御代田町議会議員一般選挙が行われます
日程 告示日（立候補受付） ９ 月７ 日（火）
投票日（選挙期日） ９ 月 日（日）
※立候補予定者説明会（ ８月中旬）
、立候補届出書類事前審査（ ８月下旬）の日程等
は、順次お知らせします。

立候補の要件
◦日本国民であること
◦選挙期日において満 歳以上であること
◦御代田町議会議員一般選挙の選挙権を有していること
◦９月６日時点で、御代田町に引き続き３カ月以上住所があ
る方（ 令和３年６月４日（ 金）までに転入届の済んでいる方）
なお、禁固以上の刑に処せられその刑の執行中の者など、
一定の
事項に該当する場合は、被選挙権がありません。

9月12日㈰

供託金制度
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②～⑥については、町の選挙における
立候補に係る環境改善のため、今回の選
挙から導入される制度です。一方で、次
の「 供託金制度」も導入されます。

御代田町
選挙
議会議員一般
15

選挙運動に係る経費の公費負担制度

50

投票日

問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 （
）
3128

32

新たに着任された先生方、未来を担う子どもたちをどうぞよろしくお願いします。
今までお世話になった先生方、ありがとうございました。
新しい先生をお迎えして新年度がスタートしました。
◎校長 ○教頭

学 校 だ より

12

立候補するには、 万円の供託金を納
める必要があります。
供託金は、一定の得票数（ 平成 年同
選挙の例では 票）を満たせば、請求に
より、払い戻しされます。
詳しくは、町ホームページをご覧くだ
さい。
53
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経費の一部は、公費で負担されます。
①選挙運動用はがき
800枚及び郵送料
②選挙運動用 自動車借り上げ料
15，800円／日（ 最大５日分）
③選挙運動用 自動車の燃料代
7，560円／日（ 最大５日分）
④選挙運動用 自動車運転手の雇用
12，500円／日（ 最大５日分）
※一般運送契約（ ②〜④一括契約）の場合
64，500円／日（ 最大５日分）
⑤選挙運動用 ポスター作成費
，400円／枚（ 最大 枚）
⑥選挙運動用 ビラ作成費
7・51円／枚（ 最大1，600枚）
1

令和 2 年 11 月 29日、高専ロボコン初のオンライン開催となった、第 33 回アイデア対決・全国高等専門学校ロボッ
トコンテスト2020 で特別賞を受賞した長野工業高等専門学校の学生が御代田町を表敬訪問しました。特別賞を受賞
したロボットは「信州・御代田龍神まつり」
の龍の舞をモチーフにしており、龍の舞を再現した実演を披露しました。
特に「龍の造形に力を入れた」とのことで、龍の舞保存会から実物と同じ生地や素材、塗料を調べ、製作するな
ど細部にこだわり忠実に再現されています。コロナ禍でロボットの組立てを各自の自宅で分担するなど例年とは
異なる状況に対応しながら、製作を進めたそうです。特別賞を受賞したロボットは役場 1 階町民ホールに展示し
ていますので、ぜひ一度実物をご覧ください。

他の学校から異動・新規採用された先生

（ 前任校等）
白鳥 郷史（ 東信教育事務所）◎
吉沢 愛美（ 飯山市立東小）
角田 健史（ 佐久市立臼田小）
小林久美子（ 長野県小諸養護学校）
小林 全子（ 小諸市立美南ガ丘小）
依田 拓也（ 立科町立立科小）
宮川
葵（ 新規採用）
髙橋 洋輔（ 新規採用）
御代田中学校

（ 前任校等）
内山 裕史（ 新規採用）
和田 寛子（ 新規採用）
楠 和香子（ 佐久穂町立佐久穂小）
渡辺 裕也（ 佐久市立臼田小）
土屋久仁子（ 御代田町立御代田北小）
大塚 千春（ 御代田町立御代田北小）
岡部奈津美（ 新規採用）

御代田南小学校

御代田北小学校
木下
中村
井出
鮫島
勝見
土屋

藤松
土屋
荒井
塩川
中澤
松平
赤澤
天野
屋代

（ 転任校等）
隆雄（ 長野市立西部中）〇
泰生（ 松本市立松島中）
好貴（ 長野市立東部中）
和仁（ 小諸市立小諸東中）
勝（ 小諸市立小諸東中）
珠美（ 川上村立川上中）
南美（ 山形県鶴岡市立羽黒中）
光子（ 退職）
悦子（ 退職）

御代田中学校

古川
甲田
北沢

（ 転任校等）
丸山美由起（ 小諸市立美南ガ丘小）
（ 小諸市立坂の上小学校）
幸助（ 軽井沢町立軽井沢中部小）
祐子（ 退職）
洋子（ 退職）

（ 前任校等）
智宏（ 東信教育事務所）〇
仁美（ 須坂市立常盤中）
徹（ 上田市立第四中）
道代（ 兵庫県立加古川南高）
悠佑（ 新規採用）
敏子（ 新規採用）

（ 前任校等）
宮下 寿洋（ 長野県上田養護学校）〇
栁澤 智江（ 佐久市立高瀬小）
鷹野 智恵（ 佐久市立中込小）
新美 俊介（ 王滝村立王滝小）
牛谷 仁美（ 新規採用）
小清水千代恵（ 新規採用）
鈴木 聖子（ 新規採用）

他の学校へ異動・退職された先生
御代田南小学校
（ 転任校等）
土屋
剛（ 小諸市立東小）◎
岡嶋 美咲（ 松本市立鎌田小）
佐藤 大暉（ 飯田市立伊賀良小）
高見澤亜也（ 佐久市立佐久城山小）
渡辺 浩幸（ 立科町立立科小）
畠山 美保（ 佐久市立岸野小）
御代田北小学校
（ 転任校等）
山﨑 伸一（ 小川村立小川中）〇
上倉 一晃（ 川上村立川上第一小）
依田 裕子（ 佐久市立平根小）
土屋久仁子（ 御代田町立御代田南小）
大塚 千春（ 御代田町立御代田南小）
青木
要（ 退職）
八木
梓（ 長和町立和田小）
林
奈南（ 退職）

（ 敬称略）
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JA 佐久浅間さまから北小学校、南小学校の新入学児
童 136 名分の交通安全傘を寄付していただきました。こ
の交通安全傘の寄付は 20 年以上続けられています。JA
佐久浅間御代田支所塩川支所長は「この傘を使って、安
全に学校へ通ってほしい」と話しました。ご善意ありが
とうございます。

～JA佐久浅間様から
新入学児童に交通安全傘の寄付～
３月 11 日（役場）

寄 付御礼

3 月 23 日（役場）
～長野高専表敬訪問〜
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