後

改

正

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令新旧対照条文

正

○ 市町村の合併の特例等に関する法律施行令︵平成十七年政令第五十五号︶︵第一条関係︶

改

︵傍線の部分は改正部分︶

前

第一章〜第三章 ︵略︶

市町村の合併の特例等に関する法律施行令

合併協議会設置の勧告等︵第五十一条︱第五十六条︶

市町村の合併の特例に関する法律施行令
第一章〜第三章 ︵略︶

第四章

補則︵第五十七条︱第六十条︶

目次

︵削除︶

第五章

目次

第四章 補則︵第五十一条︱第五十四条︶

附則

合併協議会設置の請求
︵代表者証明書の交付︶

第一章

附則
第一章 合併協議会設置の請求
︵代表者証明書の交付︶

書﹂という︒︶を添えて︑その者の属する市町村の長に対し︑請求代

の内容その他必要な事項を記載した書面︵以下﹁合併協議会設置請求

︵以下﹁請求代表者﹂という︒︶は︑合併対象市町村の名称及び請求

条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者

代表者であることを証明する書面︵以下﹁代表者証明書﹂という︒︶

求書﹂という︒︶を添えて︑その者の属する市町村の長に対し︑請求

求の内容その他必要な事項を記載した書面︵以下﹁合併協議会設置請

者︵以下﹁請求代表者﹂という︒︶は︑合併対象市町村の名称及び請

四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表

市町村の合併の特例等に関する法律︵以下﹁法﹂という︒︶第

表者であることを証明する書面︵以下﹁代表者証明書﹂という︒︶の

法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定に

︵公職選挙法を準用する場合の読替え︶

２ ︵略︶

の交付を文書で申請しなければならない︒

︵略︶

交付を文書で申請しなければならない︒

第一条 市町村の合併の特例に関する法律︵以下﹁法﹂という︒︶第四 第一条

２

︵公職選挙法を準用する場合の読替え︶

第二十条 法第五条第三十二項の規定により法第四条第十四項の規定に 第二十条
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に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

する場合においては︑次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄

よる投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用

に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

する場合においては︑次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄

よる投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用

する法律︵平成十六年法

法律第五十九号︶第四条

関する法律︵平成十六年

市町村の合併の特例等に

律第五十九号︶第四条第

第十四項の規定による同

選挙に関する事務

十四項の規定による同条

条第二項に規定する合併

第五条

第二項に規定する合併協

協議会設置協議︵以下﹁

市町村の合併の特例に関

とする︒

選挙に関する事務

とする︒
第五条

議会設置協議︵以下﹁合

合併協議会設置協議﹂と

衆議院︵比例代表選出︶議員又は 市町村

併協議会設置協議﹂とい

衆議院︵比例代表選出︶議員又は 市町村

参議院︵比例代表選出︶議員の選

いう︒︶についての投票

参議院︵比例代表選出︶議員の選

挙については中央選挙管理会が管

う︒︶についての投票︵

挙については中央選挙管理会が管

理し︑衆議院︵小選挙区選出︶議

︵以下﹁合併協議会設置

理し︑衆議院︵小選挙区選出︶議

員︑参議院︵選挙区選出︶議員︑

以下﹁合併協議会設置協

員︑参議院︵選挙区選出︶議員︑

都道府県の議会の議員又は都道府

協議についての投票﹂と

都道府県の議会の議員又は都道府

県知事の選挙については都道府県

議についての投票﹂とい

県知事の選挙については都道府県

の選挙管理委員会が管理し︑市町

いう︒︶に関する事務

の選挙管理委員会が管理し︑市町

村の議会の議員又は市町村長の選

う︒︶に関する事務

村の議会の議員又は市町村長の選
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挙については市町村

挙については市町村
︵略︶

︵略︶

市町村の合併の特例等に

︵略︶

第四十六 第四十八条第一項

関する法律第五条第三十

︵略︶
市町村の合併の特例に関
条の二第

二項において準用する第

︵略︶

第四十六 第四十八条第一項
する法律第五条第三十二
二項

︵略︶

条の二第
項において準用する第四

四十八条第一項

二項
十八条第一項

当該選挙の公職の候補者の氏名

賛否

当該選挙の公職の候補者の氏名

公職の候補者︵公職の候補者たる が指示する賛否

賛否

公職の候補者︵公職の候補者たる が指示する賛否

参議院名簿登載者を含む︒︶一人

同法第五条第三十二項に

欄又は反対の記載欄に

の指示に従い賛成の記載

参議院名簿登載者を含む︒︶一人

第六十八条第一項第一号

公職の候補者一人に対して

の氏名

同法第五条第三十二項に

欄又は反対の記載欄に

の指示に従い賛成の記載

の氏名
公職の候補者一人に対して

第六十八条第一項第一号

おいて準用する第六十八

﹁賛否をともに﹂

おいて準用する第六十八

﹁公職の候補者の氏名﹂

賛成の記載欄及び反対の

条第一項第一号
﹁賛否をともに﹂

公職の候補者に対して〇の記号

条第一項第一号
﹁公職の候補者の氏名﹂

賛成の記載欄及び反対の

記載欄のいずれにも〇の

公職の候補者に対して〇の記号

記載欄のいずれにも〇の
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身分︑住所又は敬称の類を記入し

を記載したもの︒ただし︑職業︑ したもの

公職の候補者の氏名のほか︑他事 賛否のほか︑他事を記載

たものは︑この限りでない︒

身分︑住所又は敬称の類を記入し

を記載したもの︒ただし︑職業︑ したもの

公職の候補者の氏名のほか︑他事 賛否のほか︑他事を記載

記号を

たものは︑この限りでない︒

公職の候補者の氏名を自書しない 賛否を自書しないもの

記号を

公職の候補者の氏名を自書しない 賛否を自書しないもの

もの

賛否

〇の記号を記載したか

記載欄のいずれに対して

公職の候補者の何人

の記号

公職の候補者の何人

記載欄のいずれに対して

公職の候補者のいずれに対して〇 賛成の記載欄又は反対の

の記号

〇の記号を記載したか

︵略︶

市町村の合併の特例等に

︵略︶

公職の候補者のいずれに対して〇 賛成の記載欄又は反対の

賛否

もの

︵略︶
第七十六 第六十二条

関する法律第五条第三十

︵略︶
市町村の合併の特例に関

条

︵略︶

第七十六 第六十二条

する法律第五条第三十二

︵略︶

条

選挙会

二項において準用する第

選挙会及び選挙分会

合併協議会設置協議につ

項において準用する第六

選挙会

又は選挙の期日

六十二条

選挙会及び選挙分会

合併協議会設置協議につ

十二条

又は選挙の期日
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選挙の期日以後

いての投票の期日
当該期日以後
︵略︶

選挙の期日以後
︵略︶

いての投票の期日

当該期日以後

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

いての投票

第二百六 地方公共団体の議会の議員又は長 合併協議会設置協議につ
条第一項 の選挙

合併協議会設置協議につ

いての投票における賛否

当選

いての投票における賛否

投票実施請求代表者

関する法律第四条第十五

第百一条の三第二項又は第百六条 市町村の合併の特例等に

公職の候補者

の結果

投票実施請求代表者

の結果

合併協議会設置協議につ

いての投票

第二百六 地方公共団体の議会の議員又は長 合併協議会設置協議につ
条第一項 の選挙
当選

公職の候補者

第百一条の三第二項又は第百六条 市町村の合併の特例に関

第二項の規定による告示の日

項前段の規定による公表

する法律第四条第十五項
前段の規定による公表の

の日

当該選挙に関する事務を管理する 市町村の
︵略︶

市町村の合併の特例等に

︵略︶

日
当該選挙に関する事務を管理する 市町村の

第二項の規定による告示の日

︵略︶
第二百二 前四条

関する法律第五条第三十

︵略︶
市町村の合併の特例に関

十四条

︵略︶

第二百二 前四条

する法律第五条第三十二

︵略︶

十四条
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︵略︶

︵略︶

︵公職選挙法施行令の準用︶

項において準用する第二

二百二十一条から第二百

二項において準用する第

︵略︶

百二十一条から第二百二

︵略︶

二十三条まで
︵略︶

十三条まで
︵略︶

︵公職選挙法施行令の準用︶

市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第五十九

ら第五十八条まで︑第五十九条の四第一項及び第二項︑同条第四項︵

第五十五条︵第六項及び第七項に係る部分を除く︒︶︑第五十六条か

挙に関する部分に限る︒︶及び第二項から第四項まで︑第五十四条︑

条︑第五十二条︑第五十三条第一項︵市町村の議会の議員及び長の選

三︑第四章の三︑第五十条︵第五項及び第七項を除く︒︶︑第五十一

村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第四十九条の

五条︑第四十六条第一項及び第四十八条第一項︵これらの規定中市町

︑第四十四条の二︵在外選挙人名簿に関する部分を除く︒︶︑第四十

び第二項︑第三十六条︑第三十七条︑第三十九条から第四十四条まで

第一項︵市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶及

五から第二十八条まで︑第三十一条から第三十四条まで︑第三十五条

村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第二十六条の

第二項︑第二十五条から第二十六条の三まで︑第二十六条の四︵市町

条の五から第五十九条の五の三まで︑第五十九条の五の四第一項︑第

市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第五十九

ら第五十八条まで︑第五十九条の四第一項及び第二項︑同条第四項︵

第五十五条︵第六項及び第七項に係る部分を除く︒︶︑第五十六条か

挙に関する部分に限る︒︶及び第二項から第四項まで︑第五十四条︑

条︑第五十二条︑第五十三条第一項︵市町村の議会の議員及び長の選

三︑第四章の三︑第五十条︵第五項及び第七項を除く︒︶︑第五十一

村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第四十九条の

五条︑第四十六条第一項及び第四十八条第一項︵これらの規定中市町

︑第四十四条の二︵在外選挙人名簿に関する部分を除く︒︶︑第四十

び第二項︑第三十六条︑第三十七条︑第三十九条から第四十四条まで

第一項︵市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶及

五から第二十八条まで︑第三十一条から第三十四条まで︑第三十五条

村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第二十六条の

第二項︑第二十五条から第二十六条の三まで︑第二十六条の四︵市町

公職選挙法施行令第二十二条の二︑第二十四条第一項及び

条の五から第五十九条の五の三まで︑第五十九条の五の四第一項︑第

二項︑第四項及び第五項︑同条第六項及び第七項︵これらの規定中市

第二十二条

二項︑第四項及び第五項︑同条第六項及び第七項︵これらの規定中市

町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶並びに第八項

第二十二条 公職選挙法施行令第二十二条の二︑第二十四条第一項及び

町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶並びに第八項
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欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

る︒この場合において︑次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中

表第一の規定は︑法第四条第十四項の規定による投票について準用す

︶︑第百四十二条の三︑第百四十五条︑第百四十六条第二項並びに別

項及び第二項︑第百四十二条の二︵第一項第七号に係る部分を除く︒

条︑第百四十一条の二第一項︑第百四十一条の三︑第百四十二条第一

二十九条第一項︑第百三十一条︵第一項後段を除く︒︶︑第百三十八

議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第百二十五条の四︑第百

に限る︒︶︑第八十六条第一項︑第八十七条第一項︵市町村の議会の

十四条︑第八十五条︵市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分

の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第八十三条の二︑第八

に限る︒︶︑第八十条及び第八十一条︵これらの規定中市町村の議会

︑第七十八条第一項︵市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分

議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第七十七条第一項

三条まで︑第七十四条から第七十六条まで︵これらの規定中市町村の

び第二項︑第六十八条︑第七十条の二第一項︑第七十一条から第七十

除く︒︶及び第四項︑第六十四条︑第六十五条︑第六十七条第一項及

選挙法第四十九条第七項及び第八項の規定による投票に関する部分を

︒︶︑第六十二条︑第六十三条第一項及び第二項︑同条第三項︵公職

から第十五項まで︑第六十条︑第六十一条︵第四項に係る部分を除く

のとする︒

欄に掲げる字句は︑それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

る︒この場合において︑次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中

表第一の規定は︑法第四条第十四項の規定による投票について準用す

︶︑第百四十二条の三︑第百四十五条︑第百四十六条第二項並びに別

項及び第二項︑第百四十二条の二︵第一項第七号に係る部分を除く︒

条︑第百四十一条の二第一項︑第百四十一条の三︑第百四十二条第一

二十九条第一項︑第百三十一条︵第一項後段を除く︒︶︑第百三十八

議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第百二十五条の四︑第百

に限る︒︶︑第八十六条第一項︑第八十七条第一項︵市町村の議会の

十四条︑第八十五条︵市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分

の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第八十三条の二︑第八

に限る︒︶︑第八十条及び第八十一条︵これらの規定中市町村の議会

︑第七十八条第一項︵市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分

議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る︒︶︑第七十七条第一項

三条まで︑第七十四条から第七十六条まで︵これらの規定中市町村の

び第二項︑第六十八条︑第七十条の二第一項︑第七十一条から第七十

除く︒︶及び第四項︑第六十四条︑第六十五条︑第六十七条第一項及

選挙法第四十九条第七項及び第八項の規定による投票に関する部分を

︒︶︑第六十二条︑第六十三条第一項及び第二項︑同条第三項︵公職

から第十五項まで︑第六十条︑第六十一条︵第四項に係る部分を除く

条の二

期間

第十四項の規定による同

団体の議会の議員若しくは長の任 法律第五十九号︶第四条

院議員︑参議院議員又は地方公共 関する法律︵平成十六年

第二十二 その抄本を用いて選挙された衆議 市町村の合併の特例等に

のとする︒

院議員︑参議院議員又は地方公共 する法律︵平成十六年法

第二十二 その抄本を用いて選挙された衆議 市町村の合併の特例に関
条の二

十四項の規定による同条

団体の議会の議員若しくは長の任 律第五十九号︶第四条第
期間
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﹂という︒︶の結果が確

設置協議についての投票

投票︵以下﹁合併協議会

議会設置協議についての

第二項に規定する合併協

確定するまでの間

票﹂という︒︶の結果が

会設置協議についての投

の投票︵以下﹁合併協議

協議会設置協議について

条第二項に規定する合併

︵略︶

定するまでの間
︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

第七十条 法第六十二条第二項若しくは第四 市町村の合併の特例等に

︵略︶

第七十条 法第六十二条第二項若しくは第四 市町村の合併の特例に関

つた場合又は同条第八項

二項において準用する法

項の規定により開票立会人が定ま 関する法律第五条第三十

の二

項において準用する法第

並びに公職の候補者の届出に係る 並びに

つた場合又は同条第八項

の二第一 項の規定により開票立会人が定ま する法律第五条第三十二
項

並びに公職の候補者の届出に係る 並びに

者については当該公職の候補者の

第六十二条第八項又は市

者については当該公職の候補者の

氏名及び当該公職の候補者の属す

六十二条第八項又は市町

氏名及び当該公職の候補者の属す

る政党その他の政治団体の名称︑

町村の合併の特例等に関

る政党その他の政治団体の名称︑

候補者届出政党の届出に係る者に

村の合併の特例に関する

候補者届出政党の届出に係る者に

ついては当該候補者届出政党の名

する法律施行令第二十一

ついては当該候補者届出政党の名

称︑衆議院名簿届出政党等の届出

法律施行令第二十一条第

称︑衆議院名簿届出政党等の届出

に係る者については当該衆議院名

条第一項

に係る者については当該衆議院名

簿届出政党等の名称及び略称︑参

一項

簿届出政党等の名称及び略称︑参
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︵略︶

選挙管理委員会の選任に係る者に

政党等の名称及び略称︑市町村の

者については当該参議院名簿届出

議院名簿届出政党等の届出に係る

選挙管理委員会の選任に係る者に

政党等の名称及び略称︑市町村の

者については当該参議院名簿届出

議院名簿届出政党等の届出に係る

︵略︶

第八十四 選挙長又は選挙分会長

︵略︶

ついては
︵略︶

ついては
︵略︶
選挙長

選挙長

︵略︶

法第八十条又は第八十一条第二項

条
法第八十条又は第八十一条第二項 市町村の合併の特例に関

若しくは第三項︵同条第二項及び 関する法律第五条第三十

第八十四 選挙長又は選挙分会長
条

若しくは第三項︵同条第二項及び する法律第五条第三十二

第三項の規定を同条第四項におい 二項において準用する法

市町村の合併の特例等に

第三項の規定を同条第四項におい 項において準用する法第

数にあつては︑当該参議院名簿届

各参議院名簿届出政党等の得票総

議院名簿届出政党等の得票総数︵

各衆議院名簿届出政党等又は各参

る参議院名簿登載者を含む︒︶︑ の投票総数

各公職の候補者︵公職の候補者た 賛成又は反対のそれぞれ

出政党等に係る各参議院名簿登載

数にあつては︑当該参議院名簿届

各参議院名簿届出政党等の得票総

議院名簿届出政党等の得票総数︵

各衆議院名簿届出政党等又は各参

る参議院名簿登載者を含む︒︶︑ の投票総数

各公職の候補者︵公職の候補者た 賛成又は反対のそれぞれ

第八十条

出政党等に係る各参議院名簿登載

者︵当該選挙の期日において公職

て準用する場合を含む︒︶

者︵当該選挙の期日において公職

の候補者たる者に限る︒︶の得票

八十条

の候補者たる者に限る︒︶の得票

総数を含むものをいう︒︶

て準用する場合を含む︒︶

総数を含むものをいう︒︶
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選挙会場又は選挙分会場

選挙会場
︵略︶

選挙会場又は選挙分会場
︵略︶

選挙会場

︵略︶

︵略︶

︵略︶

︵略︶

第百三十 選挙の一部が無効となつたことに 一部の区域について市町

る法律第五条第三十二項

第百三十 選挙の一部が無効となつたことに 一部の区域について市町

定により再選挙が行われるべき

において準用する法第五

項

おいて準用する法第五十

投票

︵略︶

十七条の規定による投票

再選挙
︵略︶

七条の規定による投票が

︵略︶

が行われる

投票
︵略︶

行われる

法律第五条第三十二項に

一条第一 より法第百九条又は第百十条の規 村の合併の特例等に関す

再選挙
︵略︶

定により再選挙が行われるべき

一条第一 より法第百九条又は第百十条の規 村の合併の特例に関する
項

︵略︶

︵地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え︶

合併特例区

︵地方自治法の財務に関する規定を準用する場合の技術的読替え︶

第四十四条 法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条

第三章

第四十四条 法第四十七条の規定により合併特例区の財務について同条

に規定する地方自治法の規定を準用する場合においては︑同法の規定

第三章 合併特例区

に規定する地方自治法の規定を準用する場合においては︑同法の規定

中﹁普通地方公共団体﹂とあるのは︑﹁合併特例区﹂と読み替えるほ

︵略︶

中﹁普通地方公共団体﹂とあるのは︑﹁合併特例区﹂と読み替えるほ

︵略︶

か︑次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑

︵略︶

か︑次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑

︵略︶

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒
︵略︶

それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒
︵略︶
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二第三項

十一条の

第二百三 第二百三十五条
律第五十九号︶第四十四

する法律︵平成十六年法

市町村の合併の特例に関
二第三項

十一条の

第二百三 第二百三十五条

法律第五十九号︶第四十

関する法律︵平成十六年

市町村の合併の特例等に

第二百三 第二百三十五条
する法律第四十四条ただ

市町村の合併の特例に関

二第五項

十一条の

第二百三 第二百三十五条

だし書

関する法律第四十四条た

市町村の合併の特例等に

四条ただし書

十一条の
し書

条ただし書

二第五項

市町村の合併の特例等に

合併特例区
第二百三 第二百三十五条

関する法律第四十四条た

市町村

市町村の合併の特例に関

十二条の

合併特例区

第二百三 第二百三十五条

する法律第四十四条ただ

市町村

十二条の

だし書

︵略︶

合併特例区の長

六第一項
会計管理者

し書
合併特例区の長

六第一項
会計管理者

︵略︶

合併市町村︵市町村の合

︵略︶
第二百三 監査委員

併の特例等に関する法律

︵略︶
合併市町村︵市町村の合

十五条の

︵略︶

第二百三 監査委員

併の特例に関する法律第

第二条第二項に規定する

︵略︶

十五条の

二第一項

合併市町村をいう︒以下

二条第二項に規定する合
併市町村をいう︒以下同

同じ︒︶の監査委員

合併市町村の監査委員

じ︒︶の監査委員
合併市町村の監査委員

第二百三 監査委員

二第一項

第二百三 監査委員
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十五条の
二第二項 前条

市町村の合併の特例に関

十五条の
二第二項 前条

市町村の合併の特例等に

合併特例区協議会︵市町

関する法律第四十四条た

第二百三 議会の議決

村の合併の特例等に関す

する法律第四十四条ただ

合併特例区協議会︵市町

十七条第

だし書

第二百三 議会の議決
村の合併の特例に関する

に規定する合併特例区協

十七条第
規定する合併特例区協議

議会をいう︒以下同じ︒

る法律第三十六条第一項

会をいう︒以下同じ︒︶

市町村の合併の特例等に

合併市町村の監査委員

︵略︶

︶の同意

二項

し書

︵略︶

第二百三十三条第五項

第二百四 監査委員

の同意
︵略︶
合併市町村の監査委員

十一条第
五項

関する法律第四十五条第

︵略︶

合併特例区協議会

する法律第四十五条第四

議会
︵略︶

四項
合併特例区協議会
︵略︶

︵地方自治法施行令の財務に関する規定の準用︶

︵略︶

項

市町村の合併の特例に関

︵略︶

法律第三十六条第一項に

︵略︶

二項

︵略︶

議会
︵略︶

第二百三十三条第五項

第二百四 監査委員
十一条第
五項

︵略︶

︵地方自治法施行令の財務に関する規定の準用︶
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二までの規定は︑合併特例区の財務について準用する︒この場合にお

十一条の七第一項及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の

項及び第二項前段︑第百七十一条から第百七十一条の六まで︑第百七

条の七まで︑第百七十条の二︑第百七十条の四︑第百七十条の五第一

︑第百六十八条の七第一項及び第三項︑第百六十九条から第百六十九

︑第百六十六条の二から第百六十七条の十七まで︑第百六十八条の六

第百五十九条︑第百六十条︑第百六十一条から第百六十五条の八まで

条︵第一項第一号を除く︒︶︑第百五十四条から第百五十八条まで︑

三条︑第百四十五条から第百四十八条まで︑第百五十条︑第百五十二

いて︑これらの規定︵第百六十九条の二第一号の規定を除く︒︶中﹁

二までの規定は︑合併特例区の財務について準用する︒この場合にお

十一条の七第一項及び第二項並びに第百七十二条から第百七十三条の

項及び第二項前段︑第百七十一条から第百七十一条の六まで︑第百七

条の七まで︑第百七十条の二︑第百七十条の四︑第百七十条の五第一

︑第百六十八条の七第一項及び第三項︑第百六十九条から第百六十九

︑第百六十六条の二から第百六十七条の十七まで︑第百六十八条の六

第百五十九条︑第百六十条︑第百六十一条から第百六十五条の八まで

条︵第一項第一号を除く︒︶︑第百五十四条から第百五十八条まで︑

三条︑第百四十五条から第百四十八条まで︑第百五十条︑第百五十二

地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項︑第百四十

いて︑これらの規定︵第百六十九条の二第一号の規定を除く︒︶中﹁

普通地方公共団体﹂とあるのは︑﹁合併特例区﹂と読み替えるほか︑

第五十条 地方自治法施行令第百四十二条第一項及び第二項︑第百四十 第五十条

普通地方公共団体﹂とあるのは︑﹁合併特例区﹂と読み替えるほか︑

速やかに合併特例区協議

次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それ

第百四十 次の会議においてこれを議会

会︵市町村の合併の特例

次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は︑それ

速やかに合併特例区協議

五条第一

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒

第百四十 次の会議においてこれを議会

会︵市町村の合併の特例

ぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする︒

五条第一

六年法律第五十九号︶第

等に関する法律︵平成十
年法律第五十九号︶第三

三十六条第一項に規定す

項
十六条第一項に規定する

る合併特例区協議会をい

に関する法律︵平成十六

合併特例区協議会をいう

う︒以下同じ︒︶

項

︒以下同じ︒︶

する法律第四十五条第四

項

五条第二

四項

関する法律第四十五条第

第百四十 地方自治法第二百三十三条第五項 市町村の合併の特例等に

五条第二

項

第百四十 地方自治法第二百三十三条第五項 市町村の合併の特例に関
項
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議会

合併特例区協議会
︵略︶

議会
︵略︶

合併特例区協議会

︵略︶

関する法律第四十七条に

︵略︶

︵略︶

二条第一

おいて準用する地方自治

︵略︶

する法律第四十七条にお

項︑第三

法第二百二十一条第三項

第百五十 地方自治法第二百二十一条第三項 市町村の合併の特例等に

二条第一
いて準用する地方自治法

項及び第

第百五十 地方自治法第二百二十一条第三項 市町村の合併の特例に関
項︑第三
第二百二十一条第三項

四項

項及び第
四項

融機関又は収納代理金融機関若し 村の合併の特例等に関す

第百五十 指定金融機関若しくは指定代理金 出納取扱金融機関︵市町
五条

金融機関をいう︒以下同

二項に規定する出納取扱

同じ︒︶又は収納取扱金

扱金融機関をいう︒以下

第二項に規定する出納取

る法律施行令第四十二条

じ︒︶又は収納取扱金融

融機関︵同項に規定する

くは収納事務取扱金融機関

機関︵同項に規定する収

収納取扱金融機関をいう

法律施行令第四十二条第

融機関又は収納代理金融機関若し 村の合併の特例に関する

第百五十 指定金融機関若しくは指定代理金 出納取扱金融機関︵市町
五条
くは収納事務取扱金融機関

納取扱金融機関をいう︒

︒以下同じ︒︶

市町村の合併の特例等に

︵略︶

第百六十 地方自治法第二百三十五条

関する法律第四十四条た

︵略︶

以下同じ︒︶
︵略︶
市町村の合併の特例に関

五条第一

だし書

︵略︶

第百六十 地方自治法第二百三十五条

する法律第四十四条ただ

項

︵略︶

五条第一

し書

︵略︶

項
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会計管理者

合併特例区の長

会計管理者

指定金融機関又は指定代理金融機 出納取扱金融機関

合併特例区の長

指定金融機関又は指定代理金融機 出納取扱金融機関

︵略︶

関
︵略︶

関
︵略︶

市町村の合併の特例等に

︵略︶

第百六十 地方自治法第二百三十五条

関する法律第四十四条た

︵略︶
市町村の合併の特例に関

五条の二

︵略︶
第百六十 地方自治法第二百三十五条

する法律第四十四条ただ

指定金融機関︑指定代理金融機関 出納取扱金融機関

だし書

五条の二
し書
指定金融機関︑指定代理金融機関 出納取扱金融機関

会計管理者

合併特例区の長

会計管理者

指定金融機関又は指定代理金融機 出納取扱金融機関

合併特例区の長

指定金融機関又は指定代理金融機 出納取扱金融機関

関

︵略︶

合併特例区協議会の同意

︵略︶

関
︵略︶

第百六十 条例で定めるものとする

を得た合併特例区規則で

︵略︶
合併特例区協議会の同意

七条の十

︵略︶

第百六十 条例で定めるものとする

を得た合併特例区規則で

定めるものとする︒この

︵略︶

七条の十

七

場合において︑当該合併

定めるものとする︒この
場合において︑当該合併

特例区規則は︑合併市町

七

特例区規則は︑合併市町
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︵略︶
２ ︵略︶
︵削除︶
︵削除︶

︵削除︶

︵略︶

該合併市町村の長の承認

議会の議決を経てする当

をいう︒以下同じ︒︶の

項に規定する合併市町村

に関する法律第二条第二

村︵市町村の合併の特例

認を受けなければ︑その

当該合併市町村の長の承

の議会の議決を経てする

村をいう︒以下同じ︒︶

二項に規定する合併市町

等に関する法律第二条第

村︵市町村の合併の特例

︵略︶

を受けなければ︑その効

︵略︶

効力を生じない
︵略︶
︵略︶

力を生じない
︵略︶
２

第四章 合併協議会設置の勧告等

︵合併協議会設置の勧告に係る書面の作成︶

第五十一条 法第六十一条第一項の規定による勧告は︑書面をもってし
なければならない︒
︵準用︶

第五十二条 第十三条から第十五条までの規定は︑法第六十一条第十一

項の規定による投票の請求について準用する︒この場合において︑第

十三条第一項中﹁同条第九項﹂とあるのは﹁法第六十一条第七項﹂と

︑第十四条中﹁第二条第三項﹂とあるのは﹁﹁第五条第三十項﹂とあ

るのは﹁第六十一条第二十五項﹂と︑第二条第三項﹂と︑第十五条中

﹁合併請求市町村﹂とあるのは﹁法第六十一条第七項に規定する合併

協議会設置協議について可決しない市町村﹂と︑﹁合併対象市町村﹂
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︵削除︶

︵削除︶

とあるのは﹁合併協議会設置勧告対象市町村﹂と読み替えるものとす
る︒

︵合併協議会設置協議について可決しない市町村の長による合併協議

会設置協議の内容についての通知等︶

第五十三条 合併協議会設置協議について可決しない市町村︵法第六十

一条第七項に規定する合併協議会設置協議について可決しない市町村

をいう︒以下同じ︒︶の長は︑同条第十項又は第十五項の規定による

通知を行う場合においては︑当該通知に係る合併協議会設置協議の内

前項の規定により通知を受けた選挙管理委員会は︑合併協議会設置

容を選挙管理委員会に通知しなければならない︒
２

協議の内容︵法第六十一条第十五項の規定による通知を受けた場合に

あっては︑合併協議会設置協議の内容及び前条において準用する第十

三条第一項の投票実施請求書に記載された請求の内容︶を告示し︑か

つ︑投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び︑これを掲示しな
ければならない︒
︵準用︶

第五十四条 第三十一条の規定は︑法第六十一条第十七項の規定による

投票の期日について準用する︒この場合において︑第三十一条第一項

中﹁合併協議会設置協議否決市町村﹂とあるのは﹁合併協議会設置協

議について可決しない市町村﹂と︑﹁同条第十三項又は第十九項﹂と

あるのは﹁法第六十一条第九項又は第十五項﹂と︑同条第二項及び第

三項中﹁合併協議会設置協議否決市町村﹂とあるのは﹁合併協議会設

第十八条から第二十三条までの規定は︑法第六十一条第十七項の規

置協議について可決しない市町村﹂と読み替えるものとする︒
２
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︵削除︶

︵削除︶

定による投票について準用する︒この場合において︑これらの規定中

﹁第五条第三十二項﹂とあるのは﹁第六十一条第二十七項﹂と︑第二

十条中﹁第四条第十四項の規定による同条第二項﹂とあるのは﹁第六

十一条第十七項の規定による同条第三項﹂と︑﹁第四条第十五項前段

﹂とあるのは﹁第六十一条第十八項前段﹂と︑第二十二条中﹁第四条

第十四項の規定による同条第二項﹂とあるのは﹁第六十一条第十七項

の規定による同条第三項﹂と読み替えるものとする︒

︵合併協議会設置の勧告に係る合併協議会設置協議に関する請求があ
った旨の通知︶

第五十五条 法第六十一条第四項に規定する勧告をした都道府県知事は

︑すべての合併協議会設置協議について可決しない市町村の長から同

条第七項後段の規定による報告を受けたとき︑又は同項後段の規定に

よる報告をしなかったすべての合併協議会設置協議について可決しな

い市町村の長から同条第十三項の規定による報告を受けたときは︑直

ちに︑その旨を当該勧告をした都道府県知事の統括する都道府県の選

挙管理委員会に通知しなければならない︒

︵合併協議会に係るあっせん又は調停︶

第五十六条 都道府県知事は︑法第六十三条第一項の規定により当事者

の申請があった場合において︑あっせん又は調停を行わせることが適

都道府県知事は︑法第六十三条第一項の規定により市町村合併調整

当でないと認めるときは︑その旨を当事者に通知しなければならない
︒
２

委員にあっせん又は調停を行わせることとしたときは︑直ちに︑その

旨及び市町村合併調整委員の氏名を告示するとともに︑当事者にこれ
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第四章 補則
︵特別区に関する特例︶
第五十一条 ︵略︶
︵指定都市に対する適用関係︶

都道府県知事は︑市町村合併調整委員に対し︑あっせん又は調停の

を通知しなければならない︒
３

補則

経過について報告を求めることができる︒
第五章

︵略︶

︵特別区に関する特例︶
第五十七条

︵指定都市に対する適用関係︶

選挙管理委員会は﹂とあるのは﹁区の選挙管理委員会は﹂と読み替え

﹁市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会に﹂と︑﹁市町村の

法第七十四条の二第十項中﹁市町村の選挙管理委員会に﹂とあるのは

市町村の選挙管理委員会﹂とあるのは﹁区の選挙管理委員会﹂と︑同

場合には︑これらの規定︵同法第七十四条の二第十項を除く︒︶中﹁

より地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三の規定を準用する

管理委員会は﹂と読み替えるものとする︒

委員会に﹂と︑﹁市町村の選挙管理委員会は﹂とあるのは﹁区の選挙

管理委員会に﹂とあるのは﹁市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理

の選挙管理委員会﹂と︑同法第七十四条の二第十項中﹁市町村の選挙

の二第十項を除く︒︶中﹁市町村の選挙管理委員会﹂とあるのは﹁区

四条の三の規定を準用する場合には︑これらの規定︵同法第七十四条

十一条第二十五項の規定により地方自治法第七十四条の二及び第七十

第二項︵第三十二条において準用する場合を含む︒︶及び第三十二条

る場合を含む︒︶において準用する第十条︑第二十一条第一項︵同条

いて準用する場合を含む︒︶︑第十四条︵第二十九条において準用す

十八条において準用する場合を含む︒︶︑第十三条︵第二十九条にお

定を第十四条︵第二十九条において準用する場合を含む︒︶及び第二

場合には︑第一条第二項︑第四条から第八条までの規定︵これらの規

び第五十四条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第三十二条及

いて準用する第十条︑第二十一条第一項︵同条第二項︵第三十二条及

条︵第二十九条及び第五十二条において準用する場合を含む︒︶にお

第二十九条及び第五十二条において準用する場合を含む︒︶︑第十四

む︒︶及び第二十八条において準用する場合を含む︒︶︑第十三条︵

定を第十四条︵第二十九条及び第五十二条において準用する場合を含

場合には︑第一条第二項︑第四条から第八条までの規定︵これらの規

指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する

において準用する場合を含む︒︶及び第二十七条第二項の規定中﹁市

び第五十四条第二項において準用する場合を含む︒︶及び第二十七条

指定都市における請求及び投票についてこの政令の規定を適用する ２

るものとする︒

第五十二条 指定都市における請求について法第五条第三十項の規定に 第五十八条 指定都市における請求について法第五条第三十項又は第六

２

町村の選挙管理委員会﹂とあるのは﹁区の選挙管理委員会﹂と︑第十
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五条︵第二十九条において準用する場合を含む︒︶中﹁選挙管理委員

理委員会﹂と︑第十五条︵第二十九条及び第五十二条において準用す

第二項の規定中﹁市町村の選挙管理委員会﹂とあるのは﹁区の選挙管

︵公表の方法︶

員会﹂とする︒

る場合を含む︒︶中﹁選挙管理委員会﹂とあるのは﹁区の選挙管理委

会﹂とあるのは﹁区の選挙管理委員会﹂とする︒

︵公表の方法︶
十五項並びに第五条第五項︑第八項︑第十項︑第十一項︑第十三項︑

六項︑第十九項︑第二十項︑第二十二項及び第二十五項︑第五十八条

十五項︑第五条第五項︑第八項︑第十項︑第十一項︑第十三項︑第十

法第四条第四項︑第八項から第十項まで︑第十二項及び第

第十六項︑第十九項︑第二十項︑第二十二項及び第二十五項の規定に

第三項並びに第六十一条第二項︑第四項︑第六項︑第七項︑第九項︑

第五十三条 法第四条第四項︑第八項から第十項まで︑第十二項及び第 第五十九条

よる公表は︑告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものと

第十二項︑第十五項︑第十六項︑第十八項及び第二十一項の規定によ

第六十条

︵略︶

︵合併協議会設置請求書等の様式︶

る︒

る公表は︑告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとす

する︒

︵合併協議会設置請求書等の様式︶
第五十四条 ︵略︶
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○ 地方自治法施行令︵昭和二十二年政令第十六号︶︵第二条関係︶

後
第九十二条 ︵略︶

正

第九十二条 ︵略︶

②〜④ ︵略︶

改

②〜④ ︵略︶

改

正

︵傍線の部分は改正部分︶

前

村の合併の特例に関する法律︵平成十六年法律第五十九号︶第八条第

定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日︵市町

七 市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第五項の規

一〜六 ︵略︶

までの間とする︒

号に掲げる選挙の区分に応じ︑当該各号に定める日から当該選挙の期日

第二項の規定の適用がある場合には︑同法第二条第一項に規定する市

村の合併の特例等に関する法律︵平成十六年法律第五十九号︶第八条

定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日︵市町

七 市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第五項の規

一〜六 ︵略︶

までの間とする︒

号に掲げる選挙の区分に応じ︑当該各号に定める日から当該選挙の期日

⑤ 地方自治法第七十四条第六項に規定する政令で定める期間は︑次の各 ⑤ 地方自治法第七十四条第六項に規定する政令で定める期間は︑次の各

二項の規定の適用がある場合には︑同法第二条第一項に規定する市町

町村の合併の日︶
⑥ ︵略︶

八 ︵略︶

村の合併の日︶
八 ︵略︶
⑥ ︵略︶
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正

後

第十二条 ︵略︶

改

正

︵人の生命又は身体を害する罪等︶

○ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令︵昭和三十三年政令第三十三号︶︵第三条関係︶

改
︵人の生命又は身体を害する罪等︶
第十二条 ︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

前

る︒

一〜三十六 ︵略︶

る︒

２ 法第五条の二第二項第三号の政令で定める罪は︑次に掲げるものとす ２ 法第五条の二第二項第三号の政令で定める罪は︑次に掲げるものとす
一〜三十六 ︵略︶

三十七 市町村の合併の特例等に関する法律︵平成十六年法律第五十九
三十八〜四十二 ︵略︶

号︶第六十七条第一項又は第二項に規定する罪

三十七 市町村の合併の特例に関する法律︵平成十六年法律第五十九号
︶第六十条第一項又は第二項に規定する罪
三十八〜四十二 ︵略︶
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正

後

正

︵教職員定数の算定に関する特例︶

改

前

︵傍線の部分は改正部分︶

○ 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令︵昭和三十三年政令第二百二号︶︵第四条関係︶

改
︵教職員定数の算定に関する特例︶

行われ︑かつ︑旧合併特例法第五条第一項の規定に基づき作成された

に規定する市町村の合併をいう︒︶が平成十八年三月三十一日までに

同法︵以下この号において﹁旧合併特例法﹂という︒︶第二条第一項

六号︶附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる

町村の合併︵旧市町村の合併の特例に関する法律︵昭和四十年法律第

法律第六十七号︶第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市

一 平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法︵昭和二十二年

学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする︒

後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科

の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合

職員の数を加える場合においては︑法第七条第一項の規定により統合前

事情は︑次の各号のいずれかに該当することとし︑同条の規定により教

町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると認

われ︑かつ︑旧合併特例法第五条第一項の規定に基づき作成された市

規定する市町村の合併をいう︒︶が平成十八年三月三十一日までに行

法︵以下この号において﹁旧合併特例法﹂という︒︶第二条第一項に

号︶附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同

町村の合併︵市町村の合併の特例に関する法律︵昭和四十年法律第六

法律第六十七号︶第七条第一項又は第三項の規定による申請に係る市

一 平成十七年三月三十一日までに行われた地方自治法︵昭和二十二年

学大臣が定める数を同条の規定により算定した数に加えるものとする︒

後の学校について算定した教職員の数の合計数との差を考慮して文部科

の各学校について算定した教職員の数の合計数と同項の規定により統合

職員の数を加える場合においては︑法第七条第一項の規定により統合前

事情は︑次の各号のいずれかに該当することとし︑同条の規定により教

第五条 法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする 第五条 法第十五条第一号の政令で定める教育上特別の配慮を必要とする

市町村建設計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必要とすると

二 平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第七条第一項又は第

められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつて

二 平成十七年四月一日以降に行われた地方自治法第七条第一項又は第

三項の規定による申請に係る市町村の合併︵市町村の合併の特例等に

認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程であつ

三項の規定による申請に係る市町村の合併︵市町村の合併の特例に関

関する法律︵平成十六年法律第五十九号︶第二条第一項に規定する市

その統合の日から五年を経過しないものが存すること︒

する法律︵平成十六年法律第五十九号︶第二条第一項に規定する市町

町村の合併をいう︒︶が平成二十二年三月三十一日までに行われ︑か

てその統合の日から五年を経過しないものが存すること︒

村の合併をいう︒︶が平成三十二年三月三十一日までに行われ︑かつ

‑ 23 ‑

要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期

された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮を必

︑市町村の合併の特例に関する法律第六条第一項の規定に基づき作成

前期課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存するこ

を必要とすると認められる小学校若しくは中学校又は中等教育学校の

作成された合併市町村基本計画に基づく統合のため教育上特別の配慮

つ︑市町村の合併の特例等に関する法律第六条第一項の規定に基づき

２〜５ ︵略︶

と︒

課程であつてその統合の日から五年を経過しないものが存すること︒
２〜５ ︵略︶
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改

正

後

○ 消費税法施行令︵昭和六十三年政令第三百六十号︶︵第五条関係︶

附 則
︵特別会計を設けて行う事業とみなされる合併特例区の事業の範囲︶

附 則

改

正

︵傍線の部分は改正部分︶

前

︵特別会計を設けて行う事業とみなされる合併特例区の事業の範囲︶

適用については︑当該事業は︑同条第一項本文の特別会計を設けて行う

務として行う第七十二条第二項第三号の事業に係る法第六十条の規定の

号︶第二十六条第一項︵合併特例区︶の合併特例区が一般会計に係る業

う事業とみなす︒

の適用については︑当該事業は︑同条第一項本文の特別会計を設けて行

業務として行う第七十二条第二項第三号の事業に係る法第六十条の規定

九号︶第二十六条第一項︵合併特例区︶の合併特例区が一般会計に係る

第二十三条 市町村の合併の特例に関する法律︵平成十六年法律第五十九 第二十三条 市町村の合併の特例等に関する法律︵平成十六年法律第五十

事業とみなす︒
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