
鳥取県選挙管理委員会告示第６号 

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定に基づき、政治団体の収支に関する報告書の提出

があったので、同法第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。 

 

平成19年２月28日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 須 山 修 次   

 

◎政党の支部 

期間 平成17年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党境港市支部 

報告年月日 平成18年12月18日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額        680,014円 

(１) 前年繰越額      680,014円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 自由民主党鹿野町支部 

報告年月日 平成18年10月20日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      130,636円 

ア 前年繰越額     121,234円 

イ 本年収入額      9,402円 

(２) 支出総額       8,000円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

個人の負担する党費又は会費 

（27人）        9,400円 

その他の収入 

10万円未満の収入     ２円 

合  計         9,402円 

(２) 支出の内訳 

政治活動費 

組織活動費      8,000円 

合  計        8,000円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党鳥取市大郷支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額       77,757円 

ア 前年繰越額      77,757円 

イ 本年収入額        ０円 

(２) 支出総額       51,100円 

２ 支出の内訳 

政治活動費 

組織活動費       51,100円 

合  計         51,100円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党鳥取市大正支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      169,200円 

ア 前年繰越額     151,448円 

イ 本年収入額      17,752円 

(２) 支出総額       39,926円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

個人の負担する党費又は会費 

（13人）        8,750円 

その他の収入 

10万円未満の収入   9,002円 

合  計         17,752円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

備品・消耗品費     426円 

政治活動費 

組織活動費      19,500円 

選挙関係費      20,000円 

小 計        39,500円 

合  計        39,926円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党鳥取市豊実支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額       50,000円 

ア 前年繰越額      50,000円 

イ 本年収入額        ０円 



(２) 支出総額       50,000円 

２ 支出の内訳 

政治活動費 

組織活動費       50,000円 

合  計         50,000円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党名和町支部 

報告年月日 平成18年12月１日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額     1,864,494円 

ア 前年繰越額    1,691,666円 

イ 本年収入額     172,828円 

(２) 支出総額      219,032円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

個人の負担する党費又は会費 

（４人）        2,800円 

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

 自由民主党鳥取県支部連合会 

            20,000円 

 自由民主党鳥取県衆議院 

選挙区第二支部   150,000円 

 小 計       170,000円 

その他の収入 

10万円未満の収入     28円 

合  計        172,828円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

備品・消耗品費    6,300円 

政治活動費 

組織活動費     210,732円 

その他の経費     2,000円 

小 計       212,732円 

合  計       219,032円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党日野町支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      381,719円 

ア 前年繰越額     142,818円 

イ 本年収入額     238,901円 

(２) 支出総額        630円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

個人の負担する党費又は会費 

（57人）        38,900円 

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

 自由民主党鳥取県第二選挙区 

支部        200,000円 

その他の収入 

10万円未満の収入     １円 

合  計        238,901円 

(２) 支出の内訳 

政治活動費 

その他の経費      630円 

合  計         630円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党用瀬町支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      128,314円 

ア 前年繰越額      80,512円 

イ 本年収入額      47,802円 

(２) 支出総額       33,910円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

個人の負担する党費又は会費 

（58人）        47,800円 

その他の収入 

10万円未満の収入     ２円 

合  計         47,802円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

備品・消耗品費    3,300円 

政治活動費 

組織活動費      30,610円 

合  計        33,910円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党米子市大高支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額           ０円 



２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 自由民主党米子市福米支部 

報告年月日 平成18年９月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      245,010円 

ア 前年繰越額      95,010円 

イ 本年収入額     150,000円 

(２) 支出総額       99,960円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 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 

 自由民主党鳥取県第二選挙区 

 支部        150,000円 

合  計        150,000円 

(２) 支出の内訳 

政治活動費 

組織活動費      99,960円 

合  計        99,960円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 自由民主党若桜町支部 

報告年月日 平成18年10月23日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      203,351円 

ア 前年繰越額     137,651円 

イ 本年収入額      65,700円 

(２) 支出総額       66,750円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

個人の負担する党費又は会費 

（56人）        35,700円 

本部又は支部から供与された交付金に係る収入 

 自由民主党鳥取県支部連合会 

            30,000円 

合  計         65,700円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

備品・消耗品費    16,750円 

政治活動費 

組織活動費      50,000円 

合  計        66,750円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

◎その他の政治団体 

期間 平成10年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(１) 前年繰越額      76,150円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成11年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(１) 前年繰越額      76,150円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成12年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(１) 前年繰越額      76,150円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成13年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(1) 前年繰越額     76,150円 

(2) 本年収入額       ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成14年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(1) 前年繰越額     76,150円 

(2) 本年収入額       ０円 

２ 支出総額           ０円 



期間 平成15年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(１) 前年繰越額      76,150円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成16年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(１) 前年繰越額      76,150円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 久代安敏後援会 

報告年月日 平成18年12月26日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成17年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 上田孝春後援会 

報告年月日 平成18年９月４日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         76,150円 

(1) 前年繰越額     76,150円 

(2) 本年収入額       ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 香川和久後援会 

報告年月日 平成18年９月14日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 久代安敏後援会 

報告年月日 平成18年12月26日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額            ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 政治結社日本環境保護振興会 

報告年月日 平成18年11月７日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 鳥取県建設政治連盟 

報告年月日 平成18年11月27日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額     2,915,883円 

ア 前年繰越額    2,915,857円 

イ 本年収入額        26円 

(２) 支出総額     1,140,168円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

その他の収入 

10万円未満の収入     26円 

合  計           26円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

光熱水費       20,000円 

備品・消耗品費    25,200円 

事務所費       20,000円 

小 計        65,200円 

政治活動費 

組織活動費     948,338円 

調査研究費     126,000円 

その他の経費      630円 

小 計      1,074,968円 

合  計      1,140,168円 

（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係

る支出                ０円） 

 

政治団体の名称 野嶋幹夫後援会 

報告年月日 平成18年９月29日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         10,600円 

(1) 前年繰越額     10,600円 

(2) 本年収入額       ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 ふじなわ喜和後援会 

報告年月日 平成18年11月17日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         22,582円 



(１) 前年繰越額      22,582円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 藤縄喜和とっとり政策研究会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 藤縄喜和 

資金管理団体の届出に係る公職の  鳥取市議会議員 

種類 

報告年月日 平成18年11月17日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         30,800円 

(１) 前年繰越額      30,800円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 御舩征夫後援会 

報告年月日 平成18年９月15日 

収入・支出の総額 

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 


