来る地方選挙︵町議会議員︶

立候補の間題

次

代ユ所刷

︐舘清町番所

︑所蝿

松館

溌代駈．印椥

町富7・ヒ

行公轟留印

占恥
ゆ

注意1

人でも
棄権を
なくそケ

おらガ町

特に改正された点

の他選挙運動については普
通の場合と同様に公職選挙
法の規定が適用されます︒
ヂ

△昭和十四年四月二十三︑日以前に生れた入︒

︐△今年の．一月二十二日前から松代町に住居を有して三ケ月経つた人︒
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町議選の補充選挙人名簿の登録申請をして下さい
曇

電話用電桂に選挙運動用ボス

ターを掲示することについて

巳

● ー

● ー

せしますρ．

■ ー

■ 1 ●

1

長より通知がありましたか
ら︑今後執行される予定の
町議会議員一般選挙につい
ては留意されるようお知ら

l

△基本選挙人名簿にもれていた入︒︵四且二士二目の選挙で入場券のいかない人︶

塁u

これに該当する．人は︵留輯寵融︶
1

町議選の不在者投票
四月醐．閣十九日までにして下さい

︐四月二十欄日から
次のことにあたる人は不在者投票を︒
一︑投票日の四月三十日に松代町以外の場所で職
務か業務に從事中のもの︒

二︑やむを得ない用務か事故のために四月三十日
に松代町以外の場所に族行しているか又は滞在

ていま．すが︑目本電信電話

︵本県内の電

自分で選べ

選挙蓮動用ボスターを他
人の工作物に掲示しようと
するときは︑公選法の規定
にょりいかなる場合であっ
ても︑居住者又は管理者若
しくは所有者の承諾を得な
ければなぢないことになっ

うことです︒

公社では︑同公社の所有す
る︑本県内の電柱には掲示
することを承諾しないとい

柱には広告業務を実施して
いるので承諾しないという

左右されるな

している人︒

二︑病気︑負傷︑妊娠︑産褥のうち︑どれかのた
めに四月三十日に投票所まで歩いていけない人

出たい人より出しれい人に

しかるに今回の地方選拳

ことである︶

に．おいて電話用電柱に無断

で貼付掲示したものがある
由であり︑また今後貼付さ
れるおそれがあるので︑こ
のような承諾を得ないで貼
付したボスターは即刻撤去︑
するよう︑またそれに反す
るものは必要な措置を講ず
る所存である旨新潟電話局．

も

うタロぎヤぎロぎロタゐ

義鶴難論髄︑︑誓嚢舞告示

前回の選挙︵昭和三十年︶
i特例法に
以後に︑町村の議会議貫の
選挙については
幹
本年四月及び五月中に任ついては一般の場合と異り ③重複立候補は出来ない
①三百枚以内の葉書の頒
期が満了する町村の議会の特別の規定があウそのうち
四
月
二
十
三
日
又
は
四
月
三
布が認められたこと︵こ
議員及び長の選挙は﹁地方立候補に関係のある主な注
十目に行われる選挙の候
の葉書は有料で︑選挙長
補者となった者は︑当該
公共団体の議会の議良及び意事項は次の通りです︒
から公付される証明書を
長の選挙期日等の臨時特例
己■
︑選．挙が行われる区域の全
提示して︑松代郵便局か
部叉は一部を含む区域で
ら買受けることになりま
これらの期日に行われる
す︒︶
規定により︑四月三十目に
四月二十一日に行われる
選挙の候補者となれない
こと︵四月二十三目には ②選挙運動用ボスタr︵
一斉に行われることとなり②立候補の届出
長さ四十二︑・巾三十セン
ました︒ ︵任期満了以外の
県
の
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
︶
四月二十二日までにしな
チメートル以内の大きさ
事由による選挙でも︑四月
0
届
出
の
方
法
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︶の掲示ができる枚数が
に行われるものは大体この
郵便によってすることが
三百枚となったこと︒
日に統一して行われます︶
届出期聞ぱ二日間しかな
できないこと︒
などの点が変っております
この特例法によって︑四 ■いこと︵補充立候補とな
大体以上の通りであり︑そ
る揚合を．除く︶

1部100円
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松代町選挙人名簿登録者数︵昭齪継鯛鰹ざ蓋ない
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当町委員会にありますから
希望者は早目にお求め下さ
るようおすすめします

月三十日に行われる選挙に
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地方選挙に当っ
・新潟県選挙管理委員会

笹川︑作

に対処して︑われく地域

体制を確立した点にあるわ
けでして多難な郷土の政局
住民の代表者と．して政治に

参与する人を選択するには
この際よほど損重を期さな
ければなりません︒

よって︑よい政治の行われ
る根本は何といっても明る
い正しい選挙でなければな
りません︒

であります︒

地方選挙の手引

選挙特集
因縁によって正しい投票が する．人がありますが︑これ
ゆがめられ︑依然として﹁ は国民に李等に与えられた
一金一と﹁顔﹂が物をいシ︑暗 参政権を自ら放棄すること
い邊挙の現実から眼をそら になり︑民主キ義の精紳に
すわけにはまいりまゼん︒ 反する無責住な態度といわ
しかし選挙違反を李気でや なければなりませんo
ったり︑当選するために手 ですから棄権は絶対しない
段を選ばぬような人物が果 という心構えのもとに候補
してわれくの地域住民の 者のうちから自分で一番よ
代表者として正しい政清を いと思う人に投票し︑みん
やってくれるでしようか︒ なの力によって少しずつで
こんどの選挙こそわれ⁝く も政治をよくしてゆくこと
のえい智と正しい判断によ が国民としての義務を果す
って一郷土の政治をまかせる 所以ではありますまいか︒
この際︑本県及び市町村
にふさわしい人格と識見を
そなえた最良の人物を選ぷ の現朕を冷静に見きわめ︑
よう有権者の皆さんから努 正しい政治道を確立する爲
力していたyきたいのであ 真に自分の信ずる政策信頼
する人物に浮い一票を投じ
ります︒．
︒
︐なおどの選挙においても て︑四月二十二日及び四月
三十日の選挙には公明選挙
の実をあげて頂くよう管内
二十二万の有権者のみなさ
んに心からお願いする次第

立候補から当選まで

｛A轡ゾ％〜へ（

從前から公明選挙運動が 理想的な人物や︑政党がな
提唱されておりますが︑こ いという理由で︑みるいは
れまでの選挙は果してどう 自分一人くらい投票しなく
とも大勢に影響はあるまい
であったでしようか︒
買牧や供応あるいは︑情実 というような考えから棄権

島4、

7．574人

上越地方書記長

進めてゆかなけれ
合︑年は地方選挙の年とい ばならない転換期だけに今
われ県知事︑県議会議員を 度の選挙は重要覗しなけれ
始め管内でも多くの市町村 ばなりません︒
長並︑びに議会議員の選挙が それにまた二大政党が中央
この四月行われます︑
に対立し好むと好まざると
職後地方制度に大きな改 にかNわらず︑それが大き
革が行われてから四度目の な影響力を与えるだろうこ
選挙で︑市町村の基礎をひ とが予想される初の地方選
っくり返した町村合併の大 挙でもあかます︒
申し上げるまでもなく新
事業がおNむね完了し︑ま
た職後の行財政上の困難も しい地方制度の改善された
ど︑うやら落着きをみ非じはじ 最も重要な特徴は住民が地
めて︾新市町村は勿論すベ 方自治の主人公として︑そ
の選挙に責任を持ち︑その
っくりと長期的建設の歩を 意思でこれを動かしてゆく
イ︑の地方団体がこれからじ

昭和34年曝縞巌
人
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︵その他の施設では不用︶

4個人演読会
ω開催申出
前記﹁公営事項﹂−の公営施設で行う場合は開催
期日前二目までに文章で選管に申し出なければな
らない◎

回演設時間
一回につき五時間を越えることができない︒
の前記﹁公営事項﹂1の施設以外の国A地方公共団
体︑公営企業体の所有する建物︑病院等は使用出
来ない︒聾

⇔他の選挙の当日投票所閉鎖時刻までは投票所の入
口から三〇〇米以内では禁止
㈱立会演読会開催予定時刻前後二時間︑会場の入口
から三〇〇米以内では禁止する︒

5街頭演読

⇔4の的〜⇔の制限がある︒

ω交付した標旗を掲げて駐って行わねばならない︒
回從事員は十五人以内︑交付した腕章を着用しなけ
ればならない︵町村議は自動車︑船舶使用禁止㌔
㈲午後九時から翌目午前六時迄禁止

5教育者の地位利用の禁止
・教育者︵学校教育法に規定する学校の長︑職員︶
は学校の兇童︑生徒︑学生にその地位を利用して
すること◎

するものを除く︒
鱗有料葉書以外の文書図画の頒布禁止
前記﹁制限事項﹂3の◎を着用のま﹄するものを
除き回覧板その他の文書図画看板類の回覧を含む
著述︑演芸の広告名義等による禁止を免がれる行爲

︐演説会︑︒街頭演読︑演説を含む・−︑の場所において

惚気勢を張る行爲の禁止
侶連呼行為の禁止

食物︒

ε未成年者の禁止 満二十才未満者
自ら又はこれらの者を使用すること
含み労務者としての使用の揚合を除く
7選挙権︑被選挙権停止者の禁止
8戸別訪問の禁止
何人も如何なる方法︵演説会の告知候補者の氏名
政治団体の名称を言い歩く行為も含む︶をもって
するもとわず戸別訪間は禁止
9署名運動の禁止
人気投票の経過︑結果の公表禁止
飲食物の提供の禁止
湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子及
び定められた弁当料の範囲内で十五人分︵﹄．日三
食四五食分︶で選挙の告示の目から選挙の前日ま
での日数を乗じた数の範囲︵町村選挙四十五食×
七日上三五食︶内で且つ選挙事務所でする為に
提供する弁当︵労務者の携行食を含む︶以外の飲
↑0

じじロち

松代町議会

きる0

1選挙事務所
ω一ケ所
＠選挙当日でも投票所から三〇〇米以外では設置で

2拡声機の使用
㈲拡声機一揃︵外に演読会場では一揃使用できる︶
⑬交付された表示板で表示しなければならない︒

を記載しなければならない︵印刷しない場合
は印刷者の住所氏名は不用︶
回ポスターの掲示場所
④国︑地方公共団体︑国鉄︑專売公社︑電々公社
又は原子力燃料公社の所有若しくは管理する場
所に掲示できない︒ ︵橋りよう︑公営住宅︑地
方公共団体の管理する食堂︑浴場を除く︶
⑧他人の工作物に掲示する場合は居住者︑管理者
所有者の承藷が必要である︒
◎選挙当日投票所の入口から一〇〇米以内は当日
又は前日中に選管で撤去する︒
︵一〇〇米以外のものは揚示できる︶
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議員選挙
︒・9・・

選挙用葉書及び新聞広告は有料で頒布︑掲載できる
ω選挙用葉書
町村議 三〇〇枚
＠新聞広告
一回 希箆する新聞

4その他

3投票所内氏名掲示
選滋当目投票所内に掲示する◎

2氏名掲示︵投票所外︶
一投票区一ケ所に次の期間選管で掲示する︒
町村選挙選挙期間前二日から︒

︵設備は管理者が行う︒一︐一回以後は一定費用納付︶

1個人演論会
学校︑公堤舘︑地方公共団体の管理する公会堂及び
同議事堂及び当町選管の指定した施設においては一
日限り無料で使用できる︒

項
項

11

候補者︑政治団体︑蓮動員︑同一戸籍者の氏名︑
名称表示の年賀献︑見舞猷その他挨拶猷の選挙区
内に頒布掲示を含む︒
一定条件のない︵臨時的︶新聞紙︑雑誌の報導評論
の掲載禁止︒
放送等の禁止
広告放送︑共同髄取用放送設備等の使用を含む︒
杷新聞紙︑雑誌の不法利用禁止
鴇立会演説会開催予定時刻前後二時間︑会場から三〇
〇米以内での演読会︵演説を含む︶街頭演設の禁止

・として文書図画の領布掲示の禁止︒

15

事
事

3文書図画の掲示
ω次のものを除き掲示︵アドバルンサイン︑電光に
よる表示︑スライド等の映写を含む︶は禁止され
ている︒

6選挙蓮動費用の制限
選挙蓮動費用支出額の制限及び出納資任者の選任︑
並びにこれらの牧支手続の制限がある︒

域内で︶

−事前運動︑選挙当日の選挙運動の禁止
当目できるものは︑投票所から三〇〇米以外の選
挙事務所︑荷所に掲示したボスター等︑投票所か
ら一〇〇米以外のボスター
2休憩所︑その他これらに類似した設備の設置
3特定公務員の選挙運動の禁止
中央選墨管理委員会の委員︑同庶務に從事する自
治庁職員︑選管の委員︑同職員︑裁判官︑検察官
会計検査官︑公安委員会の委員︑警︐察官︑牧視官
吏︑徴税の吏員︑外に公務員法による制限事項
4選挙事務関係者の選挙運動の禁止
投票管理者︑開票管理者︑選添長︵在職中関係区

項

16

覧
事

限

④選挙事務所表示のボスター︑立札︑ちようちん
看板類︵選挙当日も掲示できる︶
㊨候補者の使用するタスキ︑胸章の類
◎個人演説会場︑街頭演読で演設中使用のボスタ
ー︑ちようちん︑看板の類︵なお個人演読会揚
外ではちようちん のみ︶
右⑤の規格は
①ギスター︑立札︑看板の類
縦二七三糎︑横七三糎以内
⑨ちようち んの類
高さ八五糎︑直径四五糎以内のもの各々一箇
の選奪運動用ギスター
①規格タブ・イド型︵長さ四十二糎︑巾三十糎
を越えない次のもの︐
町村長︑町村議 三〇〇枚
⑨検 印
交付した検印票により選管の検印を受ける
⑨標 示

止

他の選挙当日投票所閉鎖時刻まで投票所の場所の入
口から三〇〇米以内での演説会︵演説を含む︶街頭

．︵義務制及び任意制立会演説会を含む︶
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㈱当選祝賀会・ての他の集会
㊦自動車を連ね又は隊伍を組んで気勢を張る行爲
㊦当選の答礼のため当選人の氏名︑政党等の名称
を言いあるくこと︒
候補者︑関係会社等の選挙区内の者への寄附︑その
他の寄附︑特定寄附︑匿名寄附の禁止︒

ω戸別訪問
回自筆の信書︑当落に関する祝辞︑見舞等の答礼
の信書を除く文書図画の頒布掲示
内新聞紙︑雑誌の利用
◎放 送

選挙期日後の挨拶行爲の禁止

演読の林示止︒

20

21

22

禁

制
︐ボスターには覇赤責任者︑印刷者の住所氏名
F・

（

（選挙特集号）

い

だ

つ
ま

昭和34生4月21日
②

◎松代町議会議員選挙

の投票日は

四月三十日︵木耀︶

◎投票時間は

午前七時から
午後六時奮で

ξミ・︾⁝︾︑ミ︐

よかったと後窪で．

言える選び方

この一票明るい
郷土を生むカ

9︑≧乏︑︑〜︑ミ〜〜〜ミ︑﹄

◎投票の注意

○候補者の氏名は 一人だけ書い
て下さい

て下さい

○候補者の氏名はハッキリ書い

○候補者の氏名以外のことを書
くと無効になります

○﹁字﹂の書けない人は投票管理

者に申し出れば投票管理者の
指定した人から書いて貰って
投票することができます

