
 

鳥取県選挙管理委員会告示第56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11月５日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子 

 

◎政党の支部 

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 自由民主党鳥取県参議院選挙区第一

支部 

報告年月日 平成22年３月29日 

１ 収入総額 1,966,454円 

   前年収入額 1,787,922円 

   本年収入額 178,532円 

２ 支出総額 1,966,454円 

３ 本年収入額の内訳 

寄附 157,880円 

    政党匿名寄附を除く寄附 157,880円 

     政治団体分 157,880円 

   その他の収入 20,652円 

    一件10万円未満のもの 20,652円 

４ 支出の内訳 

   経常経費 1,908,134円 

    人件費 1,608,666円 

    光熱水費 15,927円 

    備品・消耗品費 221,613円 

    事務所費 61,928円 

   政治活動費 58,320円 

    組織活動費 46,980円 

    調査研究費 11,340円 

５ 寄附の内訳 

 （政治団体分） 

   田村耕太郎政策研究会 157,880円 鳥取市 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年３月６日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県司法書士職域支部 

報告年月日 平成22年３月18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３月１日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県土地改良支部 

報告年月日 平成22年３月４日 

１ 収入総額 513,019円 

前年繰越額 512,933円 

   本年収入額 86円 

２ 支出総額 513,019円 

３ 本年収入の内訳 

   その他の収入 86円 

    一件10万円未満のもの 86円 

４ 支出の内訳  

   政治活動費 513,019円 

    寄附・交付金 513,019円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年３月15日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県鳥取市第二支部 

報告年月日 平成22年３月19日 

１ 収入総額 300,967円 

   前年繰越額 300,917円 

   本年収入額 50円 

２ 支出総額 300,967円 

３ 本年収入の内訳 

   その他の収入 50円 

    一件10万円未満のもの 50円 

４ 支出の内訳 

   政治活動費 300,967円 

    寄附・交付金 300,967円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年３月31日 

政治団体の名称 自由民主党鳥取県遊技連支部 

報告年月日 平成22年４月６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22年１月１日～平成22年６月20日 

政治団体の名称 こだま会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 小玉正猛 

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22年７月２日 

１ 収入総額 527,389円 



 

   前年繰越額 502,305円 

本年収入額 25,084円 

２ 支出総額 506,969円 

３ 翌年への繰越額 20,420円 

４ 本年収入の内訳 

   個人の党費・会費 ９人 25,000円 

   その他の収入 84円 

    一件10万円未満のもの 84円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 277,225円 

    人件費 250,000円 

    備品・消耗品費 27,225円 

   政治活動費 229,744円 

    組織活動費 229,744円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年７月25日 

政治団体の名称 政治経済懇談会 

資金管理団体の届出をした者の氏名 米井悟 

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22年７月29日 

１ 収入総額 20,000円 

   前年からの繰越額 20,000円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 20,000円 

 

◎その他の政治団体 

期間 平成21年１月１日～平成21年３月20日 

政治団体の名称 知久馬二三子後援会 

報告年月日 平成22年８月９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４月30日 

政治団体の名称 秋山宏樹後援会 

報告年月日 平成22年４月７日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成21年９月16日～平成21年10月30日 

政治団体の名称 わたなべ法子を市議会に送る会 

報告年月日 平成22年３月19日 

１ 収入総額 200,000円 

   本年の収入額 200,000円 

２ 支出総額 173,884円 

３ 翌年への繰越額 26,116円 

４ 本年収入の内訳 

   寄附 200,000円 

    政党匿名寄附を除く寄附 200,000円 

     個人分 200,000円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 159,417円 

    人件費 24,000円 

    備品・消耗品費 7,017円 

    事務所費 128,400円 

   政治活動費 14,467円 

    組織活動費 14,467円 

６ 寄附の内訳 

 （個人分） 

   大月悦子 200,000円 倉吉市 

 

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 安江能規後援会 

報告年月日 平成22年４月28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28日 

政治団体の名称 田渕章人後援会 

報告年月日 平成22年３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３月15日 

政治団体の名称 大久保正康後援会 

報告年月日 平成22年３月25日 

１ 収入総額 4,650円 

   前年からの繰越額 4,650円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 4,650円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年３月31日 

政治団体の名称 大谷てる子後援会 

報告年月日 平成22年４月２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３月31日 

政治団体の名称 佐々木やす子後援会 

報告年月日 平成22年４月２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３月31日 

政治団体の名称 澤紀嘉後援会 

報告年月日 平成22年４月14日 

１ 収入総額 4,617円 

   前年からの繰越額 4,617円 

２ 支出総額 4,617円 

３ 支出の内訳 

   経常経費 4,617円 

備品・消耗品費 4,617円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年３月31日 

政治団体の名称 瀬尾まなぶ後援会 

報告年月日 平成22年６月７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４月５日 

政治団体の名称 武田やすあき後援会 

報告年月日 平成22年４月５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４月９日 

政治団体の名称 山内勉後援会 

報告年月日 平成22年４月13日 

１ 収入総額 767,614円 

   前年繰越額 4,344円 

   本年収入額 763,270円 

２ 支出総額 767,614円 

３ 本年収入の内訳 

   寄附 763,270円 

    政党匿名寄附を除く寄附 763,270円 

     個人分 763,270円 

４ 支出の内訳 

   経常経費 474,139円 

    人件費 67,200円 

    光熱水費 32,280円 

    備品・消耗品費 154,389円 

    事務所費 220,270円 

   政治活動費 293,475円 

    組織活動費 293,475円 

５ 寄附の内訳 

 （個人分） 

   山内順子 763,270円 東伯郡琴浦町 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年４月14日 

政治団体の名称 平岡将光後援会 

報告年月日 平成22年４月14日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 

期間 平成22年１月15日～平成22年４月16日 

政治団体の名称 さかの真理応援団 

報告年月日 平成22年５月12日 

１ 収入総額 161,004円 

   本年収入額 161,004円 

２ 支出総額 140,004円 

３ 翌年への繰越額 21,000円 

４ 本年収入の内訳 

   寄附 161,000円 

    政党匿名寄附を除く寄附 161,000円 

     個人分 161,000円 

   その他の収入 4円 

    一件10万円未満のもの 4円 

５ 支出の内訳 

   政治活動費 140,004  

    寄附・交付金 140,004 

６ 寄附の内訳 

 （個人分） 

   小谷真理 100,000円 倉吉市 

   年間５万円以下のもの 61,000円 

 

期間 平成22年２月18日～平成22年４月28日 

政治団体の名称 ふるさと鳥取を愛する市民の会 

報告年月日 平成22年４月30日 

１ 収入総額 372,050円 

   本年収入額 372,050円 

２ 支出総額 372,050円 

３ 本年収入の内訳 

   寄附 372,050円 

    政党匿名寄附を除く寄附 372,050円 

     個人分 372,050円 

４ 支出の内訳 

   経常経費 157,110円 

    備品・消耗品費 73,310円 

    事務所費 83,800円 

   政治活動費 214,940円 



 

    組織活動費 57,840円 

    機関紙誌の発行その他の事業費 157,100円 

     宣伝事業費 157,100円 

５ 寄附の内訳 

 （個人分） 

   年間５万円以下のもの 372,050円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年４月30日 

政治団体の名称 矢田治美後援会 

報告年月日 平成22年５月26日 

１ 収入総額 227,649円 

   前年繰越額 227,649円 

２ 支出総額 12,613円 

３ 翌年への繰越額 215,036円 

４ 支出の内訳 

   経常経費 12,613円 

    備品・消耗品費 1,613円 

    事務所費 11,000円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年６月20日 

政治団体の名称 小玉正猛後援会 

報告年月日 平成22年７月２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６月30日 

政治団体の名称 下村佳弘後援会 

報告年月日 平成22年７月１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７月25日 

政治団体の名称 米井悟後援会 

報告年月日 平成22年７月29日 

１ 収入総額 72,249円 

前年繰越額 12,249円 

本年収入額 60,000円 

２ 支出総額 64,381円 

３ 翌年への繰越額 7,868円 

４ 本年収入の内訳  

   寄附 60,000円 

    政党匿名寄附を除く寄附 60,000円 

     個人分 60,000円 

５ 支出の内訳 

   経常経費 64,381円 

    光熱水費 19,950円 

    備品・消耗品費 24,737円 

    事務所費 19,694円 

６ 寄附の内訳 

 （個人分） 

   米井悟 60,000円 八頭郡智頭町 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年８月16日 

政治団体の名称 河村久雄後援会 

報告年月日 平成22年８月16日 

１ 収入総額 5,938円 

   前年からの繰越額 5,938円 

２ 支出総額 0円 

３ 翌年への繰越額 5,938円 

 

期間 平成22年１月１日～平成22年８月26日 

政治団体の名称 福田泰昌後援会 

報告年月日 平成22年８月26日 

１ 収入総額 0円 

２ 支出総額 0円 

 




