
 

 

鳥取県選挙管理委員会告示第 87 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19年１月１日～同年６月20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 

（平成19年６月20日解散） 

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 

 

◎資金管理団体 

期間 平成18年１月１日～同年12月31日 

政治団体の名称 西谷かずひろ後援会 

資金管理団体の 西谷和弘 

届出をした者の氏名 

資金管理団体の 倉吉市議会議員 

届出に係る公職の種類 

報告年月日 平成19年３月27日 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入・支出の総額       

(１) 収入総額       16,546円 

ア 前年繰越額      16,546円 

イ 本年収入額         ０円 

(２) 支出総額       16,546円 

２ 支出の内訳 

  経常経費 

   事務所費        16,546円 

  合  計         16,546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） 

 

◎その他の政治団体 

期間 平成18年１月１日～同年８月20日 

政治団体の名称 池田正光後援会 

報告年月日 平成19年４月13日 

（平成18年８月20日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      900,600円  

ア 前年繰越額       261,600円  

イ 本年収入額   639,000円  

(２) 支出総額           900,480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 

（355人）           639,000円  

合  計        639,000円 

(２) 支出の内訳    

経常経費               

人件費           266,950円 

光熱水費               7,365円  

備品・消耗品費    14,500円 

事務所費           103,450円 

小 計         392,265円 

政治活動費             

機関紙誌の発行 

その他の事業費      508,215円     

機関紙誌の発行事業費   8,100円  

宣伝事業費           500,115円   

 小 計               508,215円 

合  計         900,480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 磯江公博後援会 

報告年月日 平成19年３月27日 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額   2,110,377円  

ア 前年繰越額       289,065円  

イ 本年収入額      1,821,312円 

(２) 支出総額      2,110,377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    1,821,312円  

合  計        1,821,312円 



 

 

[寄附の内訳]    

個人からの寄附    

（寄附者の氏名）  （金額）   （住所） 

礒江公博  1,500,000円 東伯郡湯梨浜町  

礒江由美子  321,312円 東伯郡湯梨浜町 

(２) 支出の内訳 

経常経費       

人件費             560,375円 

備品・消耗品費      234,904円  

事務所費           573,565円  

  小 計       1,368,844円 

政治活動費                

組織活動費            72,293円   

機関紙誌の発行 

その他の事業費     669,240円 

 宣伝事業費          669,240円 

  小 計        741,533円 

合  計         2,110,377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 佐々木隼人後援会 

報告年月日 平成19年２月20日 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額         8,095円     

ア 前年繰越額          8,095円 

 イ 本年収入額             ０円 

(２) 支出総額        8,095円  

２ 支出の内訳 

  経常経費 

   事務所費         8,095円 

  合  計          8,095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９月１日 

政治団体の名称 澤田俊夫後援会  

報告年月日 平成19年６月29日 

（平成18年９月１日解散）   

収入・支出の総額 

１ 収入総額         87,450円 

(１) 前年繰越額    87,450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31日 

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 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入総額          ０円   

２ 支出総額          ０円 

 

政治団体の名称 中嶋哲美後援会  

報告年月日 平成19年７月23日 

（平成18年12月31日解散） 

１ 収入総額          ０円 

２ 支出総額          ０円 

 

政治団体の名称 博本暁後援会   

報告年月日 平成19年４月２日 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入総額          ０円 

２ 支出総額          ０円  

 

政治団体の名称 広田きよじ後援会  

報告年月日 平成19年９月３日 

（平成18年12月31日解散） 

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      87,749円 

ア 前年繰越額      87,749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６月17日 

政治団体の名称 本庄公男後援会 

報告年月日 平成19年７月３日 

（平成18年６月17日解散）   

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31日 

政治団体の名称 宮田誠後援会   

報告年月日 平成19年３月27日 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      577,723円     

ア 前年繰越額        ０円 

イ 本年収入額  577,723円  

(２) 支出総額      577,723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 

（600人）            577,723円  

合  計              577,723円 

(２) 支出の内訳    

経常経費             

光熱水費             19,884円  

備品・消耗品費    70,549円  

事務所費              156,440円 

小 計        246,873円 

   政治活動費             

組織活動費             69,850円 

機関紙誌の発行 

その他の事業費        261,000円 

宣伝事業費          261,000円  

 小 計        330,850円  

合   計          577,723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３月31日 

政治団体の名称 宮本義雄後援会  

報告年月日 平成19年３月30日 

（平成18年３月31日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額      965,495円  

ア 前年繰越額       37,480円  

イ 本年収入額      928,015円  

(２) 支出総額       965,495円  

２ 収入・支出の総額 

(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 928,015円 

合  計  928,015円 

[寄附の内訳]    

個人からの寄附    

（寄附者の氏名） （金額）    （住所） 

宮本敬子    400,000円   八頭郡若桜町 

宮本道郎    528,015円    八頭郡若桜町 

(２) 支出の内訳    

経常経費          

人件費        458,000円  

光熱水費        105,469円  

備品・消耗品費      4,271円  

事務所費        181,427円 

小 計        749,167円 

政治活動費        

組織活動費        216,328円       

  小 計        216,328円 

合    計          965,495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２日 

政治団体の名称 村山洋一後援会 

報告年月日 平成19年３月30日 

（平成18年12月２日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額   807,579円   

ア 前年繰越額   100,579円   

イ 本年収入額  707,000円   

(２) 支出総額    791,997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 

（203人）    407,000円  

寄附（政党匿名寄附を除く。） 

（内訳別掲） 

個人からの寄附 300,000円   

   合  計        707,000円 

[寄附の内訳]    

個人からの寄附    

（寄附者の氏名）    （金額）  （住所） 

村山洋一     300,000円   鳥取市 

(２) 支出の内訳    

政治活動費          

組織活動費         791,997円   

   合  計          791,997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 山田節弘後援会 

報告年月日 平成19年３月26日 

（平成18年12月31日解散）   

１ 収入総額           ０円 

２ 支出総額           ０円 

 



 

 

期間 平成19年１月１日～同年３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７月３日 

（平成19年３月31日解散）  

１ 収入総額            ０円 

２ 支出総額            ０円 

 

期間 平成19年１月１日～同年４月25日 

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５月９日 

（平成19年４月25日解散）   

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額           7,044,830円 

ア 前年繰越額       7,042,018円  

イ 本年収入額         2,812円  

(２) 支出総額     6,503,020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      2,812円 

(２) 支出の内訳    

経常経費         

事務所費        3,020円 

 小 計          3,020円 

政治活動費          

寄附・交付金     6,500,000円 

 小 計        6,500,000円 

合  計        6,503,020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19年１月１日～同年５月18日 

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５月24日 

（平成19年５月18日解散）  

１ 収入・支出の総額 

(１) 収入総額           1,252,178円 

ア 前年繰越額        772,178円  

イ 本年収入額        480,000円  

(２) 支出総額        300,000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  

（16人）        480,000円  

合  計           480,000円  

(２) 支出の内訳    

政治活動費         300,000円   

組織活動費         60,000円 

寄附・交付金        240,000円  

   合  計             300,000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） 

 

期間 平成19年１月１日～同年６月30日 

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 

（平成19年６月30日解散） 

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 支出総額          21,390円 

(２) 支出の内訳   

経常経費         

備品・消耗品費   21,390円 

   合  計         21,390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19年１月１日～同年３月31日 

政治団体の名称 竹歳哲也後援会  

報告年月日 平成19年４月18日 

（平成19年３月31日解散）   

収入・支出の総額 

１ 収入総額       23,639円 

(１) 前年繰越額       23,639円 

(２) 本年収入額          ０円 

２ 支出総額                ０円  

 

期間 平成19年１月１日～同年６月27日 

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 

（平成19年６月27日解散）   

１ 収入総額         ０円  

２ 支出総額         ０円  

 

期間 平成19年１月１日～同年２月28日 

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 

（平成19年２月28日解散）   

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 

 

期間 平成19年１月１日～同年３月20日 

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 

（平成19年３月20日解散） 

１ 収入総額         ０円  

２ 支出総額         ０円 


