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第 l 延岡市長選挙の主要日程について

月

12 

日
曜

日

5 I木

20 I金

19 I日

事

0 立候補届出 ・選挙運動説明会

場所：延岡市役所 3階会議室

時間：午後 1時30分から

0 立候補届出書類予備審査

項

場所 ：選挙管理委員会事務局 （市役所南別館 1階）

時間：午前 9時から午後 5時まで

0 立候補届出受付（告示日）

場所 ：延岡市社会教育センター2階 研修 室5

時間 ：午前 8時 30分～午後 5時

ただし、午前 10時からは、選挙管理委員会事務局で受付

※投票記載所（期日前投票記載所を含む）における候補者の氏名等の掲載順序

を定めるくじの執行（午後 5時以降）

※選挙公報の掲載順序を定めるくじの執行（午後5時以降）

0 選挙立会人届出期限（選挙期日前 3日）

届出先：選挙管理委員会事務局

1 I 23 I木 lo個人演説会開催申出期限（公営施設）

26 日

27 I月

届出先：選挙管理委員会事務局

投票日

O 開票事務（選挙会事務と合同）

場所：延岡市民体育館

時間：午後9時 10分から

0 当選証書付与式

場所 ：延岡市役所 3階会議室

時間 ：午前 10時から

0 選挙運動収支報告書提出期限（第 l回目）

2 I 10 I月 10 選挙の効力に関する異議申出期限

0 当選の効力に関する異議申出期限
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第2 今回の選挙について

1. 選挙の名称

大延岡市長選挙（以下「市長選Jという。）

2.選挙の日程

(1） 選挙期日の告示 平成 26年 1月 19日（日）

(2) 選挙の期日（投票日） 平成 26年 1月26日（日）

(3） 当選証書付与式 平成 26年 1月27日（月）

女 午前 10時から延岡市役所3階会議室

3. 選挙する人数（定数）

l人

4.投票について

投票時間は、一部の投票所を除き、午前 7時から午後 8時までです。（法 40条）

投票所には、選挙管理委員会（以下「市選管Jという。）が選任した投票管理者 1人と投票立

会人 2人が、投票が公正に行われるよう監視しています。（法 37条、38条）

5. 開票について

開票事務は、選挙会の事務に併せて行います。（法 79条）

※期日 平成 26年 1月26日（日） 午後9時 10分から

※場所 延岡市民体育館（延岡市大貫町 1丁目）

なお無投票となった場合の選挙会は、 1月27日（月）午前9時から、市選管事務局

で行います。

6.選挙立会人の届出

候補者は、選挙会（開票）に立ち会う人を、選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承

諾を得て 1名を届け出ることができます。（法 76条）

※届出先 市選管事務局

※ 届出書類 「選挙立会人届出書」、「承諾書j

※ 期 限 平成26年1月23日（木）午後5時まで

7. 当選人の決定

法定得票数を得た者のうち、最多得票を得た者を当選人とします。（法 95条）

大 法定得票数 ＝ 有効投票総数 × 一一一 以上

4 
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第 3 立候補の手続きについて

1 .立候補届出の方法

立候補の届出には、本人届出と本人以外の人が届け出る推薦届出の 2通りがあります。 届出

の方法により、届出書類が異なりますので注意してください。

ここでは、 一般的な本人届出の方法で説明します。

2. 立候補届出書類の予備審査

届出書類に一つでもミスがありますと立候補届出は、受け付けられない場合があります。そ

こで、事前に書類の審査を行います。

※期日 平成 25年 12月 20日（金）

午前9時から午後5時まで

※場所 延岡市選挙管理委員会事務局

（関係書類一式と届出に用いる印鑑を持ってきてください。）

3.届出に必要な書類

①候補者届出書 ②供託証明書 ③宣普書 ④所属党派証明書（無所属の場合は不要）

⑤戸籍謄本文は抄本 ⑥住民票 ⑦通称認定書（通称を使用する人のみ）

③その他関係書類（出納責任者選任届、選挙事務所設置届、常用漢字使用承諾書等）

※供託金額

l, 000, 00 0円

※供託物の返還（令 93条）

0 選挙及び当選の効力が確定した後、返還請求することができる場合

① 得票数が供託物没収点に達する場合

② 無投票当選の場合

③ 選挙の全部が無効となった場合

0 直ちに返還請求することができる場合

① 候補者が投票所を開く 時刻までに死亡した場合

② 当選人の更正決定（法 96条）や繰上補充（法 97条）によって当選人となった

者が別の選挙の候補者であった場合に、当選を辞退する届出をしないことにより、

その別の選挙での候補者を辞退したとみなされたとき

※供託物の没収（法 93条）

① 得票数が供託物没収点に達しないとき

② 立候補を辞退したとき（文は辞退したとみなされたとき）。

③ 候補者の届出が却下されたとき。

※ 供託物の没収点

t 。 ~ ~ ＼）~ ~ 

有効投票総数 × 一一一一一
1 0 

、司七 iνぜい
いい。弓ー
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4. 主な書類の記載例は、別紙のとおりです。

5.立候補の届出

いままで述べてきま した立候補届出の書類等の準備ができたら、いよいよ届出です。なお、

郵便による届出はできませんので、注意してください。

(1） 受付期間 平成 26年 1月19日（日）

(2） 受付時間 午前8時 30分から午後5時まで

(3）受付場所 延岡市社会教育センタ ー2階 研修室5 （ただし、午前 10時からは市選管

事務局）

(4) 受付順序 午前8時30分までに到着した立候補予定者が 2人以上あるときは、「くじJ

で受付の順序を定めます。その後は、到着順に行います。

(5） 印 鑑 立候補届出舎を出すときは、必ず届出舎に使った印鑑をお持ちください。

訂正がある場合などに必要です。

6. 届出書記載事項の変更及び立候補の辞退

立候補届出書に記載した事項に変更が生じたときは、直ちに文書で選挙長に届け出なければ

なりません。また、立候補を辞退する場合も、文書で選挙長に届け出なければなりませんが、

辞退できるのは、立候補届出をしたその日限りですので注意 してください。

7.その他の注意事項

(1) 交付物品及び証明書類の確認について

① 立候補届出が受理されますと、選挙運動用物品や証明書類を交付・しますので、「交付物品

一覧表Jと対照して確認の上、受領印を押してください。

②交付を受けた物品及び証明書類には、候補者の氏名その他必要事項を記入してください。

③物品及び証明書類の交付を受けた後は、再交付されない物品文は証明書がありますので、

紛失、盗難文は棄損しないように保管してください。

④ 交付を受けた物品等は、選挙終了後、すみやかに市選管に返還してください。

(2) 交付物品及び証明書類の使用上の注意について

① 選挙運動用自動車（船舶）の表示板

ア．この表示板は、選挙迎動用 自動車（船舶）の前面の外部から見やすい筒所に取り付け

なければなりません。

イ． 候補者の氏名を記載する場合は、使用中に消えたり薄れたりしないよう使用するイン
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ク文は墨汁に特別の配慮が必要です。

ウ．万一表示板が盗難、紛失又は破損したことによって、再交付を受けようとする場合は、

市選管の定める再交付申請書により、再交付の手続きをとる必要があります。

なお、上記のような事態が盗難文は紛失による場合は、これらの事実に基づいて、所

管の警察署長に届け出たのち、再交付の申請書を提出してください。

また、棄損による場合は、棄損した表示板を申請の際、添えてください。

エ． 自動車や船舶を選挙運動に使用する場合は、この表示板を掲示するとともに、それぞ

れ取締関係法令（道路交通法等）の規制を受けることに注意しなければなりません。

② 選挙運動用拡声機の表示板

ア．この表示板は、主と して選挙運動のために使用される拡芦機の送話口の下部に、常時

掲示しておかねばなりません。

イ．候補者の氏名の記載については、①のイを参照してください。

ウ．再交付の手続きは、①のウを参照してください。

③ 街頭演説用楳旗

ア．この楳旗は、街頭演説を行う場合に、必ずその演説中掲げておかなければなりません。

イ．標旗には、党派、氏名を①のイを参照のうえ記載してください。

ウ．再交付の手続きは、①のウを参照してください。

④ 街頭演説運動員用腕章及び選挙運動自動車乗車（船）用腕章

ア．街頭演説運動員用腕章は 11枚、選挙運動自動車乗車（船）用腕章は4枚交付されます。

街頭演説において従事できる運動員は 15人までで、必ずどちらかの腕章を着用 しなけ

ればなりません。

イ．候補者の氏名の記載については、①のイを参照してください。

ウ．再交付の手続きは、①のウを参照してください。

⑤ 選挙運動用通常葉書

ア．葉書の枚数

選挙運動のために頒布することができる文書図画は、選挙運動用通常葉書に限られて

います。頒布できる通常葉書の枚数は、候補者一人につき 8,000枚です。

イ． 官製薬害の入手と発送

アの通常葉書を入手するには、立候補届出の際に各候補者に交付される候補者用通常

葉書使用証明書 （以下「使用証明書Jという。）を、立候補届出後に、郵便物の配達事務

を取り扱う郵便事業株式会社の営業所に提示して、選挙用の表示がされている官製薬害

の交付を受けます。

通常葉書を発送する場合は、立候補届出の際に交付された選挙運動用通常葉書差出票

（以下「差出票」という。）を添えて、定められた営業所の窓口に差し出すことによって

発送しなければならず、ポス トに直接投入することはできません。また、郵送によらず

使送したり、路上で有権者に手渡すなど、郵送以外の方法で配ることもできません。
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ウ．私製薬書などの使用

立候補前に、あらかじめ官製薬舎や私製薬害を使用して印刷しておくことは差し支え

ありませんが、この場合にも、アの法定枚数の範囲内に限られます。

通常葉書を発送する場合は、 差出票を添えて、使用証明書とともに定められた営業所

の窓口に差し出 し、 営業所ではこれに選挙用の表示をすることになります。

なお、手持ちの官製薬害を用いる場合は、その購入費用は自己負担となります。また、

私製薬書を用いる場合は、その台紙代は自己負担となり、切手代（郵送料）が無料扱い

となります。

ヱ．選挙運動期間は投票日の前日までですから、通常葉書も投票日の前日までに到着しな

ければなりません。あらかじめ十分な猶予期間をおいて差し出すよう注意してください。

オ．交付文は表示を受けた通常葉書で、印刷の誤り文は書き損じ若し くは、楽損したもの

については、その枚数に限って手持ちの通常葉書を使用することができますが、この場

合も選挙用である旨の表示はもちろん受けなければならず、印刷誤り等の葉告は、営業

所において選挙運動期間中保管してもらわなければなりません。

⑤選挙運動用ビラの頒布

－ピラの頒布枚数

市選管に届け出た2種類以内のビラを 16,000枚まで頒布することができます。

（ただし、このビラには、ビラ用証紙の貼付が必要）

⑦新聞広告掲載証明書 、可＼可、

ア．新聞広告掲載証明書（以下「易戦証明書Jという。）を候補者 l人につき 2枚交付しま

す。 l枚の掲載証明書につき 1回新聞広告をすることができますので、選挙運動期間中

2回を限り、一定の寸法 （ウを参照）で選挙運動のための新聞広告ができます。

※ 異なる二つの新聞に広告を掲載しても構いません。

イ．新聞広告掲載の手続きは、掲載証明訟を自分の希望する新聞社へ広告原稿とともに提

出していただければ結構です。

なお、新聞によっては、相当日時の余裕をも って申し込まないと、 自分の希望する箇

所に掲載することができない場合がありますから、早めに掲載j羽田、朝夕刊等の指定を

その新聞社と契約しておく必要があります。

ウ．広告の掲載場所は、記事下、スペースは横9. 6 c m、縦2段組以内と定められ、色

刷りは認められていません。

広告は候補者でなければできませんが、その記事内容は自由であって候補者の写真、

政見等も差し支えありません。ただし、スペースを考えて広告原稿を作成する必要があ

ります。

なお、2人以上の候補者が共同して広告を行うことは、 l人分のスペースの範囲内で

あれば差し支えありません。この場合、回数は各々 l回として計算されます。
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第4 選挙運動について

1 .選挙運動

選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得さ

せるために直接又は間接に行う必要かっ有利な行為」であるといわれています。

2. 選挙運動の期間（法 129条）

(1) 始期 ・・ ・立候補届出が受理されたときから

(2) 終期 ・・・ 投票日の前日の午後 12時まで

ただし、街頭演説や車上での連呼行為は午後8時まで

3. 選挙運動の期間の例外

選挙運動ができるのは、原則として投票日の前日までですが、例外として次のことは、投票

日当日でもできることとなっています。

(1) 投票所を設けた場所の入口から 300メート ル以上離れた所に選挙事務所を設置すること。

（法 132条）

(2) (1）の選挙事務所を表示するために、その場所においてポスター、 立札及び看板の類を全部

で 3以内、ちょうちん l個を掲示すること。

(3) 選挙運動の期間中に適法に掲示した選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと。

（ただし、投票日に貼りかえたり、新たに貼ることはできません。）

＊ 故意に撤去されたような場合は可能

4.選挙運動ではない行為

（法 143条6項）

立候補の準備や選挙運動の準備のための行為は、選挙運動とはみられません。しかし、これ

らの行為が、併せて投票獲得の意図をもって行われるときは、事前運動となります。

＊ 準備運動行為の例

政党の公認を求める行為

文書の作成

事務所の借入れ

出納責任者等選挙運動従事者の交渉 など

5. 選挙運動を行う人についての制限

(1) 選挙事務従事者の選挙運動の禁止（法 135条）

(2) 特定公務員の選挙運動の禁止（法 136条）

(3) 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止（法 136条の 2)

(4) 教育者の地位利用の選挙運動の禁止（法 137条）

(5) 未成年者の選挙運動の禁止（法 137条の2)

(6) 選挙犯罪のために選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止 （法 137条の3)
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6. 選挙運動の方法についての制限

(1) 選挙事務所（法 130条、法 131条、法 134条、令 108条）

設 置 者 候補者 （文は、推薦届出者） 1人につき l筒所

設 置 届 直ちに市選管へ

異 却J 1日1回限り

異 動 届 直ちに市選管へ

掲示できる文書図画 ポスタ ー、立て札、看板の類 ちょうちんの類

規 格 縦 350cm横 lOOcm以内 高さ 85cm直径 45cm以内

数 量 通じて3以内 1個のみ

言己 載 内 廿,...,,. 自由 ＊ただし、選挙事務所を表示する記載内容があること。

(2) 休憩所等の禁止（法 133条）

(3) 戸別訪問の禁止（法 138条）

(4) 署名運動の禁止（法 138条の 2)

(5) 飲食物の提供の禁止（法 139条）

何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をも ってするを問わず飲食物を提供することがで

きません。選挙事務所への酒類の陣中見舞いなども禁止されています。

ただし、例外として次のものは許されます。

① 湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供すること。

② 選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、候補者 l人当た

り、次の制限によって提供する弁当。

－選挙運動期間中に提供すること。

－市選管で定めた弁当量の範囲内であること。

( 1食 1,000円以内、 1日 3,000円以内）

. 315食以内であること。（15人×3食×7日）

－選挙事務所において食事をするために提供する弁当 （選挙運動員及び労務者が携行

するために選挙事務所で提供された弁当を含む。）であること。

(6) 気勢を張る行為の禁止（法 140条）

－自動車を連ね文は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為はできません。

(7) 連呼行為の禁止（法 140条の 2)

連呼行為とは「短時間に一定の文言を連続反復して呼称することJですが、次の場合には

可能です。

① 個人演説会の会場でする場合
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② 街頭演説の場所でする場合

③ 幕開演説の場所でする場合

④ 午前8時から午後81時までの間に、選挙運動用自動車又は船舶の上でその運航中文は

停止中にする場合

＊街頭演説や連呼行為をする場合には、学校や病院等の周辺では静穂を保持するように努め

なければなりません。

(8) 自動車及び船舶の使用（法 141条、令 109条の 3)

i口品 数 自動車 l台文は船舶 1隻

① 乗車定員 10人以下の乗用自動車

使 用できる種類 ② 乗車定員4人以上 10人以下の小型自動車

③ 四輪駆動式の自動車で、車両重量2トン以下のもの

表 刀て 板 前面の見やすい箇所に表示します。

乗 車 人 員 候補者、運転手l人、乗用車腕章をつけた運動員4人まで

掲示できる文書図面 ポスター、 立札、看板の類 ちょうちんの類

規 格 縦 273cm横 73cm以内 高さ85cm直径45cm以内

数 量 制限なし 1個のみ

言己 載 内 F廿，..，・ 自由 自由

選挙運動の方法
停止中に自動車上で、演説することができます。（標旗が必要）

午前8時から午後8時までは自動車上で連呼行為ができます。

(9) 拡声器（携帯用のものを含む）の使用 （法 141条）

使用できる数I1揃（個人演説会では、別に 1揃使用できます。）

表 刀て 板 l見やすい箇所に表示します。（演説会場で使用するものには不要）

(iO）文書図画の頒布（法 142条）

選挙運動のために使用する文書図画は、次の通常薬害及びビラのほかには頒布できません。

枚 数 8,000 * 
通

記載 内容 自由

常 入手方法
候補者用「通常葉書使用証明書」 を郵便事業株式会社に提示し、

葉
選挙用の表示のある葉書を交付してもらいます。

書 出 し 方
「選挙運動通常葉書差出表」を添えて、郵便事業株式会社の窓口

に差し出します。

郵 便 料 無料

枚 数 16,000枚（市選管に届け出た 2種類以内）

ビ 記 i険 内容 自由（頒布責任者及び印刷者の氏名及び、住所を必ず記載）

大 き さ 長さ 29.7cm、幅 21cm(A4版）以内（市選管の交付する証紙を貼付）
フ

頒布方法 新聞折込、選挙事務所内、個人演説会、街頭演説
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(11）ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布（法 142条の 3)

平成 25年4月 法改正

(12）電子メ ールを利用する方法による文書図画の頒布（法 142条の 4)

平成 25年4月 法改正

(13）文書図画の掲示（法 143条）

選挙運動のために使用する文書図画は、次のもののほかは掲示できません。

① 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するもの

掲示できる文書図画 ポスター、立札、看板の類 ちょうちんの類

規 格 縦 350cm横 lOOcm以内 高さ85cm直径45cm以内

数 量 通じて3以内 l個のみ

記 1ま 内 ，廿.,.,., 自由、ただし、選挙事務所を表示する記載内容があること。

② 主として選挙運動のために使用される自動車（船舶）に取り付けて使用するもの

掲示できる文書図画 ポスター、立札、看板の類 ちょうちんの類

規 格 縦 273cm横 73cm以内 高さ 85cm直径 45cm以内

数 量 HilJ限なし l個のみ

記 i成 内 廿H 胃 自由 自由

③ 候補者が使用するもの

掲示できる文書図画 たすき、胸章及び腕章の類

規 格 制限なし

数 主 制限なし

記 載 内 廿H 骨 自由

④ 個人演説会開催中使用するもの

掲示できる文書図画 ポスター、立札、 看板の類 ちょうちんの類

規 格 縦 273cm横 73cm以内 高さ85cm直径 45cm以内

数 ~ 場 内 規格 ・数量とも制限なし 会場内若しくは、会場外のいず

盆 ~』ζ 場 外 会場ごとに通じて 2以内 れかに 1個

記 載 内 H廿唖 掲示責任者の氏名と住所を記載すること。

⑤ 選挙運動用ポスター

規 格 長さ 42cm晦30rn!以閉 h-~ 
掲 刀て 場 所

ポスター掲示場にのみ掲示でき討。ご皆 筒所）

（立候補届出の受理番号と同じ番号の区画に掲示します。）

記 11~ 内 H廿骨

自由（ただし、ポスターの表面には、掲示責任者及び印刷者の住

所・氏名を必ず記放すること。）

投票日の例外
投票日にも、そのまま掲示しておくことができます。

ただし、投票日 に貼りかえたり、新たに貼ることはできません。

(14）掲示が禁止されているもの（法 143条）

選挙運動のためにアドバルーン、ネオンサイン文は電光による表示、スライ ドその他の方
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法による映写の類は禁止されています。

(15）文書図画の頒布文は掲示につき禁止を免れる行為の禁止（法 146条）

① 何人も、選挙運動期間中は、いかなる名義をもってするを問わず、頒布又は掲示の禁

止を免れる行為として、 次のことを表示する文書図画を頒布したり掲示したりすること

はできません。

候補者の氏名又はシンボルマーク ・ 政党その他の政治団体の名称

候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画

② 何人も、選挙運動期間中は、次のことを表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状な

どのあいさつ状を、選挙区内に頒布したり掲示したりすることはできません。

候補者の氏名 ・ 候補者の選挙運動従事者の氏名

政党その他の政治団体の名称

候補者の推薦届出者の氏名

候補者と同一戸籍にある者の氏名

(16）新聞紙、雑誌の報道及び評論の自由 （法 148条）

(17）新聞広告（法 149条）

t昂 i成 手 統 「新聞広告掲載証明書」 を新聞社に提出します。

回 数 2回

t易 載寸 法 生T息~＆ i横9.6cm 縦2段組以内 記事下に限り、色刷りはできません。

広 ＆にニ1 費 用 主魁ー（候補者負担）

(18）選挙運動放送の制限（法 151条の5)

何人も、公職選挙法に規定された場合を除く ほか、放送設備（広告放送設備、共同聴取用設

備、その他有線電気通信設備を含みます。）を使用して選挙運動のために放送したり、放送さ

せたりすることはできません。

(19）個人演説会（法 161条～164条の 2)

開 催 者 候補者だけです。

演 説 者 候補者以外の者も演説できます。

開 ｛佳 回 数 制限なし。

竺 琵 軍 艦 設
開催日の2日前までに、市選管へ届け出ます。

施設 使用時間5時間まで。使用料は同一施設ごとに l回限り無料。

その他の施設 市選管への届出は不要です。使用時間の制限はなし。

掲示できる文書図画 ポスター、 立札、看板の類 ちょうちんの類

規 格 縦 273cm横 73cm以内 高さ85cm直径45cm以内

数量
会場内 規格 ・数量とも制限なし 会場内若しくは会場外の

会場外 会場ごとに通じて 2以内 いずれかに 1個

記載内容 掲示責任者の氏名及び住所を記載すること。

※屋内の演説会場において、選挙運動のために行う映写機等の類による掲示ができるように
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なりました。（平成 25年 4月改正）

(20）他の演説会の禁止（法 164条の2)

選挙運動のためにする演説会は、個人演説会を除くほか、いかなる名義をもってするを間

わず開催することができません。また、候補者以外の者が2人以上の候補者の合同演説会を

開催することも禁止されています。

(21）忽盟車説（法 164条の5～164条の7)

‘際 旗｜市選管が交付する 「街頭演説用標旗」を必ず掲げます。

演説時間｜午前8時から午後81時まで。

従 事 者 I15人まで。必ず市選管が交付する腕章を着けます。

(22）特定の建物及び施設での演説、連呼の制限（法 166条）

次に掲げる施設においては、いかなる名義をもってするを間わず、選挙運動のためにする

演説及び連呼行為は禁止されています。

① 園、地方公共団体が所有し文は管理する建物。（公営住宅は除く ）

ただし、個人演説会の開催中は除く。

② 汽車、電車、乗合自動車、船舶及び停車場その他の鉄道地内

③ 病院、診療所その他の療養施設

(23）選挙期日後の挨拶行為の制限（法 178条）

何人も、選挙の期日後に、当選文は落選に闘し、選挙人に挨拶をする目的をもって次の行

為をすることはできません。

① 選挙人に対して個別訪問すること。

② 自筆の信書及び当選文は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにイ

ンターネット等を利用する方法により頒布される文書図面を除くほか文書・図画を頒布し

又は掲示すること。 （例えば選挙期日後、自身のホームページ等において当選又は落選に関

する挨拶を記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関する挨拶をすることは可

能となりました。平成25年4月改正）

③ 新聞紙又は雑誌を利用すること。

④ 放送設備を利用して放送すること。

⑤ 当選祝賀会その他の集会を開催すること。

⑥ 自動車を連ね、又は隊伍を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすること。

⑦ 当選に関する答礼のため当選人の氏名文は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこ

と。

7. 選挙運動用自動車及び、選挙運動用のポスターの作成並びにビラの作成の公営について

「選挙公営の手引きjにて説明します。
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第5 選挙運動に関する収支及び支出

1 .収入、寄附、支出とは（法 179条）

収入 金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をし｝う。

金銭、物品その他の財産上の利益の供与文は交付、その供与文は交付の約

寄附 東をいう。ただし、党費、会費、その他債務の履行としてなされるものは除

かれる。

支 出
金銭、物品その他の財産上の利益の供与文は交付、その供与又は交付の約

束をいう。

なお、これらの収入、 寄附、支出を通じ 「金銭、物品、その他の財産上の利益」には、花輪、

供花、香典又は祝儀として供与され文は交付されるもの、その他これに類するものも含みます。

2. 出納責任者（法 180条～法 183条）

選挙運動費用の収支について全面的な責任と権限を持つ人が出納責任者です。出納責任者の

選任及び届出は、次のとおりです。

(1) 選任

① 候補者は、出納責任者l人を選任しなければなりません。

② 候補者が自ら出納責任者になり、又は推薦届出者が当該候補者の承諾を得て、出納責

任者を選任したり、自ら出納責任者となることもできます。

(2) 届出

① 出納責任者の選任者（自ら出納責任者となった場合を含む。）は、直ちに出納責任者の

住所、氏名、職業、生年月日及び選任年月日並びに候補者の氏名を文書（出納責任者選

任届）で、市選管に届出なければなりません。

② 推薦届出者が出納責任者を選任した場合には、①の届出書には、その選任について候

補者の承諾を得たことを証する書面を添付しなければなりません。

(3) 解任及び辞任

候補者は、文書で通知することで出納責任者を解任することができます。また、出納責任者は、

文書で候補者に通知することにより辞任することができます。

(4) 出納責任者の異動

出納責任者に異動があった場合、選任者は、「出納責任者異動届Jを提出しなければなりま

せん。なお、（3）による異動については、解任通知又は辞任通知のあったことを証する書面を

添付しなければなりません。

(5) 出納責任者の職務代行とその届出

出納責任者に事故があるとき文は欠けたときは、候補者はその職務を代行する者を選任し、
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届出なければなりません。

3.出納責任者の責務、権限

(1) 支出権限（法 187条）

① 選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができません。ただし、次

の場合は、この限りではありません。

ア．立候補準備のために要する支出をする場合

イ．電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出をする場

ぷk
0 

ウ．出納責任者の文書による承諾を得て支出をする場合

② 立候補準備のために要した支出については、候補者若しくは出納責任者となった者が

支出し、又は他の者が候補者若しくは出納責任者となった者と意思を通じて支出したも

のについては、出納責任者は、その就任後直ちに候補者又は支出者についてその精算を

しなければなりません。

(2) 会計帳簿の備付及び記載（法 185条、 188条、則 22条）

①出納責任者は、会計帳簿を備え付け、候補者のためのすべての選挙運動に関する寄附、

その他の収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。

②出納責任者又は候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、

選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書

その他の支出を証すべき書面を徴さなければなりません。ただし、領収哲・等を徴すること

ができないときはこの限りではありません。

③領収惑を徴したときは、直ちに出納責任者に送付しなければなりません。

4.選挙運動費用の制限

(1) 選挙運動費用の制限（法 194条、 251条の2)

法定の制限額を超えて支出することはできません。これに違反すると当選は無効になり、

連座裁判の確定の日から5年間の立候補制限が科せられます。 ぷ域、
法定制限額＝告示日における選挙人名簿登録者数×81円＋310万円

(2) 出納責任者の支出できる額の確認（法 180条）

出納責任者を選任した者は、自ら出納責任者になった場合を除き、文書（出納支出額最高

協定書）で出納責任者の支出することができる金額の最高額を定め、出納責任者とともに署

名抑印しなければなりません。

(3) 選挙運動に関する支出とみなされないもの（法 197条）

次の支出は、選挙運動に関する支出とはみなされません。

ア．立候補準備のために要した支出で、候補者文は出納責任者となった者のした支出又

はその者と意思を通じてした支出以外のもの

イ．立候補届出後、候補者文は出納責任者と意思を通じでした支出以外のもの
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ウ．候補者が乗用する船車馬等のために要した支出

エ．選挙の期日後において、選挙運動の残務整理のために要した支出

オ．選挙運動に関して支払う国文は地方公共団体の租税（消費税は除く）文は手数料

カ．主として選挙運動のために使用する自動車船舶を使用するために要した支出

(4) 実質弁（賞及び報酬の額（法 197条の2、令 129条）

① 選挙運動に従事する者に対して支給することができる実質弁償並びに選挙運動のため

に使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実質弁償の額は、それぞれ次

の額を超えてはなりません。

ア．選挙運動に従事する者 l人に対して支給することができる実費弁償の額

鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じた旅客運賃等により算出した実費額

船 賃 水路旅行について、路程に応じた旅客運賃等により算出した実費額

車 賃 陸路旅行（鉄道旅行を除く。）について、路程に応じた実費額

宿泊料 1夜につき（食事料2食分を含む。） 12,000円以内

弁当料 l食につき 1,000円以内 1日につき 3,000円以内

茶菓料 1日につき 500円以内

イ．選挙運動のために使用する労務者 l人に対して支給することができる報酬の額は、次

のとおりです。

基本 日 額 j10,000円以内

超過勤務手当 I1日につき基本日額の5割以内

ウ．選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、

次のとおりです。

鉄道賃、船賃及び車賃 I7. に同じ

宿泊料（食事料は含まない。） I i夜につき 10,000円以内

② 選挙運動に従事する者や選挙運動のために使用する労務者に対レ法 139条により弁当

を提供した場合には、その者に支給することができる弁当料の額文は報酬の基本額は、

前記①の弁当料の額文は報酬の基本日額から提供した弁当の実質に相当する額を差し引

いた額です。

③ 選挙運動に従事する者のうち、選挙運動のために使用する事務員、専ら車上における

選挙運動のために使用する者（いわゆるウグイス嬢等の車上運動員）及び専ら手話通訳

のために使用する者（手話通訳者）については、あらかじめ文書（選挙運動員等届出書）

で市選管に届出た者に限り、実費弁償の他に次により報酬も支給できます。

（次ページに記載）
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選挙運動のために使用する
1日につき 10,000円以内

事務員
（ただし、超過勤務手当は支給

できない。）
一一…報 酬 の ’傾

1日につき 15,000円以内

車上運動員、手話通訳者 （ただし、超過勤務手当は支給

できない。）

報酬を支給できる期間
立候補の届出後、選挙運動員等を文書で、届け出たときから

選挙の期日の前日までの間

候補者 1人につき、 1日12人以内。ただし、選挙運動期間
報酬を支給できる人数

を通じて 60人以内で異なる者に支給できます。
（令 129条3項）

いずれも市選管に届け出た者に限ります。

5. 収支報告書の提出など

(1) 提出期限（法 189条）

選挙の期日から 15日以内

①第l回目 平成 26年 2月 10日（月）までに提出しなければなりません。

②第2回目以降 第 l回目の報告書提出後になされた収入 ・支出について、その収入・

支出がなされた日から 7日以内に提出しなければなりません。

(2）報告書記入の際の注意事項

》キy.:... 与のii＇），♂

① 収入について

・1万円を超える寄附については、1件ごとに記載すること。

・無償提供（労務、資材、事務所等）については、時価に換算して寄附として計上すること。

※運動員や家族が、一時的に労務の無償提供を行ったような場合は計上する必要はありま

せん0

・「参考」の欄には、公費負担相当額（ポスター及びビラの作成政）を記入すること。

※ ポスター及びビラの作成政の公賀負担相当額は収入として計上する必要はありません。

②支出について

－無償提供による寄附については、支出としても計上すること。

－ポスターの作成費用は、公民負担も含めて支出に計上すること0

．選挙運動用自動車に要した経費は支出に計上しないこと。

※運転手の報酬、超過勤務手当、食事代についても計上する必要はありません。

－事故や破損による復旧費や、印刷物の失敗分は計上しないこと。

※収支報告は、本来必要となるべき経費の報告であるためです。

・個人演説会で公営施設使用の場合の組負担分は立よお必要はありません。
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候補者に支給する物品 ・証明書など一覧表

番 号 種 類 数量

選挙運動用自動車（船舶）の表示板 l枚

2 選挙運動用拡声器の表示板 1枚

3 街頭演説用標旗 1枚

4 街頭演説用腕章 11枚

5 乗車（乗船）用腕章 4枚

6 選挙運動用通常葉書使用証明書 1枚

7 選挙郵便差出票 40枚

8 新聞広告掲載証明書 2枚

9 ビラの証紙 16,000枚

主要届出一覧表

届 出 事 項 届 出 期 ｜根

選 挙 立会人となるべき者の届出 平成26年 1月 23日（木）まで

立候補届 出 事項の変更届出 変更したときは直ちに

立 ｛侯 補 の 辞 退 の 届 出 告示日 （1月 19日）

選挙事務所の設置届 出 設置したときは直ちに

選挙事務所の異動届 出 異動したときは直ちに

個 人 演 説会（公営施設）の開催申込 開催日の2日前まで ーで

出 1咽 責 イ壬 者 選 任 届 選任したときは直ちに

出 1拘 責 任 者 異 動 届 異動があったときは直ちに

選 挙 運 動 員 等 届 出 あらかじめ（立候補届出の日）

収支報 告 書 の提出期限 平成 26年 2月 10日

出納責任者職務代行届 代行を始めたときは直ちに

出納責任者職務代行終了届 代行を終了したときは直ちに
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個人演説会公営指定施設会場一覧表

※公ftil!選挙法第161条 1I頁1号 ［学絞及び公民館〕

－学校等（学校教育法第1条に規定する延岡市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学授、大学）

．公民館（社会教育法第21条に規定する公民館）

施設名 館設所在地

社会毅育センター 延岡市本小路39蓄地1

延岡市北浦公民館 延岡市北浦町古江1947-1

※公蛾選挙法第 16 1条 1項2号〔地方公共団体の管理する公会堂】

施設名 施設所在地 連絡先

延岡総合文化センター 延岡市東浜砂町611醤i自2 22-1855 

野口記念館 延岡市東本小路11 9番地1 22-1855 

カルチャープラザのべおか 延岡市本小ia39雷it!l1 34-6549 

内線記念館 延岡市天神小路255番他1 34-6437 

北方文化センター 延岡市北方町川水流卯695 47-3600 

※公蛾選挙法第161条 1項3号【市町村選管の指定する施段〕

施段名 施設所在地 管理者 連絡先

延岡市ーヶ悶コミュニティセンター 延岡市南ーヶ岡2丁目 17番 1号 延岡市 37-8655 

延岡市恒富南コミュニティセンター 延岡市緑ヶ.fi.5丁目 1m16号 延岡市 28-2700 

延岡市東海コミュニティセンター 延岡市大門町799番i也 延悶市 26-3100 

延岡市川中コミュニティセンター 延岡市悩小路360番地2 延岡市 23-7012 

延岡市岡富コミュニティセンター 延岡市幸町2丁目 125番地 延岡市 26-7588 

延岡市南方東コミュニティセンター 延岡市西階町1丁目4183醤i白1 延岡市 40-6070 

延岡市北川コミュ二ティセンター 延岡市北川町川内名7250番地 延岡市 46-5010 

F草野地区多目的研修集会施設 延岡市1湾野町2550 関野町区長佐1草認ハ 38-0264 

庖浜教育集会所 延岡市担富浜町2丁目1855-3 社会教育課 22-7032 

高千穂通り主主育集会所 延岡市高千穏通3855-7 社会教育課 22-7032 

教育センタ－Jg浜公民館 延岡市lg浜町2丁目1884-1 鹿浜2区長 B高 隆Jjlリ 31-0181 

ささめ毅育祭会所 延岡市庖浜町4丁目1725-17 社会教育課 22-7032 

南浦it!!区基幹築港センター 延岡市熊野江町1g16雷地 限野江町区長重野良夫 43-0509 

昆~］浦島関発総合センター 延岡市島浦町745醤it!l1 島野漏区長長野宗裕 43-1050 

延岡市北方コミュニティセンター 延岡市北方町川水流卯682 北方町地I妥鍍興課 47-3600 

延岡市北方中部地区集活センター 延岡市北方町川水流卯1392-1 川水流区長嶋怠秀美 47-3229 

級生活改善センター 延岡市北方町早上巳1662-1 甲斐元子 48-0427 

三極生活改善センター 延岡市北方町仮上成435 坂下区長甲斐利幸 44-1216 

領峰生活改醤センター 延岡市北方町線峰宋503-1 棟続区長符上成久 48-0156 

延岡市北方包子健康センター 延岡市北方町二股亥514-20 ＝股区長甲斐俗信 31-0373 

下鹿川林業者健康111?進周建物 延岡市北方町下鹿川申214-1 下鹿川区長小長優二 48-0137 

延岡市北方動労者体育センター 延岡市北方町川水流卯95番地1 E同市田町墨昌室 Jtl'Hll再It 47-3606 

阿蘇漁村センター 延岡市北浦町古江3188m1也37 向車E区長沼野初Et 45-2731 
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飽段名

直海漁村センター

下I家集会所

北浦町生活改醤センター

延岡市北浦漁業センター

自然休震村センタ一清流在

宮野；満生活飽

延岡市北浦体育館

北川多目的研修集会施股

北川者人福祉ag

北川町下録集会所

草草案笠jき政包センター

潟口集会所

深瀬集会所

白石生活改~センター

深崎集会所

主芳、集会所

家回生活改醤センター

川坂包子健康センター

長井健康i省進センター

俵野営震研修センター

総瀬集会所

八戸コミュニティセンター

下赤集会所

飛石集会所

ホタルの館

大崩研修練

延岡市北川体育館

施~所在地 官理者 連絡先

延岡市北浦町市娠3790雷11!!24 巳濁区畏宮崎伊三n 45-3171 

近岡市北浦町三川内5422窃11!!1 下l軍区長甲斐信也 42-1376 

延岡市北浦町芭江2473密地1 ~柑区民 :A図 !Illロ 45-2688 

延岡市北浦町市銀556密地22 j~澗町水!QR綜餓 45-4236 

延岡市北浦町三川内5681窃1也 j~浦町水産R事事1% 45-4236 

延岡市北浦町宮里子浦478窃地 宮野滴区畏山O !Bニ 45-3472 

延岡市北浦町古江1930醤地 ！；！~m1ur置島由 ltl41Ulll 45-3040 

延岡市北川町川内名7250醤i白 北川町地Ill痕興院 46-5010 

延岡市北川町川内名7226替地の2 延岡市往会ISi比四』盟会 46・2123

延岡市北川町川内名1227替地 下lj区畏矢野茂 49-1032 

延岡市北川町川内名1992醤地乙の1 ’Ul区長児玉 1曹文 49・1261

延岡市北川町川内名5029雪地T 刻ロ区畏 F手本包代治 46-3793 

延岡市北川町川内名5698fil1白6 深刻区畏芭図書古総 46-2186 

延岡市北川町川内名7453t意地24 白石区長谷線容 46-3714 

延岡市北川町川内名8497~H白 深悶区袋小野正勝 46-2665 

延伺市北川町川内包9862 よUj.区畏小野錫怒 46-3519 

延岡市北川町長井1547醤i也 草壁図区長元；胃白1曹 46・2050

延岡市北川町長井3964醤i也 川J&区m安B mt事 46-3247 

延岡市北川町長井5453醤i白 本初区長総本延命 46-2465 

延崎市北川町長井6565番11!!2 俄野区長夏回殴鱒 46-2479 

延岡市北川町川内名1865醤i也1 総理1区銀安8D 多都三 49-1159 

延岡市北川町川内名8601の1 八戸区畏小野宮？.ll 46-2357 

延岡市北川町川内名9545醤11!!3 下Uj.区畏矢野＊Lt 46-3601 

延岡市北川町長井5144醤！I!!の1 飛石区長良野孝利 46・2708

延岡市北川町川内名7330醤11!! 保式盆干I遣の駅北川鼠ゆま 24-6022 

延岡市北川町川内名1045n!U也1 祝子川区銀伊崎筒利 080毛40Cト1158

延岡市北川町川内名7330窃i自 匝同訓防白珊墨画宜 2υlllll’Ill 46-2017 

管理者の氏名、連絡先l孟平成25年11月25日現在

H25.11.28作成
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不在者投票指定施設一覧表

番号 施 設 名 所 在 地 電 話 指定年月日

県立延岡病院 延岡市新小路2丁目 1-1 0 32-6181 昭和 26年 3月 27臼

一一一一怜・ー岨＿＿，.””ー”・崎明白骨．一一 白白

2 医療法人伸和会共立病院 延岡市中川原町3丁目 42 33-3268 昭和 30年 3月 29日

一一一一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一ー一一一一一一ーーーー’・ー・・・・ー．．，世句唱F・..・－’『’・ーー－－－－・ーー圃

3 医療法人康仁会 谷村病院 延岡市北小路 10-2 33-3024 昭和 30年 3月 29日

4 医療法人中心会野村病院 延岡市出北5丁目 4-26 21-2213 昭和 43年 5月 23日

5 
財団法人潤和リ/Iピリテ－y3／掻興財団

延岡市長浜町1丁目 1777 32-2211 昭和61年 6月 22貝
延岡リハピリテーション病院

6 医療法人悠生会吉田病院 延岡市松原町4丁目 ss・5o 37-0126 昭和 62年 2月 16日

7 医療法人隆誠会 延岡保護国 延岡市緑ケ丘5丁目 14番30 33-6396 昭和 62年 2月 16日

一 一一 一 一一
8 

社団法人延岡市医師会 延岡市出北6丁目 1621 21-1302 昭和 62年 2月 16日
延岡市医師会病院

ドー司札 一一一一一一一一一． 一一一…一一一 一一一 一 一 一 一
9 医療法人嘉梓会 岡村病院 延岡市平原町1丁目 1389-1 21・5353 昭和 62年2月 16日

一一一ー 一
10 早田病院 延岡市高千穂通3748ー1 33-5577 平成元年 5月23日

一
11 医療法人久成会 平国東九州病院 延岡市伊形町4791番地 37・5959 平成 8年 .12月 16日

12 医療法人社団杉杏会 杉本病院 延岡市＝ツ瀬町1丁目 11 -5 33・2626 平成 10年 3月 27日
－．．． 

13 黒木病院 延岡市北小路 14-1 21・6381 平成 15年 3月 14日

14 医介療護法老人人博保生健会施設 エクセルライフ
延岡市大貫町 1丁目 2850-1 32目 1550 平成 9年 12月 16日

医療法人久E覧会
~一ーーーーーーーーー・『ι ー・ー一一 由一一一

15 
介護老人保健施設 トトロみのる因

延岡市鯛名町422-9 37-3336 平成 10年 5月 20日

医療法人隆誠会
16 介護老人保健施設 マイ・グリーンヒ）［，

延岡市緑ケ丘5丁目 2-22 32-8333 平成 10年 12月 18日

17 医療法人千保隆健施会
，介護老人 設盤邑苑

延岡市北川町川内名7055-2 46-2295 平成 ・10年 2月 16日

18 延岡市整護老人ホーム 若葉荘 延岡市若葉町1丁目 2734 21-2127 昭和 49年 5月 17日

19 
社会福祉法人みのり会

延岡市岡元町.630-1 38・0306 昭和 57年 10月 78 特別養護老人ホーム みのり困

社会福祉法人康生会
ト・ーーーーーー『ー

20 
特別養護老人ホーム 水明荘

延岡市鯛名町908-1 37-2286 平成 2年 10月 3日

社会福祉法人ニツ薬会
一一一一 一一 一一一一一

21 
特別養護老人ホーム 楓荘

延岡市無鹿町1丁目2031-5 33・8572 平成 8年 10月 10日

一 一－ー ・・－早－－司，－・－ーーー－
22 特別聾護老人ホーム ひえいの郷 延岡市北方町川水流卯 1810-86 47-2266 昭和 62年 5月 11日

23 
社会福祉法人ふれあい福祉会

延岡市沖回町2240-1 35-0005 平成 9年 12月 16日特別聾護老人ホーム ふれあいの里

社会福祉法人康生会 一
24 

特別聾護老人ホーム敬寿国
延岡市昭和町3丁目9-3 23-1655 平成 15年 3月 14日

株式会社11t11隆
25 

有料老人ホーム こみちの杜
延岡市北小路8-7 26-5117 平成 15年 10月 10日

社会福祉法人千寿会
一一 一

26 特別聾護老人ホーム 千寿国
延岡市北浦町古江2693 45・3737 平成 16年 11月29日

社特会別福聾祉護法老人豊寿会
一一一一一－－ 一一一 一一 一一一

27 
人ホーム きたがわ荘

延岡市北川町長井556 5.-8 46-3065 平成 7年 2月 14日

28 
社会福祉法人ニツ薬会

延岡市無鹿町1.丁目 2031-4 21-3313 昭和 54年 6月28日障害者支援施設 もみじの里

29 延岡拘置支所 延岡市桜小路338-7 21-2066 

30 延岡警察署 延岡市愛宕町3丁目 143-2 22-0110 

（休止中）八回病院 延岡市柳沢町2丁目 1-5 33-2407 昭和 29年 10月 5日

20 


