○公職選挙法施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部を改正する政令
公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）

新旧対照条文

正

前

（傍線の部分は改正部分）

第四十条 投票管理者は、法第五十条第一項の規定によつて、選挙人に本人で

改

第四十条 投票管理者は、法第五十条第一項の規定によつて、選挙人に本人で

ある旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前におい

後

ある旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前におい

てその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に

正

てその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に

読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合にお

改

読み聞かせた上、選挙人にこれに署名させなければならない。この場合にお

いて、選挙人が身体の故障又は文盲に因り自ら宣言し、又は署名することが

（選挙人の宣言）

いて、選挙人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名するこ

できないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み聞か

（選挙人の宣言）

とができないときは、投票管理者は、宣言書を作製させ、これを本人に読み

せた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
２ 略

聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
２ 略

第四十一条 投票管理者は、法第四十八条第一項の規定によつて心身の故障そ

は文盲であることを理由として代理投票を申請した選挙人がある場合におい

第四十一条 投票管理者は、法第四十八条第一項の規定によつて身体の故障又

（代理投票の仮投票）

の他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、そ

て、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聞き、その拒否を

（代理投票の仮投票）

の事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定す

決定することができる。
２～４ 略

ることができる。
２～４ 略

第五十五条 法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及

び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し又は居住する地の市町村（

第五十五条 法第四十九条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及

（不在者投票管理者）

び投票用封筒の交付を受けた選挙人が現に所在し又は居住する地の市町村の

当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村を除く。）の選挙管

（不在者投票管理者）

選挙管理委員会の委員長（当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する

理委員会の委員長とする。
２～９ 略

市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。）とする。
２～９ 略

に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者

十八条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請

４ 第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第四

２・３ 略

第五十六条 略

の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に

に基づいて、前項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人

十八条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請

４ 第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、選挙人が法第四

２・３ 略

第五十六条 略

（選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における

投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事

他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示

（選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における

する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の

する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし

不在者投票の方法）

立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該

、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させな

不在者投票の方法）

選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に

ければならない。
５・６ 略

入れて封をし、その封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれ
を提出させなければならない。
５・６ 略

該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一

一号に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当

項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第四十九条の二第一項第

より代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前

３ 第一項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第四十八条の規定に

２ 略

第六十五条の四 略

補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の

在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候

べき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして

項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助す

より代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前

３ 第一項の場合において、在外公館の長は、選挙人が法第四十八条の規定に

２ 略

第六十五条の四 略

（在外公館等における在外投票の方法）

人をして在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該選挙人が指示する

表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならな

（在外公館等における在外投票の方法）

公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、そ

い。

（指定都市に関する法の規定の特例）

４・５ 略

の封筒の表面に当該選挙人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなけれ
ばならない。
４・５ 略
（指定都市に関する法の規定の特例）

会は、市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一条第三項（住所に

二並びに第二百六十三条第二号の規定の適用については、区の選挙管理委員

、第二百一条の十一第十一項、第二百一条の十四第二項、第二百六十一条の

とみなし、法第六条第一項及び第二項、第百三十四条第一項、第百四十七条

の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所

の二の規定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長を市

百七十条、第百七十五条、第二百七十条第一項ただし書並びに第二百七十条

三十条第二項、第百四十四条の二第一項から第五項まで、第百六十三条、第

用される法第五十五条、第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百

び第七項から第九項まで、第四十八条の二第二項の規定により読み替えて適

て適用される場合に限る。）、第四十八条の二第一項、第四十九条第三項及

される法第四十二条第一項（法第四十九条の二第二項の規定により読み替え

定により読み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み替えて適用

から第四十一条まで、第四十八条の二第二項（法第四十九条の二第二項の規

条の七まで、第三十条の十、第三十条の十一、第三十条の十三、第三十七条

第一項、第三項及び第五項、第三十条の三第二項、第三十条の五から第三十

に関する部分を除く。）、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二

で、第二十七条（市の区域に関する部分を除く。）、第二十八条（市の区域

所移転者に関する部分を除く。）及び第四項、第二十二条から第二十六条ま

四項、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項、第二十一条第一項（住

分を除く。）、第十五条第一項から第三項まで及び第五項、第十五条の二第

第百四十一条の二 指定都市においては、法第十一条第三項（住所に関する部

部分に限る。）の規定の適用については、区は市に含まれるものとする。

市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第十一条第三項（住所に関する

に第二百六十三条第二号の規定の適用については、区の選挙管理委員会は、

百一条の十一第十一項、第二百一条の十四第二項、第二百六十一条の二並び

し、法第六条第一項及び第二項、第百三十四条第一項、第百四十七条、第二

、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所とみな

規定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長を市の長と

条、第百七十五条、第二百七十条第一項ただし書並びに第二百七十条の二の

第二項、第百四十四条の二第一項から第五項まで、第百六十三条、第百七十

る法第五十五条、第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百三十条

第七項及び第八項、第四十八条の二第二項の規定により読み替えて適用され

て適用される場合に限る。）、第四十八条の二第一項、第四十九条第三項、

される法第四十二条第一項（法第四十九条の二第二項の規定により読み替え

定により読み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み替えて適用

から第四十一条まで、第四十八条の二第二項（法第四十九条の二第二項の規

条の七まで、第三十条の十、第三十条の十一、第三十条の十三、第三十七条

第一項、第三項及び第五項、第三十条の三第二項、第三十条の五から第三十

に関する部分を除く。）、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二

で、第二十七条（市の区域に関する部分を除く。）、第二十八条（市の区域

所移転者に関する部分を除く。）及び第四項、第二十二条から第二十六条ま

四項、第十七条から第十九条まで、第二十条第二項、第二十一条第一項（住

分を除く。）、第十五条第一項から第三項まで及び第五項、第十五条の二第

第百四十一条の二 指定都市においては、法第十一条第三項（住所に関する部

２ 略

関する部分に限る。）の規定の適用については、区は市に含まれるものとす
る。
２ 略

第百四十一条の三 指定都市においては、第二条、第三条、第五条から第六条

の二まで、第二十三条の二、第百十一条、第百三十二条の二、第百三十二条

第百四十一条の三 指定都市においては、第二条、第三条、第五条から第六条

（指定都市の区に対するこの政令の適用）

の二まで、第二十三条の二、第五十条、第五十六条、第百十一条、第百三十

の五、第百四十二条の二及び第百四十四条の規定中市に関する規定並びに第

（指定都市の区に対するこの政令の適用）

二条の二、第百三十二条の五、第百四十二条の二及び第百四十四条の規定中

条の四まで及び第百三十二条の九の規定中指定都市以外の市に関する規定は

市に関する規定並びに第百二十七条の二、第百三十二条の三から第百三十二
る。

二条の九の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区に適用す

百二十七条の二、第百三十二条の三から第百三十二条の四まで及び第百三十

２ 同上

、指定都市の区に適用する。
２ 指定都市においては、第九十二条、第百十九条第二項、第百二十一条及び
第百二十五条の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は
、区の選挙管理委員会に適用する。

改

改

正

前

（傍線の部分は改正部分）

い者であって登録基準日以後に当該市町村の住民基本台帳に記録されたもの

を知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていな

、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと

第九条 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間

登録されなかった者を除く。）であって登録基準日以後に当該市町村の住民

い者（法第四条の規定により投票権を有しない者であったため投票人名簿に

を知った場合において、当該者が当該市町村の投票人名簿に登録されていな

、当該市町村に住所を有する者が死亡したこと又は日本の国籍を失ったこと

第九条 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日から国民投票の期日までの間

後

であるときは、直ちにその旨をその者の転入前市町村（当該市町村の住民基

基本台帳に記録されたものであるときは、直ちにその旨をその者の転入前市

正

（表示に係る通知）

第七条 市町村の選挙管理委員会は、法第五条の規定による通知を受けた場合

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令（平成二十二年政令第百三十五号）

第七条及び第八条 削除

において、当該通知に係る者が当該市町村の投票人名簿に登録されていない

者（法第四条の規定により投票権を有しない者であったため投票人名簿に登

録されなかった者を除く。）であって登録基準日以後に当該市町村の住民基

本台帳に記録されたものであるときは、直ちに当該通知の内容を当該通知に

係る者の転入前市町村（当該市町村の住民基本台帳に記録される前において

直近に住民基本台帳に記録されていた市町村をいう。第九条において同じ。

）の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会が

この条の規定による通知を受けた場合も、同様とする。
（表示の消除）

第八条 市町村の選挙管理委員会は、法第二十八条第一項の規定による表示を

された者が投票人名簿に登録される資格を有するに至ったことを知った場合

には、直ちにその表示を消除しなければならない。

本台帳に記録される前において直近に住民基本台帳に記録されていた市町村

町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。市町村の選挙管理委員会

（登録の抹消に係る通知）

をいう。次項において同じ。）の選挙管理委員会に通知しなければならない

がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様とする。

（登録の抹消に係る通知）

。市町村の選挙管理委員会がこの項の規定による通知を受けた場合も、同様
とする。

２ 市町村の選挙管理委員会は、登録基準日に当該市町村の住民基本台帳に記
録された者を投票人名簿に登録したときは、直ちにその旨をその者の転入前
市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第二十八条 削除

２ 同上

（在外投票人名簿の表示の消除）

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、法第四十一条第一項の規定による表

示をされた者が在外投票人名簿に登録される資格を有するに至ったことを知

った場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。

人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合

おいてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票

人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前に

第五十一条 投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本

において、投票人が身体の故障又は文盲により自ら宣言し、又は署名するこ

人に読み聞かせた上、投票人にこれに署名させなければならない。この場合

おいてその宣言をさせ、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、投票

人である旨の宣言をさせる必要がある場合においては、投票立会人の面前に

第五十一条 投票管理者は、法第六十三条第一項の規定によって、投票人に本

（投票人の宣言）

において、投票人が心身の故障その他の事由により自ら宣言し、又は署名す

とができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に読み

（投票人の宣言）

ることができないときは、投票管理者は、宣言書を作成させ、これを本人に

聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
２ 略

読み聞かせた上、その旨を宣言書に記載させなければならない。
２ 略

第五十二条 投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障そ

は文盲であることを理由として代理投票を申請した投票人がある場合におい

第五十二条 投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって身体の故障又

（代理投票の仮投票）

の他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、そ

て、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を

（代理投票の仮投票）

の事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定す

決定することができる。
２～４ 略

ることができる。
２～４ 略

第六十九条 法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及

び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し又は居住する地の市町村（

第六十九条 法第六十一条第一項に規定する不在者投票管理者は、投票用紙及

（不在者投票管理者）

び投票用封筒の交付を受けた投票人が現に所在し又は居住する地の市町村の

当該投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村を除く。）の選挙管

（不在者投票管理者）

選挙管理委員会の委員長（当該投票人が登録されている投票人名簿の属する

市町村の選挙管理委員会の委員長を除く。）とする。
２～９ 略

理委員会の委員長とする。
２～９ 略

に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在

十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請

４ 第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が法第五

２・３ 略

第七十条 略

人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下

に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票

十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請

４ 第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が法第五

２・３ 略

第七十条 略

（投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における

者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従

に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指

（投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における

事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人

示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票

不在者投票の方法）

の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当

用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直

不在者投票の方法）

該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ

ちにこれを提出させなければならない。
５・６ 略

、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を
記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。
５・６ 略

して在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成

票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人を

に規定する在外投票に係る事務に従事する在外公館の職員のうちから当該投

項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、法第六十二条第一項第一号

より代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前

３ 第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定に

２ 略

第九十五条 略

封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出

字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて

在外公館等投票記載場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文

べき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして

項の規定により立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助す

より代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前

３ 第一項の場合において、在外公館の長は、投票人が法第五十九条の規定に

２ 略

第九十五条 略

（在外公館等における在外投票の方法）

の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、これを投票用封筒に入

させなければならない。

（在外公館等における在外投票の方法）

れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを
提出させなければならない。

４・５ 略

４・５ 略

長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所と

条の規定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長を市の

、第七十八条、第八十五条、第百四十二条第一項ただし書並びに第百四十三

九条、法第七十五条第二項、第七十六条第一項から第四項まで、第七十七条

項及び第四項、第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十

項、第六十一条第三項及び第七項から第九項まで、第六十五条第一項、第二

第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る。）、法第六十条第一

。）の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項（法第六十二条

第二項（法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合に限る

項及び第五項、第四十九条第一項、第五十条から第五十二条まで、第六十条

第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項、第四十八条第二

項、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条第一項から第三項まで、

二十九条まで、第三十二条、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条第二

条第二項、第二十二条第二項、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第

第百四十一条 指定都市においては、法第二十条第一項及び第三項、第二十一

委員会と、区の事務所を市役所とみなし、法第十九条第一項の規定の適用に

区域を市の区域と、区の長を市の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理

第一項ただし書並びに第百四十三条の規定の適用については、それぞれ区の

一項から第四項まで、第七十七条、第七十八条、第八十五条、第百四十二条

り読み替えて適用される法第六十九条、法第七十五条第二項、第七十六条第

第八項、第六十五条第一項、第二項及び第四項、第六十条第二項の規定によ

される場合に限る。）、法第六十条第一項、第六十一条第三項、第七項及び

れる法第五十三条第一項（法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用

により読み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み替えて適用さ

第五十条から第五十二条まで、第六十条第二項（法第六十二条第二項の規定

条、第四十三条第一項、第四十八条第二項及び第五項、第四十九条第一項、

で、第三十七条第一項から第三項まで、第三十八条、第四十一条、第四十二

三条第一項及び第三項、第三十四条第二項、第三十六条第一項から第三項ま

十三条、第二十四条、第二十七条から第二十九条まで、第三十二条、第三十

、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二

第百四十一条 指定都市においては、法第五条（住所に関する部分を除く。）

（指定都市の区に対する法の適用）

みなし、法第十九条第一項の規定の適用については、区の選挙管理委員会は

ついては、区の選挙管理委員会は、市の選挙管理委員会に含まれるものとし

（指定都市の区に対する法の適用）

、市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第五条（住所に関する部分に

、法第五条（住所に関する部分に限る。）の規定の適用については、区は市

２ 同上

規定は、指定都市の区に適用する。

第百四十二条 指定都市においては、第百四十五条第一項の規定中市に関する

（指定都市の区に対するこの政令の適用）

２ 略

に含まれるものとする。

限る。）の規定の適用については、区は市に含まれるものとする。
２ 略
（指定都市の区に対するこの政令の適用）
第百四十二条 指定都市においては、第六十四条第一項、第七十条第一項及び
第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区に適用する。
２ 指定都市においては、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区
の選挙管理委員会に適用する。

正

改

正

第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条ま

十二条第一項から第六項までに関する部分に限る。）、第七十七条第二項、

第二項に関する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六

並びに第三項、第六十八条の二、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条

書、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項

一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第七項まで及び第八項ただし

第四十九条第七項及び第八項、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十

第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、

二項（同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項（同法

。）及び第三項（公職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第

第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る

四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項（同法第六十八条第一項

員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。）、第四十四条第三項、第

だし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第二項（市町村の議会の議

二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条た

、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで及び第五項、第

、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで

合においては、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の五まで

票について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場

第十九条 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よる投

第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、

条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、

でに関する部分に限る。）、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一

。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六十二条第一項から第六項ま

の二、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条第二項に関する部分に限る

号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条

六十二条第一項から第七項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二

項、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第

項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十九条第七項及び第八

二項（同項の表第四十六条第一項から第三項までの項（同条第二項及び第三

。）及び第三項（公職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第

第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る

四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項（同法第六十八条第一項

員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。）、第四十四条第三項、第

だし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第二項（市町村の議会の議

二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条た

、第十八条第一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで及び第五項、第

、第二章、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで

合においては、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の五まで

票について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場

第十九条 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よる投

（傍線の部分は改正部分）

で、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、

第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十

前

第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四

八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条の二まで、第百

後

市町村の合併の特例に関する法律施行令（平成十七年政令第五十五号）
改

十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第

五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四条の五まで、第

（公職選挙法の規定のうち準用しないもの）

百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から

百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書、第百六十七条

（公職選挙法の規定のうち準用しないもの）

第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六

七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用

六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百

六十六条第一項後段及び第二項、第二百六十七条、第二百六十八条、第二百

条第四項及び第五項、第二百五十五条の二から第二百六十四条まで、第二百

の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五

二百四十九条に関する部分を除く。）、第二百五十一条から第二百五十二条

二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条（同法第二百四十八条及び第

並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の

二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号

一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第

及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第

、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号

十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項

関する部分に限る。）、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三

）、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号（同法第二百一条の十五に

項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条第三項に関する部分に限る。

四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条（同法第二百二十一条第三

二十二条第三項、第二百二十三条第三項、第二百二十三条の二、第二百二十

二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百

第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第

二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から

十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第

で、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九

で、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条ま

ただし書及び第三項から第八項まで、第百七十六条から第百七十八条の三ま

条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項

条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。

九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二百七十一

二項、第二百六十七条、第二百六十八条、第二百六十九条後段、第二百六十

百五十五条の二から第二百六十四条まで、第二百六十六条第一項後段及び第

の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項及び第五項、第二

を除く。）、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三条

まで、第二百五十条（同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部分

五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の五

項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十

二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一

条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、第

二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十九

三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第

二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百

百三十五条の二第一号（同法第二百一条の十五に関する部分に限る。）、第

及び第二百二十三条第三項に関する部分に限る。）、第二百三十五条、第二

の三、第二百三十四条（同法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項

十三条第三項、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条

後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二

十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第三項

百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百

の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二

項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五まで、第十四章

び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の二第二

八項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項及

から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及び第三項から第

しない。

正

改

正

十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条

六条（同法第六十二条第一項から第六項までに関する部分に限る。）、第七

同法第五十七条第二項に関する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十

だし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第七十二条、第七十三条（

だし書及び第九項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号た

第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第七項まで、第八項た

。）、第四十九条第七項及び第八項、第四十九条の二、第五十七条第二項、

（同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る。）に係る部分に限る

の二第二項（同項の表第四十六条第一項から第三項まで及び前条第二項の項

に限る。）及び第三項（公職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条

第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分

項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項（同法第六十八条

会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。）、第四十四条第三

十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十条第二項（市町村の議

三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三

一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで及び第五項、第二十条から第

十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第

、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の五まで、第二章、第

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場合においては

第五条 法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票について公

条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六

三項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第百六条まで、第百八

項から第六項までに関する部分に限る。）、第七十七条第二項、第八十条第

する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六十二条第一

項、第六十八条の二、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条第二項に関

八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三

項、第六十二条第一項から第七項まで、第八項ただし書及び第九項、第六十

び第八項、第四十九条の二、第五十七条第二項、第六十一条第三項及び第四

び第三項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十九条第七項及

の二第二項（同項の表第四十六条第一項から第三項までの項（同条第二項及

に限る。）及び第三項（公職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条

第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに第百二十六条に関する部分

項、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第二項（同法第六十八条

会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る。）、第四十四条第三

十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四十条第二項（市町村の議

三十条まで、第四章の二、第五章、第三十五条、第三十六条ただし書、第三

一項ただし書、第十九条第一項から第三項まで及び第五項、第二十条から第

十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六条まで、第十八条第

、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の五まで、第二章、第

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場合においては

第五条 法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票について公

（傍線の部分は改正部分）

から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条から第百

条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二

前

三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十

まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二から第百五十一条

後

大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令（平成二十五年政令第四十二号）
改

一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十

の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六十四

（公職選挙法のうち準用しないもの）

八条の二から第百五十一条の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第

条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十六条ただし書

（公職選挙法のうち準用しないもの）

百六十一条から第百六十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の

、第二百七十一条から第二百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定

、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書

百六十四条第二項から第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで

五条第四項及び第五項、第二百五十五条の二から第二百六十三条まで、第二

条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十

第二百四十九条に関する部分を除く。）、第二百五十一条から第二百五十二

の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十条（同法第二百四十八条及び

号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条

第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八

第一号、第二百四十二条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び

号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条

項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二

三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二

に関する部分に限る。）、第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百

。）、第二百三十五条、第二百三十五条の二第一号（同法第二百一条の十五

一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条に関する部分に限る

二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条（同法第二百二十

第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第

九条第二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条

百九条の二から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十

、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二

の二から第百九十九条の五まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条

第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条

七十八条の三まで、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から

七十五条第一項ただし書及び第三項から第八項まで、第百七十六条から第百

二、第百六十六条ただし書、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百

百七十一条の五まで並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。

二百六十九条の二、第二百七十条第一項ただし書、第二百七十一条から第二

項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条後段、第

二百五十五条の二から第二百六十三条まで、第二百六十四条第二項から第四

条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第四項及び第五項、第

分を除く。）、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで、第二百五十三

五まで、第二百五十条（同法第二百四十八条及び第二百四十九条に関する部

十五条から第二百四十七条まで、第二百四十九条の二から第二百四十九条の

一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四

第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第

九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一号、第二百四十二条、

第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第二号及び第二項、第二百三十

百三十五条の六、第二百三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、

第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二

二百三十五条の二第一号（同法第二百一条の十五に関する部分に限る。）、

条第三項及び第二百二十三条に関する部分に限る。）、第二百三十五条、第

二十四条の三、第二百三十四条（同法第二百二十一条第三項、第二百二十二

三項、第二百二十三条、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百

第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第三項、第二百二十二条第

条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第二項、第二百二十条

五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二から第二百十一

まで、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第

十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から第百九十九条の五

十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九

び第三項から第八項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七

、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条第一項ただし書及

は、準用しない。

