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最高裁判所裁判官国民審査法施行令の一部を改正する政令要綱
最高裁判所裁 判官 国民審査法の一部改正に伴う改正

最高裁判所裁 判官 国民審査法（昭和二十二年法律第百三十六 号。 以下「法」という。）第四条の二第

一項及び第二項（これらの規 定を 同条第五項において準用する場合を含む。 ）に 規定する政令で定める

事項は、審査予定裁判官の住所、生 年月 日及び最高裁判所裁判官（以下「裁判官」 とい う。）に任命さ

れた年月日（以下「任命年月日」という。 ）そ の他総務省令で定める事項とすること。（ 第一 条関係）

法第五条第三項又は第五項に規定する政 令で 定める事由は、審査に付されたことがある 通知 裁判官又

は 新通 知裁判官（直近に付された審査の期日以後 引き 続き裁判官である者に限る。）が、審査の告示 の

時におい て、 直近に付された審査の期日から十年を経過 して いないこととすること。（第二条関係）

法第五 条の 二第一項に規定する政令で定める事項は、 次の １から４までに掲げる事項とすること。

１

法第四条の二第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）に規定する場合（法第十四条の

審査に付される裁判官の 住所 、生年月日及び任命年月日

（第三条関係）

２

四

３

４

二第四項に規定する場合に限る。）には、法第十四条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官
としてその氏名を印 刷す る者の中に氏名に変更が生じた者がある旨

法第五条第三項に 規定 する場合（同条第四項に規定する場合を除 く。 ）又は同条第五項に規定する

場合には、法第十四条の規定によ り投 票用紙に審査に付される裁判官としてその 氏名 を印刷する者の
中に審査に付される裁判官とならなかっ た者 がある旨
その他総務省令で定める事項

法第十四条の二第三項（同条第四項にお いて 準用する場合を含む。以下同じ。）の規定 によ る掲示の

市町 村の 選挙管理委員会は、第三条第二号又は第三 号に 規定する場合には、法第十四条の二第三項

方 法に ついては、次のとおりとすること。
１

の規定による掲示を 、審 査の告示の日の翌日（法第十六条の二第一 項た だし書に規定する場合には、

審査の期日前七日）から審 査の 期日の前日までの間、期日前投票所及び不 在者 投票管理者（公職選挙

法施 行令 （ 昭和 二十 五年 政令 第八 十九 号） 第百 二 十五 条の 四に 規定 する 者に 限る 。２ にお い て同 じ。 ）

の管理する投票を記載する場所内 の審 査人の見やすい適当な箇所にするとともに、審 査の当日、投票

２

３

所（共通投票所を含む。２において同じ。）内の投票の記載をする場所その他審査人の見やすい適当
な箇所にしなければ なら ないものとすること。（第五条第一項関係 ）

市町村の選挙管理 委員 会は、法第五条の三第一項又は第三項に規 定す る場合には、法第十四条の二

第三項の規定による掲示を、法第 五条 の三第二項又は第三項において準用する法 第五 条の二第三項の

規定による通知を受けた後直ちに、審査 の期 日の前日までの間（審査の告示の日に当該 通知 を受けた

場合には同日の翌日から審査の期日の前日まで の間とし、法第十六条の二第一項ただし書に規 定す る

場合 において審査の告示の日から審査の期日前八日 までの間に当該通知を受けたときは審査の期日 前

七日か ら審 査の期日の前日までの間とする。）、期日 前投 票所及び不在者投票管理者の管理する投票

を記載する場 所内 の審査人の見やすい適当な箇所にするとと もに 、審査の当日、投票所内の投票の記

載をする場所その他 審査 人の見やすい適当な箇所にしなければなら ない ものとすること。（第五条第
二項関係）

１及び２に定めるものの ほか 、法第十四条の二第三項の規定による掲示 に関 し必要な事項は、都道
府県の選挙管理委員会が定めるも のと すること。（第五条第三項関係）

五

法及び この 政令並びにこれらに基づく命令に規定する もの のほか、審査の投票及び開票に関しては、

衆議院小選挙区 選出 議員の選挙の投票（公職選挙法施行令第四十八 条第三項及び第四項の規定による繰

延投票の通知に関する 部分 を除く。）及び開票の例によるものとする こと 。ただし、法第十六条の二第

一項ただし書に規定する場合 にお ける市町村の選挙管理委員会の委員長に対 して 行う１に掲げる行為は

審査の期日前七日から審査の期日の 前日 までの間に行うことができるものとし、市 町村 の選挙管理委員

会の委員長が行う２に掲げる行為は審査の 告示 の日の翌日（同項ただし書に規定する場合 には 、審査の

審査の告示 の日 （法第十六条の二第一項ただし書に規定す る場 合には、審査の期日前八日）までに

第五十条第四 項の 規定の例による投票用紙及び投票用封筒の 交付 の請求

公 職選挙法施行令第五十条第二項若しくは第 五十 一条第一項又は同条第二項において準用する同 令

期日前七日）以後直ちに行うものとすること。（第十三条関係）
１

２

公職選挙法施行令第五十条 第一 項若しくは第四項、第五十九条の四第一項 又は 第五十九条の五の四第

五項の規定の例による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合における同令第五十三条第

一項第一号若しくは第三号、第五 十九 条の四第四項又は第五十九条の五の四第七項の 規定の例による

六

投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送

市町村の選挙管理委員会は、裁判官の氏名等の掲示をした後に法第五条の三第三項において準用する

法第五条の二第三項の 規定 による通知を受けた場合には、直ちに、裁 判官 の氏名等の掲示（法第五十二

条に規定する掲示をいう。） に掲 載している当該通知に係る審査に付される 裁判 官の氏名を変更しなけ

点字投票の投票用紙について、所 要の 改正を行うものとすること。（別記様式関 係）

ればならないものとすること。（第 二十 条第二項関係）
七

その他所要の改正を行うものとすること。

この政令による改正 後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和 二十 三年政令第百二十二号）の規

すること。（附則第一 項関 係）

第九十四号）附 則第 一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成 二十 九年一月一日）から施行するものと

この 政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官 国民 審査法の一部を改正する法律（平成二十八 年法 律

施行 期日等に関する事項

八
第二
一

二

定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この政令の施行の日の前日

ま でに その 期日 を告 示さ れ た審 査に つい ては 、な お従 前の 例に よ るも のと する こと 。（ 附則 第二 項関 係）

