
 

 

鳥取県選挙管理委員会告示第16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22年４月16日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子 

 

◎その他の政治団体 

期間 平成18年１月１日～平成18年11月30日 

政治団体の名称 荒井ひでゆき後援会 

報告年月日 平成21年11月10日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月10日 

政治団体の名称 大沢公人後援会 

報告年月日 平成21年11月24日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 奥田のぶゆき後援会  

報告年月日 平成21年10月16日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成20年１月１日～平成20年12月31日 

政治団体の名称 渡辺ジョージ後援会 

報告年月日 平成21年10月13日 

１ 収入総額 42,985円 

前年繰越額 42,985円 

２ 支出総額 ０円 

３ 翌年への繰越額 42,985円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 うわばしげとし後援会 

報告年月日 平成22年２月26日 

１ 収入総額 18,001,000円 

前年繰越額 1,000円 

本年収入額 18,000,000円 

２ 支出総額 17,989,670円 

３ 翌年への繰越額 11,330円 

４ 本年収入の内訳 

寄附 18,000,000円 

政党匿名寄附を除く寄附 18,000,000円 

政治団体分 18,000,000円 

５ 支出の内訳 

経常経費 13,288,563円 

人件費 6,831,000円 

光熱水費 273,516円 

備品・消耗品費 2,909,635円 

事務所費 3,274,412円 

政治活動費 4,701,107円 

組織活動費 1,040,499円 

機関紙誌の発行その他の事業費 3,660,608 

円 

機関紙誌の発行事業費 3,243,828円 

宣伝事業費 416,780円 

６ 寄附の内訳 

（政治団体分） 

うわばしげとし政策研究会 18,000,000円 米

子市 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 うわばしげとし政策研究会 

報告年月日 平成22年２月26日 

１ 収入総額 21,465,578円 

前年繰越額 9,741,578円 

本年収入額 11,724,000円 

２ 支出総額 20,226,863円 

３ 翌年への繰越額 1,238,715円 

４ 本年収入の内訳 

寄附 11,724,000円 

政党匿名寄附を除く寄附 11,724,000円 

個人分 11,724,000円 

５ 支出の内訳 

経常経費 1,635,883円 

人件費 1,032,000円 

光熱水費 100,428円 

備品・消耗品費 201,325円 

事務所費 302,130円 

政治活動費 18,590,980円 

組織活動費 222,075円 



 

 

機関紙誌の発行その他の事業費 368,905円 

機関紙誌の発行事業費 264,535円  

宣伝事業費 104,370円 

寄附・交付金 18,000,000円 

６ 寄附の内訳 

（個人分） 

大谷勇 100,000円 兵庫県西宮市 

小山典久 200,000円 米子市 

松本晴之 200,000円 米子市 

江原源治 100,000円 米子市 

赤木勇夫 150,000円 米子市 

水原修一 200,000円 米子市 

山澤捷美 100,000円 西伯郡日吉津村 

山本登 100,000円 米子市 

上場重俊 9,000,000円 米子市 

広江弌 100,000円 米子市 

渡邉則利 100,000円 東京都町田市 

上場美智枝 100,000円 西伯郡日吉津村 

上場雅典 100,000円 京都府宇治市 

籠谷泰三 100,000円 兵庫県加古川市 

松本正巳 100,000円 米子市 

年間五万円以下のもの 974,000円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月30日 

政治団体の名称 田辺公教後援会 

報告年月日 平成22年１月８日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 横木文雄後援会 

報告年月日 平成22年１月12日 

１ 収入総額 94,000円 

本年収入額 94,000円 

２ 支出総額 94,000円 

３ 本年収入の内訳  

寄附 94,000円 

政党匿名寄附を除く寄附 94,000円 

個人分 94,000円 

４ 支出の内訳 

政治活動費 94,000円 

機関紙誌の発行その他の事業費 94,000円 

宣伝事業費 94,000円 

５ 寄附の内訳 

（個人分） 

横木文雄 94,000円 東伯郡三朝町 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月20日 

政治団体の名称 渡辺明彦後援会 

報告年月日 平成22年２月26日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年11月11日 

政治団体の名称 石田政彦後援会 

報告年月日 平成21年11月17日 

１ 収入総額 500,000円 

本年収入額 500,000円 

２ 支出総額 464,477円 

３ 翌年への繰越額 35,523円 

４ 本年収入の内訳 

寄附 500,000円 

政党匿名寄附を除く寄附 500,000円 

個人分 500,000円 

５ 支出の内訳 

政治活動費 464,477円 

機関紙誌の発行その他の事業費 464,477円 

機関紙誌の発行事業費 464,477円 

６ 寄附の内訳 

（個人分） 

石田政彦 500,000円 倉吉市 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年11月１日 

政治団体の名称 磯江誠後援会 

報告年月日 平成21年11月24日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成21年７月７日～平成21年７月30日 

政治団体の名称 木谷啓後援会 

報告年月日 平成22年１月18日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年11月16日 

政治団体の名称 田中満雄後援会 

報告年月日 平成21年11月16日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 



 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年11月25日 

政治団体の名称 吉田文夫後援会 

報告年月日 平成21年11月26日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年11月30日 

政治団体の名称 平田秀一後援会 

報告年月日 平成21年12月25日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月１日 

政治団体の名称 吉田幸史後援会 

報告年月日 平成21年12月９日 

１ 収入総額 1,413,651円 

前年繰越額 1,412,681円 

本年収入額 970円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 1,413,651円 

４ 本年収入の内訳 

その他の収入 970円 

一件十万円未満のもの 970円 

 

期間 平成21年１月１日～平成21年12月31日 

政治団体の名称 米子市再生・市民の会 

報告年月日 平成22年２月26日 

１ 収入総額 1,459,719円 

本年収入額 1,459,719円 

２ 支出総額 1,458,719円 

３ 翌年への繰越額 1,000円 

４ 本年収入の内訳 

寄附 1,459,719円 

政党匿名寄附を除く寄附 1,459,719円 

個人分 1,000円 

政治団体分 1,458,719円 

５ 支出の内訳 

経常経費 632,369円 

備品・消耗品費 327,869円 

事務所費 304,500円 

政治活動費 826,350円 

機関紙誌の発行その他の事業費 826,350円 

機関紙誌の発行事業費 647,850円 

宣伝事業費 178,500円 

６ 寄附の内訳 

（個人分） 

年間五万円以下のもの 1,000円 

（政治団体分） 

うわばしげとし後援会 1,416,719円 米子市 

年間五万円以下のもの 42,000円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年１月31日 

政治団体の名称 明日の湯梨浜町を考える会 

報告年月日 平成22年２月17日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月４日～平成22年１月31日 

政治団体の名称 石賀はるあき後援会 

報告年月日 平成22年２月８日 

１ 収入総額 18,000円 

本年収入額 18,000円 

２ 支出総額 18,000円 

３ 本年収入の内訳 

寄附 18,000円 

政党匿名寄附を除く寄附 18,000円 

個人分 18,000円 

４ 支出の内訳 

政治活動費 18,000円 

機関紙誌の発行その他の事業費 18,000円 

宣伝事業費 18,000円 

５ 寄附の内訳 

（個人分） 

年間五万円以下のもの 18,000円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年２月２日 

政治団体の名称 岡本岩夫後援会 

報告年月日 平成22年２月25日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年２月10日 

政治団体の名称 国頭靖後援会 

報告年月日 平成22年２月10日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年１月31日 

政治団体の名称 竹中としたけ後援会 

報告年月日 平成22年２月17日 



 

 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年２月14日 

政治団体の名称 西谷正敏後援会 

報告年月日 平成22年２月23日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年１月31日 

政治団体の名称 野田久良後援会 

報告年月日 平成22年２月12日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年１月25日 

政治団体の名称 益田克巳後援会 

報告年月日 平成22年１月29日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年２月25日 

政治団体の名称 吉田公博後援会 

報告年月日 平成22年２月25日 

１ 収入総額 ０円 

２ 支出総額 ０円




