
４ 候補者等

（１）候補者

鳥取県第1区
届出 届出 届出 候補者 生年 重複立

受理 届出 候補者氏名 本 籍 住 所 職 業 候補の

番号 の別 年月日 政党名 月日 有無

政党 平成15 た なか きよいち 鳥取県岩美郡 昭和28

１ 年10月2 社会民 田中 清一 鳥取県 岩美町大字高 年8月11 会社役員 有

届出 8日 主党 山６０番地の 日

１

政党 平成15 いし ば 鳥取県鳥取市 昭和32

２ 年10月2 自由民 石破 しげる 鳥取県 上町３６番地 年2月4 国務大臣 有

届出 8日 主党 (戸籍名：石破 茂) 日 防衛庁長官

政党 平成15 いわ お 鳥取県気高郡 昭和25

３ 年10月2 日本共 すいづ 岩男 鳥取県 気高町大字郡 年1月13 政党役員 無

届出 8日 産党 (戸籍名：水津岩男) 家９５番地３ 日

鳥取県第２区
届出 届出 届出 候補者 生年 重複立

受理 届出 候補者氏名 本 籍 住 所 職 業 候補の

番号 の別 年月日 政党名 月日 有無

政党 平成15 おおたに こ 鳥取県米子市 昭和11

１ 年10月2 日本共 大谷 てる子 鳥取県 博労町四丁目 年9月5 政党役員 無

届出 8日 産党 （戸籍名：大谷輝子） 75番地 日

政党 平成15 やまうち 鳥取県米子市 昭和29

２ 年10月2 民主党 山内 おさむ 鳥取県 両三柳2486番 年10月1 弁護士 有

届出 8日 （戸籍名：山内 功） 地の2 6日

政党 平成15 あいざわ ひでゆき 鳥取県米子市 大正8年 財団法人日

３ 年10月2 自由民 相沢 英之 鳥取県 米原一丁目１ 7月4日 本ｼｽﾃﾑ開発 無

届出 8日 主党 番46-608号 研究所理事

長

本人 平成15 かわかみ 鳥取県東伯郡 昭和25

４ 年10月2 川上 よしひろ 鳥取県 東伯町大字徳 年10月2 無職 無

届出 8日 （戸籍名：川上義博） 万620番地23 6日



（２）選挙事務所及び出納責任者
鳥取県第１区
届出 選挙事務所（上段：候補者、下段：候補者届出政党） 出 納 責 任 者

受理 候補者氏名 所在地 建物の名称 電話 設置 氏 名 住所

番号 （候補者届出政党） 年月日

鳥取市扇町1 プレハブ平 (0857) 平成15年1 岩美郡岩

51 屋建 25-4065 0月28日 美町大字

１ 田中 清一 清水 正勝 浦富6 8 2

（社会民主党） 倉吉市西倉 西村勲所有 (0858) 平成15年1 番地2

吉町5-3 建物 48-2386 0月28日

鳥取市戎町4 大塚幸子所 (0857) 平成15年1 鳥取市片

19番地 有の鉄筋ｺﾝ 27-4898 0月28日 原三丁目

２ 石破 しげる ｸﾘｰﾄ2階建 金子 英夫 108番地

（自由民主党） 鳥取市戒町4 大塚幸子所 (0857) 平成15年1

19番地 有の鉄筋ｺﾝ 27-4898 0月28日

ｸﾘｰﾄ2階建

鳥取市秋里7 日本共産党 (0857) 平成15年1 鳥取市桜

36番地2 東・中部地 23-6674 0月28日 谷1 9 2番

３ すいづ 岩男 区委員会 小橋 太一 地18

(日本共産党) 鳥取市秋里7 日本共産党 (0857) 平成15年1

36番地2 東・中部地 23-6674 0月28日

区委員会

鳥取県第２区
届出 選挙事務所（上段：候補者、下段：候補者届出政党） 出 納 責 任 者

受理 候補者氏名 所在地 建物の名称 電話 設置 氏 名 住所

番号 （候補者届出政党） 年月日

米子市両三 日本共産党 (0859) 平成15年 米子市車

柳811番地 西部地区委 24-4811 10月28日 尾六丁目

１ 大谷 てる子 員会 福住 英行 2-11

（日本共産党） 米子市両三 日本共産党 (0859) 平成15年1

柳811番地 西部地区委 24-4811 0月28日

員会

米子市米原7 鉄筋３階建 (0859) 平成15年1 西伯郡大

-2-25 39-1055 0月28日 山町上万

２ 山内 おさむ 扇谷 達夫 697番地4

（民主党） 東伯郡東伯 鉄筋２階建 (0858) 平成15年1

町徳万162 52-6232 0月28日

米子市錦町 鉄骨スレー (0859) 平成15年1 東京都足

三丁目77番3 ト葺２階建 32-3288 0月28日 立区東綾

３ 相沢 英之 号 田中 敏春 瀬一丁目

（自由民主党） 米子市錦町 鉄骨スレー (0859) 平成15年1 23番2-20

三丁目77番3 ト葺２階建 32-3288 0月28日 1号

号

米子市明治 プレハブ１ (0859) 平成15年1 米子市大

町100番地 階建 39-1112 0月28日 木下 博国 谷町181-

４ 川上よしひろ 1 大谷団

地27号


