
片品村選挙管理委員会告示第３２号 

 

 

 公職選挙法第１８９条の規定により提出された、平成１５年４月２７日執行の片品村議会議員選挙にお

ける候補者の選挙運動費用収支報告書の要旨は、次のとおりである。 

 

 平成１５年５月１６日 

 

                                                     片品村選挙管理委員会 

                                                     委員長 須 藤 賞 作 

 

 

 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

 

 １ 選挙の種類   平成１５年４月２７日執行片品村議会議員選挙 

 

 ２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額  （法定選挙運動費用額） 

                        金１，２２８，３００円 

 

 ３ 報告書の要旨 



候補者氏名 星野完治 所属党派 無所属 期　間 ４月１８日から 第１回分

出納責任者 星　野　茂　八 ４月３０日まで

　 収　入 　　円：　支　出

主たる寄付 　　　：　 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 59,850

20,000 　　　：　広　告　費 567

（氏名省略） 20,000 　　　：　食　糧　費 17,430

20,000 　　　：　

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

その他の収入 567 　　　：

今　回　計 110,567 　　　：　今　回　計 77,847

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 110,567 　　　：　総　　　計 77,847

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 後藤正一 所属党派 無所属 期　間 ４月１０日から 第１回分

出納責任者 笠　原　映　也 ４月２７日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の寄付 55,000 　　　：　印　刷　費 63,000

その他の収入 128,210 　　　：　広　告　費 65,210

　　　：　食　糧　費 3,500

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

今　回　計 183,210 　　　：　今　回　計 131,710

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 183,210 　　　：　総　　　計 131,710

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 星野育夫 所属党派 無所属 期　間 ４月２０日から 第１回分

出納責任者 星　野　益　夫 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

主たる寄付 　　　：　印　刷　費 21,500

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　広　告　費 12,500

10,000 　　　：　食　糧　費 5,000

（氏名省略） 10,000 　　　：　雑　　　費 20,000

10,000 　　　：

10,000 　　　：

20,000 　　　：

その他の収入 34,000 　　　：

　　　：

今　回　計 94,000 　　　：　今　回　計 59,000

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 94,000 　　　：　総　　　計 59,000

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 吉野平一 所属党派 無所属 期　間 ３月２１日から 第１回分

出納責任者 星　野　　　学 ４月３０日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

主たる寄付 　　　：　印　刷　費 124,950

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　広　告　費 49,350

10,000 　　　：　雑　　　費 38,000

（氏名省略） 10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

その他の収入 250,000 　　　：　

　　　：　

今　回　計 300,000 　　　：　今　回　計 212,300

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 300,000 　　　：　総　　　計 212,300

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月　２日 第１回報告分



候補者氏名 吉野　勲 所属党派 無所属 期　間 ３月３０日から 第１回分

出納責任者 中　畑　一　也 ４月２６日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 350,000 　　　：　人　件　費 30,000

　　　：　家　屋　費 10,000 （選挙事務所費）

　　　：　印　刷　費 60,000

　　　：　広　告　費 134,850

　　　：　食　糧　費 49,000

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 350,000 　　　：　今　回　計 283,850

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 350,000 　　　：　総　　　計 283,850

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 萩原日郎 所属党派 無所属 期　間 ４月１５日から 第１回分

出納責任者 萩　原　好　一 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

主たる寄付 　　　：　人　件　費 30,000

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　家　屋　費 50,000 （選挙事務所費）

50,000 　　　：　印　刷　費 36,750

（氏名省略） 10,000 　　　：　広　告　費 20,000

10,000 　　　：　文　具　費 5,376

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

10,000 　　　：

その他の寄付 20,000 　　　：

その他の収入 100,000 　　　：

　　　：



今　回　計 270,000 　　　：　今　回　計 142,126

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 270,000 　　　：　総　　　計 142,126

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月　９日 第１回報告分



候補者氏名 萩原一志 所属党派 無所属 期　間 ４月　１日から 第１回分

出納責任者 帰　山　　　徹 ４月２１日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 60,246 　　　：　広　告　費 28,368

　　　：　文　具　費 15,153

　　　：　雑　　　費 16,725

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 60,246 　　　：　今　回　計 60,246

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 60,246 　　　：　総　　　計 60,246

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月　７日 第１回報告分



候補者氏名 星野育雄 所属党派 無所属 期　間 ４月１８日から 第１回分

出納責任者 井　上　隆　至 ４月２４日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 350,000 　　　：　人　件　費 80,000

　　　：　印　刷　費 126,000

　　　：　広　告　費 105,000

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 350,000 　　　：　今　回　計 311,000

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 350,000 　　　：　総　　　計 311,000

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１０日 第１回報告分



候補者氏名 星　長命 所属党派 無所属 期　間 ４月　４日から 第１回分

出納責任者 千　明　　　勉 ４月２５日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 300,000 　　　：　家　屋　費 20,000 （選挙事務所費）

　　　：　印　刷　費 47,250

　　　：　広　告　費 29,387

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 300,000 　　　：　今　回　計 96,637

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 300,000 　　　：　総　　　計 96,637

　　報告書受理年月日 　平成１５年４月３０日 第１回報告分



候補者氏名 星野　司 所属党派 無所属 期　間 ４月１５日から 第１回分

出納責任者 戸　丸　廣　安 ４月２３日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　　円

主たる寄付 　　　：　印　刷　費 112,350

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　食　糧　費 17,750

10,000 　　　：　

（氏名省略） 10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

20,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

その他の寄付 25,000 　　　：　

その他の収入 112,350 　　　：　

　　　：　

今　回　計 247,350 　　　：　今　回　計 130,100



前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 247,350 　　　：　総　　　計 130,100

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 入澤登喜夫 所属党派 無所属 期　間 ４月１５日から 第１回分

出納責任者 入　澤　　　茂 ４月１５日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 122,850 　　　：　印　刷　費 122,850

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 122,850 　　　：　今　回　計 122,850

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 122,850 　　　：　総　　　計 122,850

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 角田政弘 所属党派 無所属 期　間 ４月１１日から 第１回分

出納責任者 高　山　十　作 ４月２８日まで

　 収　入 　　円：　支　出

主たる寄付 　　　：　 　　円

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　家　屋　費 161,700 （選挙事務所費）

10,000 　　　：　通　信　費 10,145

（氏名省略） 20,000 　　　：　印　刷　費 155,250

10,000 　　　：　広　告　費 15,750

10,000 　　　：　文　具　費 2,297

10,000 　　　：　食　糧　費 10,000

10,000 　　　：　雑　　　費 18,000

その他の寄付 285,000

その他の収入 18,142

今　回　計 373,142 　　　：　今　回　計 373,142

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 373,142 　　　：　総　　　計 373,142

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月　１日 第１回報告分



候補者氏名 千明金造 所属党派 無所属 期　間 ４月１４日から 第１回分

出納責任者 長 谷 川 賀 昭 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

主たる寄付 　　　：　印　刷　費 126,000

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　広　告　費 118,000

10,000 　　　：　

（氏名省略） 10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

5,000 　　　：　

その他の収入 244,000 　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 279,000 　　　：　今　回　計 244,000

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 279,000 　　　：　総　　　計 244,000

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月　９日 第１回報告分



候補者氏名 星野幸男 所属党派 無所属 期　間 ４月２２日から 第１回分

出納責任者 江　口　光　利 ４月２５日まで

　 収　入 　　円：　支　出

主たる寄付 　　　：　 　　円

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 77,600

30,000 　　　：　広　告　費 47,250

（氏名省略） 10,000 　　　：　食　糧　費 84,622

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

その他の寄付 40,000 　　　：　

その他の収入 250,000 　　　：　

今　回　計 370,000 　　　：　今　回　計 209,472

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 370,000 　　　：　総　　　計 209,472

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月　６日 第１回報告分



候補者氏名 田辺順一 所属党派 無所属 期　間 ４月１０日から 第１回分

出納責任者 千　明　太　郎 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

主たる寄付 　　　：　印　刷　費 63,000

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　広　告　費 2,100

10,000 　　　：　食　糧　費 33,432

（氏名省略） 10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

10,000 　　　：　

その他の収入 100,000 　　　：　

　　　：　

今　回　計 150,000 　　　：　今　回　計 98,532

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 150,000 　　　：　総　　　計 98,532

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分



候補者氏名 吉野賢治 所属党派 無所属 期　間 ４月１１日から 第１回分

出納責任者 吉　野　一　芳 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 300,000 　　　：　印　刷　費 152,250

　　　：　広　告　費 36,750

　　　：　食　糧　費 30,000

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 300,000 　　　：　今　回　計 219,000

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 300,000 　　　：　総　　　計 219,000

　　報告書受理年月日 　平成１５年５月１２日 第１回報告分




