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公職選挙法施行令の一部を改正する政令要綱
選挙人名簿の 登録 制度の見直しに関する事項

市町村の選挙 管理 委員会は、公職選挙法（以下「法」という 。） 第二十二条第一項の規定による選挙

人名簿の登録を行う日を、同 項の 規定により毎年三月、六月、九月及び十二 月（ 以下「登録月」という

。）の一日の直後の同項に規定する 地方 公共団体の休日以外の日に定めた場合又は 同項 ただし書の規定

により同項に規定する通常の登録日後に変 更し た場合には、直ちに当該登録を行う日を告 示し なければ
ならないものとすること。（第十四条第一項関係）

選挙人名簿及び在外選挙人名簿の縦覧制度の廃止に伴い、所要の規定の整備を図るものとすること。
（第二十 一条 及び第二十二条関係）

市町村 の選 挙管理委員会は、法第二十二条第一項の規 定に よる選挙人名簿の登録が行われた日現在（

同日が衆議院議員又は 参議 院議員の選挙の期日の公示又は告示の日か ら当 該選挙の期日までの間にある

場合を除く。）及び衆議院議 員又 は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示 のあ った日現在において在

外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければ
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ならないものとすること。（第二十三条の十六第一項関係）

第二十三条の十七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿（以下「在外選挙人証等受渡簿」という。

）の抄本は、登録月（ 登録 月の一日が衆議院議員又は参議院議員の選 挙の 期日の公示又は告示の日から

当該選挙の期日の公示又は告 示の 日から選挙の期日までの間にある場合には 、当 該登録月を除く。）の

二日及び衆議院議員又は参議院議員 の選 挙の期日の公示又は告示のあった日（以下 四に おいて「基準日

」という。）に当該基準日現在の在外選挙 人証 等受渡簿に基づき、調製しなければならな いも のとする

法第九条第 三項 の規定により都道府県の議会の議員及び長 の選 挙権を有する者で従前住所を有して

当日 投票及び期日前投票の場合

引き 続き都道府県の区域内に住所を有すること の確 認に関する事項

こと。（第二十三条の十七第二項関係）
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いた現に選挙人名簿に登録 され ている市町村において当該都道府県の議会 の議 員又は長の選挙の投票

をしようとするものは、法第四十四条第三項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有

することの確認を受けようとする 場合 には、投票管理者に対して、当該確認の申請を しなければなら

２

３

４

ないものとすること。（第三十四条の三第一項関係）

投票管理者 は、 １の申請があった場合には、直ちに、当該申請 をした者が従前住所を有していた現

に選挙人名簿に登録されて いる 市町村の選挙管理委員会に対して、その者 が引 き続き当該都道府県の

区域内に住所を有するかどうかを 照会 しなければならないものとすること。（第 三十 四条の三第二項
関係）

市町村の選挙管理委員会は、２の照会 を受 けた場合には、直ちに、１の申請をした者 に係 る住民基

本台 帳法第三十条の十第一項（第一号に係る部分に 限る。）の規定により地方公共団体情報システ ム

機構（ 以下 「機構」という。）から提供を受けた同法 第三 十条の九に規定する機構保存本人確認情報

（以下「機構 保存 本人確認情報」という。）に基づき、投票 管理 者に対して、その者が引き続き当該

都道府県の区域内に 住所 を有するかどうかを回答しなければならな いも のとすること。（第三十四条
の三第三項関係）

投票管理者は、法第九条 第三 項の規定により都道府県の議会の議員及び 長の 選挙権を有する者で従

前住所を有していた現に選挙人名 簿に 登録されている市町村において当該都道府県の 議会の議員又は
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長の選挙の投票をしようとするものにあっては、その者について、３の市町村の選挙管理委員会の回

答に基づき引き続き 当該 都道府県の区域内に住所を有することを確 認し た後に、投票用紙を交付しな
ければならないものとする こと 。（第三十五条第一項関係）
法第四十九条第一項 の規 定による投票の場合

都道府県の議会の議員又は長の 選挙 において、法第九条第三項の規定により当 該選 挙の選挙権を有

する者が第五十条第一項の規定による請求をす る場合又はその者に代わって不在者投票施設の 長若 し

くは その代理人が同条第四項の規定による請求をす る場合には、同条第一項の選挙管理委員会の委 員

長に、 引き 続き当該都道府県の区域内に住所を有する こと の確認を申請しなければならないものとす
ること。（第 五十 条第五項関係）

市町村の選 挙管 理委員会の委員長は、第五十条第一項、第 二項 又は第四項の規定による投票用紙及

び投票用封筒の交付の請求 を受 けた場合において、都道府県の議会の議員 又は 長の選挙において、法

第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、その者について、住民基本台帳

法第三十条の十第一項（第一号に 係る 部分に限る。）の規定により機構から提供を受 けた機構保存本
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人確認情報に基づき、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認しなければならない
ものとすること。（ 第五 十三条第一項関係）
法第四十九条 第二 項の規定による投票の場合

都道府県の議会の議員又 は長 の選挙において、法第九条第三項の規定に より 当該選挙の選挙権を有

する者が第五十九条の四第一項の規定に よる 請求をする場合には、同項の選挙管理委員 会の 委員長に、

引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する ことの確認を申請しなければならないものとす るこ と。
（第 五十九条の四第三項関係）

市 町村の選挙管理委員会の委員長は、第五十 九条 の四第一項の規定による投票用紙及び投票用封 筒

の請求を受け た場 合において、都道府県の議会の議員又は長 の選 挙において、法第九条第三項の規定

により当該選挙の選 挙権 を有する者にあっては、その者について、 住民 基本台帳法第三十条の十第一

項（第一号に係る部分に限 る。 ）の規定により機構から提供を受けた機構 保存 本人確認情報に基づき

、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認しなければならないものとすること。
（第五十九条の四第四項関係）
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法第四 十九 条第四項の規定による投票の場合

都道府県の 議会 の議員又は長の選挙において、法第九条第三項 の規定により当該選挙の選挙権を有

する特定国外派遣隊員が第 五十 九条の五の四第一項の申出をする場合には 、当 該特定国外派遣組織の

長に、引き続き当該都道府県の区 域内 に住所を有することの確認を受ける旨の申 出を しなければなら
ないものとすること。（第五十九条の五 の四 第三項関係）

１の申出を受けた特定国外派遣組織の 長は 、当該申出をした特定国外派遣隊員につい て第 五十九条

の五 の四第五項の規定による請求をする場合には、 同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し 、

当該申 出に 係る確認を申請しなければならないものと する こと。（第五十九条の五の四第六項関係）

市町 村の 選挙管理委員会の委員長は、第五十九条の 五の 四第五項の規定による投票用紙及び投票用

封筒の交付の請求を 受け た場合において、都道府県の議会の議員又 は長 の選挙において、法第九条第

三項の規定により当該選挙 の選 挙権を有する者にあっては、その者につい て、 住民基本台帳法第三十

条の十第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情

報に基づき、引き続き当該都道府 県の 区域内に住所を有することを確認しなければな らないものとす
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ること。（第五十九条の五の四第七項関係）
施行期日等に 関す る事項

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

第九十四号）の施行の日（平 成二 十九年六月一日）から施行するものとする こと 。（附則第一条関係）

第一の一による改正後の公 職選 挙法施行令第十四条第一項の規定は、基準 日（ 選挙人名簿に登録され

る資格（選挙人の年齢を除く。）の決定の 基準 となる日をいう。以下同じ。）がこの政令 の施 行の日（

以下「施行日」という。）以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙

人 名簿 の登録については、なお従前の例によるも のと すること。（附則第二条第一項関係）

第二 による改正後の公職選挙法施行令の規定は 、施 行日以後その期日を公示され又は告示され る選 挙

その他所要の経過措 置を 規定するものとすること。
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について適用し 、施 行日の前日までにその期日を公示され又は 告示 された選挙については、なお従前の
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その他所要の規定の整備を図るものとすること。

例によるものとするこ と。 （附則第二条第六項関係）
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