074,200

（翌年への繰越額） 0

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 74,200

政策広報啓発事業（計３回） 74,200

その他の収入 3,000,000

１件 １０万円以上のもの 3,000,000

事務所使用料 3,000,000
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４ 支出の内訳

政治活動費 3,074,200

組織活動費 1,837,720

調査研究費 1,236,480

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

池田 健三郎 18,000,000

（借入先） （借入残高）
円

池田 幸子 18,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田だいすけを育てる会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 87,693

前年繰越額 87,693

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 87,693

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田とものり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田ゆういち後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 池田ゆうやを育てる会

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 イコールの会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井沢邦夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ５日
円

１ 収入総額 1,479,991

前年繰越額 16,307

本年収入額 1,463,684

２ 支出総額 1,479,991

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,463,684

政党匿名分を除く寄附の額 1,463,684

個人からの寄附 433,684

政治団体からの寄附 1,030,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,101,367

光熱水費 4,039

備品・消耗品費 13,054

事務所費 1,084,274

政治活動費 378,624

組織活動費 378,624

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井澤 邦夫 123,684 国分寺市

田中 智巳 100,000 国分寺市

森 秀夫 100,000 国分寺市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都歯科医師連盟国 100,000 国分寺市
分寺支部

東京都医師政治連盟 600,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石井伸之と２１世紀の国立を考える会

報告年月日 令和 ４年 ６月２０日
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円
１ 収入総額 131,997

前年繰越額 81,997

本年収入額 50,000

２ 支出総額 112,963

（翌年への繰越額） 19,034

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 112,963

機関紙誌の発行その他の事業費 112,963

機関紙誌の発行事業費 82,963

宣伝事業費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石井宏和後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石井良司後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 28,549

前年繰越額 28,549

本年収入額 0

２ 支出総額 21,000

（翌年への繰越額） 7,549

３ 支出の内訳

政治活動費 21,000

機関紙誌の発行その他の事業費 21,000

機関紙誌の発行事業費 21,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川明男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川さえだ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,950,000

前年繰越額 1,050,000

本年収入額 900,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,950,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

政治団体からの寄附 900,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都衆議 300,000 北区
院比例区第三支部

自由民主党東京都北区 300,000 北区
第二十九支部

自由民主党東京都支部 200,000 千代田区
連合会

自由民主党北区総支部 100,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川すみえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 413,550

前年繰越額 17,561

本年収入額 395,989

２ 支出総額 403,439

（翌年への繰越額） 10,111

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 365,299

政党匿名分を除く寄附の額 365,299

個人からの寄附 365,299

その他の収入 30,690

１件 １０万円未満のもの 30,690

４ 支出の内訳

経常経費 403,439
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光熱水費 51,472

備品・消耗品費 11,370

事務所費 340,597

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川ナオミ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川秀樹後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 90,083

前年繰越額 89,083

本年収入額 1,000

２ 支出総額 39,600

（翌年への繰越額） 50,483

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000

個人からの寄附 1,000

４ 支出の内訳

政治活動費 39,600

機関紙誌の発行その他の事業費 39,600

宣伝事業費 39,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川好忠後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,303,873

前年繰越額 1,303,862

本年収入額 11

２ 支出総額 392,692

（翌年への繰越額） 911,181

３ 本年収入の内訳

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

政治活動費 392,692

機関紙誌の発行その他の事業費 392,692

宣伝事業費 392,692

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石川よしひろ浅歯後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 318,019

前年繰越額 318,019

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 318,019

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石阪丈一後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 1,571,701

前年繰越額 1,190,689

本年収入額 381,012

２ 支出総額 781,920

（翌年への繰越額） 789,781

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 381,000

市政報告会 381,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 198,000

事務所費 198,000

政治活動費 583,920

機関紙誌の発行その他の事業費 583,920

その他の事業費 583,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石田秀男後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 28,974

前年繰越額 28,974

本年収入額 0

700 ページ



２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,974

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石田芳英後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石塚陽一後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 82,372

前年繰越額 82,372

本年収入額 0

２ 支出総額 64,082

（翌年への繰越額） 18,290

３ 支出の内訳

経常経費 16,730

備品・消耗品費 16,730

政治活動費 47,352

機関紙誌の発行その他の事業費 47,352

機関紙誌の発行事業費 47,352

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石津はるか後援会ハルイチバン

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日

円
１ 収入総額 789,002

前年繰越額 0

本年収入額 789,002

２ 支出総額 314,843

（翌年への繰越額） 474,159

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 789,000

政党匿名分を除く寄附の額 789,000

個人からの寄附 789,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 3,739

備品・消耗品費 3,739

政治活動費 311,104

機関紙誌の発行その他の事業費 242,104

宣伝事業費 242,104

その他の経費 69,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石津 遥香 220,000 小平市

村越 力 300,000 千葉県市川市

黒岩 静子 100,000 神奈川県横浜市

黒岩 孝吉 100,000 神奈川県横浜市

宮鍋 正幸 69,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石浜かなえ後援会 みのりの会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石原のぶてるを囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石原ひさし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ３日
円

１ 収入総額 717,205

前年繰越額 717,205

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 717,205

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石橋まさし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 石渡ゆきこと港区政を考える会

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 維新政党・新風東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 32,584

前年繰越額 32,584

本年収入額 0

２ 支出総額 12,242

（翌年への繰越額） 20,342

３ 支出の内訳

経常経費 1,982

備品・消耗品費 220

事務所費 1,762

政治活動費 10,260

組織活動費 10,260

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いじめに負けない党（略称：不敗党）

報告年月日 令和 ４年 ７月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いずみ武彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１４日
円

１ 収入総額 5,222,120

前年繰越額 5,222,120

本年収入額 0

２ 支出総額 541

（翌年への繰越額） 5,221,579

３ 支出の内訳

政治活動費 541

その他の経費 541

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 和泉なおみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 磯一昭後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 170,735

前年繰越額 170,735

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 170,735

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いその弘三 共感力と共汗力の会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いその弘三を育てる会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いそむらあきこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 135,011

前年繰越額 135,011

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 135,011

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いたいひとし励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いたくら美千代後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 3,562

前年繰越額 3,562

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,562

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 板橋区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,167,536

前年繰越額 28,965

本年収入額 1,138,571

２ 支出総額 1,119,197

（翌年への繰越額） 48,339

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,018,571

政党匿名分を除く寄附の額 1,018,571

個人からの寄附 1,018,571

その他の収入 120,000

１件 １０万円未満のもの 120,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,105,797

光熱水費 108,472

備品・消耗品費 88,745

事務所費 908,580

政治活動費 13,400

組織活動費 13,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 板橋しげる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 8,000

前年繰越額 8,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 板橋・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 180,168

前年繰越額 126,638

本年収入額 53,530

２ 支出総額 60,155

（翌年への繰越額） 120,013

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 53,500
（２１人）

寄附の総額 30

政党匿名分を除く寄附の額 30

個人からの寄附 30

４ 支出の内訳

経常経費 21,835

備品・消耗品費 8,255

事務所費 13,580

政治活動費 38,320

組織活動費 3,100

寄附・交付金 35,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 板橋政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 140,843

前年繰越額 140,838

本年収入額 5

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 140,843

３ 本年収入の内訳

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市川おさと後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 549,055
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前年繰越額 549,055

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 549,055

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市川克宏後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市川しんたろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市川たかし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 82,710

前年繰越額 82,710

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 82,710

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市川みのる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,559

前年繰越額 5,559

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,559

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市毛雅大後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 21,000

前年繰越額 21,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 21,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 一ノ瀬大輔後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 4,682

前年繰越額 4,682

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,682

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 １８０プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市原広子とガンコに平和の会

報告年月日 令和 ４年 ７月１２日
円

１ 収入総額 52,629

前年繰越額 52,629

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 52,629

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市村やすとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いちろうゴルフ会

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から１０月１４日

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 475,482

前年繰越額 475,479

本年収入額 3

２ 支出総額 109,716
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（翌年への繰越額） 365,766

３ 本年収入の内訳

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

政治活動費 109,716

機関紙誌の発行その他の事業費 109,716

機関紙誌の発行事業費 109,716

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊地智恭子とまちづくりの会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 526,686

前年繰越額 6,686

本年収入額 520,000

２ 支出総額 522,199

（翌年への繰越額） 4,487

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 10,000
（１０人）

借入金 510,000

伊地智 恭子 510,000

４ 支出の内訳

経常経費 154,099

備品・消耗品費 154,099

政治活動費 368,100

機関紙誌の発行その他の事業費 368,100

機関紙誌の発行事業費 368,100

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

伊地智 恭子 3,510,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 一秀会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 6,674

前年繰越額 6,674

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,674

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いでい良輔後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤あゆみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤こういち励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 148,889

前年繰越額 5,921

本年収入額 142,968

２ 支出総額 142,968

（翌年への繰越額） 5,921

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 76,976

政党匿名分を除く寄附の額 76,976

政治団体からの寄附 76,976

借入金 65,992

新妻 佐江子 65,992

４ 支出の内訳

政治活動費 142,968

機関紙誌の発行その他の事業費 76,976

宣伝事業費 76,976

その他の経費 65,992

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党品川総支部 65,992 品川区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 伊藤俊輔連合後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 6,012,539

前年繰越額 12,539

本年収入額 6,000,000

２ 支出総額 6,003,984

（翌年への繰越額） 8,555

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,200,000

個人からの寄附 600,000

政治団体からの寄附 3,600,000

借入金 1,800,000

伊藤 俊輔 1,800,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,993,992

光熱水費 71,402

備品・消耗品費 1,398,240

事務所費 1,524,350

政治活動費 3,009,992

組織活動費 2,369,952

機関紙誌の発行その他の事業費 40,040

宣伝事業費 40,040

その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

伊藤 俊輔 600,000 町田市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京俊友会 3,600,000 町田市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

伊藤 俊輔 8,811,163

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤しょうこう後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 15,261,959

前年繰越額 261,947

本年収入額 15,000,012

２ 支出総額 14,990,440

（翌年への繰越額） 271,519

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 15,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 15,000,000

政治団体からの寄附 15,000,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 13,838,240

人件費 5,613,321

光熱水費 285,530

備品・消耗品費 2,944,945

事務所費 4,994,444

政治活動費 1,152,200

組織活動費 1,152,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 15,000,000 八王子市
子市第二十支部

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

伊藤 祥広 3,800,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊東しんじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 3,397

前年繰越額 3,397

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,397
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤忠之後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 27,161

前年繰越額 27,161

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 27,161

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤達也を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 25,330

前年繰越額 25,330

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 25,330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤大気後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤信之事務所

報告年月日 令和 ４年 １月１７日

円
１ 収入総額 4,155,336

前年繰越額 1,155,336

本年収入額 3,000,000

２ 支出総額 3,271,600

（翌年への繰越額） 883,736

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

政治団体からの寄附 3,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,781,546

人件費 1,080,000

備品・消耗品費 396,292

事務所費 305,254

政治活動費 1,490,054

組織活動費 1,334,279

機関紙誌の発行その他の事業費 155,775

機関紙誌の発行事業費 155,775

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 3,000,000 足立区
区第七支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いとうひでと後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 90,000

前年繰越額 90,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 90,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤まなぶ友の会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊東みつのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伊藤義典後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 609,588

前年繰越額 609,588

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 609,588
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いながきじゅん子を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いながき裕二後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 400,212

前年繰越額 400,212

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 400,212

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 稲城・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 3,614,467

前年繰越額 884,653

本年収入額 2,729,814

２ 支出総額 2,560,189

（翌年への繰越額） 1,054,278

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,000
（１０人）

寄附の総額 2,689,811

政党匿名分を除く寄附の額 2,689,811

個人からの寄附 75,000

政治団体からの寄附 2,614,811

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 2,214,141

人件費 826,800

光熱水費 59,287

備品・消耗品費 292,739

事務所費 1,035,315

政治活動費 346,048

組織活動費 36,807

機関紙誌の発行その他の事業費 200,119

機関紙誌の発行事業費 190,719

宣伝事業費 9,400

調査研究費 67,122

寄附・交付金 42,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

村上洋子とまちづくり 2,614,811 稲城市
の会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いなだ光利後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 1,880

前年繰越額 1,880

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 稲津けんご後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 1,395,094

前年繰越額 515,094

本年収入額 880,000

２ 支出総額 966,110

（翌年への繰越額） 428,984

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 880,000

政党匿名分を除く寄附の額 880,000

個人からの寄附 880,000

４ 支出の内訳

経常経費 812,298

光熱水費 11,760

備品・消耗品費 59,525

事務所費 741,013

政治活動費 153,812
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機関紙誌の発行その他の事業費 153,812

機関紙誌の発行事業費 113,992

宣伝事業費 39,820

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

稲津 憲護 500,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 稲成会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 76,747

前年繰越額 76,747

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 76,747

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 猪上一生支援グループ

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 50,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 50,000

その他の経費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上信治連合後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 10,904,352

前年繰越額 10,904,290

本年収入額 62

２ 支出総額 8,630,290

（翌年への繰越額） 2,274,062

３ 本年収入の内訳

その他の収入 62

１件 １０万円未満のもの 62

４ 支出の内訳

経常経費 845,682

事務所費 845,682

政治活動費 7,784,608

組織活動費 79,068

機関紙誌の発行その他の事業費 704,220

宣伝事業費 704,220

寄附・交付金 7,000,000

その他の経費 1,320

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上信治を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 9,635

前年繰越額 9,635

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,635

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井上たかし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 20,500

前年繰越額 20,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いのち・くらし・平和・文化をまもる台東区民の
会

報告年月日 令和 ４年 ９月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 命を守り育むまちづくりを進める会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 234,905

前年繰越額 0

本年収入額 234,905

２ 支出総額 234,905

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 234,905

政党匿名分を除く寄附の額 234,905

個人からの寄附 234,905

４ 支出の内訳

政治活動費 234,905

機関紙誌の発行その他の事業費 234,905

宣伝事業費 234,905

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

加藤 義直 234,905 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 井原太一と歩む会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 930,071

前年繰越額 180,071

本年収入額 750,000

２ 支出総額 226,769

（翌年への繰越額） 703,302

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 750,000

政党匿名分を除く寄附の額 750,000

個人からの寄附 750,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,622

備品・消耗品費 6,622

政治活動費 220,147

組織活動費 186,659

機関紙誌の発行その他の事業費 17,820

宣伝事業費 17,820

調査研究費 15,668

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井原 太一 750,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 今井崇景後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 3,243,142

前年繰越額 3,142

本年収入額 3,240,000

２ 支出総額 3,238,243

（翌年への繰越額） 4,899

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 52,000
（５２人）

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 48,000

政治活動定時報告会（計２回） 48,000

借入金 1,640,000

今井 崇景 1,640,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,569,740

光熱水費 59,608

備品・消耗品費 177,653

事務所費 2,332,479

政治活動費 668,503

組織活動費 206,570

機関紙誌の発行その他の事業費 41,870

その他の事業費 41,870

調査研究費 420,063

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

今井 崇景 1,500,000 豊島区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

今井 崇景 4,370,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩井桐子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,089,276

前年繰越額 36,000

本年収入額 1,053,276

２ 支出総額 1,050,821

（翌年への繰越額） 38,455

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 989,286

政党匿名分を除く寄附の額 989,286

個人からの寄附 989,286

その他の収入 63,990

１件 １０万円未満のもの 63,990

４ 支出の内訳

経常経費 1,050,821

光熱水費 115,326

備品・消耗品費 206,709

事務所費 728,786

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩佐行浩を育てる会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 589,490

前年繰越額 589,490

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 589,490

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩瀬和子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 305,600

前年繰越額 205,600

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 305,600

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都町田 100,000 町田市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩瀬たけしと練馬区政を変える会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,224,000

前年繰越額 2,224,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,224,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岩田生真後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 946,316

前年繰越額 896,316

本年収入額 50,000

２ 支出総額 13,230

（翌年への繰越額） 933,086

３ 本年収入の内訳

その他の収入 50,000

１件 １０万円未満のもの 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 13,230

機関紙誌の発行その他の事業費 13,230

機関紙誌の発行事業費 13,230
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 いんなみ修太後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 Ｗｅ ａｒｅ 市議会無所属

報告年月日 令和 ４年 ４月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ウエーブ２１立川をよくする会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 171,256

前年繰越額 171,256

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 171,256

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 植田ミグを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上田ゆきこを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ７月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上野博巳後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 50,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 50,000

組織活動費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 植原和紀後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上村和子とあゆむ会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うざわ敏子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 260,000

前年繰越額 260,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 260,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 牛田ひさのぶ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 臼井かつひさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１９日
円

１ 収入総額 1,743,474

前年繰越額 1,743,474

本年収入額 0

２ 支出総額 32,411

（翌年への繰越額） 1,711,063

３ 支出の内訳

経常経費 32,411

事務所費 32,411

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい浩一励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 202,840

前年繰越額 0

本年収入額 202,840

２ 支出総額 202,840

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 202,840

政党匿名分を除く寄附の額 202,840

政治団体からの寄附 202,840

４ 支出の内訳

政治活動費 202,840

機関紙誌の発行その他の事業費 202,840

宣伝事業費 202,840

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党足立総支部 202,840 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うすい亮二と羽村市の未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 38,320

前年繰越額 38,320

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 38,320

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 薄毛の方の人権を守る党

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宇田川さとし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内田茂後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 572,524

前年繰越額 22,524

本年収入額 550,000

２ 支出総額 549,531

（翌年への繰越額） 22,993

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 550,000

政党匿名分を除く寄附の額 550,000

個人からの寄附 550,000

４ 支出の内訳

経常経費 473,939

光熱水費 63,001

備品・消耗品費 7,846

事務所費 403,092

政治活動費 75,592

組織活動費 75,592

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

内田 直之 550,000 千代田区
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内田なおゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内野かずのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 2,541

前年繰越額 2,541

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,541

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内山さとこ＆のびのび歩む会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 116,064

前年繰越額 106,064

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 116,064

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 内山みのる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宇都宮章後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梅沢豊和後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梅田なつき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 204,117

前年繰越額 0

本年収入額 204,117

２ 支出総額 204,117

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 204,117

政党匿名分を除く寄附の額 204,117

個人からの寄附 204,117

４ 支出の内訳

経常経費 3,892

備品・消耗品費 3,892

政治活動費 200,225

機関紙誌の発行その他の事業費 200,225

宣伝事業費 200,225

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

菅原 夏紀 204,117 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 うめだ信利後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 3,696,415

前年繰越額 3,696,382

本年収入額 33

２ 支出総額 3,436,190

（翌年への繰越額） 260,225

３ 本年収入の内訳

その他の収入 33
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１件 １０万円未満のもの 33

４ 支出の内訳

政治活動費 3,436,190

選挙関係費 3,186,190

その他の経費 250,000

５ 資産の内訳

貸付金

（貸付先） （貸付残高）
円

梅田 信利 3,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梅田春生後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 65,834

前年繰越額 65,834

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 65,834

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梅本やすひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＡＩ推進研究所

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 8,378

前年繰越額 378

本年収入額 8,000

２ 支出総額 7,716

（翌年への繰越額） 662

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,000

個人からの寄附 8,000

４ 支出の内訳

政治活動費 7,716

機関紙誌の発行その他の事業費 7,716

宣伝事業費 7,716

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 英志会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 3,732

前年繰越額 3,732

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,732

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 笑顔咲く小平

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 700,000

前年繰越額 0

本年収入額 700,000

２ 支出総額 646,800

（翌年への繰越額） 53,200

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

個人からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 463,200

人件費 450,000

備品・消耗品費 13,200

政治活動費 183,600

機関紙誌の発行その他の事業費 183,600

機関紙誌の発行事業費 123,600

宣伝事業費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 洋子 700,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 笑顔のまち豊島
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報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 50,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江口元気後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 306,731

前年繰越額 186,731

本年収入額 120,000

２ 支出総額 88,280

（翌年への繰越額） 218,451

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

政治活動費 88,280

機関紙誌の発行その他の事業費 88,280

機関紙誌の発行事業費 88,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江口じゅん子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＳＯＳ－ＪＡＰＡＮ 緊急 ＳＯＳ 日本國民行
動

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 464,208

前年繰越額 44,237

本年収入額 419,971

２ 支出総額 182,765

（翌年への繰越額） 281,443

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 121,326
（２５人）

寄附の総額 265,645

政党匿名分を除く寄附の額 265,645

個人からの寄附 265,645

その他の収入 33,000

１件 １０万円未満のもの 33,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,938

備品・消耗品費 3,938

政治活動費 178,827

組織活動費 110,322

機関紙誌の発行その他の事業費 32,082

機関紙誌の発行事業費 11,638

宣伝事業費 20,444

調査研究費 34,580

その他の経費 1,843

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 45,199

前年繰越額 30,199

本年収入額 15,000

２ 支出総額 7,988

（翌年への繰越額） 37,211

３ 本年収入の内訳

その他の収入 15,000

１件 １０万円未満のもの 15,000

４ 支出の内訳

政治活動費 7,988

組織活動費 7,988

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 えどがわ区民フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 江戸川区薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 11,935,660

前年繰越額 3,076,833

本年収入額 8,858,827

２ 支出総額 7,907,297

（翌年への繰越額） 4,028,363

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,240,800
（２５５人）

寄附の総額 618,000

政党匿名分を除く寄附の額 618,000

政治団体からの寄附 618,000

その他の収入 27

１件 １０万円未満のもの 27

４ 支出の内訳

経常経費 739,225

人件費 50,000

備品・消耗品費 233,111

事務所費 456,114

政治活動費 7,168,072

組織活動費 2,223,072

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 4,895,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 618,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川区を愛する会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 13,138,654

前年繰越額 13,138,548

本年収入額 106

２ 支出総額 300,000

（翌年への繰越額） 12,838,654

３ 本年収入の内訳

その他の収入 106

１件 １０万円未満のもの 106

４ 支出の内訳

政治活動費 300,000

寄附・交付金 300,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 22,899,849

前年繰越額 15,124,873

本年収入額 7,774,976

２ 支出総額 4,381,226

（翌年への繰越額） 18,518,623

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 156,000
（３９人）

寄附の総額 7,608,267

政党匿名分を除く寄附の額 7,608,267

個人からの寄附 261,800

政治団体からの寄附 7,346,467

その他の収入 10,709

１件 １０万円未満のもの 10,709

４ 支出の内訳

経常経費 2,461,975

人件費 1,190,220

光熱水費 60,000

備品・消耗品費 310,533

事務所費 901,222

政治活動費 1,919,251

組織活動費 447,970

機関紙誌の発行その他の事業費 1,306,701

宣伝事業費 1,306,701

調査研究費 111,580

寄附・交付金 53,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
伊藤ひとみと碧い地球 3,694,619 江戸川区
を守る会

本西みつえと豊かな未 3,651,848 江戸川区
来をつくる会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江戸川みんなの会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 573,571

前年繰越額 573,571

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 573,571

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＮＨＫから国民を守る党（川端 慎二）

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 3,040,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,040,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,040,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,040,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,040,000

政治団体からの寄附 3,040,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫと裁判してる党 2,100,000 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

ＮＨＫから国民を守る 700,000 中野区
党 中野

ＮＨＫから国民を守る 240,000 千葉県松戸市
党

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＮＨＫから国民を守る党（栗原 博之）

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 3,542,222

前年繰越額 0

本年収入額 3,542,222

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,542,222

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,542,222

政党匿名分を除く寄附の額 3,542,222

政治団体からの寄附 3,542,222

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫから国民を守る 2,642,222 世田谷区
党東京都世田谷区支部

ＮＨＫと裁判してる党 900,000 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＮＨＫから国民を守る党（近藤 秀人）

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 2,738,186

前年繰越額 0

本年収入額 2,738,186

２ 支出総額 1,000,110

（翌年への繰越額） 1,738,076

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,738,186

政党匿名分を除く寄附の額 2,738,186

政治団体からの寄附 2,738,186

４ 支出の内訳

経常経費 634,104

光熱水費 32,944

備品・消耗品費 156,170

事務所費 444,990

政治活動費 366,006

組織活動費 283,885

調査研究費 82,121

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫから国民を守る 638,186 板橋区
党東京都板橋区支部
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ＮＨＫと裁判してる党 2,100,000 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＮＨＫから国民を守る党（松田 亘）

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,400,006

前年繰越額 0

本年収入額 2,400,006

２ 支出総額 2,400,006

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,400,006

政党匿名分を除く寄附の額 2,400,006

政治団体からの寄附 2,400,006

４ 支出の内訳

経常経費 2,000,000

事務所費 2,000,000

政治活動費 400,006

組織活動費 400,006

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫから国民を守る 300,006 練馬区
党東京都練馬区支部

ＮＨＫと裁判してる党 2,100,000 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＮＨＫから国民を守る党 中野

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 6,100,003

前年繰越額 0

本年収入額 6,100,003

２ 支出総額 2,660,326

（翌年への繰越額） 3,439,677

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,100,003

政党匿名分を除く寄附の額 6,100,003

政治団体からの寄附 6,100,003

４ 支出の内訳

経常経費 70,106

備品・消耗品費 70,106

政治活動費 2,590,220

組織活動費 1,890,000

寄附・交付金 700,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫから国民を守る 4,000,003 中野区
党東京都中野区支部

ＮＨＫと裁判してる党 2,100,000 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 エネルギー政策を考える芝浦の会（通称；芝浦会
）

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 10,680,553

前年繰越額 4,680,528

本年収入額 6,000,025

２ 支出総額 5,818,096

（翌年への繰越額） 4,862,457

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,000,000

政治団体からの寄附 6,000,000

その他の収入 25

１件 １０万円未満のもの 25

４ 支出の内訳

経常経費 446,310

備品・消耗品費 270,125

事務所費 176,185

政治活動費 5,371,786

組織活動費 2,686,786

選挙関係費 520,000

調査研究費 165,000

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京電力労働組合政治 6,000,000 港区
連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 えのき秀隆後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 17,060

前年繰越額 17,060

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 17,060

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 えびさわ圭介の会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 恵比寿総研

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 8,889,695

前年繰越額 619,695

本年収入額 8,270,000

２ 支出総額 8,351,131

（翌年への繰越額） 538,564

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 8,270,000

恵比寿総研セミナー（計１２回） 8,270,000

４ 支出の内訳

経常経費 63,592

備品・消耗品費 3,456

事務所費 60,136

政治活動費 8,287,539

組織活動費 347,380

機関紙誌の発行その他の事業費 790,724

政治資金パーティー開催事業費 790,724

寄附・交付金 7,000,000

その他の経費 149,435

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 海老原たかさと後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＭＫＳ政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 787,354

前年繰越額 537,354

本年収入額 250,000

２ 支出総額 545,785

（翌年への繰越額） 241,569

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 250,000

政党匿名分を除く寄附の額 250,000

個人からの寄附 250,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,785

備品・消耗品費 5,785

政治活動費 540,000

寄附・交付金 540,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 えもと博晃と未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 遠藤茂後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 278,744

前年繰越額 278,744

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 278,744
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 遠藤直弘後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 10,764

前年繰越額 10,764

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,764

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 遠藤百合子後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 89,000

前年繰越額 0

本年収入額 89,000

２ 支出総額 89,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 89,000

政党匿名分を除く寄附の額 89,000

個人からの寄附 89,000

４ 支出の内訳

政治活動費 89,000

選挙関係費 89,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 及川賢一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青梅・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 979,344

前年繰越額 959,336

本年収入額 20,008

２ 支出総額 37,590

（翌年への繰越額） 941,754

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（６人）

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 9,450

事務所費 9,450

政治活動費 28,140

組織活動費 700

調査研究費 16,000

寄附・交付金 11,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 青梅の未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 275,130

前年繰越額 75,130

本年収入額 200,000

２ 支出総額 246,338

（翌年への繰越額） 28,792

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 178,860

備品・消耗品費 178,860

政治活動費 67,478

組織活動費 44,878

機関紙誌の発行その他の事業費 22,600

宣伝事業費 22,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都民ファーストの会森 200,000 青梅市
村たかゆき後援会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大川元後援会
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報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大木慶一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大倉たかひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 36,881

前年繰越額 6,881

本年収入額 30,000

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 6,881

３ 本年収入の内訳

借入金 30,000

大倉 考裕 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,000

組織活動費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大坂隆洋後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおさわあきひこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大澤弘子とサボテンネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大城美幸後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大須賀ひろすけ後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大瀬康介後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 244,865

前年繰越額 20,865

本年収入額 224,000

２ 支出総額 155,410

（翌年への繰越額） 89,455

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 38,000
（１９人）

寄附の総額 80,000

政党匿名分を除く寄附の額 80,000

個人からの寄附 80,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 106,000

忘年会 106,000

４ 支出の内訳

経常経費 49,410

光熱水費 6,000

備品・消耗品費 19,410

事務所費 24,000

政治活動費 106,000

機関紙誌の発行その他の事業費 106,000

その他の事業費 106,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大勢待利明後援会
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報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 769,533

前年繰越額 769,533

本年収入額 0

２ 支出総額 10,528

（翌年への繰越額） 759,005

３ 支出の内訳

経常経費 10,528

備品・消耗品費 10,528

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田あきひろ後援会

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から１０月１４日

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 11,333,491

前年繰越額 933,459

本年収入額 10,400,032

２ 支出総額 7,556,962

（翌年への繰越額） 3,776,529

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,200,000

政治団体からの寄附 7,200,000

その他の収入 3,200,032

１件 １０万円未満のもの 32

１件 １０万円以上のもの 3,200,000

金銭以外のものによる寄附相当分 3,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,312,522

光熱水費 228,179

事務所費 4,084,343

政治活動費 3,244,440

寄附・交付金 3,244,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党東京都本部 7,200,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田あきひろを囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 34,647

前年繰越額 34,647

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,647

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大高哲史後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大高まもる東京後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大田区から日本を創新する会

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 20,000

前年繰越額 20,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大田区の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 42,676

前年繰越額 2,676

本年収入額 40,000

２ 支出総額 38,304

（翌年への繰越額） 4,372

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 40,000
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政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

４ 支出の内訳

政治活動費 38,304

組織活動費 38,304

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大田区をピカイチにする会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 102,557

前年繰越額 102,557

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 102,557

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大田・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 12,190,778

前年繰越額 8,936,701

本年収入額 3,254,077

２ 支出総額 4,975,304

（翌年への繰越額） 7,215,474

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 158,500
（１０１人）

寄附の総額 3,089,497

政党匿名分を除く寄附の額 3,089,497

個人からの寄附 649,397

政治団体からの寄附 2,440,100

その他の収入 6,080

１件 １０万円未満のもの 6,080

４ 支出の内訳

経常経費 3,771,119

人件費 114,000

光熱水費 67,042

備品・消耗品費 31,064

事務所費 3,559,013

政治活動費 1,204,185

組織活動費 288,042

機関紙誌の発行その他の事業費 783,579

機関紙誌の発行事業費 609,299

宣伝事業費 174,280

調査研究費 37,344

寄附・交付金 95,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

きたざわ潤子と子ども 2,440,000 大田区
の未来をひらく会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田哲二後援会

報告年月日 令和 ４年 ５月１８日
円

１ 収入総額 154,456

前年繰越額 154,456

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 154,456

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田哲郎と新しい渋谷をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太田太後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 231,439

前年繰越額 111,439

本年収入額 120,000

２ 支出総額 20,439

（翌年への繰越額） 211,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000
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政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

政治活動費 20,439

組織活動費 20,439

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鯨井 浩子 60,000 中央区

武和 佳広 60,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大田無所属の会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大塚あかね後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 225,114

前年繰越額 40,114

本年収入額 185,000

２ 支出総額 220,825

（翌年への繰越額） 4,289

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 150,000
（１５０人）

寄附の総額 35,000

政党匿名分を除く寄附の額 35,000

個人からの寄附 35,000

４ 支出の内訳

政治活動費 220,825

機関紙誌の発行その他の事業費 220,825

機関紙誌の発行事業費 220,825

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大つきかおり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 55,582

前年繰越額 22,282

本年収入額 33,300

２ 支出総額 24,866

（翌年への繰越額） 30,716

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,830
（７１人）

寄附の総額 11,470

政党匿名分を除く寄附の額 11,470

個人からの寄附 11,470

４ 支出の内訳

政治活動費 24,866

機関紙誌の発行その他の事業費 24,866

宣伝事業費 24,866

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大津つとむ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおつぼ冬彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおにし順子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大西のぶや後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大西洋平後援会

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から ６月２５日
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報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大野治彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 1,150,399

前年繰越額 1,150,389

本年収入額 10

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,150,399

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大野まさきサポーターズ

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 155,636

前年繰越額 5,636

本年収入額 150,000

２ 支出総額 135,830

（翌年への繰越額） 19,806

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

個人からの寄附 150,000

４ 支出の内訳

政治活動費 135,830

機関紙誌の発行その他の事業費 135,830

宣伝事業費 135,830

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大野 正樹 150,000 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大橋みえ子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大畑おさむ励ます会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 39,732

前年繰越額 39,732

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 39,732

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大森あきひこを励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おおやね匠後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大山とも子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 13,384

前年繰越額 13,384

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,384

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大和田伸君を育てる会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 366,000

前年繰越額 366,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 366,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡﨑輝子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡田まなぶ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡部ひろあき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 243,779

前年繰越額 18,279

本年収入額 225,500

２ 支出総額 227,800

（翌年への繰越額） 15,979

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 225,500
（４５１人）

４ 支出の内訳

経常経費 204,300

光熱水費 39,600

備品・消耗品費 15,100

事務所費 149,600

政治活動費 23,500

組織活動費 23,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡部拓之後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡みちる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 30,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡みちると学ぶ会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おかもと秋彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡本のぶ子励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡本みつなり励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 4,195,660

前年繰越額 0

本年収入額 4,195,660

２ 支出総額 4,195,660

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,195,660

政党匿名分を除く寄附の額 4,195,660

政治団体からの寄附 4,195,660

４ 支出の内訳

政治活動費 4,195,660

機関紙誌の発行その他の事業費 4,195,660

宣伝事業費 4,195,660
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党東京都本部 4,195,660 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岡本介伸後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 65,450

前年繰越額 65,450

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 65,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小笠原未来創造塾

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 935,345

前年繰越額 35,345

本年収入額 900,000

２ 支出総額 292,600

（翌年への繰越額） 642,745

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

個人からの寄附 900,000

４ 支出の内訳

経常経費 292,600

事務所費 292,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

平賀 洋子 600,000 小笠原村

佐藤 文彦 300,000 小笠原村

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川あずさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川きょうこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 108,901

前年繰越額 108,901

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 108,901

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川けいこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川宗次郎を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,229,261

前年繰越額 1,229,261

本年収入額 0

２ 支出総額 237,409

（翌年への繰越額） 991,852

３ 支出の内訳

経常経費 216,787

人件費 120,000

備品・消耗品費 12,695

事務所費 84,092

政治活動費 20,622

組織活動費 20,622

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川ひろみと耕す未来＠くにたち

報告年月日 令和 ４年 ６月２７日
円

１ 収入総額 30,171

前年繰越額 171

本年収入額 30,000

２ 支出総額 12,000
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（翌年への繰越額） 18,171

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 12,000

機関紙誌の発行その他の事業費 12,000

機関紙誌の発行事業費 12,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小川ゆうたを育てる会

報告年月日 令和 ４年 ４月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おぎのけんじ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥住まさひと後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 315,367

前年繰越額 15,367

本年収入額 300,000

２ 支出総額 300,722

（翌年への繰越額） 14,645

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 300,722

備品・消耗品費 95,542

事務所費 205,180

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党日野総支部 200,000 日野市

自由民主党東京都日野 100,000 日野市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥野りん子とりんごの会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 10,000

前年繰越額 0

本年収入額 10,000

２ 支出総額 10,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,000

人件費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥村ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おくもとゆり後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥山幸子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 121,694

前年繰越額 71,694

本年収入額 50,000

２ 支出総額 45,010
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（翌年への繰越額） 76,684

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 45,010

機関紙誌の発行その他の事業費 45,010

宣伝事業費 45,010

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奥山貞三と新宿☆街を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小倉將信を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ７月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おぐり智恵子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 尾崎あや子後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 尾﨑保夫後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 963,892

前年繰越額 663,892

本年収入額 300,000

２ 支出総額 767,601

（翌年への繰越額） 196,291

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 360,000

事務所費 360,000

政治活動費 407,601

機関紙誌の発行その他の事業費 407,601

宣伝事業費 407,601

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

尾﨑保夫の会 300,000 東大和市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 尾澤しゅう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 53,801

前年繰越額 3,801

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 53,801

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小沢よしてる後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 213,025

前年繰越額 213,025

本年収入額 0

２ 支出総額 12,540

（翌年への繰越額） 200,485

３ 支出の内訳
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政治活動費 12,540

組織活動費 12,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 押見隆太後援会連合会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 押本修後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 65,600

前年繰越額 35,600

本年収入額 30,000

２ 支出総額 10,000

（翌年への繰越額） 55,600

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 10,000

人件費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おだひろ応援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 780,840

前年繰越額 199,840

本年収入額 581,000

２ 支出総額 550,063

（翌年への繰越額） 230,777

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 581,000

政党匿名分を除く寄附の額 581,000

個人からの寄附 581,000

４ 支出の内訳

経常経費 550,063

光熱水費 9,181

備品・消耗品費 76,244

事務所費 464,638

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小田 浩美 550,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小田原きよしを囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 落合貴之を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 86,245

前年繰越額 86,245

本年収入額 0

２ 支出総額 25,000

（翌年への繰越額） 61,245

３ 支出の内訳

政治活動費 25,000

組織活動費 25,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 越智隆雄を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おっさん東大生２５年の行政と介護経験を政治に
活かす会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 おのせ康裕後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野瀬ゆうじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 700,000

前年繰越額 0

本年収入額 700,000

２ 支出総額 700,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 500,000

政治団体からの寄附 100,000

借入金 100,000

小野瀬 祐次 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 700,000

機関紙誌の発行その他の事業費 592,680

宣伝事業費 592,680

寄附・交付金 7,320

その他の経費 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小野瀬 祐次 500,000 葛飾区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 100,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小野田みか後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小幡政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 316,733

前年繰越額 221,732

本年収入額 95,001

２ 支出総額 65,000

（翌年への繰越額） 251,733

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 95,000

政党匿名分を除く寄附の額 95,000

個人からの寄附 95,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 65,000

選挙関係費 5,000

機関紙誌の発行その他の事業費 27,000

宣伝事業費 27,000

調査研究費 33,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

金井 勇 90,000 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小俣のり子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 表なつこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 おりかさ明実後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 折戸小夜子と翔きの会

報告年月日 令和 ４年 ４月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 海江田万里を囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 391,216

前年繰越額 391,214

本年収入額 2

２ 支出総額 101,276

（翌年への繰越額） 289,940

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

政治活動費 101,276

選挙関係費 101,276

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 改革稲城

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かいでん応援団

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 44,436

前年繰越額 0

本年収入額 44,436

２ 支出総額 44,436

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 44,436

政党匿名分を除く寄附の額 44,436

個人からの寄附 44,436

４ 支出の内訳

経常経費 13,031

備品・消耗品費 13,031

政治活動費 31,405

機関紙誌の発行その他の事業費 31,405

宣伝事業費 31,405

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 解放時報社

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 5,230,725

前年繰越額 230,725

本年収入額 5,000,000

２ 支出総額 3,534,620

（翌年への繰越額） 1,696,105

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,700,000
（４５人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,300,000

機関紙「解放時報」 2,300,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,435,620

人件費 1,490,000

光熱水費 550,400

備品・消耗品費 390,220

事務所費 1,005,000

政治活動費 99,000

機関紙誌の発行その他の事業費 49,000

機関紙誌の発行事業費 49,000

調査研究費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 輝く多摩市を創る会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 輝く街・品川区をめざす会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 輝く未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ５月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 輝け大島の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 9,801,579

前年繰越額 7,703,679

本年収入額 2,097,900

２ 支出総額 240,350

（翌年への繰越額） 9,561,229

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,097,900

政党匿名分を除く寄附の額 2,097,900

個人からの寄附 2,097,900

４ 支出の内訳

政治活動費 240,350

組織活動費 50,000

調査研究費 190,350

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村松 与志広 448,950 大島町

山下 真一 448,950 大島町

山田 篤志 200,000 大島町

小坂 義昭 200,000 大島町

川口 貴也 200,000 大島町

大畠 重雄 200,000 大島町

山田 芳男 200,000 大島町

石井 剛 200,000 大島町

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かきうち信行後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 30,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柿沢未途を囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 78,620

前年繰越額 78,620

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 78,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 革新区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 革新区政をつくるみんなの会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 119,029

前年繰越額 119,029

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 119,029

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 革新都区政をめざす北区民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 124,001

前年繰越額 124,001
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 124,001

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 革新都政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 16,097,604

前年繰越額 10,052,445

本年収入額 6,045,159

２ 支出総額 4,539,094

（翌年への繰越額） 11,558,510

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 844,500
（８４５人）

寄附の総額 3,596,500

政党匿名分を除く寄附の額 3,596,500

政治団体からの寄附 3,596,500

機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,581,075

機関紙販売 1,265,575

機関紙広告 312,000

パンフ販売 3,500

その他の収入 23,084

１件 １０万円未満のもの 23,084

４ 支出の内訳

経常経費 2,300,656

人件費 1,003,730

光熱水費 49,602

備品・消耗品費 271,208

事務所費 976,116

政治活動費 2,238,438

組織活動費 630,919

機関紙誌の発行その他の事業費 1,518,437

機関紙誌の発行事業費 1,518,437

調査研究費 89,082

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本共産党東京都委員 1,800,000 豊島区
会

革新都政をつくる働く 1,796,500 豊島区
ものの連絡会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 革新都政をつくる働くものの連絡会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 2,001,001

前年繰越額 1,000

本年収入額 2,000,001

２ 支出総額 2,000,000

（翌年への繰越額） 1,001

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,000,000
（１，９９０人）

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

経常経費 203,500

人件費 120,000

光熱水費 17,000

備品・消耗品費 6,500

事務所費 60,000

政治活動費 1,796,500

寄附・交付金 1,796,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 角田政信後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 170,524

前年繰越額 70,524

本年収入額 100,000

２ 支出総額 115,280

（翌年への繰越額） 55,244

３ 本年収入の内訳

借入金 100,000

角田 政信 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 115,280
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機関紙誌の発行その他の事業費 115,280

機関紙誌の発行事業費 115,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かけはしの会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 6,345,826

前年繰越額 3,675,800

本年収入額 2,670,026

２ 支出総額 1,777,348

（翌年への繰越額） 4,568,478

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,670,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,670,000

政治団体からの寄附 2,670,000

その他の収入 26

１件 １０万円未満のもの 26

４ 支出の内訳

経常経費 990

事務所費 990

政治活動費 1,776,358

組織活動費 400,770

選挙関係費 137,200

機関紙誌の発行その他の事業費 1,238,388

機関紙誌の発行事業費 1,238,388

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

電力総連政治活動委員 2,670,000 港区
会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 架け橋の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 笠原こうぞう後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 風見利男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 2,500

前年繰越額 2,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鹿島まさお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柏木ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 264,880

前年繰越額 71,880

本年収入額 193,000

２ 支出総額 200,750

（翌年への繰越額） 64,130

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 193,000
（３８６人）

４ 支出の内訳

経常経費 124,500

光熱水費 48,000

備品・消耗品費 15,300

事務所費 61,200

政治活動費 76,250

組織活動費 76,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かしわざき強後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梶原さちこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 129,161

前年繰越額 29,161

本年収入額 100,000

２ 支出総額 126,034

（翌年への繰越額） 3,127

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 35,348

備品・消耗品費 11,000

事務所費 24,348

政治活動費 90,686

組織活動費 22,196

機関紙誌の発行その他の事業費 68,490

宣伝事業費 68,490

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都八王 100,000 八王子市
子市第三十四支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 梶正明後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 67,348

前年繰越額 67,348

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 67,348

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 風通しの良い議会を作る会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 風通しの良い市役所をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 風通る杉並

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 129,025

前年繰越額 129,025

本年収入額 0

２ 支出総額 9,460

（翌年への繰越額） 119,565

３ 支出の内訳

政治活動費 9,460

調査研究費 9,460

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 片岡ちとせ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 173,800

前年繰越額 0

本年収入額 173,800

２ 支出総額 173,800

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 173,800

政党匿名分を除く寄附の額 173,800

個人からの寄附 173,800

４ 支出の内訳

政治活動費 173,800

機関紙誌の発行その他の事業費 173,800

宣伝事業費 173,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 片山かおるといっしょにかえる小金井の会
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報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,484,349

前年繰越額 37,103

本年収入額 2,447,246

２ 支出総額 2,448,557

（翌年への繰越額） 35,792

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,342,000
（３４人）

寄附の総額 622,400

政党匿名分を除く寄附の額 622,400

個人からの寄附 622,400

その他の収入 482,846

１件 １０万円未満のもの 2,846

１件 １０万円以上のもの 480,000

第２事務所会場貸出 480,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,401,505

光熱水費 146,048

備品・消耗品費 593,346

事務所費 1,662,111

政治活動費 47,052

その他の経費 47,052

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

水由 薫 300,000 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾区庁舎建替えに反対する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾区庁舎建替えに反対する区民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 65,485

前年繰越額 65,485

本年収入額 0

２ 支出総額 29,664

（翌年への繰越額） 35,821

３ 支出の内訳

経常経費 2,200

備品・消耗品費 2,200

政治活動費 27,464

組織活動費 4,700

機関紙誌の発行その他の事業費 22,764

宣伝事業費 22,764

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾区に新しい風を起こす会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 779,737

前年繰越額 10,137

本年収入額 769,600

２ 支出総額 658,200

（翌年への繰越額） 121,537

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 769,600

ソーメン共同購入 769,600

４ 支出の内訳

政治活動費 658,200

機関紙誌の発行その他の事業費 658,200

その他の事業費 658,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾区の中小企業産業人と共に歩む会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 葛飾・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 3,933,343

前年繰越額 131,880

本年収入額 3,801,463

２ 支出総額 3,649,408

（翌年への繰越額） 283,935

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 28,500
（１０人）

寄附の総額 2,237,160

政党匿名分を除く寄附の額 2,237,160

個人からの寄附 509,800

政治団体からの寄附 1,727,360

機関紙誌の発行その他の事業による収入 74,000

映画上映会 74,000

借入金 1,390,000

東京・生活者ネットワーク 790,000

渋谷 恵美子 300,000

羽場 真美 300,000

その他の収入 71,803

１件 １０万円未満のもの 71,803

４ 支出の内訳

経常経費 1,775,222

人件費 9,000

光熱水費 17,015

備品・消耗品費 101,746

事務所費 1,647,461

政治活動費 1,874,186

組織活動費 15,666

機関紙誌の発行その他の事業費 1,835,786

宣伝事業費 1,711,486

その他の事業費 124,300

調査研究費 12,734

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 亮一 70,000 葛飾区

石川 紀 200,000 小平市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京・生活者ネットワ 1,445,516 新宿区
ーク

沼田たか子とひまわり 281,844 葛飾区
の会

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

東京・生活者ネットワーク 1,497,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾に維新を起こす会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葛飾の声

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 勝亦さとしを励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 383,020

前年繰越額 0

本年収入額 383,020

２ 支出総額 383,020

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 383,020

政党匿名分を除く寄附の額 383,020

政治団体からの寄附 383,020

４ 支出の内訳

政治活動費 383,020

機関紙誌の発行その他の事業費 383,020
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宣伝事業費 383,020

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党大田総支部 383,020 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 活力ある青梅をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 活力ある青梅をめざす会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 活力ある西多摩をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 1,000,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 769,625

（翌年への繰越額） 230,375

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 769,625

機関紙誌の発行その他の事業費 769,625

宣伝事業費 769,625

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

田村利光後援会 1,000,000 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かとうぎ桜子を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 250,433

前年繰越額 249,433

本年収入額 1,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 250,433

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000

個人からの寄附 1,000

４ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

加藤木 桜子 2,400,000

（借入先） （借入残高）
円

加藤木 雅義 1,400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤功一と未来を紡ぐ会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤公一にちゃんとした国政をやらせる会

報告年月日 令和 ４年 ４月２０日
円

１ 収入総額 2,827,429

前年繰越額 2,777,418

本年収入額 50,011

２ 支出総額 1,074,556

（翌年への繰越額） 1,752,873

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11
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４ 支出の内訳

経常経費 142,604

光熱水費 5,000

備品・消耗品費 16,159

事務所費 121,445

政治活動費 931,952

組織活動費 731,952

寄附・交付金 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤こうじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤たいき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 59,899

前年繰越額 59,899

本年収入額 0

２ 支出総額 59,219

（翌年への繰越額） 680

３ 支出の内訳

経常経費 59,219

備品・消耗品費 15,085

事務所費 44,134

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤拓後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤たくま後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 5,630

前年繰越額 5,630

本年収入額 0

２ 支出総額 5,630

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

政治活動費 5,630

選挙関係費 5,630

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤真彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 161,000

前年繰越額 0

本年収入額 161,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 161,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 51,000
（１０２人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

その他の収入 10,000

１件 １０万円未満のもの 10,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党町田総支部 100,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 加藤みつのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 香取ゆきこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かどや幹夫後援会
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報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 門脇翔平後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かなえるカナイ後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 422,439

前年繰越額 132,439

本年収入額 290,000

２ 支出総額 237,094

（翌年への繰越額） 185,345

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（４０人）

寄附の総額 270,000

政党匿名分を除く寄附の額 270,000

個人からの寄附 270,000

４ 支出の内訳

経常経費 93,404

事務所費 93,404

政治活動費 143,690

組織活動費 143,690

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

金井 洋 270,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かなざき文子後援会

報告年月日 令和 ４年 ５月 ２日
円

１ 収入総額 1,295,798

前年繰越額 28,798

本年収入額 1,267,000

２ 支出総額 1,270,760

（翌年への繰越額） 25,038

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,267,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,267,000

個人からの寄附 1,267,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,270,760

光熱水費 99,771

備品・消耗品費 387,280

事務所費 783,709

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 金子てるよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 金田正後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 3,100

前年繰越額 3,100

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 兼松けんいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鹿野あきら後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 25,322,455

前年繰越額 0

本年収入額 25,322,455

２ 支出総額 25,320,813
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（翌年への繰越額） 1,642

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,425,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,425,000

個人からの寄附 820,000

政治団体からの寄附 605,000

借入金 23,675,000

鹿野 晃 23,675,000

その他の収入 222,455

１件 １０万円未満のもの 82,455

１件 １０万円以上のもの 140,000

金銭以外のものによる寄附相当分 140,000

４ 支出の内訳

経常経費 8,717,803

人件費 2,000,000

光熱水費 60,529

備品・消耗品費 2,129,899

事務所費 4,527,375

政治活動費 16,603,010

組織活動費 522,305

選挙関係費 5,222,455

機関紙誌の発行その他の事業費 2,208,250

宣伝事業費 2,208,250

寄附・交付金 5,050,000

その他の経費 3,600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

稲垣 英夫 100,000 武蔵野市

荒井 伸吉 100,000 武蔵野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党武蔵野総支 110,000 武蔵野市
部

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

武蔵野市薬剤師連盟 100,000 武蔵野市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

鹿野 晃 20,075,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かまたにあすりを支援する会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 神尾りさと国際都市世田谷を立ち上げる会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 280,000

前年繰越額 240,000

本年収入額 40,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 280,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上島よしもり・新時代の会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 42,930

前年繰越額 42,930

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 42,930

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上條彰一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,500

前年繰越額 3,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,500

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 神林茂の会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かみや俊宏後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 47,654

前年繰越額 7,654

本年収入額 40,000

２ 支出総額 38,134

（翌年への繰越額） 9,520

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

４ 支出の内訳

政治活動費 38,134

組織活動費 38,134

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 上山なおのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 552,617

前年繰越額 552,617

本年収入額 0

２ 支出総額 16,000

（翌年への繰越額） 536,617

３ 支出の内訳

政治活動費 16,000

組織活動費 16,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鴨居たかやす後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鴨下一郎事務所

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から１０月１４日

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から１０月１４日

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 30,336,266

前年繰越額 10,436,133

本年収入額 19,900,133

２ 支出総額 14,342,084

（翌年への繰越額） 15,994,182

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,040,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,040,000

政治団体からの寄附 5,040,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 14,860,000

衆議院議員鴨下一郎セミナー 14,860,000

その他の収入 133

１件 １０万円未満のもの 133

４ 支出の内訳

経常経費 4,635,780

人件費 3,012,892

備品・消耗品費 1,358,192

事務所費 264,696

政治活動費 9,706,304

組織活動費 3,698,022

機関紙誌の発行その他の事業費 5,291,172

機関紙誌の発行事業費 2,334,346

宣伝事業費 86,787

政治資金パーティー開催事業費 2,870,039

調査研究費 67,110

寄附・交付金 650,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本医師連盟 1,000,000 文京区

社会保障政策フォーラ 3,000,000 中央区
ム

水月会 1,000,000 千代田区
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６ 特定パーティーの概要

（名称）

衆議院議員鴨下一郎セミナー（令和３年４月２１日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

14,860,000 388 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

（名称）

衆議院議員鴨下一郎セミナー

（支払者）

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

明るい社会をつくる会 500,000 静岡県熱海市

日本医師連盟 400,000 文京区

製薬産業政治連盟 400,000 中央区

健康保険政治連盟 300,000 港区

８ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

鴨下 一郎 15,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 狩野あきひこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,502

前年繰越額 2,502

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,502

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河合良郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 29,079

前年繰越額 29,079

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 29,079

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河内ひとみと１０１人の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 254,881

前年繰越額 117,881

本年収入額 137,000

２ 支出総額 74,976

（翌年への繰越額） 179,905

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 137,000
（３２人）

４ 支出の内訳

経常経費 71,350

備品・消耗品費 1,194

事務所費 70,156

政治活動費 3,626

組織活動費 3,626

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川口まさとし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 1,044,210

前年繰越額 847,650

本年収入額 196,560

２ 支出総額 1,026,880

（翌年への繰越額） 17,330

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,800
（１０６人）

その他の収入 155,760

１件 １０万円以上のもの 155,760

キャンセル料返金 155,760

４ 支出の内訳

経常経費 871,120

光熱水費 418,780

備品・消耗品費 313,620

事務所費 138,720

政治活動費 155,760

機関紙誌の発行その他の事業費 155,760

その他の事業費 155,760

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 かわさき和光後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 かわすみ雅彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川野たかあき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 70,000

前年繰越額 70,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 70,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河野律子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 270,920

前年繰越額 270,920

本年収入額 0

２ 支出総額 19,573

（翌年への繰越額） 251,347

３ 支出の内訳

経常経費 19,573

備品・消耗品費 19,573

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川村あや後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川村なおみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 1,721,151

前年繰越額 384,151

本年収入額 1,337,000

２ 支出総額 1,259,413

（翌年への繰越額） 461,738

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 755,000

政党匿名分を除く寄附の額 755,000

個人からの寄附 255,000

政治団体からの寄附 500,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 582,000

バス旅行会 582,000

４ 支出の内訳

経常経費 232,339

光熱水費 60,000

備品・消耗品費 52,339

事務所費 120,000

政治活動費 1,027,074

組織活動費 81,125

機関紙誌の発行その他の事業費 922,949

機関紙誌の発行事業費 187,550

その他の事業費 735,399

調査研究費 3,000

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川村 隆 180,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 500,000 八王子市
子市第三十五支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 川村のりあき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 709

前年繰越額 709

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 709

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河村みどり励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関東弘楠会

報告年月日 令和 ４年 ５月３１日
円

１ 収入総額 2,124,671

前年繰越額 2,124,671

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,124,671

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関東情報通信研究会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 10,792,281

前年繰越額 4,798,145

本年収入額 5,994,136

２ 支出総額 5,781,198

（翌年への繰越額） 5,011,083

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,481,112
（１，６２６人）

寄附の総額 513,000

政党匿名分を除く寄附の額 513,000

政治団体からの寄附 513,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 4,565,194

人件費 2,622,742

光熱水費 40,759

備品・消耗品費 127,970

事務所費 1,773,723

政治活動費 1,216,004

組織活動費 1,132,116

機関紙誌の発行その他の事業費 80,545

機関紙誌の発行事業費 50,545

宣伝事業費 30,000

調査研究費 3,343

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都情報 513,000 千代田区
通信支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関東バス労働組合交通政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 1,169,001

前年繰越額 796,693

本年収入額 372,308

２ 支出総額 225,142

（翌年への繰越額） 943,859

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 372,300
（８２人）

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

政治活動費 225,142

組織活動費 15,000

寄附・交付金 208,800

その他の経費 1,342

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 漢人あきこと自治する会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 625,972

前年繰越額 972

本年収入額 625,000

２ 支出総額 620,323

（翌年への繰越額） 5,649

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 625,000

政党匿名分を除く寄附の額 625,000

個人からの寄附 625,000

４ 支出の内訳

経常経費 126,273

人件費 126,273

政治活動費 494,050

機関紙誌の発行その他の事業費 94,050

宣伝事業費 94,050

寄附・交付金 400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

漢人 明子 625,000 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ガンバル

報告年月日 令和 ４年 ５月３０日
円

１ 収入総額 55,100

前年繰越額 0

本年収入額 55,100

２ 支出総額 55,100

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 55,100

政党匿名分を除く寄附の額 55,100

政治団体からの寄附 55,100

４ 支出の内訳

政治活動費 55,100

組織活動費 55,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京未来の会 55,100 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 頑張れ日本！全国行動委員会東京・荒川支部

報告年月日 令和 ４年 ７月 ８日
円

１ 収入総額 7,568

前年繰越額 7,568

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,568

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉栄会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 紀尾井坂会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菊地ゆみ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 2,895

前年繰越額 2,895

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,895

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木崎親一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岸たけし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 岸田こうすけ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 428,978

前年繰越額 428,978

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 428,978

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きしの智行後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 130,000

前年繰越額 130,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 130,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きずな会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 46,317

前年繰越額 36,317

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 46,317

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きたがわ秀和後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北口つよし励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 896,280

前年繰越額 0

本年収入額 896,280

２ 支出総額 896,280

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 896,280

政党匿名分を除く寄附の額 896,280

政治団体からの寄附 896,280

４ 支出の内訳

政治活動費 896,280

機関紙誌の発行その他の事業費 896,280

宣伝事業費 896,280

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党葛飾総支部 896,280 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 きたしろ照二郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ８月１０日
円

１ 収入総額 52,734

前年繰越額 52,734

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 52,734

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北多摩から都政を考える会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 564

前年繰越額 564

本年収入額 0

２ 支出総額 250

（翌年への繰越額） 314

３ 支出の内訳

政治活動費 250

組織活動費 250
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北多摩二区・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 12,535,506

前年繰越額 4,604,980

本年収入額 7,930,526

２ 支出総額 8,341,620

（翌年への繰越額） 4,193,886

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,930,504

政党匿名分を除く寄附の額 7,930,504

個人からの寄附 1,500,000

政治団体からの寄附 6,430,504

その他の収入 22

１件 １０万円未満のもの 22

４ 支出の内訳

経常経費 3,879,885

人件費 3,422,586

光熱水費 43,666

備品・消耗品費 104,083

事務所費 309,550

政治活動費 4,461,735

組織活動費 372,875

調査研究費 10,860

寄附・交付金 4,078,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山内 玲子 1,500,000 国立市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京・生活者ネットワ 1,500,000 新宿区
ーク

山内れい子とひまわり 2,823,308 国立市
会議

岩永やす代と虹色なか 2,107,196 国分寺市
ま

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北多摩薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 6,265,712

前年繰越額 2,838,699

本年収入額 3,427,013

２ 支出総額 3,525,035

（翌年への繰越額） 2,740,677

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,997,000
（１４４人）

寄附の総額 430,000

政党匿名分を除く寄附の額 430,000

政治団体からの寄附 430,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 245,035

人件費 60,000

備品・消耗品費 2,668

事務所費 182,367

政治活動費 3,280,000

組織活動費 170,000

選挙関係費 150,000

寄附・交付金 2,960,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 430,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北浜けんいち後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 63,748

前年繰越額 63,748

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 63,748

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 北原奉昭サポーターの会
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報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 91,533

前年繰越額 31,533

本年収入額 60,000

２ 支出総額 66,280

（翌年への繰越額） 25,253

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

４ 支出の内訳

経常経費 30,420

人件費 20,000

備品・消耗品費 10,420

政治活動費 35,860

組織活動費 35,860

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 基地のまちから教育・福祉のまちに・・・みんな
の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 168,620

前年繰越額 168,620

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 168,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鬼頭たつや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 130,000

前年繰越額 130,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 130,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木梨もりよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木下克利と市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木下とみお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 473,420

前年繰越額 473,420

本年収入額 0

２ 支出総額 12,720

（翌年への繰越額） 460,700

３ 支出の内訳

政治活動費 12,720

組織活動費 12,720

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木原ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 813,265

前年繰越額 15,265

本年収入額 798,000

２ 支出総額 798,304

（翌年への繰越額） 14,961

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 640,000

政党匿名分を除く寄附の額 640,000

個人からの寄附 640,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 158,000

木原ひろし後援会成田山初詣 158,000

４ 支出の内訳

経常経費 416,846

備品・消耗品費 416,846

政治活動費 381,458

組織活動費 223,458
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機関紙誌の発行その他の事業費 158,000

その他の事業費 158,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木原 宏 100,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 希望のまち東京をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 5,807,529

前年繰越額 3,729,001

本年収入額 2,078,528

２ 支出総額 1,006,010

（翌年への繰越額） 4,801,519

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,078,480

政党匿名分を除く寄附の額 2,078,480

個人からの寄附 2,078,480

その他の収入 48

１件 １０万円未満のもの 48

４ 支出の内訳

経常経費 332,630

備品・消耗品費 39,460

事務所費 293,170

政治活動費 673,380

組織活動費 182,120

機関紙誌の発行その他の事業費 491,260

機関紙誌の発行事業費 5,500

宣伝事業費 485,760

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宇都宮 健児 1,500,000 江東区

渡邉 由紀子 200,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村かついち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 34,054

前年繰越額 34,054

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,054

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村圭後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 27,613

前年繰越額 27,613

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 27,613

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村たかし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 36,500

前年繰越額 36,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 36,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村ひかる後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村ひで子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木村まさよし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 共生社会政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 20,761,899

前年繰越額 20,321,734

本年収入額 440,165

２ 支出総額 747,480

（翌年への繰越額） 20,014,419

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 440,000

政経フォーラム（計２回） 440,000

その他の収入 165

１件 １０万円未満のもの 165

４ 支出の内訳

経常経費 420,000

人件費 300,000

事務所費 120,000

政治活動費 327,480

組織活動費 280,000

機関紙誌の発行その他の事業費 41,600

政治資金パーティー開催事業費 41,600

その他の経費 5,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 共生社会をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ８月 ８日
円

１ 収入総額 224

前年繰越額 224

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 224

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 共和会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清瀬・くらしと平和の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 133,848

前年繰越額 36,848

本年収入額 97,000

２ 支出総額 121,091

（翌年への繰越額） 12,757

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,000
（２６人）

寄附の総額 71,000

政党匿名分を除く寄附の額 71,000

個人からの寄附 71,000

４ 支出の内訳

政治活動費 121,091

機関紙誌の発行その他の事業費 117,390

機関紙誌の発行事業費 117,390

その他の経費 3,701

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清瀬・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 14,171,623

前年繰越額 10,764,667

本年収入額 3,406,956

２ 支出総額 2,511,485

（翌年への繰越額） 11,660,138

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 27,000
（２７人）

寄附の総額 3,379,884

政党匿名分を除く寄附の額 3,379,884

政治団体からの寄附 3,379,884

その他の収入 72

１件 １０万円未満のもの 72

４ 支出の内訳

経常経費 1,895,661

人件費 730,000
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光熱水費 51,613

備品・消耗品費 140,990

事務所費 973,058

政治活動費 615,824

組織活動費 39,424

機関紙誌の発行その他の事業費 527,000

機関紙誌の発行事業費 527,000

調査研究費 49,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

小西みかと花みずきの 3,379,884 清瀬市
会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清原かずゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 349,257

前年繰越額 349,257

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 349,257

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清原かずゆき後援会連合会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 271,047

前年繰越額 271,047

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 271,047

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清原けい子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 1,724,255

前年繰越額 1,364,255

本年収入額 360,000

２ 支出総額 540,000

（翌年への繰越額） 1,184,255

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 360,000

政党匿名分を除く寄附の額 360,000

個人からの寄附 360,000

４ 支出の内訳

政治活動費 540,000

機関紙誌の発行その他の事業費 180,000

宣伝事業費 180,000

その他の経費 360,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
石井 義之 360,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉良よし子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 葵龍会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ２日
円

１ 収入総額 743,337

前年繰越額 658,335

本年収入額 85,002

２ 支出総額 16,730

（翌年への繰越額） 726,607

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 85,000
（７８人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 9,400

事務所費 9,400

政治活動費 7,330

機関紙誌の発行その他の事業費 7,330

宣伝事業費 7,330
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ぎぶさとる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 業酒連金田勝年先生を囲む会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 4,086,546

前年繰越額 6,545

本年収入額 4,080,001

２ 支出総額 4,043,960

（翌年への繰越額） 42,586

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,540,000
（２７人）

寄附の総額 540,000

政党匿名分を除く寄附の額 540,000

個人からの寄附 540,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 4,043,960

組織活動費 4,043,960

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区議会議員くすやま美紀後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 久下ゆきひろと市政をつなぐ会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 64,347

前年繰越額 347

本年収入額 64,000

２ 支出総額 63,360

（翌年への繰越額） 987

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 64,000

政党匿名分を除く寄附の額 64,000

個人からの寄附 64,000

４ 支出の内訳

経常経費 63,360

備品・消耗品費 63,360

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

久下 幸廣 64,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くしま洋一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区政に声を届ける会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区政２１世紀プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区政の流れを変え、区民が主人公の大田をつくる
会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 1,404,010

前年繰越額 1,404,010

本年収入額 0

２ 支出総額 7,568
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（翌年への繰越額） 1,396,442

３ 支出の内訳

政治活動費 7,568

組織活動費 7,568

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区政をかえよう目黒区民の会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 84,257

前年繰越額 84,257

本年収入額 0

２ 支出総額 350

（翌年への繰越額） 83,907

３ 支出の内訳

経常経費 350

事務所費 350

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くちいし竜三後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 116,794

前年繰越額 116,794

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 116,794

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 工藤きくじ連合後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国想い夢紡ぐ会

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 71,415,571

前年繰越額 71,415,571

本年収入額 0

２ 支出総額 11,485,243

（翌年への繰越額） 59,930,328

３ 支出の内訳

経常経費 9,273,275

人件費 2,286,870

光熱水費 120,603

備品・消耗品費 966,755

事務所費 5,899,047

政治活動費 2,211,968

組織活動費 1,371,820

調査研究費 708,598

寄附・交付金 131,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 國﨑たかしの会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国立市駅前に無償の公立保育園・幼稚園を造る会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国立・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 7,429,384

前年繰越額 3,753,320

本年収入額 3,676,064

２ 支出総額 3,143,365

（翌年への繰越額） 4,286,019

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 51,000
（１７人）

寄附の総額 3,403,310

政党匿名分を除く寄附の額 3,403,310

個人からの寄附 24,000

政治団体からの寄附 3,379,310

その他の収入 221,754

１件 １０万円未満のもの 221,754
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４ 支出の内訳

経常経費 3,046,916

人件費 849,400

光熱水費 88,333

備品・消耗品費 974,527

事務所費 1,134,656

政治活動費 96,449

組織活動費 44,329

機関紙誌の発行その他の事業費 20,000

機関紙誌の発行事業費 20,000

調査研究費 32,120

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

北多摩二区・生活者ネ 498,000 国立市
ットワーク

こはまかおるとそらい 2,881,310 国立市
ろノート

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国立にゆたかな緑と文化をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,037,459

前年繰越額 1,005,947

本年収入額 31,512

２ 支出総額 196,503

（翌年への繰越額） 840,956

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,500
（２７人）

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 6,243

備品・消耗品費 6,243

政治活動費 190,260

組織活動費 190,260

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くぼしま成一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 250,191

前年繰越額 191

本年収入額 250,000

２ 支出総額 130,920

（翌年への繰越額） 119,271

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 250,000

政党匿名分を除く寄附の額 250,000

個人からの寄附 150,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 130,920

備品・消耗品費 82,192

事務所費 48,728

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第二 100,000 青梅市
十五選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 久保田英文後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 久保とみひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 905,986

前年繰越額 815,980

本年収入額 90,006

２ 支出総額 104,760

（翌年への繰越額） 801,226

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 90,000

政党匿名分を除く寄附の額 90,000

個人からの寄附 90,000
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その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 20,280

事務所費 20,280

政治活動費 84,480

機関紙誌の発行その他の事業費 84,480

機関紙誌の発行事業費 84,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区民が主役の目黒の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 220,969

前年繰越額 220,969

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 220,969

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区民協議会たいとう

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 26,730

前年繰越額 26,730

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 26,730

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区民の声を聴く中野区政を実現させる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 78,450

前年繰越額 73,450

本年収入額 5,000

２ 支出総額 43,897

（翌年への繰越額） 34,553

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

４ 支出の内訳

経常経費 28,849

備品・消耗品費 28,849

政治活動費 15,048

組織活動費 1,000

機関紙誌の発行その他の事業費 14,048

機関紙誌の発行事業費 14,048

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区民をないがしろにする“無責任”と闘う会

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 区民を結びよりよい江東区をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ６月２７日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 粂川敏男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 358,327

前年繰越額 313,327

本年収入額 45,000

２ 支出総額 358,327

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 45,000

政党匿名分を除く寄附の額 45,000

個人からの寄附 45,000

４ 支出の内訳

経常経費 358,327

備品・消耗品費 358,327

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 くらしと環境を未来につなぐ八王子プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 92

前年繰越額 92

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 92

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くらしと平和を守る民主市政の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くらのえみこを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 290,765

前年繰越額 290,765

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 290,765

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 クリーン千代田

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 クリーンなまち日野をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 2,068,940

前年繰越額 0

本年収入額 2,068,940

２ 支出総額 1,893,320

（翌年への繰越額） 175,620

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,068,940

政党匿名分を除く寄附の額 2,068,940

個人からの寄附 2,068,940

４ 支出の内訳

経常経費 11,880

事務所費 11,880

政治活動費 1,881,440

機関紙誌の発行その他の事業費 1,881,440

宣伝事業費 1,881,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

筒井 誠 132,892 日野市

中川 瑞代 100,000 日野市

蛭田 金也 137,500 日野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 栗山たけし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 栗山よしゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 37,848

前年繰越額 37,848

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 37,848

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 栗山よしゆき友の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 859,203

前年繰越額 859,203

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 859,203

３ 資産の内訳

借入金
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（借入先） （借入残高）
円

栗山 欽行 1,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 車と地域の共生を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,000,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,000,000

２ 支出総額 2,000,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,000,000

個人からの寄附 2,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,000,000

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

会田 和博 1,000,000 町田市

佐藤 仁泰 1,000,000 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 くれまつ幸代と歩む会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 54,856

前年繰越額 54,856

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 54,856

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 黒崎ゆういち後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 4,883,713

前年繰越額 1,883,713

本年収入額 3,000,000

２ 支出総額 3,968,024

（翌年への繰越額） 915,689

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

政治団体からの寄附 3,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,917,465

備品・消耗品費 90,683

事務所費 1,826,782

政治活動費 2,050,559

組織活動費 742,017

機関紙誌の発行その他の事業費 1,308,542

宣伝事業費 1,308,542

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都港区 3,000,000 港区
第三十六支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桑原ようへい後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 310,232

前年繰越額 310,230

本年収入額 2

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 310,232

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 経済政策懇談会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 5,006,450

前年繰越額 3,706,444

本年収入額 1,300,006

２ 支出総額 2,413,523
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（翌年への繰越額） 2,592,927

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 1,300,000

会員懇談会 1,300,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 448,257

人件費 264,000

事務所費 184,257

政治活動費 1,965,266

組織活動費 1,600,000

機関紙誌の発行その他の事業費 365,266

政治資金パーティー開催事業費 365,266

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 軽自動車党

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 啓政会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 51,006

前年繰越額 51,006

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 51,006

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 慶野信一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 180,000

前年繰越額 0

本年収入額 180,000

２ 支出総額 180,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 180,000

政党匿名分を除く寄附の額 180,000

個人からの寄附 80,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 180,000

組織活動費 180,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都印刷産業政治連 100,000 中央区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 刑法３９条を廃止する党

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 健康志民こがねい

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 けんざき美彦を活躍させる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 6,150

前年繰越額 6,150

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,150
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 憲法をいかす超党派と市民の会・千代田

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 憲法をくらしに生かす明るい東村山の会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 憲法を市政にいかす日野市民のひろば

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 176,842

前年繰越額 5,842

本年収入額 171,000

２ 支出総額 157,500

（翌年への繰越額） 19,342

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 171,000

政党匿名分を除く寄附の額 171,000

個人からの寄附 171,000

４ 支出の内訳

経常経費 157,500

事務所費 157,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 憲法を市政に生かすみんなの会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 1,589,243

前年繰越額 973,156

本年収入額 616,087

２ 支出総額 1,480,201

（翌年への繰越額） 109,042

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 616,087

政党匿名分を除く寄附の額 616,087

個人からの寄附 616,087

４ 支出の内訳

政治活動費 1,480,201

組織活動費 217,291

機関紙誌の発行その他の事業費 1,262,910

宣伝事業費 1,262,910

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 月光会さおとめ智子ジェンダー政策研究会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 元気で豊かな国分寺をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 減税世田谷

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 128,000

前年繰越額 128,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 128,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 個

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 302,800

前年繰越額 2,800

本年収入額 300,000

２ 支出総額 131,544

（翌年への繰越額） 171,256

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 300,000
（５人）

４ 支出の内訳

政治活動費 131,544
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組織活動費 131,544

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 コアラ会（田中たくみ後援会）

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 848,856

前年繰越額 72,684

本年収入額 776,172

２ 支出総額 776,172

（翌年への繰越額） 72,684

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 776,172

政党匿名分を除く寄附の額 776,172

個人からの寄附 776,172

４ 支出の内訳

経常経費 776,172

光熱水費 56,172

事務所費 720,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

田中 匠身 776,172 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小池都政と千代田区政をつなぐ会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日

円
１ 収入総額 4,272,433

前年繰越額 0

本年収入額 4,272,433

２ 支出総額 4,272,433

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

借入金 2,772,433

樋口 高顕 2,772,433

４ 支出の内訳

経常経費 5,574

備品・消耗品費 5,574

政治活動費 4,266,859

選挙関係費 4,090,859

機関紙誌の発行その他の事業費 176,000

宣伝事業費 176,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

樋口 高顕 1,500,000 千代田区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

樋口 高顕 2,772,433

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小池ゆりこ税理士後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 815,120

前年繰越額 815,112

本年収入額 8

２ 支出総額 4,368

（翌年への繰越額） 810,752

３ 本年収入の内訳

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 4,368

事務所費 4,368

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小泉たま子後援会（萌木会）

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 2,471,866

前年繰越額 2,471,846

本年収入額 20

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 2,371,866
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３ 本年収入の内訳

その他の収入 20

１件 １０万円未満のもの 20

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

組織活動費 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こいそ明の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 99,840

前年繰越額 99,840

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 99,840

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 弘栄会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 782,969

前年繰越額 168,969

本年収入額 614,000

２ 支出総額 748,278

（翌年への繰越額） 34,691

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 584,000

国難を乗り越える地域を目指す錦秋の集い 402,000

ゴルフコンペ 182,000

４ 支出の内訳

政治活動費 748,278

組織活動費 248,562

機関紙誌の発行その他の事業費 499,716

その他の事業費 499,716

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江衞会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 400,000

前年繰越額 0

本年収入額 400,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 400,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

政治団体からの寄附 400,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 400,000 江戸川区
六選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 光桜会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 広基会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 763,015

前年繰越額 763,009

本年収入額 6

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 763,015

３ 本年収入の内訳

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 弘翔会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 江伸会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 弘心会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 531,930

前年繰越額 531,930

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 531,930

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 好循環を追求する会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 13,602,161

前年繰越額 13,602,047

本年収入額 114

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,602,161

３ 本年収入の内訳

その他の収入 114

１件 １０万円未満のもの 114

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 広介会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 359,000

前年繰越額 209,000

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 359,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 弘盛企業研究所

報告年月日 令和 ４年 ９月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こうだ久美子後援会

報告年月日 令和 ４年 ８月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東維新の会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区議会民政クラブ

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 329,395

前年繰越額 66,578

本年収入額 262,817

２ 支出総額 252,624

（翌年への繰越額） 76,771

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 79,631
（４４３人）

寄附の総額 183,186

政党匿名分を除く寄附の額 183,186

個人からの寄附 183,186
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４ 支出の内訳

経常経費 20,190

備品・消耗品費 9,127

事務所費 11,063

政治活動費 232,434

組織活動費 88,371

機関紙誌の発行その他の事業費 144,063

宣伝事業費 144,063

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 10,261,892

前年繰越額 6,631,834

本年収入額 3,630,058

２ 支出総額 3,176,300

（翌年への繰越額） 7,085,592

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,147,000
（１５８人）

寄附の総額 483,000

政党匿名分を除く寄附の額 483,000

政治団体からの寄附 483,000

その他の収入 58

１件 １０万円未満のもの 58

４ 支出の内訳

政治活動費 3,176,300

組織活動費 41,320

寄附・交付金 3,134,980

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 481,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区を愛しています

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東区を良くする会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 6,853,852

前年繰越額 3,082,034

本年収入額 3,771,818

２ 支出総額 3,847,808

（翌年への繰越額） 3,006,044

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 84,000
（３２人）

寄附の総額 3,687,790

政党匿名分を除く寄附の額 3,687,790

個人からの寄附 155,000

政治団体からの寄附 3,532,790

その他の収入 28

１件 １０万円未満のもの 28

４ 支出の内訳

経常経費 2,199,290

人件費 600,000

光熱水費 1,035

備品・消耗品費 196,332

事務所費 1,401,923

政治活動費 1,648,518

組織活動費 47,894

機関紙誌の発行その他の事業費 915,124

宣伝事業費 915,124

調査研究費 21,500

寄附・交付金 64,000

その他の経費 600,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

杉山 牧子 100,000 江東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

千葉さきえと生き活き 3,532,790 江東区
ネット

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 江東飛翔の会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 行動する堀切笹美後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 535,917

前年繰越額 0

本年収入額 535,917

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 535,917

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 535,917

政党匿名分を除く寄附の額 535,917

個人からの寄附 535,917

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公認会計士による中川雅治後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 公認会計士による若林けんた後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 河野陽子後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実感都市あらかわを創る会

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 5,050

前年繰越額 5,050

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,050

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党足立後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 84,818

前年繰越額 84,818

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 84,818

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党池袋後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 1,177,920

前年繰越額 177,920

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 1,000,330

（翌年への繰越額） 177,590

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,000,330

寄附・交付金 1,000,330

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡崎 誠二 1,000,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 幸福実現党板橋後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 150,166

前年繰越額 150,166

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 150,166

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党江戸川後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 145,774

前年繰越額 145,774

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 145,774

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党葛飾後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 6,383

前年繰越額 6,383

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,383

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党吉祥寺後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 192,389

前年繰越額 171,389

本年収入額 21,000

２ 支出総額 100,330

（翌年への繰越額） 92,059

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 21,000

政党匿名分を除く寄附の額 21,000

個人からの寄附 21,000

４ 支出の内訳

政治活動費 100,330

寄附・交付金 100,330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党江東後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 131,780

前年繰越額 91,780

本年収入額 40,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 131,780

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党品川大井町後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 147,500

前年繰越額 147,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 147,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党渋谷後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 12,567

前年繰越額 9,567

本年収入額 3,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 12,567

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000

個人からの寄附 3,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党白金門前後援会
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報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 108,904

前年繰越額 108,904

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 108,904

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党新宿後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 2,635,037

前年繰越額 135,037

本年収入額 2,500,000

２ 支出総額 2,500,880

（翌年への繰越額） 134,157

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,500,000

個人からの寄附 2,500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,500,880

寄附・交付金 2,500,880

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
桑原 聖 1,000,000 新宿区

富田 雅美 1,500,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党杉並後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 173,002

前年繰越額 161,002

本年収入額 12,000

２ 支出総額 30,220

（翌年への繰越額） 142,782

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,000

個人からの寄附 12,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,220

寄附・交付金 30,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党杉並東後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 186,820

前年繰越額 176,710

本年収入額 10,110

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 186,820

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,110

政党匿名分を除く寄附の額 10,110

個人からの寄附 10,110

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党世田谷北後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 147,401

前年繰越額 140,401

本年収入額 7,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 147,401

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,000

個人からの寄附 7,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党世田谷後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 64,881

前年繰越額 55,881

本年収入額 9,000

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 64,881

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 9,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,000

個人からの寄附 9,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党世田谷成城後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 162,392

前年繰越額 152,392

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 162,392

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党世田谷南後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 181,411

前年繰越額 169,811

本年収入額 11,600

２ 支出総額 50,440

（翌年への繰越額） 130,971

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 11,600

政党匿名分を除く寄附の額 11,600

個人からの寄附 11,600

４ 支出の内訳

政治活動費 50,440

寄附・交付金 50,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党立川後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 552,345

前年繰越額 132,245

本年収入額 420,100

２ 支出総額 423,228

（翌年への繰越額） 129,117

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 420,100

政党匿名分を除く寄附の額 420,100

個人からの寄附 420,100

４ 支出の内訳

経常経費 18,032

備品・消耗品費 18,032

政治活動費 405,196

機関紙誌の発行その他の事業費 9,096

宣伝事業費 9,096

寄附・交付金 396,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 幸子 400,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党多摩川後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 109,858

前年繰越額 95,858

本年収入額 14,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 109,858

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,000

政党匿名分を除く寄附の額 14,000

個人からの寄附 14,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党田園調布後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党東京大田後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 1,098,903

前年繰越額 74,403

本年収入額 1,024,500

２ 支出総額 1,024,529

（翌年への繰越額） 74,374

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,024,500

政党匿名分を除く寄附の額 1,024,500

個人からの寄附 1,024,500

４ 支出の内訳

政治活動費 1,024,529

機関紙誌の発行その他の事業費 24,089

宣伝事業費 24,089

寄附・交付金 1,000,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

内田 宣徳 1,000,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党東京北後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日

円
１ 収入総額 174,335

前年繰越額 165,335

本年収入額 9,000

２ 支出総額 30,440

（翌年への繰越額） 143,895

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 9,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,000

個人からの寄附 9,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,440

寄附・交付金 30,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党東京中央後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 131,514

前年繰越額 65,514

本年収入額 66,000

２ 支出総額 35,220

（翌年への繰越額） 96,294

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 66,000

政党匿名分を除く寄附の額 66,000

個人からの寄附 66,000

４ 支出の内訳

政治活動費 35,220

寄附・交付金 35,220

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党東京東部後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 166,523

前年繰越額 166,523

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 166,523

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 8,221,870

前年繰越額 2,816,851

本年収入額 5,405,019

２ 支出総額 6,373,927

（翌年への繰越額） 1,847,943

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,405,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,405,000

政治団体からの寄附 5,405,000

その他の収入 19
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１件 １０万円未満のもの 19

４ 支出の内訳

経常経費 792,417

事務所費 792,417

政治活動費 5,581,510

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 5,500,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 81,510

宣伝事業費 81,510

寄附・交付金 5,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

幸福実現党新宿後援会 2,500,000 新宿区

幸福実現党立川後援会 395,000 日野市

幸福実現党東京大田後 1,000,000 大田区
援会

幸福実現党練馬後援会 150,000 練馬区

幸福実現党中野後援会 150,000 中野区

幸福実現党吉祥寺後援 100,000 武蔵野市
会

幸福実現党池袋後援会 1,000,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党東京南部後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 51,012

前年繰越額 50,012

本年収入額 1,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 51,012

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000

個人からの寄附 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党中野後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 178,277

前年繰越額 168,277

本年収入額 10,000

２ 支出総額 150,440

（翌年への繰越額） 27,837

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 150,440

寄附・交付金 150,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党西多摩後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 134,322

前年繰越額 70,322

本年収入額 64,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 134,322

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 64,000

政党匿名分を除く寄附の額 64,000

個人からの寄附 64,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党西東京後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 146,469

前年繰越額 140,469

本年収入額 6,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 146,469

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 6,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,000

個人からの寄附 6,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 幸福実現党日暮里後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 89,708

前年繰越額 71,708

本年収入額 18,000

２ 支出総額 66,770

（翌年への繰越額） 22,938

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 18,000

政党匿名分を除く寄附の額 18,000

個人からの寄附 18,000

４ 支出の内訳

政治活動費 66,770

機関紙誌の発行その他の事業費 66,770

宣伝事業費 66,770

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党練馬後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 266,871

前年繰越額 58,871

本年収入額 208,000

２ 支出総額 193,501

（翌年への繰越額） 73,370

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 208,000

政党匿名分を除く寄附の額 208,000

個人からの寄附 208,000

４ 支出の内訳

政治活動費 193,501

機関紙誌の発行その他の事業費 42,621

宣伝事業費 42,621

寄附・交付金 150,880

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

太田 満 127,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党八王子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 107,368

前年繰越額 107,368

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 107,368

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党府中後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 59,054

前年繰越額 52,054

本年収入額 7,000

２ 支出総額 3,522

（翌年への繰越額） 55,532

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,000

個人からの寄附 7,000

４ 支出の内訳

政治活動費 3,522

機関紙誌の発行その他の事業費 3,522

宣伝事業費 3,522

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党町田後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 147,147

前年繰越額 147,147

本年収入額 0

２ 支出総額 18,210

（翌年への繰越額） 128,937

３ 支出の内訳

経常経費 18,210

備品・消耗品費 18,210

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 幸福実現党武蔵野北後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 307,640

前年繰越額 125,640

本年収入額 182,000

２ 支出総額 12,820

（翌年への繰越額） 294,820

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 182,000

政党匿名分を除く寄附の額 182,000

個人からの寄附 182,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,820

事務所費 12,820

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党武蔵野後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 122,538

前年繰越額 110,038

本年収入額 12,500

２ 支出総額 19,600

（翌年への繰越額） 102,938

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,500

政党匿名分を除く寄附の額 12,500

個人からの寄附 12,500

４ 支出の内訳

政治活動費 19,600

機関紙誌の発行その他の事業費 19,600

宣伝事業費 19,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党目黒後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 118,234

前年繰越額 118,234

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 118,234

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸福実現党湾岸後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 108,892

前年繰越額 108,892

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 108,892

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こうら東世と目黒を元気にする会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小売飲食業界を支援する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古賀壮志応援団

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,421,722

前年繰越額 14,722

本年収入額 1,407,000

２ 支出総額 1,417,450

（翌年への繰越額） 4,272

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,407,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,407,000

個人からの寄附 1,107,000

政治団体からの寄附 300,000
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４ 支出の内訳

政治活動費 1,417,450

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 417,450

宣伝事業費 417,450

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小山 尚良 1,000,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党日野総支部 200,000 日野市

自由民主党東京都日野 100,000 日野市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小金井あしたの会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小金井・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 8,998,495

前年繰越額 3,743,775

本年収入額 5,254,720

２ 支出総額 7,257,270

（翌年への繰越額） 1,741,225

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 77,000
（２６人）

寄附の総額 4,942,633

政党匿名分を除く寄附の額 4,942,633

個人からの寄附 472,401

政治団体からの寄附 4,470,232

機関紙誌の発行その他の事業による収入 168,000

機関紙購読料 168,000

その他の収入 67,087

１件 １０万円未満のもの 67,087

４ 支出の内訳

経常経費 4,591,585

人件費 2,569,676

光熱水費 102,472

備品・消耗品費 327,306

事務所費 1,592,131

政治活動費 2,665,685

組織活動費 17,970

選挙関係費 42,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,036,295

機関紙誌の発行事業費 1,867,973

宣伝事業費 168,322

調査研究費 46,000

寄附・交付金 523,420

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安田 桂子 300,000 小金井市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

安田けいこと生き活き 2,130,232 小金井市
ねっと

田頭ゆう子と子育ちを 2,340,000 小金井市
応援する会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小金井の明日をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小金井の新しい市長をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 13,963

前年繰越額 13,963

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,963

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小金井をおもしろくする会
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報告年月日 令和 ４年 ２月２０日
円

１ 収入総額 2,338,597

前年繰越額 800,662

本年収入額 1,537,935

２ 支出総額 2,334,936

（翌年への繰越額） 3,661

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 10,000
（５人）

寄附の総額 1,527,935

政党匿名分を除く寄附の額 1,527,935

個人からの寄附 1,527,935

４ 支出の内訳

経常経費 837,378

光熱水費 53,090

備品・消耗品費 44,828

事務所費 739,460

政治活動費 1,497,558

組織活動費 1,497,558

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

永鳥 太郎 165,032 小金井市

菊池 健 150,000 小金井市

白井 亨 752,438 小金井市

水谷 多加子 255,465 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国際勝共連合東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,666,128

前年繰越額 23,128

本年収入額 1,643,000

２ 支出総額 1,622,373

（翌年への繰越額） 43,755

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 66,375
（３０人）

寄附の総額 1,073,425

政党匿名分を除く寄附の額 1,073,425

個人からの寄附 613,425

政治団体からの寄附 460,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 452,200

思想新聞 165,408

世界思想 90,792

出版物 164,000

名刺広告 32,000

その他の収入 51,000

１件 １０万円未満のもの 51,000

４ 支出の内訳

経常経費 208,568

事務所費 208,568

政治活動費 1,413,805

機関紙誌の発行その他の事業費 1,391,095

機関紙誌の発行事業費 1,164,925

宣伝事業費 226,170

寄附・交付金 22,710

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国際勝共連合 460,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国際総合戦略研究会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 11,790,036

前年繰越額 11,789,946

本年収入額 90

２ 支出総額 2,348,567

（翌年への繰越額） 9,441,469

３ 本年収入の内訳

その他の収入 90

１件 １０万円未満のもの 90

４ 支出の内訳

経常経費 1,726,190

備品・消耗品費 224,039

776 ページ



事務所費 1,502,151

政治活動費 622,377

組織活動費 557,175

調査研究費 65,202

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国際統合医療推進協議会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国分寺再生プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国分寺・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 17,143,142

前年繰越額 8,089,797

本年収入額 9,053,345

２ 支出総額 9,635,661

（翌年への繰越額） 7,507,481

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 69,121
（３４人）

寄附の総額 8,946,532

政党匿名分を除く寄附の額 8,946,532

個人からの寄附 952,549

政治団体からの寄附 7,993,983

その他の収入 37,692

１件 １０万円未満のもの 37,692

４ 支出の内訳

経常経費 5,482,982

人件費 1,828,950

光熱水費 121,432

備品・消耗品費 817,751

事務所費 2,714,849

政治活動費 4,152,679

組織活動費 1,448,688

選挙関係費 50,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,527,923

機関紙誌の発行事業費 2,090,933

宣伝事業費 436,990

調査研究費 126,068

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

高瀬かおるとわくわく 2,412,729 国分寺市
ハーモニー

岩永やす代と虹色なか 3,793,053 国分寺市
ま

小坂まさ代とミモザの 1,158,201 国分寺市
会

北多摩二区・生活者ネ 580,000 国立市
ットワーク

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民生活会議

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 1,425,448,559

前年繰越額 1,425,196,706

本年収入額 251,853

２ 支出総額 548,543

（翌年への繰越額） 1,424,900,016

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 240,000

政党匿名分を除く寄附の額 240,000

政治団体からの寄附 240,000

その他の収入 11,853

１件 １０万円未満のもの 11,853

４ 支出の内訳

経常経費 308,543

人件費 240,000

備品・消耗品費 3,000

事務所費 65,543

政治活動費 240,000

その他の経費 240,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

改革国民会議 240,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国民の命と安全を守る

報告年月日 令和 ４年 ７月１５日
円

１ 収入総額 775,380

前年繰越額 775,380

本年収入額 0

２ 支出総額 248,000

（翌年への繰越額） 527,380

３ 支出の内訳

政治活動費 248,000

選挙関係費 80,000

機関紙誌の発行その他の事業費 168,000

宣伝事業費 168,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ここから未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ４月２７日
円

１ 収入総額 47,015

前年繰越額 47,015

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 47,015

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こごもり敏人と「もっと、あきる野」の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 696,238

前年繰越額 41,238

本年収入額 655,000

２ 支出総額 525,400

（翌年への繰越額） 170,838

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 655,000

政党匿名分を除く寄附の額 655,000

個人からの寄附 535,000

政治団体からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

政治活動費 525,400

機関紙誌の発行その他の事業費 525,400

機関紙誌の発行事業費 525,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

子籠 敏人 300,000 あきる野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第二 100,000 青梅市
十五選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小坂和輝後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 15,000

前年繰越額 15,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小坂みちよ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古堺としひと後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こしば新後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小島和男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 284,396

前年繰越額 284,396

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 284,396

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 子育て教育を支援する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 子育て子育ち 明日の国分寺をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 4,634,515

前年繰越額 0

本年収入額 4,634,515

２ 支出総額 4,576,625

（翌年への繰越額） 57,890

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,445,200

政党匿名分を除く寄附の額 3,445,200

個人からの寄附 3,145,200

政治団体からの寄附 300,000

その他の収入 1,189,315

１件 １０万円未満のもの 327,930

１件 １０万円以上のもの 861,385

金銭以外のものによる寄附相当分 861,385

４ 支出の内訳

経常経費 568,343

備品・消耗品費 67,902

事務所費 500,441

政治活動費 4,008,282

組織活動費 114,111

選挙関係費 1,198,952

機関紙誌の発行その他の事業費 2,695,219

宣伝事業費 2,695,219

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
内田 博司 100,000 国分寺市

白石 忠志 100,000 練馬区

皆川 りうこ 100,000 国分寺市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本共産党北多摩中部 300,000 小金井市
地区委員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 子育て支援党

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小谷ゆうじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 60,262

前年繰越額 60,262

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 60,262

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小平・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 18,826,476

前年繰越額 8,977,916

本年収入額 9,848,560
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２ 支出総額 10,826,261

（翌年への繰越額） 8,000,215

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 89,000
（６６人）

寄附の総額 9,669,766

政党匿名分を除く寄附の額 9,669,766

個人からの寄附 605,997

政治団体からの寄附 9,063,769

機関紙誌の発行その他の事業による収入 4,000

金曜サロン 4,000

その他の収入 85,794

１件 １０万円未満のもの 85,794

４ 支出の内訳

経常経費 7,412,690

人件費 3,477,150

光熱水費 136,854

備品・消耗品費 590,052

事務所費 3,208,634

政治活動費 3,413,571

組織活動費 271,253

選挙関係費 60,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,855,505

宣伝事業費 2,839,066

その他の事業費 16,439

調査研究費 170,813

寄附・交付金 56,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

水村 光男 125,000 小平市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

さとう悦子とはつらつ 3,153,455 小平市
市民の会

山﨑とも子と未来につ 3,107,261 小平市
なぐ会

花咲くまちづくりとま 2,803,053 小平市
うの会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小平をもっとよくする会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ７日
円

１ 収入総額 1,018,249

前年繰越額 0

本年収入額 1,018,249

２ 支出総額 1,018,249

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,018,249

政党匿名分を除く寄附の額 1,018,249

個人からの寄附 1,018,249

４ 支出の内訳

経常経費 138,227

人件費 111,000

備品・消耗品費 20,927

事務所費 6,300

政治活動費 880,022

機関紙誌の発行その他の事業費 880,022

機関紙誌の発行事業費 880,022

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

磯山 こずえ 1,000,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 児玉紀子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小玉まさよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 国家戦略フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 子供の未来を守る

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こにし東京後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近衞しおみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 このままでいいのか－稲城をよくするみんなの会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 43,492

前年繰越額 43,492

本年収入額 0

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 23,492

３ 支出の内訳

政治活動費 20,000

寄附・交付金 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林あすか事務所

報告年月日 令和 ４年 ７月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林乙美後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,519,334

前年繰越額 27,449

本年収入額 1,491,885

２ 支出総額 1,500,248

（翌年への繰越額） 19,086

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,310,760

政党匿名分を除く寄附の額 1,310,760

個人からの寄附 1,310,760

その他の収入 181,125

１件 １０万円未満のもの 181,125

４ 支出の内訳

経常経費 1,453,222

光熱水費 85,413

備品・消耗品費 88,703

事務所費 1,279,106

政治活動費 47,026

組織活動費 47,026

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林かなこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 111,626

前年繰越額 111,626

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 111,626

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林憲一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 1,852

前年繰越額 1,852

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,852

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林けんじを励ます会
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報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,589,775

前年繰越額 0

本年収入額 1,589,775

２ 支出総額 1,589,775

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,589,775

政党匿名分を除く寄附の額 1,589,775

政治団体からの寄附 1,589,775

４ 支出の内訳

政治活動費 1,589,775

機関紙誌の発行その他の事業費 1,589,775

宣伝事業費 1,589,775

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党練馬総支部 1,589,775 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林興起後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 19,130,725

前年繰越額 97,723

本年収入額 19,033,002

２ 支出総額 18,944,350

（翌年への繰越額） 186,375

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 8,093,000

政党匿名分を除く寄附の額 8,093,000

個人からの寄附 593,000

政治団体からの寄附 7,500,000

その他の収入 10,940,002

１件 １０万円未満のもの 4,340,002

１件 １０万円以上のもの 6,600,000

家賃収入 6,600,000

４ 支出の内訳

経常経費 16,107,872

人件費 3,935,032

光熱水費 427,448

備品・消耗品費 357,744

事務所費 11,387,648

政治活動費 2,836,478

組織活動費 2,431,093

機関紙誌の発行その他の事業費 405,385

宣伝事業費 405,385

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
晋興会 6,000,000 千代田区

政経懇話会 1,500,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林こうき政経塾

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林しゅうじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林たかや後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 0

本年収入額 50,000

２ 支出総額 50,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000
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４ 支出の内訳

政治活動費 50,000

その他の経費 50,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

小林 孝也 6,500,945

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林たつや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ともお後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 21,451

前年繰越額 21,451

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 21,451

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林弘明を応援する会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ひろえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１１日
円

１ 収入総額 129,031

前年繰越額 14,790

本年収入額 114,241

２ 支出総額 24,200

（翌年への繰越額） 104,831

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 114,241

政党匿名分を除く寄附の額 114,241

政治団体からの寄附 114,241

４ 支出の内訳

政治活動費 24,200

機関紙誌の発行その他の事業費 24,200

機関紙誌の発行事業費 24,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都第２ 114,241 八王子市
４区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ひろみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日

円
１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林ひろゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 39,629

前年繰越額 39,629

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 39,629

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林正則と頑張る会

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から ４月１０日

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 28,200

前年繰越額 28,200

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林みつぐ元気会
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報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 5,139,653

前年繰越額 4,639,653

本年収入額 500,000

２ 支出総額 1,703,460

（翌年への繰越額） 3,436,193

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

政治団体からの寄附 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 731,161

備品・消耗品費 218,341

事務所費 512,820

政治活動費 972,299

組織活動費 140,088

機関紙誌の発行その他の事業費 832,211

機関紙誌の発行事業費 832,211

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

一日会 500,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林みつぐ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林行男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 323,020

前年繰越額 323,020

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 323,020

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林よう子を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 259,437

前年繰越額 259,437

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 259,437

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林れい子後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小林れい子事務所

報告年月日 令和 ４年 ４月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 狛江・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 13,639,409

前年繰越額 11,073,252

本年収入額 2,566,157

２ 支出総額 3,095,603

（翌年への繰越額） 10,543,806

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 90,000
（２３人）

寄附の総額 2,468,184

政党匿名分を除く寄附の額 2,468,184

個人からの寄附 25,848

政治団体からの寄附 2,442,336

その他の収入 7,973

１件 １０万円未満のもの 7,973

４ 支出の内訳

経常経費 2,580,369

人件費 1,060,585
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光熱水費 68,345

備品・消耗品費 339,299

事務所費 1,112,140

政治活動費 515,234

組織活動費 7,134

機関紙誌の発行その他の事業費 410,751

機関紙誌の発行事業費 397,571

宣伝事業費 13,180

調査研究費 74,349

寄附・交付金 23,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

まつざき淑子とまちづ 2,442,336 狛江市
くりの会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 狛江で分かりやすい政治を伝える会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 200,000

前年繰越額 200,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こまだ恭一後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小町あきお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 54,715

前年繰越額 54,715

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 54,715

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小松あゆみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小松大祐後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 256,140

前年繰越額 256,140

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 256,140

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小松みきひで後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小峰和美の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小峰陽一後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 42,473

前年繰越額 7,473

本年収入額 35,000

２ 支出総額 37,350

（翌年への繰越額） 5,123

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 35,000

政党匿名分を除く寄附の額 35,000

個人からの寄附 35,000

４ 支出の内訳

政治活動費 37,350
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組織活動費 9,000

調査研究費 28,350

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小宮あんりの会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 227,910

前年繰越額 227,910

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 227,910

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 こみや郁夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 コミュニティソリューション研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 157,238

前年繰越額 157,238

本年収入額 0

２ 支出総額 157,238

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

政治活動費 157,238

寄附・交付金 157,238

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小山すすむ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 53,010

前年繰越額 53,010

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 53,010

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小山たつみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小山のりお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 9,200

前年繰越額 9,200

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小山みつ子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 18,141

前年繰越額 18,141

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 18,141

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 これからもみんなが誇れる大田区をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 3,718,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,718,000

２ 支出総額 3,718,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,718,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,718,000

個人からの寄附 18,000

政治団体からの寄附 3,700,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,158,255

人件費 1,158,255

政治活動費 2,559,745
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機関紙誌の発行その他の事業費 1,432,672

宣伝事業費 1,432,672

寄附・交付金 1,127,073

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都総支 3,700,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近藤さえ子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 145,000

前年繰越額 140,000

本年収入額 5,000

２ 支出総額 38,500

（翌年への繰越額） 106,500

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

４ 支出の内訳

政治活動費 38,500

機関紙誌の発行その他の事業費 38,500

宣伝事業費 38,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近藤やよい後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 1,142,037

前年繰越額 1,142,029

本年収入額 8

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,142,037

３ 本年収入の内訳

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 近藤やよいを囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 後藤田正純を囲む東京公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 88,575

前年繰越額 88,575

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 88,575

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤あつしを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 374,189

前年繰越額 118,306

本年収入額 255,883

２ 支出総額 373,883

（翌年への繰越額） 306

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 255,883

政党匿名分を除く寄附の額 255,883

個人からの寄附 255,883

４ 支出の内訳

政治活動費 373,883

機関紙誌の発行その他の事業費 373,883

機関紙誌の発行事業費 327,683

宣伝事業費 46,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

斉藤 敦 194,575 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤かつとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤くに子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 231,140

前年繰越額 231,140

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 231,140

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤貴之後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さいとう大介後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 695,000

前年繰越額 0

本年収入額 695,000

２ 支出総額 694,299

（翌年への繰越額） 701

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 695,000

政党匿名分を除く寄附の額 695,000

個人からの寄附 595,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 133,920

備品・消耗品費 133,920

政治活動費 560,379

組織活動費 47,804

機関紙誌の発行その他の事業費 261,765

宣伝事業費 261,765

調査研究費 28,810

寄附・交付金 222,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第十 100,000 葛飾区
七選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤とくや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 10,597

前年繰越額 10,597

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,597

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤まりこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斉藤やすひろ励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 2,319,354

前年繰越額 0

本年収入額 2,319,354

２ 支出総額 2,319,354

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,319,354

政党匿名分を除く寄附の額 2,319,354

政治団体からの寄附 2,319,354

４ 支出の内訳

経常経費 90,213

備品・消耗品費 40,018

事務所費 50,195

政治活動費 2,229,141

機関紙誌の発行その他の事業費 2,229,141

宣伝事業費 2,229,141
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党目黒総支部 2,319,354 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 斎藤竜一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂井えつ子とつながる小金井の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,514,622

前年繰越額 284,352

本年収入額 1,230,270

２ 支出総額 1,451,734

（翌年への繰越額） 62,888

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（９人）

寄附の総額 1,120,270

政党匿名分を除く寄附の額 1,120,270

個人からの寄附 1,120,270

その他の収入 90,000

１件 １０万円未満のもの 90,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,082,658

人件費 298,616

光熱水費 40,042

事務所費 744,000

政治活動費 369,076

機関紙誌の発行その他の事業費 369,076

機関紙誌の発行事業費 221,070

宣伝事業費 148,006

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

坂井 悦子 600,000 小金井市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 酒井ごう一郎友の会

報告年月日 令和 ４年 ８月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂井ひであき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 酒井正利後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂井ユカコ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 360,002

前年繰越額 360,002

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 360,002

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さかきばら登志子友の会

報告年月日 令和 ４年 ５月１８日
円

１ 収入総額 552,469

前年繰越額 149,469

本年収入額 403,000

２ 支出総額 307,959

（翌年への繰越額） 244,510

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 403,000

政党匿名分を除く寄附の額 403,000

個人からの寄附 403,000
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４ 支出の内訳

経常経費 111,888

人件費 43,200

備品・消耗品費 68,688

政治活動費 196,071

組織活動費 11,200

機関紙誌の発行その他の事業費 142,907

機関紙誌の発行事業費 142,907

調査研究費 41,964

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

原 登志子 400,000 調布市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さかぐち伸一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 100

前年繰越額 100

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂尻まさゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂田たけふみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂本あずまお若手政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 116,692

前年繰越額 116,692

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 116,692

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂本たけし板橋区長を囲む税理士後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月２１日
円

１ 収入総額 89,137

前年繰越額 86,137

本年収入額 3,000

２ 支出総額 5,626

（翌年への繰越額） 83,511

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,000
（１人）

４ 支出の内訳

経常経費 5,626

事務所費 5,626

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂本たけし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 6,666,690

前年繰越額 3,105,089

本年収入額 3,561,601

２ 支出総額 3,269,539

（翌年への繰越額） 3,397,151

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,561,583

政党匿名分を除く寄附の額 3,561,583

個人からの寄附 3,561,583

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 2,305,230

人件費 144,000

光熱水費 41,810

備品・消耗品費 841,529

事務所費 1,277,891
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政治活動費 964,309

組織活動費 148,910

機関紙誌の発行その他の事業費 467,414

機関紙誌の発行事業費 386,090

宣伝事業費 81,324

調査研究費 88,993

寄附・交付金 140,000

その他の経費 118,992

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 坂本よしじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 241,057

前年繰越額 241,057

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 241,057

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さがらとしこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 49,772

前年繰越額 49,772

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 49,772

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桜井純子と区政を変える仲間たち

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桜内ふみきを囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さくら沢やすし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 178,750

前年繰越額 0

本年収入額 178,750

２ 支出総額 178,750

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 178,750

政党匿名分を除く寄附の額 178,750

個人からの寄附 178,750

４ 支出の内訳

政治活動費 178,750

機関紙誌の発行その他の事業費 178,750

宣伝事業費 178,750

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

櫻沢 俉一 178,750 羽村市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 さくらと花水木

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 迫田こうき後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 4,118

前年繰越額 4,118

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,118

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 支えあう地域をつくる若者の会

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 7,500

前年繰越額 7,500
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 幸桜の会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 23,362

前年繰越額 23,362

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 23,362

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 颯新かつしか

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤あつこ後援会「ちはやぶる」

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 342,749

前年繰越額 342,749

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 342,749

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤あや子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤ありつね後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 748,024

前年繰越額 172,159

本年収入額 575,865

２ 支出総額 340,964

（翌年への繰越額） 407,060

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 382,000
（１７０人）

寄附の総額 193,863

政党匿名分を除く寄附の額 193,863

個人からの寄附 193,863

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 204,437

光熱水費 150,742

備品・消耗品費 9,497

事務所費 44,198

政治活動費 136,527

組織活動費 33,143

機関紙誌の発行その他の事業費 103,384

機関紙誌の発行事業費 103,384

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 27,115

前年繰越額 23,115

本年収入額 4,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 27,115

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,000

政治団体からの寄附 4,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤きいちろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤佳一後援会
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報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 35,250

前年繰越額 4,840

本年収入額 30,410

２ 支出総額 25,610

（翌年への繰越額） 9,640

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,410
（２３４人）

４ 支出の内訳

経常経費 25,610

事務所費 25,610

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤こうじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 186,029

前年繰越額 0

本年収入額 186,029

２ 支出総額 186,029

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 186,029

政党匿名分を除く寄附の額 186,029

個人からの寄附 186,029

４ 支出の内訳

政治活動費 186,029

機関紙誌の発行その他の事業費 186,029

機関紙誌の発行事業費 137,500

宣伝事業費 48,529

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 弘治 186,029 福生市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤伸一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 350,595

前年繰越額 150,595

本年収入額 200,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 350,595

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都町田 100,000 町田市
市第三支部

自由民主党町田総支部 100,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤伸後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤新悟後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 660,599

前年繰越額 0

本年収入額 660,599

２ 支出総額 660,599

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 660,599

政党匿名分を除く寄附の額 660,599

個人からの寄附 560,599

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 205,605

光熱水費 25,605

事務所費 180,000

政治活動費 454,994
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選挙関係費 10,000

機関紙誌の発行その他の事業費 444,994

機関紙誌の発行事業費 169,994

宣伝事業費 275,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 新悟 253,282 府中市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤利信後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 1,004

前年繰越額 1,004

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,004

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤のぶお後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 657,090

前年繰越額 9,090

本年収入額 648,000

２ 支出総額 651,638

（翌年への繰越額） 5,452

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 648,000
（２１６人）

４ 支出の内訳

経常経費 471,638

備品・消耗品費 256,008

事務所費 215,630

政治活動費 180,000

機関紙誌の発行その他の事業費 180,000

機関紙誌の発行事業費 180,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤昇と歩む会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 644,544

前年繰越額 644,544

本年収入額 0

２ 支出総額 417,461

（翌年への繰越額） 227,083

３ 支出の内訳

経常経費 258,000

人件費 120,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 6,000

事務所費 120,000

政治活動費 159,461

組織活動費 159,461

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤ひろと励ます会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐藤美樹後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 629,407

前年繰越額 238,407

本年収入額 391,000

２ 支出総額 374,996

（翌年への繰越額） 254,411

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 307,000

政党匿名分を除く寄附の額 307,000

個人からの寄附 307,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 84,000

ゴルフコンペ 84,000

４ 支出の内訳

経常経費 291,400
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光熱水費 10,300

事務所費 281,100

政治活動費 83,596

組織活動費 3,560

機関紙誌の発行その他の事業費 80,036

その他の事業費 80,036

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

佐藤 美樹 300,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 里中いくお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 363,043

前年繰越額 363,043

本年収入額 0

２ 支出総額 206,909

（翌年への繰越額） 156,134

３ 支出の内訳

政治活動費 206,909

組織活動費 206,909

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 里 ゆみ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 佐原たけし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沢井としかず後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 718,514

前年繰越額 718,514

本年収入額 0

２ 支出総額 79,989

（翌年への繰越額） 638,525

３ 支出の内訳

経常経費 13,989

備品・消耗品費 13,989

政治活動費 66,000

機関紙誌の発行その他の事業費 66,000

宣伝事業費 66,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 澤田明宏後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沢田あゆみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 931

前年繰越額 931

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 931

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沢田ひろかず後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 沢本みきお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 3,180

前年繰越額 3,180

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 3,180

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 参加と協働の世田谷をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 652

前年繰越額 652

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 652

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三水会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 参政党 東京支部

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 3,151,571

前年繰越額 0

本年収入額 3,151,571

２ 支出総額 2,177,529

（翌年への繰越額） 974,042

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 91,571

政党匿名分を除く寄附の額 91,571

個人からの寄附 91,571

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,060,000

靖國神社みたままつり 129,000

参政党東京支部タウンミーティング（計３ 1,528,000
回）

懇親会（計４回） 845,000

講演会（計２回） 434,000

オンライン勉強会 4,000

参政党Ｔシャツ 120,000

４ 支出の内訳

経常経費 17,752

備品・消耗品費 17,752

政治活動費 2,159,777

機関紙誌の発行その他の事業費 2,159,777

その他の事業費 2,159,777

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三多摩民社協会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 355,639

前年繰越額 355,639

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 355,639

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三遊亭らん丈政治後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日

円
１ 収入総額 510,000

前年繰越額 310,000

本年収入額 200,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 510,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都町田 100,000 町田市
市第三支部

自由民主党町田総支部 100,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 椎名ひろみ応援団

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しおの目まさき後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 資格者制度研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 551,473

前年繰越額 121,473

本年収入額 430,000

２ 支出総額 475,739

（翌年への繰越額） 75,734

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 190,000
（１９人）

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 140,000

幹事会・懇親会 140,000

４ 支出の内訳

政治活動費 475,739

組織活動費 388,539

機関紙誌の発行その他の事業費 87,200

その他の事業費 87,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本不動産鑑定士政治 100,000 港区
連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しかくら勇後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市議会市民クラブ

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 200,000

前年繰越額 200,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しげのよしゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 287,371

前年繰越額 287,371

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 287,371

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宍戸さぶろうを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日

円
１ 収入総額 306,699

前年繰越額 43,699

本年収入額 263,000

２ 支出総額 263,000

（翌年への繰越額） 43,699

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 263,000

ゴルフコンペ 263,000

４ 支出の内訳

政治活動費 263,000

機関紙誌の発行その他の事業費 263,000

その他の事業費 263,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 支持政党なしＴＯＫＹＯ

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 7,750,000

前年繰越額 0

本年収入額 7,750,000

２ 支出総額 7,733,236

（翌年への繰越額） 16,764

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,000,000

個人からの寄附 3,000,000

797 ページ



借入金 4,750,000

吉田 勉 4,750,000

４ 支出の内訳

政治活動費 7,733,236

機関紙誌の発行その他の事業費 7,733,236

宣伝事業費 7,733,236

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉田 勉 1,500,000 町田市

吉田 しずか 1,500,000 町田市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

吉田 勉 4,750,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「市政にみんなの声を」多摩市民の会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 495,679

前年繰越額 489,049

本年収入額 6,630

２ 支出総額 19,988

（翌年への繰越額） 475,691

３ 本年収入の内訳

その他の収入 6,630

１件 １０万円未満のもの 6,630

４ 支出の内訳

経常経費 4,234

備品・消耗品費 654

事務所費 3,580

政治活動費 15,754

機関紙誌の発行その他の事業費 15,754

機関紙誌の発行事業費 630

宣伝事業費 15,124

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市政に若い力を！！

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市政をかえる会・府中

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 104,158

前年繰越額 104,158

本年収入額 0

２ 支出総額 11,200

（翌年への繰越額） 92,958

３ 支出の内訳

政治活動費 11,200

組織活動費 3,700

機関紙誌の発行その他の事業費 7,500

宣伝事業費 7,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下谷薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 2,447,628

前年繰越額 946,620

本年収入額 1,501,008

２ 支出総額 1,405,400

（翌年への繰越額） 1,042,228

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,272,000
（５７人）

寄附の総額 229,000

政党匿名分を除く寄附の額 229,000

政治団体からの寄附 229,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

政治活動費 1,405,400

選挙関係費 142,000

寄附・交付金 1,263,000

その他の経費 400
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 229,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 七戸じゅんサポーターズクラブ

報告年月日 令和 ４年 ８月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 品川・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 15,182,191

前年繰越額 7,240,264

本年収入額 7,941,927

２ 支出総額 6,573,888

（翌年への繰越額） 8,608,303

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 74,000
（３１人）

寄附の総額 7,794,471

政党匿名分を除く寄附の額 7,794,471

個人からの寄附 816,600

政治団体からの寄附 6,977,871

その他の収入 73,456

１件 １０万円未満のもの 73,456

４ 支出の内訳

経常経費 4,893,518

人件費 2,066,500

光熱水費 120,328

備品・消耗品費 441,072

事務所費 2,265,618

政治活動費 1,680,370

組織活動費 176,876

機関紙誌の発行その他の事業費 1,432,244

宣伝事業費 1,432,244

調査研究費 71,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

吉田ゆみことまちの未 3,582,132 品川区
来をつくる会

田中さやかと子どもの 3,379,279 品川区
未来を育む会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しながわのみらいを考える会

報告年月日 令和 ４年 ７月２２日
円

１ 収入総額 6,896

前年繰越額 6,896

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,896

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 シナガワのミライをつくる会

報告年月日 令和 ４年 ５月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しの浩司後援会

報告年月日 令和 ４年 ５月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 篠田剛後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 篠原ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 158,542

前年繰越額 158,542

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 158,542

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しのみや正明後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 841,322

前年繰越額 241,322

本年収入額 600,000

２ 支出総額 639,862

（翌年への繰越額） 201,460

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 23,781

備品・消耗品費 19,298

事務所費 4,483

政治活動費 616,081

機関紙誌の発行その他の事業費 589,081

機関紙誌の発行事業費 589,081

調査研究費 27,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
篠宮 正明 600,000 東久留米市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 芝浦会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 928,840

前年繰越額 928,832

本年収入額 8

２ 支出総額 56,100

（翌年への繰越額） 872,740

３ 本年収入の内訳

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

政治活動費 56,100

組織活動費 56,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柴田けいや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋田ちしゅうサポーターズクラブ連合会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 380,320

前年繰越額 0

本年収入額 380,320

２ 支出総額 380,320

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 380,320

政党匿名分を除く寄附の額 380,320

個人からの寄附 380,320

４ 支出の内訳

経常経費 258,320

光熱水費 20,263

事務所費 238,057

政治活動費 122,000

組織活動費 23,000

機関紙誌の発行その他の事業費 99,000

宣伝事業費 99,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渋田 智秀 380,320 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷オンブズマン

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,441,181
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前年繰越額 941,181

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 396,000

（翌年への繰越額） 2,045,181

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 396,000

事務所費 396,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

堀切 稔仁 1,500,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 702,018

前年繰越額 702,018

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 702,018

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷政治文化プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷青年市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渋谷のぶゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１４日
円

１ 収入総額 4,362,982

前年繰越額 12,982

本年収入額 4,350,000

２ 支出総額 4,335,705

（翌年への繰越額） 27,277

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,350,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,350,000

個人からの寄附 3,150,000

政治団体からの寄附 1,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,617,394

人件費 716,144

光熱水費 19,910

事務所費 1,881,340

政治活動費 1,718,311

機関紙誌の発行その他の事業費 1,718,311

機関紙誌の発行事業費 89,040

宣伝事業費 1,629,271

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

澁谷 信之 1,400,000 清瀬市

澁谷 麻紀 1,000,000 清瀬市

竹田 光夫 100,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都清瀬 1,200,000 清瀬市
市第二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 シブヤの未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 シブヤミライ会議

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しぶや竜一後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 267,888

前年繰越額 267,888

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 267,888

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島崎せいじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 957,715

前年繰越額 957,715

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 957,715

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島崎孝後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,752,292

前年繰越額 252,292

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,392,128

（翌年への繰越額） 360,164

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 61,083

備品・消耗品費 61,083

政治活動費 1,331,045

機関紙誌の発行その他の事業費 1,213,339

機関紙誌の発行事業費 1,145,695

宣伝事業費 67,644

調査研究費 117,706

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

島崎 孝 1,500,000 東久留米市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 嶋崎秀彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島﨑実後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 333,917

前年繰越額 333,917

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 333,917

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島田拓後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島田幸成・シニア後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 7,400

前年繰越額 7,400

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島村かずしげ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 1,100,000

前年繰越額 0
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本年収入額 1,100,000

２ 支出総額 1,100,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,100,000

政治団体からの寄附 1,100,000

４ 支出の内訳

経常経費 880,000

事務所費 880,000

政治活動費 220,000

機関紙誌の発行その他の事業費 220,000

機関紙誌の発行事業費 220,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

秀和会 350,000 江戸川区

自由民主党東京都江戸 750,000 江戸川区
川区第三十支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 島谷ひろのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 3,755,692

前年繰越額 2,955,665

本年収入額 800,027

２ 支出総額 321,502

（翌年への繰越額） 3,434,190

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

政治団体からの寄附 800,000

その他の収入 27

１件 １０万円未満のもの 27

４ 支出の内訳

政治活動費 321,502

機関紙誌の発行その他の事業費 321,502

機関紙誌の発行事業費 262,784

宣伝事業費 58,718

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

富士電機グループ連合 800,000 日野市
政治活動委員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水あきら後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 880,286

前年繰越額 30,286

本年収入額 850,000

２ 支出総額 840,366

（翌年への繰越額） 39,920

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 850,000

政党匿名分を除く寄附の額 850,000

個人からの寄附 850,000

４ 支出の内訳

経常経費 238,136

光熱水費 60,655

備品・消耗品費 56,505

事務所費 120,976

政治活動費 602,230

機関紙誌の発行その他の事業費 602,230

機関紙誌の発行事業費 578,730

宣伝事業費 23,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

清水 晃 850,000 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水あづさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 清水あやこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 467,990

前年繰越額 467,990

本年収入額 0

２ 支出総額 463,496

（翌年への繰越額） 4,494

３ 支出の内訳

経常経費 82,566

備品・消耗品費 19,463

事務所費 63,103

政治活動費 380,930

機関紙誌の発行その他の事業費 378,950

機関紙誌の発行事業費 378,950

調査研究費 1,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水とし子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水ひろし後援会（天野 美明）

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水ひろし後援会（清水 啓史）

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 1,012,350

前年繰越額 113,348

本年収入額 899,002

２ 支出総額 906,734

（翌年への繰越額） 105,616

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 899,000

政党匿名分を除く寄附の額 899,000

個人からの寄附 49,000

政治団体からの寄附 850,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 608,359

光熱水費 7,619

備品・消耗品費 43,142

事務所費 557,598

政治活動費 298,375

組織活動費 267,275

調査研究費 31,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

荒川民社協会 850,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水ひろなが後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 0

本年収入額 100,000

２ 支出総額 77,033

（翌年への繰越額） 22,967

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 77,033

組織活動費 77,033

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

清水 浩長 100,000 清瀬市

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 清水みちこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 6,000

前年繰越額 6,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水みつお後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清水良平後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民が主役西東京

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 5,398

前年繰越額 5,398

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,398

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民がつくる政治の会 東東京支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 533,020

前年繰越額 45,344

本年収入額 487,676

２ 支出総額 431,555

（翌年への繰越額） 101,465

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 481,950

小出裕章さん講演会 115,000

日本母親連盟ズームお茶会セミナー（計３ 57,100
回）

西村修さん講演会＆懇親会 61,600

第８回市民がつくる政治の会ズームお茶会 135,500
セミナー

エミリーさんとうつみんのラジオ応援見学 98,050
＆ミーティング会

「子どものマスク着用に関する要望書」お 14,700
話会

本部又は支部から供与された交付金に係る収 5,726
入

市民がつくる政治の会 5,726

４ 支出の内訳

経常経費 408,086

備品・消耗品費 408,086

政治活動費 23,469

機関紙誌の発行その他の事業費 23,469

その他の事業費 23,469

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民教育経済研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 110,842

前年繰越額 10,842

本年収入額 100,000

２ 支出総額 100,220

（翌年への繰越額） 10,622

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 100,220

事務所費 100,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

黒木 秀子 100,000 千葉県千葉市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民参加で住みよい昭島をつくる会
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報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 293,064

前年繰越額 293,064

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 293,064

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民自治ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,800

前年繰越額 2,800

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民自治の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 488

前年繰越額 488

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 488

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民自治の町をめざす会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民自治をすすめる府中の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 284,970

前年繰越額 284,970

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 284,970

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民といっしょにカエル小金井の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,484

前年繰越額 2,484

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,484

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民と恵子の緑会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 230,334

前年繰越額 191,334

本年収入額 39,000

２ 支出総額 64,680

（翌年への繰越額） 165,654

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 39,000
（１８人）

４ 支出の内訳

経常経費 63,745

人件費 39,600

備品・消耗品費 20,816

事務所費 3,329

政治活動費 935

調査研究費 935

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民と進める小金井の未来

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,140

前年繰越額 2,140

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,140

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民と千鶴の緑会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 238,077
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前年繰越額 131,477

本年収入額 106,600

２ 支出総額 153,661

（翌年への繰越額） 84,416

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 106,600
（４１人）

４ 支出の内訳

経常経費 107,111

備品・消耗品費 8,498

事務所費 98,613

政治活動費 46,550

組織活動費 8,000

機関紙誌の発行その他の事業費 31,350

機関紙誌の発行事業費 11,550

宣伝事業費 19,800

調査研究費 7,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民の声・江東

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 1,969,389

前年繰越額 1,969,389

本年収入額 0

２ 支出総額 228,772

（翌年への繰越額） 1,740,617

３ 支出の内訳

経常経費 208,998

備品・消耗品費 15,399

事務所費 193,599

政治活動費 19,774

機関紙誌の発行その他の事業費 7,270

宣伝事業費 7,270

調査研究費 12,504

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民の声ねりま

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 3,327,482

前年繰越額 2,896,880

本年収入額 430,602

２ 支出総額 659,935

（翌年への繰越額） 2,667,547

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 250,000
（１２５人）

寄附の総額 155,578

政党匿名分を除く寄附の額 155,578

個人からの寄附 155,578

機関紙誌の発行その他の事業による収入 25,000

機関紙購読料 25,000

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 199,539

人件費 199,000

備品・消耗品費 539

政治活動費 460,396

組織活動費 197,739

機関紙誌の発行その他の事業費 189,968

機関紙誌の発行事業費 154,328

宣伝事業費 35,640

寄附・交付金 54,529

その他の経費 18,160

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民のための市政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 499,761

前年繰越額 499,761

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 499,761

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民のチカラ

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 77,230
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前年繰越額 42,100

本年収入額 35,130

２ 支出総額 77,230

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 35,130

政党匿名分を除く寄附の額 35,130

個人からの寄附 35,130

４ 支出の内訳

政治活動費 77,230

組織活動費 14,920

機関紙誌の発行その他の事業費 42,970

機関紙誌の発行事業費 42,970

調査研究費 19,340

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民の力・町田＿市民の声を実現する会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民の手で市長をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 46

前年繰越額 46

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 46

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民ふくしフォーラム

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 1,197,579

前年繰越額 71,079

本年収入額 1,126,500

２ 支出総額 1,098,672

（翌年への繰越額） 98,907

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 127,000
（１２７人）

寄附の総額 999,500

政党匿名分を除く寄附の額 999,500

個人からの寄附 999,500

４ 支出の内訳

経常経費 750,791

光熱水費 43,019

備品・消耗品費 6,522

事務所費 701,250

政治活動費 347,881

組織活動費 5,000

機関紙誌の発行その他の事業費 342,881

機関紙誌の発行事業費 342,881

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

加藤木 桜子 500,000 練馬区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

加藤木 桜子 4,590,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 市民力ＷＥＢたちかわ

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 5,349

前年繰越額 5,349

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,349

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 志村ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 志村誠後援会
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報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 395,539

前年繰越額 395,539

本年収入額 0

２ 支出総額 101,886

（翌年への繰越額） 293,653

３ 支出の内訳

政治活動費 101,886

機関紙誌の発行その他の事業費 101,886

機関紙誌の発行事業費 101,886

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しもざわ章夫後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下澤由起夫後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 678,421

前年繰越額 28,421

本年収入額 650,000

２ 支出総額 670,799

（翌年への繰越額） 7,622

３ 本年収入の内訳

借入金 650,000

下澤 由起夫 650,000

４ 支出の内訳

経常経費 302,077

光熱水費 64,402

備品・消耗品費 129,600

事務所費 108,075

政治活動費 368,722

組織活動費 29,000

機関紙誌の発行その他の事業費 339,722

機関紙誌の発行事業費 218,222

宣伝事業費 121,500

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

下澤 由起夫 1,200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下嶋みちお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 39,096

前年繰越額 39,096

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 39,096

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下田もりとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 116,000

前年繰越額 116,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 116,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下村博文税理士後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 33,570

前年繰越額 33,570

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,570

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 下山よしお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 615,816

前年繰越額 454,816

本年収入額 161,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 615,816
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 161,000

政党匿名分を除く寄附の額 161,000

個人からの寄附 45,000

政治団体からの寄附 116,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都第五 100,000 目黒区
選挙区支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主主義フォーラム世田谷

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 1,709,562

前年繰越額 0

本年収入額 1,709,562

２ 支出総額 1,357,597

（翌年への繰越額） 351,965

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 282,000
（２５人）

寄附の総額 1,331,562

政党匿名分を除く寄附の額 1,331,562

個人からの寄附 1,331,562

その他の収入 96,000

１件 １０万円未満のもの 96,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,327,597

光熱水費 125,266

備品・消耗品費 81,016

事務所費 1,121,315

政治活動費 30,000

寄附・交付金 30,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

風間 穣 110,000 世田谷区

羽田 圭二 605,000 世田谷区

桜井 純子 405,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 社会民主主義フォーラム東京

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,459,804

前年繰越額 0

本年収入額 2,459,804

２ 支出総額 1,065,812

（翌年への繰越額） 1,393,992

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 710,000
（１４２人）

寄附の総額 1,650,800

政党匿名分を除く寄附の額 1,650,800

個人からの寄附 1,072,800

政治団体からの寄附 578,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 98,000

２０２１政治セミナー 90,000

２０２１年労働運動セミナー 8,000

その他の収入 1,004

１件 １０万円未満のもの 1,004

４ 支出の内訳

経常経費 289,142

備品・消耗品費 16,622

事務所費 272,520

政治活動費 776,670

組織活動費 531,760

選挙関係費 110,000

機関紙誌の発行その他の事業費 134,910

その他の事業費 134,910

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

河野 達男 150,000 新宿区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

社会民主党東京都連合 578,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 修栄会

報告年月日 令和 ４年 ７月 ７日
円

１ 収入総額 106,891

前年繰越額 4,891

本年収入額 102,000

２ 支出総額 105,646

（翌年への繰越額） 1,245

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 102,000

政党匿名分を除く寄附の額 102,000

個人からの寄附 102,000

４ 支出の内訳

政治活動費 105,646

組織活動費 35,000

機関紙誌の発行その他の事業費 27,606

宣伝事業費 27,606

調査研究費 43,040

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩田 整 100,000 千葉県船橋市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秀友会（須賀 雅文）

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 秀友会（平岡 秀夫）

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 1,791,450

前年繰越額 1,791,450

本年収入額 0

２ 支出総額 173,790

（翌年への繰越額） 1,617,660

３ 支出の内訳

政治活動費 173,790

組織活動費 51,190

選挙関係費 22,600

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 首都圏政経懇話会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 4,802,034

前年繰越額 1,282,034

本年収入額 3,520,000

２ 支出総額 4,244,012

（翌年への繰越額） 558,022

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,320,000
（１１人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,200,000

首都圏政経懇話会講演会 200,000

川松真一朗君と日本の未来を語る会 2,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,276,484

人件費 1,000,000

備品・消耗品費 276,484

事務所費 1,000,000

政治活動費 1,967,528

組織活動費 486,133

機関紙誌の発行その他の事業費 1,037,595

政治資金パーティー開催事業費 1,037,595

調査研究費 443,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 主役は葛飾区民の会

報告年月日 令和 ４年 ９月 ６日
円

１ 収入総額 140,447

前年繰越額 0

本年収入額 140,447

２ 支出総額 140,447

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 140,447
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政党匿名分を除く寄附の額 140,447

個人からの寄附 140,447

４ 支出の内訳

経常経費 12,799

備品・消耗品費 12,799

政治活動費 127,648

選挙関係費 127,648

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

上野 智昭 140,447 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「主役は区民！」の文京をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ４月２７日
円

１ 収入総額 5,800

前年繰越額 5,800

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 駿馨会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 49,968,394

前年繰越額 49,967,964

本年収入額 430

２ 支出総額 11,550

（翌年への繰越額） 49,956,844

３ 本年収入の内訳

その他の収入 430

１件 １０万円未満のもの 430

４ 支出の内訳

経常経費 11,550

事務所費 11,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 駿龍会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 9,423,013

前年繰越額 9,422,933

本年収入額 80

２ 支出総額 11,550

（翌年への繰越額） 9,411,463

３ 本年収入の内訳

その他の収入 80

１件 １０万円未満のもの 80

４ 支出の内訳

経常経費 11,550

事務所費 11,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しょうさい会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 少子化問題を解決する会

報告年月日 令和 ４年 ４月１９日
円

１ 収入総額 605,953

前年繰越額 605,953

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 605,953

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 庄司たまお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 庄嶋たかひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 10,000

前年繰越額 10,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小選挙区制を廃止する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 消費税は廃止！

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 26,120

前年繰越額 26,120

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 26,120

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 正保みきお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 52,422

前年繰越額 7,417

本年収入額 45,005

２ 支出総額 46,268

（翌年への繰越額） 6,154

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,660
（７６人）

寄附の総額 23,345

政党匿名分を除く寄附の額 23,345

個人からの寄附 23,345

４ 支出の内訳

政治活動費 46,268

機関紙誌の発行その他の事業費 46,268

宣伝事業費 46,268

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 諸派党

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 諸派発明党

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白井ひでふみを励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しらかし貴子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日

円
１ 収入総額 55,463

前年繰越額 55,463

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 55,463

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 白須夏後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しらた満後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 93,674

前年繰越額 43,674

本年収入額 50,000

２ 支出総額 26,438

（翌年への繰越額） 67,236

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 26,438
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事務所費 26,438

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 城北会‐大木武夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新榎本よしてる後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 428

前年繰越額 428

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 428

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新憲法政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ６月２７日
円

１ 収入総額 6,242,027

前年繰越額 6,242,020

本年収入額 7

２ 支出総額 5,890,156

（翌年への繰越額） 351,871

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 3,300,000

事務所費 3,300,000

政治活動費 2,590,156

組織活動費 2,200,020

調査研究費 390,136

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 しんこう会（石渡しんこう後援会）

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 深呼吸のできる東京

報告年月日 令和 ４年 ７月１５日
円

１ 収入総額 640,008

前年繰越額 640,008

本年収入額 0

２ 支出総額 359,980

（翌年への繰越額） 280,028

３ 支出の内訳

経常経費 331,380

人件費 331,380

政治活動費 28,600

調査研究費 28,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 深呼吸のできる八王子

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新社会党北総支部

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 450,428

前年繰越額 776

本年収入額 449,652

２ 支出総額 449,050

（翌年への繰越額） 1,378

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 315,600

政党匿名分を除く寄附の額 315,600

個人からの寄附 315,600

機関紙誌の発行その他の事業による収入 134,052

機関紙「新社会」分局収入 134,052

４ 支出の内訳

経常経費 96,866

人件費 20,000

光熱水費 35,732
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備品・消耗品費 40,134

事務所費 1,000

政治活動費 352,184

組織活動費 25,152

機関紙誌の発行その他の事業費 285,068

機関紙誌の発行事業費 90,220

宣伝事業費 194,848

調査研究費 41,964

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

福田 光一 240,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新社会党東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 9,378,398

前年繰越額 1,916,039

本年収入額 7,462,359

２ 支出総額 7,239,207

（翌年への繰越額） 2,139,191

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 6,480,350
（２１１人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 980,009

週刊新社会還元金 480,000

週刊新社会売上げ 500,009

その他の収入 2,000

１件 １０万円未満のもの 2,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,888,372

人件費 1,360,220

光熱水費 192,000

備品・消耗品費 416,152

事務所費 1,920,000

政治活動費 3,350,835

組織活動費 1,664,635

選挙関係費 186,200

寄附・交付金 1,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新駿山会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 412,674

前年繰越額 412,671

本年収入額 3

２ 支出総額 11,550

（翌年への繰越額） 401,124

３ 本年収入の内訳

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 11,550

事務所費 11,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新信会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 2,000

前年繰越額 2,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新時代政経フォーラム

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から ６月 ４日

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から ６月 ４日

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 29,532,722

前年繰越額 3,675,214

本年収入額 25,857,508

２ 支出総額 28,905,126

（翌年への繰越額） 627,596

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,980,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,980,000
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個人からの寄附 2,930,000

政治団体からの寄附 50,000

その他の収入 22,877,508

１件 １０万円以上のもの 22,877,508

金銭以外のものによる寄附相当分 22,877,508

４ 支出の内訳

経常経費 1,727,618

事務所費 1,727,618

政治活動費 27,177,508

寄附・交付金 27,177,508

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

本田 博人 100,000 世田谷区

安冨 康晴 120,000 練馬区

戸田 学 1,500,000 港区

広瀬 和也 200,000 渋谷区

見米 孝尚 300,000 練馬区

佐久間 純一 500,000 練馬区

齋藤 亮三 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新時代の昭島をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 174,319

前年繰越額 74,319

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 174,319

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党昭島総支部 100,000 昭島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新宿区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 155,064

前年繰越額 123,064

本年収入額 32,000

２ 支出総額 52,000

（翌年への繰越額） 103,064

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 10,000
（５００人）

その他の収入 22,000

１件 １０万円未満のもの 22,000

４ 支出の内訳

経常経費 52,000

備品・消耗品費 30,000

事務所費 22,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新宿区民情報クラブ

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新宿の未来を創る区民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 1,417,427

前年繰越額 1,417,417

本年収入額 10

２ 支出総額 28,150

（翌年への繰越額） 1,389,277

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 2,600

備品・消耗品費 2,600

政治活動費 25,550
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組織活動費 25,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新城まさや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 820,000

前年繰越額 0

本年収入額 820,000

２ 支出総額 786,995

（翌年への繰越額） 33,005

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 820,000

政党匿名分を除く寄附の額 820,000

個人からの寄附 20,000

政治団体からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 72,380

備品・消耗品費 72,380

政治活動費 714,615

機関紙誌の発行その他の事業費 714,615

機関紙誌の発行事業費 123,200

宣伝事業費 591,415

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都第十 500,000 葛飾区
七選挙区支部

自由民主党葛飾総支部 300,000 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新清すみだの会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新立交通政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新党正義

報告年月日 令和 ４年 ８月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新党 日本のこころ

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
９月２７日から１２月１５日

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新都市経済研究所

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 13,804

前年繰越額 13,804

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,804

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新都心青年政治機構

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 25,672

前年繰越額 25,672

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 25,672

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新日創会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 信頼の小金井

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
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円
１ 収入総額 5,500

前年繰越額 0

本年収入額 5,500

２ 支出総額 5,500

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,500

政党匿名分を除く寄附の額 5,500

個人からの寄附 5,500

４ 支出の内訳

政治活動費 5,500

機関紙誌の発行その他の事業費 5,500

宣伝事業費 5,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＪＦ豊島区議団

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 2,079,009

前年繰越額 2,079,009

本年収入額 0

２ 支出総額 419,636

（翌年への繰越額） 1,659,373

３ 支出の内訳

政治活動費 419,636

組織活動費 355,876

選挙関係費 26,620

調査研究費 37,140

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＪＭ品川区議団

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 115

前年繰越額 115

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 115

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自誓会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 11,349,095

前年繰越額 10,839,009

本年収入額 510,086

２ 支出総額 3,273,900

（翌年への繰越額） 8,075,195

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 510,000

政党匿名分を除く寄附の額 510,000

政治団体からの寄附 510,000

その他の収入 86

１件 １０万円未満のもの 86

４ 支出の内訳

経常経費 244,070

事務所費 244,070

政治活動費 3,029,830

組織活動費 329,830

寄附・交付金 2,700,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

牧義夫君を育てる会 90,000 愛知県名古屋市

階誠会 90,000 岩手県盛岡市

未来政策研究会 90,000 埼玉県川越市

津村啓介後援会 60,000 岡山県岡山市

実現男の会 90,000 神奈川県厚木市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 次世代政治研究会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 58,331,569

前年繰越額 42,911,569

本年収入額 15,420,000

２ 支出総額 15,858,330

（翌年への繰越額） 42,473,239

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 15,420,000
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高木つよし政治セミナー 15,420,000

４ 支出の内訳

政治活動費 15,858,330

組織活動費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 658,330

政治資金パーティー開催事業費 658,330

寄附・交付金 15,000,000

５ 特定パーティーの概要

（名称）

高木つよし政治セミナー（令和３年４月２２日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

15,420,000 500 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 次世代を担う会（ＪＮＫ）

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から ７月 ５日

報告年月日 令和 ４年 ９月１５日
円

１ 収入総額 1,042,777

前年繰越額 0

本年収入額 1,042,777

２ 支出総額 243,512

（翌年への繰越額） 799,265

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,042,777

政党匿名分を除く寄附の額 1,042,777

個人からの寄附 42,777

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 200,735

備品・消耗品費 200,735

政治活動費 42,777

選挙関係費 42,777

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自治市民２１

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 19,103

前年繰越額 19,103

本年収入額 0

２ 支出総額 959

（翌年への繰越額） 18,144

３ 支出の内訳

経常経費 959

備品・消耗品費 959

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自民クラブ

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 437,050

前年繰越額 57,772

本年収入額 379,278

２ 支出総額 410,073

（翌年への繰越額） 26,977

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 379,278
（５人）

４ 支出の内訳

経常経費 193,194

備品・消耗品費 193,194

政治活動費 216,879

組織活動費 6,879

寄附・交付金 210,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＪＡＭ東京千葉政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 1,958,000

前年繰越額 1,556,988

本年収入額 401,012

２ 支出総額 467,078

（翌年への繰越額） 1,490,922

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 401,000
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政党匿名分を除く寄附の額 401,000

政治団体からの寄附 401,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

政治活動費 467,078

組織活動費 439,944

機関紙誌の発行その他の事業費 24,074

宣伝事業費 24,074

調査研究費 3,060

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＪＡＭ政治連盟 401,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 柔整フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 46,974

前年繰越額 46,974

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 46,974

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 準援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 240,000

前年繰越額 13,200

本年収入額 226,800

２ 支出総額 240,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 226,800

政党匿名分を除く寄附の額 226,800

個人からの寄附 39,800

政治団体からの寄附 187,000

４ 支出の内訳

経常経費 240,000

事務所費 240,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都港区 187,000 港区
第二十八支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由三多摩の会

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 31,654

前年繰越額 6,607

本年収入額 25,047

２ 支出総額 26,333

（翌年への繰越額） 5,321

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 25,047

政党匿名分を除く寄附の額 25,047

個人からの寄附 25,047

４ 支出の内訳

政治活動費 26,333

組織活動費 26,333

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 自由を守る会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 653,518

前年繰越額 609,518

本年収入額 44,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 653,518

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 44,000
（３人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 情報公開こがねい

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 167,630

前年繰越額 47,630
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本年収入額 120,000

２ 支出総額 39,270

（翌年への繰越額） 128,360

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

政治活動費 39,270

機関紙誌の発行その他の事業費 39,270

機関紙誌の発行事業費 39,270

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 情報公開すぎなみ

報告年月日 令和 ４年 ６月 ８日
円

１ 収入総額 1,343

前年繰越額 1,343

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,343

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 情報公開豊島

報告年月日 令和 ４年 ６月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 情報公開民主党

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 47,035

前年繰越額 0

本年収入額 47,035

２ 支出総額 2,035

（翌年への繰越額） 45,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 47,035

政党匿名分を除く寄附の額 47,035

個人からの寄附 47,035

４ 支出の内訳

政治活動費 2,035

その他の経費 2,035

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 情報産業自由国民会議

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 14,415,992

前年繰越額 12,261,225

本年収入額 2,154,767

２ 支出総額 3,335,224

（翌年への繰越額） 11,080,768

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,158,670
（４９６人）

寄附の総額 996,000

政党匿名分を除く寄附の額 996,000

政治団体からの寄附 996,000

その他の収入 97

１件 １０万円未満のもの 97

４ 支出の内訳

経常経費 2,695,224

人件費 1,967,485

光熱水費 57,773

事務所費 669,966

政治活動費 640,000

組織活動費 640,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由国民会議 996,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 城北政経文化研究会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「女性が輝く 渋谷のまち」
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報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 女性ファーストの会

報告年月日 令和 ４年 ７月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 人生６０歳に成って見る夢こそ本当の夢

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 陣内やすこと明日の八王子をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 人民庶民党

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅谷郁恵後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すがや俊一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 74,617

前年繰越額 40,345

本年収入額 34,272

２ 支出総額 28,376

（翌年への繰越額） 46,241

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,430
（７６人）

寄附の総額 12,842

政党匿名分を除く寄附の額 12,842

個人からの寄附 12,842

４ 支出の内訳

政治活動費 28,376

機関紙誌の発行その他の事業費 28,376

宣伝事業費 28,376

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅原一秀後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日

円
１ 収入総額 163,972

前年繰越額 163,972

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 163,972

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

菅原 一秀 2,950,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すがわら一秀税理士後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 789,806

前年繰越額 707,801

本年収入額 82,005

２ 支出総額 18,231

（翌年への繰越額） 771,575

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 52,000
（２６人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5
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４ 支出の内訳

経常経費 10,000

事務所費 10,000

政治活動費 8,231

組織活動費 8,231

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 菅原一秀を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,690

前年繰越額 2,690

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,690

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉浦ひろゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ５月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉田ひろしの会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 40,986

前年繰越額 40,986

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 40,986

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並区薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 15,880,919

前年繰越額 10,061,780

本年収入額 5,819,139

２ 支出総額 5,545,397

（翌年への繰越額） 10,335,522

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,119,000
（２２９人）

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

政治団体からの寄附 700,000

その他の収入 139

１件 １０万円未満のもの 139

４ 支出の内訳

経常経費 217,397

事務所費 217,397

政治活動費 5,328,000

組織活動費 498,000

選挙関係費 300,000

寄附・交付金 4,530,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 23,877,919

前年繰越額 14,136,789

本年収入額 9,741,130

２ 支出総額 11,345,526

（翌年への繰越額） 12,532,393

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 110,400
（３０人）

寄附の総額 9,521,316

政党匿名分を除く寄附の額 9,521,316

個人からの寄附 998,130

政治団体からの寄附 8,523,186

その他の収入 109,414

１件 １０万円未満のもの 109,414

４ 支出の内訳

経常経費 6,211,798

人件費 3,270,324

光熱水費 173,949
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備品・消耗品費 24,561

事務所費 2,742,964

政治活動費 5,133,728

組織活動費 11,635

機関紙誌の発行その他の事業費 562,391

機関紙誌の発行事業費 219,191

宣伝事業費 343,200

調査研究費 59,702

寄附・交付金 4,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

曽根文子と手をつなご 4,269,781 杉並区
う市民の会

奥田雅子とポレポレ倶 3,889,780 杉並区
楽部

小松久子とキラリ☆市 363,625 杉並区
民倶楽部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並ドリームプロジェクト

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 2,273

前年繰越額 2,273

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,273

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並民社協会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 205,000

前年繰越額 205,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 205,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並を明るく元気にする会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 355,958

前年繰越額 305,956

本年収入額 50,002

２ 支出総額 14,711

（翌年への繰越額） 341,247

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 50,000
（５人）

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

政治活動費 14,711

組織活動費 14,711

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 杉並を良くする会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 9,740,373

前年繰越額 9,720,370

本年収入額 20,003

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 9,640,373

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（２人）

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 須崎たかひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

824 ページ



―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木章浩後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 4,412,590

前年繰越額 4,412,590

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,412,590

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木あきまさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 209,655

前年繰越額 209,655

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 209,655

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木えつお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,660

前年繰越額 1,660

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,660

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木えみこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 3,793,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,793,000

２ 支出総額 3,504,070

（翌年への繰越額） 288,930

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,793,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,793,000

個人からの寄附 1,793,000

政治団体からの寄附 1,000,000

借入金 1,000,000

鈴木 恵美子 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 723,999

人件費 50,000

備品・消耗品費 192,934

事務所費 481,065

政治活動費 2,780,071

組織活動費 41,720

機関紙誌の発行その他の事業費 1,738,351

宣伝事業費 1,738,351

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 龍雄 990,000 東村山市

鈴木 恵美子 800,000 東村山市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

立憲民主党東京都総支 1,000,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木きよと後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木錦治後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 26,206

前年繰越額 26,206

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 26,206

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木邦彦の会

報告年月日 令和 ４年 ４月２５日
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円
１ 収入総額 19,864

前年繰越額 19,864

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 19,864

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木けんぽう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木隆道新風会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 27,794

前年繰越額 27,794

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 27,794

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

鈴木 隆道 10,030,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木たかや後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 786,139

前年繰越額 286,139

本年収入額 500,000

２ 支出総額 272,823

（翌年への繰越額） 513,316

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

政治団体からの寄附 500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 272,823

組織活動費 272,823

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都港区 500,000 港区
第二十九支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木隆之を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木隼人税理士後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 218,150

前年繰越額 218,150

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 218,150

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木ひろみ後援会 鈴木ひろみと新宿の明るい未
来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木まさし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 380,349

前年繰越額 11,349

本年収入額 369,000

２ 支出総額 378,639

（翌年への繰越額） 1,710

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 270,000

政党匿名分を除く寄附の額 270,000

個人からの寄附 270,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 99,000
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鈴木まさしクリスマス活動報告会 99,000

４ 支出の内訳

経常経費 193,518

人件費 18,000

備品・消耗品費 10,518

事務所費 165,000

政治活動費 185,121

組織活動費 38,717

機関紙誌の発行その他の事業費 143,404

機関紙誌の発行事業費 129,765

宣伝事業費 10,600

その他の事業費 3,039

調査研究費 3,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木もとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 232,433

前年繰越額 190,933

本年収入額 41,500

２ 支出総額 187,044

（翌年への繰越額） 45,389

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 41,500

政党匿名分を除く寄附の額 41,500

政治団体からの寄附 41,500

４ 支出の内訳

政治活動費 187,044

組織活動費 133,562

機関紙誌の発行その他の事業費 53,482

宣伝事業費 53,482

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

鈴木 基司 2,750,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木勇次後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木洋一後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木洋子後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 429,369

前年繰越額 229,369

本年収入額 200,000

２ 支出総額 308,000

（翌年への繰越額） 121,369

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 308,000

機関紙誌の発行その他の事業費 308,000

機関紙誌の発行事業費 308,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

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 100,000 日野市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鈴木レオ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 3,426,510

前年繰越額 160,829

本年収入額 3,265,681

２ 支出総額 3,351,340
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（翌年への繰越額） 75,170

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,525,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,525,000

政治団体からの寄附 2,525,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 685,000

ゴルフ大会 630,000

女性部忘年会 55,000

その他の収入 55,681

１件 １０万円未満のもの 55,681

４ 支出の内訳

経常経費 1,550,782

光熱水費 187,397

備品・消耗品費 404,276

事務所費 959,109

政治活動費 1,800,558

組織活動費 257,460

機関紙誌の発行その他の事業費 1,543,098

機関紙誌の発行事業費 821,415

宣伝事業費 11,781

その他の事業費 709,902

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都八王 2,495,000 八王子市
子市第二十八支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すだけんと歩む会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住鉱連の政治活動を推進する会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 3,867,998

前年繰越額 1,586,485

本年収入額 2,281,513

２ 支出総額 1,850,550

（翌年への繰越額） 2,017,448

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,896,000
（１，８９６人）

寄附の総額 385,500

政党匿名分を除く寄附の額 385,500

個人からの寄附 385,500

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

政治活動費 1,850,550

寄附・交付金 1,850,550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住重労連政治活動委員会田無支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,870,854

前年繰越額 1,515,641

本年収入額 355,213

２ 支出総額 187,183

（翌年への繰越額） 1,683,671

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 355,200
（２９６人）

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

政治活動費 187,183

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 157,455
係る支出

調査研究費 29,728

寄附・交付金 157,455

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住重労連政治活動委員会本部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 5,729,967

前年繰越額 2,005,654

本年収入額 3,724,313

２ 支出総額 3,702,750
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（翌年への繰越額） 2,027,217

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,404
（７人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 3,715,888
入

住重労連政治活動委員会愛媛支部 850,119

住重労連政治活動委員会横須賀支部 452,430

住重労連政治活動委員会関西支部 99,849

住重労連政治活動委員会玉島支部 134,448

住重労連政治活動委員会千葉支部 482,313

住重労連政治活動委員会田無支部 157,455

住重労連政治活動委員会東京支部 815,516

住重労連政治活動委員会名古屋支部 723,758

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

政治活動費 3,702,750

組織活動費 341,000

機関紙誌の発行その他の事業費 90,750

機関紙誌の発行事業費 90,750

調査研究費 23,000

寄附・交付金 3,248,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 墨田笑顔の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日

円
１ 収入総額 7,140

前年繰越額 7,140

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,140

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 墨田オンブズマン

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 78,077

前年繰越額 78,077

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 78,077

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

大瀬 康介 4,250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すみだ行革１１０番

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 20,619

前年繰越額 20,619

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,619

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 墨田区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 17,980

前年繰越額 17,980

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 17,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 スミダに言ったろう会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 すみだ力

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 162,819

前年繰越額 162,819

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 162,819

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住み続けたい街・東京を考える会

829 ページ



報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 24,897

前年繰越額 24,897

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,897

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住み続けられる区政を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 14,700

前年繰越額 14,700

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 14,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住み続けられるまち武蔵野へ！

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 13,140,667

前年繰越額 0

本年収入額 13,140,667

２ 支出総額 9,441,302

（翌年への繰越額） 3,699,365

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 11,883,032

政党匿名分を除く寄附の額 11,883,032

個人からの寄附 11,053,032

政治団体からの寄附 830,000

借入金 1,178,205

髙木 一彦 418,771

髙木 敦子 759,434

その他の収入 79,430

１件 １０万円未満のもの 79,430

４ 支出の内訳

経常経費 1,620,388

人件費 481,519

光熱水費 33,430

備品・消耗品費 338,825

事務所費 766,614

政治活動費 7,820,914

組織活動費 90,433

選挙関係費 3,561,180

機関紙誌の発行その他の事業費 2,991,096

宣伝事業費 2,991,096

その他の経費 1,178,205

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

稲垣 英夫 1,500,000 武蔵野市

新開谷 裕子 100,000 武蔵野市

竹山 協三 200,000 武蔵野市

山田 大介 1,000,000 杉並区

石崎 和彦 100,000 武蔵野市

三坂 彰彦 300,000 小金井市

清本 和子 100,000 武蔵野市

高橋 勇 1,100,000 武蔵野市

吉永 瑞能 300,000 港区

大谷 武 100,000 武蔵野市

池浦 宗子 500,000 武蔵野市

加藤 政徳 500,000 渋谷区

緒方 瑛 100,000 世田谷区

久木野 良子 100,000 武蔵野市

根本 保子 100,000 武蔵野市

橘 民義 1,500,000 三鷹市

野嶋 盛次郎 1,000,000 武蔵野市

三次 真知子 100,000 武蔵野市

佐藤 善一 100,000 武蔵野市

秋山 忠夫 100,000 武蔵野市

岡部 萬智子 100,000 武蔵野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

武蔵野市薬剤師連盟 100,000 武蔵野市

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

東京都医師政治連盟 500,000 千代田区
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日本商工連盟 100,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住友たまみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 224,819

前年繰越額 59,319

本年収入額 165,500

２ 支出総額 147,330

（翌年への繰越額） 77,489

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 165,500
（３３１人）

４ 支出の内訳

経常経費 105,510

光熱水費 47,400

備品・消耗品費 3,510

事務所費 54,600

政治活動費 41,820

組織活動費 41,820

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住みよい青梅をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,041,657

前年繰越額 1,041,657

本年収入額 0

２ 支出総額 1,960

（翌年への繰越額） 1,039,697

３ 支出の内訳

政治活動費 1,960

組織活動費 1,960

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住みよい葛飾をつくるみんなの会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 36,677

前年繰越額 36,677

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 36,677

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住みよい清瀬をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 91,566

前年繰越額 91,566

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 91,566

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 住み良い魅力ある町田をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 2,010,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,010,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,010,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,010,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,010,000

政治団体からの寄附 2,010,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

松岡みゆき後援会 2,010,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 炭を全国でつくる党

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 セーラーズリボン

報告年月日 令和 ４年 ６月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 せいいみほ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政活くらぶ

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政経懇話会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 5,836,568

前年繰越額 686,568

本年収入額 5,150,000

２ 支出総額 5,516,251

（翌年への繰越額） 320,317

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,150,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,150,000

政治団体からの寄附 5,150,000

４ 支出の内訳

経常経費 3,309,359

人件費 960,000

光熱水費 198,237

備品・消耗品費 50,918

事務所費 2,100,204

政治活動費 2,206,892

組織活動費 1,105,477

調査研究費 101,415

寄附・交付金 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

山田宏よい国後援会 5,000,000 千代田区

東京都歯科医師連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政策研究会ＨＯＮＴＥＮ

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 1,136,265

前年繰越額 936,260

本年収入額 200,005

２ 支出総額 794,858

（翌年への繰越額） 341,407

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 65,758

事務所費 65,758

政治活動費 729,100

組織活動費 669,100

選挙関係費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京電力労働組合政治 200,000 港区
連盟東京都支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政策広報研究センター

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政策実現推進の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 724,885

前年繰越額 461,883

本年収入額 263,002

２ 支出総額 150,000
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（翌年への繰越額） 574,885

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,000
（３人）

寄附の総額 260,000

政党匿名分を除く寄附の額 260,000

政治団体からの寄附 260,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

政治活動費 150,000

寄附・交付金 150,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＪＸ金属労働組合政策 150,000 神奈川県高座郡寒
実現の会倉見支部 川町

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政策創造研究会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 5,227,915

前年繰越額 5,167,872

本年収入額 60,043

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,227,915

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 50,000
（５人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

その他の収入 43

１件 １０万円未満のもの 43

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政策ラボＴＡＭＡ

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 清新政治懇話会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 3,908,727

前年繰越額 408,727

本年収入額 3,500,000

２ 支出総額 1,379,950

（翌年への繰越額） 2,528,777

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,500,000

政治団体からの寄附 3,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 758,400

人件費 360,000

備品・消耗品費 152,400

事務所費 246,000

政治活動費 621,550

組織活動費 547,000

調査研究費 74,550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 3,500,000 足立区
区第二十一支部

６ 資産の内訳

動産

（品目） （取得年月日）

自動車 令和 ２年 ３月１９日

（数量） （取得の価格）
円

１台 1,890,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治結社愛皇一神會

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 100,693

前年繰越額 100,693

本年収入額 0

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 100,693

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治結社広道塾

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治結社昭和維新連盟

報告年月日 令和 ４年 ７月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治結社日本松栄会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治システム研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 217,009

前年繰越額 107,009

本年収入額 110,000

２ 支出総額 136,800

（翌年への繰越額） 80,209

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 110,000

政党匿名分を除く寄附の額 110,000

個人からの寄附 110,000

４ 支出の内訳

経常経費 136,800

人件費 84,000

事務所費 52,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岩本 洋子 110,000 兵庫県芦屋市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治団体風雲志

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,542,591

前年繰越額 1,542,591

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,542,591

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政治をかえる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 政党政治研究所

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 875,622

前年繰越額 595,622

本年収入額 280,000

２ 支出総額 718,894

（翌年への繰越額） 156,728

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 280,000
（１４人）

４ 支出の内訳

経常経費 27,708

備品・消耗品費 22,164

事務所費 5,544

政治活動費 691,186

組織活動費 102,200

調査研究費 588,986

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西武薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 8,764,753

前年繰越額 2,276,741

本年収入額 6,488,012

834 ページ



２ 支出総額 5,934,438

（翌年への繰越額） 2,830,315

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,647,000
（２７９人）

寄附の総額 841,000

政党匿名分を除く寄附の額 841,000

政治団体からの寄附 841,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 38,360

備品・消耗品費 6,630

事務所費 31,730

政治活動費 5,896,078

組織活動費 65,078

選挙関係費 150,000

寄附・交付金 5,681,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 836,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世界連邦の党

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関川けさ子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,065,200

前年繰越額 43,200

本年収入額 1,022,000

２ 支出総額 1,009,000

（翌年への繰越額） 56,200

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 35,000
（１７７人）

寄附の総額 987,000

政党匿名分を除く寄附の額 987,000

個人からの寄附 987,000

４ 支出の内訳

経常経費 808,000

備品・消耗品費 33,000

事務所費 775,000

政治活動費 201,000

組織活動費 38,500

機関紙誌の発行その他の事業費 105,500

機関紙誌の発行事業費 58,500

宣伝事業費 47,000

調査研究費 57,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関口えり子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 10,500

前年繰越額 10,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関口かずお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関田正民後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 20,000

前年繰越額 20,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 関谷ふたば後援会
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報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷からイノベーションを起こす会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷から未来を変える会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷行革１１０番

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 13,340

前年繰越額 13,340

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,340

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷区政研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷建人会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 51,736

前年繰越額 51,736

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 51,736

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 せたがや参画フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 2,756

前年繰越額 2,756

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,756

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷シングルペアレントの会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 48,361,679

前年繰越額 28,551,803

本年収入額 19,809,876

２ 支出総額 22,489,071

（翌年への繰越額） 25,872,608

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 173,000
（５７人）

寄附の総額 19,636,687

政党匿名分を除く寄附の額 19,636,687

個人からの寄附 2,508,625

政治団体からの寄附 17,128,062

その他の収入 189

１件 １０万円未満のもの 189

４ 支出の内訳

経常経費 6,376,006

人件費 3,921,739

光熱水費 121,029

備品・消耗品費 862,896

事務所費 1,470,342

政治活動費 16,113,065

組織活動費 1,071,109

機関紙誌の発行その他の事業費 12,923,856
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機関紙誌の発行事業費 3,858,105

宣伝事業費 9,065,751

調査研究費 118,100

寄附・交付金 2,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

関口 圭 100,000 世田谷区

佐藤 凉子 1,000,000 世田谷区

森川 礼子 400,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京・生活者ネットワ 5,000,000 新宿区
ーク

大河原雅子と湧く湧く 100,000 立川市
会議

関口江利子とわくわく 1,205,452 世田谷区
会議

高岡じゅん子と歩む会 4,090,348 世田谷区

田中みち子と笑顔を贈 2,981,981 世田谷区
る会

金井えり子と子どもの 3,750,281 世田谷区
笑顔をつくる会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 せたがや政策会議

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 4,680

前年繰越額 4,680

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,680

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷薬剤師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 3,969,084

前年繰越額 1,039,084

本年収入額 2,930,000

２ 支出総額 2,948,444

（翌年への繰越額） 1,020,640

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,677,000
（１２０人）

寄附の総額 253,000

政党匿名分を除く寄附の額 253,000

政治団体からの寄附 253,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,948,444

組織活動費 271,444

寄附・交付金 2,677,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 253,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 世田谷をよくする会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 セバタ勇後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 せりざわ裕次郎を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 選挙で変えよう！市民連合おうめ

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 358,174

前年繰越額 70,843

本年収入額 287,331

２ 支出総額 288,181

（翌年への繰越額） 69,993

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 68,000
（１３６人）

寄附の総額 219,331

政党匿名分を除く寄附の額 219,331

個人からの寄附 219,331

４ 支出の内訳

政治活動費 288,181

組織活動費 139,587

機関紙誌の発行その他の事業費 148,594

宣伝事業費 148,594

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 選挙に私も連れてって党

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 19,240

前年繰越額 19,240

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 19,240

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 選手交代・政策転換

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 先進福祉都市渋谷

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税金のムダを排除し福祉社会を実現する会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による秋元司後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 80,000

前年繰越額 80,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による石原ひろたかを囲む会

報告年月日 令和 ４年 ８月１２日
円

１ 収入総額 126,465

前年繰越額 96,465

本年収入額 30,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 126,465

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による大西英男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 212,044

前年繰越額 212,042

本年収入額 2

２ 支出総額 200,000

（翌年への繰越額） 12,044

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

政治活動費 200,000

選挙関係費 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による越智隆雄後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 216,321

前年繰越額 216,320

本年収入額 1
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２ 支出総額 54,659

（翌年への繰越額） 161,662

３ 本年収入の内訳

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

経常経費 4,659

事務所費 4,659

政治活動費 50,000

選挙関係費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による片山さつき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 264,128

前年繰越額 234,126

本年収入額 30,002

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 264,128

３ 本年収入の内訳

その他の収入 30,002

１件 １０万円未満のもの 30,002

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による 清人後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日

円
１ 収入総額 864,896

前年繰越額 498,896

本年収入額 366,000

２ 支出総額 695,681

（翌年への繰越額） 169,215

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 88,000
（４１人）

寄附の総額 70,000

政党匿名分を除く寄附の額 70,000

政治団体からの寄附 70,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 208,000

忘年会 208,000

４ 支出の内訳

経常経費 9,681

事務所費 9,681

政治活動費 686,000

組織活動費 20,000

機関紙誌の発行その他の事業費 216,000

その他の事業費 216,000

寄附・交付金 450,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京税理士政治連盟 70,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による初鹿明博後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による平沢勝栄後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 675,998

前年繰越額 595,994

本年収入額 80,004

２ 支出総額 73,406

（翌年への繰越額） 602,592

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 80,000
（４０人）

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 23,406

備品・消耗品費 23,406

政治活動費 50,000

組織活動費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による松原仁を囲む会
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報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 223,623

前年繰越額 103,623

本年収入額 120,000

２ 支出総額 64,488

（翌年への繰越額） 159,135

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 55,000

政党匿名分を除く寄附の額 55,000

個人からの寄附 15,000

政治団体からの寄附 40,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 65,000

「税理士による松原仁を囲む会」総会 65,000

４ 支出の内訳

政治活動費 64,488

機関紙誌の発行その他の事業費 64,488

その他の事業費 64,488

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による松本文明後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 218,625

前年繰越額 173,625

本年収入額 45,000

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 118,625

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 15,000
（１５人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による松本洋平後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 165,016

前年繰越額 113,000

本年収入額 52,016

２ 支出総額 72,016

（翌年への繰越額） 93,000

３ 本年収入の内訳

借入金 52,016

山本 晋也 52,016

４ 支出の内訳

政治活動費 72,016

選挙関係費 52,016

その他の経費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による山田美樹後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 210,655

前年繰越額 180,655

本年収入額 30,000

２ 支出総額 100,000

（翌年への繰越額） 110,655

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 100,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 税理士による山花郁夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 130,055

前年繰越額 130,055

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 130,055

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 全国住宅産業政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 20,527,373

前年繰越額 20,527,257

本年収入額 116

２ 支出総額 3,536,240

（翌年への繰越額） 16,991,133

３ 本年収入の内訳

その他の収入 116

１件 １０万円未満のもの 116

４ 支出の内訳

経常経費 1,210

事務所費 1,210

政治活動費 3,535,030

組織活動費 3,535,030

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

10,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全国水和会東京

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 5,176,628

前年繰越額 95,328

本年収入額 5,081,300

２ 支出総額 5,067,502

（翌年への繰越額） 109,126

３ 本年収入の内訳

借入金 3,500,000

丸井 昌弘 3,500,000

その他の収入 1,581,300

１件 １０万円以上のもの 1,581,300

コンサルタント料 1,581,300

４ 支出の内訳

経常経費 1,725,757

人件費 1,581,300

備品・消耗品費 43,662

事務所費 100,795

政治活動費 3,341,745

組織活動費 3,341,745

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

丸井 昌弘 11,880,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全国たばこ販売政治連盟東京地区本部

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 2,359,675

前年繰越額 577,075

本年収入額 1,782,600

２ 支出総額 2,016,510

（翌年への繰越額） 343,165

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,025,200
（４２９人）

借入金 500,000

水谷 章道 500,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 257,400
入

全国たばこ販売政治連盟 257,400

４ 支出の内訳

経常経費 86,720

人件費 40,000

事務所費 46,720

政治活動費 1,929,790

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 514,800
係る支出

組織活動費 24,550

選挙関係費 70,000

寄附・交付金 1,335,240

その他の経費 500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全国農業者農政運動組織連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
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円
１ 収入総額 76,845,778

前年繰越額 39,432,636

本年収入額 37,413,142

２ 支出総額 39,307,905

（翌年への繰越額） 37,537,873

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 23,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 23,000,000

政治団体からの寄附 23,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 14,412,868

選挙運動等ガイドブック 2,324,618

農政運動ジャーナル 4,888,250

農業復権研究会（計６回） 4,800,000

農業政策研究会（計３回） 2,400,000

その他の収入 274

１件 １０万円未満のもの 274

４ 支出の内訳

経常経費 14,557,176

人件費 10,393,601

光熱水費 68,904

備品・消耗品費 140,898

事務所費 3,953,773

政治活動費 24,750,729

組織活動費 111,370

選挙関係費 852,593

機関紙誌の発行その他の事業費 5,435,414

機関紙誌の発行事業費 5,020,888

政治資金パーティー開催事業費 414,526

調査研究費 4,631,162

寄附・交付金 13,590,000

その他の経費 130,190

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

北海道農協政治連盟 500,000 北海道札幌市

岩手県農協政治連盟 1,000,000 岩手県盛岡市

宮城県農協政治連盟 1,000,000 宮城県仙台市

秋田県農協政治連盟 1,000,000 秋田県秋田市

山形県農協政治連盟 1,000,000 山形県山形市

福島県農業者政治連盟 1,000,000 福島県福島市

茨城県食と農と水政治 500,000 茨城県水戸市
連盟

栃木県興農政治連盟 1,000,000 栃木県宇都宮市

群馬県興農政治連盟 1,000,000 群馬県前橋市

埼玉県農協政治連盟 1,000,000 埼玉県さいたま市

千葉県農政推進連盟 1,000,000 千葉県千葉市

東京都農政推進連盟 1,000,000 立川市

神奈川県農政推進連盟 1,000,000 神奈川県横浜市

福井県農政連 1,000,000 福井県福井市

岐阜県農協農政連盟 1,000,000 岐阜県岐阜市

愛知県農政連盟 1,000,000 愛知県名古屋市

滋賀県農政連盟 500,000 滋賀県大津市

京都府農協政治連盟 2,000,000 京都府京都市

奈良県農協農政連盟 1,000,000 奈良県奈良市

愛媛県農政同志会 1,000,000 愛媛県松山市

熊本県農業者政治連盟 1,000,000 熊本県熊本市

宮崎県農民連盟 1,000,000 宮崎県宮崎市

鹿児島県農民政治連盟 1,000,000 鹿児島県鹿児島市

沖縄県農業政治連盟 500,000 沖縄県那覇市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全国農林漁業振興研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 1,721,256

前年繰越額 721,252

本年収入額 1,000,004

２ 支出総額 1,517,442

（翌年への繰越額） 203,814

３ 本年収入の内訳

その他の収入 1,000,004

１件 １０万円未満のもの 4

１件 １０万円以上のもの 1,000,000

貸付金返済 1,000,000

４ 支出の内訳
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経常経費 1,021,042

光熱水費 563,479

備品・消耗品費 239,387

事務所費 218,176

政治活動費 496,400

組織活動費 496,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全国福祉用具専門相談員連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全国旅館政治連盟東京支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 6,103,499

前年繰越額 4,374,460

本年収入額 1,729,039

２ 支出総額 1,983,872

（翌年への繰越額） 4,119,627

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,729,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,729,000

個人からの寄附 1,729,000

その他の収入 39

１件 １０万円未満のもの 39

４ 支出の内訳

経常経費 88,471

備品・消耗品費 51,417

事務所費 37,054

政治活動費 1,895,401

組織活動費 986,471

選挙関係費 908,930

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全都黎明

報告年月日 令和 ４年 ４月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 全日本不動産政治連盟東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 124,053,358

前年繰越額 82,902,898

本年収入額 41,150,460

２ 支出総額 48,173,157

（翌年への繰越額） 75,880,201

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,349,000
（１０，０５３人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 800,000
入

全日本不動産政治連盟 800,000

その他の収入 1,460

１件 １０万円未満のもの 1,460

４ 支出の内訳

経常経費 6,634,528

人件費 2,348,000

備品・消耗品費 793,205

事務所費 3,493,323

政治活動費 41,538,629

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 24,023,600
係る支出

組織活動費 9,464,865

選挙関係費 730,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,780,164

機関紙誌の発行事業費 1,620,164

宣伝事業費 160,000

寄附・交付金 29,563,600

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

38,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 そうだ次郎の会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 2,000
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前年繰越額 2,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 創風会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 247,800

前年繰越額 0

本年収入額 247,800

２ 支出総額 245,256

（翌年への繰越額） 2,544

３ 本年収入の内訳

その他の収入 247,800

１件 １０万円未満のもの 247,800

４ 支出の内訳

経常経費 77,682

備品・消耗品費 44,305

事務所費 33,377

政治活動費 167,574

組織活動費 48,220

調査研究費 9,354

その他の経費 110,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 相馬けんいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 253,522

前年繰越額 253,522

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 253,522

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 曽我周作後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 9,736

前年繰越額 9,736

本年収入額 0

２ 支出総額 8,635

（翌年への繰越額） 1,101

３ 支出の内訳

経常経費 2,695

備品・消耗品費 2,695

政治活動費 5,940

調査研究費 5,940

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 曽根はじめ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 153,443

前年繰越額 153,443

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 153,443

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 染谷まことと語る会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＳＯＲＡ「政策制度を実現する会」

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 68,000

前年繰越額 0

本年収入額 68,000

２ 支出総額 13,060

（翌年への繰越額） 54,940

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 68,000
（１８人）

４ 支出の内訳

経常経費 13,060

備品・消耗品費 3,060

事務所費 10,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 泰山会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 77,919

前年繰越額 77,919

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 77,919

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 台東Ｎ国

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 900,000

前年繰越額 0

本年収入額 900,000

２ 支出総額 900,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

政治団体からの寄附 900,000

４ 支出の内訳

政治活動費 900,000

組織活動費 900,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＮＨＫと裁判してる党 900,000 千葉県船橋市
弁護士法７２条違反で

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 台東教育ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ７月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 台東明正懇話会

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 350,000

前年繰越額 0

本年収入額 350,000

２ 支出総額 350,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 350,000

政党匿名分を除く寄附の額 350,000

個人からの寄附 350,000

４ 支出の内訳

政治活動費 350,000

寄附・交付金 350,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

澤 政利 190,000 台東区

松永 裕之 160,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかきゆうこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高木のぶあき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高木のぶあきと葛飾の未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高木ひでたか後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 3,002,328

前年繰越額 2,502,328

本年収入額 500,000
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２ 支出総額 187,620

（翌年への繰越額） 2,814,708

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

政治団体からの寄附 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 111,875

人件費 50,000

備品・消耗品費 61,875

政治活動費 75,745

調査研究費 75,745

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都江戸 500,000 江戸川区
川区第二十七支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかく則男励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 138,248

前年繰越額 0

本年収入額 138,248

２ 支出総額 138,248

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 138,248

政党匿名分を除く寄附の額 138,248

政治団体からの寄附 138,248

４ 支出の内訳

政治活動費 138,248

機関紙誌の発行その他の事業費 138,248

宣伝事業費 138,248

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党世田谷総支部 138,248 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高倉良生を励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 760,080

前年繰越額 0

本年収入額 760,080

２ 支出総額 760,080

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 760,080

政党匿名分を除く寄附の額 760,080

政治団体からの寄附 760,080

４ 支出の内訳

政治活動費 760,080

組織活動費 43,890

機関紙誌の発行その他の事業費 716,190

宣伝事業費 716,190

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党中野総支部 760,080 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高沢一基後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 314,564

前年繰越額 178,564

本年収入額 136,000

２ 支出総額 126,327

（翌年への繰越額） 188,237

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 136,000
（６７人）

４ 支出の内訳

経常経費 72,127

備品・消耗品費 18,017

事務所費 54,110

政治活動費 54,200
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組織活動費 54,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高沢一基を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 301,755

前年繰越額 1,755

本年収入額 300,000

２ 支出総額 284,234

（翌年への繰越額） 17,521

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 18,540

事務所費 18,540

政治活動費 265,694

組織活動費 161,064

機関紙誌の発行その他の事業費 104,630

機関紙誌の発行事業費 104,630

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

国民民主党東京都総支 300,000 千代田区
部連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 髙島なおき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 35,559,253

前年繰越額 192,688

本年収入額 35,366,565

２ 支出総額 34,611,304

（翌年への繰越額） 947,949

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 34,350,000

政党匿名分を除く寄附の額 34,350,000

政治団体からの寄附 34,350,000

その他の収入 1,016,565

１件 １０万円未満のもの 152,568

１件 １０万円以上のもの 863,997

金銭以外のものによる寄附相当分 863,997

４ 支出の内訳

経常経費 26,443,352

人件費 8,764,927

光熱水費 716,081

備品・消耗品費 9,503,152

事務所費 7,459,192

政治活動費 8,167,952

組織活動費 7,151,387

選挙関係費 1,016,565

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 34,350,000 足立区
区第３支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たかじょう訓子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高椙健一後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 100,298

前年繰越額 100,298

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,298

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高椙健一友の会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 高瀬三徳後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高野のりお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,184,126

前年繰越額 1,184,126

本年収入額 0

２ 支出総額 165,144

（翌年への繰越額） 1,018,982

３ 支出の内訳

政治活動費 165,144

組織活動費 85,144

寄附・交付金 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋あきひこ励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋かずちかを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋邦男後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 35,200

前年繰越額 0

本年収入額 35,200

２ 支出総額 35,200

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 35,200

政党匿名分を除く寄附の額 35,200

個人からの寄附 35,200

４ 支出の内訳

経常経費 35,200

備品・消耗品費 21,700

事務所費 13,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋元気後援会 Ｃｉｒｃｌｅ ｏｆ Ｃｈｕｏ
－Ｃｉｔｙ

報告年月日 令和 ４年 ７月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋ちあき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高橋のぶあき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 24,388

前年繰越額 24,388

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,388

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高原幸雄後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 295,761

前年繰越額 10,761

本年収入額 285,000

２ 支出総額 281,280

（翌年への繰越額） 14,481

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 285,000
（４７５人）

４ 支出の内訳

経常経費 259,280
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光熱水費 47,880

備品・消耗品費 10,520

事務所費 200,880

政治活動費 22,000

組織活動費 22,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高松さとし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 2,943,292

前年繰越額 2,893,293

本年収入額 49,999

２ 支出総額 1,252,285

（翌年への繰越額） 1,691,007

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 49,999

政党匿名分を除く寄附の額 49,999

個人からの寄附 49,999

４ 支出の内訳

経常経費 913,529

人件費 180,000

備品・消耗品費 733,529

政治活動費 338,756

組織活動費 338,756

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高森きみこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 髙柳きみよ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高柳東彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高山かずひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 高山のぶゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,280,000

前年繰越額 1,280,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,280,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たがやせ世田谷区民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 59,009

前年繰越額 59,009

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 59,009

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 滝沢会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たきざわ正宜後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 滝沢やすこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
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円
１ 収入総額 408,394

前年繰越額 408,391

本年収入額 3

２ 支出総額 6,930

（翌年への繰越額） 401,464

３ 本年収入の内訳

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 5,890

光熱水費 2,280

備品・消耗品費 3,610

政治活動費 1,040

組織活動費 1,040

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 拓育会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田口かずひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,370

前年繰越額 1,370

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,370

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田口はるよし後援会連合会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹井ようこ・小平の未来づくりネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,995,544

前年繰越額 75,544

本年収入額 1,920,000

２ 支出総額 925,000

（翌年への繰越額） 1,070,544

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,920,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,920,000

個人からの寄附 120,000

政治団体からの寄附 1,800,000

４ 支出の内訳

経常経費 880,000

光熱水費 70,000

備品・消耗品費 30,000

事務所費 780,000

政治活動費 45,000

機関紙誌の発行その他の事業費 45,000

機関紙誌の発行事業費 45,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

アピール２１ 1,800,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹内愛後援会（たいら会）

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 281,389

前年繰越額 13,158

本年収入額 268,231

２ 支出総額 269,915

（翌年への繰越額） 11,474

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 268,231

政党匿名分を除く寄附の額 268,231

個人からの寄附 268,231

４ 支出の内訳

経常経費 269,915

備品・消耗品費 8,340
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事務所費 261,575

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たけうちゆきみをかこむ会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹馬会

報告年月日 令和 ４年 ７月１１日
円

１ 収入総額 122,808

前年繰越額 122,808

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 122,808

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武田あやな後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武田なおたけ中央後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 373,205

前年繰越額 373,205

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 373,205

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹田ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 280,000

前年繰越額 280,000

本年収入額 0

２ 支出総額 280,000

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

政治活動費 280,000

組織活動費 280,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武田まさひと後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武見敬三を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 竹本としあき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田代さとしを育てる会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田代ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田島けんじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 3,567,640

前年繰越額 1,117,640

本年収入額 2,450,000

２ 支出総額 3,184,548

（翌年への繰越額） 383,092

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 2,450,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,450,000

政治団体からの寄附 2,450,000

４ 支出の内訳

経常経費 896,902

人件費 20,000

光熱水費 42,461

備品・消耗品費 514,893

事務所費 319,548

政治活動費 2,287,646

組織活動費 1,920,432

調査研究費 362,214

寄附・交付金 5,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都目黒 2,450,000 目黒区
区第三十五支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多世代の声をカタチへ

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 370,000

前年繰越額 0

本年収入額 370,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 370,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 370,000

政党匿名分を除く寄附の額 370,000

個人からの寄附 370,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たぞえ麻友と目黒区の未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ただ太郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立川子育てはなまるアクション

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立川・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 2,586,443

前年繰越額 2,398,355

本年収入額 188,088

２ 支出総額 1,602,249

（翌年への繰越額） 984,194

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 40,000
（２０人）

寄附の総額 112,241

政党匿名分を除く寄附の額 112,241

個人からの寄附 112,241

機関紙誌の発行その他の事業による収入 23,000

機関紙「生活者通信」購読科 23,000

その他の収入 12,847

１件 １０万円未満のもの 12,847

４ 支出の内訳

経常経費 1,187,978

人件費 621,000

光熱水費 3,024

備品・消耗品費 144,537

事務所費 419,417

政治活動費 414,271

組織活動費 26,961

機関紙誌の発行その他の事業費 349,633

機関紙誌の発行事業費 349,633

調査研究費 21,677
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寄附・交付金 16,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中一 後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中俊介後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 19,424

前年繰越額 19,424

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 19,424

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中寿一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 506,453

前年繰越額 506,453

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 506,453

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中のりあき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中秀勝後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中将介後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 702,752

前年繰越額 702,752

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 702,752

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中優子と区政を考える会

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 338,167

前年繰越額 286,167

本年収入額 52,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 338,167

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 52,000

政党匿名分を除く寄附の額 52,000

個人からの寄附 52,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中ゆうたろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 407,768

前年繰越額 207,768

本年収入額 200,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 407,768

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中よしゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田中良を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
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円
１ 収入総額 2,966,440

前年繰越額 1,466,427

本年収入額 1,500,013

２ 支出総額 1,423,589

（翌年への繰越額） 1,542,851

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

政治団体からの寄附 1,500,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 410,854

光熱水費 12,049

備品・消耗品費 58,089

事務所費 340,716

政治活動費 1,012,735

組織活動費 952,766

調査研究費 59,969

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京良友会 1,500,000 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 谷和彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 2,480,000

前年繰越額 2,180,000

本年収入額 300,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,480,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党日野総支部 200,000 日野市

自由民主党東京都日野 100,000 日野市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 種村きよたか後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 たばたあずみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日

円
１ 収入総額 13,065

前年繰越額 13,065

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,065

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩稲城維新の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩・稲城から都政改革をすすめる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 402,093

前年繰越額 402,093

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 402,093

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玉川英俊を励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 513,480

前年繰越額 0

本年収入額 513,480
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２ 支出総額 513,480

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 513,480

政党匿名分を除く寄附の額 513,480

政治団体からの寄附 513,480

４ 支出の内訳

政治活動費 513,480

機関紙誌の発行その他の事業費 513,480

宣伝事業費 513,480

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党大田総支部 513,480 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玉木まことのつなぐ港区民の会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 15,216

前年繰越額 15,216

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 15,216

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 11,692,514

前年繰越額 5,945,597

本年収入額 5,746,917

２ 支出総額 4,850,762

（翌年への繰越額） 6,841,752

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 104,848
（３３人）

寄附の総額 5,633,589

政党匿名分を除く寄附の額 5,633,589

個人からの寄附 153,589

政治団体からの寄附 5,480,000

その他の収入 8,480

１件 １０万円未満のもの 8,480

４ 支出の内訳

経常経費 3,630,416

人件費 1,560,000

光熱水費 85,047

備品・消耗品費 164,248

事務所費 1,821,121

政治活動費 1,220,346

組織活動費 98,341

機関紙誌の発行その他の事業費 1,010,805

機関紙誌の発行事業費 959,985

宣伝事業費 50,820

調査研究費 67,200

寄附・交付金 44,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

岩崎みなこと生き活き 2,820,000 多摩市
会議

岸田めぐみと生き活き 2,660,000 多摩市
会議

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

1,440,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩政治政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 8,296,668

前年繰越額 7,298,108

本年収入額 998,560

２ 支出総額 1,816,866

（翌年への繰越額） 6,479,802

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 598,500
（８７８人）

寄附の総額 400,000
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政党匿名分を除く寄附の額 400,000

政治団体からの寄附 400,000

その他の収入 60

１件 １０万円未満のもの 60

４ 支出の内訳

経常経費 15,385

備品・消耗品費 15,135

事務所費 250

政治活動費 1,801,481

組織活動費 271,481

選挙関係費 30,000

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京電力労働組合政治 400,000 港区
連盟東京都支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 14,605

前年繰越額 14,605

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 14,605

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 多摩の未来をつなぐ会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 太友会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 10,149,516

前年繰越額 9,289,436

本年収入額 860,080

２ 支出総額 4,833,405

（翌年への繰越額） 5,316,111

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 860,000

フォーラム 860,000

その他の収入 80

１件 １０万円未満のもの 80

４ 支出の内訳

経常経費 89,926

備品・消耗品費 37,510

事務所費 52,416

政治活動費 4,743,479

組織活動費 222,259

機関紙誌の発行その他の事業費 1,520,450

その他の事業費 1,520,450

寄附・交付金 3,000,770

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 田湯久貴後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 191,365

前年繰越額 26,515

本年収入額 164,850

２ 支出総額 154,345

（翌年への繰越額） 37,020

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 164,850
（４７１人）

４ 支出の内訳

経常経費 123,245

光熱水費 50,580

備品・消耗品費 7,865

事務所費 64,800

政治活動費 31,100

組織活動費 31,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大黒会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 91,684
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前年繰越額 91,684

本年収入額 0

２ 支出総額 1,958

（翌年への繰越額） 89,726

３ 支出の内訳

経常経費 558

備品・消耗品費 558

政治活動費 1,400

組織活動費 1,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大翔会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 227,050

前年繰越額 227,050

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 227,050

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大地と命を守る会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 大門さちえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 33,571

前年繰越額 33,571

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,571

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 脱ムダ！武蔵野

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 誰もが暮らしやすいまちをつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 誰もが主役のまちを創る会

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 男爵同志会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チームいたばし

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 107,000

前年繰越額 107,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 107,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チーム中央区子育て世代の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チーム町田みらい

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,050,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,050,000

２ 支出総額 1,020,734

（翌年への繰越額） 29,266

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 1,050,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,050,000

個人からの寄附 1,050,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,020,734

組織活動費 1,020,734

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥澤 高広 1,050,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域活性化研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 172,534,269

前年繰越額 143,612,199

本年収入額 28,922,070

２ 支出総額 3,565,092

（翌年への繰越額） 168,969,177

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000,000

政治団体からの寄附 10,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 18,920,000

政経セミナー（計２回） 5,720,000

情報通信懇話会（計４回） 5,440,000

地域活性化研究会モーニングセミナー 7,760,000

その他の収入 2,070

１件 １０万円未満のもの 2,070

４ 支出の内訳

経常経費 507,046

人件費 500,000

事務所費 7,046

政治活動費 3,058,046

組織活動費 908,551

機関紙誌の発行その他の事業費 1,649,495

政治資金パーティー開催事業費 1,649,495

寄附・交付金 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本維新の会参議院比 10,000,000 岡山県岡山市
例区第１支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域振興研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 14,871,381

前年繰越額 6,611,381

本年収入額 8,260,000

２ 支出総額 5,954,591

（翌年への繰越額） 8,916,790

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 8,260,000

地域振興を考える勉強会（計２回） 8,260,000

４ 支出の内訳

経常経費 675,105

備品・消耗品費 675,105

政治活動費 5,279,486

組織活動費 3,950,446

機関紙誌の発行その他の事業費 1,329,040

政治資金パーティー開催事業費 1,329,040

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域政党・正成

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 718,628

前年繰越額 268,628

本年収入額 450,000

２ 支出総額 239,460

（翌年への繰越額） 479,168

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 450,000

政党匿名分を除く寄附の額 450,000

個人からの寄附 450,000

４ 支出の内訳
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政治活動費 239,460

組織活動費 239,460

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

篠原 常一郎 450,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地域の未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ちいさき声をすくいあげる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 37,483

前年繰越額 5,483

本年収入額 32,000

２ 支出総額 17,940

（翌年への繰越額） 19,543

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 32,000

政党匿名分を除く寄附の額 32,000

政治団体からの寄附 32,000

４ 支出の内訳

政治活動費 17,940

組織活動費 17,940

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 小さな声を聞く狛江

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 24,734

前年繰越額 5,734

本年収入額 19,000

２ 支出総額 21,000

（翌年への繰越額） 3,734

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 19,000
（１９人）

４ 支出の内訳

政治活動費 21,000

調査研究費 21,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チェンジいたばし・区民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 40,113

前年繰越額 40,113

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 40,113

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チェンジ東京！小金井の会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 7,662,575

前年繰越額 600,584

本年収入額 7,061,991

２ 支出総額 7,495,877

（翌年への繰越額） 166,698

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 114,000
（５７人）

寄附の総額 4,087,171

政党匿名分を除く寄附の額 4,087,171

個人からの寄附 3,622,171

政治団体からの寄附 465,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 21,000

緊急企画「ミャンマーでの弾圧と人々」 3,100

子育てイベント 14,000

都政カフェ「ジェンダー平等な都政へ」 3,900

借入金 2,500,000

漢人 明子 2,000,000

陣内 直行 500,000

その他の収入 339,820

１件 １０万円未満のもの 160,790

１件 １０万円以上のもの 179,030

「水漏れ・漏電」よる被害対応について 179,030
の費用
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４ 支出の内訳

経常経費 3,832,830

人件費 619,725

光熱水費 29,639

備品・消耗品費 179,126

事務所費 3,004,340

政治活動費 3,663,047

組織活動費 306,330

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,356,717

機関紙誌の発行事業費 1,216,664

宣伝事業費 976,926

その他の事業費 163,127

その他の経費 500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

漢人 明子 801,531 小金井市

丹羽 雅代 60,000 国分寺市

坂田 光永 78,000 広島県福山市

川本 稔 150,000 杉並区

古野 恭代 100,000 神奈川県横浜市

漢人 幸夫 100,000 東大和市

高橋 小百合 62,500 小平市

春原 勝弘 140,000 小金井市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

漢人あきこと自治する 400,000 小金井市
会

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

漢人 明子 1,500,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 チェンジ東京！練馬から

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 12,986,820

前年繰越額 0

本年収入額 12,986,820

２ 支出総額 12,900,481

（翌年への繰越額） 86,339

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,808,510

政党匿名分を除く寄附の額 12,808,510

個人からの寄附 8,808,510

政治団体からの寄附 4,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 61,500

中村哲さんの遺志をつないで 61,500

その他の収入 116,810

１件 １０万円未満のもの 116,810

４ 支出の内訳

経常経費 4,150,724

人件費 1,345,700

光熱水費 65,681

備品・消耗品費 666,592

事務所費 2,072,751

政治活動費 8,749,757

組織活動費 974,962

選挙関係費 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業費 6,763,975

宣伝事業費 6,738,675

その他の事業費 25,300

調査研究費 10,820

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

神山 泉 210,000 練馬区

馬場 伸一 51,000 練馬区

岡部 俊胤 100,000 千代田区

鈴木 幸枝 100,000 愛知県名古屋市

西村 有史 100,000 福岡県行橋市

阿部 謙 210,000 練馬区

菊地 麻貴子 130,000 練馬区

護守 庸子 100,000 練馬区
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竹内 尚代 110,000 練馬区

中森 寿美江 60,000 練馬区

宮田 信之 100,000 茨城県筑西市

松本 文六 300,000 大分県大分市

斎藤 竜太 100,000 神奈川県大和市

池尻 成二 1,500,000 練馬区

山本 稔 60,000 練馬区

岩田 紀子 350,000 練馬区

半田 みさを 100,000 練馬区

遠藤 頼子 300,000 練馬区

大島 いずみ 60,000 練馬区

阿部 啓次郎 100,000 千葉県八千代市

神山 光子 100,000 練馬区

中村 由美 100,000 練馬区

池尻 祐子 100,000 練馬区

池尻 燈 100,000 愛知県名古屋市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

いけさんと市民の声を 4,000,000 練馬区
つなぐ会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地下鉄８号線を実現する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ちから塾

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 38,090

前年繰越額 38,090

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 38,090

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地球千年平和党

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地方自治政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ７月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 地方創生懇話会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 280

前年繰越額 280

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ちゃんと変えよう！東村山

報告年月日 令和 ４年 ６月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央区議会無所属

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 80,888

前年繰越額 10,888

本年収入額 70,000

２ 支出総額 65,500

（翌年への繰越額） 15,388

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 70,000

政党匿名分を除く寄附の額 70,000

個人からの寄附 70,000

４ 支出の内訳
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経常経費 2,700

備品・消耗品費 2,700

政治活動費 62,800

組織活動費 62,800

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央区のために行動する会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央シティフォーラム２１

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央政経研究会

報告年月日 令和 ４年 ４月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中央百人会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 126,007

前年繰越額 46,007

本年収入額 80,000

２ 支出総額 91,150

（翌年への繰越額） 34,857

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 80,000

政党匿名分を除く寄附の額 80,000

個人からの寄附 80,000

４ 支出の内訳

政治活動費 91,150

組織活動費 91,150

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

濱 国光 80,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 駐輪場を整備する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 調布・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 15,484,520

前年繰越額 11,277,216

本年収入額 4,207,304

２ 支出総額 3,668,114

（翌年への繰越額） 11,816,406

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 100,000
（２５人）

寄附の総額 4,107,218

政党匿名分を除く寄附の額 4,107,218

個人からの寄附 225,900

政治団体からの寄附 3,881,318

その他の収入 86

１件 １０万円未満のもの 86

４ 支出の内訳

経常経費 2,045,801

人件費 1,176,000

光熱水費 24,000

備品・消耗品費 245,617

事務所費 600,184

政治活動費 1,622,313

組織活動費 189,780

機関紙誌の発行その他の事業費 944,523

機関紙誌の発行事業費 871,339

宣伝事業費 73,184

調査研究費 462,010

寄附・交付金 26,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

木下やすことたんぽぽ 3,881,318 調布市
会議

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 調布の街づくり

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 直伸会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,909,500

前年繰越額 909,500

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 937,684

（翌年への繰越額） 971,816

３ 本年収入の内訳

借入金 1,000,000

自由民主党東京都足立区第３支部 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 937,684

機関紙誌の発行その他の事業費 937,684

政治資金パーティー開催事業費 862,084

その他の事業費 75,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 千代田を良くする女性勝手連

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 塚田ひでのぶを育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 津上ひとし励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 月島シンクタンク

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つくる。新時代 立川！の会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日

円
１ 収入総額 20,000

前年繰越額 0

本年収入額 20,000

２ 支出総額 18,000

（翌年への繰越額） 2,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

政治団体からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 6,000

事務所費 6,000

政治活動費 12,000

組織活動費 12,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つじ誠心後援会 誠心会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 辻よし子と歩む会

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 1,934,297

前年繰越額 220,297
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本年収入額 1,714,000

２ 支出総額 1,820,235

（翌年への繰越額） 114,062

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 36,000
（３６人）

寄附の総額 1,678,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,678,000

個人からの寄附 1,678,000

４ 支出の内訳

経常経費 65,729

備品・消耗品費 65,729

政治活動費 1,754,506

組織活動費 42,880

選挙関係費 500,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,211,626

機関紙誌の発行事業費 901,654

宣伝事業費 309,972

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

辻 淑子 980,000 あきる野市

森田 武 100,000 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土田まさいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 67,660

前年繰越額 67,660

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 67,660

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋のりこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土屋ゆう子を応援する会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 10,097,983

前年繰越額 0

本年収入額 10,097,983

２ 支出総額 6,848,191

（翌年への繰越額） 3,249,792

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,025,625

政党匿名分を除く寄附の額 10,025,625

個人からの寄附 4,317,670

政治団体からの寄附 5,707,955

その他の収入 72,358

１件 １０万円未満のもの 72,358

４ 支出の内訳

経常経費 1,414,151

備品・消耗品費 619,531

事務所費 794,620

政治活動費 5,434,040

組織活動費 545,777

選挙関係費 1,360,328

機関紙誌の発行その他の事業費 3,517,935

機関紙誌の発行事業費 3,092,925

宣伝事業費 425,010

寄附・交付金 10,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

榎本 重夫 200,000 武蔵野市

阿部 明義 150,000 羽村市

住田 正則 100,000 武蔵野市

佐藤 雅子 100,000 世田谷区

田中 秀篤 100,000 武蔵野市

美濃部 源夫 300,000 武蔵野市

三宅 哲夫 100,000 武蔵野市

田代 宏 100,000 小金井市
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（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都武蔵 5,707,955 武蔵野市
野市第四支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つつい孝敏後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月２９日
円

１ 収入総額 9,003

前年繰越額 9,003

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,003

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 筒井たかひさ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 192

前年繰越額 192

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 192

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つながる・つなげる狛江の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 51,496

前年繰越額 41,496

本年収入額 10,000

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 21,496

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,000
（１人）

寄附の総額 9,000

政党匿名分を除く寄附の額 9,000

個人からの寄附 9,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,000

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ツナガルむさしの

報告年月日 令和 ４年 ９月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つなぐプロジェクト台東

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 椿くにじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鶴川地域の声を市政に届ける。

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 つるみけんご後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 119,014

前年繰越額 49,014

本年収入額 70,000

２ 支出総額 40,784

（翌年への繰越額） 78,230

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 70,000

政党匿名分を除く寄附の額 70,000

個人からの寄附 70,000

４ 支出の内訳

経常経費 33,000

人件費 33,000

政治活動費 7,784

組織活動費 7,784

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 ＴＫＣ城北東京政経研究会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 4,816,875

前年繰越額 2,040,875

本年収入額 2,776,000

２ 支出総額 2,818,691

（翌年への繰越額） 1,998,184

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,776,000
（２５５人）

４ 支出の内訳

経常経費 805,805

人件費 600,000

事務所費 205,805

政治活動費 2,012,886

組織活動費 462,886

選挙関係費 200,000

寄附・交付金 1,350,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＴＫＣ東京中央政経研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 25,642,696

前年繰越額 20,674,008

本年収入額 4,968,688

２ 支出総額 6,013,010

（翌年への繰越額） 19,629,686

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,968,500
（５４０人）

その他の収入 188

１件 １０万円未満のもの 188

４ 支出の内訳

経常経費 858,515

人件費 360,000

事務所費 498,515

政治活動費 5,154,495

組織活動費 1,128,495

選挙関係費 400,000

寄附・交付金 3,626,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＴＫＣ東京都心政経研究会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 15,365,009

前年繰越額 10,609,924

本年収入額 4,755,085

２ 支出総額 4,252,422

（翌年への繰越額） 11,112,587

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,743,000
（４１５人）

その他の収入 12,085

１件 １０万円未満のもの 12,085

４ 支出の内訳

経常経費 854,733

人件費 480,000

事務所費 374,733

政治活動費 3,397,689

組織活動費 551,689

選挙関係費 800,000

寄附・交付金 2,046,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＴＫＣ東・東京政経研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 8,481,140

前年繰越額 5,128,092

本年収入額 3,353,048

２ 支出総額 2,955,630

（翌年への繰越額） 5,525,510

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,353,000
（３２４人）

その他の収入 48

１件 １０万円未満のもの 48

４ 支出の内訳

経常経費 650,224

人件費 578,000

866 ページ



事務所費 72,224

政治活動費 2,305,406

組織活動費 349,939

選挙関係費 305,467

寄附・交付金 1,650,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＴＫＣ平澤勝栄後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 手塚いづみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 寺内だい作後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 寺小舎

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 0

本年収入額 30,000

２ 支出総額 30,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,000

組織活動費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 寺島かずなり後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 13,890

前年繰越額 13,890

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,890

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 デジタル社会推進政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 17,166,473

前年繰越額 166,441

本年収入額 17,000,032

２ 支出総額 15,960,246

（翌年への繰越額） 1,206,227

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 7,070,000
（５５人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 9,930,000

７月パーティー 5,390,000

９月パーティー 2,100,000

１２月パーティー 2,440,000

その他の収入 32

１件 １０万円未満のもの 32

４ 支出の内訳

経常経費 1,430,541

備品・消耗品費 42,561

事務所費 1,387,980

政治活動費 14,529,705

組織活動費 11,710,400

機関紙誌の発行その他の事業費 1,318,315

機関紙誌の発行事業費 20,010

宣伝事業費 11,270

政治資金パーティー開催事業費 1,287,035

寄附・交付金 1,500,990

５ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）
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７月パーティー

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

㈱Ｙメディカル 460,000 渋谷区

㈱ポリフレクト 300,000 渋谷区

600,000 千代田区

1,500,000 新宿区

300,000 品川区

1,400,000 新宿区

紀尾井町戦略研究所㈱

㈱豆蔵Ｋ２ＴＯＰホー
ルディングス

㈱ＤＹＭ

㈱オービックビジネス
コンサルタント

（名称）

９月パーティー

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

㈱豆蔵Ｋ２ＴＯＰホー 1,000,000 新宿区

ルディングス

（名称）

１２月パーティー

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

紀尾井町戦略研究所㈱ 300,000 千代田区

㈱豆蔵Ｋ２ＴＯＰホー 1,000,000 新宿区
ルディングス

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 電機連合東京地協政治活動委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,195,852

前年繰越額 595,846

本年収入額 600,006

２ 支出総額 138,388

（翌年への繰越額） 1,057,464

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

政治団体からの寄附 600,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 38,388

事務所費 38,388

政治活動費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 100,000

宣伝事業費 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

連合東京・地域政策を 500,000 港区
実現する会

電機連合政治活動委員 100,000 港区
会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 伝統と創造の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 183,355

前年繰越額 183,355

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 183,355

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京明るい明日をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 4,461,570

前年繰越額 2,911,541

本年収入額 1,550,029

２ 支出総額 1,213,162

（翌年への繰越額） 3,248,408

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 800,000
（３３９人）

寄附の総額 750,000

政党匿名分を除く寄附の額 750,000

政治団体からの寄附 750,000

その他の収入 29

１件 １０万円未満のもの 29

４ 支出の内訳
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経常経費 68,690

備品・消耗品費 3,690

事務所費 65,000

政治活動費 1,144,472

組織活動費 344,472

選挙関係費 500,000

寄附・交付金 300,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

連合東京・地域政策を 750,000 港区
実現する会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京あさぎり会

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 125,374

前年繰越額 125,374

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 125,374

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京観友会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京行政書士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 108,397,704

前年繰越額 40,368,204

本年収入額 68,029,500

２ 支出総額 54,840,945

（翌年への繰越額） 53,556,759

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 68,029,500
（５，６７３人）

４ 支出の内訳

経常経費 7,562,037

人件費 4,716,867

備品・消耗品費 922,327

事務所費 1,922,843

政治活動費 47,278,908

組織活動費 27,715,354

選挙関係費 1,649,000

機関紙誌の発行その他の事業費 4,780,445

機関紙誌の発行事業費 4,038,740

宣伝事業費 110,000

その他の事業費 631,705

調査研究費 74,509

寄附・交付金 13,059,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京経済振興会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 20,392

前年繰越額 20,392

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 20,392

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京交通懇話会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,343,460

前年繰越額 1,083,450

本年収入額 260,010

２ 支出総額 346,108

（翌年への繰越額） 997,352

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 260,000
（２６人）

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

政治活動費 346,108

組織活動費 346,108

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 東京公友会（伊藤 公介）

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 7,628

前年繰越額 7,628

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,628

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

伊藤 公介 26,190,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京公友会（前島 信次郎）

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,837,079

前年繰越額 3,632,876

本年収入額 2,204,203

２ 支出総額 1,723,340

（翌年への繰越額） 4,113,739

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 954,180

政党匿名分を除く寄附の額 954,180

政治団体からの寄附 954,180

機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,250,000

東京公友会政経懇話会 1,250,000

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 911,781

備品・消耗品費 534,103

事務所費 377,678

政治活動費 811,559

組織活動費 502,074

機関紙誌の発行その他の事業費 108,130

政治資金パーティー開催事業費 108,130

調査研究費 201,355

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党東京都本部 954,180 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京小売酒販組合政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,616,943

前年繰越額 2,578,119

本年収入額 1,038,824

２ 支出総額 1,116,662

（翌年への繰越額） 2,500,281

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 902,000
（９０２人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 136,800
入

全国小売酒販政治連盟 136,800

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 89,462

事務所費 89,462

政治活動費 1,027,200

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 684,000
係る支出

組織活動費 154,000

選挙関係費 170,000

調査研究費 19,200

寄附・交付金 684,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京弘和会

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京虎山会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
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円
１ 収入総額 86,724,706

前年繰越額 86,520,016

本年収入額 204,690

２ 支出総額 75,024

（翌年への繰越額） 86,649,682

３ 本年収入の内訳

その他の収入 204,690

１件 １０万円未満のもの 204,690

４ 支出の内訳

政治活動費 75,024

組織活動費 75,024

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京佐藤のぶあき友の会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 187,555

前年繰越額 187,555

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 187,555

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京司法書士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 30,858,030

前年繰越額 13,519,424

本年収入額 17,338,606

２ 支出総額 22,953,141

（翌年への繰越額） 7,904,889

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,791,504
（１，１７５人）

寄附の総額 12,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,000

個人からの寄附 2,000

政治団体からの寄附 10,000

その他の収入 3,535,102

１件 １０万円未満のもの 102

１件 １０万円以上のもの 3,535,000

業務委託費 3,285,000

会報年間広告掲載料 250,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,051,558

備品・消耗品費 43,032

事務所費 2,008,526

政治活動費 20,901,583

組織活動費 7,842,287

選挙関係費 361,902

機関紙誌の発行その他の事業費 1,674,750

機関紙誌の発行事業費 1,623,050

宣伝事業費 51,700

調査研究費 22,644

寄附・交付金 11,000,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

2,203,924

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京商工連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 53,818,614

前年繰越額 22,511,491

本年収入額 31,307,123

２ 支出総額 24,529,352

（翌年への繰越額） 29,289,262

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 13,595,000
（２，０８６人）

寄附の総額 10,220,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,220,000

政治団体からの寄附 10,220,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,380,000

機関紙「東京商工連盟ニュース第１８号」 2,250,000
増刷号

機関紙「東京商工連盟ニュース第１９号」 3,680,000

機関紙「東京商工連盟ニュース第２０号」 1,450,000

その他の収入 112,123
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１件 １０万円未満のもの 112,123

４ 支出の内訳

経常経費 10,720,395

人件費 4,890,538

光熱水費 173,395

備品・消耗品費 962,102

事務所費 4,694,360

政治活動費 13,808,957

組織活動費 5,797,938

選挙関係費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 1,358,033

機関紙誌の発行事業費 1,358,033

調査研究費 143,730

寄附・交付金 6,309,256

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本商工連盟 10,220,000 中央区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京小児医療政策懇話会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 126,410

前年繰越額 126,410

本年収入額 0

２ 支出総額 550

（翌年への繰越額） 125,860

３ 支出の内訳

経常経費 550

備品・消耗品費 550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京食品政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 321,583

前年繰越額 241,582

本年収入額 80,001

２ 支出総額 65,100

（翌年への繰越額） 256,483

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 80,000

政党匿名分を除く寄附の額 80,000

個人からの寄附 80,000

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 65,100

組織活動費 5,200

選挙関係費 9,900

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京諸島議員研究会三宅会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 4,598,716

前年繰越額 3,780,684

本年収入額 818,032

２ 支出総額 653,556

（翌年への繰越額） 3,945,160

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 818,000
（８８人）

その他の収入 32

１件 １０万円未満のもの 32

４ 支出の内訳

経常経費 2,052

備品・消耗品費 2,052

政治活動費 651,504

組織活動費 651,504

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京自治フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 2,296,026

前年繰越額 1,126,019

本年収入額 1,170,007

２ 支出総額 2,289,103
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（翌年への繰越額） 6,923

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 1,170,000

東京自治フォーラム２０２０年政治セミナ 1,170,000
ー

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 2,511

備品・消耗品費 2,511

政治活動費 2,286,592

組織活動費 1,374,420

選挙関係費 380,000

機関紙誌の発行その他の事業費 12,172

政治資金パーティー開催事業費 12,172

寄附・交付金 520,000

５ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

東京自治フォーラム２０２０年政治セミナー

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

全日本自治団体労働組 1,100,000 千代田区
合

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京情報通信懇話会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 10,717,511

前年繰越額 7,727,127

本年収入額 2,990,384

２ 支出総額 3,205,692

（翌年への繰越額） 7,511,819

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,990,329
（８８３人）

その他の収入 55

１件 １０万円未満のもの 55

４ 支出の内訳

経常経費 2,420,254

人件費 1,173,258

光熱水費 17,614

備品・消耗品費 134,023

事務所費 1,095,359

政治活動費 785,438

組織活動費 588,658

機関紙誌の発行その他の事業費 196,780

機関紙誌の発行事業費 196,780

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 130,647,007

前年繰越額 80,647,323

本年収入額 49,999,684

２ 支出総額 74,081,363

（翌年への繰越額） 56,565,644

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 914,000
（９１４人）

寄附の総額 44,146,551

政党匿名分を除く寄附の額 44,146,551

個人からの寄附 3,846,872

政治団体からの寄附 40,299,679

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,588,206

機関紙「生活者通信」 2,478,630

機関紙「生活者通信」増刷 56,350

資材等 53,226

その他の収入 2,350,927

１件 １０万円未満のもの 1,650,927

１件 １０万円以上のもの 700,000

貸付返済金 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 39,873,256

人件費 26,501,601

光熱水費 813,960

備品・消耗品費 1,786,392

事務所費 10,771,303
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政治活動費 34,208,107

組織活動費 2,344,615

選挙関係費 3,351,232

機関紙誌の発行その他の事業費 10,821,073

機関紙誌の発行事業費 2,525,800

宣伝事業費 7,607,668

その他の事業費 687,605

調査研究費 955,671

寄附・交付金 15,945,516

その他の経費 790,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石川 紀 840,000 小平市

樋口 蓉子 900,000 杉並区

大西 由紀子 1,200,000 国立市

森川 礼子 800,000 世田谷区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

まつざき淑子とまちづ 470,000 狛江市
くりの会

木下やすことたんぽぽ 630,000 調布市
会議

白井なおこと町を作る 600,000 日野市
会

奥村さち子と街づくり 900,000 府中市
の会

西のなお美と街づくり 930,000 府中市
の会

さとう悦子とはつらつ 810,000 小平市
市民の会

花咲くまちづくりとま 730,000 小平市
うの会

山﨑とも子と未来につ 800,000 小平市
なぐ会

千葉さきえと生き活き 1,380,000 江東区
ネット

篠原ゆかとポップコー 800,000 昭島市
ンくらぶ

林まい子とわくわく会 680,000 昭島市
議

岩永やす代と虹色なか 1,595,000 国分寺市
ま

高瀬かおるとわくわく 600,000 国分寺市
ハーモニー

岩崎みなこと生き活き 710,000 多摩市
会議

岸田めぐみと生き活き 660,000 多摩市
会議

きだあやとはつらつ会 950,000 八王子市
議

前田よし子とはつらつ 1,020,000 八王子市
会議

かとう涼子とまちづく 660,000 西東京市
り広場

後藤ゆう子とおひさま 750,000 西東京市
会議

西園寺みきことまんま 520,000 武蔵野市
る市民会議

小西みかと花みずきの 604,000 清瀬市
会

白石えつ子とはじめの 464,000 東村山市
一歩

田中さやかと子どもの 1,410,000 品川区
未来を育む会

吉田ゆみことまちの未 1,480,000 品川区
来をつくる会

こはまかおるとそらい 500,000 国立市
ろノート

伊藤ひとみと碧い地球 1,290,000 江戸川区
を守る会

本西みつえと豊かな未 1,280,000 江戸川区
来をつくる会

きみと歩こう！きみが 1,350,000 練馬区
き圭子の会

やない克子とピースフ 1,330,000 練馬区
ルねりま

じつかわ圭子と東大和 454,000 東大和市
の未来をつくる会

村上洋子とまちづくり 460,000 稲城市
の会

山内れい子とひまわり 1,080,000 国立市
会議

綿の実の会 680,000 町田市

奥田雅子とポレポレ倶 1,370,000 杉並区
楽部

曽根文子と手をつなご 1,500,000 杉並区
う市民の会

金井えり子と子どもの 1,420,000 世田谷区
笑顔をつくる会

高岡じゅん子と歩む会 1,660,000 世田谷区
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田中みち子と笑顔を贈 1,330,000 世田谷区
る会

三原智子とあおぞら会 410,000 福生市
議

安田けいこと生き活き 415,000 小金井市
ねっと

きたざわ潤子と子ども 660,000 大田区
の未来をひらく会

田頭ゆう子と子育ちを 95,000 小金井市
応援する会

沼田たか子とひまわり 140,000 葛飾区
の会

小坂まさ代とミモザの 295,000 国分寺市
会

八王子・生活者ネット 2,357,679 八王子市
ワーク

大田・生活者ネットワ 70,000 大田区
ーク

６ 資産の内訳

貸付金

（貸付先） （貸付残高）
円

葛飾・生活者ネットワーク 1,497,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京政経懇話会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 1,587,181

前年繰越額 1,468,799

本年収入額 118,382

２ 支出総額 218,929

（翌年への繰越額） 1,368,252

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 102,370
（３８人）

寄附の総額 16,000

政党匿名分を除く寄附の額 16,000

政治団体からの寄附 16,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 198,929

人件費 120,000

光熱水費 6,264

事務所費 72,665

政治活動費 20,000

組織活動費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京精神科病院政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 4,921,778

前年繰越額 2,841,752

本年収入額 2,080,026

２ 支出総額 2,144,607

（翌年への繰越額） 2,777,171

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 720,000
（３６人）

寄附の総額 1,360,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,360,000

政治団体からの寄附 1,360,000

その他の収入 26

１件 １０万円未満のもの 26

４ 支出の内訳

経常経費 14,280

事務所費 14,280

政治活動費 2,130,327

組織活動費 230,327

寄附・交付金 1,900,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本精神科病院政治連 1,360,000 港区
盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京政治政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 5,611,252

前年繰越額 4,912,252

本年収入額 699,000

２ 支出総額 972,882

（翌年への繰越額） 4,638,370
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 299,000
（２９９人）

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

政治団体からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,084

事務所費 12,084

政治活動費 960,798

組織活動費 834,210

選挙関係費 120,300

調査研究費 6,288

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京電力労働組合政治 400,000 港区
連盟東京都支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京地方本部つげ芳文後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京電力労働組合政治連盟東京都支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日

円
１ 収入総額 23,962,971

前年繰越額 11,867,843

本年収入額 12,095,128

２ 支出総額 7,651,306

（翌年への繰越額） 16,311,665

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 9,731,000
（４８，６５５人）

寄附の総額 2,364,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,364,000

政治団体からの寄附 2,364,000

その他の収入 128

１件 １０万円未満のもの 128

４ 支出の内訳

経常経費 658,159

備品・消耗品費 136,742

事務所費 521,417

政治活動費 6,993,147

組織活動費 3,542,527

選挙関係費 950,620

寄附・交付金 2,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京電力労働組合政治 2,364,000 港区
連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都医薬品登録販売者政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 483,397

前年繰越額 283,519

本年収入額 199,878

２ 支出総額 70,529

（翌年への繰越額） 412,868

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 199,875
（１３４人）

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 10,000

人件費 10,000

政治活動費 60,529

組織活動費 60,529

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都印刷産業政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 7,793,324

前年繰越額 5,565,958

本年収入額 2,227,366

２ 支出総額 4,495,571
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（翌年への繰越額） 3,297,753

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,077,200
（５７７人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 150,000

東政連ニュース広告掲載料 150,000

その他の収入 166

１件 １０万円未満のもの 166

４ 支出の内訳

経常経費 814,567

人件費 158,004

事務所費 656,563

政治活動費 3,681,004

組織活動費 1,045,155

選挙関係費 2,066,430

機関紙誌の発行その他の事業費 545,419

機関紙誌の発行事業費 545,419

調査研究費 24,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

1,000,000

出資による権利

（出資先） （出資年月日）

文化産業信用組合 昭和５８年 ５月２３日

（金額）
円

50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都飲食業生活衛生同業組合政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都栄養士連盟

報告年月日 令和 ４年 ４月１７日
円

１ 収入総額 1,020,819

前年繰越額 478,819

本年収入額 542,000

２ 支出総額 299,031

（翌年への繰越額） 721,788

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 522,000
（５２２人）

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

政治団体からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

政治活動費 299,031

組織活動費 299,031

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都ＬＰガス政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 2,771,865

前年繰越額 1,939,844

本年収入額 832,021

２ 支出総額 997,728

（翌年への繰越額） 1,774,137

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 608,000
（３０４人）

寄附の総額 224,000

政党匿名分を除く寄附の額 224,000

政治団体からの寄附 224,000

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 120,000

事務所費 120,000

政治活動費 877,728

組織活動費 217,520

選挙関係費 98,208

寄附・交付金 562,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
全国ＬＰガス政治連盟 224,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都改革協議会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 53,624,347

前年繰越額 53,623,909

本年収入額 438

２ 支出総額 6,290

（翌年への繰越額） 53,618,057

３ 本年収入の内訳

その他の収入 438

１件 １０万円未満のもの 438

４ 支出の内訳

経常経費 350

備品・消耗品費 350

政治活動費 5,940

組織活動費 5,940

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都神谷まさゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,632,060

前年繰越額 1,632,050

本年収入額 10

２ 支出総額 152,411

（翌年への繰越額） 1,479,649

３ 本年収入の内訳

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 72,261

備品・消耗品費 49,500

事務所費 22,761

政治活動費 80,150

組織活動費 80,150

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都環境衛生政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ４月２０日
円

１ 収入総額 862,050

前年繰越額 542,046

本年収入額 320,004

２ 支出総額 423,816

（翌年への繰越額） 438,234

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 320,000

政党匿名分を除く寄附の額 320,000

個人からの寄附 320,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 301,390

事務所費 301,390

政治活動費 122,426

組織活動費 48,000

選挙関係費 74,426

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都看護連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 51,672,835

前年繰越額 22,054,248

本年収入額 29,618,587

２ 支出総額 26,222,739

（翌年への繰越額） 25,450,096

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,744,000
（３，３５８人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 680,431

広告料 311,431

急変の予測と看護 78,000

急変時のアセスメント応用編（計２回） 138,000

認知症患者の看護 81,000

急変時のアセスメント基礎編 72,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 12,156,300
入

日本看護連盟 12,156,300
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その他の収入 37,856

１件 １０万円未満のもの 37,856

４ 支出の内訳

経常経費 13,039,754

人件費 7,922,770

光熱水費 132,074

備品・消耗品費 1,061,497

事務所費 3,923,413

政治活動費 13,182,985

組織活動費 10,454,064

機関紙誌の発行その他の事業費 2,728,921

機関紙誌の発行事業費 1,131,750

宣伝事業費 710,560

その他の事業費 886,611

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都クリーニング政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 1,710,383

前年繰越額 1,381,335

本年収入額 329,048

２ 支出総額 178,987

（翌年への繰越額） 1,531,396

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 323,640
（８９９人）

その他の収入 5,408

１件 １０万円未満のもの 5,408

４ 支出の内訳

政治活動費 178,987

組織活動費 118,987

寄附・交付金 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都警備業連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 2,256,005

前年繰越額 0

本年収入額 2,256,005

２ 支出総額 2,035,913

（翌年への繰越額） 220,092

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 2,256,000

設立記念パーティー 438,000

機関紙購読料 1,818,000

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 578,125

備品・消耗品費 192,016

事務所費 386,109

政治活動費 1,457,788

組織活動費 277,813

機関紙誌の発行その他の事業費 310,765

政治資金パーティー開催事業費 310,765

寄附・交付金 869,210

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都建築士事務所政経研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 985,623

前年繰越額 122,760

本年収入額 862,863

２ 支出総額 102,860

（翌年への繰越額） 882,763

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 760,000
（７３人）

借入金 102,860

（一社）東京都建築士事務所協会 102,860

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 12,860

事務所費 12,860

政治活動費 90,000

組織活動費 90,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 東京都作業療法士連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 70,380

前年繰越額 10,380

本年収入額 60,000

２ 支出総額 61,088

（翌年への繰越額） 9,292

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 20,000
（１０人）

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

４ 支出の内訳

経常経費 20,484

事務所費 20,484

政治活動費 40,604

機関紙誌の発行その他の事業費 20,604

宣伝事業費 20,604

その他の経費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科衛生士連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 359,247

前年繰越額 1,247

本年収入額 358,000

２ 支出総額 336,739

（翌年への繰越額） 22,508

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 281,000
（５６２人）

その他の収入 77,000

１件 １０万円未満のもの 77,000

４ 支出の内訳

経常経費 183,821

人件費 14,063

備品・消耗品費 17,431

事務所費 152,327

政治活動費 152,918

組織活動費 41,547

選挙関係費 70,011

機関紙誌の発行その他の事業費 41,360

機関紙誌の発行事業費 41,360

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都歯科技工士連盟協議会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 2,690,199

前年繰越額 1,540,590

本年収入額 1,149,609

２ 支出総額 1,134,224

（翌年への繰越額） 1,555,975

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,091,200
（４８０人）

寄附の総額 58,400

政党匿名分を除く寄附の額 58,400

政治団体からの寄附 58,400

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 467,740

人件費 67,740

事務所費 400,000

政治活動費 666,484

組織活動費 666,484

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本歯科技工士連盟 58,400 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 71,121,437

前年繰越額 26,301,626

本年収入額 44,819,811
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２ 支出総額 42,774,658

（翌年への繰越額） 28,346,779

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 43,419,600
（６，１６４人）

寄附の総額 1,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,400,000

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 1,390,000

その他の収入 211

１件 １０万円未満のもの 211

４ 支出の内訳

経常経費 2,199,956

人件費 360,000

備品・消耗品費 502,625

事務所費 1,337,331

政治活動費 40,574,702

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 11,720,400
係る支出

組織活動費 3,943,477

選挙関係費 3,338,964

機関紙誌の発行その他の事業費 1,532,295

機関紙誌の発行事業費 1,378,295

宣伝事業費 154,000

調査研究費 87,566

寄附・交付金 31,672,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国社会保険労務士政 1,390,000 千代田区
治連盟関東甲信越地域
連絡会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟城西統括支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 2,977,260

前年繰越額 1,786,046

本年収入額 1,191,214

２ 支出総額 370,274

（翌年への繰越額） 2,606,986

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 1,191,200
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,191,200

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 5,610

備品・消耗品費 5,610

政治活動費 364,664

組織活動費 310,004

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 24,660

宣伝事業費 24,660

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟城東統括支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 5,772,335

前年繰越額 3,999,100

本年収入額 1,773,235

２ 支出総額 682,612

（翌年への繰越額） 5,089,723

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 1,773,200
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,773,200

その他の収入 35

１件 １０万円未満のもの 35

４ 支出の内訳

経常経費 30,976

事務所費 30,976

政治活動費 651,636

組織活動費 232,036

選挙関係費 419,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟城北統括支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
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円
１ 収入総額 3,699,086

前年繰越額 2,173,063

本年収入額 1,526,023

２ 支出総額 679,167

（翌年への繰越額） 3,019,919

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 1,526,000
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,526,000

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 99,506

事務所費 99,506

政治活動費 579,661

組織活動費 574,701

選挙関係費 4,960

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟多摩統括支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 2,746,875

前年繰越額 2,000,858

本年収入額 746,017

２ 支出総額 227,980

（翌年への繰越額） 2,518,895

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 746,000
入

東京都社会保険労務士政治連盟 746,000

その他の収入 17

１件 １０万円未満のもの 17

４ 支出の内訳

経常経費 123,980

事務所費 123,980

政治活動費 104,000

組織活動費 84,000

選挙関係費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟中央統括支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 4,230,893

前年繰越額 2,737,269

本年収入額 1,493,624

２ 支出総額 604,483

（翌年への繰越額） 3,626,410

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 1,493,600
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,493,600

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

経常経費 110,000

事務所費 110,000

政治活動費 494,483

組織活動費 324,483

選挙関係費 170,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟千代田統括支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 3,829,419

前年繰越額 2,680,996

本年収入額 1,148,423

２ 支出総額 807,350

（翌年への繰越額） 3,022,069

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 1,148,400
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,148,400

その他の収入 23

１件 １０万円未満のもの 23

４ 支出の内訳

経常経費 180,000

備品・消耗品費 50,000

事務所費 130,000
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政治活動費 627,350

組織活動費 417,350

選挙関係費 100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 60,000

機関紙誌の発行事業費 60,000

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟武蔵野統括支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 1,897,609

前年繰越額 1,169,600

本年収入額 728,009

２ 支出総額 431,558

（翌年への繰越額） 1,466,051

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 728,000
入

東京都社会保険労務士政治連盟 728,000

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 56,278

備品・消耗品費 32,278

事務所費 24,000

政治活動費 375,280

組織活動費 242,450

選挙関係費 132,830

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟山手統括支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 3,265,462

前年繰越額 1,895,452

本年収入額 1,370,010

２ 支出総額 1,087,107

（翌年への繰越額） 2,178,355

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 1,370,000
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,370,000

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 201,301

備品・消耗品費 13,785

事務所費 187,516

政治活動費 885,806

組織活動費 567,826

選挙関係費 317,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都社会保険労務士政治連盟臨海統括支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 5,021,394

前年繰越額 3,299,772

本年収入額 1,721,622

２ 支出総額 974,950

（翌年への繰越額） 4,046,444

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 1,721,600
入

東京都社会保険労務士政治連盟 1,721,600

その他の収入 22

１件 １０万円未満のもの 22

４ 支出の内訳

経常経費 86,369

備品・消耗品費 34,743

事務所費 51,626

政治活動費 888,581

組織活動費 838,581

選挙関係費 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都商工政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 2,827,939

前年繰越額 1,548,728

本年収入額 1,279,211
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２ 支出総額 1,824,336

（翌年への繰越額） 1,003,603

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,249,200
（８３８人）

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

政治団体からの寄附 30,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 44,087

備品・消耗品費 44,087

政治活動費 1,780,249

組織活動費 369,299

選挙関係費 840,000

寄附・交付金 570,950

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都食肉環境衛生同業組合政治連盟

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 8,327

前年繰越額 8,327

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,327

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都鍼灸師連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 8,983,515

前年繰越額 8,081,922

本年収入額 901,593

２ 支出総額 747,951

（翌年への繰越額） 8,235,564

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 901,480
（２３７人）

その他の収入 113

１件 １０万円未満のもの 113

４ 支出の内訳

経常経費 286,091

備品・消耗品費 80,811

事務所費 205,280

政治活動費 461,860

組織活動費 461,860

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

3,600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都自動車整備政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 11,407,674

前年繰越額 9,338,414

本年収入額 2,069,260

２ 支出総額 2,599,120

（翌年への繰越額） 8,808,554

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,069,150

政党匿名分を除く寄附の額 2,069,150

政治団体からの寄附 2,069,150

その他の収入 110

１件 １０万円未満のもの 110

４ 支出の内訳

経常経費 716,419

人件費 521,161

備品・消耗品費 13,144

事務所費 182,114

政治活動費 1,882,701

組織活動費 341,496

選挙関係費 41,205

寄附・交付金 1,500,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
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円
日本自動車整備政治連 1,724,000 港区
盟

自由民主党東京都自動 345,150 江戸川区
車整備支部

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

5,045,673

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都獣医師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 12,968,743

前年繰越額 7,748,694

本年収入額 5,220,049

２ 支出総額 5,575,321

（翌年への繰越額） 7,393,422

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,750,000
（４７５人）

寄附の総額 470,000

政党匿名分を除く寄附の額 470,000

政治団体からの寄附 470,000

その他の収入 49

１件 １０万円未満のもの 49

４ 支出の内訳

経常経費 468,822

人件費 180,503

備品・消耗品費 103,680

事務所費 184,639

政治活動費 5,106,499

組織活動費 1,322,427

選挙関係費 3,283,192

寄附・交付金 500,880

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本獣医師連盟 470,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都柔道整復師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 28,697,270

前年繰越額 16,908,270

本年収入額 11,789,000

２ 支出総額 10,771,085

（翌年への繰越額） 17,926,185

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,180,000
（１，２５０人）

寄附の総額 3,609,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,609,000

政治団体からの寄附 3,609,000

４ 支出の内訳

経常経費 964,166

人件費 210,000

備品・消耗品費 81,060

事務所費 673,106

政治活動費 9,806,919

組織活動費 6,775,350

選挙関係費 1,855,581

機関紙誌の発行その他の事業費 375,988

機関紙誌の発行事業費 375,988

寄附・交付金 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本柔道整復師連盟 3,609,000 台東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都鮨商団体政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 305,097

前年繰越額 55,097

本年収入額 250,000

２ 支出総額 169,490

（翌年への繰越額） 135,607

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 250,000

政党匿名分を除く寄附の額 250,000

個人からの寄附 250,000

４ 支出の内訳

経常経費 770

事務所費 770

政治活動費 168,720

寄附・交付金 168,720

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都生活衛生同業組合政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 732,465

前年繰越額 572,461

本年収入額 160,004

２ 支出総額 266,967

（翌年への繰越額） 465,498

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 160,000

政党匿名分を除く寄附の額 160,000

個人からの寄附 80,000

政治団体からの寄附 80,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 1,187

事務所費 1,187

政治活動費 265,780

組織活動費 24,000

選挙関係費 241,780

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都石材業政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 1,820,034

前年繰越額 950,023

本年収入額 870,011

２ 支出総額 764,502

（翌年への繰越額） 1,055,532

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 870,000

機関紙購読料「都石連ニュース」 57,000

勉強会後懇親会 813,000

その他の収入 11

１件 １０万円未満のもの 11

４ 支出の内訳

経常経費 103,752

備品・消耗品費 11,821

事務所費 91,931

政治活動費 660,750

組織活動費 100,000

選挙関係費 261,880

機関紙誌の発行その他の事業費 296,340

機関紙誌の発行事業費 110,440

宣伝事業費 16,500

政治資金パーティー開催事業費 169,400

その他の経費 2,530

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都石油政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 19,964,040

前年繰越額 12,574,919

本年収入額 7,389,121

２ 支出総額 10,431,251

（翌年への繰越額） 9,532,789

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,391,000
（４２１人）

寄附の総額 1,622,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,622,000

政治団体からの寄附 1,622,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 376,000

東京都石油政治連盟懇談会 376,000

その他の収入 121

１件 １０万円未満のもの 121
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４ 支出の内訳

経常経費 1,461,938

人件費 660,000

事務所費 801,938

政治活動費 8,969,313

組織活動費 965,752

機関紙誌の発行その他の事業費 1,166,561

その他の事業費 1,166,561

寄附・交付金 6,837,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国石油政治連盟 1,622,000 千代田区

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

5,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都隊友政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ８月１０日
円

１ 収入総額 121,299

前年繰越額 1,299

本年収入額 120,000

２ 支出総額 120,000

（翌年への繰越額） 1,299

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

４ 支出の内訳

政治活動費 120,000

その他の経費 120,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

直海 康寛 70,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 149,485,262

前年繰越額 45,272,512

本年収入額 104,212,750

２ 支出総額 98,437,147

（翌年への繰越額） 51,048,115

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 65,376,000
（１０，８９６人）

寄附の総額 38,836,328

政党匿名分を除く寄附の額 38,836,328

個人からの寄附 17,934,000

政治団体からの寄附 20,902,328

その他の収入 422

１件 １０万円未満のもの 422

４ 支出の内訳

経常経費 20,985,121

人件費 16,321,807

光熱水費 96,770

備品・消耗品費 689,288

事務所費 3,877,256

政治活動費 77,452,026

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 23,597,600
係る支出

組織活動費 17,317,807

選挙関係費 150,000

機関紙誌の発行その他の事業費 2,049,933

機関紙誌の発行事業費 1,590,433

宣伝事業費 459,500

調査研究費 155,936

寄附・交付金 57,778,350

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都宅建 13,400,000 千代田区
支部
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全国宅建政治連盟 7,502,328 千代田区

６ 資産の内訳

敷金

（支払先） （支払年月日）

（公社）東京都宅地建物取引 令和 元年１２月２０日
業協会

（金額）
円

1,143,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟足立支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 1,477,094

前年繰越額 608,494

本年収入額 868,600

２ 支出総額 575,353

（翌年への繰越額） 901,741

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 868,600
入

東京都宅建政治連盟 868,600

４ 支出の内訳

経常経費 17,370

事務所費 17,370

政治活動費 557,983

組織活動費 457,983

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟荒川支部

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 1,655,281

前年繰越額 975,071

本年収入額 680,210

２ 支出総額 505,461

（翌年への繰越額） 1,149,820

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 680,200
入

東京都宅建政治連盟 680,200

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 286,461

事務所費 286,461

政治活動費 219,000

組織活動費 219,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟板橋支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 4,437,518

前年繰越額 3,179,490

本年収入額 1,258,028

２ 支出総額 1,030,755

（翌年への繰越額） 3,406,763

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 1,258,000
入

東京都宅建政治連盟 1,258,000

その他の収入 28

１件 １０万円未満のもの 28

４ 支出の内訳

経常経費 500,000

光熱水費 50,000

備品・消耗品費 50,000

事務所費 400,000

政治活動費 530,755

組織活動費 330,755

寄附・交付金 200,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟江戸川支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 3,105,403

前年繰越額 2,258,985

本年収入額 846,418

２ 支出総額 747,849

（翌年への繰越額） 2,357,554
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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 846,400
入

東京都宅建政治連盟 846,400

その他の収入 18

１件 １０万円未満のもの 18

４ 支出の内訳

経常経費 191,500

事務所費 191,500

政治活動費 556,349

組織活動費 286,349

寄附・交付金 270,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟大田支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,248,114

前年繰越額 1,279,901

本年収入額 968,213

２ 支出総額 727,100

（翌年への繰越額） 1,521,014

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 968,200
入

東京都宅建政治連盟 968,200

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 156,000

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 12,000

事務所費 132,000

政治活動費 571,100

組織活動費 293,180

選挙関係費 277,920

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟葛飾支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 1,636,220

前年繰越額 726,212

本年収入額 910,008

２ 支出総額 552,240

（翌年への繰越額） 1,083,980

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 910,000
入

東京都宅建政治連盟 910,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 182,100

事務所費 182,100

政治活動費 370,140

組織活動費 359,800

選挙関係費 10,340

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟北支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 869,562

前年繰越額 306,359

本年収入額 563,203

２ 支出総額 255,138

（翌年への繰越額） 614,424

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 563,200
入

東京都宅建政治連盟 563,200

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 33,018

備品・消耗品費 27,738

事務所費 5,280

政治活動費 222,120

組織活動費 142,120

寄附・交付金 80,000
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟北多摩支部

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 1,601,156

前年繰越額 723,546

本年収入額 877,610

２ 支出総額 340,958

（翌年への繰越額） 1,260,198

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 877,600
入

東京都宅建政治連盟 877,600

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 8,515

事務所費 8,515

政治活動費 332,443

組織活動費 132,443

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟江東支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 1,109,534

前年繰越額 672,928

本年収入額 436,606

２ 支出総額 357,840

（翌年への繰越額） 751,694

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 436,600
入

東京都宅建政治連盟 436,600

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 25,840

事務所費 25,840

政治活動費 332,000

組織活動費 252,000

寄附・交付金 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟国分寺国立支部

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 808,511

前年繰越額 185,909

本年収入額 622,602

２ 支出総額 369,360

（翌年への繰越額） 439,151

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 622,600
入

東京都宅建政治連盟 622,600

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 188,360

備品・消耗品費 8,360

事務所費 180,000

政治活動費 181,000

組織活動費 121,000

選挙関係費 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟品川支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 1,103,038

前年繰越額 583,632

本年収入額 519,406

２ 支出総額 416,270

（翌年への繰越額） 686,768

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 519,400
入

東京都宅建政治連盟 519,400

その他の収入 6
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１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 40,000

事務所費 40,000

政治活動費 376,270

組織活動費 376,270

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟渋谷支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 5,082,164

前年繰越額 3,676,230

本年収入額 1,405,934

２ 支出総額 1,091,949

（翌年への繰越額） 3,990,215

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 1,405,900
入

東京都宅建政治連盟 1,405,900

その他の収入 34

１件 １０万円未満のもの 34

４ 支出の内訳

経常経費 795,449

光熱水費 120,000

備品・消耗品費 120,000

事務所費 555,449

政治活動費 296,500

組織活動費 196,500

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟新宿支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,211,405

前年繰越額 1,349,693

本年収入額 861,712

２ 支出総額 1,793,366

（翌年への繰越額） 418,039

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 861,700
入

東京都宅建政治連盟 861,700

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 141,576

備品・消耗品費 12,430

事務所費 129,146

政治活動費 1,651,790

組織活動費 1,426,620

選挙関係費 225,170

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟杉並支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 1,736,458

前年繰越額 717,741

本年収入額 1,018,717

２ 支出総額 428,800

（翌年への繰越額） 1,307,658

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 1,003,300
入

東京都宅建政治連盟 1,003,300

その他の収入 15,417

１件 １０万円未満のもの 15,417

４ 支出の内訳

経常経費 5,060

備品・消耗品費 5,060

政治活動費 423,740

組織活動費 373,740

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟墨田支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 754,869

前年繰越額 323,667

本年収入額 431,202
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２ 支出総額 500,145

（翌年への繰越額） 254,724

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 431,200
入

東京都宅建政治連盟 431,200

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 120,000

事務所費 120,000

政治活動費 380,145

組織活動費 380,145

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟世田谷支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 2,250,963

前年繰越額 1,080,850

本年収入額 1,170,113

２ 支出総額 485,000

（翌年への繰越額） 1,765,963

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 1,170,100
入

東京都宅建政治連盟 1,170,100

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 28,500

備品・消耗品費 440

事務所費 28,060

政治活動費 456,500

組織活動費 356,500

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟台東支部

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 1,205,483

前年繰越額 705,883

本年収入額 499,600

２ 支出総額 642,820

（翌年への繰越額） 562,663

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 499,600
入

東京都宅建政治連盟 499,600

４ 支出の内訳

政治活動費 642,820

組織活動費 642,820

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟立川支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 1,428,211

前年繰越額 962,811

本年収入額 465,400

２ 支出総額 361,130

（翌年への繰越額） 1,067,081

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 465,400
入

東京都宅建政治連盟 465,400

４ 支出の内訳

経常経費 100,000

事務所費 100,000

政治活動費 261,130

組織活動費 231,130

選挙関係費 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟調布狛江支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 1,190,473

前年繰越額 794,067

本年収入額 396,406

２ 支出総額 490,403

（翌年への繰越額） 700,070
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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 396,400
入

東京都宅建政治連盟 396,400

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 226,403

事務所費 226,403

政治活動費 264,000

組織活動費 114,000

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟千代田中央支部

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 10,483,785

前年繰越額 9,338,223

本年収入額 1,145,562

２ 支出総額 1,440,330

（翌年への繰越額） 9,043,455

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 1,145,500
入

東京都宅建政治連盟 1,145,500

その他の収入 62

１件 １０万円未満のもの 62

４ 支出の内訳

政治活動費 1,440,330

組織活動費 690,330

寄附・交付金 750,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟豊島支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 4,649,527

前年繰越額 3,934,193

本年収入額 715,334

２ 支出総額 409,112

（翌年への繰越額） 4,240,415

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 715,300
入

東京都宅建政治連盟 715,300

その他の収入 34

１件 １０万円未満のもの 34

４ 支出の内訳

経常経費 155,612

備品・消耗品費 27,412

事務所費 128,200

政治活動費 253,500

組織活動費 193,500

寄附・交付金 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟中野支部

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 1,249,467

前年繰越額 781,662

本年収入額 467,805

２ 支出総額 725,731

（翌年への繰越額） 523,736

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 467,800
入

東京都宅建政治連盟 467,800

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

政治活動費 725,731

組織活動費 325,731

選挙関係費 250,000

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟西多摩支部

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 1,307,321

前年繰越額 621,713
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本年収入額 685,608

２ 支出総額 356,400

（翌年への繰越額） 950,921

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 685,600
入

東京都宅建政治連盟 685,600

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 192,000

光熱水費 36,000

備品・消耗品費 36,000

事務所費 120,000

政治活動費 164,400

組織活動費 64,400

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟練馬支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 2,892,733

前年繰越額 1,561,233

本年収入額 1,331,500

２ 支出総額 936,194

（翌年への繰越額） 1,956,539

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 1,331,500
入

東京都宅建政治連盟 1,331,500

４ 支出の内訳

経常経費 318,400

光熱水費 6,000

備品・消耗品費 95,000

事務所費 217,400

政治活動費 617,794

組織活動費 562,624

選挙関係費 25,170

寄附・交付金 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟八王子支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 1,626,390

前年繰越額 1,027,180

本年収入額 599,210

２ 支出総額 769,176

（翌年への繰越額） 857,214

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 599,200
入

東京都宅建政治連盟 599,200

その他の収入 10

１件 １０万円未満のもの 10

４ 支出の内訳

経常経費 266,006

事務所費 266,006

政治活動費 503,170

組織活動費 153,170

寄附・交付金 350,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟府中稲城支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 827,729

前年繰越額 325,126

本年収入額 502,603

２ 支出総額 524,252

（翌年への繰越額） 303,477

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 502,600
入

東京都宅建政治連盟 502,600

その他の収入 3

１件 １０万円未満のもの 3

４ 支出の内訳

経常経費 60,000

事務所費 60,000
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政治活動費 464,252

組織活動費 94,252

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 320,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟文京支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 1,536,753

前年繰越額 124,844

本年収入額 1,411,909

２ 支出総額 1,192,100

（翌年への繰越額） 344,653

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 981,309
（１６０人）

本部又は支部から供与された交付金に係る収 430,600
入

東京都宅建政治連盟 430,600

４ 支出の内訳

経常経費 1,100

事務所費 1,100

政治活動費 1,191,000

組織活動費 1,191,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟町田支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日

円
１ 収入総額 1,050,977

前年繰越額 488,970

本年収入額 562,007

２ 支出総額 639,864

（翌年への繰越額） 411,113

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 562,000
入

東京都宅建政治連盟 562,000

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 205,864

光熱水費 42,000

事務所費 163,864

政治活動費 434,000

組織活動費 354,000

寄附・交付金 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟港支部

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 2,146,884

前年繰越額 1,748,372

本年収入額 398,512

２ 支出総額 892,293

（翌年への繰越額） 1,254,591

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 398,500
入

東京都宅建政治連盟 398,500

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

経常経費 523,793

備品・消耗品費 36,863

事務所費 486,930

政治活動費 368,500

組織活動費 168,500

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 150,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟南多摩支部

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 787,000

前年繰越額 412,196

本年収入額 374,804

２ 支出総額 298,320

（翌年への繰越額） 488,680

３ 本年収入の内訳
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本部又は支部から供与された交付金に係る収 374,800
入

東京都宅建政治連盟 374,800

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 98,320

光熱水費 12,000

備品・消耗品費 14,320

事務所費 72,000

政治活動費 200,000

組織活動費 120,000

寄附・交付金 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟武蔵野中央支部

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 2,234,664

前年繰越額 1,126,051

本年収入額 1,108,613

２ 支出総額 623,838

（翌年への繰越額） 1,610,826

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 1,108,600
入

東京都宅建政治連盟 1,108,600

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 128,838

人件費 120,000

事務所費 8,838

政治活動費 495,000

組織活動費 215,000

選挙関係費 30,000

寄附・交付金 250,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都宅建政治連盟目黒支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 838,966

前年繰越額 353,762

本年収入額 485,204

２ 支出総額 673,589

（翌年への繰越額） 165,377

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 485,200
入

東京都宅建政治連盟 485,200

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 12,000

光熱水費 5,000

備品・消耗品費 1,000

事務所費 6,000

政治活動費 661,589

組織活動費 351,589

選挙関係費 210,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京土地家屋調査士政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 15,353,356

前年繰越額 8,865,289

本年収入額 6,488,067

２ 支出総額 4,698,186

（翌年への繰越額） 10,655,170

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,930,000
（４９３人）

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

政治団体からの寄附 40,000

その他の収入 1,518,067

１件 １０万円未満のもの 18,067

１件 １０万円以上のもの 1,500,000
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調査委託費 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 530,351

人件費 84,000

備品・消耗品費 96,797

事務所費 349,554

政治活動費 4,167,835

組織活動費 1,368,513

選挙関係費 982,642

調査研究費 56,180

寄附・交付金 1,760,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都鳶工業会政策懇話会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 1,138,658

前年繰越額 657,651

本年収入額 481,007

２ 支出総額 89,000

（翌年への繰越額） 1,049,658

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 481,000
（４０１人）

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 15,000

備品・消耗品費 7,600

事務所費 7,400

政治活動費 74,000

組織活動費 64,000

選挙関係費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都トラック運送事業政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 30,042,457

前年繰越額 30,042,262

本年収入額 195

２ 支出総額 18,505,784

（翌年への繰越額） 11,536,673

３ 本年収入の内訳

その他の収入 195

１件 １０万円未満のもの 195

４ 支出の内訳

経常経費 2,979,364

人件費 1,200,000

備品・消耗品費 178,112

事務所費 1,601,252

政治活動費 15,526,420

組織活動費 226,420

選挙関係費 950,000

寄附・交付金 14,350,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都日本共産党女性後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 18,865

前年繰越額 18,865

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 18,865

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都農政推進連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 8,397,775

前年繰越額 4,527,730

本年収入額 3,870,045

２ 支出総額 6,314,585

（翌年への繰越額） 2,083,190

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,870,000
（３９２人）

その他の収入 45

１件 １０万円未満のもの 45

４ 支出の内訳

経常経費 51,571
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事務所費 51,571

政治活動費 6,263,014

組織活動費 1,766,900

選挙関係費 494,794

寄附・交付金 4,001,320

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都病院政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 5,687,647

前年繰越額 3,087,631

本年収入額 2,600,016

２ 支出総額 2,759,980

（翌年への繰越額） 2,927,667

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,600,000
（５２人）

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 991,704

光熱水費 44,521

備品・消耗品費 889,983

事務所費 57,200

政治活動費 1,768,276

組織活動費 520,000

機関紙誌の発行その他の事業費 248,276

機関紙誌の発行事業費 248,276

寄附・交付金 1,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都美容生活衛生同業組合政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 2,638,791

前年繰越額 1,043,178

本年収入額 1,595,613

２ 支出総額 1,081,840

（翌年への繰越額） 1,556,951

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,595,600

政党匿名分を除く寄附の額 1,595,600

個人からの寄附 1,595,600

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 137,640

事務所費 137,640

政治活動費 944,200

組織活動費 40,000

選挙関係費 60,000

調査研究費 70,000

寄附・交付金 774,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都藤井もとゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 795,103

前年繰越額 795,096

本年収入額 7

２ 支出総額 550

（翌年への繰越額） 794,553

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 550

事務所費 550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都本田あきこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 670,223

前年繰越額 670,217

本年収入額 6

２ 支出総額 550

（翌年への繰越額） 669,673

３ 本年収入の内訳
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その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 550

事務所費 550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都盲人福祉推進政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 414,068

前年繰越額 317,068

本年収入額 97,000

２ 支出総額 100,328

（翌年への繰越額） 313,740

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 91,000
（９１人）

寄附の総額 6,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,000

個人からの寄附 6,000

４ 支出の内訳

経常経費 59,888

備品・消耗品費 59,888

政治活動費 40,440

組織活動費 40,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 161,134,052

前年繰越額 51,616,575

本年収入額 109,517,477

２ 支出総額 106,875,497

（翌年への繰越額） 54,258,555

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 68,351,000
（３，６６４人）

寄附の総額 41,165,000

政党匿名分を除く寄附の額 41,165,000

政治団体からの寄附 41,165,000

その他の収入 1,477

１件 １０万円未満のもの 1,477

４ 支出の内訳

経常経費 24,427,894

人件費 21,996,878

光熱水費 100,000

備品・消耗品費 708,202

事務所費 1,622,814

政治活動費 82,447,603

組織活動費 19,053,732

選挙関係費 250,000

機関紙誌の発行その他の事業費 432,060

機関紙誌の発行事業費 41,560

宣伝事業費 390,500

調査研究費 33,811

寄附・交付金 62,678,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

町田市薬剤師連盟 2,802,000 町田市

三鷹市薬剤師連盟 1,113,000 三鷹市

杉並区薬剤師連盟 4,530,000 杉並区

府中市薬剤師会政治連 1,828,000 府中市
盟

江戸川区薬剤師連盟 4,545,000 江戸川区

豊島区薬剤師政治連盟 1,915,000 豊島区

世田谷薬剤師政治連盟 2,677,000 世田谷区

西武薬剤師連盟 5,681,000 小平市

江東区薬剤師連盟 3,133,000 江東区

北多摩薬剤師連盟 2,960,000 立川市

武蔵野市薬剤師連盟 1,937,000 武蔵野市

文京区薬剤師連盟 2,248,000 文京区

浅草薬業政治連盟 1,778,000 台東区

日本薬剤師連盟 2,755,000 新宿区

下谷薬剤師連盟 1,263,000 台東区

６ 資産の内訳

預金又は貯金
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（残高）
円

37,100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都理学療法士連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 973,558

前年繰越額 943,558

本年収入額 30,000

２ 支出総額 19,200

（翌年への繰越額） 954,358

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 19,200

備品・消耗品費 19,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都療術師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 369,798

前年繰越額 369,796

本年収入額 2

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 369,798

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都理容政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 7,414,344

前年繰越額 2,797,991

本年収入額 4,616,353

２ 支出総額 4,149,111

（翌年への繰越額） 3,265,233

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,155,300
（３，４６２人）

寄附の総額 415,530

政党匿名分を除く寄附の額 415,530

政治団体からの寄附 415,530

その他の収入 45,523

１件 １０万円未満のもの 45,523

４ 支出の内訳

経常経費 1,069,514

人件費 1,008,000

事務所費 61,514

政治活動費 3,079,597

組織活動費 470,947

選挙関係費 521,000

寄附・交付金 2,087,650

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国理容政治連盟中央 415,530 渋谷区
会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京都を「こうしよう」の会

報告年月日 令和 ４年 ８月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京日本料理政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 136

前年繰越額 136

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 136

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京の未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 653,400
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前年繰越額 0

本年収入額 653,400

２ 支出総額 653,400

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 653,400

政党匿名分を除く寄附の額 653,400

政治団体からの寄附 653,400

４ 支出の内訳

政治活動費 653,400

機関紙誌の発行その他の事業費 653,400

宣伝事業費 653,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党東京都本部 653,400 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京の未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ６月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京の豊かな生活を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 2,620,014

前年繰越額 1,108,000

本年収入額 1,512,014

２ 支出総額 2,520,014

（翌年への繰越額） 100,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,000
（１２人）

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 500,000

東京の豊かな生活を考える会政治研修会 500,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

政治活動費 2,520,014

組織活動費 693

機関紙誌の発行その他の事業費 7,681

政治資金パーティー開催事業費 7,681

寄附・交付金 2,511,640

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

彦坂 公之 1,000,000 文京区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

東京の豊かな生活を考える会政治研修会

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

全国本田労働組合連合 500,000 文京区
会東京地方協議会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京ビルメンテナンス政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 30,467,128

前年繰越額 16,381,024

本年収入額 14,086,104

２ 支出総額 14,190,331

（翌年への繰越額） 16,276,797

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

政治団体からの寄附 400,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 13,686,000

機関誌購読料 13,290,000

機関誌広告掲載料 396,000

その他の収入 104

１件 １０万円未満のもの 104

４ 支出の内訳
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経常経費 3,611,100

人件費 1,821,600

備品・消耗品費 316,800

事務所費 1,472,700

政治活動費 10,579,231

組織活動費 842,996

選挙関係費 36,507

機関紙誌の発行その他の事業費 2,207,068

機関紙誌の発行事業費 2,179,870

宣伝事業費 27,198

寄附・交付金 7,492,660

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全国ビルメンテナンス 400,000 荒川区
政治連盟

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京変革市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 19,145

前年繰越額 19,145

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 19,145

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京まちづくりフォーラム

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 40,020

前年繰越額 40,020

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 40,020

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京未来都市研究会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 100,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京未来ビジョン

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京民社協会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 11,876,881

前年繰越額 5,926,845

本年収入額 5,950,036

２ 支出総額 3,876,614

（翌年への繰越額） 8,000,267

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 970,000
（２６２人）

寄附の総額 4,980,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,980,000

個人からの寄附 4,080,000

政治団体からの寄附 900,000

その他の収入 36

１件 １０万円未満のもの 36

４ 支出の内訳

経常経費 3,124,778

人件費 1,599,800

備品・消耗品費 188,123

事務所費 1,336,855

政治活動費 751,836

組織活動費 473,636

選挙関係費 200,000

調査研究費 78,200

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
川合 孝典 620,000 目黒区

小林 正夫 620,000 茨城県牛久市

増子 博樹 260,000 文京区

七戸 淳 140,000 港区

阿部 力也 140,000 世田谷区

石渡 幸子 180,000 港区

清水 啓史 140,000 荒川区

高澤 一基 140,000 板橋区

安斎 昭 140,000 杉並区

大津 浩子 700,000 渋谷区

石黒 達男 130,000 練馬区

河野 純之佐 120,000 台東区

山本 一仁 110,000 文京区

相澤 耕太 80,000 八王子市

大石 富己夫 80,000 立川市

井上 耕志 80,000 調布市

戸塚 正人 120,000 町田市

鈴木 龍雄 80,000 東村山市

馳平 耕三 80,000 羽村市

備 邦彦 80,000 府中市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＴＭネットワーク 620,000 千代田区

東京未来の会 280,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京無所属ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京めっき経済研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 12,304,359

前年繰越額 12,303,359

本年収入額 1,000

２ 支出総額 412,337

（翌年への繰越額） 11,892,022

３ 本年収入の内訳

その他の収入 1,000

１件 １０万円未満のもの 1,000

４ 支出の内訳

経常経費 217,337

人件費 83,000

事務所費 134,337

政治活動費 195,000

組織活動費 145,000

選挙関係費 50,000

５ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

10,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東京旅客輸送研究会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 962,984

前年繰越額 962,976

本年収入額 8

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 962,984

３ 本年収入の内訳

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤條たかゆき友の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 79,322

前年繰越額 0

本年収入額 79,322

２ 支出総額 79,322

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 79,322

政党匿名分を除く寄附の額 79,322
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個人からの寄附 79,322

４ 支出の内訳

政治活動費 79,322

機関紙誌の発行その他の事業費 79,322

機関紙誌の発行事業費 79,322

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藤條 尭之 79,322 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東政会（本多たけのぶ後援会）

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 45,360

前年繰越額 45,360

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 45,360

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 当麻かずや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 744,373

前年繰越額 244,373

本年収入額 500,000

２ 支出総額 528,299

（翌年への繰越額） 216,074

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

個人からの寄附 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 108,130

備品・消耗品費 108,130

政治活動費 420,169

機関紙誌の発行その他の事業費 420,169

機関紙誌の発行事業費 420,169

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

當麻 一哉 500,000 東久留米市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東友会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 485,403

前年繰越額 295,403

本年収入額 190,000

２ 支出総額 170,769

（翌年への繰越額） 314,634

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 190,000

東友会幹事会 190,000

４ 支出の内訳

政治活動費 170,769

機関紙誌の発行その他の事業費 170,769

その他の事業費 170,769

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都議会自由民主党

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 69,809,602

前年繰越額 50,629,602

本年収入額 19,180,000

２ 支出総額 51,379,057

（翌年への繰越額） 18,430,545

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 19,180,000

政党匿名分を除く寄附の額 19,180,000

政治団体からの寄附 19,180,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,485,443

備品・消耗品費 2,090,787

事務所費 394,656

政治活動費 48,893,614

組織活動費 8,478,588
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機関紙誌の発行その他の事業費 441,650

宣伝事業費 441,650

調査研究費 2,573,376

寄附・交付金 37,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都支部 19,180,000 千代田区
連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都議会民主躍進の会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 12,163,815

前年繰越額 12,163,720

本年収入額 95

２ 支出総額 3,000,000

（翌年への繰越額） 9,163,815

３ 本年収入の内訳

その他の収入 95

１件 １０万円未満のもの 95

４ 支出の内訳

政治活動費 3,000,000

寄附・交付金 3,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とくしげ雅之東京地方本部後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都区政策研究会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 12,980

前年繰越額 12,980

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 12,980

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 徳田けんいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 5,258

前年繰越額 0

本年収入額 5,258

２ 支出総額 5,258

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,258

政党匿名分を除く寄附の額 5,258

個人からの寄附 5,258

４ 支出の内訳

政治活動費 5,258

機関紙誌の発行その他の事業費 5,258

宣伝事業費 5,258

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 徳留道信後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 32,000

前年繰越額 32,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都工組政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 7,842,389

前年繰越額 4,962,336

本年収入額 2,880,053

２ 支出総額 2,118,743

（翌年への繰越額） 5,723,646

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,880,000
（２，４００人）

その他の収入 53

１件 １０万円未満のもの 53

４ 支出の内訳
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経常経費 300,007

光熱水費 60,000

事務所費 240,007

政治活動費 1,818,736

組織活動費 529,236

寄附・交付金 1,289,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都市再生２１

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 としま希望の虹をかける会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島区元気アップ宣言

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島区薬剤師政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 6,195,694

前年繰越額 3,800,475

本年収入額 2,395,219

２ 支出総額 2,890,562

（翌年への繰越額） 3,305,132

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,085,000
（９０人）

寄附の総額 260,000

政党匿名分を除く寄附の額 260,000

政治団体からの寄附 260,000

その他の収入 50,219

１件 １０万円未満のもの 50,219

４ 支出の内訳

経常経費 280,562

備品・消耗品費 9,530

事務所費 271,032

政治活動費 2,610,000

組織活動費 45,000

選挙関係費 650,000

寄附・交付金 1,915,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 260,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島刷新の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊島・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 5,408,155

前年繰越額 1,851,366

本年収入額 3,556,789

２ 支出総額 2,431,210

（翌年への繰越額） 2,976,945

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 203,000
（３９人）

寄附の総額 2,819,848

政党匿名分を除く寄附の額 2,819,848

個人からの寄附 2,819,848

その他の収入 533,941
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１件 １０万円未満のもの 533,941

４ 支出の内訳

経常経費 2,104,630

人件費 720,000

光熱水費 65,558

備品・消耗品費 68,895

事務所費 1,250,177

政治活動費 326,580

組織活動費 47,700

機関紙誌の発行その他の事業費 178,570

機関紙誌の発行事業費 147,070

宣伝事業費 31,500

調査研究費 13,310

寄附・交付金 28,000

その他の経費 59,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石原 淳子 178,281 豊島区

岡部 奈保子 177,770 豊島区

柿原 歌子 120,000 豊島区

水谷 泉 93,500 豊島区

村上 典子 254,650 豊島区

村上 廣子 1,500,000 豊島区

森川 真弓 257,500 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 としま剛後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都市を考える会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 3,380,691

前年繰越額 3,380,684

本年収入額 7

２ 支出総額 1,139,820

（翌年への繰越額） 2,240,871

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

経常経費 39,820

事務所費 39,820

政治活動費 1,100,000

選挙関係費 1,100,000

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

森山 高至 9,860,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都政改革をすすめる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 2,810

前年繰越額 2,810

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,810

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都政と市政を結ぶ民主フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都政を革新する会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 10,905,588

前年繰越額 3,721,312

本年収入額 7,184,276

２ 支出総額 6,132,287

（翌年への繰越額） 4,773,301

３ 本年収入の内訳
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個人の負担する党費又は会費 1,391,000
（１６２人）

寄附の総額 5,772,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,772,000

個人からの寄附 5,772,000

その他の収入 21,276

１件 １０万円未満のもの 21,276

４ 支出の内訳

経常経費 5,503,034

人件費 600,000

光熱水費 1,259,538

備品・消耗品費 164,480

事務所費 3,479,016

政治活動費 629,253

組織活動費 35,000

機関紙誌の発行その他の事業費 456,909

宣伝事業費 456,909

調査研究費 137,344

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

洞口 朋子 1,500,000 杉並区

６ 資産の内訳

土地

（所在） （取得年月日）

杉並区 昭和６０年 ６月１０日

（面積） （取得の価格）
円

115.70㎡ 35,000,000

（所在） （取得年月日）

杉並区 昭和６１年 ９月３０日

（面積） （取得の価格）
円

132.23㎡ 60,000,000

建物

（所在） （取得年月日）

杉並区 昭和６１年１１月２１日

（床面積） （取得の価格）
円

79.32㎡ 3,800,000

（所在） （取得年月日）

杉並区 昭和６３年１２月２４日

（床面積） （取得の価格）
円

364.5㎡ 15,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都政を良くする会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 254,534

前年繰越額 0

本年収入額 254,534

２ 支出総額 254,534

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 254,534

政党匿名分を除く寄附の額 254,534

個人からの寄附 254,534

４ 支出の内訳

経常経費 57,876

備品・消耗品費 57,876

政治活動費 196,658

機関紙誌の発行その他の事業費 196,658

宣伝事業費 196,658

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

滝沢 景一 254,534 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都政をよくする小金井市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とみながゆうじ友の会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とみまつたかし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民の命と安全を守る

報告年月日 令和 ４年 ７月１５日
円

１ 収入総額 1,546,936

前年繰越額 546,936

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 1,002,130

（翌年への繰越額） 544,806

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

個人からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,002,130

機関紙誌の発行その他の事業費 1,002,130

機関紙誌の発行事業費 1,002,130

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）

円
大津 浩子 1,000,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 77,958,451

前年繰越額 24,571,899

本年収入額 53,386,552

２ 支出総額 53,955,404

（翌年への繰越額） 24,003,047

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 31,694,000
（７８人）

寄附の総額 372,750

政党匿名分を除く寄附の額 372,750

個人からの寄附 101,500

政治団体からの寄附 271,250

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,980,000

都民ファーストの会ともに進める東京大改 7,980,000
革

本部又は支部から供与された交付金に係る収 10,853,000
入

都民ファーストの会千代田区第二支部 132,250

都民ファーストの会港区第一支部 1,082,500

都民ファーストの会新宿区第一支部 250,250

都民ファーストの会文京区第一支部 1,041,000

都民ファーストの会台東区第一支部 35,750

都民ファーストの会墨田区第一支部 81,500

都民ファーストの会品川区第一支部 44,750

都民ファーストの会目黒区第一支部 436,000

都民ファーストの会大田区第１支部 35,750

都民ファーストの会世田谷区第二支部 167,000

都民ファーストの会中野区第一支部 421,500

都民ファーストの会杉並区第二支部 214,500

都民ファーストの会杉並区第一支部 90,000

都民ファーストの会豊島区第一支部 443,250

都民ファーストの会北区第一支部 1,465,750

都民ファーストの会荒川区第一支部 244,500

都民ファーストの会練馬区第一支部 254,500

都民ファーストの会足立区第一支部 979,500

都民ファーストの会足立区第２支部 447,500

都民ファーストの会江戸川区第２支部 230,500

都民ファーストの会八王子市第二支部 122,250

都民ファーストの会三鷹市第一支部 321,750

都民ファーストの会青梅市第一支部 622,000

都民ファーストの会町田市第一支部 76,500

都民ファーストの会小金井市第一支部 357,500

都民ファーストの会日野市支部 587,000

都民ファーストの会西多摩第一支部 60,000

都民ファーストの会北多摩１区第一支部 393,250

都民ファーストの会北多摩第２区第一支部 143,000
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都民ファーストの会北多摩第四区東久留米 71,500
支部

その他の収入 2,486,802

１件 １０万円未満のもの 43

１件 １０万円以上のもの 2,486,759

職員の給与等負担金 2,486,759

４ 支出の内訳

経常経費 21,159,784

人件費 11,304,850

備品・消耗品費 1,001,731

事務所費 8,853,203

政治活動費 32,795,620

組織活動費 1,611,517

選挙関係費 4,278,905

機関紙誌の発行その他の事業費 22,423,989

機関紙誌の発行事業費 50,270

宣伝事業費 16,978,938

政治資金パーティー開催事業費 5,394,781

調査研究費 2,647,460

その他の経費 1,833,749

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

多摩稲城かがやく風 143,000 稲城市

昭島の未来を考える会 87,500 昭島市

６ 特定パーティーの概要

（名称）

都民ファーストの会ともに進める東京大改革（令和３年１０月１６
日開催・前年収入額２８，６１０，０００円）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

7,980,000 224 新宿区

７ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

都民ファーストの会ともに進める東京大改革

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

三鷹政経同友会 300,000 三鷹市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会足立区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 7,180,160

前年繰越額 180,160

本年収入額 7,000,000

２ 支出総額 6,823,307

（翌年への繰越額） 356,853

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

借入金 5,500,000

馬場 信男 5,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 739,340

人件費 432,975

光熱水費 125,025

備品・消耗品費 41,640

事務所費 139,700

政治活動費 6,083,967

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 979,500
係る支出

組織活動費 12,040

機関紙誌の発行その他の事業費 5,092,427

宣伝事業費 5,092,427

寄附・交付金 979,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

馬場 信男 1,500,000 足立区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

馬場 信男 9,600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会足立区第２支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
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円
１ 収入総額 615,397

前年繰越額 115,397

本年収入額 500,000

２ 支出総額 602,120

（翌年への繰越額） 13,277

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

個人からの寄附 450,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 602,120

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 447,500
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 154,180

機関紙誌の発行事業費 154,180

寄附・交付金 447,940

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中島 奈美 400,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会荒川区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 600,000

前年繰越額 0

本年収入額 600,000

２ 支出総額 578,460

（翌年への繰越額） 21,540

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

政治団体からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 578,460

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 244,500
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 333,520

宣伝事業費 333,520

寄附・交付金 244,940

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

たきぐち学後援会 600,000 荒川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会板橋区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会江戸川区第２支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 408,670

前年繰越額 8,670

本年収入額 400,000

２ 支出総額 404,597

（翌年への繰越額） 4,073

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 404,597

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 230,500
係る支出

組織活動費 22,440

機関紙誌の発行その他の事業費 150,942

宣伝事業費 150,942

寄附・交付金 231,215

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西澤 郁子 400,000 江戸川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会青梅市第一支部
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報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 1,599,449

前年繰越額 99,449

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,362,150

（翌年への繰越額） 237,299

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,362,150

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 684,700
係る支出

選挙関係費 14,700

機関紙誌の発行その他の事業費 662,750

機関紙誌の発行事業費 662,750

寄附・交付金 684,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森村 ゆき 1,500,000 青梅市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会大田区第１支部

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日

円
１ 収入総額 35,750

前年繰越額 0

本年収入額 35,750

２ 支出総額 35,750

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 35,750

政党匿名分を除く寄附の額 35,750

個人からの寄附 35,750

４ 支出の内訳

政治活動費 35,750

寄附・交付金 35,750

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会大田区第二支部

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会葛飾区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 614,736

前年繰越額 961

本年収入額 613,775

２ 支出総額 614,736

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 613,775

政党匿名分を除く寄附の額 613,775

個人からの寄附 613,775

４ 支出の内訳

政治活動費 614,736

機関紙誌の発行その他の事業費 614,736

宣伝事業費 614,736

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

米川 大二郎 613,775 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会北多摩１区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,502,170

前年繰越額 8,920

本年収入額 1,493,250

２ 支出総額 1,465,378

（翌年への繰越額） 36,792

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,100,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,100,000
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個人からの寄附 1,100,000

本部又は支部から供与された交付金に係る収 393,250
入

都民ファーストの会 393,250

４ 支出の内訳

経常経費 150,988

備品・消耗品費 26,400

事務所費 124,588

政治活動費 1,314,390

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 393,250
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 921,140

機関紙誌の発行事業費 921,140

寄附・交付金 393,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

關野 杜成 1,100,000 東大和市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会北多摩第２区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 272,945

前年繰越額 0

本年収入額 272,945

２ 支出総額 272,945

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 272,945

政党匿名分を除く寄附の額 272,945

個人からの寄附 272,945

４ 支出の内訳

政治活動費 272,945

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 143,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 129,505

宣伝事業費 129,505

寄附・交付金 143,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

岡本 光樹 272,945 江東区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会北多摩第四区東久留米支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 72,160

前年繰越額 32,160

本年収入額 40,000

２ 支出総額 71,500

（翌年への繰越額） 660

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 40,000

４ 支出の内訳

政治活動費 71,500

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 71,500
係る支出

寄附・交付金 71,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会江東区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ７月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会佐藤たくま後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会品川区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 44,750

前年繰越額 0

本年収入額 44,750

２ 支出総額 44,750
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（翌年への繰越額） 0

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 44,750
入

都民ファーストの会 44,750

４ 支出の内訳

政治活動費 44,750

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 44,750
係る支出

寄附・交付金 44,750

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会渋谷区第一支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 80,654

前年繰越額 80,654

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 80,654

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会新宿区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 250,250

前年繰越額 0

本年収入額 250,250

２ 支出総額 250,250

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 250,250

政党匿名分を除く寄附の額 250,250

政治団体からの寄附 250,250

４ 支出の内訳

政治活動費 250,250

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 250,250
係る支出

寄附・交付金 250,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都民ファーストの会森 250,250 新宿区
口つかさ後援会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会杉並区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 280,143

前年繰越額 180,143

本年収入額 100,000

２ 支出総額 272,730

（翌年への繰越額） 7,413

３ 本年収入の内訳

借入金 100,000

茜ヶ久保 嘉代子 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 272,730

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 90,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 182,290

宣伝事業費 182,290

寄附・交付金 90,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会墨田区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 574,949

前年繰越額 474,949

本年収入額 100,000

２ 支出総額 81,500

（翌年への繰越額） 493,449

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 81,500

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 81,500
係る支出

寄附・交付金 81,500
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

成清 梨沙子 100,000 墨田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会世田谷区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 755,907

前年繰越額 115,907

本年収入額 640,000

２ 支出総額 403,791

（翌年への繰越額） 352,116

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 640,000

政党匿名分を除く寄附の額 640,000

個人からの寄附 100,000

政治団体からの寄附 540,000

４ 支出の内訳

政治活動費 403,791

機関紙誌の発行その他の事業費 403,791

機関紙誌の発行事業費 292,431

宣伝事業費 111,360

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

笹川 堯 100,000 千代田区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都医師政治連盟玉 200,000 世田谷区
川支部

東京都医師政治連盟世 300,000 世田谷区
田谷支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会世田谷区第二支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 3,322,205

前年繰越額 12,205

本年収入額 3,310,000

２ 支出総額 3,318,475

（翌年への繰越額） 3,730

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,310,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,310,000

政治団体からの寄附 3,310,000

４ 支出の内訳

経常経費 962,013

人件費 154,000

光熱水費 1,088

備品・消耗品費 274,537

事務所費 532,388

政治活動費 2,356,462

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 167,000
係る支出

組織活動費 236,290

機関紙誌の発行その他の事業費 1,942,272

宣伝事業費 1,942,272

調査研究費 10,900

寄附・交付金 167,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

木村基成後援会 2,800,000 世田谷区

東京都医師政治連盟世 250,000 世田谷区
田谷支部

東京都医師政治連盟玉 200,000 世田谷区
川支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会世田谷区第３支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会台東区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 2,210,263

前年繰越額 10,263
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本年収入額 2,200,000

２ 支出総額 2,184,759

（翌年への繰越額） 25,504

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,200,000

個人からの寄附 1,500,000

政治団体からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,184,759

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 35,750
係る支出

組織活動費 879,869

機関紙誌の発行その他の事業費 1,268,920

宣伝事業費 1,268,920

寄附・交付金 35,970

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

保坂 真宏 1,500,000 台東区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都民ファーストの会保 700,000 台東区
坂まさひろ後援会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会立川市第二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会千代田区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 702,846

前年繰越額 2,846

本年収入額 700,000

２ 支出総額 614,840

（翌年への繰越額） 88,006

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

個人からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

政治活動費 614,840

選挙関係費 161,090

調査研究費 453,750

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

樋口 高顕 700,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会千代田区第二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会東京都議団

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,393,495

前年繰越額 2,393,495

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,393,495

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会島しょ支部

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会豊島区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 443,250

前年繰越額 0

本年収入額 443,250

２ 支出総額 443,250
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（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 443,250

政党匿名分を除く寄附の額 443,250

個人からの寄附 443,250

４ 支出の内訳

政治活動費 443,250

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 443,250
係る支出

寄附・交付金 443,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

本橋 弘隆 443,250 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会豊島総支部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 2,050,073

前年繰越額 1,684,060

本年収入額 366,013

２ 支出総額 907,248

（翌年への繰越額） 1,142,825

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 356,000
（１７８人）

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 36,190

備品・消耗品費 36,190

政治活動費 871,058

組織活動費 265,618

選挙関係費 605,440

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会中野区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,928,093

前年繰越額 428,093

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,567,515

（翌年への繰越額） 360,578

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 37,400

事務所費 37,400

政治活動費 1,530,115

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 421,500
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 1,108,615

宣伝事業費 1,108,615

寄附・交付金 421,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

荒木 千陽 1,500,000 中野区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会西多摩第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 785,290

前年繰越額 0

本年収入額 785,290

２ 支出総額 785,290

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

借入金 785,290

清水 康子 785,290

４ 支出の内訳

経常経費 479,737

光熱水費 22,714
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事務所費 457,023

政治活動費 305,553

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 60,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 245,333

宣伝事業費 245,333

寄附・交付金 60,220

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

清水 康子 5,407,071

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会西東京市第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会練馬区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 302,042

前年繰越額 2,042

本年収入額 300,000

２ 支出総額 298,500

（翌年への繰越額） 3,542

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 298,500

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 214,500
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 84,000

宣伝事業費 84,000

寄附・交付金 214,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

村松 一希 300,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会練馬区第二支部

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会はしぐち奈保後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会八王子市第二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 311,768

前年繰越額 0

本年収入額 311,768

２ 支出総額 311,768

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 311,768

政党匿名分を除く寄附の額 311,768

個人からの寄附 311,768

４ 支出の内訳

政治活動費 311,768

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 122,250
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 189,518

宣伝事業費 189,518

寄附・交付金 122,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

滝田 泰彦 311,768 八王子市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会日野市支部

報告年月日 令和 ４年 ７月 ４日
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円
１ 収入総額 587,000

前年繰越額 0

本年収入額 587,000

２ 支出総額 587,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 587,000

政党匿名分を除く寄附の額 587,000

個人からの寄附 587,000

４ 支出の内訳

政治活動費 587,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 587,000
係る支出

寄附・交付金 587,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

菅原 直志 587,000 日野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会府中市第二支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会文京区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 2,062,806

前年繰越額 0

本年収入額 2,062,806

２ 支出総額 2,062,806

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,062,806

政党匿名分を除く寄附の額 2,062,806

政治団体からの寄附 2,062,806

４ 支出の内訳

政治活動費 2,062,806

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,041,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 1,021,806

宣伝事業費 1,021,806

寄附・交付金 1,041,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都民ファーストの会増 2,062,806 文京区
子ひろき後援会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会町田市第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日

円
１ 収入総額 2,159,572

前年繰越額 0

本年収入額 2,159,572

２ 支出総額 2,159,572

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

借入金 2,159,572

藤井 晃 2,159,572

４ 支出の内訳

政治活動費 2,159,572

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 76,500
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 2,083,072

宣伝事業費 2,083,072

寄附・交付金 76,500

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

藤井 晃 2,159,572

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会三鷹市第一支部

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 1,317,958

前年繰越額 35,005

本年収入額 1,282,953
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２ 支出総額 1,317,958

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,282,953

政党匿名分を除く寄附の額 1,282,953

個人からの寄附 961,483

政治団体からの寄附 321,470

４ 支出の内訳

政治活動費 1,317,958

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 321,750
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 995,988

宣伝事業費 995,988

寄附・交付金 321,970

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山田 浩史 961,483 三鷹市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

都民ファーストの会山 321,470 三鷹市
田ひろし後援会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会港区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,110,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,110,000

２ 支出総額 1,110,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,110,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,110,000

個人からの寄附 1,110,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,110,000

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 1,082,500
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 27,500

宣伝事業費 27,500

寄附・交付金 1,082,500

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

入江 伸子 1,110,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会武蔵野市支部

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 10,135

前年繰越額 10,135

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,135

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 都民ファーストの会目黒区第一支部

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 705,971

前年繰越額 5,971

本年収入額 700,000

２ 支出総額 693,422

（翌年への繰越額） 12,549

３ 本年収入の内訳

借入金 700,000

伊藤 悠 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 880

事務所費 880

政治活動費 692,542

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 436,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 256,542

機関紙誌の発行事業費 256,542

寄附・交付金 436,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ともに荒川の明日をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ともに活き市政を良くする会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 3,722,000

前年繰越額 0

本年収入額 3,722,000

２ 支出総額 2,416,427

（翌年への繰越額） 1,305,573

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 8,000
（８人）

寄附の総額 3,660,000

政党匿名分を除く寄附の額 3,660,000

個人からの寄附 3,660,000

その他の収入 54,000

１件 １０万円未満のもの 54,000

４ 支出の内訳

経常経費 201,899

人件費 120,000

備品・消耗品費 81,899

政治活動費 2,214,528

組織活動費 500

機関紙誌の発行その他の事業費 2,214,028

機関紙誌の発行事業費 1,555,076

宣伝事業費 658,952

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥野 倫子 1,300,000 日野市

古賀 保行 100,000 日野市

奥野 開斗 1,100,000 日野市

奥野 衆史 1,100,000 日野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ともに手を取り住みたい渋谷へ

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 友野和子後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 762,300

前年繰越額 0

本年収入額 762,300

２ 支出総額 762,300

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 762,300

政党匿名分を除く寄附の額 762,300

個人からの寄附 762,300

４ 支出の内訳

政治活動費 762,300

機関紙誌の発行その他の事業費 762,300

宣伝事業費 762,300

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

友野 和子 762,300 清瀬市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 とや英津子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 40,400

前年繰越額 40,400

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 40,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 外山まなみエールの会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 土頭を働かし最高裁裁判官５人を弾劾する党 身
体から地頭へ人の増える会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土居範洋後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 道州制型統治機構研究会

報告年月日 令和 ４年 ６月３０日
円

１ 収入総額 338,088

前年繰越額 338,088

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 338,088

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 どすこい会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 13,515,472

前年繰越額 5,765,472

本年収入額 7,750,000

２ 支出総額 5,598,749

（翌年への繰越額） 7,916,723

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 7,750,000

第７回どすこい会 7,750,000

４ 支出の内訳

経常経費 569,212

備品・消耗品費 440,219

事務所費 128,993

政治活動費 5,029,537

組織活動費 3,720,143

機関紙誌の発行その他の事業費 1,219,118

政治資金パーティー開催事業費 1,219,118

調査研究費 90,276

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土日夜間議会改革

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 228,601

前年繰越額 68,601

本年収入額 160,000

２ 支出総額 60,830

（翌年への繰越額） 167,771

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 160,000

政党匿名分を除く寄附の額 160,000

個人からの寄附 160,000

４ 支出の内訳

経常経費 60,830

人件費 11,000

事務所費 49,830

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

青山 真二 60,000 千葉県市川市

原 英史 100,000 港区

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

原 英史 3,957,156

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 どばしけいこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中江秀夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中岡まき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 233,906

前年繰越額 233,904

本年収入額 2

２ 支出総額 13,211

（翌年への繰越額） 220,695

３ 本年収入の内訳

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 13,211

事務所費 13,211

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川清志後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 336,546

前年繰越額 336,546

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 336,546

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川親儀会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川たいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 5,000

前年繰越額 5,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川雅治税理士後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 1,500

前年繰越額 1,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中川みあ後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月 ６日
円

１ 収入総額 0

前年繰越額 0

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 0

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

中川 美波 1,434,672

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中﨑ようへい後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中里光夫後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中沢正利後援会
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報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 197,024

前年繰越額 12,624

本年収入額 184,400

２ 支出総額 185,502

（翌年への繰越額） 11,522

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 184,400
（４６１人）

４ 支出の内訳

経常経費 167,100

光熱水費 39,600

備品・消耗品費 7,500

事務所費 120,000

政治活動費 18,402

組織活動費 18,402

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中嶋ひろゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中島よしお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 3,431,932

前年繰越額 171,911

本年収入額 3,260,021

２ 支出総額 3,309,231

（翌年への繰越額） 122,701

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,160,000

中島よしお都政報告会（計２回） 3,160,000

その他の収入 21

１件 １０万円未満のもの 21

４ 支出の内訳

経常経費 1,657,632

人件費 600,000

備品・消耗品費 229,740

事務所費 827,892

政治活動費 1,651,599

組織活動費 291,320

機関紙誌の発行その他の事業費 1,324,853

宣伝事業費 17,600

政治資金パーティー開催事業費 1,307,253

調査研究費 35,426

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

堀込 宏行 100,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中島よしお励ます会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 3,989,236

前年繰越額 0

本年収入額 3,989,236

２ 支出総額 3,989,236

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 3,989,236

政党匿名分を除く寄附の額 3,989,236

政治団体からの寄附 3,989,236

４ 支出の内訳

経常経費 1,311,323

人件費 257,759

備品・消耗品費 25,333

事務所費 1,028,231

政治活動費 2,677,913

機関紙誌の発行その他の事業費 2,677,913

宣伝事業費 2,677,913

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）
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（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党北多摩第三総支 3,989,236 調布市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なかたにはるみと共にくらしの安全・安心を守る
会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 42

前年繰越額 42

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 42

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中田だいさくと新しい世を創る会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 22,655

前年繰越額 22,655

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 22,655

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中西千惠と日の出町の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中根ぜんこう後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 50,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野あきと後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 3,455,978

前年繰越額 3,328,049

本年収入額 127,929

２ 支出総額 303,832

（翌年への繰越額） 3,152,146

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 44,000
（３８人）

寄附の総額 83,200

政党匿名分を除く寄附の額 83,200

個人からの寄附 83,200

その他の収入 729

１件 １０万円未満のもの 729

４ 支出の内訳

経常経費 14,907

人件費 12,500

備品・消耗品費 712

事務所費 1,695

政治活動費 288,925

組織活動費 178,781

機関紙誌の発行その他の事業費 90,144

機関紙誌の発行事業費 79,758

宣伝事業費 10,386

調査研究費 10,000

寄附・交付金 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野で未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 10,413

前年繰越額 10,413

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,413

925 ページ



―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 34,943

前年繰越額 31,943

本年収入額 3,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,943

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,000
（３人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野みらい研究所

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野よしのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 410,607

前年繰越額 110,607

本年収入額 300,000

２ 支出総額 204,155

（翌年への繰越額） 206,452

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 2,142

備品・消耗品費 2,142

政治活動費 202,013

機関紙誌の発行その他の事業費 202,013

宣伝事業費 202,013

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中野 芳則 300,000 青梅市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中野ルネッサンス

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なかまえ由紀を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中町さとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 仲間まさし後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村あきひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 90,721

前年繰越額 0

本年収入額 90,721

２ 支出総額 90,721

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

借入金 90,721

中村 隆宏 90,721

４ 支出の内訳

経常経費 3,205

備品・消耗品費 3,205

政治活動費 87,516
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組織活動費 43,300

機関紙誌の発行その他の事業費 44,216

宣伝事業費 44,216

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村あや後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 194,690

前年繰越額 194,690

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 194,690

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村一広後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村きよはる後援会

報告年月日 令和 ４年 ５月 ２日
円

１ 収入総額 19,000

前年繰越額 19,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 19,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村庄一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 609,164

前年繰越額 59,164

本年収入額 550,000

２ 支出総額 586,797

（翌年への繰越額） 22,367

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 200,000
（２００人）

寄附の総額 350,000

政党匿名分を除く寄附の額 350,000

個人からの寄附 350,000

４ 支出の内訳

経常経費 314,096

光熱水費 6,820

備品・消耗品費 250,077

事務所費 57,199

政治活動費 272,701

組織活動費 272,701

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中村 庄一郎 150,000 東大和市

中野 高雄 200,000 西多摩郡瑞穂町

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村史朗後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村しんご後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村たけし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 2,015,325

前年繰越額 2,015,325

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,015,325

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中村則仁とみんなで未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 197,743

前年繰越額 7,743
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本年収入額 190,000

２ 支出総額 197,562

（翌年への繰越額） 181

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 190,000

政党匿名分を除く寄附の額 190,000

個人からの寄附 190,000

４ 支出の内訳

政治活動費 197,562

機関紙誌の発行その他の事業費 197,562

機関紙誌の発行事業費 197,562

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中村 則仁 190,000 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 155,983

前年繰越額 155,974

本年収入額 9

２ 支出総額 21,397

（翌年への繰越額） 134,586

３ 本年収入の内訳

その他の収入 9

１件 １０万円未満のもの 9

４ 支出の内訳

経常経費 21,397

備品・消耗品費 17,327

事務所費 4,070

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山克己後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 4,676

前年繰越額 4,676

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,676

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山ごう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 239,708

前年繰越額 11,458

本年収入額 228,250

２ 支出総額 230,674

（翌年への繰越額） 9,034

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 228,250
（４１５人）

４ 支出の内訳

経常経費 215,674

光熱水費 61,440

備品・消耗品費 3,430

事務所費 150,804

政治活動費 15,000

組織活動費 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山たかひと後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山信行励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 271,590

前年繰越額 0

本年収入額 271,590

２ 支出総額 271,590

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 271,590

政党匿名分を除く寄附の額 271,590

政治団体からの寄附 271,590
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４ 支出の内訳

政治活動費 271,590

機関紙誌の発行その他の事業費 271,590

宣伝事業費 271,590

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党足立総支部 271,590 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山よしかつ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 5,417,318

前年繰越額 5,417,318

本年収入額 0

２ 支出総額 3,650,462

（翌年への繰越額） 1,766,856

３ 支出の内訳

経常経費 3,650,462

人件費 3,650,462

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中山よしかつを囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 15,606

前年繰越額 15,606

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 15,606

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 中儀会

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ながいともこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長澤こうすけ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 277,700

前年繰越額 277,700

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 277,700

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長島昭久を囲む税理士の会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日

円
１ 収入総額 443,677

前年繰越額 431,673

本年収入額 12,004

２ 支出総額 12,000

（翌年への繰越額） 431,677

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,000

個人からの寄附 12,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 12,000

事務所費 12,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 永田壮一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長友よしきと市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 366,431

前年繰越額 218,431
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本年収入額 148,000

２ 支出総額 285,565

（翌年への繰越額） 80,866

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 148,000

政党匿名分を除く寄附の額 148,000

個人からの寄附 48,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 285,565

光熱水費 60,994

備品・消耗品費 176,571

事務所費 48,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ホップ・ステップ・調 100,000 調布市
布

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長縄よしゆきと清瀬を考える会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 永沼かつゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 1,078

前年繰越額 1,078

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,078

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長野元祐後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長橋けい一を励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 261,156

前年繰越額 19,036

本年収入額 242,120

２ 支出総額 242,120

（翌年への繰越額） 19,036

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 242,120

政党匿名分を除く寄附の額 242,120

政治団体からの寄附 242,120

４ 支出の内訳

政治活動費 242,120

機関紙誌の発行その他の事業費 242,120

宣伝事業費 242,120

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

公明党豊島総支部 242,120 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 永原たかやす後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ながほり武後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 173,486

前年繰越額 0

本年収入額 173,486

２ 支出総額 173,486

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 173,486

政党匿名分を除く寄附の額 173,486

個人からの寄附 173,486
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４ 支出の内訳

政治活動費 173,486

機関紙誌の発行その他の事業費 173,486

機関紙誌の発行事業費 173,486

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

長堀 武 173,486 武蔵村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 永元すま子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 流れを変える・くにたちの会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 182,018

前年繰越額 182,018

本年収入額 0

２ 支出総額 6,070

（翌年への繰越額） 175,948

３ 支出の内訳

経常経費 1,550

備品・消耗品費 1,550

政治活動費 4,520

組織活動費 4,520

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 南雲由子と未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 895,595

前年繰越額 0

本年収入額 895,595

２ 支出総額 895,595

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 895,595

政党匿名分を除く寄附の額 895,595

個人からの寄附 895,595

４ 支出の内訳

経常経費 793,457

光熱水費 3,600

備品・消耗品費 30,616

事務所費 759,241

政治活動費 102,138

組織活動費 77,100

調査研究費 25,038

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

井上 由子 895,595 板橋区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 奈須りえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,227,473

前年繰越額 333,217

本年収入額 894,256

２ 支出総額 1,052,393

（翌年への繰越額） 175,080

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 144,000
（１４４人）

寄附の総額 750,256

政党匿名分を除く寄附の額 750,256

個人からの寄附 750,256

４ 支出の内訳

経常経費 470,514

光熱水費 8,835

備品・消耗品費 120,688

事務所費 340,991

政治活動費 581,879

組織活動費 64,242

機関紙誌の発行その他の事業費 376,800

宣伝事業費 376,800

931 ページ



調査研究費 140,837

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なつめ会

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 1,050,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,050,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,050,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,050,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,050,000

個人からの寄附 1,050,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鉢呂 吉雄 1,000,000 北海道小樽市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 名取けんいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 名取てつろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 43,810

前年繰越額 43,810

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 43,810

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 名取ひであき後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 2,320,000

前年繰越額 1,420,000

本年収入額 900,000

２ 支出総額 1,486,000

（翌年への繰越額） 834,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 900,000

政党匿名分を除く寄附の額 900,000

政治団体からの寄附 900,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,486,000

組織活動費 1,486,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都衆議 300,000 北区
院比例区第三支部

自由民主党北区総支部 200,000 北区

自由民主党東京都北区 200,000 北区
第二十九支部

自由民主党東京都支部 200,000 千代田区
連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 七生・日野を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 なべ島ひさし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 838,407

前年繰越額 593,402

本年収入額 245,005

２ 支出総額 203,478

（翌年への繰越額） 634,929

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 145,000

及川幸久の国際セミナー 145,000

932 ページ



その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 11,808

事務所費 11,808

政治活動費 191,670

機関紙誌の発行その他の事業費 191,670

その他の事業費 191,670

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鍋島 久 100,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 並木かつみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,277,075

前年繰越額 1,277,075

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,277,075

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 新島つねお後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月２８日
円

１ 収入総額 379,927

前年繰越額 21,927

本年収入額 358,000

２ 支出総額 365,674

（翌年への繰越額） 14,253

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 310,000
（９９人）

寄附の総額 48,000

政党匿名分を除く寄附の額 48,000

個人からの寄附 48,000

４ 支出の内訳

経常経費 339,184

光熱水費 25,233

備品・消耗品費 13,951

事務所費 300,000

政治活動費 26,490

組織活動費 16,990

機関紙誌の発行その他の事業費 9,500

宣伝事業費 9,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西岡真一郎を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 26,111

前年繰越額 16,111

本年収入額 10,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 26,111

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西岡めぐみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 302,432

前年繰越額 2,432

本年収入額 300,000

２ 支出総額 301,500

（翌年への繰越額） 932

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

個人からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 301,500

光熱水費 61,500

事務所費 240,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西岡 めぐみ 300,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にしがき誠後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２２日
円

１ 収入総額 11,000

前年繰越額 10,000

本年収入額 1,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,000
（１人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 錦会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,044,151

前年繰越額 1,044,151

本年収入額 0

２ 支出総額 10,000

（翌年への繰越額） 1,034,151

３ 支出の内訳

政治活動費 10,000

選挙関係費 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にしたに徹後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西多摩憲法会議

報告年月日 令和 ４年 ５月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京市のみらいをひらいていく会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 2,347,794

前年繰越額 951,968

本年収入額 1,395,826

２ 支出総額 2,336,890

（翌年への繰越額） 10,904

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,395,826

政党匿名分を除く寄附の額 1,395,826

個人からの寄附 1,323,476

政治団体からの寄附 72,350

４ 支出の内訳

経常経費 243,936

光熱水費 16,458

備品・消耗品費 155,187

事務所費 72,291

政治活動費 2,092,954

組織活動費 6,760

機関紙誌の発行その他の事業費 2,086,194

宣伝事業費 2,086,194

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

西東京・生活者ネット 72,350 西東京市
ワーク

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京市民のくらしをよくする会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 8,519

前年繰越額 8,519

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,519

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京新世紀クラブ２１

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 720,330

前年繰越額 720,330
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本年収入額 0

２ 支出総額 4,763

（翌年への繰越額） 715,567

３ 支出の内訳

経常経費 4,763

備品・消耗品費 4,763

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 18,299,134

前年繰越額 11,152,819

本年収入額 7,146,315

２ 支出総額 5,008,095

（翌年への繰越額） 13,291,039

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 259,200
（９６人）

寄附の総額 6,853,654

政党匿名分を除く寄附の額 6,853,654

個人からの寄附 775,950

政治団体からの寄附 6,077,704

その他の収入 33,461

１件 １０万円未満のもの 33,461

４ 支出の内訳

経常経費 3,411,396

人件費 1,508,065

光熱水費 104,914

備品・消耗品費 113,828

事務所費 1,684,589

政治活動費 1,596,699

組織活動費 141,576

機関紙誌の発行その他の事業費 1,182,957

宣伝事業費 1,182,957

調査研究費 160,376

寄附・交付金 111,790

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

茂木 千佳子 480,000 西東京市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

かとう涼子とまちづく 2,720,111 西東京市
り広場

後藤ゆう子とおひさま 3,357,593 西東京市
会議

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京の明日を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,250,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,250,000

２ 支出総額 1,237,696

（翌年への繰越額） 12,304

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,250,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,250,000

個人からの寄附 1,250,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,237,696

機関紙誌の発行その他の事業費 1,237,696

宣伝事業費 1,237,696

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石毛 泰道 1,250,000 西東京市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京バス交通政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,125,436

前年繰越額 2,261,016

本年収入額 864,420

２ 支出総額 371,900

（翌年への繰越額） 2,753,536

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 864,400
（８，６４４人）
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その他の収入 20

１件 １０万円未満のもの 20

４ 支出の内訳

経常経費 60,000

事務所費 60,000

政治活動費 311,900

寄附・交付金 310,800

その他の経費 1,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西東京ユナイテッド

報告年月日 令和 ４年 ６月２８日
円

１ 収入総額 136,060

前年繰越額 136,060

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 136,060

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西の原えみ子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西野正人友の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 848,468

前年繰越額 48,468

本年収入額 800,000

２ 支出総額 758,040

（翌年への繰越額） 90,428

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

個人からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 43,800

事務所費 43,800

政治活動費 714,240

機関紙誌の発行その他の事業費 714,240

機関紙誌の発行事業費 44,330

宣伝事業費 669,910

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

西野 正人 800,000 日野市

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

西野 正人 1,800,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西部唯史後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 65,951

前年繰越額 29,155

本年収入額 36,796

２ 支出総額 25,327

（翌年への繰越額） 40,624

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,300
（９２人）

寄附の総額 10,496

政党匿名分を除く寄附の額 10,496

個人からの寄附 10,496

４ 支出の内訳

政治活動費 25,327

機関紙誌の発行その他の事業費 25,327

宣伝事業費 25,327

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 二島豊司後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 51,041

前年繰越額 51,041

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 51,041
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村えみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 1,911,776

前年繰越額 1,611,776

本年収入額 300,000

２ 支出総額 1,911,776

（翌年への繰越額） 0

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 300,000

セミナー 300,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,911,776

その他の経費 1,911,776

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

西村 恵美 1,144,573

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村修後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村ちほ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村なおこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 822,720

前年繰越額 0

本年収入額 822,720

２ 支出総額 822,720

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 822,720

政党匿名分を除く寄附の額 822,720

個人からの寄附 822,720

４ 支出の内訳

経常経費 822,720

光熱水費 66,720

事務所費 756,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

鈴木 直子 822,720 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村博隆後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西村柳一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にしむろ真希後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 738,883

前年繰越額 154,883

本年収入額 584,000

２ 支出総額 679,867

（翌年への繰越額） 59,016

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 584,000

政党匿名分を除く寄附の額 584,000

個人からの寄附 84,000

政治団体からの寄附 500,000

４ 支出の内訳
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経常経費 179,057

人件費 20,000

備品・消耗品費 10,492

事務所費 148,565

政治活動費 500,810

組織活動費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 470,810

宣伝事業費 470,810

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 500,000 八王子市
子市第三十六支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 西山さくら後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にじいろ中野

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 342

前年繰越額 342

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 342

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ２１世紀の情報通信を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 40,307,472

前年繰越額 27,909,913

本年収入額 12,397,559

２ 支出総額 8,437,798

（翌年への繰越額） 31,869,674

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 12,397,322
（３，１５６人）

その他の収入 237

１件 １０万円未満のもの 237

４ 支出の内訳

経常経費 6,158,362

人件費 4,332,161

光熱水費 135,071

備品・消耗品費 124,795

事務所費 1,566,335

政治活動費 2,279,436

組織活動費 2,279,436

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ２１世紀ビジョン懇話会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日鉄物流労働組合協議会「働く仲間を守る会」

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 744,147

前年繰越額 0

本年収入額 744,147

２ 支出総額 720,330

（翌年への繰越額） 23,817

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 744,147

政党匿名分を除く寄附の額 744,147

個人からの寄附 744,147

４ 支出の内訳

政治活動費 720,330

寄附・交付金 720,330

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本第一党東京都本部

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 144,630

前年繰越額 144,630

本年収入額 0

２ 支出総額 8,443
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（翌年への繰越額） 136,187

３ 支出の内訳

政治活動費 8,443

組織活動費 8,443

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本見直しの会北区

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 18,000

前年繰越額 15,000

本年収入額 3,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 18,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,000
（３人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本を元気にする会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にへい文隆後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 にへいふみのり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本遺族政治連盟東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 359,480

前年繰越額 334,576

本年収入額 24,904

２ 支出総額 93,430

（翌年への繰越額） 266,050

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 24,900
（４８人）

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 18,110

人件費 6,440

事務所費 11,670

政治活動費 75,320

組織活動費 44,660

寄附・交付金 30,660

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党大田区後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 292,630

前年繰越額 95,630

本年収入額 197,000

２ 支出総額 149,896

（翌年への繰越額） 142,734

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 197,000

政党匿名分を除く寄附の額 197,000

個人からの寄附 197,000

４ 支出の内訳

経常経費 12,156

備品・消耗品費 12,156

政治活動費 137,740

組織活動費 137,740

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党大竹辰治後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党大野まこと後援会

939 ページ



報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党金子けんたろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党川上耕一後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党黒沼良光後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党酒井まさえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党坂本みえこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党品川区後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 347,684

前年繰越額 60,574

本年収入額 287,110

２ 支出総額 324,767

（翌年への繰越額） 22,917

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 171,000
（１，８５０人）

その他の収入 116,110

１件 １０万円未満のもの 116,110

４ 支出の内訳

経常経費 301,277

備品・消耗品費 141,277

事務所費 160,000

政治活動費 23,490

組織活動費 23,490

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党杉山こういち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党世田谷区後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 207,457

前年繰越額 63,262

本年収入額 144,195

２ 支出総額 136,408

（翌年への繰越額） 71,049

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 144,195

干あじ販売あっせん 144,195

４ 支出の内訳

経常経費 750

備品・消耗品費 750

政治活動費 135,658

機関紙誌の発行その他の事業費 135,658

機関紙誌の発行事業費 135,658

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党富田たく後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党中野区後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 787,079

前年繰越額 90,079

本年収入額 697,000

２ 支出総額 652,600

（翌年への繰越額） 134,479

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 697,000
（４，１００人）

４ 支出の内訳

経常経費 232,600

備品・消耗品費 97,600

事務所費 135,000

政治活動費 420,000

組織活動費 420,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党原田あきら後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党藤田りょうこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党本間まさよ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党港区後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 119,959

前年繰越額 119,959

本年収入額 0

２ 支出総額 36,000

（翌年への繰越額） 83,959

３ 支出の内訳

政治活動費 36,000

機関紙誌の発行その他の事業費 36,000

宣伝事業費 36,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党山田耕平後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本共産党渡辺つよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本経済党

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本退職公務員連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 47,973

前年繰越額 47,973

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 47,973

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本で一番幸せなまち狛江を目指す会

報告年月日 令和 ４年 ５月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本統志同憂会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本の安全保障政策を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,749,064

前年繰越額 949,064

本年収入額 1,800,000

２ 支出総額 1,838,075

（翌年への繰越額） 910,989

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 600,000
（１０人）

寄附の総額 1,200,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,200,000

個人からの寄附 1,200,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,497,593

備品・消耗品費 501,301

事務所費 996,292

政治活動費 340,482

組織活動費 214,110

調査研究費 126,372

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中江 克己 600,000 神奈川県川崎市

中江 良隆 600,000 千葉県船橋市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本の文化と伝統を守る会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 34,617

前年繰越額 4,617

本年収入額 30,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,617

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本病院薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 20,767,058

前年繰越額 15,184,022

本年収入額 5,583,036

２ 支出総額 6,471,558

（翌年への繰越額） 14,295,500

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,583,000
（１，８６１人）

その他の収入 36

１件 １０万円未満のもの 36

４ 支出の内訳

経常経費 1,480,038

備品・消耗品費 218,020

事務所費 1,262,018

政治活動費 4,991,520

組織活動費 1,177,020

選挙関係費 6,490

機関紙誌の発行その他の事業費 175,380

宣伝事業費 175,380

寄附・交付金 3,632,630

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本弁護士政治連盟東京本部

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 16,205,954

前年繰越額 13,960,831

本年収入額 2,245,123

２ 支出総額 1,196,829

（翌年への繰越額） 15,009,125
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,245,000
（４４９人）

その他の収入 123

１件 １０万円未満のもの 123

４ 支出の内訳

経常経費 357,115

事務所費 357,115

政治活動費 839,714

組織活動費 140,831

選挙関係費 251,035

機関紙誌の発行その他の事業費 447,848

機関紙誌の発行事業費 447,848

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本薬業政治連盟東京支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 3,070,240

前年繰越額 2,570,218

本年収入額 500,022

２ 支出総額 366,052

（翌年への繰越額） 2,704,188

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 500,000
入

日本薬業政治連盟 500,000

その他の収入 22

１件 １０万円未満のもの 22

４ 支出の内訳

経常経費 130,233

備品・消耗品費 56,004

事務所費 74,229

政治活動費 235,819

組織活動費 235,819

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本臨床検査技師連盟東京都支部

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 54,864

前年繰越額 54,864

本年収入額 0

２ 支出総額 21,359

（翌年への繰越額） 33,505

３ 支出の内訳

政治活動費 21,359

組織活動費 21,359

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日本労働党東京都委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 13,118,305

前年繰越額 189,405

本年収入額 12,928,900

２ 支出総額 12,904,511

（翌年への繰越額） 213,794

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 5,241,600
（３１２人）

寄附の総額 326,000

政党匿名分を除く寄附の額 326,000

個人からの寄附 326,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 7,361,300

機関紙「労働新聞」 6,905,300

ブックレット「資本主義は末期、社会革命 456,000
の時代へ」

４ 支出の内訳

経常経費 5,705,117

人件費 4,438,900

備品・消耗品費 357,817

事務所費 908,400

政治活動費 7,199,394

組織活動費 2,725,783

機関紙誌の発行その他の事業費 4,033,042

機関紙誌の発行事業費 3,537,852

宣伝事業費 495,190

調査研究費 440,569

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ぬかが和子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ぬのや和代後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月２５日
円

１ 収入総額 51,000

前年繰越額 7,000

本年収入額 44,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 51,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 4,000
（８人）

寄附の総額 40,000

政党匿名分を除く寄附の額 40,000

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 根岸としひこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 165,588

前年繰越額 165,588

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 165,588

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 Ｎｅｘｔの会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ２日
円

１ 収入総額 35,705

前年繰越額 35,705

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 35,705

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 熱党

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 根津まちづくり政策会議

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬区議会議員無所属

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬区議会無所属議員団

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 119,752

前年繰越額 119,752

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 119,752

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬区農政推進連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 578,809

前年繰越額 578,805

本年収入額 4

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 578,809

３ 本年収入の内訳

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 練馬・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 18,867,548

前年繰越額 10,734,852

本年収入額 8,132,696

２ 支出総額 5,213,197

（翌年への繰越額） 13,654,351

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 212,800
（５６人）

寄附の総額 7,908,554

政党匿名分を除く寄附の額 7,908,554

個人からの寄附 1,538,900

政治団体からの寄附 6,369,654

その他の収入 11,342

１件 １０万円未満のもの 11,342

４ 支出の内訳

経常経費 3,509,357

人件費 1,949,760

光熱水費 140,345

備品・消耗品費 173,330

事務所費 1,245,922

政治活動費 1,703,840

組織活動費 822,126

機関紙誌の発行その他の事業費 773,114

機関紙誌の発行事業費 359,959

宣伝事業費 413,155

調査研究費 6,600

寄附・交付金 102,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

菊地 靖枝 1,037,000 練馬区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

きみと歩こう！きみが 3,362,138 練馬区
き圭子の会

やない克子とピースフ 3,007,516 練馬区
ルねりま

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ねりまの明日を拓く区民の会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 945,610

前年繰越額 345,610

本年収入額 600,000

２ 支出総額 165,000

（翌年への繰越額） 780,610

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

政治団体からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 165,000

組織活動費 165,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

緑の風 600,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 練馬の力を伸ばす会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ねりま無所属の会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 948,676

前年繰越額 298,676

本年収入額 650,000

２ 支出総額 34,708

（翌年への繰越額） 913,968

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 650,000

政党匿名分を除く寄附の額 650,000

個人からの寄附 650,000
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４ 支出の内訳

経常経費 34,708

事務所費 34,708

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宇田川 麗華 650,000 練馬区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野垣あきこ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 のぐちけんたろう事務所

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野口将人後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野崎まこと後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 482,101

前年繰越額 482,101

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 482,101

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野島たけお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,330,396

前年繰越額 1,330,396

本年収入額 0

２ 支出総額 52,592

（翌年への繰越額） 1,277,804

３ 支出の内訳

経常経費 52,592

備品・消耗品費 23,092

事務所費 29,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野々山研後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野見山のぶよしを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 24,312

前年繰越額 24,312

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,312

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野村有信後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 323,083

前年繰越額 323,083

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 323,083

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 野村説後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 33,000

前年繰越額 33,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,000

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 はぎわらたかあきを励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 169,400

前年繰越額 0

本年収入額 169,400

２ 支出総額 169,400

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 169,400

政党匿名分を除く寄附の額 169,400

個人からの寄附 169,400

４ 支出の内訳

政治活動費 169,400

機関紙誌の発行その他の事業費 169,400

機関紙誌の発行事業費 169,400

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

萩原 隆旦 169,400 西多摩郡日の出町

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 博朋会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 119,450

前年繰越額 119,450

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 119,450

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 博友会（井上 智治）

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 23,321,673

前年繰越額 7,831,579

本年収入額 15,490,094

２ 支出総額 13,237,805

（翌年への繰越額） 10,083,868

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 15,490,000

出版記念講演会 15,490,000

その他の収入 94

１件 １０万円未満のもの 94

４ 支出の内訳

経常経費 46,690

事務所費 46,690

政治活動費 13,191,115

機関紙誌の発行その他の事業費 3,751,115

政治資金パーティー開催事業費 3,751,115

寄附・交付金 9,440,000

５ 特定パーティーの概要

（名称）

出版記念講演会（令和３年１２月１日開催）

（収入の金額） （支払をした者の数） （開催場所）
円 人

15,490,000 775 港区

６ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

出版記念講演会

（支払者）

（個人からの対価の支払） （金額） （住所）
円

小坂 健 230,000 千代田区

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

株式会社ニトリホール 600,000 北区
ディングス

（政治団体からの対価の支払） （金額） （事務所の所在地）
円

デジタル社会推進政治 300,000 千代田区
連盟

日本医師連盟 300,000 文京区

日本歯科医師連盟 500,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 育むいなぎ力

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 191,219

前年繰越額 21,219

本年収入額 170,000

２ 支出総額 167,094
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（翌年への繰越額） 24,125

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 170,000

政党匿名分を除く寄附の額 170,000

個人からの寄附 170,000

４ 支出の内訳

政治活動費 167,094

機関紙誌の発行その他の事業費 167,094

機関紙誌の発行事業費 167,094

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

磯村 亜希子 170,000 稲城市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 間ひとみとあゆむ会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はしもとせいじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 885,631

前年繰越額 885,624

本年収入額 7

２ 支出総額 11,104

（翌年への繰越額） 874,527

３ 本年収入の内訳

その他の収入 7

１件 １０万円未満のもの 7

４ 支出の内訳

政治活動費 11,104

組織活動費 11,104

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 橋本由美子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長谷川たかこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 41,351

前年繰越額 41,351

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 41,351

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長谷川ひではる東京後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日

円
１ 収入総額 2,338,712

前年繰越額 0

本年収入額 2,338,712

２ 支出総額 1,423,292

（翌年への繰越額） 915,420

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,338,712

政党匿名分を除く寄附の額 2,338,712

政治団体からの寄附 2,338,712

４ 支出の内訳

経常経費 72,316

事務所費 72,316

政治活動費 1,350,976

組織活動費 1,350,976

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

郵政政策研究会東京地 338,712 港区
方本部

自由民主党東京都郵政 2,000,000 港区
政治連盟支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 長谷川みえこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 620,790
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前年繰越額 620,790

本年収入額 0

２ 支出総額 5,568

（翌年への繰越額） 615,222

３ 支出の内訳

政治活動費 5,568

機関紙誌の発行その他の事業費 5,568

宣伝事業費 5,568

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はたの昭彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 波多野健くんと未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 605,838

前年繰越額 405,838

本年収入額 200,000

２ 支出総額 106,700

（翌年への繰越額） 499,138

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 106,700

機関紙誌の発行その他の事業費 106,700

機関紙誌の発行事業費 106,700

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

波多野 征夫 200,000 武蔵村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 働く

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 68,620

前年繰越額 68,620

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 68,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子志の会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 26,429,815

前年繰越額 17,739,255

本年収入額 8,690,560

２ 支出総額 6,609,275

（翌年への繰越額） 19,820,540

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 243,000
（６９人）

寄附の総額 8,333,171

政党匿名分を除く寄附の額 8,333,171

個人からの寄附 575,890

政治団体からの寄附 7,757,281

その他の収入 114,389

１件 １０万円未満のもの 114,389

４ 支出の内訳

経常経費 2,902,753

人件費 739,118

光熱水費 154,268

備品・消耗品費 322,938

事務所費 1,686,429

政治活動費 3,706,522

組織活動費 294,396

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 886,447
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機関紙誌の発行事業費 873,247

宣伝事業費 13,200

調査研究費 69,000

寄附・交付金 2,426,679

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

木田 彩 300,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

前田よし子とはつらつ 4,019,549 八王子市
会議

きだあやとはつらつ会 3,737,732 八王子市
議

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

2,400,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子地域包括ケア研究会 大道甲喜後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日

円
１ 収入総額 1,911

前年繰越額 1,911

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,911

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八王子未来

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八山会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 68,577

前年繰越額 68,577

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 68,577

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八丈島の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 13,031

前年繰越額 13,031

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 13,031

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はちすかかずまさ君を大きく翔かせる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 発明党

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 鳩山太郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 花沢あきのぶ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 羽田圭二とたんぽぽの会
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報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 3,658,392

前年繰越額 236,312

本年収入額 3,422,080

２ 支出総額 3,327,955

（翌年への繰越額） 330,437

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 520,000
（２６０人）

寄附の総額 2,756,780

政党匿名分を除く寄附の額 2,756,780

個人からの寄附 2,756,780

機関紙誌の発行その他の事業による収入 145,300

２０２１年後援会総会 145,300

４ 支出の内訳

経常経費 3,197,959

人件費 972,786

光熱水費 283,726

備品・消耗品費 66,885

事務所費 1,874,562

政治活動費 129,996

機関紙誌の発行その他の事業費 129,996

その他の事業費 129,996

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

羽田 圭二 1,500,000 世田谷区

羽田 幸恵 700,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 羽ばたく大田未来の会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 21,226

前年繰越額 21,226

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 21,226

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はまぎくの会

報告年月日 令和 ４年 ９月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中けんじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 545,396

前年繰越額 305,396

本年収入額 240,000

２ 支出総額 288,140

（翌年への繰越額） 257,256

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 240,000

政党匿名分を除く寄附の額 240,000

政治団体からの寄附 240,000

４ 支出の内訳

政治活動費 288,140

機関紙誌の発行その他の事業費 288,140

機関紙誌の発行事業費 288,140

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 240,000 八王子市
子市第三十三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中じゅん後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 10,500

前年繰越額 10,500

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中てるよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中なおき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 11,722

前年繰越額 11,722

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,722

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜中のりかたを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はまの健の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 1,115,211

前年繰越額 165,209

本年収入額 950,002

２ 支出総額 916,009

（翌年への繰越額） 199,202

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 950,000

政党匿名分を除く寄附の額 950,000

個人からの寄附 150,000

政治団体からの寄附 800,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 364,920

事務所費 364,920

政治活動費 551,089

組織活動費 175,000

機関紙誌の発行その他の事業費 376,089

機関紙誌の発行事業費 74,909

宣伝事業費 301,180

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

濱野 健 150,000 品川区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

健友政経研究会 800,000 品川区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 浜森香織後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 1,400,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,400,000

２ 支出総額 1,400,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,400,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,400,000

個人からの寄附 1,400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,400,000

選挙関係費 1,400,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

濱森 香織 1,400,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 羽村の明日を考える会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 26,428

前年繰越額 26,428

本年収入額 0

２ 支出総額 2,340

（翌年への繰越額） 24,088

３ 支出の内訳

政治活動費 2,340
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組織活動費 2,340

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 早尾恭一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 358,032

前年繰越額 8,032

本年収入額 350,000

２ 支出総額 349,590

（翌年への繰越額） 8,442

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 350,000

政党匿名分を除く寄附の額 350,000

個人からの寄附 350,000

４ 支出の内訳

経常経費 67,410

人件費 40,000

備品・消耗品費 8,070

事務所費 19,340

政治活動費 282,180

組織活動費 88,080

機関紙誌の発行その他の事業費 194,100

宣伝事業費 194,100

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

早尾 勇 150,000 千代田区

早尾 恭一 200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 早川久美子を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 早坂よしひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 43,929

前年繰越額 43,929

本年収入額 0

２ 支出総額 1,969

（翌年への繰越額） 41,960

３ 支出の内訳

経常経費 1,969

備品・消耗品費 1,969

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 林けんじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 林則行後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 2,311,016

前年繰越額 231,016

本年収入額 2,080,000

２ 支出総額 2,304,241

（翌年への繰越額） 6,775

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,080,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,080,000

個人からの寄附 2,080,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,899,959

備品・消耗品費 316,514

事務所費 1,583,445

政治活動費 404,282

機関紙誌の発行その他の事業費 404,282

宣伝事業費 404,282

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

林 則行 1,200,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 原島ゆきつぐ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 66,034

前年繰越額 66,034

本年収入額 0

２ 支出総額 20,000

（翌年への繰越額） 46,034

３ 支出の内訳

経常経費 20,000

事務所費 20,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原純子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原田ひろたろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 はらつとむ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 原のり子後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 64,900

前年繰越額 0

本年収入額 64,900

２ 支出総額 64,900

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 64,900

政党匿名分を除く寄附の額 64,900

政治団体からの寄附 64,900

４ 支出の内訳

政治活動費 64,900

その他の経費 64,900

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本共産党北多摩北部 64,900 東村山市
地区委員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 馬場一彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 910,966

前年繰越額 0

本年収入額 910,966

２ 支出総額 910,966

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,966

政党匿名分を除く寄附の額 10,966

個人からの寄附 10,966

その他の収入 900,000

１件 １０万円以上のもの 900,000

事務所使用料 900,000

４ 支出の内訳

経常経費 910,966

光熱水費 129,486

事務所費 781,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 馬場たかひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ５月１９日
円

１ 収入総額 800,434

前年繰越額 600,434

本年収入額 200,000

２ 支出総額 721,950

（翌年への繰越額） 78,484

３ 本年収入の内訳
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寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

政治団体からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

経常経費 296,950

備品・消耗品費 296,950

政治活動費 425,000

機関紙誌の発行その他の事業費 425,000

機関紙誌の発行事業費 425,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 200,000 八王子市
子市第十七支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 馬場たもつ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 7,776

前年繰越額 7,776

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,776

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひうち優子を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日

円
１ 収入総額 314,300

前年繰越額 209,300

本年収入額 105,000

２ 支出総額 49,000

（翌年への繰越額） 265,300

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 105,000

政党匿名分を除く寄附の額 105,000

個人からの寄附 105,000

４ 支出の内訳

政治活動費 49,000

機関紙誌の発行その他の事業費 49,000

宣伝事業費 49,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひえしま進後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 202,691

前年繰越額 92,691

本年収入額 110,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 202,691

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 110,000

政党匿名分を除く寄附の額 110,000

個人からの寄附 10,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

日本維新の会参議院東 100,000 北区
京都選挙区第１支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひえだみなこと歩む会

報告年月日 令和 ４年 ９月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひかげ省吾後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東久留米志民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,140,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,140,000

２ 支出総額 762,328

（翌年への繰越額） 377,672
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,140,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,140,000

個人からの寄附 290,000

政治団体からの寄附 850,000

４ 支出の内訳

政治活動費 762,328

選挙関係費 281,138

機関紙誌の発行その他の事業費 481,190

宣伝事業費 481,190

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野崎 重弥 100,000 東久留米市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自民クラブ 150,000 東久留米市

加藤公一にちゃんとし 100,000 千代田区
た国政をやらせる会

自由民主党東京都第二 100,000 東村山市
十選挙区支部

自由民主党東京都清瀬 500,000 清瀬市
市第二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東村くにひろ励ます会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東村山・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 4,242,546

前年繰越額 1,298,920

本年収入額 2,943,626

２ 支出総額 2,792,771

（翌年への繰越額） 1,449,775

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 176,000
（３７人）

寄附の総額 2,756,212

政党匿名分を除く寄附の額 2,756,212

個人からの寄附 108,774

政治団体からの寄附 2,647,438

機関紙誌の発行その他の事業による収入 5,200

フリーマーケット 5,200

その他の収入 6,214

１件 １０万円未満のもの 6,214

４ 支出の内訳

経常経費 2,381,037

人件費 987,858

光熱水費 82,344

備品・消耗品費 68,498

事務所費 1,242,337

政治活動費 411,734

組織活動費 36,168

機関紙誌の発行その他の事業費 166,910

機関紙誌の発行事業費 163,124

宣伝事業費 3,786

調査研究費 85,656

寄附・交付金 23,000

その他の経費 100,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大塚 恵美子 96,634 東村山市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

白石えつ子とはじめの 2,647,438 東村山市
一歩

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東大和市・東村山市・武蔵村山市３市子ども子育
ての未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東大和市・東村山市・武蔵村山市３市女性の社会
進出と異世代間交流を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東大和市、東村山市、武蔵村山市３市まちづくり
の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東大和市・東村山市・武蔵村山市の介護予防を考
える会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 東大和・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 5,686,213

前年繰越額 3,012,257

本年収入額 2,673,956

２ 支出総額 3,247,969

（翌年への繰越額） 2,438,244

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 43,490
（１３人）

寄附の総額 2,622,901

政党匿名分を除く寄附の額 2,622,901

個人からの寄附 26,400

政治団体からの寄附 2,596,501

その他の収入 7,565

１件 １０万円未満のもの 7,565

４ 支出の内訳

経常経費 1,981,806

人件費 840,000

光熱水費 74,166

備品・消耗品費 117,216

事務所費 950,424

政治活動費 1,266,163

組織活動費 90,303

機関紙誌の発行その他の事業費 1,132,560

機関紙誌の発行事業費 1,132,560

調査研究費 30,300

寄附・交付金 13,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

じつかわ圭子と東大和 2,596,501 東大和市
の未来をつくる会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひきま太一くんを応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 口まこと後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 土方桂後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 非常用電源政治連盟

報告年月日 令和 ４年１０月 ３日
円

１ 収入総額 60,000

前年繰越額 60,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 非正規の自由と民主

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 人に優しいまちづくりの会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 68,317

前年繰越額 68,317

本年収入額 0

２ 支出総額 40,156

（翌年への繰越額） 28,161

３ 支出の内訳

政治活動費 40,156

組織活動費 40,156

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 人に優しく、活力ある足立区へ！

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひとりひとりにやさしい市政へ

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 161,960

前年繰越額 161,960

本年収入額 0

２ 支出総額 72,758

（翌年への繰越額） 89,202

３ 支出の内訳

政治活動費 72,758

機関紙誌の発行その他の事業費 72,758

機関紙誌の発行事業費 72,758

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 一人ひとりを守る杉並の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 人を大切にする武蔵野の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,765,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,765,000

２ 支出総額 765,000

（翌年への繰越額） 1,000,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,765,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,765,000

個人からの寄附 1,755,000

政治団体からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

経常経費 7,856

備品・消耗品費 7,856

政治活動費 757,144

機関紙誌の発行その他の事業費 757,144

宣伝事業費 757,144

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

櫻井 夏来 1,000,000 武蔵野市

白石 ケイ子 250,000 武蔵野市

大島 登志子 100,000 練馬区

竹山 協三 100,000 武蔵野市

櫻井 国俊 100,000 沖縄県那覇市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日野・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 7,128,357

前年繰越額 3,188,878

本年収入額 3,939,479

２ 支出総額 3,806,210

（翌年への繰越額） 3,322,147

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 113,000
（４４人）

寄附の総額 3,602,673
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政党匿名分を除く寄附の額 3,602,673

個人からの寄附 247,147

政治団体からの寄附 3,355,526

その他の収入 223,806

１件 １０万円未満のもの 223,806

４ 支出の内訳

経常経費 2,591,470

人件費 1,048,500

備品・消耗品費 301,531

事務所費 1,241,439

政治活動費 1,214,740

組織活動費 120,212

選挙関係費 30,000

機関紙誌の発行その他の事業費 982,888

機関紙誌の発行事業費 604,290

宣伝事業費 378,598

調査研究費 3,420

寄附・交付金 78,220

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古池 初美 100,000 日野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

白井なおこと町を作る 3,355,526 日野市
会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 日の出町の未来を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 34,052

前年繰越額 34,052

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 34,052

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひはら省吾後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひめがきの会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 3,233,707

前年繰越額 2,865,323

本年収入額 368,384

２ 支出総額 360,642

（翌年への繰越額） 2,873,065

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 368,360
（１８，４１８人）

その他の収入 24

１件 １０万円未満のもの 24

４ 支出の内訳

政治活動費 360,642

組織活動費 360,642

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 百乃会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 37,231,731

前年繰越額 22,746,656

本年収入額 14,485,075

２ 支出総額 10,122,917

（翌年への繰越額） 27,108,814

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 14,484,921

政党匿名分を除く寄附の額 14,484,921

個人からの寄附 14,000,000

政治団体からの寄附 484,921

その他の収入 154

１件 １０万円未満のもの 154

４ 支出の内訳

経常経費 8,824,133

人件費 4,208,548

備品・消耗品費 1,055,659

事務所費 3,559,926
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政治活動費 1,298,784

組織活動費 1,298,784

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

堆 誠一郎 100,000 神奈川県平塚市

新井 宏明 100,000 練馬区

岩崎 恵弘 200,000 豊島区

岩崎 哲也 1,000,000 豊島区

白井 宏一 1,000,000 埼玉県鶴ヶ島市

杉浦 正健 1,500,000 愛知県岡崎市

今井 敏弘 200,000 豊島区

荻原 忠彦 500,000 埼玉県川越市

星野 睦郎 300,000 港区

前川 槻二 1,000,000 杉並区

松井 誠一 1,500,000 渋谷区

吉田 建二 500,000 杉並区

小川 友一 100,000 日野市

神保 成章 300,000 愛知県名古屋市

本郷 長生 100,000 千葉県市原市

中根 勝美 100,000 愛知県岡崎市

治田 秀夫 100,000 港区

渡邉 裕之 100,000 豊島区

大竹 将平 100,000 練馬区

増田 至克 100,000 練馬区

小野 俊一 100,000 八王子市

芥川 仁史 100,000 豊島区

里見 縁 500,000 板橋区

金澤 明彦 100,000 葛飾区

橋本 徹 100,000 渋谷区

関 晃典 100,000 神奈川県三浦郡葉
山町

小岩井 貞幸 100,000 埼玉県川越市

大原 晶子 100,000 埼玉県川越市

島田 一彦 100,000 埼玉県久喜市

山本 隆幸 100,000 港区

岩本 信一 100,000 福岡県福岡市

近江 正典 100,000 豊島区

南山 幸弘 100,000 豊島区

有泉 誠幸 100,000 北区

遅沢 一洋 100,000 渋谷区

星野 二朗 100,000 目黒区

似鳥 昭雄 1,500,000 北海道札幌市

山浦 晟暉 500,000 杉並区

村松 与志広 300,000 大島町

村松 忠広 300,000 大島町

池田 幹雄 200,000 兵庫県宝塚市

柳澤 繁男 100,000 墨田区

齊木 勝好 100,000 豊島区

大野木 宏太 100,000 神奈川県横浜市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

現職女性知事を応援す 484,921 新宿区
る都民ファーストの会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひやま真一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 350

前年繰越額 350

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 350

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 表現の自由ネクスト

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 650,000

前年繰越額 0

本年収入額 650,000

２ 支出総額 643,484

（翌年への繰越額） 6,516

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 650,000

政党匿名分を除く寄附の額 650,000

個人からの寄附 650,000

４ 支出の内訳
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経常経費 643,484

人件費 395,100

光熱水費 12,832

備品・消耗品費 2,880

事務所費 232,672

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

栗下 善行 650,000 大田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 兵藤ゆうこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 449,000

前年繰越額 299,000

本年収入額 150,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 449,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

政治団体からの寄附 150,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
立憲民主党東京都第１ 150,000 新宿区
区総支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平井・小松川日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 37,250

前年繰越額 37,250

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 37,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平井里美と歩む会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 27,657

前年繰越額 4,657

本年収入額 23,000

２ 支出総額 22,000

（翌年への繰越額） 5,657

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 23,000
（２３人）

４ 支出の内訳

政治活動費 22,000

調査研究費 22,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平井竜一後援会

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から ３月 ７日

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 197,916

前年繰越額 182,916

本年収入額 15,000

２ 支出総額 197,916

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 15,000

政党匿名分を除く寄附の額 15,000

個人からの寄附 15,000

４ 支出の内訳

経常経費 23,616

備品・消耗品費 23,616

政治活動費 174,300

機関紙誌の発行その他の事業費 174,300

宣伝事業費 174,300

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平島つくる後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 平田みつよし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 553,218

前年繰越額 224,216

本年収入額 329,002

２ 支出総額 457,844

（翌年への繰越額） 95,374

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 30,000
（３０人）

寄附の総額 299,000

政党匿名分を除く寄附の額 299,000

個人からの寄附 299,000

その他の収入 2

１件 １０万円未満のもの 2

４ 支出の内訳

経常経費 187,104

人件費 90,000

備品・消耗品費 85,104

事務所費 12,000

政治活動費 270,740

組織活動費 180,740

選挙関係費 90,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平塚けいじ励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平野たかし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ヒラメキ東京２１

報告年月日 令和 ４年 ６月 ６日
円

１ 収入総額 11,080

前年繰越額 11,080

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,080

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平山ひであき励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひるた智也後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひるま利蔵後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１７日
円

１ 収入総額 222,628

前年繰越額 22,628

本年収入額 200,000

２ 支出総額 71,152

（翌年への繰越額） 151,476

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

経常経費 5,152

備品・消耗品費 5,152

政治活動費 66,000

機関紙誌の発行その他の事業費 66,000

宣伝事業費 66,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
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円
比留間 利蔵 100,000 府中市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ひるま洋一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 24,255

前年繰越額 24,255

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,255

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ビジョン２１

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間
１月 １日から１０月１４日

資金管理団体の指定の期間 １月 １日から１０月１４日

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 78,043,868

前年繰越額 77,163,201

本年収入額 880,667

２ 支出総額 6,083,984

（翌年への繰越額） 71,959,884

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 880,000

政党匿名分を除く寄附の額 880,000

個人からの寄附 80,000

政治団体からの寄附 800,000

その他の収入 667

１件 １０万円未満のもの 667

４ 支出の内訳

経常経費 2,429,281

人件費 957,541

備品・消耗品費 865,848

事務所費 605,892

政治活動費 3,654,703

組織活動費 1,287,854

機関紙誌の発行その他の事業費 190,713

機関紙誌の発行事業費 126,000

宣伝事業費 64,713

調査研究費 126,136

寄附・交付金 1,250,000

その他の経費 800,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

南 正浩 80,000 愛知県岡崎市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

太田あきひろ後援会 800,000 北区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 フォーラム絆

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 26,280

前年繰越額 26,280

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 26,280

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 フォーラム２１

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 13,890,446

前年繰越額 10,310,401

本年収入額 3,580,045

２ 支出総額 9,800,810

（翌年への繰越額） 4,089,636

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 3,580,000

分権社会フォーラム（計２回） 1,400,000

地球環境フォーラム（計３回） 2,180,000

その他の収入 45

１件 １０万円未満のもの 45

４ 支出の内訳

経常経費 480,000

人件費 360,000
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事務所費 120,000

政治活動費 9,320,810

機関紙誌の発行その他の事業費 113,400

政治資金パーティー開催事業費 113,400

寄附・交付金 9,200,000

その他の経費 7,410

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 フォルツァ・岡田マリの会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 深谷隆司・ 清人を囲む小石川税理士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 298,813

前年繰越額 248,813

本年収入額 50,000

２ 支出総額 104,667

（翌年への繰越額） 194,146

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,667

備品・消耗品費 4,667

政治活動費 100,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福島宏紀後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 64,445

前年繰越額 64,445

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 64,445

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福田たえみ励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福田はるみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 142,405

前年繰越額 142,405

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 142,405

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福手ゆう子後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福本みつひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福安とおる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 2,101,025

前年繰越額 601,025

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 1,528,664

（翌年への繰越額） 572,361

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

個人からの寄附 1,200,000

政治団体からの寄附 300,000
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４ 支出の内訳

経常経費 923,449

光熱水費 103,212

備品・消耗品費 74,981

事務所費 745,256

政治活動費 605,215

組織活動費 80,000

選挙関係費 90,000

機関紙誌の発行その他の事業費 435,215

機関紙誌の発行事業費 435,215

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

福安 徹 1,200,000 八王子市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 300,000 八王子市
子市第二十二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふじいたかお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤井政輝後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日

円
１ 収入総額 122,607

前年繰越額 122,607

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 122,607

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤崎こうき後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふじさわ志光後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふじさわ進一後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 139,985

前年繰越額 139,985

本年収入額 0

２ 支出総額 130,599

（翌年への繰越額） 9,386

３ 支出の内訳

経常経費 20,599

備品・消耗品費 20,599

政治活動費 110,000

組織活動費 110,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤田学後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,908,326

前年繰越額 1,908,326

本年収入額 0

２ 支出総額 13,000

（翌年への繰越額） 1,895,326

３ 支出の内訳

政治活動費 13,000

機関紙誌の発行その他の事業費 13,000

宣伝事業費 13,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 富士電機グループ連合政治活動委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 13,610,509

前年繰越額 9,921,235

本年収入額 3,689,274

２ 支出総額 3,131,850

（翌年への繰越額） 10,478,659
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３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,749,000
（２，４１３人）

寄附の総額 200

政党匿名分を除く寄附の額 200

個人からの寄附 200

機関紙誌の発行その他の事業による収入 940,000

政治活動報告会 940,000

その他の収入 74

１件 １０万円未満のもの 74

４ 支出の内訳

経常経費 2,222

備品・消耗品費 2,222

政治活動費 3,129,628

組織活動費 1,460

機関紙誌の発行その他の事業費 102,168

機関紙誌の発行事業費 51,700

政治資金パーティー開催事業費 50,468

寄附・交付金 3,026,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤野ひろえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 7,145

前年繰越額 7,145

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,145

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤本なおや後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 35,494

前年繰越額 35,494

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 35,494

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 藤原マサノリ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 1,478,955

前年繰越額 5,955

本年収入額 1,473,000

２ 支出総額 1,475,158

（翌年への繰越額） 3,797

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 893,000

政党匿名分を除く寄附の額 893,000

個人からの寄附 893,000

借入金 580,000

藤原 正範 580,000

４ 支出の内訳

経常経費 227,282

備品・消耗品費 5,271

事務所費 222,011

政治活動費 1,247,876

組織活動費 330,459

機関紙誌の発行その他の事業費 917,417

宣伝事業費 917,417

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

琢也 110,000 多摩市

井田 耕治 60,000 多摩市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 府中から東京の未来を創る

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 20,167,039

前年繰越額 9,627,039

本年収入額 10,540,000

２ 支出総額 12,420,366

（翌年への繰越額） 7,746,673

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 10,540,000

政経セミナー（計１２回） 10,540,000
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４ 支出の内訳

経常経費 5,974,536

人件費 4,320,503

光熱水費 199,254

備品・消耗品費 485,180

事務所費 969,599

政治活動費 6,445,830

機関紙誌の発行その他の事業費 445,830

宣伝事業費 272,800

政治資金パーティー開催事業費 173,030

寄附・交付金 6,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 府中市薬剤師会政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 3,792,095

前年繰越額 1,644,081

本年収入額 2,148,014

２ 支出総額 2,041,486

（翌年への繰越額） 1,750,609

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,917,000
（７８人）

寄附の総額 231,000

政党匿名分を除く寄附の額 231,000

政治団体からの寄附 231,000

その他の収入 14

１件 １０万円未満のもの 14

４ 支出の内訳

経常経費 61,000

人件費 37,000

光熱水費 12,000

事務所費 12,000

政治活動費 1,980,486

選挙関係費 150,000

寄附・交付金 1,830,486

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 231,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 府中・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 27,250,417

前年繰越額 19,605,738

本年収入額 7,644,679

２ 支出総額 7,353,354

（翌年への繰越額） 19,897,063

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 169,000
（３７人）

寄附の総額 7,383,547

政党匿名分を除く寄附の額 7,383,547

個人からの寄附 96,628

政治団体からの寄附 7,286,919

その他の収入 92,132

１件 １０万円未満のもの 92,132

４ 支出の内訳

経常経費 5,235,299

人件費 2,773,650

光熱水費 95,686

備品・消耗品費 185,961

事務所費 2,180,002

政治活動費 2,118,055

組織活動費 773,527

機関紙誌の発行その他の事業費 1,149,220

機関紙誌の発行事業費 1,039,945

宣伝事業費 109,275

調査研究費 173,308

寄附・交付金 22,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

奥村さち子と街づくり 3,630,837 府中市
の会

西のなお美と街づくり 3,656,082 府中市
の会
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 福生・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 5,566,307

前年繰越額 3,150,609

本年収入額 2,415,698

２ 支出総額 2,317,716

（翌年への繰越額） 3,248,591

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 48,600
（２０人）

寄附の総額 2,361,981

政党匿名分を除く寄附の額 2,361,981

個人からの寄附 32,365

政治団体からの寄附 2,329,616

その他の収入 5,117

１件 １０万円未満のもの 5,117

４ 支出の内訳

経常経費 2,111,666

人件費 752,000

光熱水費 51,877

備品・消耗品費 16,418

事務所費 1,291,371

政治活動費 206,050

組織活動費 25,067

機関紙誌の発行その他の事業費 137,203

機関紙誌の発行事業費 124,003

宣伝事業費 13,200

調査研究費 23,780

寄附・交付金 20,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

三原智子とあおぞら会 2,329,616 福生市
議

６ 資産の内訳

預金又は貯金

（残高）
円

1,561,312

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふらっとねっと

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 620,090

前年繰越額 288,090

本年収入額 332,000

２ 支出総額 324,440

（翌年への繰越額） 295,650

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 332,000

政党匿名分を除く寄附の額 332,000

個人からの寄附 332,000

４ 支出の内訳

政治活動費 324,440

機関紙誌の発行その他の事業費 324,440

機関紙誌の発行事業費 324,440

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

安竹 洋平 300,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふるさと江戸川区民の会

報告年月日 令和 ４年 ５月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふるさと北区をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふるさと中野の夢と文化を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 1,854,277

前年繰越額 1,854,277
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,854,277

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふるさとの「葛の葉」を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古性重則後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 753,332

前年繰越額 253,332

本年収入額 500,000

２ 支出総額 432,894

（翌年への繰越額） 320,438

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 500,000

政党匿名分を除く寄附の額 500,000

政治団体からの寄附 500,000

４ 支出の内訳

経常経費 355,894

人件費 60,000

備品・消耗品費 54,716

事務所費 241,178

政治活動費 77,000

組織活動費 77,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 500,000 足立区
区第二十七支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古田ひろき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 338,869

前年繰越額 43,869

本年収入額 295,000

２ 支出総額 255,305

（翌年への繰越額） 83,564

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 295,000

政党匿名分を除く寄附の額 295,000

個人からの寄附 260,000

政治団体からの寄附 35,000

４ 支出の内訳

経常経費 128,855

備品・消耗品費 34,844

事務所費 94,011

政治活動費 126,450

組織活動費 63,000

機関紙誌の発行その他の事業費 63,450

宣伝事業費 63,450

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古田 俊治 90,000 滋賀県大津市

古田 和美 90,000 滋賀県大津市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 古畑としおを走らせる会後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 176,000

前年繰越額 0

本年収入額 176,000

２ 支出総額 171,600

（翌年への繰越額） 4,400

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 176,000

政党匿名分を除く寄附の額 176,000

個人からの寄附 176,000

４ 支出の内訳

政治活動費 171,600

機関紙誌の発行その他の事業費 171,600
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機関紙誌の発行事業費 171,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

古畑 泰男 100,000 静岡県三島市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ふるぼう知生後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,767,000

前年繰越額 45,993

本年収入額 1,721,007

２ 支出総額 652,672

（翌年への繰越額） 1,114,328

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,721,007
（３５０人）

４ 支出の内訳

経常経費 344,206

備品・消耗品費 142,305

事務所費 201,901

政治活動費 308,466

組織活動費 253,482

機関紙誌の発行その他の事業費 21,016

宣伝事業費 21,016

その他の経費 33,968

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 フロンティア２１

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 文京区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 49,975

前年繰越額 25,775

本年収入額 24,200

２ 支出総額 47,820

（翌年への繰越額） 2,155

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 24,200

政党匿名分を除く寄附の額 24,200

個人からの寄附 24,200

４ 支出の内訳

経常経費 9,500

備品・消耗品費 9,500

政治活動費 38,320

機関紙誌の発行その他の事業費 38,320

機関紙誌の発行事業費 38,320

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 文京区根っこの会

報告年月日 令和 ４年 ５月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 文京区薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 3,448,423

前年繰越額 897,419

本年収入額 2,551,004

２ 支出総額 2,403,590

（翌年への繰越額） 1,044,833

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,225,000
（１１８人）

寄附の総額 326,000

政党匿名分を除く寄附の額 326,000

政治団体からの寄附 326,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 66,890

備品・消耗品費 6,890

事務所費 60,000

政治活動費 2,336,700

970 ページ



組織活動費 38,700

選挙関係費 50,000

寄附・交付金 2,248,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 326,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 文京永久の会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ７日
円

１ 収入総額 50,000

前年繰越額 50,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平和・くらし・環境、市民でつくるチーム八王子

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 782,575

前年繰越額 782,575

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 782,575

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平和・くらし・環境 八王子市民プロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 430,571

前年繰越額 430,571

本年収入額 0

２ 支出総額 120,000

（翌年への繰越額） 310,571

３ 支出の内訳

経常経費 120,000

事務所費 120,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 平和と民主主義をともにつくる会・東京

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,154,289

前年繰越額 229,839

本年収入額 924,450

２ 支出総額 686,502

（翌年への繰越額） 467,787

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 446,000
（５８人）

寄附の総額 455,450

政党匿名分を除く寄附の額 455,450

個人からの寄附 455,450

機関紙誌の発行その他の事業による収入 3,000

集会 3,000

その他の収入 20,000

１件 １０万円未満のもの 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 202,231

備品・消耗品費 202,231

政治活動費 484,271

組織活動費 1,400

機関紙誌の発行その他の事業費 482,871

機関紙誌の発行事業費 121,190

宣伝事業費 261,293

その他の事業費 100,388

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

石島 孝 412,000 足立区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 偏向報道から国民を守る会

報告年月日 令和 ４年 ７月２７日
円

１ 収入総額 24,631

前年繰越額 24,631

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,631
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 へんみ圭二友の会（後援会）

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 152,778

前年繰越額 152,778

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 152,778

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 誇りあるふるさと 飾をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 825,880

前年繰越額 0

本年収入額 825,880

２ 支出総額 825,880

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 825,880

政党匿名分を除く寄附の額 825,880

政治団体からの寄附 825,880

４ 支出の内訳

政治活動費 825,880

選挙関係費 276,100

機関紙誌の発行その他の事業費 549,780

宣伝事業費 549,780

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

青木かつのり後援会 825,880 葛飾区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 星いつろうとあゆむ会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 570,005

前年繰越額 93,205

本年収入額 476,800

２ 支出総額 493,219

（翌年への繰越額） 76,786

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 76,800
（２３人）

寄附の総額 400,000

政党匿名分を除く寄附の額 400,000

個人からの寄附 400,000

４ 支出の内訳

政治活動費 493,219

組織活動費 30,446

機関紙誌の発行その他の事業費 462,773

機関紙誌の発行事業費 453,423

宣伝事業費 9,350

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

星 逸郎 300,000 国分寺市

立花 輝一 100,000 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 星京子後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 103,249

前年繰越額 21,249

本年収入額 82,000

２ 支出総額 94,770

（翌年への繰越額） 8,479

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 26,000
（７人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 56,000

ゴルフ大会 56,000

４ 支出の内訳

経常経費 21,230

備品・消耗品費 21,230

政治活動費 73,540

機関紙誌の発行その他の事業費 73,540

宣伝事業費 15,000

その他の事業費 58,540
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ほしの直美後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 82,944

前年繰越額 72,944

本年収入額 10,000

２ 支出総額 30,990

（翌年への繰越額） 51,954

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,000

政党匿名分を除く寄附の額 10,000

個人からの寄附 10,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,990

機関紙誌の発行その他の事業費 30,990

宣伝事業費 30,990

５ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

星野 直美 13,462,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 細川まさよをサポートする会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 139,868

前年繰越額 139,868

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 139,868

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 細貝悠後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 細野真理後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ほっち易隆事務所

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 22,673,373

前年繰越額 13,373

本年収入額 22,660,000

２ 支出総額 22,668,089

（翌年への繰越額） 5,284

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 22,660,000

政党匿名分を除く寄附の額 22,660,000

個人からの寄附 1,660,000

政治団体からの寄附 21,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 15,154,943

人件費 8,422,287

光熱水費 139,291

備品・消耗品費 1,112,731

事務所費 5,480,634

政治活動費 7,513,146

組織活動費 2,241,933

選挙関係費 107,290

機関紙誌の発行その他の事業費 5,163,923

機関紙誌の発行事業費 886,992

宣伝事業費 4,276,931

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

發地 易隆 1,200,000 足立区

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都足立 21,000,000 足立区
区第三十五支部

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
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円
發地 易隆 5,000,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ホップ・ステップ・シブヤク

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 6,735

前年繰越額 6,735

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,735

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ホップ・ステップ・調布

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 214,743

前年繰越額 214,743

本年収入額 0

２ 支出総額 116,090

（翌年への繰越額） 98,653

３ 支出の内訳

経常経費 16,090

備品・消耗品費 16,090

政治活動費 100,000

寄附・交付金 100,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀切ねんじんと渋谷区政をよくする会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 堀米その美後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本田正則後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 69,481

前年繰越額 69,481

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 69,481

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 前田邦博と文京を楽しくする会

報告年月日 令和 ４年 ４月１４日
円

１ 収入総額 222,644

前年繰越額 222,644

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 222,644

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 牧野けんじ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 正木きよしを励ます会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 増山あすか後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 167,373

前年繰越額 67,373

本年収入額 100,000

２ 支出総額 30,008

（翌年への繰越額） 137,365

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 30,008
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機関紙誌の発行その他の事業費 30,008

宣伝事業費 30,008

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田市政研究会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 5,033,088

前年繰越額 983,080

本年収入額 4,050,008

２ 支出総額 279,000

（翌年への繰越額） 4,754,088

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,050,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,050,000

個人からの寄附 4,050,000

その他の収入 8

１件 １０万円未満のもの 8

４ 支出の内訳

経常経費 279,000

人件費 81,000

事務所費 198,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

萩生田 富司喜 1,000,000 町田市

赤石 光成 1,500,000 町田市

石阪 丈一 1,500,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田市政を新しくする会

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田市挑戦の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田市民の声をカタチにする会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 515,994

前年繰越額 0

本年収入額 515,994

２ 支出総額 488,900

（翌年への繰越額） 27,094

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,500
（９人）

寄附の総額 398,494

政党匿名分を除く寄附の額 398,494

個人からの寄附 398,494

機関紙誌の発行その他の事業による収入 96,000

機関紙「町田市民の声をカタチにする会」 96,000

４ 支出の内訳

経常経費 158,100

事務所費 158,100

政治活動費 330,800

機関紙誌の発行その他の事業費 330,800

機関紙誌の発行事業費 70,250

宣伝事業費 260,550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小関 重太郎 350,000 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田市薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 5,386,338

前年繰越額 2,192,322

本年収入額 3,194,016
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２ 支出総額 3,146,580

（翌年への繰越額） 2,239,758

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,770,000
（１４１人）

寄附の総額 424,000

政党匿名分を除く寄附の額 424,000

政治団体からの寄附 424,000

その他の収入 16

１件 １０万円未満のもの 16

４ 支出の内訳

経常経費 222,220

人件費 84,692

事務所費 137,528

政治活動費 2,924,360

組織活動費 120,770

寄附・交付金 2,803,590

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 422,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 14,796,971

前年繰越額 10,362,916

本年収入額 4,434,055

２ 支出総額 4,607,985

（翌年への繰越額） 10,188,986

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 306,000
（１０１人）

寄附の総額 3,935,698

政党匿名分を除く寄附の額 3,935,698

個人からの寄附 202,215

政治団体からの寄附 3,733,483

その他の収入 192,357

１件 １０万円未満のもの 192,357

４ 支出の内訳

経常経費 3,901,954

人件費 2,503,755

光熱水費 48,412

備品・消耗品費 216,634

事務所費 1,133,153

政治活動費 706,031

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 140,000
係る支出

組織活動費 171,134

機関紙誌の発行その他の事業費 394,457

機関紙誌の発行事業費 394,457

調査研究費 103,440

寄附・交付金 37,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

綿の実の会 3,733,483 町田市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 町田みらい作りの会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 街づくり港区民の会

報告年月日 令和 ４年 ６月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まちの未来を構想する会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まちをつくり、人をつなぎ、心を育む

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 街を良くする党

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松岡あつし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 266,527

前年繰越額 66,527

本年収入額 200,000

２ 支出総額 230,400

（翌年への繰越額） 36,127

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 200,000

政党匿名分を除く寄附の額 200,000

個人からの寄附 200,000

４ 支出の内訳

政治活動費 230,400

機関紙誌の発行その他の事業費 230,400

機関紙誌の発行事業費 45,270

宣伝事業費 185,130

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

広瀬 成留 200,000 小平市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松岡みゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 2,095,100

前年繰越額 85,100

本年収入額 2,010,000

２ 支出総額 2,010,000

（翌年への繰越額） 85,100

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,010,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,010,000

政治団体からの寄附 2,010,000

４ 支出の内訳

政治活動費 2,010,000

寄附・交付金 2,010,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都町田 2,010,000 町田市
市第六支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松尾ゆり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 11,297

前年繰越額 11,297

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,297

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松川たけゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まつざわ和昌後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
円

１ 収入総額 80,000

前年繰越額 30,000

本年収入額 50,000

２ 支出総額 35,000

（翌年への繰越額） 45,000
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 35,000

組織活動費 20,000

調査研究費 15,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松下そう一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松島みちまさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月２０日
円

１ 収入総額 29,509

前年繰越額 29,509

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 29,509

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松平雄一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松原としお後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 162,389

前年繰越額 137,389

本年収入額 25,000

２ 支出総額 17,148

（翌年への繰越額） 145,241

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 25,000

政党匿名分を除く寄附の額 25,000

個人からの寄附 25,000

４ 支出の内訳

政治活動費 17,148

組織活動費 17,148

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松原秀典後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松原もとき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本あきひろ応援団

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本浩一を成長させる会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 3,977

前年繰越額 977

本年収入額 3,000

２ 支出総額 1,500

（翌年への繰越額） 2,477

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 3,000
（３人）

４ 支出の内訳

政治活動費 1,500

組織活動費 1,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本翔を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本マキ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 977,180

前年繰越額 977,180

本年収入額 0

２ 支出総額 30,330

（翌年への繰越額） 946,850

３ 支出の内訳

政治活動費 30,330

機関紙誌の発行その他の事業費 20,330

宣伝事業費 20,330

寄附・交付金 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本由紀子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 4,540

前年繰越額 4,540

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本洋平を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 松本好朗を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 マツリゴトせたがや

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 0

前年繰越額 0

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 0

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

岡田 哲扶 1,319,022

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 間中りんぺい後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 真鍋欣之後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まにわ尚之と江東区の未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 143,847

前年繰越額 115,146

本年収入額 28,701

２ 支出総額 75,269

（翌年への繰越額） 68,578

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 26,000

政党匿名分を除く寄附の額 26,000

個人からの寄附 26,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 2,700

「家族が認知症になったときに第２回」学 2,700
習会

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳
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政治活動費 75,269

機関紙誌の発行その他の事業費 75,269

機関紙誌の発行事業費 30,240

その他の事業費 45,029

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 まんだち幹夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 美緒つむぎの会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 776,041

前年繰越額 676,041

本年収入額 100,000

２ 支出総額 97,328

（翌年への繰越額） 678,713

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 97,328

組織活動費 87,670

機関紙誌の発行その他の事業費 9,658

機関紙誌の発行事業費 9,658

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

高橋 宏彰 100,000 東村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三葛敦志後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三上一彦さんと地域の将来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 16,782

前年繰越額 1,782

本年収入額 15,000

２ 支出総額 13,500

（翌年への繰越額） 3,282

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 10,000
（１人）

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

４ 支出の内訳

政治活動費 13,500

組織活動費 3,000

調査研究費 10,500

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三小田准一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 美坂ゆうき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 385,400

前年繰越額 385,400

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 385,400

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三角たけひさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ９日
円

１ 収入総額 15,312

前年繰越額 15,312

本年収入額 0

２ 支出総額 8,250
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（翌年への繰越額） 7,062

３ 支出の内訳

政治活動費 8,250

組織活動費 8,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 水上ひろし後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 221,438

前年繰越額 32,638

本年収入額 188,800

２ 支出総額 196,133

（翌年への繰越額） 25,305

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 188,800
（４７２人）

４ 支出の内訳

経常経費 140,125

光熱水費 73,020

備品・消耗品費 12,505

事務所費 54,600

政治活動費 56,008

組織活動費 56,008

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 水と自然の豊かな東久留米を守る会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 瑞穂町をエンジョイする会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 水元から元気を届ける会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三鷹市薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 1,980,963

前年繰越額 711,957

本年収入額 1,269,006

２ 支出総額 1,250,830

（翌年への繰越額） 730,133

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,113,000
（５２人）

寄附の総額 156,000

政党匿名分を除く寄附の額 156,000

政治団体からの寄附 156,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

政治活動費 1,250,830

組織活動費 17,830

寄附・交付金 1,233,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 156,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三鷹民主緑風会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三井みほこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みつじ利弘後援会

報告年月日 令和 ４年 １月３１日
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円
１ 収入総額 81,149

前年繰越額 81,149

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 81,149

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三菱自工労組政治活動委員会東京支部

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,176,446

前年繰越額 1,845,392

本年収入額 331,054

２ 支出総額 142,944

（翌年への繰越額） 2,033,502

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 331,039
入

三菱自工労組政治活動委員会 331,039

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

経常経費 142,944

事務所費 142,944

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三菱重工グループ労連政治活動委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日

円
１ 収入総額 11,256,791

前年繰越額 1,003,116

本年収入額 10,253,675

２ 支出総額 10,404,452

（翌年への繰越額） 852,339

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 10,253,660

政党匿名分を除く寄附の額 10,253,660

個人からの寄附 27,000

政治団体からの寄附 10,226,660

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

政治活動費 10,404,452

寄附・交付金 10,402,340

その他の経費 2,112

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

三菱重工グループ労働 1,226,000 兵庫県高砂市
組合連合会高砂地区本
部政治活動委員会

三菱重工グループ労働 1,863,000 長崎県長崎市
組合連合会長崎地区本
部政治活動委員会

三菱重工グループ労働 1,792,660 愛知県名古屋市
組合連合会名航地区本
部政治活動委員会

三菱重工グループ労連 931,000 愛知県小牧市
名誘地区本部議員を支
援する会

三原地区本部政治活動 386,000 広島県三原市
委員会

三菱名冷政治活動委員 284,000 愛知県清須市
会

三菱下関地区本部政治 331,000 山口県下関市
活動委員会

栗東地区本部政治活動 275,000 滋賀県栗東市
委員会

三菱重工グループ労連 1,892,000 兵庫県神戸市
神船地区本部政治活動
委員会

三菱重工グループ労連 120,000 神奈川県横浜市
本社・横浜地本政治活
動委員会

三菱重工グループ労働 479,000 神奈川県相模原市
組合連合会相模原地区
本部政治活動委員会

三菱広島支部政治活動 595,000 広島県広島市
委員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みどりのオンブズマン

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 16,244

前年繰越額 15,244

本年収入額 1,000

２ 支出総額 0
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（翌年への繰越額） 16,244

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,000
（１人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 緑の風

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 709,204

前年繰越額 709,204

本年収入額 0

２ 支出総額 600,000

（翌年への繰越額） 109,204

３ 支出の内訳

政治活動費 600,000

寄附・交付金 600,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 緑の党

報告年月日 令和 ４年 ６月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 緑の党グリーンズジャパン東京都本部

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 3,456,244

前年繰越額 1,659,350

本年収入額 1,796,894

２ 支出総額 3,219,694

（翌年への繰越額） 236,550

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,747,344

政党匿名分を除く寄附の額 1,747,344

個人からの寄附 1,747,344

本部又は支部から供与された交付金に係る収 49,550
入

緑の党グリーンズジャパン 49,550

４ 支出の内訳

経常経費 367,098

備品・消耗品費 968

事務所費 366,130

政治活動費 2,852,596

うち本部又は支部に対して供与した交付金に 2,769,000
係る支出

機関紙誌の発行その他の事業費 83,596

機関紙誌の発行事業費 73,596

宣伝事業費 10,000

寄附・交付金 2,769,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

坂田 章子 1,000,000 広島県福山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 緑のハーモニー

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,060,640

前年繰越額 1,035,640

本年収入額 25,000

２ 支出総額 83,940

（翌年への繰越額） 976,700

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 25,000
（５人）

４ 支出の内訳

政治活動費 83,940

調査研究費 83,940

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 皆川りうこの会“Ｌｅｔ’ｓ”（レッツ）

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 993,442

前年繰越額 478,442

本年収入額 515,000

２ 支出総額 569,614

（翌年への繰越額） 423,828

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,000
（２人）

寄附の総額 513,000
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政党匿名分を除く寄附の額 513,000

個人からの寄附 513,000

４ 支出の内訳

政治活動費 569,614

機関紙誌の発行その他の事業費 569,614

機関紙誌の発行事業費 495,364

宣伝事業費 74,250

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

皆川 りうこ 500,000 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 港区の元気と仲間たち

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 港区の「福祉」と「文化」を考える会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 港区民と共に歩む会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日

円
１ 収入総額 10,106

前年繰越額 10,106

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,106

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 港民主区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 145,851

前年繰越額 145,851

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 145,851

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 南かつひこを励ます会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 峰岸茂後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みねぎし良至後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 峯崎拓実後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 6,620

前年繰越額 6,620

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 6,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三宅しげき太樹会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 1,375,341

前年繰越額 209,241

本年収入額 1,166,100

２ 支出総額 1,151,699

（翌年への繰越額） 223,642

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,166,100

政党匿名分を除く寄附の額 1,166,100

個人からの寄附 1,166,100
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４ 支出の内訳

経常経費 914,004

人件費 840,000

事務所費 74,004

政治活動費 237,695

組織活動費 160,695

機関紙誌の発行その他の事業費 77,000

宣伝事業費 77,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

中野 泰三郎 100,000 世田谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 三宅正彦後援会連合会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 2,050,833

前年繰越額 266,850

本年収入額 1,783,983

２ 支出総額 1,772,035

（翌年への繰越額） 278,798

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,528,378

政党匿名分を除く寄附の額 1,528,378

個人からの寄附 528,378

政治団体からの寄附 1,000,000

その他の収入 255,605

１件 １０万円未満のもの 5,605

１件 １０万円以上のもの 250,000

金銭以外のものによる寄附相当分 250,000

４ 支出の内訳

経常経費 1,229,630

人件費 250,000

光熱水費 85,000

備品・消耗品費 206,589

事務所費 688,041

政治活動費 542,405

組織活動費 286,800

選挙関係費 255,605

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都島嶼 1,000,000 大島町
支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮坂俊文後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 177,135

前年繰越額 47,135

本年収入額 130,000

２ 支出総額 173,336

（翌年への繰越額） 3,799

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 130,000

政党匿名分を除く寄附の額 130,000

政治団体からの寄附 130,000

４ 支出の内訳

政治活動費 173,336

組織活動費 173,336

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党新宿総支部 130,000 新宿区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮崎こうき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮崎文雄後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 727,310

前年繰越額 727,310

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 727,310

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮﨑正巳後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ２日
円

１ 収入総額 137,833

前年繰越額 12,833

本年収入額 125,000

２ 支出総額 120,830

（翌年への繰越額） 17,003

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 120,000

政党匿名分を除く寄附の額 120,000

個人からの寄附 120,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 5,000

市政報告会 5,000

４ 支出の内訳

政治活動費 120,830

機関紙誌の発行その他の事業費 119,230

機関紙誌の発行事業費 112,750

その他の事業費 6,480

調査研究費 1,600

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

宮﨑 正巳 120,000 武蔵村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮澤宏行を育てる会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 30,100

前年繰越額 30,100

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,100

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 宮本聖士後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来あらた

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来政策会議

報告年月日 令和 ４年 ８月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来創造機構

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 3,756,733

前年繰越額 3,756,733

本年収入額 0

２ 支出総額 26,120

（翌年への繰越額） 3,730,613

３ 支出の内訳

経常経費 25,800

事務所費 25,800

政治活動費 320

組織活動費 320

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みらい都市政策会議

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来につなげる府中市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 15,070

前年繰越額 15,070
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本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 15,070

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みらいのこがねいをつくる会

報告年月日 令和 ４年 ４月１５日
円

１ 収入総額 8,540

前年繰越額 8,540

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,540

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来のまちをつくる会・北区

報告年月日 令和 ４年 ９月 ９日
円

１ 収入総額 216,296

前年繰越額 216,296

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 216,296

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来の三鷹を創る会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来への責任 西東京

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来へはばたく世田谷の会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

前年繰越額 0

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 0

３ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

久保田 英文 5,770,294

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来・みどり・江戸川

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 32,335

前年繰越額 27,335

本年収入額 5,000

２ 支出総額 8,897

（翌年への繰越額） 23,438

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

４ 支出の内訳

政治活動費 8,897

調査研究費 8,897

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来を創る国分寺市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,438,748

前年繰越額 0

本年収入額 1,438,748

２ 支出総額 1,438,748

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,438,748

政党匿名分を除く寄附の額 1,438,748

個人からの寄附 1,438,748

４ 支出の内訳

経常経費 111,192

光熱水費 614

備品・消耗品費 48,699
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事務所費 61,879

政治活動費 1,327,556

機関紙誌の発行その他の事業費 1,327,556

宣伝事業費 1,327,556

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

込山 雄茂 100,000 国分寺市

坂本 賢治 100,000 国分寺市

井沢 邦夫 75,748 国分寺市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 未来を拓く日野市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 8,519,301

前年繰越額 3,004,289

本年収入額 5,515,012

２ 支出総額 8,519,301

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 5,515,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,515,000

個人からの寄附 3,980,000

政治団体からの寄附 1,535,000

その他の収入 12

１件 １０万円未満のもの 12

４ 支出の内訳

政治活動費 8,519,301

選挙関係費 8,519,301

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

大木 茂 1,000,000 日野市

中澤 洋 100,000 日野市

駒沢 伸豪 100,000 日野市

土方 十四江 200,000 日野市

藤田 禎智 100,000 日野市

三浦 盛好 180,000 日野市

須崎 守 200,000 日野市

馬場 弘融 100,000 日野市

稲田 勝之 100,000 日野市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

全日本不動産政治連盟 100,000 千代田区
東京都本部

東京都八南歯科医師連 100,000 八王子市
盟

東京都医師政治連盟日 800,000 日野市
野支部

東京都薬剤師連盟 100,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 魅力あふれる八王子をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月２１日
円

１ 収入総額 4,594

前年繰越額 4,594

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,594

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 民間教育推進政治連盟

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 民社協会葛飾支部

報告年月日 令和 ４年 ４月 ４日
円

１ 収入総額 32,000

前年繰越額 30,000

本年収入額 2,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,000

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,000
（１人）

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 民主・市民フォーラム

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「みんながつくるいいまち立川」

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 35,874

前年繰越額 35,874

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 35,874

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなちがってみんないい妹尾麻里の会

報告年月日 令和 ４年 ７月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなで革新むさしのをつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 48,371

前年繰越額 32,371

本年収入額 16,000

２ 支出総額 7,623

（翌年への繰越額） 40,748

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 16,000
（１６人）

４ 支出の内訳

政治活動費 7,623

機関紙誌の発行その他の事業費 7,623

機関紙誌の発行事業費 7,623

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなでつくる三鷹

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 131,270

前年繰越額 131,270

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 131,270

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなでつくるみんなの東村山市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 25,806

前年繰越額 25,806

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 25,806

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなでつくろう！新しい清瀬の会

報告年月日 令和 ４年 ５月 ２日

円
１ 収入総額 11,000

前年繰越額 11,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 11,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなの市長をつくる会こがねい

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 7,793

前年繰越額 7,793

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 7,793

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなの豊島

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 みんなのまち

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 民有林振興会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ４日
円

１ 収入総額 6,451,948

前年繰越額 5,771,900

本年収入額 680,048

２ 支出総額 1,167,653

（翌年への繰越額） 5,284,295

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 680,000

民有林振興会セミナー 680,000

その他の収入 48

１件 １０万円未満のもの 48

４ 支出の内訳

政治活動費 1,167,653

組織活動費 477,278

選挙関係費 200,000

機関紙誌の発行その他の事業費 490,375

政治資金パーティー開催事業費 490,375

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 むさしの応援隊

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 35,200

前年繰越額 35,200

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 35,200

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ムサシノこどもプロジェクト

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵野市政を立て直す会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 1,324,536

前年繰越額 39,536

本年収入額 1,285,000

２ 支出総額 1,323,080

（翌年への繰越額） 1,456

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,285,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,285,000

政治団体からの寄附 1,285,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,323,080

機関紙誌の発行その他の事業費 1,323,080

宣伝事業費 1,323,080

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党武蔵野総支 1,285,000 武蔵野市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵野市薬剤師連盟

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 6,397,152

前年繰越額 3,773,719

本年収入額 2,623,433

２ 支出総額 2,698,870

（翌年への繰越額） 3,698,282

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 2,309,400
（１０９人）

寄附の総額 314,000

政党匿名分を除く寄附の額 314,000

政治団体からの寄附 314,000

その他の収入 33

１件 １０万円未満のもの 33

４ 支出の内訳

経常経費 1,870

備品・消耗品費 1,870

政治活動費 2,697,000

組織活動費 60,000

寄附・交付金 2,637,000
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５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

東京都薬剤師連盟 314,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵野・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 7,032,542

前年繰越額 3,319,499

本年収入額 3,713,043

２ 支出総額 2,900,636

（翌年への繰越額） 4,131,906

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 60,000
（２６人）

寄附の総額 3,633,900

政党匿名分を除く寄附の額 3,633,900

個人からの寄附 112,000

政治団体からの寄附 3,521,900

その他の収入 19,143

１件 １０万円未満のもの 19,143

４ 支出の内訳

経常経費 1,383,307

人件費 366,000

光熱水費 45,796

備品・消耗品費 35,134

事務所費 936,377

政治活動費 1,517,329

組織活動費 75,670

機関紙誌の発行その他の事業費 1,342,835

機関紙誌の発行事業費 1,341,220

宣伝事業費 1,615

調査研究費 76,824

寄附・交付金 22,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

西園寺みきことまんま 3,521,900 武蔵野市
る市民会議

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵野未来フォーラム

報告年月日 令和 ４年 ３月１５日
円

１ 収入総額 12,070,000

前年繰越額 0

本年収入額 12,070,000

２ 支出総額 12,046,733

（翌年への繰越額） 23,267

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 12,070,000

政党匿名分を除く寄附の額 12,070,000

政治団体からの寄附 12,070,000

４ 支出の内訳

経常経費 446,295

人件費 202,150

備品・消耗品費 244,145

政治活動費 11,600,438

組織活動費 1,106,762

選挙関係費 9,052,216

機関紙誌の発行その他の事業費 1,441,460

宣伝事業費 1,441,460

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党武蔵野総支 12,070,000 武蔵野市
部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武蔵野力向上委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,182,994

前年繰越額 27,994

本年収入額 1,155,000

２ 支出総額 1,151,603

（翌年への繰越額） 31,391

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,155,000
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政党匿名分を除く寄附の額 1,155,000

個人からの寄附 1,155,000

４ 支出の内訳

経常経費 239,733

事務所費 239,733

政治活動費 911,870

機関紙誌の発行その他の事業費 911,870

機関紙誌の発行事業費 911,870

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

小林 正能 1,155,000 武蔵野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属・改革派で未来志向の政治をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ２月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属 新人

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属地方議員会

報告年月日 令和 ４年 １月１９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属・中央

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属 つなぐ三鷹の会

報告年月日 令和 ４年 １月１２日
円

１ 収入総額 10,312

前年繰越額 10,312

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,312

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属 東京みらい

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日

円
１ 収入総額 1,724,832

前年繰越額 453,381

本年収入額 1,271,451

２ 支出総額 1,524,832

（翌年への繰越額） 200,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,253,224

政党匿名分を除く寄附の額 1,253,224

個人からの寄附 1,253,224

その他の収入 18,227

１件 １０万円未満のもの 18,227

４ 支出の内訳

経常経費 1,317,669

人件費 1,164,663

備品・消耗品費 152,518

事務所費 488

政治活動費 207,163

組織活動費 207,163

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

奥澤 高広 560,000 町田市

髙屋 恭子 520,000 品川区

藤田 礼伊奈 173,224 多摩市
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属の会・台東

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 74,250

前年繰越額 74,250

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 74,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属保守ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 9,135

前年繰越額 9,135

本年収入額 0

２ 支出総額 9,135

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

政治活動費 9,135

組織活動費 9,135

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無所属！無添加！無農薬！チーム百万馬力武蔵野

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 1,733,445

前年繰越額 9,445

本年収入額 1,724,000

２ 支出総額 1,599,262

（翌年への繰越額） 134,183

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,724,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,724,000

個人からの寄附 1,724,000

４ 支出の内訳

政治活動費 1,599,262

機関紙誌の発行その他の事業費 1,599,262

宣伝事業費 1,599,262

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無党派市民

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 72,000

前年繰越額 72,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 72,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 無党派のチカラ

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 武藤政義後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村上浩一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村上よしお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村田光男後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 2,307,892

前年繰越額 2,307,886

本年収入額 6

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,307,892

３ 本年収入の内訳
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その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村野栄一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 村本ひろや後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 むらやま正利後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＭＥＧＵの会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 目黒区行政監視団

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 目黒区日本共産党後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 95,131

前年繰越額 78,231

本年収入額 16,900

２ 支出総額 9,866

（翌年への繰越額） 85,265

３ 本年収入の内訳

その他の収入 16,900

１件 １０万円未満のもの 16,900

４ 支出の内訳

政治活動費 9,866

組織活動費 6,000

機関紙誌の発行その他の事業費 3,866

機関紙誌の発行事業費 3,866

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 目黒・生活者ネットワーク

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 2,041,129

前年繰越額 2,015,116

本年収入額 26,013

２ 支出総額 763,284

（翌年への繰越額） 1,277,845

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 21,000
（７人）

寄附の総額 5,000

政党匿名分を除く寄附の額 5,000

個人からの寄附 5,000

その他の収入 13

１件 １０万円未満のもの 13

４ 支出の内訳

経常経費 507,140

人件費 210,000

事務所費 297,140

政治活動費 256,144

組織活動費 3,400

機関紙誌の発行その他の事業費 232,340

機関紙誌の発行事業費 11,110

宣伝事業費 221,230

調査研究費 10,404

寄附・交付金 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 目黒の明日を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 目黒を守る会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 1,663,570

前年繰越額 163,570

本年収入額 1,500,000

２ 支出総額 96,000

（翌年への繰越額） 1,567,570

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,500,000

政治団体からの寄附 1,500,000

４ 支出の内訳

経常経費 96,000

光熱水費 24,000

備品・消耗品費 24,000

事務所費 48,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

新都政研究会 1,500,000 目黒区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ＭＥＬＯＮ本社社会活動委員会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 183,620

前年繰越額 82,820

本年収入額 100,800

２ 支出総額 31,669

（翌年への繰越額） 151,951

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,800

政党匿名分を除く寄附の額 100,800

個人からの寄附 800

政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 31,669

組織活動費 17,578

機関紙誌の発行その他の事業費 14,091

宣伝事業費 14,091

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

ＭＥＬＯＮ社会活動委 100,000 神奈川県横浜市
員会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 Ｍｏｒｅ杉並

報告年月日 令和 ４年 ６月２０日

円
１ 収入総額 9,620

前年繰越額 9,620

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木鶏会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 57,108

前年繰越額 57,108

本年収入額 0

２ 支出総額 57,108

（翌年への繰越額） 0

３ 支出の内訳

経常経費 57,108

人件費 35,000

備品・消耗品費 22,108

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 木信会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 望月翔平後援会
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報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 もっと住み良い文京区を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月１０日
円

１ 収入総額 103,082

前年繰越額 43,082

本年収入額 60,000

２ 支出総額 60,000

（翌年への繰越額） 43,082

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 60,000

政党匿名分を除く寄附の額 60,000

個人からの寄附 60,000

４ 支出の内訳

政治活動費 60,000

その他の経費 60,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

関野 里美 60,000 豊島区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 本橋ひろたか後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ものづくり関連政策を実現推進する会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ８日
円

１ 収入総額 6,323,899

前年繰越額 1,414,884

本年収入額 4,909,015

２ 支出総額 4,780,550

（翌年への繰越額） 1,543,349

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 4,909,000

政党匿名分を除く寄附の額 4,909,000

個人からの寄附 129,000

政治団体からの寄附 4,780,000

その他の収入 15

１件 １０万円未満のもの 15

４ 支出の内訳

政治活動費 4,780,550

寄附・交付金 4,780,550

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
ものづくりで働く者の 184,000 千代田区
ための政策実現を推進
する本社の会

働く者の魅力ある政策 851,000 千葉県千葉市
を実現する会

働く者の政策を実現推 761,000 神奈川県川崎市
進する会

ものづくり関連の未来 238,000 愛知県半田市
に向けて政策実現を推
進する会

働く者の明るい未来を 1,247,000 岡山県倉敷市
つくる会

政策実現を推進する会 1,374,000 広島県福山市

ものづくり産業の将来 125,000 宮城県仙台市
に向け政策実現を推進
する仙台杜の会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ものづくりで働く者のための政策実現を推進する
本社の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 277,179

前年繰越額 56,379

本年収入額 220,800

２ 支出総額 186,554

（翌年への繰越額） 90,625

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 220,800

政党匿名分を除く寄附の額 220,800

個人からの寄附 220,800
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４ 支出の内訳

政治活動費 186,554

機関紙誌の発行その他の事業費 2,554

機関紙誌の発行事業費 2,554

寄附・交付金 184,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 桃野よしふみと区政をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 236,529

前年繰越額 216,529

本年収入額 20,000

２ 支出総額 51,941

（翌年への繰越額） 184,588

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

経常経費 38,844

備品・消耗品費 38,844

政治活動費 13,097

調査研究費 13,097

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森久保なつき後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 1,630,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,630,000

２ 支出総額 1,629,071

（翌年への繰越額） 929

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 630,000

政党匿名分を除く寄附の額 630,000

個人からの寄附 630,000

借入金 1,000,000

森久保 夏樹 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 9,654

備品・消耗品費 9,654

政治活動費 1,619,417

機関紙誌の発行その他の事業費 1,619,417

機関紙誌の発行事業費 308,304

宣伝事業費 1,311,113

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

藪本 史郎 100,000 練馬区

森久保 夏樹 530,000 日野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森沢美和子と共に歩む会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 150,390

前年繰越額 50,390

本年収入額 100,000

２ 支出総額 146,510

（翌年への繰越額） 3,880

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

個人からの寄附 50,000

政治団体からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 146,510

事務所費 146,510

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田ちづよ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田のりこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１３日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田久夫後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田正英後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 1,557,927

前年繰越額 957,927

本年収入額 600,000

２ 支出総額 401,337

（翌年への繰越額） 1,156,590

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

政治活動費 401,337

機関紙誌の発行その他の事業費 401,337

機関紙誌の発行事業費 401,337

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

森田 正英 600,000 清瀬市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森田ゆきと渋谷の未来をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ７月１４日
円

１ 収入総額 140,000

前年繰越額 140,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 140,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森とおる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森戸よう子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 214,635

前年繰越額 53,285

本年収入額 161,350

２ 支出総額 171,015

（翌年への繰越額） 43,620

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 161,350
（４６１人）

４ 支出の内訳

経常経費 101,115

光熱水費 50,400

備品・消耗品費 5,355

事務所費 45,360

政治活動費 69,900

組織活動費 69,900

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森林育代と武蔵村山のみらいを育てる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 もりや昌彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 森ヨシヒコ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 559,956

前年繰越額 559,955
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本年収入額 1

２ 支出総額 161,095

（翌年への繰越額） 398,861

３ 本年収入の内訳

その他の収入 1

１件 １０万円未満のもの 1

４ 支出の内訳

政治活動費 161,095

機関紙誌の発行その他の事業費 161,095

機関紙誌の発行事業費 128,095

宣伝事業費 33,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 師岡のぶまさ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 46,649

前年繰越額 46,649

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 46,649

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 八木下てるいち後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 1,453,125

前年繰越額 512,370

本年収入額 940,755

２ 支出総額 1,011,519

（翌年への繰越額） 441,606

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 940,750

政党匿名分を除く寄附の額 940,750

政治団体からの寄附 940,750

その他の収入 5

１件 １０万円未満のもの 5

４ 支出の内訳

経常経費 130,473

光熱水費 37,963

備品・消耗品費 92,510

政治活動費 881,046

組織活動費 133,065

機関紙誌の発行その他の事業費 747,981

機関紙誌の発行事業費 747,981

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 940,750 八王子市
子市第八支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やくし辰哉後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日

円
１ 収入総額 71,364

前年繰越額 71,364

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 71,364

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 躍進！台東を創る会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 24,302

前年繰越額 24,302

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 24,302

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やこうえみと平和の緑会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 42,000

前年繰越額 0

本年収入額 42,000

２ 支出総額 42,000

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 42,000

政党匿名分を除く寄附の額 42,000
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個人からの寄附 42,000

４ 支出の内訳

政治活動費 42,000

組織活動費 42,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やさしい街・立川をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 44,898

前年繰越額 44,898

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 44,898

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やしきだ綾香と女子力向上委員会

報告年月日 令和 ４年 ６月２７日
円

１ 収入総額 130,000

前年繰越額 130,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 130,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やすはら和美後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 87,223

前年繰越額 87,223

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 87,223

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やすまさ会

報告年月日 令和 ４年 １月２４日
円

１ 収入総額 243,131

前年繰越額 243,131

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 243,131

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 谷田部かずゆき後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１８日
円

１ 収入総額 56,447

前年繰越額 6,447

本年収入額 50,000

２ 支出総額 33,880

（翌年への繰越額） 22,567

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

政治活動費 33,880

組織活動費 33,880

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やなざわ亜紀サポーターズクラブ

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 255,767

前年繰越額 255,767

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 255,767

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やぶはら太郎を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 1,461,494

前年繰越額 1,461,494

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,461,494

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 矢部一後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0
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―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山内えり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 842,868

前年繰越額 23,632

本年収入額 819,236

２ 支出総額 796,184

（翌年への繰越額） 46,684

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 819,236

政党匿名分を除く寄附の額 819,236

個人からの寄附 819,236

４ 支出の内訳

経常経費 796,184

光熱水費 69,657

備品・消耗品費 95,665

事務所費 630,862

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山川ゆうな後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月２６日
円

１ 収入総額 30,000

前年繰越額 0

本年収入額 30,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 30,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山口ひろひさ後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月 ６日
円

１ 収入総額 2,234,471

前年繰越額 2,234,471

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 2,234,471

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎勝広と大田を元気にしよう会

報告年月日 令和 ４年 ７月２１日
円

１ 収入総額 93,310

前年繰越額 93,310

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 93,310

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎勝広友の会

報告年月日 令和 ４年 ７月２１日

円
１ 収入総額 23,863

前年繰越額 23,863

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 23,863

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山﨑栄後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２４日
円

１ 収入総額 243,987

前年繰越額 243,987

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 243,987

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎たい子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 38,849

前年繰越額 38,849

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 38,849

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎たかひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１７日
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円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山﨑てつお後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１８日
円

１ 収入総額 33,519

前年繰越額 33,519

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,519

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山﨑勝後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山﨑やすひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 560,590

前年繰越額 0

本年収入額 560,590

２ 支出総額 560,590

（翌年への繰越額） 0

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 560,590

政党匿名分を除く寄附の額 560,590

個人からの寄附 560,590

４ 支出の内訳

経常経費 43,092

備品・消耗品費 43,092

政治活動費 517,498

機関紙誌の発行その他の事業費 517,498

宣伝事業費 517,498

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

山﨑 敏江 560,590 武蔵村山市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山崎陽一後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２５日
円

１ 収入総額 5,493

前年繰越額 5,493

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,493

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山下崇 後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日

円
１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山下ひろみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山シロ博治勝手連・東日本

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 32,934

前年繰越額 32,934

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,934

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山添拓後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田かずよし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月 ７日
円

１ 収入総額 4,250
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前年繰越額 4,250

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 4,250

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田さとみ後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田たけお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田忠良後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ８日
円

１ 収入総額 41,785

前年繰越額 41,785

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 41,785

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田としお後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田としお東京都後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 21,272

前年繰越額 21,272

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 21,272

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田ひでき後援会（はなみずき）

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,044,436

前年繰越額 25,000

本年収入額 1,019,436

２ 支出総額 1,020,830

（翌年への繰越額） 23,606

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 982,026

政党匿名分を除く寄附の額 982,026

個人からの寄附 982,026

その他の収入 37,410

１件 １０万円未満のもの 37,410

４ 支出の内訳

経常経費 997,680

光熱水費 6,100

備品・消耗品費 39,699

事務所費 951,881

政治活動費 23,150

組織活動費 23,150

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田ひろこ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山田美樹を囲む公認会計士の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やまとみどり

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 1,139

前年繰越額 1,139

本年収入額 0
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２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,139

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山中ちえ子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山中りえ子を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 10,480

前年繰越額 10,480

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,480

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 やまびこ会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 5,682,344

前年繰越額 5,192,344

本年収入額 490,000

２ 支出総額 445,820

（翌年への繰越額） 5,236,524

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 110,000

政党匿名分を除く寄附の額 110,000

個人からの寄附 110,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 380,000

やまびこ会旅行会 380,000

４ 支出の内訳

政治活動費 445,820

機関紙誌の発行その他の事業費 445,820

その他の事業費 445,820

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本あけみと歩む会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 307,557

前年繰越額 274,557

本年収入額 33,000

２ 支出総額 123,857

（翌年への繰越額） 183,700

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 33,000

政党匿名分を除く寄附の額 33,000

個人からの寄附 33,000

４ 支出の内訳

政治活動費 123,857

組織活動費 6,000

機関紙誌の発行その他の事業費 117,857

機関紙誌の発行事業費 117,857

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本一彦後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本たいと後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本とおる後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２３日
円

１ 収入総額 550

前年繰越額 550

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 550

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本ひとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月１１日
円

１ 収入総額 80,000
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前年繰越額 80,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 80,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山本ひろこ後援会（山本 紘子）

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 9,600

前年繰越額 9,600

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,600

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 山森寛之後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,800,843

前年繰越額 1,000,843

本年収入額 800,000

２ 支出総額 964,076

（翌年への繰越額） 836,767

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 800,000

政党匿名分を除く寄附の額 800,000

政治団体からの寄附 800,000

４ 支出の内訳

経常経費 627,187

備品・消耗品費 129,069

事務所費 498,118

政治活動費 336,889

組織活動費 124,089

機関紙誌の発行その他の事業費 212,800

宣伝事業費 212,800

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都大田 800,000 大田区
区第二十九支部

６ 資産の内訳

借入金

（借入先） （借入残高）
円

山森 寛之 2,555,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 裕進会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 16,623

前年繰越額 16,623

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 16,623

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 郵政政策研究会東京地方本部

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 20,217,485

前年繰越額 7,130,403

本年収入額 13,087,082

２ 支出総額 14,441,487

（翌年への繰越額） 5,775,998

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 13,087,000

政党匿名分を除く寄附の額 13,087,000

政治団体からの寄附 13,087,000

その他の収入 82

１件 １０万円未満のもの 82

４ 支出の内訳

経常経費 12,525,021

人件費 5,599,100

備品・消耗品費 1,303,967

事務所費 5,621,954

政治活動費 1,916,466

組織活動費 1,576,874

寄附・交付金 339,592

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

郵政政策研究会 13,087,000 港区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 雄友会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ゆぎ克也後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ゆさ吉宏後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 307,900

前年繰越額 307,900

本年収入額 0

２ 支出総額 26,620

（翌年への繰越額） 281,280

３ 支出の内訳

政治活動費 26,620

機関紙誌の発行その他の事業費 26,620

宣伝事業費 26,620

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 由山会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 35,707

前年繰越額 35,707

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 35,707

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 豊かな狛江をつくる市民の会

報告年月日 令和 ４年 １月 ４日
円

１ 収入総額 1,306,187

前年繰越額 1,119,181

本年収入額 187,006

２ 支出総額 207,231

（翌年への繰越額） 1,098,956

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 136,000
（７３人）

寄附の総額 51,000

政党匿名分を除く寄附の額 51,000

個人からの寄附 51,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

経常経費 144,571

備品・消耗品費 13,860

事務所費 130,711

政治活動費 62,660

組織活動費 14,430

機関紙誌の発行その他の事業費 48,230

機関紙誌の発行事業費 48,230

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ユニバーサル社会クリエイ党

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 夢のある元気な国分寺をつくる会

報告年月日 令和 ４年 ８月３０日
円

１ 収入総額 295,360

前年繰越額 295,360

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 295,360

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 夢のあるまち・東大和をつくる会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 65,868
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前年繰越額 65,868

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 65,868

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 夢をかなえる社会を実現する会

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 9,481,472

前年繰越額 9,481,472

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 9,481,472

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 陽明の会

報告年月日 令和 ４年 １月１３日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横田昌三と政治を変える会

報告年月日 令和 ４年 ４月 １日
円

１ 収入総額 445

前年繰越額 445

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 445

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横田みのる後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 100,000

前年繰越額 0

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 100,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党府中総支部 100,000 府中市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横田ゆう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横山幸次後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１８日
円

１ 収入総額 289,697

前年繰越額 289,697

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 289,697

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 横山ゆかり後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 与座武後援会

報告年月日 令和 ４年 １月１１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 よしざわゆたか後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１０日
円

１ 収入総額 700,000

前年繰越額 0

本年収入額 700,000

２ 支出総額 673,107

（翌年への繰越額） 26,893
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３ 本年収入の内訳

寄附の総額 700,000

政党匿名分を除く寄附の額 700,000

個人からの寄附 700,000

４ 支出の内訳

経常経費 137,400

備品・消耗品費 137,400

政治活動費 535,707

組織活動費 33,726

機関紙誌の発行その他の事業費 501,981

機関紙誌の発行事業費 263,266

宣伝事業費 238,715

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

吉澤 雄孝 600,000 あきる野市

平井 雅規 100,000 あきる野市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉住はるお後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 9,024,661

前年繰越額 294,661

本年収入額 8,730,000

２ 支出総額 8,523,177

（翌年への繰越額） 501,484

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,500,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,500,000

政治団体からの寄附 2,500,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 5,230,000

吉住はるお君の必勝を期し応援する会 5,230,000

借入金 1,000,000

吉住 栄郎 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,283,901

人件費 1,748,300

光熱水費 189,139

備品・消耗品費 1,354,954

事務所費 991,508

政治活動費 4,239,276

組織活動費 718,971

機関紙誌の発行その他の事業費 2,520,305

宣伝事業費 2,272,805

政治資金パーティー開催事業費 247,500

その他の経費 1,000,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）

円
自由民主党東京都新宿 2,500,000 新宿区
区第九支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田あつみの会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 8,118

前年繰越額 8,118

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 8,118

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田康一郎後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 65,729

前年繰越額 15,729

本年収入額 50,000

２ 支出総額 58,149

（翌年への繰越額） 7,580

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 50,000

政党匿名分を除く寄附の額 50,000

個人からの寄附 50,000

４ 支出の内訳

経常経費 58,149

光熱水費 22,149
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事務所費 36,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田康一郎を応援する会

報告年月日 令和 ４年 ６月１７日
円

１ 収入総額 598,390

前年繰越額 10,390

本年収入額 588,000

２ 支出総額 594,597

（翌年への繰越額） 3,793

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 588,000

政党匿名分を除く寄附の額 588,000

個人からの寄附 588,000

４ 支出の内訳

経常経費 392,081

光熱水費 22,149

備品・消耗品費 47,617

事務所費 322,315

政治活動費 202,516

組織活動費 135,036

調査研究費 7,480

寄附・交付金 60,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田康一郎を囲む会

報告年月日 令和 ４年 ６月１０日
円

１ 収入総額 39,618

前年繰越額 9,618

本年収入額 30,000

２ 支出総額 34,148

（翌年への繰越額） 5,470

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 30,000

政党匿名分を除く寄附の額 30,000

個人からの寄附 30,000

４ 支出の内訳

経常経費 34,148

光熱水費 22,148

事務所費 12,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田じろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１６日
円

１ 収入総額 610

前年繰越額 610

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 610

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田勉を応援する会

報告年月日 令和 ４年 １月 ５日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉田豊明後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 1,404,672

前年繰越額 20,703

本年収入額 1,383,969

２ 支出総額 1,375,622

（翌年への繰越額） 29,050

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,285,589

政党匿名分を除く寄附の額 1,285,589

個人からの寄附 1,285,589

その他の収入 98,380

１件 １０万円未満のもの 98,380

４ 支出の内訳

経常経費 1,118,109

光熱水費 182,309

備品・消耗品費 199,039

事務所費 736,761

政治活動費 257,513

機関紙誌の発行その他の事業費 257,513
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宣伝事業費 257,513

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉野和之後援会

報告年月日 令和 ４年 ６月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 よしむら美紀後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月１７日
円

１ 収入総額 1,000

前年繰越額 1,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 1,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 吉本たかよし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２２日
円

１ 収入総額 461,837

前年繰越額 21,837

本年収入額 440,000

２ 支出総額 407,410

（翌年への繰越額） 54,427

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 300,000

政党匿名分を除く寄附の額 300,000

政治団体からの寄附 300,000

機関紙誌の発行その他の事業による収入 140,000

市議会議長就任並びに市政報告会 140,000

４ 支出の内訳

経常経費 46,162

備品・消耗品費 46,162

政治活動費 361,248

機関紙誌の発行その他の事業費 361,248

機関紙誌の発行事業費 97,900

宣伝事業費 75,000

その他の事業費 188,348

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都八王 300,000 八王子市
子市第三十二支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 よだかれん大応援団

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 32,525

前年繰越額 12,525

本年収入額 20,000

２ 支出総額 32,000

（翌年への繰越額） 525

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 20,000

政党匿名分を除く寄附の額 20,000

個人からの寄附 20,000

４ 支出の内訳

政治活動費 32,000

寄附・交付金 32,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 依田総合政策研究会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 米倉春奈後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 5,000

前年繰越額 5,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 5,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 米沢和裕後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月１５日
円

１ 収入総額 0
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２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 より良い狛江にする無党派市民の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 28,221

前年繰越額 28,221

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 28,221

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ライフアップ倶楽部

報告年月日 令和 ４年 ６月１６日
円

１ 収入総額 39,610

前年繰越額 39,610

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 39,610

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 李小牧後援会

報告年月日 令和 ４年 ９月１４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立憲民主党・無所属フォーラムを支援する会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 立隆会

報告年月日 令和 ４年 ２月 １日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 Ｌｉｂｅｒａｌ Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ｆｏｒ
Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

報告年月日 令和 ４年 ４月 ８日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 リベラル保守の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 33,000

前年繰越額 33,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 33,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 「流通業界の未来」を築く会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日

円
１ 収入総額 46,800

前年繰越額 0

本年収入額 46,800

２ 支出総額 11,000

（翌年への繰越額） 35,800

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 46,800
（２０人）

４ 支出の内訳

経常経費 11,000

事務所費 11,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 流通の未来を考える会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ７日
円

１ 収入総額 1,939,509

前年繰越額 1,247,696

本年収入額 691,813

２ 支出総額 74,000

（翌年への繰越額） 1,865,509

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 691,813
（２８４人）

４ 支出の内訳

経常経費 24,000

事務所費 24,000
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政治活動費 50,000

寄附・交付金 50,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 良知会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 10,344,256

前年繰越額 3,344,256

本年収入額 7,000,000

２ 支出総額 6,019,567

（翌年への繰越額） 4,324,689

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 7,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 7,000,000

政治団体からの寄附 7,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 4,363,412

人件費 100,000

光熱水費 337,615

備品・消耗品費 1,117,897

事務所費 2,807,900

政治活動費 1,656,155

組織活動費 1,507,551

機関紙誌の発行その他の事業費 59,400

宣伝事業費 59,400

調査研究費 70,539

その他の経費 18,665

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

恵比寿総研 7,000,000 渋谷区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 りんりん後援会

報告年月日 令和 ４年 ７月 ５日
円

１ 収入総額 72,096

前年繰越額 72,096

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 72,096

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 ルネサスグループ連合社会活動委員会

報告年月日 令和 ４年 ２月２８日
円

１ 収入総額 11,823,707

前年繰越額 3,885,665

本年収入額 7,938,042

２ 支出総額 1,702,000

（翌年への繰越額） 10,121,707

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 1,590,000
（１，３２５人）

寄附の総額 6,348,000

政党匿名分を除く寄附の額 6,348,000

政治団体からの寄附 6,348,000

その他の収入 42

１件 １０万円未満のもの 42

４ 支出の内訳

政治活動費 1,702,000

寄附・交付金 1,702,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

まちづくりアシストセ 6,348,000 滋賀県大津市
ンター

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 玲の会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 500,000

前年繰越額 500,000

本年収入額 0

２ 支出総額 450,395

（翌年への繰越額） 49,605

３ 支出の内訳

政治活動費 450,395

組織活動費 450,395

―――――――――――――――――――――――――
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政治団体の名称 令和東京足立勝手連

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 れいわの時代の東京をつくる足立の会

報告年月日 令和 ４年 ８月 ２日
円

１ 収入総額 2,037,000

前年繰越額 0

本年収入額 2,037,000

２ 支出総額 1,737,000

（翌年への繰越額） 300,000

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 2,037,000

政党匿名分を除く寄附の額 2,037,000

個人からの寄附 1,737,000

政治団体からの寄附 300,000

４ 支出の内訳

経常経費 346,390

人件費 229,802

備品・消耗品費 116,028

事務所費 560

政治活動費 1,390,610

組織活動費 19,900

選挙関係費 1,300,000

機関紙誌の発行その他の事業費 70,710

宣伝事業費 70,710

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

野口 研二 1,000,000 足立区

清水 智子 100,000 東村山市

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

れいわ新選組 300,000 千代田区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 れいわの時代の東京をつくる杉並の会

報告年月日 令和 ４年 ３月１１日
円

１ 収入総額 1,278,585

前年繰越額 0

本年収入額 1,278,585

２ 支出総額 983,071

（翌年への繰越額） 295,514

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,278,585

政党匿名分を除く寄附の額 1,278,585

個人からの寄附 1,278,585

４ 支出の内訳

経常経費 53,268

備品・消耗品費 48,238

事務所費 5,030

政治活動費 929,803

組織活動費 42,803

選挙関係費 887,000

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

川見 直美 160,000 杉並区

清水 智子 300,000 東村山市

下田 隆 100,000 杉並区

山名 奏子 358,585 杉並区

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 令和の政経を考える未来の会

報告年月日 令和 ４年 ５月２５日
円

１ 収入総額 750,389

前年繰越額 750,389

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 750,389

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 連合東京・地域政策を実現する会

報告年月日 令和 ４年 ２月２２日
円

１ 収入総額 20,546,638
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前年繰越額 15,360,107

本年収入額 5,186,531

２ 支出総額 6,351,219

（翌年への繰越額） 14,195,419

３ 本年収入の内訳

個人の負担する党費又は会費 386,400
（４２人）

機関紙誌の発行その他の事業による収入 4,800,000

セミナー 2,440,000

研究会 2,360,000

その他の収入 131

１件 １０万円未満のもの 131

４ 支出の内訳

経常経費 6,064

備品・消耗品費 2,200

事務所費 3,864

政治活動費 6,345,155

組織活動費 720,502

選挙関係費 1,100,000

機関紙誌の発行その他の事業費 884,653

政治資金パーティー開催事業費 884,653

調査研究費 2,640,000

寄附・交付金 1,000,000

５ 政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳

（名称）

セミナー

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

日本労働組合総連合会 1,000,000 港区
東京都連合会

（名称）

研究会

（支払者）

（法人その他の団体からの対価の支払）（金額）（事務所の所在地）
円

日本労働組合総連合会 1,000,000 港区
東京都連合会

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 六者組合

報告年月日 令和 ４年 ４月 ６日
円

１ 収入総額 74,917

前年繰越額 74,917

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 74,917

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若木さなえ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若さで市政を動かす会

報告年月日 令和 ４年 ６月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若さで創る明日の中野の会

報告年月日 令和 ４年 １月 ６日
円

１ 収入総額 10,000

前年繰越額 10,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 10,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若杉会

報告年月日 令和 ４年 ３月１４日
円

１ 収入総額 65,274

前年繰越額 65,274

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 65,274

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若林あきよしサポーターズクラブ

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 114,844
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前年繰越額 14,844

本年収入額 100,000

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 114,844

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 100,000

政党匿名分を除く寄附の額 100,000

政治団体からの寄附 100,000

４ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都町田 100,000 町田市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若林しげお後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月２１日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 若松かねしげＣＰＡ元気アップ隊

報告年月日 令和 ４年 ５月２７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺かつひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２５日
円

１ 収入総額 1,000,000

前年繰越額 0

本年収入額 1,000,000

２ 支出総額 952,930

（翌年への繰越額） 47,070

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 1,000,000

政党匿名分を除く寄附の額 1,000,000

政治団体からの寄附 1,000,000

４ 支出の内訳

経常経費 354,812

光熱水費 54,812

事務所費 300,000

政治活動費 598,118

組織活動費 598,118

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都北区 1,000,000 北区
第三十支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺清人後援会

報告年月日 令和 ４年 ４月 ５日
円

１ 収入総額 29,904

前年繰越額 29,904

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 29,904

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺くみ子後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２４日
円

１ 収入総額 16,000

前年繰越額 16,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 16,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺げんたろう後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２７日
円

１ 収入総額 785,946

前年繰越額 635,946

本年収入額 150,000

２ 支出総額 114,848

（翌年への繰越額） 671,098

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 150,000

政党匿名分を除く寄附の額 150,000

個人からの寄附 50,000
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政治団体からの寄附 100,000

４ 支出の内訳

政治活動費 114,848

機関紙誌の発行その他の事業費 114,848

機関紙誌の発行事業費 114,848

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（政治団体からの寄附） （金額） （事務所の所在地）
円

自由民主党東京都町田 100,000 町田市
市第三支部

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺さとし後援会

報告年月日 令和 ４年 ２月 ７日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺将とともに明日を拓く会

報告年月日 令和 ４年 ３月１６日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺しんじろう後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２２日
円

１ 収入総額 42,900

前年繰越額 42,900

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 42,900

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡部尚後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 １日
円

１ 収入総額 723,589

前年繰越額 723,589

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 723,589

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺大三と脱ムダ改革を進める会

報告年月日 令和 ４年 ３月３１日
円

１ 収入総額 205,000

前年繰越額 205,000

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 205,000

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺力後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 わたなべ忠司後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２６日
円

１ 収入総額 1,015,701

前年繰越額 405,697

本年収入額 610,004

２ 支出総額 527,573

（翌年への繰越額） 488,128

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 610,000

政党匿名分を除く寄附の額 610,000

個人からの寄附 610,000

その他の収入 4

１件 １０万円未満のもの 4

４ 支出の内訳

経常経費 53,233

備品・消耗品費 51,823

事務所費 1,410

政治活動費 474,340

組織活動費 18,500

機関紙誌の発行その他の事業費 455,840

宣伝事業費 455,840

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）
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（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

渡邉 忠司 110,000 立川市

森岡 貴和 500,000 立川市

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺ともき後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月３０日
円

１ 収入総額 64,625

前年繰越額 64,625

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 64,625

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡辺みちたか後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 32,432

前年繰越額 32,432

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 32,432

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 渡部しゅうじ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２９日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 わたべやすひろ後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月 ４日
円

１ 収入総額 0

２ 支出総額 0

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 和田ひでとし後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２８日
円

１ 収入総額 962,191

前年繰越額 938,185

本年収入額 24,006

２ 支出総額 66,212

（翌年への繰越額） 895,979

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 24,000

政党匿名分を除く寄附の額 24,000

個人からの寄附 24,000

その他の収入 6

１件 １０万円未満のもの 6

４ 支出の内訳

政治活動費 66,212

組織活動費 66,212

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 和田宗春後援会

報告年月日 令和 ４年 ３月２８日
円

１ 収入総額 65,048

前年繰越額 65,048

本年収入額 0

２ 支出総額 0

（翌年への繰越額） 65,048

―――――――――――――――――――――――――

政治団体の名称 和地ひとみ後援会

報告年月日 令和 ４年 １月２０日
円

１ 収入総額 639,735

前年繰越額 39,735

本年収入額 600,000

２ 支出総額 590,796

（翌年への繰越額） 48,939

３ 本年収入の内訳

寄附の総額 600,000

政党匿名分を除く寄附の額 600,000

個人からの寄附 600,000

４ 支出の内訳

経常経費 349,800

備品・消耗品費 349,800

政治活動費 240,996

機関紙誌の発行その他の事業費 240,996

機関紙誌の発行事業費 213,782
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宣伝事業費 27,214

５ 寄附の内訳（年間５万円を超えるもの）

（寄附者）

（個人からの寄附） （金額） （住所）
円

和地 仁美 600,000 東大和市
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