
 

 

鳥取県選挙管理委員会告示第８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   

 

◎その他の政治団体 

期間 平成17年１月１日～同年11月30日 

政治団体の名称 池本茂晴後援会 

報告年月日 平成18年10月11日 

     （平成17年11月30日解散） 

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 梶稔後援会 

報告年月日 平成18年９月１日 

     （平成17年12月31日解散） 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         15,155円 

(１) 前年繰越額      15,155円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 武田一郎後援会 

報告年月日 平成18年11月15日 

     （平成17年12月31日解散） 

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５月10日 

政治団体の名称 竹田賢一後援会 

報告年月日 平成18年９月15日 

     （平成17年５月10日解散） 

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30日 

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 

     （平成17年12月30日解散） 

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 

 

期間 平成17年１月１日～同年12月31日 

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 

     （平成18年９月５日解散） 

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18年１月１日～同年９月４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 

     （平成18年９月４日解散） 

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18年１月１日～同年11月25日 

政治団体の名称 柿本ふみこ後援会 

報告年月日 平成18年11月28日 

     （平成18年11月25日解散） 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         16,271円 

(１) 前年繰越額      16,271円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成18年１月１日～同年12月26日 

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 

     （平成18年12月26日解散） 
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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18年１月１日～同年12月17日 

政治団体の名称 国富三郎後援会 

報告年月日 平成18年12月19日 

     （平成18年12月17日解散） 

収入・支出の総額 

１ 収入総額         4,649円 

(１) 前年繰越額       4,649円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成18年１月１日～同年８月31日 

政治団体の名称 公本純一後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 公本純一 

資金管理団体の届出に係る公職の  米子市議会議員 

種類 

報告年月日 平成18年９月26日 

     （平成18年８月31日解散） 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額     1,450,000円 

ア 前年繰越額        ０円 

イ 本年収入額    1,450,000円 

(２) 支出総額     1,395,017円 

２ 収入・支出の内訳 

(１) 収入の内訳 

  寄附（政党匿名寄附を除く） 

    （内訳別掲） 

   個人からの寄附  1,450,000円 

合  計       1,450,000円 

 ［寄附の内訳］ 

  個人からの寄附 

 （寄附者の氏名） （金額）    （住所） 

  公本純一    1,450,000円 米子市 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

光熱水費       5,885円 

備品・消耗品費   138,825円 

事務所費      827,917円 

小 計       972,627円 

政治活動費 

組織活動費     134,690円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費   287,700円 

宣伝事業費    287,700円 

小 計       422,390円 

合  計      1,395,017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 谷口徳五郎後援会 

報告年月日 平成18年９月19日 

     （平成18年８月31日解散） 

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18年１月１日～同年９月30日 

政治団体の名称 鳥取昇龍会 

報告年月日 平成18年10月20日 

     （平成18年９月30日解散） 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額     1,131,166円 

ア 前年繰越額    1,131,143円 

イ 本年収入額        23円 

(２) 支出総額     1,131,166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     23円 

合  計           23円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

事務所費       4,227円 

政治活動費 

寄附・交付金     94,939円 

その他の経費   1,032,000円 

小 計      1,126,939円 

合  計      1,131,166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） 

 

期間 平成18年１月１日～同年11月20日 

政治団体の名称 西村かずゆき後援会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 西村和幸 

資金管理団体の届出に係る公職の  米子市議会議員 

種類 

報告年月日 平成18年11月29日 
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     （平成18年11月20日解散） 

収入・支出の総額 

１ 収入総額        966,644円 

(１) 前年繰越額      966,644円 

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

期間 平成18年１月１日～同年9月5日 

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 

     （平成18年９月５日解散） 

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18年１月１日～同年11月28日 

政治団体の名称 山本庸生後援会 

報告年月日 平成18年12月18日 

     （平成18年11月28日解散） 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額     1,312,708円 

ア 前年繰越額        ０円 

イ 本年収入額    1,312,708円 

(２) 支出総額     1,312,708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 

（429人）       147,500円 

  寄附（政党匿名寄附を除く） 

    （内訳別掲） 

   個人からの寄附  1,165,208円 

合  計       1,312,708円 

 ［寄附の内訳］ 

  個人からの寄附 

 （寄附者の氏名） （金額）    （住所） 

  山本庸生    1,044,848円 東伯郡湯梨浜町 

その他         120,360円 

(２) 支出の内訳 

経常経費 

事務所費       16,720円 

政治活動費 

組織活動費    1,270,988円 

その他の経費     25,000円 

小 計      1,295,988円 

合  計      1,312,708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） 


