国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令

参照条文

○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第百七十九号）（抄）

（投票所経費）
第四条 〔略〕
２ 前項 の投票所で 政令で 定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算
する。
〔表略〕
３ 〔略〕
４ 前項の投票所で 政令で 定める地域にあるものについて は、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰
り上げた時間一 時間につき 、同項の表に掲げる額のほか、次の 表に掲げる額に政令で 定める割合を 乗じて得た額を減額す
る。
〔表略〕
５ 〔略〕
６ 前項の投票所で 政令で定める地域にあるものについて は、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算
する。
７ 〔略〕
８ 前項の投票所で政令で 定める地域にあるものについて は、当該投票所を 開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰
り上げた時間一時間につき 、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて 得た額を減額す
る。
〔表略〕
９ 投票が平日に行われる場合において 投票日の翌日において 投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する
者の超過勤務手当費と して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算す る。ただし、政令で 定める地域に
あつて は、当該額及び当該額に政令で定める割合を 乗じて得た額の合計額を 加算するものとする。
一 投票日の翌日が平日である場合
五万八千十六円
二 投票日の翌日が休日で ある場合
六万九百六十円
投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する
者の超過勤務手当費と して、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算す る。ただし、政令で 定める地域に
あつて は、当該額及び当該額に政令で定める割合を 乗じて得た額の合計額を 加算するものとする。
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二
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投票日の翌日が平日である場合
投票日の翌日が休日である場合
〔略〕
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五万九千二百二十九円
六万二千百七十三円

（開票所経費）
第五条 〔略〕
２ 前項の開票所で 政令で 定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算
する。
〔表略〕
３ 〔略〕
４ 前項の開票所で 政令で定める地域にあるものについて は、次の表に掲げる額に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算
する。
〔表略〕
５ 〔略〕
６ 前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で 政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げ
る額に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算す る。
〔表略〕
７〔略〕
８ 前項 の開票所で政令で 定める地 域にあるものについて は、次の表に掲げる額に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算
する。
〔表略〕
９ 〔略〕
前項の開票所で 政令で 定める地域にあるものについて は、次の表に掲げる額に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算
する。
〔表略〕
〔略〕
前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で 政令で 定める地域にあ るものについて は、次 の表に掲げ
る額に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算す る。
〔表略〕
第四条第九項及び第十項の規定は第五項及び第十一項の開票所の事務に従事す る者の超過勤務手当費に、同条第十二項
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の規定は第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。
～
〔略〕
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（事務費）
第十三条 〔略〕
２ 都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出 先機関、市役所、区 役所又は町村役場が政令で定める地域に
ある場合には、次の表に掲げる額に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算する。
〔表略〕
３ 投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われ る場合 には、次の表に掲げる額を加算す る。ただし、前項の場合
においては、これらの額及びこれらの額に政令で 定める割合を乗じて 得た額の合計額を加算するものとする。
〔表略〕
４～
〔略〕

（演説会施設公営費）
第九条 〔略〕
２ 演 説 会 場が 政 令で 定 め る 地 域 に あ る 場 合 に おい て 、 演 説 会 が 平日の夜間又は休日に行われると きは、平日の夜間にあつ
ては一万六千二百三十六円、休日にあつては一万七千五百三十五円に政令で 定める割合を乗じて得た額を加算する。

（選挙会経費及び選挙分会経費）
第六条 〔略〕
２ 政令で 定める地域におけ る選挙会又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十二万八千六
百三十四円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十万九千八十円、参議院選挙区選出議員選挙会（参議院合同
選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会）及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十万八千九
百六十七円、参議院選挙区選出議員選挙会（参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。）にあつては六十七万六千七十八
円に、政令で 定める割合を 乗じて得た額を それぞれ 加算する。
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○一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）（抄）

（地域手当）
第十一条 の三 地 域手当は 、当 該地 域におけ る民間の 賃金水準を 基 礎と し、当該 地 域におけ る物 価等を考慮 して 人事院規則
で定める地域に在勤す る職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該
地域に準ずる地域に所在する官 署で 人事院規則で 定めるも のに在勤する職員 について も、同様とする。
２ 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲
げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三
前項の地域手当の級地は、人事院規則で 定める。

３

第十一条の三第二項第三号 百分の十五

第十一条の三第二項第二号 百分の十六

第十一条の三第二項第一号 百分の二十

百分の十二を超えない範囲内で 人事院規則で定める割合

百分の十五を超えない範囲内で 人事院規則で定める割合

百分の十六を超えない範囲内で 人事院規則で定める割合

百分 の二十を超えない範囲内で 人事院規則で 定める割合

附 則（平成二十六年法律第百五号） 抄
（平成三十年三月三十一日までの間におけ る地域手当及び単身赴任手当に関す る特例）
第十条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲
げる給与法 の規定の適用については、こ れらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす
る。

第十一条の三第二項第四号 百分の十二

第十一条の三第二項第五号 百分の十

百分の六を超えない範囲内で 人事院規則で 定める割合

百分 の十を超えない範囲内で人事院規則で 定める割合

百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で 定める割合

第十一条の三第二項第六号 百分の六

百分の十六

三 万円を 超えな い 範囲 内で 人 事院 規則で 定 め る額

百分の三を超えない範囲内で 人事院規則で 定める割合

第十一条の五
三万円

第十一条の三第二項第七号 百分の三

第十二条の二第二項

○人事院規則九―四九（地域手当）（平成十八年二月一日人事院規則九―四九）（抄）
（給与法第十一条の三の規定による地域手当）
第二条 給与法第十一条の三第一項の人事院規則で 定める地域は別表第一に掲げる地域とし、同項の人事院規則で 定める官
署は別表第二に掲げる官署とする。

附 則
（給与法第十一条の三の規定による地域手当の支給割合）
第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を 改正する法律 （平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正
法」という。）附則第十条の規定により読み替えられた給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合は、次
の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とす る。
一 一級地 百分の二十
二 二級地 百分の十六
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の十二
五 五級地 百分の十
六 六級地 百分の六
七 七級地 百分の三

