
鳥取県選挙管理委員会告示第 85 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９月 25 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16年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 自由民主党岸本町支部   

報告年月日 平成18年３月31日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額        516,279円  

ア 前年繰越額   244,325円  

イ 本年収入額   271,954円     

(２) 支出総額          300,327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 

（101人）           61,950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            

210,000円 

その他の収入         

10万円未満の収入     ４円  

   合  計        271,954円 

(２) 支出の内訳     

経常経費        

備品・消耗品費     10,245円  

事務所費        10,840円  

小 計         21,085円 

政治活動費          

組織活動費           251,717円  

選挙関係費            27,525円 

小 計       279,242円 

     合  計        300,327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17年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 社会民主党倉吉総支部   

報告年月日 平成19年３月30日  

１ 収入・支出の内訳 

(１) 収入総額        451,452円 

ア 前年繰越額       36,452円 

イ 本年収入額       415,000円 

(２) 支出総額            370,472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       

社会民主党鳥取県連合 

       415,000円 

(２) 支出の内訳   

経常経費         

備品・消耗品費        56,186円 

事務所費           85,640円 

小 計        141,826円 

政治活動費        

組織活動費          176,646円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費        52,000円 

機関紙誌の発行事業費  

20,500円 

宣伝事業費       31,500円 

小 計        228,646円 

合  計        370,472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 社会民主党鳥取総支部   

報告年月日 平成19年３月30日  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額       785,658円 

ア 前年繰越額       62,658円 

イ 本年収入額       723,000円 

(２) 支出総額          734,999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    

社会民主党鳥取県連合 

711,000円 

その他の収入      

10万円未満の収入    12,000円 



 

 

合  計        723,000円 

(２) 支出の内訳   

経常経費      

人件費         300,000円 

備品・消耗品費     50,420円 

事務所費       199,400円 

  小 計         549,820円 

政治活動費      

組織活動費      100,784円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費  84,395円  

機関紙誌の発行事業費 

  77,235円 

宣伝事業費   7,160円 

    小 計        185,179円 

   合  計        734,999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 社会民主党米子総支部   

報告年月日 平成19年３月30日  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      677,872円 

ア 前年繰越額       6,872円 

イ 本年収入額      671,000円 

(２) 支出総額      582,330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 

社会民主党鳥取県連合 671,000円 

合  計        671,000円 

(２) 支出の内訳   

経常経費             

備品・消耗品費     58,295円 

事務所費       164,335円 

   小 計        222,630円 

政治活動費             

組織活動費          303,040円 

機関紙誌の発行            

その他の事業費     56,660円 

宣伝事業         56,660円 

     小 計        359,700円  

   合  計        582,330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 自由民主党岸本町支部   

報告年月日      平成19年４月２日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      360,406円 

ア 前年繰越額      215,952円 

イ 本年収入額      144,454円 

(２) 支出総額      211,544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 

（71人）        44,450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 

  100,000円 

その他の収入            

10万円未満の収入    ４円  

   合  計        144,454円 

(２) 支出の内訳     

経常経費         

備品・消耗品費   2,340円 

事務所費       3,420円  

小 計         5,760円 

政治活動費            

組織活動費           205,784円  

    小 計               205,784円 

   合  計        211,544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 自由民主党東郷町支部   

報告年月日 平成19年４月２日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      156,625円  

ア 前年繰越額       33,075円  

イ 本年収入額           123,550円  

(２) 支出総額      156,500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 

（71人）       103,550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     

合  計        123,550円 



 

 

(２) 支出の内訳     

経常経費         

事務所費       5,000円 

小 計         5,000円 

政治活動費       

組織活動費      151,500円 

    小 計        151,500円  

   合  計        156,500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 自由民主党東伯町支部   

報告年月日 平成19年３月７日  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額       82,546円 

ア 前年繰越額       82,546円 

イ 本年収入額         ０円 

(２) 支出総額       82,546円 

２ 支出の内訳   

政治活動費       

組織活動費       82,546円 

  合  計          82,546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 自由民主党鳥取市津ノ井支部  

報告年月日 平成19年４月２日  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      385,322円 

ア 前年繰越額      332,163円 

イ 本年収入額       53,159円 

(２) 支出総額       83,225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  

（40人）          35,650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 

  10,000円  

その他の収入   

10万円未満の収入   7,509円  

   合  計        53,159円 

(２) 支出の内訳   

政治活動費        

組織活動費            63,225円  

その他の経費  20,000円  

   合  計         83,225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 自由民主党鳥取市浜坂中ノ郷支部  

報告年月日 平成19年３月30日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      550,154円  

ア 前年繰越額      425,585円  

イ 本年収入額      124,569円  

(２) 支出総額      300,780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 

（123人） 104,550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  

その他の収入    

10万円未満の収入     19円 

   合  計        124,569円 

(２) 支出の内訳     

政治活動費    

組織活動費      204,630円  

調査研究費       66,150円 

その他の経費          30,000円 

合  計           300,780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 自由民主党鳥取市明徳支部  

報告年月日 平成19年３月30日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      316,298円  

ア 前年繰越額      235,236円  

イ 本年収入額       81,062円  

(２) 支出総額       40,900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 

（50人）       21,050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 

60,000円  



 

 

その他の収入   

10万円未満の収入    12円  

   合  計        81,062円 

(２) 支出の内訳     

政治活動費         

組織活動費       40,900円  

   合  計         40,900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 自由民主党北条町支部   

報告年月日 平成19年４月２日   

１ 収入・支出の内訳 

(１) 収入総額       59,537円  

ア 前年繰越額       43,536円 

イ 本年収入額       16,001円  

(２) 支出総額        58,124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 

（16人）        16,000円 

その他の収入   

10万円未満の収入       １円 

   合  計        16,001円 

(２) 支出の内訳     

政治活動費       

組織活動費        58,124円  

   合  計           58,124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12月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県食糧支部  

報告年月日 平成19年６月26日 

１ 収入総額          ０円 

２ 支出総額          ０円 

 

◎資金管理団体 

期間 平成17年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 村田実後援会   

資金管理団体の届出をした者の氏名 村田実  

資金管理団体の届出 

に係る公職の種類     鳥取県議会議員 

報告年月日 平成19年４月２日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額    13,907,015円  

ア 前年繰越額      3,320,715円  

イ 本年収入額     10,586,300円  

(２) 支出総額     8,876,711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  

（829人）           1,146,300円 

寄附（政党匿名寄附を除く。） 

  （内訳別掲）  

個人からの寄附  7,540,000円  

 [寄附の内訳] 

 個人からの寄附   

（寄附者の氏名） （金額）    （住所） 

村田実   5,040,000円    倉吉市 

村田栄子   1,000,000円    倉吉市 

村田雪子   1,500,000円    倉吉市 

その他の収入      1,900,000円  

合   計     10,586,300円 

(２) 支出の内訳 

経常経費             

光熱水費         711,050円 

備品・消耗品費    1,494,435円 

事務所費        1,358,730円 

小 計      3,564,215円 

政治活動費            

組織活動費         5,248,331円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費     40,950円 

宣伝事業費            40,950円 

調査研究費            23,215円 

小 計       5,312,496円 

   合  計          8,876,711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17年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 石丸佳典後援会  

報告年月日 平成19年４月２日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額        1,250,000円 

ア 前年繰越額             ０円 

イ 本年収入額         1,250,000円  

(２) 支出総額      1,229,242円  



 

 

２ 収入・支出の内訳   

(１) 収入の内訳    

借入金       

石丸佳典         1,250,000円 

      合  計       1,250,000円 

(２) 支出の内訳    

経常経費    

光熱水費       32,204円 

備品・消耗品費       163,734円  

事務所費      190,927円 

 小 計        386,865円 

政治活動費    

組織活動費      228,232円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費  614,145円 

  宣伝事業費    614,145円 

    小 計        842,377円 

   合  計       1,229,242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） 

３ 資産等の内訳    

借入金    

（借入先）       （借入残高） 

石丸佳典     1,250,000円  

 

政治団体の名称 榎本武利後援会   

報告年月日 平成19年４月２日  

１ 収入総額          ０円 

２ 支出総額          ０円 

 

政治団体の名称 奥田のぶゆき後援会   

報告年月日 平成19年２月８日  

１ 収入総額        ０円 

２ 支出総額        ０円 

 

政治団体の名称 下西を働かせよう会   

報告年月日 平成19年１月４日  

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

政治団体の名称 田中幹啓後援会   

報告年月日 平成19年３月27日  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      167,493円 

ア 前年繰越額       17,493円 

イ 本年収入額        150,000円 

(２) 支出総額        153,000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   150,000円 

   [寄附の内訳]  

個人からの寄附 

（寄附者の氏名） （金額）  （住所） 

田中幹啓    150,000円 日野郡江府町 

(２) 支出の内訳 

政治活動費            

組織活動費           51,000円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費          102,000円 

機関紙誌の発行事業費   102,000円 

   合  計          153,000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 徳田幸宣後援会 

報告年月日 平成19年３月20日 

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円  

 

政治団体の名称 日本薬業政治連盟鳥取県支部  

報告年月日 平成19年３月30日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額       531,927円 

ア 前年繰越額       531,918円 

イ 本年収入額          ９円 

(２) 支出総額          ０円 

２ 収入の内訳 

その他の収入         

10万円未満の収入       ９円  

   合  計            ９円 

 

政治団体の名称 矢部政信後援会 

報告年月日 平成19年３月28日 

１ 収入総額        8,275円 

(１) 前年繰越額        8,275円 

(２) 本年収入額         ０円 

２ 支出総額          ０円 

 



 

 

政治団体の名称 山本悟己後援会 

報告年月日 平成19年３月20日 

１ 収入総額            ０円 

２ 支出総額            ０円 

 

政治団体の名称 わくしま和江後援会   

報告年月日 平成19年１月11日   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額        84,525円  

ア 前年繰越額         ０円 

イ 本年収入額        84,525円 

(２) 支出総額        84,525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   84,525円  

[寄附の内訳]    

個人からの寄附    

（寄附者の氏名） （金額）   （住所） 

枠島和江    84,525円    倉吉市 

(２) 支出の内訳    

経常経費 

備品・消耗品費   13,650円  

小 計        13,650円  

政治活動費   

機関紙誌の発行      

その他の事業費     70,875円 

機関紙誌の発行事業費 70,875円  

      小 計         70,875円       

合  計         84,525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 渡辺ジョージ後援会   

報告年月日 平成19年３月30日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額        44,561円  

ア 前年繰越額        44,561円  

イ 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31日 

政治団体の名称 岩垣博康後援会 

報告年月日 平成19年６月26日 

１ 収入総額            ０円 

２ 支出総額            ０円 

 

政治団体の名称 片山よしひろ後援会 

報告年月日 平成19年３月８日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      7,110,018円  

ア 前年繰越額           7,109,417円 

イ 本年収入額          601円 

(２) 支出総額        68,000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         601円        

合  計           601円 

(２) 支出の内訳    

経常経費     

 人件費        20,000円 

小 計         20,000円 

政治活動費          

寄附・交付金           48,000円  

      小 計         48,000円 

合  計             68,000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 環整連政治連盟鳥取県支部  

報告年月日 平成19年１月17日 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額          1,023,753円 

ア 前年繰越額     993,753円 

イ 本年収入額       30,000円 

(２) 支出総額     251,575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 

（１人）         30,000円 

   合  計          30,000円 

(２) 支出の内訳    

政治活動費         

組織活動費         70,000円  

寄附・交付金    180,000円  

その他の経費        1,575円 

合  計          251,575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 境港を考える会  

報告年月日 平成19年８月１日 

１ 収入・支出の総額 

 (１) 収入総額        21,390円 

ア 前年繰越額        21,390円 

 イ 本年収入額         ０円 

(２) 支出総額                ０円 

 

政治団体の名称 竹歳哲也後援会   

報告年月日 平成19年３月７日  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額         23,639円     

ア 前年繰越額        23,637円  

イ 本年収入額           ２円 

(２) 支出総額           ０円 

２ 収入の内訳 

その他の収入                  

10万円未満のもの            ２円  

合  計                 ２円  

 

政治団体の名称 本田ひでき後援会  

報告年月日 平成19年６月27日 

１ 収入総額             ０円 

２ 支出総額              ０円 

 

政治団体の名称 山形周弘後援会 

報告年月日 平成19年３月16日   

１ 収入総額          62円 

(１) 前年繰越額       62円  

(２) 本年収入額        ０円 

２ 支出総額           ０円  

 

政治団体の名称 山本悟己後援会 

報告年月日 平成19年３月20日 

１ 収入総額          ０円  

２ 支出総額          ０円 


