
■内容現在：平成31年1月23日
■公職選挙法の改正（地方議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁等）を反映
■「公職選挙法」「公職選挙法施行令」を上下二段対照方式で登載
■「公職選挙法」には〔参照〕として関係法令の条項数を収録

選挙制度研究会  編・A5判・約2,400頁　　定価　本体5,800円+税

公職選挙法令集　平成三十一年版

平成31年

第一法規の選挙関連図書のご案内

内容見本

法

施行令

東京都港区南青山2‒11‒17　〒107‒8560
http://www.dai ichihoki .co. jp

Tel . 0120‒203‒694
Fax. 0120‒302‒640
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平成31年3月上旬
発刊！！

委任規定がすぐわかる
上下2段対照方式

〔参照〕には関係法令の条項と内容を示す「見出し」つき

■内容現在：平成31年1月23日
■公職選挙法の改正（地方議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁等）を反映
■「公職選挙法」「公職選挙法施行令」を上下二段対照方式で登載
■「公職選挙法」には〔参照〕として関係法令の条項数を収録

選挙制度研究会  編・A5判・約2,400頁　 定価　本体5,800円+税

公職選挙法令集 平成三十一年版

第一法規の選挙関連図書のご案内

内容見本

法

施行令

東京都港区南青山2‒11‒17 〒107‒8560
http://www.dai ichihoki .co. jp

Tel . 0120‒203‒694
Fax. 0120‒302‒640

平成31年3月上旬
発刊！！

委任規定がすぐわかる
上下2段対照方式

〔参照〕には関係法令の条項と内容を示す「見出し」つき



地方選挙における投票事務チェックノート（平成31年改訂版）
選挙管理研究会  編・B5判・約100頁　　定価　本体400円+税
■地方選挙を実施するにあたり、投票管理者や
投票立会人、投票事務従事者の心がまえをは
じめ、投票事務に必須の事項について説明
■期日前から投票当日・終了まで、各段階での
注意点、確認事項をチェックできる、ノート
タイプの選挙事務従事者必携書

Q&A解説インターネット選挙 公職選挙法改正のポイント

■ネット選挙に関する公職選挙法改正のポイントを、精選した100問のQ&Aで解説し
ました。
■内容：改正法のあらまし／ネット選挙解禁の内容／誹謗中傷・なりすまし対策　等

第一法規  編・A5判・112頁　　定価　本体1,300円+税
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４　投票管理者の確認事項

⑴　投票前日まで

事　　　　　　項 確　　　　認　　　　項　　　　目 確認欄 根拠法令

担当する投票所を確認

したか

①　自らが管理者となる投票所の名称，位置等を
確認したか

②　投票所を開く時刻と閉じる時刻は法定どおり
か（午前７時から午後８時まで）。時刻の繰上げ
や繰下げはないか

法40

③　自らが管理者となる投票所は，指定投票区や
指定関係投票区の投票所であるか確認したか

法37⑦

令26

選管と十分打合せをし
たか

①　選管が行う事務打合会に出席し，投票事務全
般についてよく研究したか（出席しなかったと
きは選管と十分協議を終えているか）

②　疑問の点については，そのつど選管と事前打
合せをしてあるか

事務従事者の把握はで
きているか，事務分担，
内容等について打合せ
をしたか

①　選管の選任した事務従事者と連絡をとってそ
の人員，住所，氏名等をよく把握したか

②　各係の編成とその事務分担は決まっているか

③　事務従事者の心がまえ，各係の事務内容，注
意すべき事項等について各事務従事者と検討
（打合せ）を済ませたか

④　当日遅参のないよう注意したか

⑤　当日，事務従事者がそろわない場合の対策は
できているか

投票所の下見と事前打
合せをしたか

①　あらかじめ投票所の下見をすると同時に，施
設の使用方法，設備，器具の借用等について施
設の管理者と打合せをして協力を要請したか

②　投票所内の設備，配置等について，あらかじ
め見取図を書いて検討をしたか

③　その結果，設備，配置その他事前に選管と打
合せをしておいた方がよいと思われることがあ
る場合，その打合せを済ませたか

投票立会人の選任通知
を受けているか

選管から投票立会人の住所，氏名，党派別の通知
を受けているか

令27

◎政見放送をYouTubeにアップすることはできますか？
◎メール配信代行業者を利用して選挙運動用電子メールの送信をすることができますか？
など、ネット選挙への対応の疑問を具体的に解説

〔Qの例〕

キ　リ　ト　リ　線

部署名 □公用
□私用

　　　　　―　　　　　　―　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

選挙法令（31）
投票・衆（31）
QAネット選挙

（065474）
（065565）
（029637）2019.2 SE

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規 検　索詳 細・お申し込みはコチラ

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送り
ください。

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料
サービスといたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては 代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。
＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送
業者に現金でお支払いください。その際、クレジットカードは
ご利用いただけません。10万円以下の場合、600円+税

お客様の個人情報の
取扱いについて

平成　　　　年　　　　月　　　　日

書　　　　名 価格 部数

Q&A解説インターネット選挙 公職選挙法改正のポイント

公職選挙法令集　平成三十一年版 定価6,264円（本体5,800円）

定価1,404円（本体1,300円）

［065474］

［029637］

部

地方選挙における投票事務チェックノート（平成31年改訂版） 定価　432円（本体　400円）［065565］ 部

部
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