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LA LEG19LATURA DE LA PROVINCしA D帥ERRA D軋F〕EGO

ANTA剛DA E 19LA9 D軋ATLANTICO 9UR

9ANCIONA CON F]ERZA DE LEY

AR曹工CUI.O IO:　工NCORPORASEI COmO inciso f) al

Articul0 17　de la Ley Provincia1 201 el s|guiente

亡ex七〇:

▼一f) La manifestaci6n　'一Afil.一一　respecto a"

一'aquellos electores que Se enCuentren afiliados al〇

一一algdn Partido Politicoii・-

ARHCULO　2O:　MOD工F工CASEI e|　parrafo segundo de|

articulo　35　de la Ley Provincia|　NO　201′　el que

quedara redactado de |a s|guiente forma:

l-A tal finI y de acuerdo a　|o-i

一一preceptuado por el pun七〇　5　del Articul0　201 de一'

▼一Ia Constituci6n Provincial′　|os e|ectores n〇一一

一一afiliados′　y que figuren en el Registroll

一一Electoral sin　|a man⊥festaci6n　▼一Afi|.'一′　POdran'一

'一tachar candidatos de　|as listas que figuren en一一

一1la bo|eta electora|′　Segun e|　procedimientoil

'一as|gnado en el articul0 36 de la presentel一・-

ART工CULO　3O:　MOD工F工CASE e|　Primer parrafo de|

articulo　36　de la ley Provincial NO　201′　e|　que

quedara redactado de |a s|guiente forma:

一'E|　elec七〇r nO afiliad。 POdr合一　e]erCer”

一一el derecho electora|　en relaci6n a las tachas de.1

一一acuerdo al s|guiente procedimiento:1-

AR冒工CULO　4o:工NCORPORASE′　COmO ‘il亡imo parrafo de|

articulo　37　de la Ley Provincial N°　201′　el

S|guiente texto:

1-Asimismo seran nulas　　|as tachas’一

一一efectuadas por quienes carecen del derecho deil

一一tachar por enC○ntrarSe afiliados a　|os Par正dos'一

一一Politicos’’.-



◆▲

ART工CULO 5O: MOD工F壬cASE, el inciso c) de|　articu|0

61 de la Ley Provincia|　NO　201′　el que quedara

redactado de la s|guiente manera:

一一c) sobres para Sufragar′　en un ndmero

equivalente a la cantidad de electores de la mesa.

Los sobres para Sufragar seran:

B|ancos:′　destinado a los sufrag|OS de　|os

electores nO afi|iados a　|os Partidos Politicos′

quienes se enCuentran habilitados a e]erCer el
derecho a tachar candidatos y′

De Co|or: Destinado a los sufrag|。S de los

electores afiliados a los Partidos Po|itic○s a

quienes les esta vedado eコerCer el derecho a

tachar candidatos’’

AR曹工CULO　　6o:工NCORP6RASE, COmO inciso f) al

articulo　79　de la∴∴Ley Provincial NO　201′　e|

S|guiente textO:

一'f) Los fisca16s′　aunque nO figuren

empadronados en |a mesa en la que actdan′　Siempre

sufragarin c○n e|　sobre de color destinado a los

afiliados a los Partidos P01itic○s一一・-

ART工CULO　7O: MOD工FiCASEI e|　Primer Parrafo de|

articulo　87　de la Ley Provincial N0　201′　e|　que

quedara redactado de |a s|guiente manera:

'一Si la identidad no es impugnada′　y e|

elector no figurase en el Padr6n como afi|iado a

partido Politico′　el Presidente le entregara un

sobre Blanco′　abierto y vacio′　fimando en e|

acto de su pufio y letra′ le proveera de|　e|emento

de escritura es七ablecido en e| inciso h) del

articul0　77　y　|o invitar台　a pasar a|　cuart0

oscur○○　　Si e|　elector figurase en e|　Padr6n

E|ectoral como afiliado′　　el Presidente　|e

entregara un sobre de Color′　abierto y vacio′

firmando en e|　acto de su pufio y　|etra∴∴y　|o

invitara a paSar a|　cuarto osCur〇〇一・〇



ART工CULO　8O:　　SUS冒エロUYE純I el incis0　7′　de|

articul0　94′　de la Ley Provincia1 201′　POr e|

S|guiente :

一・7.-　Escrutara las tachas efectuadas

por los electores no afiliados c○ntenidas en　|as

bo|etas de　|os∴∴SufraglOS emitidos mediante　|os

sobres b|ancos.
En caso que aPareZCan taChas

efectuadas sobre las boletas de los sufrag|OS

emitidos median七e sobres de color′　　NO se

escrutaran′　y dichas b0letas seran guardadas en el

sobre espeCia|　previsto en e|　art. 97　uitimo

Parra王〇・‾

ART工CULO　9O:　De forma.-


