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法…公職選挙法 

令…公職選挙法施行令 

 

【ア行】 

一般選挙一般選挙一般選挙一般選挙〔法〔法〔法〔法 33333333〕〕〕〕    

地方公共団体（都道府県や市区町村）の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了（４年）

だけでなく議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員又は当選人がす

べていなくなった場合も含まれる。 

 

【カ行】 

開票管理者開票管理者開票管理者開票管理者〔法〔法〔法〔法 61616161〕〕〕〕    

選挙ごとに置かれ、その選挙に関する事務（投票の点検、投票の効力の決定、開票結

果の報告、開票録の作成、開票所の取り締まりなど）を行う。開票管理者は、その選挙

の選挙権を持つ者の中から市区町村の選挙管理委員会が選任する。 

 

開票区開票区開票区開票区〔法〔法〔法〔法 18181818〕〕〕〕    

選挙の開票を行うために決められた一定の区域。原則として市区町村の区域とされ、

一つの開票区に一つの開票所が設けられる。（市区町村の中に複数の選挙区がある場合

は、この選挙区が区域となる。） 

 

開票立会人開票立会人開票立会人開票立会人〔法〔法〔法〔法 62626262〕〕〕〕    

開票手続きの立会い、開票管理者が行う投票の効力の決定に際して意見陳述などを行

う。その選挙の候補者や名簿届出政党等が各開票区の選挙人名簿の中から本人の承諾を

得て１人を定め、市区町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。届出が１０人を

超えたときはくじにより１０人にし、３人に満たない場合は、市区町村の選挙管理委員

会が選挙人名簿に登録された者から３人になるまで、補充選任する。 

同じ政党の候補者から届出のあった者が３人以上あるときは、その中から２人をくじ

で決め、残りの人は開票立会人になれない。 

 

記号式投票記号式投票記号式投票記号式投票〔法〔法〔法〔法 46464646 のののの 2222〕〕〕〕    

あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて投票箱に入れる投

票のこと。地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により採用できる。 

 



期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票〔法〔法〔法〔法 48484848 のののの 2222〕〕〕〕    

投票日当日に投票所に行けない人が、投票日前に選挙人名簿登録地の市区町村で投票

する制度のこと。投票用紙は直接、投票箱に入れることができる。 

平成１５年１２月１日から設けられた制度。「きじつぜんとうひょう」（総務省）と読

むが、マスメディアによっては「きじつまえとうひょう」と読まれることもある。 

    

供託供託供託供託〔法〔法〔法〔法 92929292〕〕〕〕    

立候補の届出の際に候補者や政党等が現金や国債を預ける制度。得票数が法律で定め

られた数に達しない場合は、全額（衆議院、参議院の比例代表選挙では全額又は一部）

が没収される。供託する額は、選挙により異なり、政令都市以外の長は１００万円、政

令都市以外の市の議会の議員は３０万円などどなっている。（町村議会議員に供託制度

はない。） 

 

経歴放送経歴放送経歴放送経歴放送〔法〔法〔法〔法 151151151151〕〕〕〕    

テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介する。衆

議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。 

 

公示と告示公示と告示公示と告示公示と告示〔法〔法〔法〔法 31313131・・・・32323232・・・・33333333・・・・33333333 のののの 2222〕〕〕〕    

どちらも選挙期日を告知することをいう。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と

承認によって行うものであり、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみで行われ

る。それ以外の選挙については告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会

等によって行われるので、国政選挙であっても、補欠選挙等については告示となる。 

 

拘束式名簿拘束式名簿拘束式名簿拘束式名簿〔法〔法〔法〔法 95959595 のののの 2222〕〕〕〕    

比例代表選挙の一つの方式で、政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人とな

るべき順位が付けられている。衆議院の比例代表選挙で採用されている。 

 

候補者名簿候補者名簿候補者名簿候補者名簿    

衆議院、参議院の比例代表選挙で、一定の要件を満たした政党等が、候補者等の氏名

を記し、届け出た名簿のこと。 

 

【サ行】 

在外選挙人名簿在外選挙人名簿在外選挙人名簿在外選挙人名簿〔法〔法〔法〔法 30303030 のののの 2222〕〕〕〕    

外国に住んでいる日本の有権者で、衆議院議員、参議院議員の選挙に投票を希望する

人を登録する選挙人名簿。登録されるには、海外居住期間などの一定の資格が必要で、

在外公館で申請をする必要がある。 



在外投票在外投票在外投票在外投票〔法〔法〔法〔法 49494949 のののの 2222〕〕〕〕    

海外に住む有権者が、衆議院、参議院の選挙に投票できる「在外選挙制度」による投

票のこと。投票するためには、在外選挙人名簿に登録されることが必要であり、本人が

申請し在外選挙人証の交付を受けなければならない。投票の方法は、国外で行う場合は、

在外公館投票、郵便投票があり、帰国した場合には、投票日当日に投票所でする投票や

期日前投票、不在者投票がある。 

 

最高裁判所裁判官国民審査最高裁判所裁判官国民審査最高裁判所裁判官国民審査最高裁判所裁判官国民審査〔最高裁判所〔最高裁判所〔最高裁判所〔最高裁判所裁判官裁判官裁判官裁判官国民審査法〕国民審査法〕国民審査法〕国民審査法〕    

最高裁判所の裁判官を辞めさせるかどうかを国民が審査する制度。衆議院議員総選挙

に合わせて投票が行われる。最高裁判所の裁判官のうち、その任命後初めて衆議院議員

総選挙が行われる者と、前回の審査期日から１０年を経過した後初めて衆議院議員総選

挙が行われる者が対象となる。 

 

再選挙再選挙再選挙再選挙〔法〔法〔法〔法 33333333 のののの 2222・・・・34343434〕〕〕〕    

選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選無効があった場合

などに当選人の不足を補う選挙。 

 

資金管理団体資金管理団体資金管理団体資金管理団体〔政治資金規正法〔政治資金規正法〔政治資金規正法〔政治資金規正法 19191919〕〕〕〕    

その他の政治団体（政党、政治資金団体以外の政治団体）のうち、公職の候補者が自

ら代表者である政治団体のうちから一つの政治団体を、その者のために政治資金の拠出

を受けるべき政治団体として指定したもの。 

 

自書式投票自書式投票自書式投票自書式投票〔法〔法〔法〔法 46464646〕〕〕〕    

投票者本人が自分で候補者や政党等の名前を書いて投票箱に入れる投票のこと。 

 

事前運動事前運動事前運動事前運動〔法〔法〔法〔法 129129129129〕〕〕〕    

選挙運動期間に入る前に行われる投票依頼などで、罰則をもって禁止される。 

 

収支報告書収支報告書収支報告書収支報告書〔法〔法〔法〔法 189189189189〕〔政治資金規正法〕〔政治資金規正法〕〔政治資金規正法〕〔政治資金規正法 12121212〕〕〕〕    

選挙運動費用の収支報告書と政治団体の収支報告書がある。選挙運動費用の収支報告

書は、候補者の選挙運動に関する収入及び支出について、選挙後にその選挙に関する事

務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならないもの。 

〔選挙の期日から１５日以内、精算後は収入並びに支出がなされた日から７日以内〕 

政治団体の収支報告書は、政党その他の政治団体について、その年における収入及び

支出などを、毎年、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない

もの。〔毎年１２月３１日現在で、翌年３月末まで（国会議員関係政治団体は翌年５月



末まで）〕 

いずれも、その要旨は公表され、収支報告書は閲覧の対象となる。 

 

小選挙区選挙小選挙区選挙小選挙区選挙小選挙区選挙〔法〔法〔法〔法 4444〕〕〕〕    

衆議院議員に定められた地区から１人選出する選挙。現在（ｈ26.5）、全国に２９５

の小選挙区がある。〔定数：公職選挙法第４条〕 

 

推薦届出推薦届出推薦届出推薦届出〔法〔法〔法〔法 86868686～～～～86868686 のののの 4444〕〕〕〕    

選挙人名簿に登録されている者が、候補者を推薦し、本人の承諾を得て立候補を届け

出ること。衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙において行うことができる。 

 

政見放送政見放送政見放送政見放送〔法〔法〔法〔法 150150150150〕〕〕〕    

テレビ、ラジオを通して行う選挙運動で、候補者の政見や政党等の政策などを放送す

る。衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。 

 

政治資金団体政治資金団体政治資金団体政治資金団体〔政治資金規正法〔政治資金規正法〔政治資金規正法〔政治資金規正法 6666 のののの 2222〕〕〕〕    

政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党が１団体に限り指定した

もの。 

 

政党届出政党届出政党届出政党届出〔法〔法〔法〔法 86868686〕〕〕〕    

衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法で、一定の要件を満

たす政党のみが行うことができる。 

 

惜敗率惜敗率惜敗率惜敗率    

衆議院小選挙区選出議員選挙における最多得票者の得票に対する、その候補者の得票

数の割合のこと。衆議院比例代表選挙における重複立候補者（小選挙区で当選した者を

除く）の名簿登載順位が同じ場合は、惜敗率の高い順に当選人となるべき順位が定めら

れる。 

 

選挙運動期間選挙運動期間選挙運動期間選挙運動期間〔法〔法〔法〔法 129129129129〕〕〕〕    

立候補届出が受理された時から、投票日前日の２４時まで。選挙運動は原則としてこ

の期間にしか行うことができない。 

 

選挙期日選挙期日選挙期日選挙期日〔法〔法〔法〔法 31313131～～～～34343434〕〕〕〕    

選挙の投票を行う「投票日」のこと。 

 



選挙区選挙区選挙区選挙区〔法〔法〔法〔法 12121212〕〕〕〕    

議員を選挙するために都道府県や市区町村などの区域を区分して定められた区域の

こと。 

 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会〔地方自治法〔地方自治法〔地方自治法〔地方自治法 180180180180 のののの 5555②・②・②・②・181181181181～～～～194194194194〕〕〕〕    

選挙の公正な実施を管理するための公的機関。中央選挙管理委員会、都道府県・市区

町村の選挙管理委員会がある。 

    

選挙権選挙権選挙権選挙権〔法〔法〔法〔法 9999・・・・11111111〕〕〕〕    

選挙で選ぶことのできる権利のこと。選挙権を持つためには、必ず備えていなければ

ならない条件（積極的要件）と、ひとつでも当てはまってはならない条件（消極的要件）

がある。 

積極的要件としては、衆議院議員、参議院議員の選挙では、満２０歳以上の日本国民

であること。知事、都道府県議会議員の選挙では、満２０歳以上の日本国民であり、引

き続き３カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者であること。市区町

村長、市区町村議会議員の選挙では、満２０歳以上の日本国民で、引き続き３カ月以上

その市区町村内に住所のある者であること。 

消極的要件としては、次の要件に当てはまってはならないこと。 

・禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者。 

・禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者。（刑の執行猶

予中の者を除く。） 

・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後５年間（被選挙

権は１０年間）を経過しない者。または、刑の執行猶予中の者。 

・選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。 

・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。 

・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。 

 

選挙公報選挙公報選挙公報選挙公報〔法〔法〔法〔法 167167167167・・・・172172172172 のののの 2222〕〕〕〕    

選挙管理委員会が発行するもので、候補者の申請により、候補者の氏名、所属政党、

政見等が掲載される。衆議院、参議院の比例代表選挙では、政党等の申請により、政党

等の政策や名簿登載された候補者の紹介等が掲載される。投票日の２日前までに全世帯

に配布される。 

衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙は、名簿登載者の数の区

分に応じた定める寸法となる。 

 

 



選挙事由選挙事由選挙事由選挙事由〔法〔法〔法〔法 31313131～～～～34343434〕〕〕〕    

選挙が行われることとなった理由のこと。任期満了、議会の解散、議員や当選人の不

足などがある。 

 

選挙訴訟選挙訴訟選挙訴訟選挙訴訟    

選挙手続きの瑕疵などにより、選挙の結果が変わったはずだと選挙人や候補者が主張

して選挙の有効無効を争うもの。 

 

選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿〔法〔法〔法〔法 19191919〕〕〕〕    

選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙

権を持っていても、実際に投票するためには、名簿に登録されていなければならない。

名簿に登録されるのは、その市町村に住所を持つ、年齢２０歳以上の日本国民で、その

住民票が作られた日（他の市町村からの転入者は転入届出をした日）から引き続き３カ

月以上、その市区町村の住民基本台帳に登録されている人である。名簿への登録は、３

月、６月、９月、１２月に定期的に行われる定時登録と、選挙が行われる場合に行う選

挙時登録がある。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人

名簿」とも呼ばれる。 

 

選挙費用の公営選挙費用の公営選挙費用の公営選挙費用の公営〔令〔令〔令〔令 109109109109 のののの 4444・・・・109109109109 のののの 7777・・・・109109109109 のののの 8888・・・・110110110110 のののの 4444〕〕〕〕    

国又は地方公共団体が、候補者や政党等の選挙運動費用の一部を負担するもの。選挙

の種類により、負担する範囲・金額が異なる。 

自動車の借上・運転手の雇用・自動車の燃料 / 通常葉書の郵送 / ビラの作成 / ポス

ターの作成がある。 

 

総選挙総選挙総選挙総選挙〔法〔法〔法〔法 31313131〕〕〕〕    

衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。小選挙区選挙と比例代表選挙がある。 

併せて、最高裁判所裁判官が国民審査に付される。 

 

【タ行】 

代理投票代理投票代理投票代理投票〔法〔法〔法〔法 48484848〕〕〕〕    

心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することがで

きない場合に、投票所の係員が本人の指示する候補者の氏名等を代わりに記載する制度。

投票所の係員が記載する際には、別の係員が立会い、本人の指示したとおり記載したこ

とを確認する。 

 

 



重複立候補重複立候補重複立候補重複立候補〔法〔法〔法〔法 86868686 のののの 2222④〕④〕④〕④〕    

２つ以上の選挙の候補者になること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆

議院議員選挙では政党が届け出た小選挙の候補者を同党の比例代表選挙の候補者とし

て名簿に登載できる。 

 

通称使用の申請通称使用の申請通称使用の申請通称使用の申請〔令〔令〔令〔令 88888888⑧〕⑧〕⑧〕⑧〕    

戸籍名に代わって芸名やペンネームなどの通称で広く知られている場合、候補者や政

党等が、その通称の使用を申請する制度のこと。この申請が認められると立候補者名の

告示、選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称を使用することができる。戸籍名を

仮名書き（ひらがなやカタカナ）にする場合も申請が必要になる。 

 

通常選挙通常選挙通常選挙通常選挙〔法〔法〔法〔法 32323232〕〕〕〕    

６年任期の参議院議員の半数を３年毎に選ぶ選挙のこと。選挙区選挙と比例代表選挙

がある。 

 

定数定数定数定数〔法〔法〔法〔法 4444〕〕〕〕    

国、都道府県や市区町村の議会で、選挙で選ばれるよう定められた当選人の数のこと。 

２０１１年の地方自治法の一部改正により上限枠が撤廃された。 

横手市議会議員は、条例により２６人と定められている。 

・平成１７年１０月２３日執行 ３４人 

・平成２１年１０月１８日執行 ３０人 

・平成２５年１０月２０日執行 ２６人 

 

点字投票点字投票点字投票点字投票〔法〔法〔法〔法 47474747〕〕〕〕    

目の不自由な方が行うことができる、点字を用いて投票する制度。本人が点字用投票

用紙に候補者の氏名等を点字で打って投票する。（法４７・令３９） 

 

統一地方選挙統一地方選挙統一地方選挙統一地方選挙    

都道府県知事、市区町村長、都道府県議会議員、市区町村議会議員の選挙を、全国的

に同じ日に行う選挙。昭和２２年から４年毎に行われている。統一される選挙は、ある

一定期間に行われる選挙であり、毎回特例法によって定められる。 

※地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 

（3/1～5/31までに任期満了となる選挙を原則対象：例年４月第２日曜日） 

 

当選訴訟当選訴訟当選訴訟当選訴訟    

当選が有効に行われたことを前提に、当選人が誤っていると主張して争うこと。 



投票管理者投票管理者投票管理者投票管理者〔法〔法〔法〔法 37373737〕〕〕〕    

投票所毎に置かれ、投票に関する事務（投票所の秩序維持、投票用紙の交付、選挙人

の確認、投票箱の開票所への送致など）を行う。投票管理者は、その選挙の選挙権を持

つ者の中から市区町村の選挙管理委員会が選任する。 

（期日前投票所の投票管理者は、衆議院議員、参議院議員の選挙の選挙権を持つ者の

中から選任する。） 

 

投票区投票区投票区投票区〔法〔法〔法〔法 17171717〕〕〕〕    

選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、一定の区域を単位とし

て投票を行う区域をいう。 

 

投票立会人投票立会人投票立会人投票立会人〔法〔法〔法〔法 38383838〕〕〕〕    

投票所毎に置かれ、投票事務の執行が公正に行われるよう、投票手続全般の立会い、

投票の拒否等の手続に対する意見陳述、投票箱の送致などを行う。投票立会人は、その

選挙の各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、市区

町村の選挙管理委員会が２人以上５人以下を選任する。 

（期日前投票所の投票立会人は、衆議院議員、参議院議員の選挙の選挙権を持つ者の

中から、本人の承諾を得て、２人を選任する。） 

 

【ナ行】 

任期任期任期任期〔法〔法〔法〔法 256256256256～～～～260260260260〕〕〕〕    

選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は６

年、その他の選挙で選ばれる者は４年。 

（地方公共団体 議員⇒地方自治法 93・長⇒同法 140） 

（国会議員 衆議院議員⇒日本国憲法 45・参議院議員⇒同法 46） 

 

任期満了任期満了任期満了任期満了    

議員や長の任期が終了すること。 

 

【ハ行】 

非拘束非拘束非拘束非拘束名簿式名簿式名簿式名簿式〔法〔法〔法〔法 95959595 のののの 3333〕〕〕〕    

政党等が届け出た候補者名簿に当選人となるべき順位が記載されていない名簿のこ

と。参議院の比例代表選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は、候補者

名簿に登載された候補者への得票数の順位による。 

 

 



    

被選挙権被選挙権被選挙権被選挙権〔法〔法〔法〔法 10101010・・・・11111111〕〕〕〕    

国民や市民の代表として国会議員や都道府県・市区町村の議会議員、長に就くため選

挙に立候補することができる権利のこと。被選挙権を持つには必ず備えなければならな

い条件（積極的要件）とひとつでも当てはまってはならない条件（消極的要件）がある。 

積極的要件としては、衆議院議員は、日本国民で満２５歳以上であること。参議院議

員・都道府県知事は、日本国民で満３０歳以上であること。都道府県議会議員は、日本

国民で満２５歳以上であり、その都道府県議会議員の選挙権を持っている者であること。

市区町村長は、日本国民で満２５歳以上であること。市区町村議会議員は、日本国民で

満２５歳以上であり、その市区町村議会議員の選挙権を持っていることである。 

消極的要件としては、次の条件に当てはまってはならないこと。 

・禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者。 

・禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者。（刑の執行猶

予中の者を除く。） 

・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後１０年間を経過

しない者。または、刑の執行猶予中の者。 

・選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。 

・公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。 

・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。 

 

比例代表選挙比例代表選挙比例代表選挙比例代表選挙〔法〔法〔法〔法 95959595 のののの 3333〕〕〕〕    

政党等の得票数に応じて議席を配分する選挙。現在（ｈ26.5）、衆議院議員１８０人、

参議院議員９６人（３年毎に４８人ずつ）の定数となっている。〔定数：公職選挙法第

４条〕 

 

秘密投票〔日本国憲法秘密投票〔日本国憲法秘密投票〔日本国憲法秘密投票〔日本国憲法 15151515〕〕〕〕    

選挙における基本原則の一つ。選挙人がどの候補者に投票したのかを秘密にすること。 

 

不在者投票不在者投票不在者投票不在者投票〔法〔法〔法〔法 49494949〕〕〕〕    

選挙人名簿に登録されている市区町村以外の市区町村に仕事や旅行で滞在している

場合や病院に入院している場合等で、投票日当日に投票所に行けない人が、投票日前に

選挙人名簿登録地以外の市区町村選管や病院等で投票する制度のこと。 

〔不在者投票の時間：法２７０の２〕 

 

 

 



法定選挙運動費用法定選挙運動費用法定選挙運動費用法定選挙運動費用〔法〔法〔法〔法 194194194194〕〕〕〕    

法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。法定選挙運

動費用は選挙の種類によって異なり、選挙人名簿に登録されている者の数に人数割額を

乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区毎に算出する。（法１９４・令１２７） 

〔例〕平成２５年１０月２０日執行 

・横手市長選挙 9,790,800円〔82,602人×81＋3,100,000＝9,790,762〕 

・横手市議会議員選挙 3,791,700円〔(82,602÷26)×501＋2,200,000＝3,791,677〕 

 

法定得票数法定得票数法定得票数法定得票数〔法〔法〔法〔法 95959595〕〕〕〕    

衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙において、法律で定められた当選人となる

ために必要な一定数以上の得票数のこと。〔法９５〕 

 

補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙〔法〔法〔法〔法 33333333 のののの 2222・・・・34343434〕〕〕〕    

議員の退職や死亡などにより議員の定数が不足した場合に行われる選挙のこと。 

 

本人届出本人届出本人届出本人届出〔法〔法〔法〔法 86868686～～～～86868686 のののの 4444〕〕〕〕    

立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院、参議院の比例代表選挙以外の選挙

で行うことができる。 

 

【ラ行】 

連座制連座制連座制連座制〔法〔法〔法〔法 210210210210・・・・211211211211・・・・251251251251 のののの 2222・・・・251251251251 のののの 5555〕〕〕〕    

候補者と関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して処せられた場合、たとえ候補

者や立候補予定者が関わっていなくても、その責任を問い、候補者の当選を無効とした

り、その後の立候補を制限する制度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


