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参考文献 

 

＊新聞以外の参考文献は、本書『ヤバい選挙』巻末の参考文献（p.202～）に掲載しています 

 

 

第１章 死人が立候補した都知事選 

〈幽霊候補関係〉 

毎日新聞1963年4月13日朝刊13面「戸籍上では『死亡』 都知事選候補者 選管で調査」 

毎日新聞1963年4月13日朝刊13面「選挙公報 これでよいのか 中傷、広告まがいも "規制できぬ" 法

につけこみ 都知事選の場合」 

読売新聞1963年4月13日夕刊11面「戸籍面は死亡に 都知事選の一候補者」 

朝日新聞1963年4月15日朝刊15面「橋本候補への投票無効 選管きょう本人に通知 都知事選」 

朝日新聞1963年4月25日夕刊7面「"橋本勝"を取調べ 都知事選『詐偽投票』の疑い」 

読売新聞1963年4月25日夕刊11面「"橋本勝"氏に逮捕状 都知事選サギ投票の疑いで」 

毎日新聞1963年4月25日夕刊7面「自称"橋本勝"を逮捕へ 都知事選ユウレイ候補 ニセものと断定」 

読売新聞1963年5月17日朝刊10面「素性不明のまま起訴 都知事選の自称"橋本勝"」 

毎日新聞1963年5月29日夕刊1面「"橋本勝は朝鮮人" 竹内刑事局長答弁」 

朝日新聞1963年6月20日朝刊15面「『私は本物の橋本勝』 都知事選"ユウレイ候補"初公判開く」 

朝日新聞1964年5月27日朝刊14面「禁錮一年求刑 都知事選の幽霊候補」 

読売新聞1964年5月27日朝刊14面「『橋本勝』に禁固の求刑 都知事選のニセ登録」 

毎日新聞1965年4月24日朝刊15面「自称橋本勝に禁固一年の判決 公選法違反」 

 

〈ニセ証紙、都知事選選挙違反関係〉 

朝日新聞 1963 年 3 月 1 日朝刊 1 面「いよいよ統一地方選挙 つよまる"政党色" 知事選二〇 市長選一七

〇」 

朝日新聞1963年3月3日朝刊2面「統一地方選挙体制 獲得、仕上げ急ぐ」 

朝日新聞1963年3月10日朝刊1面「告示待つ統一地方選挙 六知事は自社対決 注目される東京・福岡」 

朝日新聞1963年3月19日朝刊東京16面「都知事選 立候補の予想顔ぶれ 十一人以上になるか 焦点 東、

阪本両氏の対決」 

朝日新聞 1963 年 3 月 23 日東京夕刊 3 面「都知事選 はやい出足 都庁前で第一声 届出はくじ引き順に」 

朝日新聞1963年3月23日夕刊7面「号砲は鳴った！ 新知事のイスをめざして…」 

朝日新聞1963年3月26日朝刊2面「現地の表情をさぐる 統一地方選挙① タイトルマッチ 激しい東京

の攻防戦」 

朝日新聞1963年3月26日朝刊東京16面「都知事選立候補届出（25日）」 

読売新聞1963年3月28日朝刊1面「都知事選・肥後氏の立候補却下」 

朝日新聞 1963 年 3 月 29 日朝刊 15 面「『立会演説』はじまる 東京都知事選 互いに相手を攻撃 会場 つ

いにつかみ合いも」 

朝日新聞1963年3月30日朝刊東京16面「都知事選立候補届出（29日）」 
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朝日新聞1963年4月1日朝刊15面「激しくせり合う対立候補 都知事選・いよいよ中盤戦へ」 

朝日新聞1963年4月1日夕刊1面「公政連は東氏を支持 都知事選の態度決める」 

朝日新聞1963年4月2日朝刊5面「知事選 七地区の調査」 

朝日新聞1963年4月3日朝刊1面「知事選立候補締切る 四氏が無投票当選 島根・佐賀・宮崎・鹿児島」 

朝日新聞1963年4月3日朝刊2面「知事候補者一覧 届出順」 

朝日新聞1963年4月3日朝刊東京16面「都知事選 前回を上回る新記録 締切日にまた二人と届出」 

朝日新聞1963年4月3日朝刊東京16面「知事届出（二日・届出順）」 

朝日新聞1963年4月12日朝刊15面「ヤジ、怒号－この妨害 都知事選立会演説会 集団でニラミ回す た

だよう不気味な空気」 

朝日新聞1963年4月14日夕刊11面「選挙ポスターにニセの証紙 福岡で横行」 

朝日新聞1963年4月15日朝刊東京16面「終盤の都知事選 地区別分析・本社調査から 都心でも東がリ

ード 阪本はひき離されぎみ」 

朝日新聞 1963 年 4 月 16 日朝刊 15 面「ゆうべも"ひと騒ぎ" 都知事選の立会演説終る 19 日間"ヤジ・妨

害"に終始」 

読売新聞1963年4月16日朝刊11面「選挙ポスターにニセ？証紙 枚数規制の裏かく 都知事、都議選と

も きょう、警視庁で鑑定」 

読売新聞1963年4月16日朝刊11面「得票は無効に 都選管、橋本勝氏に通知」 

読売新聞1963年4月16日夕刊1面「ポスターの"ニセ証紙"を告発 社会党」 

朝日新聞1963年4月17日朝刊15面「その前夜 都知事選 審判待つ選挙事務所の表情」 

朝日新聞1963年4月17日朝刊15面「ニセ証紙と断定 都知事選ポスター 警視庁が捜査へ」 

朝日新聞1963年4月18日朝刊11面「ニセ証紙の四人逮捕 主犯手配 一万数千枚を偽造 都知事選」 

朝日新聞1963年4月18日夕刊1面「東京は東氏が再選 16都道府県知事きまる」 

朝日新聞 1963 年 4 月 18 日夕刊 7 面「東さん"スピード当選" 都知事選 ひる前に"おめでとう" 記者会見

もくり上げ」 

朝日新聞1963年4月19日夕刊7面「東事務所を捜索 警視庁、ニセ証紙事件で」 

朝日新聞1963年4月21日朝刊15面「使用させた黒幕追求 都知事選ニセ証紙 主犯の三沢も逮捕」 

朝日新聞1963年4月21日夕刊11面「ニセ証紙事件 裏面捜査進む 松崎氏（自民党都選対事務主任）を

取調べ 東派、中心人物の一人？」 

朝日新聞1963年4月22日朝刊15面「松崎を逮捕 ニセ証紙事件」 

朝日新聞1963年4月23日夕刊1面「社党、国会で追及の方針 都知事選のニセ証紙」 

朝日新聞1963年4月25日朝刊15面「鬼丸派証紙も同一犯 さらに二人を捕える ニセ証紙」 

朝日新聞1963年4月25日夕刊7面「福岡と同じデザイン ニセ証紙 東京と印刷は逆」 

朝日新聞1963年4月26日夕刊7面「ニセ証紙でまた一人捕わる」 

読売新聞1963年5月5日朝刊11面「ニセ証紙の『松崎』へ 選挙はがき横流し 都知事選 立候補の肥後

亨逮捕」 

朝日新聞1963年5月6日夕刊1面「社党、緊急質問を申入れ 誘かい、ニセ証紙」 

朝日新聞1963年5月6日夕刊7面「ニセ証紙の首謀者逮捕 福岡」 

朝日新聞1963年5月7日夕刊7面「主犯飯田を手配 ニセ証紙 都教委の係長」 
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読売新聞1963年5月7日夕刊11面「都教委の係長手配 都知事選のニセ証紙」 

朝日新聞1963年5月8日夕刊7面「手配の飯田を逮捕 ニセ証紙事件」 

読売新聞 1963 年 5 月 8 日夕刊 11 面「ニセ証紙事件・さらに発展か 党経理から資金 はがき肥後亨から

買う 松崎が自供」 

朝日新聞1963年5月9日朝刊14面「印刷した二人を起訴 都知事選ニセ証紙」 

読売新聞1963年5月9日朝刊11面「はがき流用にも”暗躍” ニセ証紙事件の飯田係長」 

朝日新聞1963年5月10日夕刊7面「印刷会社長捕わる ニセ証紙事件」 

朝日新聞1963年5月11日夕刊11面「さらに二人を取調べ ニセ証紙」 

朝日新聞1963年5月14日朝刊15面「自民 福岡県連を捜索 ニセ証紙」 

読売新聞1963年5月14日朝刊10面「ニセ証紙事件の内幕 謀略参謀の松崎ら バカをみた業者たち」 

読売新聞1963年5月14日夕刊1面「よみうり寸評」 

読売新聞1963年5月15日朝刊11面「高田、中山候補逮捕 選挙はがき横流し事件」 

毎日新聞1963年5月17日朝刊14面「ニセ証紙の黒いカラクリ "選挙ぶとり"求め 温床・院外団にむら

がる」 

朝日新聞1963年5月18日夕刊11面「また二人逮捕 ニセ証紙事件」 

読売新聞1963年5月22日夕刊11面「運動員取り調べ 粕谷都議 ポスターニセ証紙」 

読売新聞1963年5月25日朝刊11面「肥後亨の自供から 根本行官庁長官秘書官取り調べ 前回千葉知事

選にからみ」 

朝日新聞1963年5月27日朝刊14面「ニセ証紙などに厳罰を 理想選挙普及会が決議」 

朝日新聞1963年5月28日朝刊2面「社説 奇怪なる選挙違反の責任」 

朝日新聞1963年5月28日朝刊東京16面「東知事に辞職報告書手渡す 民社党都連」 

朝日新聞1963年5月29日朝刊2面「社党"ニセ証紙"を追及 首相答弁 適切な結論待つ」 

読売新聞1963年5月29日朝刊1面「厳正に捜査する 政府答弁 ニセ証紙緊急質問」 

読売新聞1963年5月29日朝刊2面「政界メモ 『ニセ証紙』追及に声なし」 

毎日新聞1963年5月29日朝刊11面「ニセ証紙 なお上層に波及か 国会議員の事務所使う」 

朝日新聞1963年5月30日朝刊1面「警察は責任逃れの感 都知事選演説会のヤジ妨害 自治相が答弁 衆

院選挙法委」 

読売新聞1963年5月30日朝刊11面「はがき10万枚横流し 千葉知事選（前回）で二人逮捕」 

朝日新聞1963年5月31日朝刊15面「主犯を逮捕 粕谷都議派のニセ証紙事件」 

読売新聞1963年5月31日朝刊1面「社説 ニセ証紙事件と自民の反省」 

読売新聞1963年5月31日朝刊11面「三人目の門真も逮捕 千葉知事選のはがき横流し」 

読売新聞1963年5月31日朝刊11面「重役を逮捕 粕谷都議派のニセ証紙事件」 

読売新聞1963年6月1日夕刊11面「岡安元都副知事取り調べ 東派の買収事件に関係」 

読売新聞 1963 年 6 月 2 日朝刊 11 面「東派の違反摘発、核心へ 岡安元都副知事を逮捕 大がかりな買収

浮かぶ」 

朝日新聞1963年6月3日朝刊1面「天声人語」 

朝日新聞1963年6月3日夕刊1面「衆院予算委、久方ぶり論議 選挙違反、政治の危機 島上氏（社） 首

相答弁 調査待ち措置取る」 
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朝日新聞1963年6月6日朝刊15面「逮捕は十九人に ニセ証紙事件」 

朝日新聞1963年6月8日朝刊東京16面「"ニセ証紙"で緊急質問 臨時都議会の日程決る」 

朝日新聞1963年6月8日夕刊7面「根本 川島長官前秘書官を逮捕 千葉県知事選 横流しハガキ追及」 

朝日新聞1963年6月10日夕刊1面「根本秘書問題質す 稲葉氏（社）」 

朝日新聞1963年6月11日朝刊15面「"知らなかった、遺憾" 東知事、沈痛な答弁 都議会 ニセ証紙など

追及」 

読売新聞 1963年 6 月 11日朝刊 10面「汚職 選挙違反 都庁におどる七グループ 逮捕すでに 52人 八年

ぶり、地検の大ナタ」 

朝日新聞1963年6月15日朝刊2面「社党、不正選挙臨時闘争本部を設置」 

読売新聞1963年6月15日朝刊11面「都知事選の無効申し立て棄却 都選管 "違反、選挙に影響ない"」 

読売新聞1963年6月15日夕刊11面「肥後亨を起訴 東派の選挙違反 ニセ証紙など」 

朝日新聞1963年6月17日朝刊1面「天声人語」 

朝日新聞1963年6月18日朝刊東京16面「『ニセ証紙』など追及 都議会厚生文教委員会」 

朝日新聞1963年6月21日夕刊1面「社党、東知事に退陣要求書渡す」 

読売新聞1963年6月22日朝刊22面「都議選 ニセ証紙で起訴」 

読売新聞 1963年 7月 2日朝刊 10面「本紙記者座談会 "汚れた選挙と汚職"の内幕 空前のスケールで 同

じ温床に咲く」 

読売新聞1963年7月7日朝刊11面「松崎ら追起訴 東派の違反」 

朝日新聞1963年7月9日夕刊10面「"ニセ証紙"追及を決議 渋谷区議会 全員一致で採択」 

朝日新聞 1963 年 7 月 12 日朝刊 15 面「知事選違反 主要人物の調べ終る 現閣僚を含む九人 ニセ証紙・

買収に関連」 

読売新聞1963年7月12日夕刊1面「ニセ証紙調査一段落 来月に全容発表 法相語る」 

朝日新聞1963年8月1日朝刊2面「社説 "腐敗選挙"事件の結末」 

読売新聞 1963 年 8 月 1 日朝刊 11 面「都、千葉知事選違反の捜査終わる 起訴 76 人、44 人を逮捕 東京

地検で全容発表」 

毎日新聞1963年8月1日14面「都知事選の暗い影 ニセ証紙事件をめぐって 三ヶ月の捜査 結果と疑問

点」 

朝日新聞1963年8月3日朝刊2面「松崎を解職 自民規律委」 

朝日新聞1963年8月5日朝刊3面「日本の動き 世界の動き 公党に道義的責任 後味わるい『ニセ証紙』」 

朝日新聞1963年12月17日夕刊7面「『ニセ証紙』公判開く 三グループ 松崎、肥後ら出廷」 

読売新聞1963年12月17日夕刊9面「"ニセ証紙"の初公判 松崎ら29人出廷 東京地検 罪状認否は一月

に」 

朝日新聞1964年1月16日夕刊7面「『ニセ証紙』公判 "行使を指示した" 主犯松崎 偽造も認める」 

読売新聞1964年1月16日夕刊7面「偽造と行使認める ニセ証紙公判 買収は否認」 

朝日新聞1964年1月30日夕刊7面「"金は背後から渡った" ニセ証紙事件公判 肥後亨が述べる」 

読売新聞1964年1月30日夕刊9面「肥後被告と弁護人 くい違った"認否" ニセ証紙事件公判」 

読売新聞1964年3月8日夕刊7面「肥後 亨氏」 

読売新聞1964年3月9日朝刊15面「『肥後 亨』の奇妙な足跡 選挙の裏道伝い12年 『ニセ証紙』の究
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明困難に」 

朝日新聞 1963 年 3 月 10 日朝刊 14 面「肥後亨被告の死 三裁判への影響 検察側にはマイナス ニセ証紙 

"生き証人"を失う」 

朝日新聞1963年8月10日朝刊14面「全員に有罪判決 福岡県知事選のニセ証紙事件」 

朝日新聞1964年10月16日朝刊14面「松崎に懲役四年 『ニセ証紙事件』求刑 都知事・千葉県知事選」 

朝日新聞1964年12月15日夕刊9面「『ニセ証紙事件』」に地裁判決 松崎に懲役三年 グループの全員有

罪 東京・千葉県知事選違反」 

朝日新聞1966年7月20日夕刊7面「一審の有罪支持 高裁 ニセ証紙事件で判決」 

朝日新聞1996年10月25日朝刊15面「都知事選は有効 ニセ証紙など遺憾だが 東京高裁判決」 

朝日新聞1967年3月22日夕刊10面「前回統一地方選 目立つ高額買収 ニセ証紙や商品券郵送」 

 

 

第２章 ２６７人もの立候補者が出た村長選 

下野新聞1956年9月6日朝刊3面「事務所作り署名運動 結城合併派の絹村南部」 

読売新聞1956年9月10日朝刊栃木10面「県試案通り合併へ 桑、絹両村議会で議決」 

下野新聞1956年10月24日朝刊3面「町村合併こじれる 結城編入希望の旧絹村南部 一切村政と絶縁

する」 

下野新聞1956年10月30日朝刊1面「県の合併推進方針決る 新市町村建設審議会に諮問 二期に分け

知事勸告」 

下野新聞1956年11月24日朝刊1面「五百名がデモ 桑絹村中南部住民 結城市合併完遂叫ぶ」 

茨城新聞1956年11月26日朝刊1面「結城市合併へのデモ行進」 

下野新聞 1956 年 12 月 18 日朝刊 5 面「私達は村八分された 桑絹村の九氏・結城分村合併委長を訴う 

火事でも手傳わぬ」 

下野新聞 1957 年 5 月 14 日朝刊 3 面「下野新風土記・桑絹村 結城紬、桑苗の大産地 合併の対立が根

強く残る」 

読売新聞 1957 年 5 月 31 日朝刊栃木 8 面「雨中に両派村民千名 桑絹村の分村調査 白ダスキ、ハチ巻で

迎える」 

下野新聞1957年8月15日朝刊1面「結城、桑絹合併に絶対反対 古川氏ら四委員中央に陳情」 

下野新聞1957年8月30日朝刊1面「三百名きょう自治庁へ 桑絹の分村反対協議会」 

下野新聞1957年9月16日朝刊1面「合併完遂住民大会で気勢 桑絹村の結城市派」 

下野新聞1957年9月28日朝刊1面「桑絹村の新村議決る 結城合併派千名が棄権」 

茨城新聞1958年11月30日朝刊2面「栃木県桑絹村の一部結城市合併要望」 

朝日新聞1959年12月17日朝刊栃木12面「粟野町議選 北半田から集団立候補 一斉に百三十九人 合併

紛争でいやがらせ」 

読売新聞1959年12月17日朝刊栃木12面「粟野町議選 われもわれもと立候補 定数六に一三八人 北半

田地区 西方村合併派が結束」 

読売新聞1960年4月20日朝刊栃木12面「大量立候補の動き 桑絹村長選 用紙80枚を交付」 

朝日新聞1960年4月21日朝刊栃木12面「分村派が工作 桑絹村長選 十八人も立候補」 
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読売新聞 1960 年 4 月 21 日朝刊栃木 12 面「合併紛争で大量立候補 桑絹村長選 初日十八人届け出 用紙

は百四枚渡す」 

栃木新聞1960年4月20日朝刊1面「合併からみ大量出馬か 桑絹町長選きょう告示」 

下野新聞1960年4月21日朝刊1面「十八人が立候補 桑絹村長選きのう告示」 

栃木新聞1960年4月21日朝刊1面「初日十八人が届け出 桑絹村長選告示 なお百人程度予想」 

朝日新聞1960年4月22日朝刊栃木12面「立候補遂に卅三人に 分村でもめる桑絹の村長選」 

読売新聞1960年4月22日朝刊栃木12面「あらたに十六人 桑絹村長選 いやがらせ立候補」 

下野新聞1960年4月22日朝刊1面「さらに16人届出 桑絹村長選」 

栃木新聞1960年4月22日朝刊1面「総数は三百人に？ 桑絹村長選挙 また十六人届け出」 

朝日新聞1960年4月23日朝刊栃木12面「遂に二三八人 桑絹村長選 続々と立候補」 

読売新聞1960年4月23日朝刊栃木12面「一家総立候補も 桑絹村長選 届け出二三八人に」 

下野新聞1960年4月23日朝刊1面「二百五人が立候補 きょうも大量届け出か 桑絹村長選」 

下野新聞1960年4月23日朝刊1面「平和塔 一つの椅子に二百人の候補」 

栃木新聞1960年4月23日朝刊1面「大量２３８人の立候補 合併からみ桑絹村長選 なお百人程度予想」 

朝日新聞1960年4月24日朝刊11面「村長選に二六七人 栃木桑絹で立候補」 

朝日新聞1960年4月24日朝刊栃木12面「二百六十七人に 桑絹村長選の立候補者」 

読売新聞1960年4月24日朝刊栃木12面「候補者二百六十七人に 桑絹村長選」 

下野新聞1960年4月24日朝刊1面「立候補者、二六七人に 桑絹村長選 届け出締め切る」 

栃木新聞1960年4月24日朝刊1面「総数二六七人 桑絹村長選立候補締め切る」 

読売新聞1960年4月25日朝刊栃木12面「36人が辞退 桑絹村長選」 

下野新聞1960年4月25日朝刊1面「きのう三十七人が辞退 桑絹村長選」 

栃木新聞1960年4月25日朝刊1面「三部落３６人辞退 桑絹村長選」 

読売新聞1960年4月26日朝刊栃木12面「さらに十九人が立候補辞退 桑絹村長選」 

朝日新聞1960年4月27日朝刊栃木12面「六十五人が辞退 きょう 注目の桑絹村長選」 

読売新聞1960年4月27日朝刊栃木12面「きょう桑絹村長選 候補者は二百二人」 

下野新聞1960年4月27日朝刊1面「きょう桑絹村長選挙 また十人が辞退 候補者は二百二人」 

栃木新聞1960年4月27日朝刊1面「きょう桑絹村長選 また十人が辞退」 

読売新聞1960年4月27日夕刊関東5面「投票の出足好調 202人立候補の桑絹村長選」 

朝日新聞1960年4月28日朝刊11面「百九十人が無得票 二百二人立候補の村長選挙 栃木県桑絹村」 

朝日新聞1960年4月28日朝刊栃木12面「"示威候補者"が二百人 桑絹村長選 投票八三・六二％」 

読売新聞1960年4月28日朝刊栃木A12面「202人立候補 波乱の桑絹村長選開票 越県への団結示す 稲

葉氏 敗れても千票突破」 

読売新聞1960年4月28日朝刊栃木B12面「参観者を制限し開票 二百二人立候補の桑絹村長選」 

下野新聞1960年4月28日朝刊1面「菅沼良太氏が当選 結城合併派、大半が零票 桑絹村長選」 

栃木新聞1960年4月28日朝刊1面「菅沼良太氏が当選 桑絹村長選 合併派、稲葉氏に投票集中」 

読売新聞1960年4月28日夕刊関東6面「越県運動に拍車か 二〇二人出馬の桑絹村長選開票」 

朝日新聞 1960 年 4 月 29 日朝刊栃木 12 面「ニュースの目 選挙より合併問題 旧絹村南地区 "赤の他人"

か"兄弟"か」 
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下野新聞 1961 年 3 月 19 日朝刊 1 面「自治省に拒否を通告 桑絹南部の調停案 県会で正式議決へ 二

十二日に調停案提示」  

下野新聞 1961 年 3 月 29 日朝刊 1 面「合併阻止に強硬態度・絹地区用水組合大会 編入地区の水流さぬ 

調停案の撤回を迫る」 

下野新聞1961年4月2日朝刊1面「虚偽の用水協定提出 桑絹北部 南部告発を決める」 

下野新聞1961年4月3日朝刊2面「南北の対立深刻化・桑絹 水門を止める北部地区民 両地区民セキ

挾んでにらみ合い」 

下野新聞1961年4月5日朝刊3面「きょう“南部”を告発 桑絹村の用水協定問題で」 

下野新聞 1961 年 5 月 10 日朝刊 1 面「反対地区が住民大会 きょうから自治省に波状陳情 絹南部の越

県合併」 

下野新聞 1961 年 5 月 12 日朝刊 1 面「境界変更の解決大詰めへ 南小地区は現状維持 桑絹時間切れに

持込む」 

下野新聞 1961 年 5 月 14 日朝刊 1 面「越県合併調停打切り 話合いつかねば住民投票？ 用水問題で再

び対立 絹南部の上流地区民下流民の導水管壊す」 

下野新聞1961年5月17日朝刊2面「用水セキの争奪戦続く 自治省の裁断を待つ絹南部 立話しも互い

に警戒 心では平和を願って…」 

下野新聞1961年5月20日朝刊1面「桑絹南部の境界変更・自治省があっせん案 三部落を結城編入 茨

城側の反対で難航」 

下野新聞 1961 年 5 月 21 日朝刊 1 面「県、桑絹村 あっせん案受諾へ 成否は結城の態度に 桑絹村議

会、あす議決」 

下野新聞1961年5月22日朝刊1面「四十日ぶり用水開く 桑絹住民大会 あっせん案受諾を宣言」 

下野新聞1961年5月23日朝刊1面「桑絹村議会も受諾 越県合併自治省のあっせん案」 

下野新聞 1961 年 8 月 26 日朝刊 2 面「桑絹合併めぐりまた暗影 生徒四六〇人が盟休 全地区結城編入

を叫ぶ」 

朝日新聞1961年9月1日夕刊7面「学童 二百名が盟休 栃木県桑絹町 合併のもつれから」 

下野新聞1961年9月2日朝刊2面「ついに240人が盟休 絹地区南 自治共立校を設置 結城市に支援

を頼む」 

下野新聞1961年9月7日朝刊2面「父兄に登校催告状 桑絹盟休問題ヤマ場に 教会で勉強を再開 合

併反対派は同志会結成」 

下野新聞1961年11月3日朝刊1面「知事に陳情 桑絹の越県合併反対派」 

下野新聞 1961 年 11 月 11 日朝刊 1 面「自治省案受諾を取り消す 桑絹町議会が議決 結城市会は流会」 

茨城新聞1961年12月28日朝刊1面「結論きょうに持ち越し 結城市会の桑絹合併問題」 

下野新聞1961年12月29日朝刊1面「自治省案受諾を議決・結城市会 賛成者ばかりで採決 正副議長

ら14議員欠席」 

茨城新聞 1961 年 12 月 29 日朝刊 1 面「結城市へ桑絹編入 六年ぶりに解決 三部落案決める 市議会、賛

成１５反対１」 

朝日新聞1962年3月7日朝刊栃木12面「七年目にやっと終止符 桑絹合併紛争 自治会を近く解散 絹南

部七地区『運動続けてもムダ』と」 
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読売新聞1962年3月7日朝刊栃木12面「越県合併打ち切りへ 桑絹町 現状維持に固まる」 

下野新聞1962年3月7日朝刊1面「桑絹南部、越県合併を断念 11日にも自治会解散 一両日中に役員

会開く」 

読売新聞1962年3月8日朝刊栃木12面「解決やや遅れるか 桑絹 三地区で意見を調整」 

読売新聞1962年12月14日朝刊栃木12面「自治省調停打ち切る 桑絹合併現状どおりに」 

下野新聞1962年12月14日朝刊1面「桑絹越県合併・七年ぶりに終止符 自治省あっせん撤回 現状維

持新しい町作り」 

読売新聞1962年12月28日朝刊12面「合併七周年祝う 越境合併解決の桑絹」 

下野新聞1962年12月28日朝刊3面「町あげて解決を祝う 桑絹合併自治振興大会開く」 

 

 

第３章 選挙前に人口が増える「架空転入」の村 

京都新聞 1981 年 12 月 3 日朝刊滋賀 8 面「虎姫町議選選挙人名簿 住民の異議棄却 町選管『382 人の抹

消必要なし』」 

京都新聞1981年12月5日朝刊滋賀21面「虎姫町議選あす投票 舌戦、最後の追い込み」 

京都新聞1981年12月7日朝刊滋賀21面「虎姫町議選 新議員14人決まる 投票率94.37パーセント 新

人は全員当選」 

京都新聞1981年12月19日朝刊滋賀3面「実態調査で町側追及 虎姫町会 有権者の多量転入問題」 

朝日新聞 1983 年 12 月 1 日夕刊 1 面「選挙資格 ３ヵ月居住が必要 最高裁 架空転入は無効 滋賀県虎姫

町 町選管の上告棄却」 

読売新聞1983年12月1日夕刊15面「"選挙用転入"にクギ 最高裁抹消支持『住んでないとダメ』」 

朝日新聞 1985 年 1 月 23 日朝刊 3 面「有権者の大量架空転入 大量架空転入は選挙無効の理由に 滋賀・

虎姫町 最高裁が初判断」 

読売新聞 1985 年 1 月 23 日朝刊 3 面「架空転入、選管に監視義務 名簿欠陥、選挙無効も 最高裁、差し

戻し判決 滋賀の町議選」 

朝日新聞1985年4月20日朝刊3面「有権者の一割架空転入 選挙やり直し命令 滋賀・虎姫町議選 差し

戻し審判決」 

読売新聞 1985 年 4 月 20 日朝刊滋賀 16 面「上告か 選挙やり直し？ 高裁『無効判決』に揺れる虎姫町」 

毎日新聞1985年4月20日朝刊20面「町議選無効の判決 滋賀虎姫町 大量架空転入の疑い」 

京都新聞 1985 年 4 月 20 日朝刊滋賀 3 面「虎姫町議選の無効判決 衝撃走る県・町選管 『やはり』絶句

の職員」 

読売新聞1985年4月20日夕刊10面「架空転入、選挙は無効 滋賀・虎姫町議選 前町議の訴え認める 大

阪高裁」 

朝日新聞 1985 年 4 月 24 日朝刊 22 面「町議選やり直しへ 無効判決の滋賀・虎姫町 県選管が上告断念」 

読売新聞1985年4月24日朝刊滋賀16面「虎姫 やり直し町議選 複雑な波紋 上告しても結論同じ 架空

転入、チェックは困難」 

京都新聞1985年4月24日朝刊滋賀3面「虎姫町議選やり直し 厳しい県選管の対応 『反論の材料なし』

文室県選管委員長 新たな決意披露」 
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読売新聞1985年4月27日朝刊滋賀20面「町民に戸惑い広がる 虎姫町議会 定数減らし解散」 

京都新聞1985年4月27日朝刊滋賀3面「虎姫町会、解散へ 選挙無効確実で 30日に議案を上程」 

読売新聞 1985 年 4 月 28 日朝刊滋賀 18 面「県選管が上告か 虎姫町議選やり直し判決 訴訟の却下求め

る」 

読売新聞 1985 年 5 月 1 日朝刊滋賀 16 面「虎姫町議会の解散議決 高裁判決は有名無実に 転入議論はタ

ナ上げ」 

京都新聞 1985 年 5 月 1 日朝刊滋賀 3 面「虎姫町議会が自主解散 激論の末に議決 40 日以内に出直し選

挙」 

読売新聞1985年5月25日朝刊滋賀18面「モヤモヤ消えぬ虎姫町 ”出直し町議選”28日に告示 町、汚

名返上に懸命」 

読売新聞1985年5月29日朝刊滋賀16面「虎姫町議選スタート 12議席に14人立つ 新人２、全議員が

９氏」 

京都新聞1985年5月29日朝刊滋賀3面「汚名ばん回 出直しだ 虎姫町議選 ひたすら名前売り込み」 

毎日新聞1985年6月3日朝刊3面「大量架空転入事件の虎姫町で出直し選挙」 

読売新聞1985年6月3日朝刊滋賀16面「虎姫 出直し12議員決まる 『前職』全員が当選 架空転入 関

心いま一つ」 

朝日新聞1987年5月15日夕刊1面「架空転入（今日の問題）」 

朝日新聞1990年3月9日朝刊30面「オウム真理教の幹部ら告発 公選法違反で弁護士ら」 

中日新聞1990年3月9日朝刊30面「『信者を不正転入』とオウム教幹部を告発 衆院選で弁護士８２人」 

朝日新聞1991年12月11日朝刊茨城「暴力団幹部を逮捕 茨城・藤代町議選の不正投票事件」 

朝日新聞1992年2月23日朝刊奈良「大量転入、公選法違反容疑で確認へ ９１年１２月の奈良・上牧町

長選」 

朝日新聞1992年3月12日朝刊27面「町長選前、１３５人が候補の身内宅などに転入 奈良・上牧町【大

阪】」 

朝日新聞1995年7月26日朝刊栃木「選挙控えた栗山村、なぜか人口急増 ３、４月だけで７％転入／栃

木」 

朝日新聞1995年7月27日朝刊栃木「県選管が村選管に実態調査を指導 栗山村への大量転入問題／栃木」 

朝日新聞1995年7月28日朝刊栃木「県選管、８年前にも調査要請 栗山村の大量転入問題／栃木」 

毎日新聞1995年7月28日朝刊栃木「［選挙］選挙を前に人口急増 選管、転入者を対象に訪問調査－－栗

山村／栃木」 

朝日新聞1995年7月29日朝刊栃木「県外大学生も選挙直前に住民票を移動 栗山村の大量転入問題／栃

木」 

朝日新聞1995年7月31日朝刊栃木「栗山村長選と村議選、あす告示 大量転入問題で注目／栃木」 

朝日新聞1995年7月31日夕刊「選挙前、急に転入２００人 村選管が実態調査 栃木・栗山村」 

朝日新聞1995年8月1日朝刊栃木「２人削除、２人登録せず 栗山村の大量転入問題で村選管／栃木」 

毎日新聞1995年8月1日朝刊栃木「栗山村の有権者急増問題で４人を登録除外 選管調査前、１５人が村

外に／栃木」 

朝日新聞1995年8月2日朝刊栃木「調査方法、結果に疑問の声 栗山村への大量転入問題／栃木」 
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朝日新聞1995年8月2日朝刊栃木「現、新の一騎打ちに 栗山村長選 村議選には１３人立候補／栃木」 

朝日新聞1995年8月3日朝刊栃木「『詐偽登録の疑い』と村民が異議申し立て 栗山村の大量転入／栃木」 

毎日新聞1995年8月3日朝刊栃木「”幻の村民”に異議 １７人の選挙資格に疑い－－栗山村選管に住民

／栃木」 

朝日新聞 1995 年 8 月 4 日朝刊栃木「栗山村選管が１７人再調査へ ホテルなどから転出の三分の二／栃

木」 

朝日新聞1995年8月4日朝刊栃木「村外在住者の投票権を心配 栗山村への大量転入問題／栃木」 

朝日新聞1995年8月6日朝刊栃木「異議申し立てを退ける『１７人の居住を確認』 栗山村選管／栃木」 

朝日新聞1995年8月6日朝刊栃木「『転出は村の勧め』と住民 栗山村への選挙直前大量転入問題／栃木」 

毎日新聞1995年8月6日朝刊栃木「［選挙］栗山村長選・栗山村議選 村選管、選挙権を認める－－人口

急増問題」 

朝日新聞1995年8月7日朝刊栃木「村長に斎藤氏が五選 山越氏破れる 大量転入で揺れる栗山村／栃木」 

朝日新聞1995年8月8日朝刊栃木「『考えられないミス』 栗山村長選の投票総数食い違い／栃木」 

朝日新聞1995年8月8日朝刊栃木「県警が参考人聴取開始 栗山村長・村議選の大量転入問題／栃木」 

朝日新聞 1995 年 8 月 9 日朝刊栃木「村長選・村議選の告示日前日に転出届か 栗山村への大量転入／栃

木」 

毎日新聞1995年8月9日朝刊栃木「有権者急増にメス 県警、詐偽登録容疑で解明へ－－栗山村、村議選

／栃木」 

朝日新聞 1995 年 8 月 18 日朝刊栃木「対象１００人以上 県警、本格的な聴取 栗山の大量転入者問題／

栃木」 

毎日新聞1995年8月18日朝刊栃木「県警、転入者の聴取を開始 公選法違反など立証へ－－栗山村・選

挙人の急増／栃木」 

朝日新聞 1995 年 8 月 19 日朝刊栃木「『選挙目的で…』など複数の参考人供述 栗山の大量転入者問題／

栃木」 

朝日新聞1995年8月22日朝刊栃木「住民票異動頼んだと供述 村長選前の栃木・栗山村の大量転入で関

係者」 

朝日新聞1995年8月23日朝刊栃木「村長関係のホテル寮で偽装工作 栗山村の有権者大量転入問題／栃

木」 

朝日新聞1995年8月25日朝刊栃木「県警、近く強制捜査 栗山村の大量転入問題／栃木」 

読売新聞1995年8月25日朝刊栃木31面「栗山村の選挙人登録急増問題 村長の妻経営のホテル常務 住

民票理移転以来 村長実弟と協議？」 

朝日新聞 1995 年 8 月 26 日朝刊栃木「『約３０人に転入依頼』とホテル幹部が供述 栗山村の転入問題／

栃木」 

読売新聞1995年8月28日朝刊栃木28面「栗山村の選挙人登録急増問題 従業員移転組織的に 村長の妻

経営のホテル常務」 

読売新聞 1995年 8月 29日朝刊栃木 27面「栗山村の今月１日現在の人口 先月より 45人の大幅減 県内

最多 選管の調査直前に転出」 

毎日新聞1995年8月29日朝刊栃木「栗山村長問題、一両日中にも強制捜査－－不正転入は３０人近く？
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／栃木」 

朝日新聞1995年8月30日朝刊30面「村長の弟ら３人を逮捕 栃木・栗山村転入事件」 

朝日新聞1995年8月30日朝刊栃木「栗山村を包む衝撃波 架空転入で村長の弟ら逮捕／栃木」 

読売新聞1995年8月30日朝刊栃木25面「転入疑惑に捜査のメス 栗山の選挙人急増で３人逮捕」 

朝日新聞1995年8月31日朝刊栃木「ホテル従業員、４年前も架空転入 栗山村長選／栃木」 

読売新聞 1995 年 8 月 31 日朝刊栃木 35 面「栗山村の選挙人登録急増問題 浅野容疑者を送検 県警 ３ル

ートの関連追及へ」 

朝日新聞1995年9月1日朝刊栃木「真相解明・再発防止へ議会の動き鈍く 栗山村長選架空転入事件／栃

木」 

朝日新聞1995年9月1日朝刊栃木「２容疑者を送検 栗山村長選架空転入事件／栃木」 

朝日新聞1995年9月3日朝刊栃木「誤記載者１４人、削除の手続き 架空転入問題で栗山村選管／栃木」 

朝日新聞1995年9月7日朝刊栃木「『全く知らなかった』 架空転入で栗山村長にインタビュー／栃木」 

朝日新聞1995年9月11日朝刊栃木「栗山村の架空転入事件で村民アンケート（聞きたい知りたい）／栃

木」 

朝日新聞1995年9月17日朝刊栃木「村議、職員ら書類送検へ 栗山村の架空転入／栃木」 

朝日新聞 1995 年 9 月 20 日朝刊栃木「村長の弟ら三人起訴 １７人を虚偽転入 栗山村の架空転入事件／

栃木」 

朝日新聞1995年9月20日朝刊栃木「責任追及空回り 村長『調査延期記録ない』 栗山村の架空転入／栃

木」 

朝日新聞1995年9月25日夕刊18面「架空転入容疑で３３人を書類送検 栃木・栗山村」 

朝日新聞 1995 年 9 月 26 日朝刊栃木「村の選挙浮き彫り 担当職員も書類送検 栗山村架空転入事件／栃

木」 

朝日新聞1995年9月26日朝刊栃木「転入者は計３５人 栗山村架空転入事件捜査終結／栃木」 

朝日新聞1995年9月27日朝刊栃木「消えない疑問（検証 栗山村架空転入事件：上）／栃木」 

朝日新聞1995年9月28日朝刊栃木「選挙の土壌（検証 栗山村架空転入事件：中）／栃木」 

朝日新聞1995年9月28日朝刊栃木「被告１８人に略式命令 栗山村架空転入で宇都宮簡裁／栃木」 

朝日新聞1995年9月28日朝刊栃木「なれあい体質（検証 栗山村架空転入事件：下）／栃木」 

朝日新聞1995年10月7日朝刊栃木「村議ら３１人略式起訴 栗山村架空転入で宇都宮区検／栃木」 

朝日新聞1995年10月17日朝刊栃木「３１人に略式命令 栗山村架空転入事件で宇都宮簡裁／栃木」 

朝日新聞1995年10月21日朝刊栃木「村議に公民権停止命令 栗山村架空転入で宇都宮簡裁／栃木」 

朝日新聞1995年11月14日朝刊栃木「『村の選挙』厳しく糾弾 栗山村架空転入事件で初公判／栃木」 

朝日新聞 1995 年 11 月 25 日朝刊栃木「再発防止へ腰重い村 栗山村架空転入事件の３被告に有罪判決／

栃木」 

朝日新聞1995年12月15日朝刊栃木「『村選管の指示』と被告の村議ら証言 栗山村の架空転入公判／栃

木」 

朝日新聞 1995 年 12 月 20 日朝刊栃木「『転居通知出てない』 検察側、架空を指摘 栗山村転入公判／栃

木」 

朝日新聞1995年12月27日朝刊栃木「架空転入事件の栗山村（９５あの人・事件：６）／栃木」 
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朝日新聞1996年1月31日朝刊栃木「村議らに有罪判決 選挙前の栗山村架空転入で宇都宮地裁／栃木」 

朝日新聞1996年9月19日朝刊栃木「村議らの上告棄却 栗山村転入問題で最高裁第三小法廷／栃木」 

朝日新聞2002年2月20日朝刊栃木35面「栗山村の斎藤村長が辞職願『糖尿病に伴う体調悪化』／栃木」 

朝日新聞 2006年 2月 22日朝刊青森 31面「西目屋村 投票入場券交付せず 選管 47人『居住実態ない』

と」 

朝日新聞 2007 年 4 月 25 日朝刊東京都心 33 面「港区議選巡り、詐偽登録容疑 会社員ら４人逮捕／東京

都」 

朝日新聞 2007 年 5 月 5 日朝刊東京西部 25 面「選挙人名簿に詐偽登録容疑 ホスト店長ら逮捕 東京・港

区議選／東京都」 

朝日新聞 2009 年 6 月 23 日朝刊鹿児島 25 面「錦江町不正住民登録、町議選候補応援が目的 鹿児島地裁

で初公判／鹿児島県」 

朝日新聞2015年5月16日朝刊大分29面「公選法違反の罪 落選候補を起訴 県議選、詐偽投票事件」 

朝日新聞2015年9月26日朝刊横浜29面「『居住実態なし』市議の当選無効 中山ま氏 県選管が裁決」 

朝日新聞2016年10月14日朝刊富山29面「魚津市議『当選無効』 県選管採決 浜住氏の居住認めず」 

 

 

第４章 投票所が全焼、水没、連絡が取れない…… 

朝日新聞1947年4月21日朝刊2面「飯田市（長野）の大火 三千戸を全焼す 投票所消失で再選挙」 

読売新聞1947年4月21日朝刊2面「飯田で五千余戸を約 中央部・全市の約三分の二 選挙も繰延べ」 

信濃毎日新聞1947年4月21日朝刊1面「飯田市街全焼す 罹災世帯三千九百餘」 

夕刊信州1947年4月22日1面「強風中三たびの劫火 飯田市街焼き盡す 罹災家屋四千二百戸」 

信濃毎日新聞1947年4月24日1面「飯田の再投票に殺到 上位狙う全国区候補」 

朝日新聞 1947 年 4 月 25 日朝刊 2 面「どう出る一万七千票 焼跡に張合いもぬけた十五候補 きょう二重

選挙の飯田市」 

信濃毎日新聞1947年4月25日朝刊2面「此処ぞ天下わけ目 焼野が原に逐鹿戦 参議院全国区候補 飯田

市に殺到」 

夕刊信州1947年4月25日1面「焼跡で最後の激戦 参議候補ぞくぞく飯田市へ」 

朝日新聞1947年4月26日朝刊1面「被災者も続々と投票 飯田市・焼野原で同時選挙」 

信濃毎日新聞1947年4月26日朝刊1面「七時十分漸く一人 焼け疊 投票所は閑散 飯田」 

夕刊信州1947年4月26日1面「焦土から三つの投票 飯田市 灰かきの手に握る選挙のペン」 

熊本日日新聞1965年7月1日夕刊1面「県下に大雨つづく 市内で一千戸が浸水 白川、警戒水位を突破」 

熊本日日新聞1965年7月2日朝刊9面「豪雨は湿舌のしわざ 観測に頭痛める予報官」 

熊本日日新聞1965年7月2日夕刊1面「一部で投票繰延べか 参院選 水害の五木村など」 

熊本日日新聞 1965 年 7 月 3 日朝刊 3 面「あす四候補に県民の審判 当選圏、21 万票以上か 気になる天

気、投票率」 

熊本日日新聞 1965 年 7 月 3 日朝刊 9 面「雨にうれいの参院選 投票繰延べの恐れ 山鹿市など きょうも

降れば危い」 

朝日新聞1965年7月3日夕刊1面「投票繰延べ検討 自治省 八代市・五木村から要請」 
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読売新聞1965年7月3日夕刊1面「繰り延べ投票か 参院選挙」 

熊本日日新聞1973年7月3日夕刊1面「繰延べは必至か 参院選投票日 水害の県南部地区」 

朝日新聞 1965 年 7 月 4 日朝刊 1 面「11 日に投票繰延べ 豪雨被害で五木村など "当落線上"へ影響 一万

余票 候補者は殺到か」 

朝日新聞1965年7月4日朝刊14面「五木村、孤立続く 九州豪雨 死者・不明21人に」 

熊本日日新聞1965年7月4日朝刊1面「参院選挙、きょう審判 五木、坂本村は繰延べ」 

熊本日日新聞1965年7月4日朝刊3面「テンヤワンヤの県選管 土壇場の大水害 一部投票繰り延べが決

まるまで 情勢判断に緊張の連続」 

熊本日日新聞1965年7月4日朝刊5面「投票所やっと開設 画図町 舟で資材運び込む」 

朝日新聞1965年7月5日朝刊3面「さっそく"見舞"に 投票繰延べの水害地 長グツの候補者」 

熊本日日新聞 1965 年 7 月 5 日朝刊 1 面「自民好調、社党も善戦 参院選 自民三十九、社会十五 森中当

選、沢田有力」 

熊本日日新聞1965年7月5日朝刊2面「狙われる一万百票 繰り延べ投票の五木・坂本村 選管、ドロ試

合を憂慮」 

熊本日日新聞1965年7月5日朝刊4, 5面「県下各地 水禍にめげず 投票風景」 

熊本日日新聞1965年7月5日朝刊10面「流失、全半壊五十二戸 坂本村の被害わかる」 

読売新聞1965年7月6日朝刊1面「"五木選挙"に持ちこし 残る二議席 一万余票争う」 

熊本日日新聞1965年7月6日朝刊8面「米が足りぬ、野菜も… 坂本村 はかどらぬ復旧」 

熊本日日新聞1965年7月6日夕刊1面「選挙運動をきびしく監視 五木・坂本両村」 

熊本日日新聞1965年7月6日夕刊3面「四候補、五木と坂本へ 参院全国区 票求め"延長選挙戦"」 

朝日新聞1965年7月7日朝刊15面「"特攻隊"も繰込む 参院選投票繰延べの熊本・水害地 六年議員ねら

う三候補」 

朝日新聞1965年7月7日朝刊15面「再び繰延べの心配 五木・坂本村 雨降り続く」 

読売新聞1965年7月7日朝刊15面「災害地で選挙延長戦 すれすれ候補 熊本へ飛ぶ」 

熊本日日新聞 1965年 7月 7 日朝刊 11 面「参院選"延長戦"火ブタ 運動員ら坂本入り 全国区 順位逆転ね

らう」 

朝日新聞1965年7月7日夕刊10面「再繰延べの心配去る 五木・坂本村の投票」 

熊本日日新聞1965年7月8日朝刊3面「ダメ押し票求めて 森中、沢田両氏」 

熊本日日新聞1965年7月8日夕刊1面「予定通り11日に 五木村坂本村 参院選繰延べ投票」 

熊本日日新聞1965年7月9日朝刊3面「延長選挙スタート 五木村坂本村 三候補（全国区）事務所開く」 

朝日新聞1965年7月10日朝刊1面「あす繰延べ投票 熊本県の両村」 

熊本日日新聞1965年7月10日朝刊1面「参院選 あす繰延べ投票 坂本村五木村 微妙な全国区順位」 

熊本日日新聞1965年7月10日朝刊8面「五木村の水害地から」 

熊本日日新聞 1965年 7月10日朝刊 9面「県道開通、復旧も本格化 五木 "延長戦候補"も車で もっぱら

お見舞い戦術」 

熊本日日新聞 1965 年 7 月 10 日夕刊 3 面「決死の投票箱運び 五木 ツルハシを手に 役場職員 谷川をぬ

って20キロ」 

熊本日日新聞1965年7月11日朝刊1面「きょう繰り延べ投票 参院選 五木村と坂本村」 
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朝日新聞1965年7月12日朝刊1面「参院選 全議員が決る 熊本二村繰延べ投票 米田、石本氏当選（全

国区）」 

熊本日日新聞 1965 年 7 月 12 日朝刊 11 面「災害にめげず高い関心 参院選繰り延べ投票 "復旧につなが

る一票" 五木 全国の注目集めて」 

熊本日日新聞1965年7月13日朝刊2面「疑問視される『延長選挙』 不公平な投票 大勢判明の下では」 

伊勢新聞1974年7月7日朝刊1面「七夕に願い込め 参院選きょう投票 百十一万県民が断」 

朝日新聞1974年7月8日朝刊2面「繰り延べ投票検討 被災の三重・五市町村」 

読売新聞 1974 年 7 月 8 日朝刊 3 面「豪雨禍、選挙を直撃 投票所、孤立や閉鎖 三重静岡 開票作業も大

混乱に」 

伊勢新聞1974年7月8日朝刊1面「繰り延べ投票も 伊勢市御薗村 豪雨で有権者足止め」 

伊勢新聞1974年7月8日朝刊7面「梅雨前線大暴れ 七夕無残 二人死に七人重軽傷」 

読売新聞1974年7月9日朝刊中京16面「泳いで投票に行ったが… 14日に異例の再投票 住民複雑な表

情 伊勢地区」 

読売新聞 1974 年 7 月 9 日朝刊 19 面「再投票"伊勢参り" 八千票奪い合い きょうから"お願い合戦" 伊勢

市と御薗村」 

毎日新聞1974年7月9日朝刊19面「欲しい『再投票8491票』 延長戦？心は伊勢に スレスレ候補 次々

と問合せ」 

伊勢新聞 1974 年 7 月 9 日朝刊 1 面「伊勢市と御薗村の四投票区 県初の繰り延べ投票 きょう告示 14 日

投票 全国区に貴重な一票」 

読売新聞1974年7月9日夕刊1面「残る四議席、自共攻防 三重の繰り延べ分 14日投票告示」 

読売新聞1974年7月9日夕刊11面「さあ、延長戦 おっとり刀、伊勢出陣 ポスター集め現地入り」 

朝日新聞1974年7月10日朝刊19面「ミニ版・再度の保革激突 水害の伊勢市 候補者も作業服姿」 

朝日新聞1974年7月10日朝刊三重16面「参院選再投票 各党、微妙な反応 運動の逆作用を心配」 

読売新聞 1974 年 7 月 10 日朝刊中京 16 面「やり直し選挙 がぜん色めく小投票区 水害の伊勢周辺 各党

急ぎ対策会 候補者早くも現地へ」 

毎日新聞1974年7月10日朝刊3面「参院選再投票 伊勢シリーズ始まる 遠慮がちに『お願い』 まず四

候補、水害被災地入り」 

伊勢新聞 1974 年 7 月 10 日朝刊 1 面「参院選全国区 "伊勢路"で自共対決へ "玉手箱"の五万票 当落線上

の候補 争奪戦に火花か」 

読売新聞1974年7月11日朝刊中京16面「やり直し参院選 水害復旧が先決 とまどう有権者」 

伊勢新聞1974年7月11日朝刊7面「見舞いかねて運動 参院選やり直しの伊勢市と御薗村で  各候補と

も作業服姿」 

朝日新聞 1974 年 7 月 11 日夕刊 10 面「最後の票田に押しかけ救援 参院選延長戦 候補者 ぬれた畳運び 

住民、機動力にびっくり」 

読売新聞1974年7月12日朝刊中京16面「やり直し参院選の伊勢地区 くすぐったい見舞い作戦 支援者

の車がゴミ、し尿除去」 

伊勢新聞1974年7月12日朝刊7面「ありがたや清掃奉仕団 明倫第一投票区 候補者の票釣り作戦？」 

朝日新聞1974年7月13日朝刊三重13面「伊勢市・御薗村 参院選再投票も」 
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読売新聞1974年7月13日朝刊中京16面「津市長選 あす投票 参院"延長戦" 心配な投票成績 呼びかけ

にもわかぬ関心」 

伊勢新聞1974年7月13日朝刊1面「参院選 あす繰り延べ投票 伊勢地区など 票集め最後の詰め」 

伊勢新聞1974年7月13日朝刊6面「ミニ参院選 候補者も泥まみれ 一票求め最敬礼」 

朝日新聞1974年7月13日夕刊10面「きょう限り、白熱 参院選の延長戦 伊勢」 

朝日新聞1974年7月14日朝刊19面「延長参院選 "ミニ運動"終わる 三重県の４投票区 被災地、再び静

か」 

読売新聞1974年7月14日朝刊中京16面「延長参院選、これで終結 伊勢の一部と御薗村」 

伊勢新聞1974年7月14日朝刊1面「"五日運動"に裁断 参院選再選挙 きょう投票」 

伊勢新聞 1974年 7月 14日朝刊 7面「自共対決"伊勢の陣" 町も村も連呼の洪水 伊勢・御薗村 見舞い合

戦にも断」 

朝日新聞1974年7月15日朝刊1面「逆転当選やはりなし 三重県下の『延長参院選』 投票率77%超す」 

朝日新聞1974年7月15日朝刊19面「延長参院選、熱気の中で開票 ミニでも金は一人前 過熱救援合戦 

数千人くり出す」 

朝日新聞1974年7月15日朝刊三重13面「雨の中、続々と投票 伊勢市と御薗村の延長参院選 一票の重

み、ひしひし」 

読売新聞 1974 年 7 月 15 日朝刊中京 13 面「やり直し参院選 ほっと一票、これで終結 出直し津市長選」 

伊勢新聞 1974 年 7 月 15 日朝刊 1 面「繰り延べ参院選 運命の開票始まる 全国区 きょう早朝には確定」 

伊勢新聞1974年7月15日朝刊7面「国政に届け！！この一票 伊勢・御薗村延長参院選」 

毎日新聞1974年7月16日朝刊5面「読者の広場」 

伊勢新聞1974年7月16日朝刊1面「全国区、当落に関係なし 延長参院選の開票 順位に多少の変動」 

朝日新聞1992年8月31日朝刊22面「台風で選挙繰り延べ 沖縄・竹富町議補選【西部】」 

朝日新聞2010年3月6日朝刊青森29面「１週間延期のおいらせ町長選、３カ所であす投票／青森県」 

朝日新聞2012年8月25日朝刊西部31面「青鉛筆」 

朝日新聞2014年10月11日朝刊西部34面「台風で投票延期 沖縄・豊見城市長選」 

 

東京新聞「投票終了時刻繰り上げ 県庁所在地などにも拡大」  

産経新聞2014年12月12日「衆院選2014 選挙権侵害のおそれも 投票時間の繰り上げが増加、９年前

の１・５倍に」https://www.sankei.com/west/news/141212/wst1412120050-n1.html 

産経新聞 2017 年 10 月 17 日「群馬県内投票所の８７％が終了時間繰り上げ 選管努力実らず」 

https://www.sankei.com/region/news/171017/rgn1710170055-n1.html 

 

 

第５章 選挙権が剝奪されていた島 

朝日新聞1936年2月6日朝刊11面「是でも東京 立会人は”名主様” 投票運搬係に決死隊出動 俗離れ・

孤島の選擧」 

朝日新聞1940年6月8日夕刊2面「青ヶ島”初の投票”府議戦の走り」 

読売新聞1940年6月8日夕刊2面「府議選投票 青ヶ島好績」 
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朝日新聞1945年12月18日朝刊1面「選挙法施行令同施行規則 きのふ公布施行」 

読売新聞1952年9月20日朝刊3面「選挙権の使えぬ村 都下青ヶ島無電に聽く あたら二百余票 荒ぶ風

浪、税金は完納」 

朝日新聞1954年3月17日朝刊東京8面「"必需品なし船たのむ" 青ヶ島から本社へＳＯＳ」 

読売新聞1954年10月24日朝刊7面「秘境青ヶ島へ都から調査団 生きている"平安朝" 20人のミコが麦

まきまで支配」 

読売新聞1954年11月1日朝刊7面「調査に四つのタブー 食器も使わぬ未開の"都民"百二世帯 青ヶ島探

検隊きょう出発」 

毎日新聞1954年11月1日朝刊7面「近親結婚の島 青ケ島（都下）へ調査団 遺伝の関係を主に 風土病

と栄養など 種々のナゾを解明 きょう出発」 

朝日新聞1954年11月1日夕刊3面「きょう『あつみ』で出発 青ヶ島学術調査団一行」 

毎日新聞1954年11月2日夕刊7面「青ヶ島学術調査団出発」 

読売新聞1954年11月3日夕刊4面「南海の孤島"青ヶ島"  調査団上陸に全島あげて歓迎 写真第一報」 

朝日新聞1954年11月6日朝刊8面「調査をきらう島民 青ヶ島学術調査」 

朝日新聞 1954 年 11 月 6 日夕刊 3 面「青ヶ島の学術調査始まる てんやわんやの島の話題 全村民が協力

して 子供も久しぶりに入浴」 

読売新聞1954年11月8日夕刊3面「娘のいない青ヶ島 あす調査終了 第二の無着先生出現 黒潮の子ら

に新風 ミコもタビ小屋も嫌いに」 

毎日新聞1954年11月8日夕刊3面「牛と暮す『青ヶ島』の子ら "勉強より乳しぼり"」 

読売新聞1954年11月12日朝刊7面「半数が血液Ａ型 味覚のない住民もいる青ヶ島」 

朝日新聞1954年11月21日夕刊3面「案外少い近親血痕 青ヶ島学術調査団帰る」 

読売新聞1954年11月21日夕刊1面「日本の縮図 青ヶ島 けさ帰京の調査団報告」 

読売新聞1954年11月22日朝刊7面「東京都 鬼ヶ島 村尾特派員 青ヶ島ルポ 上」 

読売新聞1954年11月23日朝刊7面「東京都 鬼ヶ島 村尾特派員 青ヶ島ルポ 下」 

朝日新聞1954年12月9日朝刊3面「論壇 青ヶ島の貧困を救う道 まずネズミと鳥の害を除け」 

朝日新聞1955年2月1日朝刊東京8面「青ヶ島からＳＯＳ 食料や石油が欠乏 旧冬以来の大シケで」 

朝日新聞 1955 年 2 月 3 日朝刊 7 面「青ヶ島へ救援機を飛ばそう 雇う費用カンパ 三田高校 夜学生達が

全校運動」 

朝日新聞 1955 年 2 月 4 日朝刊 7 面「青ヶ島救援 都が一番機を飛ばす 高校生の情熱に感激 援助申込み

続々」 

朝日新聞1955年2月6日朝刊7面「あす朝、青ヶ島へ 救援機 食糧、学用品を積み」 

読売新聞1955年2月6日朝刊7面「青ヶ島にあす食糧投下 四百人十日分」 

朝日新聞1955年2月7日夕刊3面「青ヶ島へ救援機 夜学生の真心、実を結ぶ」 

朝日新聞 1955 年 3 月 3 日朝刊 7 面「青ヶ島にも選挙権を 交通不便ゆえに除外される 学術調査団 知事

選から善処望む」 

朝日新聞 1956 年 1 月 13 日朝刊 7 面「初めて選挙ができる青ヶ島 超短波を取付け 六月の参院選まで

に？」 

朝日新聞 1956 年 5 月 17 日夕刊 3 面「青ヶ島に電話開通 お陰で選挙権も使える 大喜びの島民 "早く東
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京と話したい"」 

朝日新聞1956年6月6日朝刊11面「青ヶ島 初の参院選へ 公職選挙法改正本決り 電話のおかげで」 

読売新聞1956年6月11日朝刊1面「編集手帳」 

朝日新聞1956年6月21日朝刊7面「座談会も超満員 青ヶ島あげて"選挙熱"」 

読売新聞1956年7月8日夕刊3面「青ヶ島の初投票は好調 まごつく晴着の住民 島をゆする感激のサイ

レン」 

 

 

第６章 書類送検、辞職で議員がゼロに 

朝日新聞 1971年 5月 4日朝刊 18面「政争の町に"２人町長" 青森県鰺ヶ沢 『無効票で逆転当選』 町選

管委員長決定 "落選"側すぐ告発」 

読売新聞 1971年 5月 4日朝刊 14面「再審査で当落逆転 "２人町長"騒ぎ みちのくの選挙ミステリー 同

じ筆跡五九三票 証書乱発で選管"内ゲバ" 青森・鰺ヶ沢」 

朝日新聞 1971 年 5 月 5 日朝刊 22 面「'二人町長'の町 『同一筆跡』に疑問 形式的には合法だが… 県選

管」 

読売新聞1971年5月6日夕刊10面「"逆転当選"決まる 鰺ヶ沢町の二人町長」 

朝日新聞1971年5月7日朝刊19面「『鈴木当選』を撤回せよ 鰺ヶ沢 二人町長で県選管」 

朝日新聞1971年5月8日朝刊18面「２人町長 当選証書を再交付 町選管委員長 "逆転"改めて認める」 

読売新聞1971年5月8日朝刊14面「"二人町長" 第三の当選証書も 警察 "登庁すれば逮捕"」 

読売新聞1971年5月10日朝刊14面「二人町長、けさ初登庁 鰺ヶ沢 前夜からパトロール」 

朝日新聞 1971 年 5 月 10 日夕刊 9 面「鰺ヶ沢の二人町長 初登庁ハチ合せは回避 厳戒の中、中村氏登場 

"逆転"鈴木氏「町長声明」で対抗」 

読売新聞1971年5月10日夕刊8面「"逆転町長"衝突は避ける 鰺ヶ沢 代理人が声明文 鈴木氏 『手続き

踏んで登庁』」 

読売新聞1971年5月11日夕刊8面「病院で"自信"の弁明 鰺ヶ沢 雲隠れ選管委員長」 

読売新聞1971年5月21日朝刊14面「"二人町長"法廷闘争 鈴木氏も地検仮処分に異議」 

読売新聞1971年5月28日夕刊10面「同一筆跡なかった 青森の二人町長 県警、選管委捜査へ」 

読売新聞1971年6月2日朝刊14面「選管委長を逮捕 鰺ヶ沢の二人町長"逆転当選は工作"」 

読売新聞 1971年 6月 2日夕刊 6 面「刑事事件になった"二人町長" 共謀、票すりかえ？ 選管委長ら逮捕

で進展」 

読売新聞1971年6月6日朝刊14面「『抜き取り指示した』鰺ヶ沢の選管委長自供」 

朝日新聞1971年6月10日朝刊22面「鈴木派の町議ら４人を逮捕 鰺ヶ沢の二人町長」 

読売新聞1971年6月10日朝刊14面「鈴木派の参謀ら四人を逮捕 二人町長事件」 

朝日新聞1971年6月23日朝刊3面「さらに二町議逮捕 "二人町長"の鰺ヶ沢」 

読売新聞 1971 年 7 月 15 日夕刊 10 面「選管ぐるみ"票増減" 元委員長らに実刑 鰺ヶ沢 二人町長事件で

厳罰」 

朝日新聞1971年7月18日朝刊22面「逆転当選は取消し 中村氏の当選確定 鰺ヶ沢町"二人町長"」 

読売新聞1977年3月7日夕刊6面「"二人町長事件"の上告を棄却 八被告実刑確定」 
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朝日新聞1977年3月8日朝刊22面「元選管委員長ら八人の実刑確定 青森県・鰺ヶ沢二人町長事件」 

朝日新聞2007年1月28日朝刊山梨31面「知事選で供応の疑い 元小菅村議会議長を逮捕」 

読売新聞2007年1月28日朝刊山梨31面「横内氏支援、酒食提供し依頼 元小菅村議を逮捕 供応容疑で

＝山梨」 

読売新聞2007年2月16日朝刊山梨29面「知事選選挙違反 小菅村議長ら書類送検へ 山本氏の運動依頼

＝山梨」 

朝日新聞2007年3月2日朝刊38面「村議、統一選までゼロ 知事選の選挙違反で総辞職 山梨・小菅 村

長も『ビックリ』」 

読売新聞2007年3月2日朝刊山梨31面「小菅村議１０人全員辞職 知事選選挙違反『連帯責任』理由に

＝山梨・訂正あり」 

山梨日日新聞2007年3月2日朝刊1面「小菅全村議が辞職 選挙違反事件で引責」 

山梨日日新聞2007年3月2日朝刊1面「小菅村議総辞職 突然の"けじめ" 住民『説明ない』批判も」 

朝日新聞 2007 年 3 月 23 日朝刊山梨 29 面「供応で元村議 3 人を略式起訴 小菅の知事選違反 被供応 22

人は起訴猶予」 

朝日新聞2007年3月27日朝刊山梨35面「元小菅村議３人に罰金命令 知事選違反甲府簡裁」 

読売新聞2007年3月27日朝刊山梨33面「元小菅村議長ら３人に略式命令 知事選選挙違反で＝山梨」 

読売新聞2007年4月11日朝刊山梨35面「[議会考０７]（４）「村議をやって小菅の男」（連載）＝山梨」 

山梨日日新聞 2007 年 4 月 19 日朝刊 6 面「"慣例"静かな小菅村議選 遊説カー、ポスター使わず 地区推

薦、電話で支持訴え」 

朝日新聞2007年4月23日朝刊山梨17面「『初』の女性 慣例破る 小菅村議選 木下純子さん当選」 

朝日新聞 2007年 4月 24日朝刊 38面「現場発 ムラ選挙 改革託した 52票 総辞職の山梨・小菅村 初の

女性村議 願い届く」 

朝日新聞2013年12月5日朝刊青森27面「県連会長、辞任届 自民、市長選推薦巡り混乱」 

読売新聞2013年12月8日朝刊青森33面「木村自民県連会長が辞任 平川市長選、推薦巡り混乱」 

朝日新聞 2013 年 12 月 14 日朝刊青森 25 面「平川市長選、自民推薦せず 対応巡り混乱 県連役員会で決

定」 

読売新聞2014年1月18日朝刊青森33面「平川市長選 現新激突か あす告示 自民県連は自主投票」 

読売新聞2014年1月27日朝刊青森35面「平川市長 長尾氏初当選 ミニ集会などで支持固める」 

朝日新聞 2014 年 2 月 20 日朝刊青森 27 面「激戦の裏、現金工作 平川市議５人逮捕 落選側が供与か 市

長選」 

読売新聞2014年2月20日朝刊青森33面「平川市議 ５人逮捕 市長選、公選法違反容疑」 

読売新聞2014年2月26日朝刊青森33面「大川派へ引き留め買収か 平川市長選 ５市議逮捕」 

読売新聞 2014 年 2 月 27 日朝刊青森 33 面「５市議逮捕 平川市長が陳謝 市会臨時会 市政運営協調求め

る」 

読売新聞 2014 年 2 月 28 日朝刊青森 25 面「平川市長選事件、大川氏支援者も逮捕 市議と共謀、買収容

疑／青森県」 

読売新聞2014年3月12日朝刊青森29面「市長選違反 平川市議２人起訴 ３市議は罰金、失職へ」 

朝日新聞2014年3月13日朝刊青森25面「平川市長選公選法違反事件 『大川氏から預かった金』 山田
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被告、３市議に」 

朝日新聞2014年3月14日朝刊青森23面「（激戦の裏で 平川選挙違反事件：上）焦った現職、落選「私

は担がれ候補」／青森県」 

朝日新聞 2014 年 3 月 15 日朝刊青森 25 面「（激戦の裏で 平川選挙違反事件：下）『１人５万』巣食うカ

ネ」 

読売新聞 2014 年 3 月 16 日朝刊青森 33 面「平川選挙違反 新たに複数市議を聴取 欠員４人以上なら補

選」 

朝日新聞2014年3月17日朝刊青森33面「複数市議 新たに事情聴取 平川、公選法違反容疑で 県警」 

読売新聞2014年3月18日朝刊青森33面「市長選違反 平川市議 続く聴取 10人前後、関与の疑いなど」 

読売新聞2014年3月21日朝刊青森31面「平川３市議 正式裁判請求 選挙違反 公民権停止を不服」 

朝日新聞2014年4月1日朝刊青森27面「平川市議ら３人を追起訴 市長選巡る事件 買収などの罪で」 

朝日新聞2014年4月2日朝刊青森23面「平川・買収事件 長尾派市議 逮捕 報酬受け取った容疑」 

読売新聞2014年4月23日朝刊青森31面「平川選挙違反 市議らに懲役求刑 即日結審『迷惑かけた』謝

罪」 

朝日新聞2014年5月2日朝刊青森21面「市民に落胆広がる 平川選挙違反事件 大川前市長を逮捕」 

読売新聞2014年5月2日朝刊青森25面「大川前市長逮捕 平川市長選買収申し込み容疑」 

朝日新聞2014年5月16日朝刊青森25面「２被告有罪判決 平川選挙違反 現・元市議に 地裁支部」 

読売新聞2014年5月16日朝刊青森33面「市長選巡る公選法違反事件 平川市議ら２人に有罪判決」 

朝日新聞2014年5月22日朝刊青森23面「平川 ３市議新たに逮捕 市長選被買収容疑、市議逮捕者９人

に」 

読売新聞2014年5月23日朝刊青森31面「平川選挙違反 逮捕９人 市会委開けない？ ３市議ら送検 補

選も見通せず」 

朝日新聞2014年5月31日朝刊青森25面「平川市長選買収、２被告有罪確定 斎藤被告 市議を失職」 

朝日新聞2014年6月7日朝刊青森27面「平川市議補選 実施へ 市長選買収 現職３被告が辞職意向」 

朝日新聞2014年6月10日朝刊青森27面「前平川市長を再逮捕 市長選 共謀して買収容疑」 

朝日新聞2014年6月11日朝刊青森25面「平川 ３市議辞職 来月末までに補選」 

朝日新聞2014年6月13日朝刊青森29面「買収事件で空席８ 平川市議会始まる 議長、冒頭に陳謝」 

東奥日報2014年7月16日朝刊3面「平川市長選違反 新たに６市議聴取 現金受領の疑いか」 

朝日新聞2014年7月17日朝刊39面「市議20人のうち 逮捕者15人 青森・平川 市長選めぐり現金授

受の疑い」 

朝日新聞2014年7月17日朝刊青森25面「平川市長選買収、定数20中15市議逮捕 『恥ずかしい』市

民怒り」 

読売新聞2014年7月17日朝刊青森33面「平川市議補選 どうなる 選挙違反 市議逮捕15人 20日告示 

２回実施の可能性も」 

東奥日報2014年7月17日朝刊1面「平川市議６人逮捕 大川派 被買収の疑い 市長選違反20人中15人

に」 

東奥日報2014年7月17日朝刊24面「『金もらわず』『香典だと』６市議、容疑否定 本紙取材」 

東奥日報2014年7月17日朝刊25面「『全国に恥』『議会解散を』 平川市長選違反 市議逮捕15人に 市
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民の怒りピーク」 

朝日新聞 2014 年 7 月 18 日朝刊青森 27 面「平川市議長 常任委開催『困難』 ６市議補選 本会議で議案

審議」 

朝日新聞2014年7月19日朝刊青森27面「市長選買収で市議辞職・失職 平川補選あす告示 新たに３人

辞職 被選挙数８か」 

読売新聞2014年7月19日朝刊青森29面「平川市議補選 あす告示 新たに３市議辞職 欠員８」 

東奥日報2014年7月19日朝刊1面「告示直前 欠員８に蔵 平川市議補選 新たに３人辞職」 

東奥日報2014年7月19日朝刊25面「前市長３回目基礎 平川市長選違反」 

読売新聞 2014 年 7 月 20 日朝刊 36 面「青森・平川市議１５人逮捕 欠員８きょう補選告示 残る７人 辞

職せず」 

東奥日報2014年7月21日朝刊1面「元・新９人立候補 平川市議補選が告示 欠員８」 

東奥日報2014年7月21日朝刊2面「平川市議補選告示『きれいな選挙を』『議員信用できぬ』 有権者、

期待と不安交錯」 

朝日新聞2014年7月26日朝刊青森25面「議員15人逮捕の異常事態 平川市議補選 あす投票」 

東奥日報2014年7月26日朝刊1面「異例の欠員８ 平川市議補選 あす 再生託す１票」 

朝日新聞2014年7月28日朝刊青森27面「平川新市議に８人 市長選買収巡り補選 投票率39.87％」 

東奥日報2014年7月28日朝刊1面「平川市議補選 ３元職、５新人当選 政治不信 投票率39.87％」 

東奥日報2014年7月28日朝刊2面「平川市議補選 『議会再生に全力』 新議員、信頼回復誓う」 

東奥日報2014年7月28日朝刊17面「『もう選挙違反するな』 平川市議補選 市民、願い込め１票」 

東奥日報2014年7月29日朝刊2面「無効票 前回選挙の倍 平川市議補選『税金の無駄』記述も」 

読売新聞2014年7月30日朝刊11面「平川市議15人逮捕 脱『津軽選挙』の契機に」 

読売新聞2014年8月7日朝刊青森35面「平川選挙違反 ６市議起訴 ２度目の補選 可能性も」 

朝日新聞2014年9月11日朝刊青森29面「買収工作、全市議の９割に 前市長と支援者追起訴 平川事件

／青森県」 

朝日新聞2014年9月23日朝刊福島26面「見聞録 裁判官もあきれる『津軽選挙』」 

朝日新聞 2014年 10月 19日朝刊首都 4県 36面「再見細見 地域から 自治の力 カネ飛ぶ選挙 遠い再生 

青森・平川市」 

朝日新聞2014年12月30日朝刊青森25面「取材ノートから ９ 泥水は清流になるか 平川市長選違反事

件」 

朝日新聞2015年1月23日朝刊青森21面「対馬市議、無罪主張 平川選挙違反 補選月内決定なし」 

朝日新聞2015年2月6日朝刊青森21面「平川選挙違反 水木被告に有罪判決 18市議へ買収工作認定」 

朝日新聞2015年2月11日朝刊青森23面「福士市議も辞職 平川、失職含め10人目」 

朝日新聞2015年3月3日朝刊青森29面「2015統一地方選 金権選挙：上 買収常態化 甘い認識 平川市

議15人逮捕」 

読売新聞2015年3月3日朝刊青森33面「平川市議選 ７月５日に」 

読売新聞2015年6月28日朝刊34面「買収事件で15人逮捕 青森・平川市議選 脱『津軽選挙』なるか」 

朝日新聞2015年6月29日朝刊青森27面「事件、今後…言及に差 平川市議選告示 22人立候補」 

朝日新聞2015年7月6日朝刊青森25面「平川市 新市議決まる 市長選買収 控訴中の現職、落選」 
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読売新聞2015年7月6日朝刊青森27面「平川市議20人決まる 佐々木氏は落選 市民ら期待と不安」 

朝日新聞2015年7月7日朝刊青森27面「平川市議補選 投票率63.10% 町村合併後で最低」 

朝日新聞2015年12月27日朝刊青森31面「元平川市議有罪が確定 買収事件 上告棄却」 

 

 

第７章 ４５０万円で立候補を取りやめさせる 

朝日新聞1985年2月8日夕刊1面「『無投票に』と５００万円で買収 栃木・粟野町議選」 

読売新聞1994年11月12日西部夕刊8面「沖縄・伊良部町議選 金銭で無投票工作か 県警が関係者聴取」 

朝日新聞1995年1月9日夕刊1面「島の町議15人逮捕 無投票当選工作の疑い 沖縄・伊良部町【西部】」 

朝日新聞1995年1月9日夕刊1面「大量移送にチャーター機 伊良部町議ら逮捕で沖縄県警【西部】」 

朝日新聞 1995 年 1 月 9 日夕刊 14 面「現金渡し町議選で無投票工作 議員と辞退候補ら逮捕 沖縄・伊良

部町」 

読売新聞1995年1月9日夕刊18面「立候補予定者に現金渡した２３人逮捕 町議ら無投票狙う／沖縄・

伊良部町」 

琉球新報1995年1月9日夕刊1面「伊良部町議ら23人逮捕 公選法違反の疑い」 

琉球新報1995年1月9日夕刊8面「『島はどうなる』町民の声 恥ずかしい、肩身狭い」 

琉球新報1995年1月9日夕刊9面「町民に衝撃走る 伊良部町議大量逮捕 ”金権選挙”にメス」 

琉球新報1995年1月10日朝刊1面「伊良部町議選挙無投票工作事件 全員、大筋で容疑認める」 

琉球新報1995年1月10日朝刊20面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜1＞」 

琉球新報1995年1月10日朝刊21面「『道義上辞めるべきだ』伊良部町議選・無投票工作事件」 

琉球新報1995年1月10日夕刊7面「伊良部町議選 無投票工作事件 午後にも送検」 

琉球新報1995年1月11日朝刊23面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜2＞」 

琉球新報1995年1月12日朝刊21面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜3＞」 

読売新聞 1995 年 1 月 12 日西部夕刊 6 面「沖縄・伊良部町 選挙ごとに大金動く 有権者、批判の一方期

待も…」 

読売新聞 1995 年 1 月 12 日西部夕刊 7 面「沖縄・伊良部 公共工事利権をめぐり 町長・反町長派の対立

深く 議長選で発覚」 

琉球新報1995年1月12日夕刊7面「伊良部町議選無投票工作事件 豊見山議長が辞意」 

琉球新報1995年1月13日朝刊27面「現金の流れ解明 伊良部町議会・無投票工作事件」 

朝日新聞1995年1月13日夕刊9面「伊良部町長も逮捕 関与の疑い 町議選無投票工作事件【西部】」 

読売新聞1995年1月13日西部夕刊11面「トップ逮捕、町政マヒ 『えっ』職員絶句 住民『金権こりご

り』／沖縄・伊良部」 

琉球新報1995年1月13日夕刊1面「伊良部町議選無投票工作事件 佐久川町長も逮捕」 

琉球新報1995年1月13日夕刊6面「島に再び衝撃 伊良部町 職員に動揺広がる」 

琉球新報1995年1月13日夕刊7面「町政はマヒ状態 伊良部町長逮捕」 

琉球新報1995年1月14日朝刊1面「町長、大筋で容疑認める 伊良部町議選無投票工作事件」 

琉球新報1995年1月14日朝刊26面「町民、再出発に望み 健、町政運営への影響を懸念」 

琉球新報1995年1月14日朝刊27面「『金権体質の一掃を』伊良部町長逮捕 補選の準備始まる」 
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琉球新報1995年1月14日朝刊27面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜4＞」 

読売新聞1995年1月15日西部朝刊27面「町議選の無投票工作事件 伊良部町長を送検／沖縄県警」 

琉球新報1995年1月15日朝刊27面「伊良部町議選無投票工作事件 佐久川町長を送検」 

琉球新報1995年1月15日朝刊27面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜5＞」 

琉球新報1995年1月16日朝刊27面「『混乱の町政収拾を』佐久川町長 現時点で辞職せず」 

琉球新報1995年1月16日朝刊27面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜6＞」 

琉球新報1995年1月17日朝刊19面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜7＞」 

朝日新聞1995年1月21日朝刊27面「沖縄・伊良部町議を新たに２人逮捕 無投票工作事件【西部】」 

琉球新報 1995 年 1 月 21 日朝刊 29 面「伊良部町議選無投票工作事件 さらに２議員逮捕 立候補者の買

収容疑 現職20人中17人も」 

琉球新報1995年1月25日朝刊23面「伊良部町議選無投票工作事件 豊見山議長が辞職」 

朝日新聞1995年1月25日夕刊6面「伊良部町議長が議員を辞職 沖縄【西部】」 

琉球新報 1995 年 1 月 26 日朝刊 23 面「さらに２議員が辞表 伊良部町議選無投票工作事件 辞職は５人

に」 

琉球新報1995年1月26日朝刊23面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜8＞」 

琉球新報1995年1月28日朝刊27面「踏みにじられた民意 伊良部町議選無投票工作事件＜9＞」 

琉球新報1995年1月30日朝刊21面「県警 前議長ら５人再逮捕へ 伊良部町議選 議長選で贈収賄容疑」 

琉球新報1995年1月30日朝刊21面「伊良部地容疑船無投票工作事件 きょう一括処分」 

琉球新報1995年1月30日夕刊7面「議会事務局など捜索 伊良部町議会 議長選贈収賄事件」 

朝日新聞1995年1月31日朝刊26面「伊良部町前議長ら逮捕 議長選で贈収賄容疑 沖縄【西部】」 

琉球新報1995年1月31日朝刊1面「県警 前期長ら５人再逮捕 伊良部町議長選で贈収賄容疑」 

琉球新報1995年1月31日朝刊21面「伊良部町議選無投票工作事件 相次ぐ不祥事に悲鳴」 

朝日新聞1995年2月28日朝刊30面「沖縄・伊良部町議補選、実施へ 町議１２人の辞職願受理【西部】」 

朝日新聞1995年3月15日朝刊31面「無投票工作などで伊良部町長ら有罪 那覇地裁【西部】」 

読売新聞 1995 年 3 月 15 日西部朝刊 31 面「無投票工作・議長選汚職 伊良部町長ら１５被告に有罪／那

覇地裁」 

朝日新聞1995年3月16日朝刊30面「町議選無投票当選工作の伊良部町議ら６人にも有罪 那覇地裁【西

部】」 

朝日新聞1995年3月26日朝刊27面「出直しなるら伊良部町 にぶい動き、浄化進まず（９５選挙）【西

部】」 

朝日新聞1995年4月5日朝刊34面「浄化へ足どり重く 沖縄・伊良部町（９５せんきょ前線）」 

朝日新聞1995年4月6日夕刊10面「沖縄県警から捜査員 伊良部町長・町議補欠選（９５選挙）【西部】」 

朝日新聞1995年4月18日夕刊7面「"脱金権"訴え 豚料理消えモチで気勢 沖縄・伊良部町長選【西部】」 

読売新聞1995年4月22日西部朝刊26面「沖縄・伊良部町長、町議補選 『飲めや、歌え』消えた クリ

ーンを前面に」 

朝日新聞 1995 年 4 月 24 日朝刊 18 面「違反厳戒の島、若手が次々当選 沖縄・伊良部町議補選【西部】」 

朝日新聞2003年4月26日朝刊34面「町議候補が転出届 青森・東北町、無投票工作か」 

読売新聞2003年4月26日朝刊青森30面「東北町議選 ２候補者、町外転出 事実上、無競争の可能性＝
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青森」 

朝日新聞 2003 年 4 月 27 日朝刊 39 面「転出届出した２町議候補も姿消す 青森・東北町（動！０３統一

選）」 

朝日新聞2003年4月29日朝刊30面「合併へ、しこり回避 転出届の議長、無投票狙う 青森・東北町議

選」 

朝日新聞2003年4月29日朝刊青森27面「転入届の提出なし 東北町議選の転出届問題／青森」 

読売新聞 2003 年 5 月 7 日朝刊青森 30 面「東北町議選 立候補直後『転出』前議長ら２人 一転、届け出

取り消す＝青森」 

朝日新聞2003年12月9日朝刊青森35面「『密約』ついに露呈 東北町議選の候補転出問題、町長が関与

／青森」 

読売新聞2003年12月 9日朝刊38面「"無競争"の青森・東北町議選 立候補辞退、見返りは『助役』『談

合』認める」 

読売新聞 2003 年 12 月 11 日朝刊青森 30 面「東北町議選「談合」問題 黒川町長に辞任要求 蛯沢議員、

１５日一般質問＝青森」 

朝日新聞 2003 年 12 月 13 日朝刊青森 31 面「『軽率だった』黒川前町長、陳謝 東北町議選無投票工作問

題／青森」 

読売新聞2003年12月16日朝刊青森32面「東北町議選の"談合"町議１４人、そろって謝罪『道義的責任

とった』？＝青森」 

朝日新聞2003年12月17日朝刊37面「無投票工作関与で町長辞職 『助役』の密約、破られ暴露（東北

発）」 

朝日新聞2004年2月4日朝刊青森25面「東北町議選無投票工作、前町長ら４人聴取 公選法違反容疑で

／青森」 

朝日新聞 2004 年 2 月 5 日朝刊青森 31 面「前町長ら聴取続く 町民からは批判 東北町議選の無投票工作

／青森」 

読売新聞 2004年 2月 5日朝刊青森 24面「東北町議選"談合"問題 『１票買うのに２万円』金権選挙が根

底に？＝青森」 

朝日新聞2004年2月6日朝刊39面「前町長と前議長を逮捕 町議選、無投票工作の疑い 青森・東北町」 

朝日新聞 2004 年 2 月 7 日朝刊青森 27 面「告示前に密約成立か 前町長ら送検 東北町議選、無投票工作

／青森」 

読売新聞 2004年 2月 7日朝刊青森 26面「議会に"談合"基盤 東北町、全１７人中１６人で『組織化』＝

青森」 

読売新聞2004年2月8日朝刊青森34面「東北"談合"問題 沢居容疑者の助役選任案 議会が拒絶『談合裏

付ける』＝青森」 

朝日新聞 2004 年 2 月 10 日朝刊青森 31 面「無投票工作事件には触れず 前町長ら逮捕後初の東北町議会

／青森」 

読売新聞2004年2月10日朝刊青森32面「東北"談合"摘発後初議会 町長も町議も言及なく住民ら『説明

責任を』＝青森」 

朝日新聞2004年2月24日朝刊37面「町議ら１７容疑者、書類送検 青森・東北町の無投票工作」 
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朝日新聞 2004 年 2 月 24 日朝刊青森 31 面「町議会、異常事態に 東北町議選の無投票工作事件／青森＝

続報注意」 

読売新聞2004年2月24日朝刊青森30面「東北"談合"書類送検 町議ら沈黙、町民『辞職を』 現職議員

の７割関与＝青森」 

読売新聞2004年2月26日朝刊青森30面「辞職か否かも"談合"！？ 東北町の書類送検町議１３人、進退

先送り＝青森」 

朝日新聞2004年3月27日朝刊青森35面「『前議長、助役狙う』 東北町議選無投票工作で初公判」 

読売新聞 2004 年 3 月 27 日朝刊青森 30 面「東北町議選の無競争工作 現職町議ら異議唱えず 地裁初公

判・冒頭陳述＝青森」 

読売新聞2004年3月29日朝刊青森28面「東北町議選無競争工作事件 保身に走る町議たち 求められる

説明責任＝青森」 

朝日新聞2004年4月1日朝刊青森29面「東北町議が辞職願提出 町議選無投票工作、引責３人目／青森」 

読売新聞2004年4月1日朝刊青森30面「蛯沢正紀町議が辞職願提出 東北町議会＝青森」 

朝日新聞 2004 年 5 月 11 日朝刊青森 29 面「地検、町議ら１５人起訴猶予 東北町議選の無投票工作／青

森」 

読売新聞2004年5月11日朝刊青森26面「東北町議選無投票工作 議長ら１５人起訴猶予 青森地検＝青

森」 

読売新聞2004年5月11日朝刊青森26面「東北町議選無投票工作事件で町議ら起訴猶予 "潔白"の証明で

はない（解説）＝青森」 

朝日新聞 2004 年 5 月 18 日朝刊青森 31 面「東北町議選違反で再度辞職勧告 町民グループ、関与の町議

に／青森」 

朝日新聞 2004 年 6 月 19 日朝刊青森 31 面「『民意問う機会奪った』東北町議選無投票工作で有罪判決／

青森」 

読売新聞2004年6月19日朝刊青森34面「東北町議選無競争工作 『助役の地位私物化』 前町長らに青

森地裁判決＝青森」 

読売新聞2004年7月19日朝刊青森28面「『リコール署名拒否を』 東北町議１１人連盟で文書配布＝青

森」 

朝日新聞2004年8月11日朝刊青森27面「町議解職請求署名か拒否か揺れる東北町（リポート２００４）

／青森」 

朝日新聞2004年8月18日朝刊青森29面「東北町議１１人、リコール不成立 署名、届かず／青森」 

読売新聞 2004 年 8 月 18 日朝刊青森 28 面「東北町議選公選法違反事件 町議リコールならず、署名必要

数届かず＝青森」 

朝日新聞2004年9月26日朝刊青森37面「町議らに辞職要求の代表が事故死 東北／青森」 

読売新聞 2004 年 9 月 30 日朝刊京葉 34 面「睦沢町議選で無投票工作 町議ら３人、買収容疑で逮捕＝千

葉」 

 

 

第８章 無言の政見放送が流れた参院選 
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毎日新聞 1986 年 6 月 19 日朝刊 23 面「NHK政見放送 "無声"録音 5 分 30 秒 ろうあ候補、手話通訳拒

否され」 

朝日新聞1986年6月21日朝刊22面「『政見手話通訳法改め認めよ』障害者候補ら、自治省に直談判」 

読売新聞1986年6月21日朝刊3面「障害者の政見放送に手話か字幕要望 社党・ＭＰＤ」 

毎日新聞1986年6月21日朝刊22面「手話の通訳認めよ」 

朝日新聞 1986 年 6 月 24 日朝刊 22 面「無言の政見放送 始まる ラジオで手話４分余 ろうあ候補、ＴＢ

Ｓから」 

毎日新聞1986年6月24日朝刊26面「"無声"放送流れる ろうあ者の政見、ラジオで」 

朝日新聞1986年6月27日夕刊22面「無声の手話政見、ＮＨＫテレビでも放映」 

読売新聞1986年6月27日夕刊18面「声なし、字幕なしの３分３０秒 雑民党候補、手話で政見放送」 

毎日新聞1986年7月3日朝刊4面「ニュースきょうあす ろうあ者の政見放送問題 障害者への差別浮き

彫り 選挙後の国会で論議必至」 

朝日新聞 1986 年 8 月 24 日朝刊 2 面「政見放送への手話通訳導入 通訳者確保など難問 実現に二の足踏

む自治省」 

朝日新聞1987年2月4日朝刊3面「ろうあ候補の政見放送は代読テープで 統一地方選知事選で実施」 

読売新聞1987年2月4日朝刊2面「ろうあ立候補者の政見放送は代読で 自治省方針」 

 

 

第９章 選挙で荒稼ぎする方法 

朝日新聞1952年11月27日夕刊3面「肥後落選議員を逮捕」 

読売新聞1953年5月18日朝刊7面「選挙を食った候補者 ハガキ横流しや電話権利金」 

読売新聞1953年6月20日夕刊3面「逃走中の肥後亨を検挙 電話サギなど二百万円」 

読売新聞1954年12月16日朝刊7面「"国民の名において" 三月選挙公明に！15 候補者食う選挙ゴロ 政

治のダラクは資金集めから」 

読売新聞1956年6月27日朝刊7面「参院選（東京地方区）にインチキ候補 懲役四年で仮出所中 "選挙

を利用"とうそぶく」 

読売新聞1956年7月9日夕刊7面「選挙を食った男たち 売名目当ての運動 税金一人百五十万円浪費」 

朝日新聞1956年7月13日朝刊東京8面「都選管で見解を表明 肥後亨氏 立候補受付の批判に対し」 

読売新聞1956年8月25日夕刊5面「仮出所取消しを申請 宮城県知事候補 肥後氏を保護観察所で」 

読売新聞1958年5月18日朝刊10面「戦いのひととき 10」 

読売新聞1959年5月17日朝刊8面「30万票を追う人たち 5」 

読売新聞1959年7月14日朝刊9面「沖原辞退候補を逮捕 選挙用はがきなど転売」 

読売新聞1960年9月27日朝刊11面「肥後亨を逮捕」 

朝日新聞1960年11月8日朝刊10面「相変わらず多い 悪質ホウマツ候補 ひとかせぎねらう "党総裁"な

どでたらめに」 

読売新聞1960年11月8日朝刊3面「選挙ガイド12 選挙運動用はがき」 

読売新聞1962年3月15日朝刊11面「肥後前理事長逮捕 東京不動信用金庫の不正融資」 

読売新聞 1963 年 5 月 30 日夕刊 2 面「焦点 公選法手直しの動き 都知事選苦い教訓 つかれた法の盲点 
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ほうまつ候補の横行許す」 

朝日新聞1963年6月26日朝刊2面「選挙法改正 審議会が態度硬化 三党の"技術的"改正案に」 

読売新聞 1963年 7月 2日朝刊 10面「本紙記者座談会 "汚れた選挙と汚職"の内幕 空前のスケールで 同

じ温床に咲く」 

読売新聞1963年11月6日朝刊15面「また出た"背番号候補" 都選管で八人を受理 通称問題 自治省通達

のやさき」 

読売新聞1963年11月13日朝刊東京中央13面「三氏は立候補無効 "肥後氏の勝手な届け出"で声明」 

読売新聞1963年11月15日夕刊11面「肥後亨氏を告発 東京合同法律事務所の71弁護士」 

読売新聞 1963 年 11 月 19 日朝刊 15 面「肥後事務所手入れ 同派候補にからむ公選法違反容疑 "背番号"

も徹底追及へ」 

読売新聞1963年11月23日朝刊14面「裏側からみた総選挙 本社記者座談会 ハガキ売る候補者 公然と

広告リベートも」 

読売新聞1963年12月11日朝刊15面「日当出し候補集め 背番号問題 肥後亨、一切を自供」 

朝日新聞1963年12月29日朝刊14面「ホウマツ候補と関係者起訴 肥後亨ら七人」 

朝日新聞 1963 年 12 月 29 日夕刊 7 面「ホウマツ候補の"台所" 広告のリベートで 供託金まかなう 五十

三人 国費五千万円食う」 

読売新聞1964年3月6日朝刊15面「"背番号候補"初公判 肥後ら四被告 起訴事実を認める」 

読売新聞1964年3月9日朝刊15面「『肥後 亨』の奇妙な足跡 選挙の裏道伝い12年 "ニセ証紙"の究明

困難に」 

朝日新聞 1964 年 3 月 10 日朝刊 14 面「肥後亨被告の死 三裁判への影響 検察側にはマイナス ニセ証紙 

"生き証人"を失う」 

読売新聞1964年4月1日夕刊9面「全理事は無資格 東京地裁 千葉工大紛争に判決」 

朝日新聞1964年4月20日夕刊1面「選挙運動など改善 公選法改正案成る 供託金を倍額に 『ホウマツ

候補』の抑制」 

朝日新聞 1965 年 6 月 18 日朝刊 14 面「締出しに法改正 供託金大幅引上げ 自治省『推薦制』など検討」 

朝日新聞1965年6月18日朝刊15面「選挙を食いもの ほうまつ候補 参院選東京地方区 『金もうけサ』

とうそぶく」 

読売新聞1965年7月1日朝刊14面「選挙を汚すホウマツ候補」 

読売新聞 1965 年 7 月 5 日朝刊 3 面「違反、一せい摘発 ほうまつ候補逮捕 警視庁 高田がん（厳）ら五

人」 

読売新聞1965年7月6日朝刊東京13面「赤字と出た"ほうまつ" 『名が売れた』とうそぶく」 

朝日新聞1967年1月7日夕刊9面「手を焼くホウマツ候補 金もうけ・売名ねらう 法改正では間に合わ

ぬ」 

読売新聞1967年1月9日朝刊15面「『ほうまつ』手出せず 浄化ムード、監視強まり」 

読売新聞1967年1月12日朝刊14面「"浄化"に押し流された "ホウマツ候補" 前回の１／３に激減 選挙

商売に世論の勝利」 

読売新聞1967年1月17日夕刊1面「サイドライト ほうまつ候補」 

読売新聞1972年11月21日朝刊6面「締め出そう"不良候補" 供託金引き上げては」 
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朝日新聞1975年7月8日朝刊4面「成立した選挙二法改正 内容と問題点」 

朝日新聞1977年7月13日朝刊5面「ことば 供託金没収」 

朝日新聞1986年7月10日朝刊22面「悪用された公営選挙 "肥後事件"ひな形に 業界、年々競争が激化」 

朝日新聞 1986 年 7 月 10 日朝刊 23 面「選挙広告の国費を食いもの 参院比例区 超ミニ新党乱立のウラ 

代理店が供託金払う」 

 


