
片品村選挙管理委員会告示第３０号 

 

 

 

 

 公職選挙法第１８９条の規定により提出された、平成１９年４月２

２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１９年５月９日 

 

 

                                                              

                                    片品村選挙管理委員会 

                                    委員長 星 野 武 治 

 

 

 

 

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１９年４月２２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１，２６６，４００円 

 

３ 報告書の要旨  別紙のとおり 



候補者氏名 星野侃三 所属党派 無所属 期　間 ４月１１日から 第１回分

出納責任者 佐　藤　一　正 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円：　人　件　費 15,000 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 102,900

（氏名省略） 10,000 　　　：　広　告　費 58,050

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

その他の寄付 61,000 　　　：

その他の収入 130,000 　　　：

今　回　計 391,000 　　　：　今　回　計 175,950

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 391,000 　　　：　総　　　計 175,950

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月2日



候補者氏名 吉野　勲 所属党派 無所属 期　間 ４月１２日から 第１回分

出納責任者 小　林　義　雄 ４月２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　人　件　費 20,000

（氏名省略） 100,000 　　　：　印　刷　費 52,500

｜ 100,000 　　　：　広　告　費 10,500

その他の収入 150,000 　　　：　文　具　費 6,991

　　　：　食　糧　費 35,000

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

今　回　計 350,000 　　　：　今　回　計 124,991

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 350,000 　　　：　総　　　計 124,991

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月7日



候補者氏名 萩原日郎 所属党派 無所属 期　間 ４月１０日から 第１回分

出納責任者 萩　原　敏　美 ４月３０日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　人　件　費 40,000

（氏名省略） 20,000 　　　：　家　屋　費 20,000 （選挙事務所費）

｜ 10,000 　　　：　印　刷　費 52,500

｜ 10,000 　　　：　広　告　費 11,708

｜ 10,000 　　　：　食　糧　費 7,000

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

その他の寄付 30,000 　　　：

その他の収入 80,000 　　　：

　　　：

今　回　計 190,000 　　　：　今　回　計 131,208

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 190,000 　　　：　総　　　計 131,208

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月1日



候補者氏名 髙橋正治 所属党派 無所属 期　間 ４月　３日から 第１回分

出納責任者 星　野　平　男 ４月２３日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 102,900

（氏名省略） 30,000 　　　：　広　告　費 56,190

｜ 10,000 　　　：　文　具　費 8,006

｜ 30,000 　　　：　食　糧　費 30,000

｜ 10,000 　　　：　雑　　　費 2,268

｜ 10,000 　　　：　

｜ 100,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

その他の寄付 53,000 　　　：　

その他の収入 300,000 　　　：　

今　回　計 873,000 　　　：　今　回　計 199,364

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 873,000 　　　：　総　　　計 199,364

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月7日



候補者氏名 飯塚美明 所属党派 無所属 期　間 ４月　１日から 第１回分

出納責任者 星　野　則　夫 ４月２１日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　人　件　費 105,000

（氏名省略） 10,000 　　　：　家　屋　費 30,000 （選挙事務所費）

｜ 10,000 　　　：　印　刷　費 104,150

｜ 10,000 　　　：　広　告　費 43,400

その他の収入 1,000,000 　　　：　雑　　　費 58,670

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 1,030,000 　　　：　今　回　計 341,220

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 1,030,000 　　　：　総　　　計 341,220

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年4月29日



候補者氏名 笠原耕作 所属党派 無所属 期　間 ４月１４日から 第１回分

出納責任者 入　澤　徳　生 ４月１７日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 102,900

（氏名省略） 50,000 　　　：　広　告　費 87,450

｜ 20,000 　　　：

｜ 20,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 20,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

｜ 10,000 　　　：

その他の寄付 65,000 　　　：

その他の収入 200,000 　　　：

今　回　計 545,000 　　　：　今　回　計 190,350

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 545,000 　　　：　総　　　計 190,350

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月3日



候補者氏名 星　長命 所属党派 無所属 期　間 ４月　３日から 第１回分

出納責任者 千　明　　　勉 ４月２４日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　広　告　費 59,860

（氏名省略） 20,000 　　　：　印　刷　費 108,150

｜ 10,000 　　　：　食　糧　費 13,000

｜ 20,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

その他の寄付 13,000 　　　：　

その他の収入 300,000 　　　：　

今　回　計 523,000 　　　：　今　回　計 181,010

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 523,000 　　　：　総　　　計 181,010

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月1日



候補者氏名 萩原一志 所属党派 無所属 期　間 ２月２２日から 第１回分

出納責任者 松　浦　文　男 ４月２７日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　広　告　費 70,841

（氏名省略） 15,000 　　　：　文　具　費 5,192

｜ 15,000 　　　：　雑　　　費 36,940

その他の収入 100,000 　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 130,000 　　　：　今　回　計 112,973

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 130,000 　　　：　総　　　計 112,973

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月1日



候補者氏名 星野千里 所属党派 無所属 期　間 ４月　７日から 第１回分

出納責任者 中　畑　美　惠　子 ４月１８日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 9,208

（氏名省略） 10,000 　　　：　広　告　費 53,170

｜ 10,000 　　　：　食　糧　費 25,000

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

その他の収入 200,000 　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 260,000 　　　：　今　回　計 87,378

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 260,000 　　　：　総　　　計 87,378

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月1日



候補者氏名 星野完治 所属党派 無所属 期　間 ４月１７日から 第１回分

出納責任者 吉　野　　　勝 ４月２５日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　　円

その他の収入 50,000 　　　：　印　刷　費 47,250

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 50,000 　　　：　今　回　計 47,250

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 50,000 　　　：　総　　　計 47,250

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年4月27日



候補者氏名 星野育雄 所属党派 無所属 期　間 ４月１０日から 第１回分

出納責任者 井　上　隆　至 ４月２０日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円：　 　　円

その他の収入 251,281 　　　：　人　件　費 55,000

　　　：　家　屋　費 87,281 (選挙事務所費)

　　　：　印　刷　費 84,000

　　　：　広　告　費 25,000

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 251,281 　　　：　今　回　計 251,281

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 251,281 　　　：　総　　　計 251,281

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月7日



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２２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 115,500 　　　：　印　刷　費 115,500

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 115,500 　　　：　今　回　計 115,500

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 115,500 　　　：　総　　　計 115,500

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年4月27日



候補者氏名 戸丸廣安 所属党派 無所属 期　間 ３月３０日から 第１回分

出納責任者 戸　丸　正　美 ４月２８日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　人　件　費 32,000

（氏名省略） 10,000 　　　：　家　屋　費 20,000 (選挙事務所費)

｜ 30,000 　　　：　印　刷　費 123,900

｜ 10,000 　　　：　広　告　費 99,720

｜ 10,000 　　　：　文　具　費 8,233

｜ 50,000 　　　：　食　糧　費 54,087

｜ 20,000 　　　：　雑　　　費 76,222

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 50,000 　　　：　

その他の寄付 33,000 　　　：　

その他の収入 110,000 　　　：　

今　回　計 423,000 　　　：　今　回　計 414,162

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 423,000 　　　：　総　　　計 414,162

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月7日



候補者氏名 大竹文夫 所属党派 無所属 期　間 ４月　７日から 第１回分

出納責任者 星　野　　　学 ４月２０日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄付 　　円：　 　　円

（氏名・団体名） （職業） （寄付額） 　　　：　印　刷　費 9,208

（氏名省略） 10,000 　　　：　広　告　費 52,597

｜ 10,000 　　　：　文　具　費 2,131

｜ 10,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 50,000 　　　：　

｜ 50,000 　　　：　

｜ 10,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

その他の寄付 18,000 　　　：　

その他の収入 55,000 　　　：　

今　回　計 273,000 　　　：　今　回　計 63,936

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 273,000 　　　：　総　　　計 63,936

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成19年5月1日




