
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２３年４月２

４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２３年５月１９日 

 

 

                                                              

                                    片品村選挙管理委員会 

                                    委員長 千 明 貞 夫 

 

 

 

 

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２３年４月２４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１，２４６，２００円 

 

３ 報告書の要旨 



候補者氏名 千明道太 所属党派 無所属 期　間 ３月　６日から 第１回分

出納責任者 小　林　政　彦 ４月２３日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　印　刷　費 99,750

（氏名省略） 50,000 　　　：　広　告　費 110,000

｜ 30,000 　　　：　文　具　費 1,260

｜ 30,000 　　　：　食　糧　費 1,152

｜ 30,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：

｜ 20,000 　　　：

その他の寄附 363,000 　　　：

その他の収入 110,000 　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

今　回　計 653,000 　　　：　今　回　計 212,162

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 653,000 　　　：　総　　　計 212,162

　　報告書受理年月日 第１回報告分

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 中　村　兼　治 ４月２３日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 250,000

（氏名省略） 50,000 　　　：　印　刷　費 106,150

その他の寄附 30,000 　　　：　広　告　費 30,000

その他の収入 600,000 　　　：　文　具　費 5,185

　　　：　食　糧　費 134,763

　　　：　雑　　　費 14,492

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 680,000 　　　：　今　回　計 540,590

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 680,000 　　　：　総　　　計 540,590

　　報告書受理年月日 第１回報告分

平成23年4月26日

平成23年5月2日



候補者氏名 梅澤志洋 所属党派 無所属 期　間 ４月　１日から 第１回分

出納責任者 梅　澤　吉　朗 ５月　６日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の寄附 250,000 　　　：　広　告　費 152,250

その他の収入 100,000 　　　：　文　具　費 21,464

　　　：　雑　　　費 5,600

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 350,000 　　　：　今　回　計 179,314

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 350,000 　　　：　総　　　計 179,314

　　報告書受理年月日 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１８日から 第１回分

出納責任者 入　澤　　　茂 ４月２４日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 101,850 　　　：　印　刷　費 101,850

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 101,850 　　　：　今　回　計 101,850

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 101,850 　　　：　総　　　計 101,850

　　報告書受理年月日 第１回報告分

平成23年5月6日

平成23年5月6日



候補者氏名 星野千里 所属党派 無所属 期　間 ３月　２日から 第１回分

出納責任者 中　畑　美　惠　子 ４月２４日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 140,000

（氏名省略） 20,000 　　　：　印　刷　費 39,550

その他の寄附 221,000 　　　：　広　告　費 174,314

その他の収入 142,864 　　　：　食　糧　費 30,000

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 383,864 　　　：　今　回　計 383,864

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 383,864 　　　：　総　　　計 383,864

　　報告書受理年月日 第１回報告分

候補者氏名 笠原耕作 所属党派 無所属 期　間 ４月１１日から 第１回分

出納責任者 入　澤　徳　生 ４月２８日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の寄附 255,000 　　　：　家　屋　費 50,000 (選挙事務所費)

その他の収入 300,000 　　　：　印　刷　費 90,300

　　　：　広　告　費 99,750

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

今　回　計 555,000 　　　：　今　回　計 240,050

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 555,000 　　　：　総　　　計 240,050

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成23年5月6日

平成23年5月6日



候補者氏名 戸丸廣安 所属党派 無所属 期　間 ４月１０日から 第１回分

出納責任者 戸　丸　正　美 ４月２９日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 100,000

（氏名省略） 20,000 　　　：　交　通　費 6,000

｜ 20,000 　　　：　印　刷　費 92,400

｜ 20,000 　　　：　広　告　費 110,030

その他の寄附 143,000 　　　：　文　具　費 10,581

その他の収入 270,000 　　　：　食　糧　費 153,220

　　　：

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 473,000 　　　：　今　回　計 472,231

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 473,000 　　　：　総　　　計 472,231

　　報告書受理年月日 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　６日から 第１回分

出納責任者 千　明　秀　吉 ５月　６日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　印　刷　費 99,200

（氏名省略） 30,000 　　　：　広　告　費 38,180

｜ 30,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

その他の寄附 161,000 　　　：　

その他の収入 200,000 　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 471,000 　　　：　今　回　計 137,380

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 471,000 　　　：　総　　　計 137,380

　　報告書受理年月日 第１回報告分

平成23年5月6日

平成23年5月6日



候補者氏名 今井　功 所属党派 無所属 期　間 ４月１１日から 第１回分

出納責任者 戸　丸　　　誠 ４月２８日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円：　 　　円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 145,000

（氏名省略） 20,000 　　　：　家　屋　費 108,675 (選挙事務所費)

｜ 20,000 　　　：　印　刷　費 97,400

｜ 30,000 　　　：　広　告　費 209,545

｜ 20,000 　　　：　食　糧　費 72,820

｜ 20,000 　　　：　

｜ 50,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 30,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

その他の寄附 443,000 　　　：　

その他の収入 138,400 　　　：　

今　回　計 831,400 　　　：　今　回　計 633,440

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 831,400 　　　：　総　　　計 633,440

　　報告書受理年月日 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　８日から 第１回分

出納責任者 飯　塚　米　三 ４月２４日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円：　 　　円

その他の収入 536,950 　　　：　人　件　費 265,000

　　　：　家　屋　費 51,450 (選挙事務所費)

　　　：　印　刷　費 147,000

　　　：　広　告　費 73,500

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 536,950 　　　：　今　回　計 536,950

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 536,950 　　　：　総　　　計 536,950

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成23年5月9日

平成23年5月9日



候補者氏名 星野逸雄 所属党派 無所属 期　間 ３月１８日から 第１回分

出納責任者 鏑 木 浅 次 郎 ５月　６日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の収入 482,836 　　　：　家　屋　費 183,136 (選挙事務所費)

　　　：　印　刷　費 96,600

　　　：　広　告　費 202,650

　　　：　雑　費 450

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 482,836 　　　：　今　回　計 482,836

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 482,836 　　　：　総　　　計 482,836

　　報告書受理年月日 第１回報告分

候補者氏名 星野精一 所属党派 無所属 期　間 ４月１３日から 第１回分

出納責任者 柳　澤　治　樹 ４月２３日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　印　刷　費 97,125

（氏名省略） 30,000 　　　：　広　告　費 2,888

｜ 20,000 　　　：　食　糧　費 13,186

その他の寄附 115,000 　　　：　雑　費 450

その他の収入 100,000 　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 265,000 　　　：　今　回　計 113,649

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 265,000 　　　：　総　　　計 113,649

　　報告書受理年月日 第１回報告分

平成23年5月9日

平成23年5月9日



候補者氏名 星野栄二 所属党派 無所属 期　間 ４月１３日から 第１回分

出納責任者 高　山　十　作 ４月２８日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 100,000

（氏名省略） 20,000 　　　：　家　屋　費 420,000 (選挙事務所費)

｜ 20,000 　　　：　印　刷　費 116,550

｜ 20,000 　　　：　広　告　費 200,841

｜ 20,000 　　　：　

｜ 20,000 　　　：　

その他の寄附 730,000 　　　：　

その他の収入 107,391 　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 937,391 　　　：　今　回　計 837,391

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 937,391 　　　：　総　　　計 837,391

　　報告書受理年月日 第１回報告分

候補者氏名 角田幸司 所属党派 無所属 期　間 ４月１１日から 第１回分

出納責任者 角　田　京　子 ５月　２日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 100,000

（氏名省略） 50,000 　　　：　印　刷　費 39,050

その他の寄附 135,000 　　　：　広　告　費 205,930

その他の収入 170,000 　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 355,000 　　　：　今　回　計 344,980

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 355,000 　　　：　総　　　計 344,980

　　報告書受理年月日 第１回報告分

平成23年5月9日

平成23年5月9日



候補者氏名 髙橋正治 所属党派 無所属 期　間 ３月　７日から 第１回分

出納責任者 星　野　聖　治 ４月２４日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　円　　　

その他の寄附 325,000 　　　：　印　刷　費 57,850

その他の収入 300,000 　　　：　広　告　費 92,400

　　　：　食　糧　費 25,550

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 625,000 　　　：　今　回　計 175,800

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 625,000 　　　：　総　　　計 175,800

　　報告書受理年月日 第１回報告分

候補者氏名 吉野　勲 所属党派 無所属 期　間 ４月　８日から 第１回分

出納責任者 吉　野　　均 ４月２３日まで

　 収　入 　　　：　支　出

主たる寄附 　　円： 　円　　　

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 　　　：　人　件　費 80,000

（氏名省略） 150,000 　　　：　印　刷　費 105,000

｜ 150,000 　　　：　広　告　費 35,260

その他の収入 150,000 　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

　　　：

今　回　計 450,000 　　　：　今　回　計 220,260

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 450,000 　　　：　総　　　計 220,260

　　報告書受理年月日 第１回報告分

平成23年5月9日

平成23年5月9日



候補者氏名 星野完治 所属党派 無所属 期　間 ４月１４日から 第１回分

出納責任者 高　山　浩　作 ４月２０日まで

　 収　入 　　　：　支　出

　　円： 　　円

その他の収入 120,000 　　　：　印　刷　費 94,500

　　　：　広　告　費 2,456

　　　：　雑　費 7,161

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

　　　：　

今　回　計 120,000 　　　：　今　回　計 104,117

前　回　計 0 　　　：　前　回　計 0

総　　　計 120,000 　　　：　総　　　計 104,117

　　報告書受理年月日 第１回報告分平成23年5月9日




