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告   示 

◎新潟県告示第1066号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた生活保護法第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 
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名     称 所  在  地 指 定 年 月 日 

窪田医院 長岡市三和１－３－27 平成30年８月１日 

長岡赤十字病院（医科） 長岡市千秋２丁目297番地１ 平成30年９月１日 

荒井医院 長岡市栃尾表町１番４号 平成30年９月１日 

笹川眼科 長岡市大島本町５丁目113 平成30年８月16日 

長岡赤十字病院（歯科） 長岡市千秋２丁目297番地１ 平成30年９月１日 

大手薬局栃尾店 長岡市仲子町８－27 平成30年９月１日 

新潟県立中央病院（医科） 上越市新南町205番地 平成30年８月１日 

新潟県立中央病院（歯科） 上越市新南町205番地 平成30年８月１日 

医療法人徳真会 松村歯科上越診療所 上越市春日野１丁目669番地 平成30年８月１日 

いちご薬局下門前 上越市下門前1847 平成30年９月３日 

医療法人社団 大渓外科医院 三条市一ノ門２丁目２－35 平成30年９月１日 

きずな歯科クリニック 三条市南四日町１丁目５番７－１号 平成30年９月１日 

愛育デンタルクリニック 三条市興野２丁目２－58 平成30年８月１日 

泉秋薬局 三条市横町２－８－43 平成30年７月10日 

大手薬局三条月岡店 三条市月岡１丁目23番45号 平成30年８月１日 

ドラッグトップス西本成寺薬局 三条市西本成寺２丁目12番30号 平成30年９月１日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎

総合医療センター（医科） 
柏崎市北半田２丁目11番３号 平成30年６月７日 

新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎

総合医療センター（歯科） 
柏崎市北半田２丁目11番３号 平成30年６月７日 

魚沼調剤薬局 小千谷市城内３－３－14 平成30年８月１日 

ウエルシア薬局吉田店 燕市吉田3719番地１ 平成30年８月11日 

にいがた調剤薬局 糸魚川 糸魚川市竹ケ花526－１ 平成30年９月１日 

けんこう調剤薬局 五泉市本町５丁目１番６号 平成30年９月１日 

有限会社 みなと調剤薬局 佐渡市両津湊327－７ 平成30年９月１日 
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田上診療所 南蒲原郡田上町大字田上丙1225番地 平成30年９月１日 

医療法人社団 磯部医院 三島郡出雲崎町大字住吉町18 平成30年９月１日 

すみれ薬局 長岡市東川口字前島1979番地20 平成30年９月１日 

 

◎新潟県告示第1067号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定医療機関から次のとおり

変更した旨の届出があった。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所 在 地 
変更 

事項 
旧 新 変更年月日 

大手薬局花園店 
長岡市花園南

１丁目66番地 

住所

変更 

長岡市土合町字

継子田44番地 

長岡市花園南１

丁目66番地 
平成30年５月１日 

みなみ調剤薬局 

喜多町店 

長岡市喜多町

3041番地 

住所

変更 

長岡市喜多町土

地区画整理事業地

内５－２－１ 

長 岡 市 喜 多 町

3041番地 
平成29年９月16日 

しなの薬局 上

条店 

長岡市旭岡１

丁目29番地 

住所

変更 

長岡市上条町字

八ツ口350－１ 

長岡市旭岡１丁

目29番地 
平成30年４月28日 

 

◎新潟県告示第1068号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定医療機関から次のとおり

廃止した旨の届出があった。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 廃 止 年 月 日 

栄屋薬局 南魚沼郡湯沢町大字土樽68－１ 平成30年６月30日 

ウエルシア薬局吉田店 燕市吉田3719番地１ 平成30年８月10日 

愛育デンタルクリニック 三条市興野２丁目２－58 平成30年７月31日 

チューリップ新井薬局 妙高市栗原二丁目３番３号 平成30年８月31日 

しなの薬局 村上店 村上市田端町10－10 平成30年８月１日 

すみ薬局 三条市月岡１丁目23番45号 平成30年８月１日 

医療法人社団 石田医院 上越市国府３丁目８番３号 平成30年８月31日 

堀医院 長岡市七日市1664番地 平成30年８月31日 
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◎新潟県告示第1069号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてそ 

の例によるものとされた生活保護法第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

事業者の名称 主たる事務所の所

在地 

事業所の名称 事業所の所在地 指定したサービス

の種類 

指定年月日 

社会福祉法人 

長岡福祉協会 

長岡市学校町２丁

目２番22号 

特別養護老人ホ

ーム千秋 

長岡市千秋２丁目

221番地14 

短期入所生活介

護 

H30.９.１ 

株式会社  大手

ファーマシー 

長岡市住吉１－10

－６ 

大手薬局 中島

店 

長岡市中島７丁目

１番32号 

介護予防居宅療

養管理指導 

H30.３.１ 

二幸産業株式会

社 

東京都新宿区西

新宿１－25－１ 

グループホーム

二幸 おらち 

上越市春日野１丁

目４－43 

認知症対応型共

同生活介護 

H17.８.２ 

二幸産業株式会

社 

東京都新宿区西

新宿１－25－１ 

グループホーム

二幸 おらち 

上越市春日野１丁

目４－43 

介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

H18.４.１ 

有限会社 ネット

ワーク・ジャパン 

燕市吉田西太田

1602－４ 

ワンダフルライ

フ 

燕市吉田西太田

1602－４ 

福祉用具貸与 H24.６.１ 

有限会社 ネット

ワーク・ジャパン 

燕市吉田西太田

1602－４ 

ワンダフルライ

フ 

燕市吉田西太田

1602－４ 

特定福祉用具販

売 

H24.６.１ 

有限会社 ネット

ワーク・ジャパン 

燕市吉田西太田

1602－４ 

ワンダフルライ

フ 

燕市吉田西太田

1602－４ 

介護予防福祉用

具貸与 

H24.６.１ 

有限会社 ネット

ワーク・ジャパン 

燕市吉田西太田

1602－４ 

ワンダフルライ

フ 

燕市吉田西太田

1602－４ 

特定介護予防福

祉用具販売 

H24.６.１ 

 

◎新潟県告示第1070号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり

変更した旨の届出があった。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所 在 地 
変更 

事項 
旧 新 変更年月日 

共創未来 五泉薬

局 

五泉市南本町１

－５－２ 
名称 

全快堂薬局 五泉

店 

共創未来 五泉薬

局 
H30.９.29 

共創未来 ぼたん

薬局 

五泉市太田２－

６－44 
名称 みらいぼたん薬局 

共創未来 ぼたん

薬局 
H30.９.21 

 

◎新潟県告示第1071号 

次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院である。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 名  称 上越地域医療センター病院 

２ 所 在 地 上越市南高田町６番９号 

３ 有効期間 平成30年10月24日から 
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       平成33年10月23日まで 

 

◎新潟県告示第1072号 

農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号。以下「法」という｡)第18条第１項の規定により、

公益社団法人新潟県農林公社から次のとおり農用地利用配分計画の認可の申請があった。 

なお、当該農用地利用配分計画は、告示日から２週間、次の場所において縦覧に供する。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 農用地利用配分計画の概要 

市町村 賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地 

長岡市 ４者 片田町帰リ又313番ほか４筆 0.4ha 

見附市 ４者 耳取町内田29番ほか19筆 3.9ha 

十日町市 ２者 東下組6213番ほか１筆 0.3ha 

糸魚川市 ３者 砂場前川原8323番ほか11筆 1.3ha 

佐渡市 ３者 新穂潟上1614番１ほか28筆 4.5ha 

合 計 16者 68筆 10.5ha 

２ 申請年月日 

 平成30年９月27日 

３ 縦覧の場所 

  新潟県農林水産部地域農政推進課 

  新潟県長岡地域振興局農林振興部農業企画課 

  新潟県十日町地域振興局農業振興部企画振興課 

新潟県糸魚川地域振興局農林振興部企画振興課 

新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部農業企画課 

４ 意見書の提出 

  法第18条第３項の規定による意見書の提出に当たっては、縦覧場所に備え付けの「農用地利用配分計画に対

する意見書の提出について」によること。 

 

◎新潟県告示第1073号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新潟県告示第1074号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

平成30年10月９日 

新潟県南魚沼地域振興局長 

１ 解除に係る保安林の所在場所 

 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852の17（次の図に示す部分に限る｡) 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    今 井　 長 司

登録の区分 　品 位 等 検 査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産大麦、国内産小麦、国内産大豆、 国内産そば

新潟県 佐藤　祐一 新潟県村上市大毎307 もみ、玄米、小麦、大麦、大豆 K1520006

備　　　考

15004 登録年月日 平成14年８月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員 成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 住　　   　　所 農産物の種類 証明書番号
受 委 託 の
区 分

登録検査 機関
の 名 称

代 表 者
氏 名

主たる事務 所の
所 在 地

　　略称『 新潟県検査協会 』　平成30年10月９日　１名の登録抹消。検査員合計696名。
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２ 保安林として指定された目的 

 公衆の保健 

３ 解除の理由 

  指定理由の消滅 

 (｢次の図」は、省略し、その図面を新潟県南魚沼地域振興局農林振興部及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

公   告 

大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 （仮称）ツルハドラッグ新発田緑町店・ファミリーマート新発田緑町店 

所在地 新発田市緑町二丁目５番30号 外 地内 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 株式会社伊藤組 ほか２者 

法人代表者氏名 代表取締役社長 伊藤 和彦 

住所 新発田市島潟1273番地１ 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社ファミリーマート 

法人代表者氏名 代表取締役 澤田 貴司 

住所 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 

・氏名又は名称 株式会社ツルハ 

法人代表者氏名 代表取締役 鶴羽 樹 

住所 北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番21号 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

平成31年５月28日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計1,187平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計45台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計35台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計46.5平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計7.4立方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 
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(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

    ・株式会社ファミリーマート 

24時間 

    ・株式会社ツルハ 

午前６時から午後12時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

24時間 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ４箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

・荷さばき施設１、２ 

午前６時から午後８時 

７ 届出年月日 

平成30年９月27日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

（なお、新発田市商工振興課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

平成30年10月９日から平成31年２月９日まで 

10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業・地場産業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 上越あるるん村 

所在地 上越市大道福田622番地 外 

設置者 えちご上越農業協同組合 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻等

の変更）に関する届出 

公告日 平成30年５月11日 

３ 意見の概要 

(1) 上越市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 

５ 縦覧期間 

平成30年10月９日から平成30年11月９日まで 

 

病院局公告 
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特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、新潟県病院局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規程（平成７年新潟県病院局管理規程第17号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成30年10月９日 

新潟県立中央病院長 長谷川 正樹 

１ 購入等件名及び数量  

  新潟県立中央病院 清掃業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する機関の名称及び住所 

  新潟県立中央病院 

  新潟県上越市新南町205番地 

３ 調達方法 

  購入等 

４ 契約方法 

 一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成30年８月23日 

６ 落札者の氏名及び住所 

株式会社新潟県ビル管理協同公社 

 新潟県長岡市蓮潟５丁目１番14号 

７ 落札価格  

  124,727,040円  

８ 入札公告日    

平成30年７月13日 

９ 落札方式     

  最低価格 

 

選挙管理委員会告示 

◎新潟県選挙管理委員会告示第57号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の届出があったので、同法第７条

の２第１項の規定に基づき、その名称等を次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

 (1) 政党の支部 

      

 (ｲ) 法19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部 

 

政治団体の名称 代表者 

の氏名 

会計責任 

者の氏名 

主たる事務 

所の所在地 

公職の種類 

（第１号） 

一以上の市

町村等の区

域を単位と

して設けら

れる支部 

届出年月日 

       

立憲民主党新潟

県参議院選挙区

第１総支部 

風間直樹 風間直人 新潟県上越市下門前

1737 

参議院議員 ○ 

 

30.01.18 

立憲民主党新潟

県第１区総支部 

本多智奈美 高橋聡子 新潟県新潟市中央区

南万代町12－５ 黒

衆議院議員 ○ 29.12.01 
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井ビル１Ｆ 

 

 (ﾛ) 国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

       

政治団体の名称 代表者 

の氏名 

会計責任 

者の氏名 

主たる事務 

所の所在地 

一以上の市町村等

の区域を単位とし

て設けられる支部 

届出年月日 

      

自由民主党新潟

県行政書士支部 

相羽利子 高野雅史 新潟県新潟市東区寺

山１丁目２番40号 

○ 30.04.06 

自由民主党新潟

県新潟市江南区

第一支部 

古泉幸一 坂井一義 新潟県新潟市江南区

元町３丁目５番１号 

○ 30.04.16 

 

 (2) その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）   

      

 (ｲ) 法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体  

     

政治団体の名称 代表者 

の氏名 

会計責任 

者の氏名 

主たる事務

所の所在地 

公職の種類

（第１号） 

公職の候補

者の氏名及

び公職の種

類（第２号） 

届出年月日 

泉田裕彦政治経済防

災研究会 

泉田裕彦 捧俊雄 新潟県長岡

市長町１丁

目３－４ 

衆議院議員 泉田裕彦、

衆議院議員 

29.11.01 

   

 (ﾛ) 法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体   

     

政治団体の名称 代表者 

の氏名 

会計責任 

者の氏名 

主たる事務所の所 

在地 

公職の候補者の氏

名及び公職の種類

（第２号） 

届出年月日 

笠原れいか後援会 清野山芳子 笠原麗香 新潟県長岡市東神

田１－４－３ 小

幡ビル101 

笠原麗香、衆議院

議員 

29.08.31 

   

 (ﾊ) 国会議員関係政治団体以外の政治団体    

    

政治団体の名称 代表者 

の氏名 

会計責任 

者の氏名 

主たる事務所の所在地 届出年月日 

秋間かずひで後援会 相崎久之 佐藤道雄 新潟県柏崎市大字新道2756番地１ 30.05.17 

浅野ちひろ後援会 浅野正博 阿部友洸 新潟県見附市本町３－10－13 30.04.05 

明日の新潟を切り拓

く会 

長井裕三 山田秀行 新潟県新潟市北区太田甲5809－21 30.07.11 

五十嵐完二後援会 米山孝次 田村守 新潟県新潟市東区はなみずき１－８－17 30.07.17 

池田ちか子女性知事

を実現させる会 

牧野茂夫 小林俊夫 新潟県新潟市中央区新光町６－２ 連

合新潟内 

30.05.14 

石坂ひろし後援会 石坂浩 富山洋 新潟県南魚沼市長崎3433番地１ 30.05.25 

泉田裕彦南魚沼後援

会 

中澤俊一 阿部茂和 新潟県南魚沼市六日町1551番地１ 30.05.25 
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イチロー会 渡辺惇夫 皆川尚人 新潟県新潟市中央区女池上山２丁目22

番７号 

30.02.02 

いのちとくらし最優

先の新潟市をつくる

みんなの会 

高橋武昌 高橋勤 新潟県新潟市中央区沼垂西３丁目10－

14 

30.07.17 

猪俣誠一後援会 猪俣誠一 山賀哲夫 新潟県東蒲原郡阿賀町豊実戊2156番地 30.07.23 

神田かずあき後援会 神田一秋 神田一秋 新潟県東蒲原郡阿賀町中ノ沢802番地１ 30.06.18 

桐生清太郎後援会 桐生金吾 桐生正男 新潟県胎内市鼓岡1261番地４ 30.07.11 

県政と上越市民をつ

なぐ会 

馬場秀幸 橋爪法一 新潟県上越市大手町７－１ 30.05.16 

県民信頼度ナンバー

ワンの県政を実現す

る会 

渡辺毅 金井眞 新潟県新潟市中央区新光町19－８ Ｐ

Ｆビル１Ｆ 

30.05.14 

小林ひろふみ後援会 小林裕史 小林智恵 新潟県新潟市秋葉区南町９番１号 30.02.05 

さいきょう四郎後援

会 

勝島寅一郎 中澤誠子 新潟県上越市中央１丁目１－７ 30.05.01 

坂上清一後援会 坂上清一 坂上敬一 新潟県胎内市夏井225番地 30.04.10 

ささがわ修一後援会 笹川修一 笹川剛 新潟県南蒲原郡田上町坂田12 30.03.02 

佐藤かずお後援会 佐藤和雄 佐藤博幸 新潟県三条市泉新田685－５ 30.03.26 

佐藤浩雄後援会 横山高 土井光信 新潟県新発田市新富町１－６－24 30.07.19 

佐野つねお後援会 髙橋勝之 佐野一雄 新潟県南蒲原郡田上町大字吉田新田乙

593番地 

30.01.17 

沢野まさゆき後援会 阿部保夫 沢野正行 新潟県新潟市中央区長潟１丁目８－16 30.06.14 

市民の思いをつなぎ、

にいがたで女性知事

を誕生させる会 

横山由美子 渡辺英明 新潟県新潟市中央区花園２丁目３－10 30.05.11 

自立のまち津南を発

展させる会 

滝沢元一郎 中熊弘隆 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊444 30.04.16 

すすむ会 飯野晋 小日向克司 新潟県新潟市北区葛塚3312番地１ 30.05.16 

税理士による塚田一

郎後援会 

五十嵐秀夫 土田隆 新潟県新潟市中央区愛宕３丁目４番１

号 

30.05.23 

田村正宏後援会 田村正宏 田村良範 新潟県三条市四日町20番５号 29.11.20 

中原八一新津後援会 石塚正樹 相木穂 新潟県新潟市秋葉区出戸161－３ 30.07.31 

新潟県生衛団体米山

隆一後援会 

野澤幸司 横山範夫 新潟県新潟市中央区東大畑通１番町490

－13 理容美容福祉会館２階 

30.01.22 

新潟県の未来を創る

会 

佐藤正 前田淳子 新潟県加茂市新町２－１－14 30.04.27 

新潟県本田あきこ後

援会 

長澤敬一 新沢彰 新潟県新潟市中央区女池１丁目３番16

号 

29.09.29 

西山ひでひと後援会 西山英仁 西山栄子 新潟県南蒲原郡田上町大字吉田新田丁

183 

30.03.30 

西脇道夫後援会 土田正司 青山真一 新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫2012 30.06.20 

馬場ひろふみ後援会 馬場博文 桑原麻男 新潟県三条市林町１丁目21番12号 30.02.01 

ひぐち秀敏後援会 樋口秀敏 牛木芳雄 新潟県南魚沼市塩沢771－12 ノーマル

ビル102 

30.04.09 

ひぐち秀敏を支える

会 

樋口秀敏 小山学 新潟県南魚沼市塩沢35－３ 30.07.12 

藤田直一後援会 藤田直一 藤田基子 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田

1094 

30.01.29 

星野ゆきひこ後援会 髙橋新一 本間保 新潟県柏崎市半田２丁目18－16 30.07.26 

ほんま良秋後援会 本間良秋 宮澤徳正 新潟県新発田市住吉町１－10－16－11 30.06.26 
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牧野やすよ後援会 長田良則 牧野泰代 新潟県長岡市宮関４－３－14 30.05.21 

まつかわてつやを応

援する会 

松川徹也 山田小百合 新潟県五泉市中川新26番地 30.01.10 

松野けんいちろうを

育てる会 

小越昭 渡部力也 新潟県長岡市城内町３丁目１番地 東

北電力労働組合長岡支部内 

30.06.27 

みながわ忠志応援団 皆川忠志 皆川ムツ子 新潟県南蒲原郡田上町原ケ崎1268－23 30.04.04 

未来に躍動する新潟

を創る会 

長井裕三 竹内正樹 新潟県新潟市中央区南万代町12番地５

号 黒井ビル１Ｆ 

30.07.20 

民主にいがた 佐藤伸広 馬場徹 新潟県長岡市新保５丁目４－２ 佐藤

伸広事務所内 

30.07.24 

森友和事務所 森友和 森友和 新潟県加茂市皆川３番16号 30.04.12 

柳川たかし後援会 渡辺宏 照田芳紀 新潟県燕市吉田3430の19 30.07.13 

山本知克後援会 山本知克 山本知克 新潟県燕市水道町４丁目25番11号 30.04.02 

ゆかり後援会 渡辺甚一郎 矢代千賀子 新潟県柏崎市東本町２丁目５番24－207

号 

30.06.14 

渡邊勝衛後援会 渡邊勝衛 藤巻欽作 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田

1323 

30.03.20 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第58号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、

同法第７条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

(1) 政党の支部 

 

    

政治団体 

の名称 

 

代表者 

の氏名 

異動事項 新 旧 異動年月日 

自由民主党

浦川原区支

部 

石田裕一 主たる事務所

の所在地 

新潟県上越市浦川

原区虫川1675 

新潟県上越市浦川

原区下猪子田95－

３ 

30.04.11 

 
 

会計責任者の

氏名 

石徹白康夫 山崎弘  

自由民主党

神林支部 

澤田洋一 代表者の氏名 澤田洋一 加藤全一 30.05.17 

自由民主党

亀田支部 

佐藤純 会計責任者の

氏名 

宮澤信栄 佐藤富美則 30.04.06 

自由民主党

加茂支部 

保坂裕一 主たる事務所

の所在地 

新潟県加茂市番田

９－１ 

新潟県加茂市大郷

町１－８－18 

30.03.19 

  代表者の氏名 保坂裕一 志田長春 30.02.25 

  会計責任者の

氏名 

藤田明美 中野元栄  

自由民主党

佐和田支部 

浅野彰 会計責任者の

氏名 

渡辺直樹 須田秀昭 29.04.01 

自由民主党

新潟県第五

選挙区支部 

泉田裕彦 政治団体の名

称 

自由民主党新潟県

第五選挙区支部 

自由民主党新潟県

衆議院選挙区第五

支部 

30.05.15 

  主たる事務所

の所在地 

新潟県長岡市長町

１－３－４ 

新潟県長岡市笹崎

２－４－16 

29.12.01 

自由民主党 大野進一 代表者の氏名 大野進一 斎藤洋明 30.06.30 
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村上支部 

自由民主党

新潟支部 

石﨑徹 代表者の氏名 石﨑徹 中原八一 30.06.23 

自由民主党

新潟県土地

改良支部 

三富佳一 主たる事務所

の所在地 

新潟県燕市吉田弥

生町11－８ 渡辺

方 

新潟県燕市吉田弥

生町11－８ 

30.03.29 

  会計責任者の

氏名 

島田健一 高橋八郎 30.04.01 

自由民主党

新潟県看護

連盟支部 

佐藤和泉 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区 川 岸 町 ２ － 11 

新潟県看護研修セ

ンター内 

新潟県新潟市西区

小針２－35－17－

704 

30.03.12 

自由民主党

新潟県理容

支部 

早川幹夫 会計責任者の

氏名 

阿部勇 大石生男也 30.05.21 

自由民主党

新潟県第二

選挙区支部 

細田健一 主たる事務所

の所在地 

新潟県柏崎市東本

町２－３－30 

新潟県柏崎市田塚

１ 丁 目 １ 番 28 号 

小池ビル２F 

30.04.24 

自由民主党

新潟県上越

市第一支部 

小林林一 主たる事務所

の所在地 

新潟県上越市西本

町４丁目11番８号 

新潟県上越市西本

町２－４－35 

28.04.01 

自由民主党

新潟県歯科

技工士支部 

上野博 代表者の氏名 上野博 藤原英保 30.05.26 

自由民主党

新潟県支部

連合会遺族

会支部 

中山恭夫 代表者の氏名 中山恭夫 横山益郎 30.06.20 

自由民主党

新潟県宅建

支部 

志田常弘 代表者の氏名 志田常弘 平松勝 30.06.05 

自由民主党

新潟市月潟

支部 

高橋哲也 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市南区

上曲通180 

新潟県新潟市南区

釣寄７ 

30.03.01 

  代表者の氏名 高橋哲也 曽山康雄  

  会計責任者の

氏名 

原正行 原嘉雄  

  会計責任者の

氏名 

原嘉雄 原正行 30.03.20 

自由民主党

新穂支部 

猪坂宗 主たる事務所

の所在地 

新潟県佐渡市新穂

潟上641 

新潟県佐渡市新穂

潟上1450 

30.04.20 

  代表者の氏名 猪坂宗 石川雅洋  

自由民主党

三島支部 

関根敏雄 主たる事務所

の所在地 

新潟県長岡市蓮花

寺1948 

新潟県長岡市七日

市2184番地 

30.05.10 

自由民主党

妙高支部 

作林一郎 会計責任者の

氏名 

東條昭人 吉住安夫 30.06.01 

自由民主党

湯之谷支部 

富永三千敏 主たる事務所

の所在地 

新潟県魚沼市下折

立528 

新潟県魚沼市井口

新田230－２ 

30.06.13 

  代表者の氏名 富永三千敏 佐藤喜郎  

自由民主党

与板支部 

日浦四郎 主たる事務所

の所在地 

新潟県長岡市与板

町与板258 

新潟県長岡市与板

町広野724 

30.05.17 
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  代表者の氏名 日浦四郎 山口日出二  

自由民主党

林業支部 

村松二郎 会計責任者の

氏名 

佐藤好美 林庸治 30.04.13 

民進党新潟

県参議院選

挙区第３総

支部 

風間直樹 主たる事務所

の所在地 

新潟県上越市下門

前1737 

新潟県上越市栄町

２－１－13 

29.12.15 

 

 

 

大渕健 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区新光町17番地 新

潟日軽ビル２F 

新潟県上越市下門

前1737 

30.01.17 

  代表者の氏名 大渕健 風間直樹  

  国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第１号に係る国

会議員関係政治団

体 

 

民進党新潟

県第１区総

支部 

上杉知之 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区幸西３－５－30 

新潟県新潟市中央

区南万代町12－５ 

29.12.05 

  代表者の氏名 上杉知之 本多智奈美  

  主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区 新 光 町 17 番 地 

新潟日軽ビル２F 

新潟県新潟市中央

区幸西３－５－30 

30.04.13 

民進党新潟

県第２区総

支部 

大渕健 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区 新 光 町 17 番 地 

新潟日軽ビル２F 

新潟県燕市秋葉町

４－12－20 

29.12.15 

  代表者の氏名 大渕健 鷲尾英一郎  

  国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第１号に係る国

会議員関係政治団

体 

 

民進党新潟

県第３区総

支部 

薄田智 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区 新 光 町 17 番 地 

新潟日軽ビル２F 

新潟県新発田市中

央町２－４－21 

30.01.19 

  代表者の氏名 薄田智 黒岩宇洋  

  国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第１号に係る国

会議員関係政治団

体 

 

民進党新潟

県第４区総

支部 

小島晋 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市秋葉

区南町９－１ 

新潟県三条市東裏

館１－13－16 

29.12.11 

  代表者の氏名 小島晋 飯田真紀子  

  会計責任者の

氏名 

片岡実 後藤恭子  

  国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第１号に係る国

会議員関係政治団

体 

 

民進党新潟

県第５区総

佐藤伸広 国会議員関係

政治団体の区

国会議員関係政治

団体以外の政治団

法第19条の７第１

項第１号に係る国

29.11.10 
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支部 分 体 会議員関係政治団

体 

国民民主党

新潟県総支

部連合会 

梅谷守 政治団体の名

称 

国民民主党新潟県

総支部連合会 

民進党新潟県総支

部連合会 

30.07.25 

  代表者の氏名 梅谷守 大渕健  

  会計責任者の

氏名 

安念諫 馬場徹  

      

 

(2) その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）  

      

政治団体 

の名称 

 

代表者 

の氏名 

異動事項 新 旧 異動年月日 

阿部幸夫後

援会 

峯村恒夫 会計責任者の

氏名 

阿部和良 中多俊一 30.03.10 

安中聡後援

会 

向笠修央 代表者の氏名 向笠修央 今井公 29.12.17 

  会計責任者の

氏名 

安中藤雄 辻川岩雄  

池田あきひ

ろ後援会 

池田明弘 会計責任者の

氏名 

米山三男 水城勇一郎 29.12.05 

石井修後援

会 

片山修 代表者の氏名 片山修 藤田加津榮 30.01.15 

一六山会 中村康司 代表者の氏名 中村康司 蛭子健治 29.11.18 

井畑明彦後

援会 

豊島芳久 代表者の氏名 豊島芳久 井畑明彦 30.03.30 

  会計責任者の

氏名 

浮須悦朗 井畑直子  

上杉ともゆ

き後援会 

上杉知之 会計責任者の

氏名 

渡邉洋平 斉藤敏之 30.07.19 

魚沼みらい

の会 

阿部正彦 代表者の氏名 阿部正彦 赤津隆祐 29.11.07 

  会計責任者の

氏名 

阿部正彦 赤津隆祐  

選ばれて住

み継がれる

ふるさとの

会 

関口芳史 主たる事務所

の所在地 

新潟県十日町市高

田町３丁目西385－

１ 

新潟県十日町市高

田町３丁目西 

30.03.23 

  会計責任者の

氏名 

中澤武雄 西村好明  

大平えいじ

後援会 

住安正信 代表者の氏名 住安正信 斉藤正 29.06.01 

  会計責任者の

氏名 

住安正信 斉藤正  

大平悦子後

援会 

大平明 国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第２号に係る国

会議員関係政治団

体 

29.10.23 

恩田稔地域 恩田稔 会計責任者の 恩田克彦 津端正志 29.10.01 
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おこしの会 氏名 

変えよう！

新潟県安中

聡の会 

安中聡 政治団体の名

称 

変えよう！新潟県

安中聡の会 

変えよう！五泉市

安中聡の会 

30.05.15 

笠原れいか

後援会 

清野山芳子 国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第２号に係る国

会議員関係政治団

体 

30.01.01 

柏崎経済人

連盟 

西川正男 会計責任者の

氏名 

関矢浩章 吉田直一郎 30.01.24 

金子たかし

後援会 

広野孝二 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市西蒲

区和納7078－30 

新潟県新潟市西蒲

区大字和納3682 

29.10.01 

加茂市医師

連盟 

鷲塚隆 代表者の氏名 鷲塚隆 星野清 30.06.03 

柄沢正三後

援会 

山崎知則 代表者の氏名 山崎知則 中静進 29.09.14 

河村ゆきお

後援会 

河村幸雄 会計責任者の

氏名 

河村雄大 佐藤由弘 30.03.24 

かわらい拓

也を応援す

る会 

牛膓恒夫 政治団体の名

称 

かわらい拓也を応援

する会 

かわらい拓也後援

会 

30.02.06 

樹政会 風間直樹 主たる事務所

の所在地 

新潟県上越市下門

前1737 

新潟県上越市栄町

２－１－13 

29.12.15 

清塚武敏後

援会 

清塚清 会計責任者の

氏名 

清塚登 上村光男 30.01.01 

幸福実現党

新潟後援会 

横井基至 代表者の氏名 横井基至 海老栄蔵 29.05.01 

幸福実現党

上越十日町

後援会 

清水和明 会計責任者の

氏名 

仲田誉志 菅原智 29.04.25 

小林弘樹後

援会 

田中明雄 主たる事務所

の所在地 

新潟県十日町市春

日町１丁目22－７ 

新潟県十日町市春

日22－７ 

29.11.20 

市民の思い

をつなぎ、

もっと女性

が輝くにい

がたを創る

会 

横山由美子 政治団体の名

称 

市民の思いをつな

ぎ、もっと女性が輝

くにいがたを創る会 

市民の思いをつな

ぎ、にいがたで女性

知事を誕生させる

会 

30.05.14 

  主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区女池４－18－18 

新潟県新潟市中央

区花園２丁目３－

10 

 

  主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市秋葉

区新津本町１丁目

３－22 

新潟県新潟市中央

区女池４－18－18 

30.06.14 

上越経済人

連盟 

髙橋信雄 会計責任者の

氏名 

宮越浩司 東條邦俊 30.04.01 

上越未来政

策研究会 

渡部武 代表者の氏名 渡部武 佐藤誠 30.03.01 

  会計責任者の

氏名 

佐野広和 江田泰輔  

進藤かねひ 三富佳一 主たる事務所 新潟県燕市吉田弥 新潟県燕市吉田弥 30.03.29 
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こ新潟県後

援会 

の所在地 生町11－８ 渡辺

方 

生町11－８ 

新党我等 飯田浩三 会計責任者の

氏名 

赤沢栄 樋口信廣 29.09.06 

鈴木よした

み後援会 

岡田正 会計責任者の

氏名 

岩野英昭 鈴木徹 30.04.01 

税理士によ

る石﨑とお

る後援会 

今井彰 代表者の氏名 今井彰 池淳一 30.01.18 

関口よしふ

み後援会 

関口芳史 主たる事務所

の所在地 

新潟県十日町市高

田町３丁目西385－

１ 

新潟県十日町市高

田町３丁目西 

30.03.23 

  会計責任者の

氏名 

中澤武雄 西村好明  

関三郎後援

会 

石田新作 代表者の氏名 石田新作 多田ミイ 30.03.26 

全国屋外広

告業者政治

連盟新潟支

部 

菅原正憲 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区堀之内南１丁目

32番16号 インテ

リア山下ビル３F 

新潟県新潟市中央

区 堀 之 内 32 番 地 

JAビル３F 

29.12.01 

全国林業政

治連盟新潟

県支部 

村松二郎 会計責任者の

氏名 

佐藤好美 林庸治 30.04.02 

たかくらさ

かえ後援会 

皆川史樹 代表者の氏名 皆川史樹 星野光治 30.03.22 

高橋真二後

援会 

高橋真二 主たる事務所

の所在地 

新潟県中魚沼郡津

南町大字下船渡戊

856 

新潟県中魚沼郡津

南町秋成9690 

30.04.07 

  主たる事務所

の所在地 

新潟県中魚沼郡津

南町大字秋成9690 

新潟県中魚沼郡津

南町大字下船渡戊

856 

30.07.01 

高橋てつや

後援会 

高橋哲也 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市南区

白根古川430－３ 

新潟県新潟市南区

上曲通180 

29.06.01 

  代表者の氏名 高橋哲也 笹川徳英 29.09.02 

  会計責任者の

氏名 

栗林一秀 高橋礼子  

田中さとし

サポーター

ズクラブ 

市川猛 会計責任者の

氏名 

佐野広和 山岸友和 30.03.01 

塚田一郎後

援会 

塚田一郎 代表者の氏名 塚田一郎 渡辺惇夫 29.12.26 

  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

号に係る国会議員

関係政治団体 

法第19条の７第１

項第２号に係る国

会議員関係政治団

体 

 

  公職の種類（第

一号） 

参議院議員    

妻有地域政

治経済研究

会 

村松二郎 会計責任者の

氏名 

村山茂樹 本山昭一 30.03.13 

長岡２１世 渡部力也 代表者の氏名 渡部力也 松野憲一郎 29.11.10 
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紀 

  会計責任者の

氏名 

坂本和也 根本佳明  

中野和美後

援会和美会 

中野和美 主たる事務所

の所在地 

新潟県南蒲原郡田

上町大字吉田新田

丁245－５ 

新潟県新潟市秋葉

区草水町２丁目８

番54号 

30.03.27 

中原八一政

経研究会 

中原八一 会計責任者の

氏名 

洋谷将人 小林正幸 30.07.26 

  国会議員関係

政治団体の区

分 

国会議員関係政治

団体以外の政治団

体 

法第19条の７第１

項第１号及び第２

号に係る国会議員

関係政治団体 

 

中原八一後

援会 

朝妻康春 代表者の氏名 朝妻康春 髙橋利男 30.07.26 

新潟県土地

改良政治連

盟 

三富佳一 主たる事務所

の所在地 

新潟県燕市吉田弥

生町11－８ 渡辺

方 

新潟県燕市吉田弥

生町11－８ 

30.03.29 

  会計責任者の

氏名 

島田健一 高橋八郎 30.04.01 

新潟県理容

政治連盟 

早川幹夫 会計責任者の

氏名 

阿部勇 大石生男也 30.05.21 

新潟県商工

政治連盟 

早川吉秀 代表者の氏名 早川吉秀 石田三夫 30.05.29 

新潟県社会

保険労務士

政治連盟 

坂西輝男 代表者の氏名 坂西輝男 遣水耕司 29.05.26 

新潟県産業

廃棄物協会

新潟県地区

政治連盟 

青木俊和 会計責任者の

氏名 

小林哲也 本山俊介 30.06.13 

新潟県歯科

衛生士連盟 

薄波清美 代表者の氏名 薄波清美 桐生香保子 30.06.24 

  会計責任者の

氏名 

佐々木典子 上原愛  

新潟県歯科

技工士連盟 

上野博 代表者の氏名 上野博 藤原英保 30.05.26 

新潟県柔道

整復師連盟 

北村公 代表者の氏名 北村公 阿部松雄 29.06.04 

  会計責任者の

氏名 

西野良昭 北村公  

新潟県宅建

政治連盟 

小林正行 代表者の氏名 小林正行 平松勝 30.06.05 

新潟県内水

面漁業政治

連盟 

皆川雄二 会計責任者の

氏名 

多田喜江子 片岡哲夫 30.03.30 

新潟県農政

刷新同志会 

今井長司 政治団体の名

称 

新潟県農政刷新同

志会 

山田としお新潟県

後援会 

30.01.01 

  会計責任者の

氏名 

高橋尚紀 髙橋一成 30.06.28 

新潟県ビル

メンテナン

鈴木英介 会計責任者の

氏名 

山田茂孝 若杉勝義 29.09.26 
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ス政治連盟 

新潟の未来

を考える会 

菊地正樹 代表者の氏名 菊地正樹 渋木俊哉 30.03.15 

  会計責任者の

氏名 

竹田智徳 齋藤章  

西川重則を

支援する会 

小林定三 会計責任者の

氏名 

韮澤正和 今井茂夫 29.05.01 

ねつ年夫後

援会 

根津年夫 主たる事務所

の所在地 

新潟県十日町市千

代田町215－１ 

新潟県十日町市丑

215－１ 

30.02.23 

  会計責任者の

氏名 

根津恵子 樋口幸宏  

はる会 風巻忠義 政治団体の名

称 

はる会 桑原はるか後援会 30.03.20 

  主たる事務所

の所在地 

新潟県中魚沼郡津

南町大字下船渡己

2895 

新潟県中魚沼郡津

南町大字下船渡己

2833 

 

  代表者の氏名 風巻忠義 桑原稔  

深谷しげの

ぶ後援会 

村松健二 会計責任者の

氏名 

小熊和夫 水野孝作 29.12.27 

 樋口紀夫 代表者の氏名 樋口紀夫 村松健二 30.02.01 

福崎哲也後

援会 

宮澤八州男 代表者の氏名 宮澤八州男 村山隆夫 29.02.26 

ほり勝重後

援会 

中条守 代表者の氏名 中条守 斎藤慶蔵 30.05.31 

水沢ひとし

後援会 

谷昭夫 代表者の氏名 谷昭夫 水澤正夫 30.02.08 

みずしな三

郎後援会 

藤沢伸広 会計責任者の

氏名 

西原静夫 斎藤實 30.03.28 

 吉川勇 代表者の氏名 吉川勇 藤沢伸広 30.04.02 

見附市南蒲

原郡医師連

盟 

山谷春喜 会計責任者の

氏名 

貝瀬明 小林政春 29.12.19 

民進にいが

た地方自治

体議員フォ

ーラム 

大渕健 主たる事務所

の所在地 

新潟県新潟市中央

区 新 光 町 ４ － １ 

新潟県議会 未来

にいがた県議団内 

新潟県新潟市中央

区 新 光 町 ４ － １ 

新潟県議会 民進

にいがた県議団内 

29.04.10 

村山秀幸後

援会 

田中弘邦 代表者の氏名 田中弘邦 大竹和夫 30.02.05 

山田富義後

援会 

関川博 代表者の氏名 関川博 会田二朗 30.02.21 

  会計責任者の

氏名 

吉井直樹 小出子恵出  

吉田光利後

援会 

井口勝幸 主たる事務所

の所在地 

新潟県南魚沼市京

岡新田152－１ 

新潟県南魚沼市京

岡新田131 

30.01.01 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第59号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、同条

第３項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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(1) 政治団体の名称   

   

ア ．政党の支部 

   

政  治  団  体  の  名  称 

 

代表者 

の氏名 

解散年月日 

 

 

自由民主党新潟県上越市第一支部 小林林一 29.02.28 

自由民主党新潟県たばこ販売支部 

自由民主党新潟県南魚沼市・郡第一支部 

古川鉦二 29.07.25 

斎藤隆景 29.06.30 

  

イ ．その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）  

  

政  治  団  体  の  名  称 代表者 

の氏名 

 

解散年月日 

あいだ洋後援会 阿部晴弘 29.04.30 

新しい風で村上市の発展を目指す会 加藤華代 29.03.20 

阿部周夫後援会 太田博 29.01.18 

新たな飛躍をめざして！安心・元気・希望に満ちた柏崎をつくる会 西村伯和 29.04.30 

いいざわ後援会 斉藤敏春 29.02.26 

五十嵐完二後援会（設立届出年月日 10.05.25） 米山孝次 29.12.31 

いのちとくらし最優先の新潟市をつくるみんなの会（設立届出年月

日 22.09.13） 
高橋武昌 29.12.31 

今井久美後援会 山田光昭 29.12.31 

岩井ふじお後援会 中澤雅澄 29.06.12 

悦悠会 阿部悦多 29.12.22 

笠井正信君を励ます会 本間春雄 29.03.28 

川田一幸後援会 富井久雄 29.07.01 

久保田久栄後援会 渡辺大助 29.12.31 

幸福実現党新潟県第五選挙区支部 笠原麗香 29.12.30 

幸福実現党新潟東後援会 榎本千佳子 29.12.31 

小林林一同志の会 前川秀樹 29.02.28 

小林としひろ後援会 小林寿博 29.12.31 

小林晴雄後援会 熊木芳雄 29.03.20 

小林林一後援会 小林林一 29.02.28 

才津地区まきこ会 森山貞司 29.12.20 

斎藤隆景後援会 中島成夫 29.07.15 

さいとう栄路後援会 斎藤栄路 29.03.29 

佐藤浩雄後援会（設立届出年月日 S58.01.20） 横山高 29.12.31 

下川西田中眞紀子をはげます会 田辺喜八郎 29.12.20 

秀央会新潟県連合会 大塚一夫 29.11.30 

青洋会 会田洋 29.04.30 

税理士による長島忠美後援会 今井彰夫 29.12.31 

髙橋まさみ後援会 髙橋政實 29.12.31 

滝沢武司後援会 滝沢武司 29.03.31 

田中眞紀子後援会湯沢連絡協議会 高橋政喜 29.12.20 

十日町を心配する会 大熊悟 29.12.31 

中島志門後援会 坂爪直樹 29.03.15 

新潟県農政同志会 髙橋一成 29.12.31 

新潟創造研究会 塚田一郎 29.12.25 
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はばたく！新潟県の新時代をつくる会 馬場潤一郎 29.12.19 

樋口明弘経政会 樋口明弘 29.12.31 

樋口和人後援会 大塚靖紀 29.10.31 

平田大六後援会 阿部勉 29.12.31 

星野たけお後援会 関富一 29.07.22 

大和町田中眞紀子後援会 貝瀬厚一 29.12.20 

横井もとゆき新潟後援会 高松健 29.03.31 

米山透後援会 米山透 29.07.05 

隆和会 斎藤隆景 29.06.30 

わくい充後援会 岩田光雄 29.06.30 

   

(2) 収支報告書の要旨 

 

ア ．政党の支部 

 

 （単位 円）  

自由民主党新潟県上越市第一支部   

報告年月日 29.03.28   

１ 収入総額 19,697  

   前年繰越額 19,697  

２ 支出総額 0   

   

自由民主党新潟県たばこ販売支部   

報告年月日 29.07.26   

１ 収入総額 635,167   

   前年繰越額 635,167   

２ 支出総額 0   

   

自由民主党新潟県南魚沼市・郡第一支部   

報告年月日 29.07.05   

１ 収入総額 1,754,019   

   前年繰越額 979,012   

   本年収入額 775,007   

２ 支出総額 1,754,019   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 775,000   

  団体分 775,000   

 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 46,821   

  光熱水費 9,082   

  備品・消耗品費 13,985   

  事務所費 23,754   

 政治活動費 1,707,198   

  寄附・交付金 1,707,198   

５ 寄附の内訳   

 〔団体分〕   

 （株）湯沢重機建設 125,000  湯沢町 

 塩沢生コン（株） 100,000  南魚沼市 

 （株）ＮＮＣエンジニアリング 400,000  長岡市 
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 （株）森下組 90,000  湯沢町 

 森下企業（株） 60,000  湯沢町 

   

イ ．その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

   

 （単位 円）  

あいだ洋後援会   

報告年月日 29.05.25   

１ 収入総額 1,499,890   

   前年繰越額 1,499,386   

   本年収入額 504   

２ 支出総額 860   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 500   

  個人分 500   

 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 860   

  事務所費 860   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 500   

   

新しい風で村上市の発展を目指す会   

報告年月日 29.03.27   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

阿部周夫後援会   

報告年月日 29.01.18   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

新たな飛躍をめざして！安心・元気・希望

に満ちた柏崎をつくる会   

報告年月日 29.05.25   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

いいざわ後援会   

報告年月日 29.03.03   

１ 収入総額 4,242   

   前年繰越額 4,242   

２ 支出総額 0   

   

五十嵐完二後援会   

報告年月日 30.07.17   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   
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いのちとくらし最優先の新潟市をつくるみ

んなの会   

報告年月日 30.07.17   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

今井久美後援会   

報告年月日 30.06.27   

１ 収入総額 29,255   

   前年繰越額 29,255   

２ 支出総額 0   

   

岩井ふじお後援会   

報告年月日 29.06.12   

１ 収入総額 115,508   

   前年繰越額 115,508   

２ 支出総額 0   

   

悦悠会   

報告年月日 29.12.22   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

笠井正信君を励ます会   

報告年月日 29.03.30   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

川田一幸後援会   

報告年月日 29.07.18   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

久保田久栄後援会   

報告年月日 30.03.19   

１ 収入総額 199,308  

前年繰越額 199,308  

２ 支出総額 38,940  

３ 支出の内訳   

経常経費 38,940  

 人件費 10,800  

 光熱水費 12,540  

 備品・消耗品費 6,900  

 事務所費 8,700  

   

幸福実現党新潟県第五選挙区支部   

報告年月日 30.02.21   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

幸福実現党新潟東後援会   
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報告年月日 30.01.09   

１ 収入総額 1,228,697   

   前年繰越額 222,937   

   本年収入額 1,005,760   

２ 支出総額 1,228,697   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 1,005,760   

  個人分 1,005,760   

４ 支出の内訳   

 政治活動費 1,228,697   

  寄附・交付金 1,228,697   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 小池正志 100,000  新潟市北区 

 榎本千佳子 900,000  胎内市 

 年間５万円以下のもの 5,760   

   

小林林一同志の会   

報告年月日 29.03.28   

１ 収入総額 11,588   

   前年繰越額 11,588   

２ 支出総額 0   

   

小林としひろ後援会   

報告年月日 30.01.23   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

小林晴雄後援会   

報告年月日 29.03.21   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

小林林一後援会   

報告年月日 29.03.28   

１ 収入総額 23,156   

   前年繰越額 23,156   

２ 支出総額 0   

   

才津地区まきこ会   

報告年月日 29.12.27   

１ 収入総額 379,767   

   前年繰越額 379,765   

   本年収入額 2   

２ 支出総額 28,500   

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 28,500   

  組織活動費 28,500   
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斎藤隆景後援会   

報告年月日 29.07.19   

１ 収入総額 1,533,251   

   前年繰越額 426,053   

   本年収入額 1,107,198   

２ 支出総額 766,428   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 1,107,198   

  政治団体分 1,107,198   

４ 支出の内訳   

 経常経費 574,320   

  光熱水費 43,966   

  備品・消耗品費 173,711   

  事務所費 356,643   

 政治活動費 192,108   

  組織活動費 192,108   

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 自由民主党新潟県南魚沼市・郡第一支部 1,107,198  南魚沼市 

   

さいとう栄路後援会   

報告年月日 29.03.31   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

佐藤浩雄後援会   

報告年月日 30.07.19   

１ 収入総額 2,805,467   

   前年繰越額 156,867   

   本年収入額 2,648,600   

２ 支出総額 2,747,797   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 2,500,000   

  政治団体分 2,500,000   

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 148,600   

  グランドゴルフ大会 66,600   

  ゲートボール大会 82,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 1,836,287   

  人件費 1,128,525   

  光熱水費 68,182   

  備品・消耗品費 265,800   

  事務所費 373,780   

 政治活動費 911,510   

  組織活動費 395,109   

  機関紙誌の発行その他の事業費 330,048   

   機関紙誌の発行事業費 149,300   

   宣伝事業費 24,480   

   その他の事業費 156,268   

  調査研究費 186,353   
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５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 浩友会 2,500,000  新発田市 

   

下川西田中眞紀子をはげます会   

報告年月日 29.12.27   

１ 収入総額 449,959   

   前年繰越額 449,955   

   本年収入額 4   

２ 支出総額 0   

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   

   

秀央会新潟県連合会   

報告年月日 29.12.12   

１ 収入総額 9,927   

   前年繰越額 9,927   

２ 支出総額 0   

   

青洋会   

報告年月日 29.05.25   

１ 収入総額 14,907   

   前年繰越額 14,907   

２ 支出総額 0   

   

税理士による長島忠美後援会   

報告年月日 30.01.31   

１ 収入総額 1,073,800   

   前年繰越額 395,798   

   本年収入額 678,002   

２ 支出総額 1,043,640   

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費 （82人） 82,000   

 寄附 194,000   

  個人分 94,000   

  政治団体分 100,000   

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 402,000   

  定期総会懇親会会費 130,000   

  臨時総会懇親会会費 58,000   

  役員懇親会会費 12,000   

  国会議事堂見学会懇親会会費 202,000   

 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 51,212   

  備品・消耗品費 11,212   

  事務所費 40,000   

 政治活動費 992,428   

  組織活動費 84,840   

  機関紙誌の発行その他の事業費 680,166   
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   その他の事業費 680,166   

  寄附・交付金 227,422   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 94,000   

 〔政治団体分〕   

 関東信越税理士政治連盟 100,000  埼玉県さいたま市

大宮区 

   

髙橋まさみ後援会   

報告年月日 30.03.28   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

滝沢武司後援会   

報告年月日 29.04.10   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

田中眞紀子後援会湯沢連絡協議会   

報告年月日 29.12.27   

１ 収入総額 277,925   

   前年繰越額 277,899   

   本年収入額 26   

２ 支出総額 0   

３ 本年収入の内訳   

 その他の収入 26   

  １件10万円未満のもの 26   

   

十日町を心配する会   

報告年月日 30.03.30   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

中島志門後援会   

報告年月日 29.03.16   

１ 収入総額 22,202   

   前年繰越額 22,202   

２ 支出総額 0   

   

新潟県農政同志会   

報告年月日 30.01.30   

１ 収入総額 5,854,068   

   前年繰越額 4,698,529   

   本年収入額 1,155,539   

２ 支出総額 5,854,068   

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費 （1,512人） 1,155,500   

 その他の収入 39   

  １件10万円未満のもの 39   

４ 支出の内訳   
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 経常経費 186,152   

  人件費 83,169   

  光熱水費 5,899   

  備品・消耗品費 13,246   

  事務所費 83,838   

 政治活動費 5,667,916   

  組織活動費 222,647   

  寄附・交付金 5,445,269   

   

新潟創造研究会   

報告年月日 30.02.26   

１ 収入総額 3,763,656   

   前年繰越額 1,763,643   

   本年収入額 2,000,013   

２ 支出総額 3,763,656   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 2,000,000   

  政治団体分 2,000,000   

 その他の収入 13   

  １件10万円未満のもの 13   

４ 支出の内訳   

 政治活動費 3,763,656   

  組織活動費 1,169,500   

  寄附・交付金 2,594,156   

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 為公会 1,000,000  東京都千代田区 

 志公会 1,000,000  東京都千代田区 

   

はばたく！新潟県の新時代をつくる会   

報告年月日 29.12.20   

１ 収入総額 2,584,773   

   前年繰越額 1,584,760   

   本年収入額 1,000,013   

２ 支出総額 2,584,773   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 1,000,000   

  個人分 1,000,000   

 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 1,680,994   

  備品・消耗品費 174,470   

  事務所費 1,506,524   

 政治活動費 903,779   

  組織活動費 382,951   

  調査研究費 164,924   

  寄附・交付金 355,904   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 岩村菖堂 1,000,000  新発田市 
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樋口明弘経政会   

報告年月日 30.03.30   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

樋口和人後援会   

報告年月日 29.11.14   

１ 収入総額 36,931   

   前年繰越額 36,931   

２ 支出総額 260   

３ 支出の内訳   

 経常経費 260   

  備品・消耗品費 260   

   

平田大六後援会   

報告年月日 30.01.30   

１ 収入総額 52,333   

   前年繰越額 2,333   

   本年収入額 50,000   

２ 支出総額 15,540   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 50,000   

  個人分 50,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 140   

  事務所費 140   

 政治活動費 15,400   

  組織活動費 15,400   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 50,000   

   

星野たけお後援会   

報告年月日 29.07.31   

１ 収入総額 59,100   

   本年収入額 59,100   

２ 支出総額 59,100   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 59,100   

  個人分 59,100   

４ 支出の内訳   

 政治活動費 59,100   

  機関紙誌の発行その他の事業費 59,100   

   機関紙誌の発行事業費 59,100   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 星野武男 59,100  魚沼市 

   

大和町田中眞紀子後援会   

報告年月日 29.12.27   
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１ 収入総額 229,107   

   前年繰越額 229,104   

   本年収入額 3   

２ 支出総額 0   

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   

   

横井もとゆき新潟後援会   

報告年月日 29.04.05   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

米山透後援会   

報告年月日 29.07.05   

１ 収入総額 65,000   

   本年収入額 65,000   

２ 支出総額 63,116   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 65,000   

  個人分 65,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 25,000   

  事務所費 25,000   

 政治活動費 38,116   

  選挙関係費 38,116   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 65,000   

   

隆和会   

報告年月日 29.07.05   

１ 収入総額 734,556   

   前年繰越額 134,556   

   本年収入額 600,000   

２ 支出総額 699,354   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 600,000   

  政治団体分 600,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 652,634   

  人件費 290,290   

  光熱水費 84,871   

  備品・消耗品費 50,893   

  事務所費 226,580   

 政治活動費 46,720   

  組織活動費 16,048   

  機関紙誌の発行その他の事業費 30,672   

   宣伝事業費 30,672   

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   
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 自由民主党新潟県南魚沼市・郡第一支部 600,000  南魚沼市 

   

わくい充後援会   

報告年月日 29.07.04   

１ 収入総額 91,600   

   前年繰越額 91,600   

２ 支出総額 0   

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第60号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書の要旨を同

法第20条第１項の規定により次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

平成22年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 4,421   

   前年繰越額 4,421   

２ 支出総額 4,421   

３ 支出の内訳   

 経常経費 4,421   

  事務所費 4,421   

 

平成23年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

 

平成24年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

 

平成25年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   
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平成26年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

 

平成27年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

 

平成28年分 （単位 円）  

［政党の支部］ 

   

自由民主党三和支部   

報告年月日 30.03.19   

１ 収入総額 190,439   

   前年繰越額 48,639   

   本年収入額 141,800   

２ 支出総額 118,181   

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費 （９人） 7,800   

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 130,000   

  自由民主党新潟支部連合会 110,000   

  自由民主党新潟県第六選挙区支部 20,000   

 その他の収入 4,000   

  １件10万円未満のもの 4,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 14,541   

  備品・消耗品費 498   

  事務所費 14,043   

 政治活動費 103,640   

  組織活動費 103,640   

   

自由民主党寺泊支部   

報告年月日 30.03.20   

１ 収入総額 435,083   

   前年繰越額 24,183   

   本年収入額 410,900   

２ 支出総額 306,303   

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費 （93人） 79,900   

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 116,000   

  支部総会会費 116,000   

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 215,000   
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  自由民主党新潟県支部連合会 190,000   

  自由民主党新潟県第二選挙区支部 25,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 42,000   

  人件費 42,000   

 政治活動費 264,303   

  組織活動費 240,884   

  機関紙誌の発行その他の事業費 23,419   

   機関紙誌の発行事業費 23,419   

   

自由民主党新潟県新潟市西区第三支部   

報告年月日 30.03.26   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

自由民主党新潟県港運支部   

報告年月日 30.03.30   

１ 収入総額 593,662   

   前年繰越額 561,606   

   本年収入額 32,056   

２ 支出総額 16,200   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 2,000   

  団体分 2,000   

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 30,000   

  自由民主党新潟県支部連合会 30,000   

 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 16,200   

 〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に

係る支出〕 

16,200 

 

  寄附・交付金 16,200   

５ 寄附の内訳   

 〔団体分〕   

 年間５万円以下のもの 2,000   

   

自由民主党川西支部   

報告年月日 30.03.26   

１ 収入総額 768,639   

   前年繰越額 308,235   

   本年収入額 460,404   

２ 支出総額 645,535   

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費 （75人） 83,400   

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 210,000   

  自由民主党新潟県支部連合会 180,000   

  自由民主党新潟県第六選挙区支部 30,000   

 その他の収入 167,004   

  １件10万円未満のもの 167,004   

４ 支出の内訳   
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 経常経費 65,000   

  人件費 65,000   

 政治活動費 580,535   

  組織活動費 211,570   

  選挙関係費 368,965   

   

自由民主党津川支部   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

［資金管理団体］ 

 

青木まなぶとあゆむ虹の会   

資金管理団体の届出をした者の氏名 青木学  

資金管理団体の届出に係る公職の種類 指定都市議会

議員  

報告年月日 30.03.29   

１ 収入総額 304,585   

   前年繰越額 304,585   

２ 支出総額 0   

   

永井武弘後援会   

資金管理団体の届出をした者の氏名 永井武弘  

資金管理団体の届出に係る公職の種類 指定都市議会

議員  

報告年月日 29.11.28   

１ 収入総額 2,058,959   

   前年繰越額 43,559   

   本年収入額 2,015,400   

２ 支出総額 1,965,254   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 603,400   

  個人分 603,400   

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 1,412,000   

  永井武弘市政報告会 534,000   

  第14回ゲートボール大会 15,000   

  第23回ゴルフ大会 863,000   

４ 支出の内訳   

 政治活動費 1,965,254   

  組織活動費 172,555   

  機関紙誌の発行その他の事業費 1,792,699   

   その他の事業費 1,792,699   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 603,400   

   

森友和事務所   
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資金管理団体の届出をした者の氏名 森友和  

資金管理団体の届出に係る公職の種類 市議会議員  

報告年月日 30.04.12   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

［その他の政治団体］ 

   

荒木のり子後援会   

報告年月日 30.03.29   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

五十嵐完二後援会   

報告年月日 30.07.17   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

いしづき幸子と市政を拓きつながる会   

報告年月日 29.11.24   

１ 収入総額 1,905,974   

   前年繰越額 405,974   

   本年収入額 1,500,000   

２ 支出総額 1,438,911   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 1,500,000   

  個人分 1,500,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 1,306,471   

  人件費 257,500   

  光熱水費 63,049   

  備品・消耗品費 517,829   

  事務所費 468,093   

 政治活動費 132,440   

  機関紙誌の発行その他の事業費 132,440   

   宣伝事業費 132,440   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 石附幸子 1,500,000  新潟市西区 

   

いのちとくらし最優先の新潟市をつくるみんなの

会   

報告年月日 30.07.17   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

今井久美後援会   

報告年月日 30.06.27   

１ 収入総額 29,255   

   前年繰越額 29,255   
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２ 支出総額 0   

   

越後交通政策研究会   

報告年月日 30.04.27   

１ 収入総額 254,116   

   本年収入額 254,116   

２ 支出総額 25,200   

３ 本年収入の内訳   

 個人の党費・会費 （89人） 53,400   

 その他の収入 200,716   

  任意団体からの繰越金 200,716   

４ 支出の内訳   

 政治活動費 25,200   

  寄附・交付金 25,200   

   

おぐま正志後援会   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 48,555   

   前年繰越額 48,555   

２ 支出総額 0   

   

久保田久栄後援会   

報告年月日 30.03.19   

１ 収入総額 259,878   

   前年繰越額 259,878   

２ 支出総額 60,570   

３ 支出の内訳   

 経常経費 60,570   

  人件費 24,000   

  光熱水費 11,750   

  備品・消耗品費 18,320   

  事務所費 6,500   

   

久保田よういち後援会   

報告年月日 30.04.02   

１ 収入総額 47,963   

   前年繰越額 47,963   

２ 支出総額 24,840   

３ 支出の内訳   

 政治活動費 24,840   

  機関紙誌の発行その他の事業費 24,840   

   宣伝事業費 24,840   

   

小柳さとし後援会   

報告年月日 30.07.04   

１ 収入総額 214,671   

   前年繰越額 214,671   

２ 支出総額 41,531   

３ 支出の内訳   

 経常経費 41,531   

  事務所費 41,531   
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佐藤浩雄後援会   

報告年月日 30.07.19   

１ 収入総額 2,466,465   

   前年繰越額 76,865   

   本年収入額 2,389,600   

２ 支出総額 2,309,598   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 2,250,000   

  政治団体分 2,250,000   

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 139,600   

  グランドゴルフ大会 57,600   

  ゲートボール大会 82,000   

４ 支出の内訳   

 経常経費 1,628,097   

  人件費 1,068,400   

  光熱水費 67,685   

  備品・消耗品費 177,700   

  事務所費 314,312   

 政治活動費 681,501   

  組織活動費 204,884   

  機関紙誌の発行その他の事業費 341,203   

   機関紙誌の発行事業費 165,522   

   宣伝事業費 24,480   

   その他の事業費 151,201   

  調査研究費 135,414   

５ 寄附の内訳   

 〔政治団体分〕   

 浩友会 2,250,000  新発田市 

   

佐藤正人後援会   

報告年月日 30.03.26   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

須貝たつお後援会   

報告年月日 30.03.20   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

中山しんじ後援会   

報告年月日 30.03.28   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

新潟医療生協日本共産党後援会   

報告年月日 30.03.29   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

樋口ひろむ後援会   
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報告年月日 30.02.22   

１ 収入総額 0   

２ 支出総額 0   

   

保坂裕一後援会   

報告年月日 30.03.28   

１ 収入総額 341,190   

   前年繰越額 45,190   

   本年収入額 296,000   

２ 支出総額 288,900   

３ 本年収入の内訳   

 寄附 16,000   

  個人分 16,000   

 機関紙誌の発行その他の事業による収入 280,000   

  市政報告会 280,000   

４ 支出の内訳   

 政治活動費 288,900   

  機関紙誌の発行その他の事業費 288,900   

   その他の事業費 288,900   

５ 寄附の内訳   

 〔個人分〕   

 年間５万円以下のもの 16,000   

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第61号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定による資金管理団体の届出があったので、同法第

19条の２第１項の規定に基づき、その名称等を次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

資金管理団体

の届出をした

者（代表者）

の氏名 

公職の種類 資金管理団体の 

名称 

主たる事務所の所在地 指定年月日 

     

飯野晋 指定都市長 すすむ会 新潟県新潟市北区葛塚3312番地１ 30.05.16 

泉田裕彦 衆議院議員 泉田裕彦政治経

済防災研究会 

新潟県長岡市長町１丁目３－４ 29.10.24 

塚田一郎 参議院議員 塚田一郎後援会 新潟県新潟市中央区女池上山２丁目

22番７号 

29.12.26 

馬場博文 市議会議員 馬場ひろふみ後

援会 

新潟県三条市林町１丁目21番12号 30.02.01 

樋口秀敏 県議会議員 ひぐち秀敏を支

える会 

新潟県南魚沼市塩沢35－３ 30.07.11 

森友和 市議会議員 森友和事務所 新潟県加茂市皆川３番16号 30.04.12 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第62号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届

出があったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 
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   委員長  長津 光三郎 

資金管理団体

の届出をした

者の氏名 

資金管理団体の

名称 

異動事項 新 旧 異動年月日 

      

風間直樹 樹政会 主たる事務所

の所在地 

新潟県上越市下門

前1737 

新潟県上越市栄町

２－１－13 

29.12.15 

中原八一 中原八一政経研

究会 

公職の種類 指定都市長 参議院議員 30.07.26 

渡邉和光 わたなべ和光後

援会 

公職の種類 県議会議員 指定都市議会議員 30.06.11 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第63号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定による資金管理団体の指定の取消し等の届出があ

ったので、同法第19条の２第１項の規定に基づき、次のとおり公表する。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

(1) 法第19条第３項第２号による届出  

   

資金管理団体の届出

をした者の氏名 

資 金 管 理 団 体 の 名 称 資金管理団体で 

なくなった年月日 

   

塚田一郎 新潟創造研究会 29.12.25 

斎藤隆景 隆和会 29.06.30 

 

新潟県選挙管理委員会告示第64号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、平成27年11月27日付け新潟県選挙管理委員会告示第77号の一部を次のとおり改める。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

訂正報告年月日 平成30年４月17日 

政治団体の名称 自由民主党新潟支部 

（報告年月日平成27年２月13日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

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   

自由民主党新潟支部新年懇親会 

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

 自由民主党新潟県参議院選挙区第二支部 

       

11,574,000 円 

11,330,000 円 

2,230,000 円 

350,000 円 

       

11,924,000 円 

11,680,000 円 

1,880,000 円 

 

６ 特定パーティーの概要   

 自由民主党新潟支部新年懇親会 

  

 

11,330,000 円  

1,133 人 

 

11,680,000 円 

1,168 人 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第65号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、平成28年11月25日付け新潟県選挙管理委員会告示第124号の一部を次のとおり改める。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 
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訂正報告年月日 平成30年４月17日 

政治団体の名称 自由民主党新潟支部 

（報告年月日平成28年２月４日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

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 

  自由民主党新潟支部新年懇親会 

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

   自由民主党新潟県参議院選挙区第二支部 

 

11,082,000 円 

10,920,000 円 

1,740,000 円 

310,000 円 

 

11,392,000 円 

11,230,000 円 

1,430,000 円 

６ 特定パーティーの概要 

自由民主党新潟支部新年懇親会 

 

10,920,000 円 

1,092 人 

 

11,230,000 円   

1,123 人 

 

◎新潟県選挙管理委員会告示第66号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支報告書について、訂正の報

告があったので、平成29年11月28日付け新潟県選挙管理委員会告示第86号の一部を次のとおり改める。 

平成30年10月９日 

新潟県選挙管理委員会 

   委員長  長津 光三郎 

訂正報告年月日 平成30年４月17日 

政治団体の名称 自由民主党新潟支部 

（報告年月日平成29年１月31日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

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 

  自由民主党新潟支部新年懇親会 

 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

   自由民主党新潟県参議院選挙区第二支部 

 

12,808,000 円 

11,110,000 円 

3,750,000 円 

370,000 円 

 

13,178,000 円 

11,480,000 円 

3,380,000 円 

６ 特定パーティーの概要 

自由民主党新潟支部新年懇親会 

 

11,110,000 円 

1,111 人 

 

11,480,000 円   

1,148 人 

 

訂正報告年月日 平成30年１月29日 

政治団体の名称 自由民主党新潟県第三選挙区支部 

（報告年月日平成29年５月31日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

１ 収入総額 

   本年収入額 

86,109,798 円 

81,505,855 円 

87,109,798 円 

82,505,855 円 

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入 

  自由民主党本部 

 

12,000,000 円 

 12,000,000 円 

 

13,000,000 円  

13,000,000 円 

 

訂正報告年月日 平成29年12月６日 

政治団体の名称 民進党新潟県参議院選挙区第３総支部 

（報告年月日平成29年５月30日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

５ 寄附の内訳 

 〔政治団体分〕 

 樹政会 

 年間５万円以下のもの 

 

 

220,000 円 

 

 

200,000 円  

20,000 円 
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訂正報告年月日 平成29年12月４日 

政治団体の名称 吉田和夫後援会 

（報告年月日平成29年２月23日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

１ 収入総額 

  本年収入額 

1,404,171 円 

1,281,014 円 

1,551,127 円 

1,427,970 円 

３ 本年収入の内訳 

個人の党費・会費 

 

1,134,044 円 

 

1,281,000 円 

 

訂正報告年月日 平成29年12月４日 

政治団体の名称 隆政会 

（報告年月日平成29年３月15日）中 

項   目 訂 正 後 訂 正 前 

１ 収入総額 

   本年収入額 

 10,436,958 円 

10,436,958 円 

10,376,418 円  

10,376,418 円 

３ 本年収入の内訳 

 寄附 

  政治団体分 

  

10,436,946 円 

4,826,946 円 

 

10,376,406 円 

4,766,406 円 

５ 寄附の内訳 

 〔政治団体分〕 

 維新の党新潟県総支部 

 

 

1,399,956 円 

 

 

1,339,416 円 

 

雑   報 

プロポーザルの実施について（公告） 

公立大学法人新潟県立大学大学案内2020および2020年度版新潟県立大学概要制作業務の受託者を決定するため、

次のとおりプロポーザルを行う。 

平成30年10月９日 

公立大学法人新潟県立大学 理事長  若 杉  隆 平 

１ 提案を公募する業務の概要 

(1) 業務名 

公立大学法人新潟県立大学大学案内2020および2020年度版新潟県立大学概要制作業務 

(2) 業務内容の仕様等 

公募要領等による。 

(3) 業務委託期間 

契約締結の翌日から2020年３月31日（火）まで。 

(4) 委託料の見積上限額 

 4,488,480円以内（消費税及び地方消費税を含む｡) 

(5) 事務局 

新潟県立大学 業務推進部 入試広報課（新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地） 

２ 応募資格要件 

本企画提案に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者（被保佐人、被補助人及び未成年者で必要

な同意を得ている場合を除く｡)でないこと。 

(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項の規定による更生手続き開始の申立をした者又は同条第

２項の規定に基づく更生手続き開始の申立をされた者でないこと。 

(3) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項の規定による再生手続き開始の申立をした者又は同条第

２項の規定に基づく再生手続き開始の申立をされた者でないこと。 
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(4) 次の事項に該当すると認められる場合で、その事実があった後２年を経過していない者でないこと。 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正

の行為をした者。 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した

者。 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 

オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者。 

カ ア～オのいずれかの事項に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に

当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 

(5) (4)のア～カのいずれかの項目に該当する者を入札代理人として使用する者でないこと。 

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(7) 過去５年間（平成25年４月１日から公告日までの間）に、国、地方公共団体又は国立大学法人法に規定す

る国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人の発注に係る印刷物制作業務（冊子・チラシ

制作等）の請負契約を締結し、これらを誠実に履行完了した者であること。 

(8) 業務の実施にあたり、新潟県立大学と業務方針や内容について十分な協議ができること。 

３ 公募要領等の配布・受付（参加表明書等の提出） 

(1) 公募要領等の配布期間及び配布場所 

ア 配布期間 

平成30年10月９日（火）午前８時30分から10月18日（木）午後５時15分まで。 

イ 配布場所 

１(5)と同じ。 

(2) 受付（参加表明書等の提出） 

本企画提案に応募する者は、下記の期間に「参加表明書」を提出すること。 

ア 受付期間 

平成30年10月18日（木）午後５時15分まで。 

イ 受付場所 

１(5)と同じ。 

ウ 提出方法 

事務局へ直接持参（土日、祝日を除く日の午前８時30分から午後５時15分まで）又は、郵送（書留に限

る。提出期限までに必着のこと｡)により提出すること。締切時刻以降の受付は行わない。 

４ 応募書類の提出 

事務局へ直接持参（土日、祝日を除く日の午前８時30分から午後５時15分まで）又は、郵送（書留に限る。

提出期限までに必着のこと｡)により提出すること。持参の場合は、持参する日の前日までに連絡すること。締

切時刻以降の受付は行わない。 

(1) 受付期間 

平成30年10月24日（水）午後５時15分まで。 

(2) 提出先 

１(5)と同じ。 

(3) 提出書類及び提出部数 

公募要領等による。 

(4) 形式 

   公募要領等による。 

(5) 記載内容 

 公募要領等による。 

５ プレゼンテーションの実施 

(1) 日 時：平成30年10月31日（水） 

(2) 場 所：新潟県立大学（新潟県新潟市東区海老ケ瀬471番地） 

(3) 内 容：公募要領等による。 

６ 審 査 
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公募要領等による。 

７ 契約に関する事項 

公募要領等による。 

８ その他の留意事項 

公募要領等による。 
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