公職選挙法施行令の一部を改正する政令

新旧対照条文

○公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）（抄）
○地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抄）（附則第三条関係）
○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）（抄）（附則第四条関係）
○漁業法施行令（昭和二十五年政令第三十号）（抄）（附則第五条関係）
○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）（抄）（附則第六条関係）
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公職選挙法施行令の一部を改正する政令

改

新旧対照条文

後
目次

改

正

（傍線の部分は改正部分）

前

第二章 選挙に関する区域（第二条―第九条の二）

正

○公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）（抄）

目次
第二章 選挙に関する区域（第二条―第十条

第三章 選挙人名簿（第十条 ―第二十二条の二）

第一章・第一章の二 （略）

第三章 選挙人名簿（第十一条―第二十二条の二）

第三章の二～第十四章 （略）

第一章・第一章の二 （略）

第三章の二～第十四章 （略）

附則

）

附則

別表第一

第三章 選挙人名簿

第九条の二 （略）

（指定都市の議会の議員の開票区の特例）

第二章 選挙に関する区域

別表第五

別表第四

別表第三

別表第二

（削る）

第二章 選挙に関する区域
（指定都市の議会の議員の開票区の特例）
第十条 （略）

第三章 選挙人名簿
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（選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準）
第十条 （略）

（選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準）
第十一条 （略）
２ （略）

（選挙人名簿の登録のための調査等）

２ （略）
（選挙人名簿の登録のための調査等）
人名簿に登録される資格（以下この条及び第二十一条第二項において「

被登録資格」という。）を有する者を常時調査し、被登録資格を有する

人名簿に登録される資格（以下

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙 第十条の二 市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙

被登録資格」という。）を有する者を常時調査し、被登録資格を有する

者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名

第十二条

者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名

簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られ

「

簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られ

ない者を選挙人名簿に登録してはならない。

（年齢満十七年の者の調査等）

２ （略）

ない者を選挙人名簿に登録してはならない。
２ （略）
（年齢満十七年の者の調査等）

いて、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長

簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合にお

十八年になるものを調査し、法第二十二条第三項の規定による選挙人名

齢満十七年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満

（以下「登録月」という。）の一日現在により、次に掲げる者のうち年

は、当該調査に協力しなければならない。

いて、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長

簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合にお

十八年になるものを調査し、法第二十二条第二項の規定による選挙人名

齢満十七年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満

（以下「登録月」という。）の一日現在により、次に掲げる者のうち年

第十三条 市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月 第十一条 市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月

は、当該調査に協力しなければならない。

一・二 （略）

第十二条 市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合には、法第

（定時登録日の変更）

一・二 （略）

（削る）

二十二条第一項ただし書の規定により、同項に定める登録の日を当該各
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（削る）

（登録日等の告示）

号に定めるところにより変更することができる。

一 登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合

当該選挙の期日の翌日以後三日以内のいずれかの日に繰り延べて定
めること。

二 前号に掲げる場合のほか、天災その他特別の事情がある場合 登録

月の三日以後の日に繰り延べて定めること。
（縦覧期間の特例）

第十三条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める期間は、選挙人名

簿の登録が行われた日の翌日から五日間とする。
（登録日等の告示）

定めた場合には、直ちに当該登録の日を告示しなければならない。

第十四条 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 第十四条 市町村の選挙管理委員会は、第十二条の規定による登録の日を
選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により登録月の一日の直後の
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。

同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録につい

２ 法第二十二条第三項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合 ２ 法第二十二条第二項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合
同選挙区選挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録につい

第十五条 市町村の選挙管理委員会は、法第二十三条第一項の規定により

（縦覧用書面の写しの閲覧）

間を定めた場合には、直ちにこれらを告示しなければならない。

て被登録資格の決定の基準となる日、登録を行う日及び縦覧に供する期
を告示しなければならない。

て、同項に規定する選挙時登録の基準日を定めた場合には、直ちに当該
選挙時登録の基準日

（削る）

、選挙人名簿に登録した者の氏名、住所（法第二十一条第二項に規定す

る者にあつては、その者が当該市町村の区域内から住所を移す直前に住
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（異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）
第十五条 （略）
（選挙人名簿の再調製）

民票に記載されていた住所）及び生年月日を記載した書面を縦覧に供す

るときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人

に閲覧させるように努めなければならない。

（異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）
第十五条の二 （略）
（選挙人名簿の再調製）

の期日及び異議の申出期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事

選挙人名簿を再調製する場合には、あらかじめ、その選挙人名簿の調製

は、市町村の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならな

定に関する期日及び期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項

いては、その選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出に対する決定及び確

第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により 第二十一条 法第三十条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合にお

項を定め、これらを告示しなければならない。

い。

選挙権の要件及び選挙人名簿登録の要件は、その選挙人名簿の調製の期

２ 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名 ２ 法第三十条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、
簿を再調製する場合には、被登録資格を有する者をその選挙人名簿の調

日によつて調査する。但し、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の

（選挙人の数の報告）

期日によつて算定する。

製の期日現在により調査しなければならない。

（選挙人の数の報告）

において選挙人名簿に登録されている選挙人の数（参議院合同選挙区選

挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在

報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選

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

の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に

挙（法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下

において選挙人名簿に登録されている選挙人の数（参議院合同選挙区選

挙管理委員会は、同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在

報告しなければならない。この場合において、合同選挙区都道府県の選

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

の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に

第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項又は第三項 第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、法第二十二条第一項又は第二項

挙（法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下
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結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。

同じ。）に係るものに限る。）を、遅滞なく、集計するとともに、その

結果を参議院合同選挙区選挙管理委員会に報告しなければならない。

同じ。）に係るものに限る。）を、遅滞なく、集計するとともに、その

の規定により選挙人名

簿を再調製した場合において、その選挙人名簿が確定したときは、遅滞

２ 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条第一項の規定により選挙人名 ２ 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条
簿を再調製した場合には

なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告

、遅滞

なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告

しなければならない。

第二十三条の十一 法第三十条の七第一項の規定により毎年四回行うこと

（在外選挙人名簿に係る縦覧期間等）

第三章の二 在外選挙人名簿

しなければならない。

第三章の二 在外選挙人名簿

（削る）

とされている縦覧の期間は、登録月の三日から七日までの間とする。

２ 法第三十条の七第一項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙

が行われる際に行うこととされている縦覧の期間は、当該選挙の期日の

公示又は告示の日から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会

（衆議院比例代表選出議員又は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、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する

事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会）が定める期間とする
。

３ 第一項の規定にかかわらず、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登録月の二日がある

場合には、同項の規定により当該登録月に行うこととされている縦覧は

、前項に定める期間、行うものとする。

４ 前三項に定める期間に法第三十条の七第一項の規定により縦覧に供す

る書面は、当該縦覧の期間の初日現在の在外選挙人名簿に基づき、調製
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しなければならない。

５ 第二項の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は参議院合同選挙区選挙

管理委員会は、同項の規定により在外選挙人名簿に係る縦覧の期間を定

めた場合には、直ちにこれを告示しなければならない。

６ 市町村の選挙管理委員会は、法第三十条の七第一項の規定により、在

外選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するとき

は、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧

（在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行

令の準用）

（在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行

させるよう努めなければならない。

令の準用）

審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは

選挙管理委員会（以下この条において「審査庁」という。）は」と、「

八第一項

員は」とあるのは「公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三十条の

異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理

規定は、法第三十条の八第一項

の異議の申出を受けた

「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるも

審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは

選挙管理委員会（以下この条において「審査庁」という。）は」と、「

八第一項において準用する同法第二十四条第一項の異議の申出を受けた

員は」とあるのは「公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三十条の

異議の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理

規定は、法第三十条の八第一項において準用する法第二十四条第一項の

行政不服審査法施行令第四条第二項及び第八条の 第二十三条の十一の二 行政不服審査法施行令第四条第二項及び第八条の

「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるも

のとする。

第二十三条の十一

のとする。

（在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等）

の

（在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等）

ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在

及び第二十二条の二の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気

外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の

ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧させる方法、在

及び第二十二条の二の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気

第二十三条の十六 第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条 第二十三条の十六 第十九条、第二十条、第二十一条第一項、第二十二条

外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の
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第十九条第三項」とあるのは「

報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、
第十九条第一項中「

報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、

第十九条第一項中「選挙人名簿（法第十九条第三項」とあるのは「在外

三第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。）又は申請の

挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所（法第三十条の

「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選

申請の時をいう。）における本籍」と、同条第二項中「選挙人名簿中」

三第一項に規定する最終住所をいう。）又は申請の時（同項に規定する

挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所（法第三十条の

「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選

選挙人名簿（法第三十条の二第四項」と、「選挙人名簿に」とあるのは

時（同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。）にお

とあるのは「在外選挙人名簿中」と、「住所」とあるのは「最終住所（

第三十条の二第四項」と、

ける本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の

法第三十条の三第一項に規定する最終住所をいう。）又は申請の時（同

書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙

項に規定する申請の時をいう。）における本籍」と、「選挙人名簿記載

時
における本籍」と、「選挙人名簿記載
書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第三項中

るのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「

人名簿の」とあるのは「在外選挙人名簿の」と、「選挙人名簿に」とあ
「選挙人名簿記載書類」とあるのは「

在外選挙人名簿記載書類」と、同条第五項中「選挙人名簿（法第十九条

第三項」とあるのは「在外選挙人名簿（法第三十条の二第四項」と、「

第十九条

第三十条の二第四項」と、

在外選挙人名簿記載書類」と、同条第五項中「
第三項」とあるのは「

選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載

あるのは「在外選挙人名簿と」と、第二十条中「第二十八条の二第一項

「選挙人名簿記載
、第二十条中「第二十八条の二第一項

」とあるのは「第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一

書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「選挙人名簿と」と

」とあるのは「第三十条の十二において準用する法第二十八条の二第一

項」と、第二十一条第一項中「第三十条」

書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と

項」と、第二十一条第一項中「第三十条第一項」とあるのは「第三十条

の十五において準用する法第三十条」

と、第二十二条第一項中「

とあるのは「第三十条

の十五において準用する法第三十条第一項」と、第二十二条第一項中「

法第二十二条第一項又は第二項の規定による選挙人名簿の登録が行われ

の規定による選挙人名簿の登録が行われ

又は第三項

た」とあるのは「登録月（登録月の二日

在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つた

該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。）の三日現

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

た」とあるのは「の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在（同
を除く。）

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

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つた
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三十条の二第四項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の

十条第一項」と、第二十二条の二中「第十九条第三項」とあるのは「第

第三十条第一項」とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三

参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、同条第二項中「

」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「

議会の議員若しくは長の任期間」とあるのは「衆議院議員又は参議院議

三十条の二第四項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の

十条」

第三十条」

参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた」と、同条第二項中「

」と、「同項の規定による選挙人名簿の登録が行われた」とあるのは「

第二十三条の十七 （略）

（領事官が閲覧させる文書）

２ （略）

員の任期間」と読み替えるものとする。

と、第二十二条の二中「第十九条第三項」とあるのは「第

とあるのは「第三十条の十五において準用する法第三

」とあるのは「衆議院議員又は参議院議

」と読み替えるものとする。

議会の議員若しくは長
員
２ （略）
（領事官が閲覧させる文書）
第二十三条の十七 （略）

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つた日（

該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

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

以下この条において「基準日」という。）に当該基準日現在の在外選挙

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つた日（

該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。）の三日及

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

２ 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月（登録月の一 ２ 前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月（登録月の二

以下この条において「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。

（引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書）

第四章 投票

３ （略）

人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
３ （略）

第四章 投票
（引き続き都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書）

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

した選挙人で従前の

第三十四条の二 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 第三十四条の二 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移
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長の選挙の投票
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２ （略）

きる。

都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することがで

をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該

２ （略）

きる。

都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の交付を申請することがで

をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当該

（引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認のための手続）

（投票用紙の交付）

第三十四条の三 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 （新設）
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ない。
２ 投票管理者は、前項の規定による申請があつた場合には、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。
３ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による照会を受けた場合には
、直ちに、第一項の規定による申請をした者に係る住民基本台帳法（昭
和四十二年法律第八十一号）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（第五章において
「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（同章において「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。
（投票用紙の交付）
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第三十五条 投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人 第三十五条 投票管理者は、投票立会人の面前において、選挙人が選挙人

名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に

市町村において当該都道府県

名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に

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

の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、併せ

応じ、当該各号に定める方法により確認した後（同一都道府県の区域内

の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあつては、併せ
て

応じ、当該各号に定める方法により確認した後（法第九条第三項の規定

て、その者について、法第四十四条第三項の規定により提示された引続

居住証明書類（同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を

の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人で従前の

居住証明書類（同項に規定する引き続き当該都道府県の区域内に住所を

有することを証するに足りる文書をいう。以下

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

有することを証するに足りる文書をいう。第五章において同じ。）を確

いて、その者が

同じ。）につ

、法第四十四条第三項の規定により提示された引続

認し、又は前条第三項の規定による市町村の選挙管理委員会の回答に基

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、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。

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、当該選挙人に投票用紙を交付しなければならない。

一・二 （略）

第五章 不在者投票

２・３ （略）

一・二 （略）
２・３ （略）

第五章 不在者投票

第五十条 （略）

（投票用紙及び投票用封筒の請求）

第五十条 （略）

２～４ （略）

（投票用紙及び投票用封筒の請求）
２～４ （略）

５ 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 ５ 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第四項の規定

者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその

が第一項の規定による請求

をする場合又はこれらの者に代わつて不在者投票施設の長若しくはその

該選挙の選挙権を有するものとみなされた者が第一項の規定による請求

により当該選挙の選挙権を有する者若しくは同条第六項の規定により当

をする場合又はその

代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項の選挙管理委員

により当該選挙の選挙権を有する者

代理人が前項の規定による請求をする場合には、第一項の選挙管理委員
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会の委員長に、引続居住証明書類を提示し、又は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。
６・７ （略）
（投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付）

会の委員長に、引続居住証明書類を提示しなければ
６・７ （略）

ならない。

（投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付）

た場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照

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

して（都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第四項の

た場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照

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

第五十三条 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 第五十三条 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

して（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又は同条第六項の規定により当

の選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議

ちに）次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、そ

又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日）以後直

の公示又は告示の日の翌日（郵便等をもつて発送するときは、当該公示

の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日

は発送について、直ちに（第五十条第一項又は第四項の規定により選挙

筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又

げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封

、その請求をした選挙人が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲

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て）

院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選

の選挙人が船員であるときは当該船員の選挙人名簿登録証明書に、衆議

ちに）次に掲げる措置をとらなければならない。この場合において、そ

又は告示の日以前において市町村の選挙管理委員会の定める日）以後直

の公示又は告示の日の翌日（郵便等をもつて発送するときは、当該公示

の期日の公示又は告示の日以前に請求を受けたときは、当該選挙の期日

は発送について、直ちに（第五十条第一項又は第四項の規定により選挙

筒の表面に当該選挙の種類を記入し、投票用紙及び投票用封筒の交付又

げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用封

、その請求をした選挙人が選挙の当日法第四十八条の二第一項各号に掲

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て）

について、その者が

、第五十条第五項の規定により提示された引続居住証明書類

該選挙の選挙権を有するものとみなされた者にあつては、併せて

規定により当該選挙の選挙権を有する者
にあつては、併せて、その
者について、第五十条第五項の規定により提示された引続居住証明書類
を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項（第一号に係る部分

院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においてその選挙人が南極選

挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当

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

挙人証の交付を受けた者であるときは当該選挙人の南極選挙人証に、当
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一～三 （略）

用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票
一～三 （略）

用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

該選挙の種類及び期日並びに当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票

２～４ （略）

（郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び

２～４ （略）
（郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び

第五十九条の四 （略）

交付）

第五十九条の四 （略）

２ （略）

交付）
２ （略）

３ 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 ３ 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第四項の規定

挙の選挙権を有するものとみなされた者が第一項の規定による請求をす

により当該選挙の選挙権を有する者又は同条第六項の規定により当該選
が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、引続居住証明書類を提

により当該選挙の選挙権を有する者
る場合には、同項の選挙管理委員会の委員長に、引続居住証明書類を提

示しなければ
ならない。

示し、又は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。

人名簿又はその抄本と対照して（都道府県の議会の議員又は長の選挙に

び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙

おいて、法第九条第四項の規定により当該選挙の選挙権を有する者又は

人名簿又はその抄本と対照して（都道府県の議会の議員又は長の選挙に

び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙

４ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及 ４ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の規定による投票用紙及

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
にあつては、併せて、その者について、前項の規定により提示された引

続居住証明書類について、その者が

にあつては、併せて

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

とを確認して）、その請求をした選挙人が法第四十九条第二項又は第三

引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するこ

、前項の規定により提示された引

同条第六項の規定により当該選挙の選挙権を有するものとみなされた者
続居住証明書類を確認し、又は住民基本台帳法第三十条の十第一項（第

とを確認して）、その請求をした選挙人が法第四十九条第二項又は第三

項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当

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

項に規定する選挙人に該当すると認めたときは、投票用封筒の表面に当
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封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。

て市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）投票用紙及び投票用

請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前におい

該選挙の種類を記入し、直ちに（選挙の期日の公示又は告示の日以前に

封筒を当該選挙人に郵便等をもつて発送しなければならない。

て市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）投票用紙及び投票用

請求を受けた場合には、当該選挙の期日の公示又は告示の日以前におい

該選挙の種類を記入し、直ちに（選挙の期日の公示又は告示の日以前に

第五十九条の五の四 （略）

（特定国外派遣隊員の不在者投票の特例）

第五十九条の五の四 （略）

２ （略）

（特定国外派遣隊員の不在者投票の特例）
２ （略）

により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員又は同条第六項の規

３ 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 ３ 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第四項の規定
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、引続居

定により当該選挙の選挙権を有するものとみなされた特定国外派遣隊員
が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、引続居

選挙人名簿登録証明書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申

内に住所を有することの確認を受ける旨の申出又は第四項の規定による

立て又は当該引続居住証明書類若しくは

選挙人名簿登録証明書の提示を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申

又は第四項の規定による

申立て、第三項の規

ならない。

住証明書類を提示しなければ
４・５ （略）

住証明書類を提示し、又は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。
４・５ （略）

６ 第二項の規定による点字によつて投票をする旨の申立て、第三項の規 ６ 第二項の規定による

立て、当該引続居住証明書類の提示若しくは当該申出又は当該選挙人名

簿登録証明書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による

定による引続居住証明書類の提示

簿登録証明書の提示をした特定国外派遣隊員について前項の規定による

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、

定による引続居住証明書類の提示若しくは引き続き当該都道府県の区域

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、

当該申立てがあつた旨を申し立て、又は当該引続居住証明書類若しくは

選挙人名

当該申立てがあつた旨を申し立て、当該引続居住証明書類を提示し、若

選挙人名簿登録証明書を
提示しなければならない。

しくは当該申出に係る確認を申請し、又は当該選挙人名簿登録証明書を
提示しなければならない。

７ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五項の規定による投票用紙及 ７ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五項の規定による投票用紙及
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と対照して（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

国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本

び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定

四項の規定により当該選挙の選挙権を有する者又は同条第六項の規定に

と対照して（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

国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本

び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定

より当該選挙の選挙権を有するものとみなされた者にあつては、併せて

三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者
にあつては、併せて

、前項の規定により提示された引続居住証明書類につ

この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特

び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。

定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及

において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）、第五項の規

又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該公示又は告示の日以前

該選挙の種類を記入し、直ちに（第五項の規定により選挙の期日の公示

る事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当

該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げ

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て）、当

定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並び

この場合において、当該特定国外派遣隊員が船員であるときは、当該特

び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。

定による請求をした特定国外派遣組織の長又はその代理人に投票用紙及

において市町村の選挙管理委員会の定める日以後直ちに）、第五項の規

又は告示の日以前に請求を受けた場合には、当該公示又は告示の日以前

該選挙の種類を記入し、直ちに（第五項の規定により選挙の期日の公示

る事由に該当すると見込まれると認めたときは、投票用封筒の表面に当

該特定国外派遣隊員が選挙の当日法第四十八条の二第一項第一号に掲げ

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て）、当

いて、その者が

、その者について、前項の規定により提示された引続居住証明書類を確
認し、又は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

定国外派遣隊員の選挙人名簿登録証明書に当該選挙の種類及び期日並び

に当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入
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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

に当該選挙の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入

（略）

しなければならない。
８～

第五章の二 在外投票

（略）

しなければならない。
８～

第五章の二 在外投票

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録され

15

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人のうち選挙人名簿に登録され

15

ているもので政令で定めるもの）

ているもので政令で定めるもの）

、第二十四条第二項又は第二十六条の規定により選挙人名簿に登録され

、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条第一項若しくは第三項
た者とする。

又は法

、国外から国内へ住所を移した後、法第二十二条、法第二十四条第二項

第六十五条の二 法第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは 第六十五条の二 法第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものは

た者とする。

（国内への住所移転者の投票）

第二十六条の規定により選挙人名簿に登録され

（国内への住所移転者の投票）

国内へ住所を移した後、法第二十二条

第六十五条の十四 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、国外から 第六十五条の十四 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、国外から
国内へ住所を移した後、法第二十二条第一項若しくは第三項、第二十四

条第二項又は第二十六条の規定により選挙人名簿に登録された者は、選

、第二十四

条第二項又は第二十六条の規定により選挙人名簿に登録された者は、選

挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。

（選挙人名簿に登録されている者の総数）

第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

挙人名簿に登録されている市町村において投票をしなければならない。

第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
（選挙人名簿に登録されている者の総数）
規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る

法第二十二条第二項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在に

規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る

第百二十八条 法第百九十四条第一項各号及び第百二十七条の二第一項に 第百二十八条 法第百九十四条第一項各号及び第百二十七条の二第一項に
法第二十二条第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在に

おいて当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。

（市町村の組合に対する法及びこの政令の適用）

第十四章 補則

おいて当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。

第十四章 補則
（市町村の組合に対する法及びこの政令の適用）

第百三十九条 市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用につい 第百三十九条 市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用につい
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理委員会とみなす。

第十九条から第二十二条の二までに規定する市町村又は市町村の選挙管

まで、第十八条（第三項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び

条から第二十九条までの規定並びに第一条の三、第十一条から第十七条

、第二十一条第五項、第二十二条第一項から第三項まで並びに第二十六

録がされている者に関する部分を除く。）、第十九条第二項及び第四項

九条第二項、第十一条第三項（他の市町村において在外選挙人名簿の登

ては、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第

（指定都市の区及び総合区に対する法の適用）

理委員会とみなす。

第十九条から第二十三条

まで、第十八条（第三項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び

条から第二十九条までの規定並びに第一条の三、第十条 から第十七条

、第二十一条第五項、第二十二条、第二十三条第一項 並びに第二十六

録がされている者に関する部分を除く。）、第十九条第二項及び第四項

九条第二項、第十一条第三項（他の市町村において在外選挙人名簿の登

ては、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第

までに規定する市町村又は市町村の選挙管

（指定都市の区及び総合区に対する法の適用）

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 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

、第三十条の十三、第三十七条から第四十一条まで、第四十一条の二第

、第三十条の六、第三十条の八第一項、第三十条の十、第三十条の十一

三項及び第五項、第三十条の三第二項、第三十条の五第一項及び第三項

除く。）、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二第一項、第

の区域に関する部分を除く。）、第二十八条（市の区域に関する部分を

び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条（市

一項から第四項まで、第四十八条の二第一項から第四項まで、第四十九

、第三十条の十三、第三十七条から第四十一条まで、第四十一条の二第

まで

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条の七

除く。）、第二十八条の二から第三十条まで、第三十条の二第一項、第

の区域に関する部分を除く。）、第二十八条（市の区域に関する部分を

、第二十七条（市

る部分を除く。）、第十五条の二第四項、第十七条から第十九条まで、

一項から第四項まで、第四十八条の二第一項から第四項まで、第四十九

条第三項、第七項、第九項及び第十項並びに第四十九条の二第三項、法

る部分を除く。）、第十五条の二第四項、第十七条から第十九条まで、

条第三項、第七項、第九項及び第十項並びに第四十九条の二第三項、法

第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条

第二十条第二項、第二十一条第一項（住所移転者に関する部分を除く。

第四十八条の二第五項の規定により読み替えて適用される法第五十五条

並びに法第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百三十条第二

第二十条第二項、第二十一条第一項（住所移転者に関する部分を除く。

第六十一条から第六十四条まで、第七十一条、第百三十条第二

）及び第五項、第二十二条から第二十六条まで

、法

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

）及び第五項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十四条第一項及

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

条、第百七十五条、

、第三十条の十、第三十条の十一

条及び第百七十五条、法第二十五条第四項又は第三十条の九第二項にお
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、法第十一条第三項（住所に関する部分に限る。）の規定の適用につい

び総合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

十一条の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、区及

七条、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

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

挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所

区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選

書及び第二百七十条の二の規定の適用については、それぞれ区及び総合

いて準用する法第二百十九条第一項並びに法第二百七十条第一項ただし

ては、区及び総合区は市に含まれるものとする。

、法第十一条第三項（住所に関する部分に限る。）の規定の適用につい

び総合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

十一条の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、区及

七条、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

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

挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区及び総合区の事務所を市役所

区の区域を市の区域と、区及び総合区の長を市長と、区及び総合区の選

書及び第二百七十条の二の規定の適用については、それぞれ区及び総合

第二百七十条第一項ただし

２ （略）

ては、区及び総合区は市に含まれるものとする。
２ （略）
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正

案

○地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抄）（附則第三条関係）
改

現

（傍線の部分は改正部分）

行

第百六条 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第二 第百六条 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第二

する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項及び

第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿に関

の確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七条、

第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十九

する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項及び

第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿に関

及び第二項、第三十六条、第三十七条、

項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二ま

第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十九

条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。）

項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二ま

条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。）

、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第七項、第五十三条

で、第三十五条第一項

、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（引き続き都

第一項（

で、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有すること

道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。）及び

代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項（

び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例

第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項及

及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及び

選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六項

ことの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極

在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関す

代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項（

び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例

第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項及

及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及び

選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六項

同令第五十九条の七第一項に規定する南極

第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有する

在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関す

る部分に限る。）、第五十九条の五

代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の六

（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例

る部分に限る。）、第五十九条の四第三項及び第四項（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部分に限る。）、第五十
九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例
代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五の四第三
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除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公

二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を

の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の

三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一項

十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第

名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三

びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院

八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並

第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百

第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から

七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条

十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）、第

、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十二条から第七

部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第七十条の三

る部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する

る部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政治団体に関す

ら第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に関す

に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項か

項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票

投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第二

関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在者

る投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿に

で、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定によ

の確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から第五十九条の八ま

共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の

除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公

二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分を

の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の

三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一項

十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第

名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三

びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議院

八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並

第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百

第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から

七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条

十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）、第

、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十二条から第七

部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第七十条の三

る部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する

る部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政治団体に関す

ら第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に関す

に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項か

項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票

投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第二

関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在者

る投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿に

で、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定によ

から第五十九条の八ま

項、第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に住所を有すること

共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の
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（表略）

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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、それぞれ同
（表略）

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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、それぞれ同

二百一条の十二第二項に関する部分に限る。）、第四十二条（在外選挙

条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第

の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及び第五項（同法第四十六

二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条

、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第

五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二

定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第

の議会の解散の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

人名簿に関する部分に限る。）、第四十六条第二項

二百一条の十二第二項に関する部分に限る。）、第四十二条（在外選挙

条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに第

の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及び第五項（同法第四十六

二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一条

、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、第

五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第十一条の二

定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第

の議会の解散の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

第百九条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体 第百九条 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体

人名簿に関する部分に限る。）、第四十四条第三項（引き続き都道府県

並びに第三項、第六十八条の二、第七十五条第二項、第七十七条第二項

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

項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで及び第八項ただし書、

関する部分に限る。）、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二

外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第五十六条（在外選挙人名簿に

、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条（在

の二第五項（同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。）

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

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

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第

、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、

並びに第三項、第六十八条の二、第七十五条第二項、第七十七条第二項

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

項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで及び第八項ただし書、

関する部分に限る。）、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二

外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第五十六条（在外選挙人名簿に

、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十五条（在

の二第五項（同法第四十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。）

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

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

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第

の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第四十六

、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の二まで、
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百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに

第二項、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

項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条

二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二

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

第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三

号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、

び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四

二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。）及

百十九条第一項（行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第

条（訴訟に関する部分を除く。）、第二百十六条、第二百十七条、第二

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、第二百十三

章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、

の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四

項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条

十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一

二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七

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

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、第百六

四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二

においてする連呼行為に関する部分に限る。）、第百四十一条から第百

書、第百四十条の二（選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上

第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし

百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から

第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第

第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から

百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに

第二項、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

項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条

二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二

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

第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三

号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、

び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四

二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。）及

百十九条第一項（行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）第

条（訴訟に関する部分を除く。）、第二百十六条、第二百十七条、第二

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、第二百十三

章の三、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百八条、

の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四

項及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条

十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一

二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七

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

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、第百六

四十七条の二まで、第百四十八条第二項及び第三項、第百四十八条の二

においてする連呼行為に関する部分に限る。）、第百四十一条から第百

書、第百四十条の二（選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上

第三号まで及び第三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし

百三十条第一項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項第一号から

第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十九条、第

第百条第一項から第四項まで及び第六項から第九項まで、第百一条から
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用しない。

条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準

る投票に関する部分に限る。）並びに第二百七十一条から第二百七十二

。）、第二百七十条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定によ

同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く

（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。）、同条第二項（

条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項

掲げる費用に関する部分に限る。）、第二項及び第三項、第二百六十六

公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に

第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号（

の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から

の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条

及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条

第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項

用しない。

条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準

る投票に関する部分に限る。）並びに第二百七十一条から第二百七十二

。）、第二百七十条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定によ

同法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く

（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。）、同条第二項（

条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項

掲げる費用に関する部分に限る。）、第二項及び第三項、第二百六十六

公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に

第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号（

の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から

の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条

及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条

第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項

第百十四条 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第 第百十四条 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第

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項及

、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿に

との確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七条

び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項及

、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿に

及び第二項、第三十六条、第三十七条

二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二

び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十

九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。

二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二

九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。

）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第七項、第五十三

まで、第三十五条第一項

）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（引き続き

条第一項（

まで、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有するこ

都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。）及
び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有す
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（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関

例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項

及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比

び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項

項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及

極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六

ることの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南

する部分に限る。）、第五十九条の五

（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関

例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項

及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比

び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項

項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及

極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六

同令第五十九条の七第一項に規定する南

三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十二条から第

る部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第七十条の

する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関す

する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政治団体に関

から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に関

票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項

二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投

者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第

に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在

よる投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿

まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定に

との確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から第五十九条の八

七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）、

三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十二条から第

る部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第七十条の

する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関す

する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政治団体に関

から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に関

票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項

二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投

者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第

に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在

よる投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿

まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定に

から第五十九条の八

例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の六

（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比

する部分に限る。）、第五十九条の四第三項及び第四項（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部分に限る。）、第五
十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比
例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五の四第

七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）、

第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八

三項、第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に住所を有するこ

第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八
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（表略）

。

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とする

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欄に掲

定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。

を除く。）、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規

の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分

項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条

第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一

三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び

院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百

並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議

百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分

ら第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第

条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二か

（表略）

。

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とする

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欄に掲

定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。

を除く。）、第百四十二条の三、第百四十四条並びに第百四十六条の規

の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分

項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条

第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一

三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び

院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百

並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議

百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分

ら第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第

条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二か

第百十七条 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第 第百十七条 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第

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項及

、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿に

との確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七条

び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項及

、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿に

及び第二項、第三十六条、第三十七条

二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二

び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十

九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。

二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の二

九条の五第二項及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。

）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第七項、第五十三

まで、第三十五条第一項

）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（引き続き

条第一項（

まで、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有するこ

都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。）及
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例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項

及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比

び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項

項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及

極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六

ることの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南

（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関

例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項

及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比

び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項

項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及

極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六

同令第五十九条の七第一項に規定する南

び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有す

（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関

する部分に限る。）、第五十九条の五

る部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第七十条の

する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関す

する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政治団体に関

から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に関

票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項

二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投

者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第

に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在

よる投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿

まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定に

との確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から第五十九条の八

三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十二条から第

る部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第七十条の

する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関す

する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政治団体に関

から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に関

票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項

二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投

者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第

に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在

よる投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿

まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定に

から第五十九条の八

例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の六

（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比

する部分に限る。）、第五十九条の四第三項及び第四項（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部分に限る。）、第五
十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比
例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五の四第

三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十二条から第

七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）、

三項、第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に住所を有するこ

七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）、
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（表略）

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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、それぞれ同

公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の

を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方

の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分

項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条

第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一

三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び

院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百

並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議

百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分

ら第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第

条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二か

第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八

（表略）

表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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、それぞれ同

公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の

を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方

の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部分

項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条

第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一

三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び

院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百

並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆議

百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分

ら第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第

条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二か

第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八

第百八十四条 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 第百八十四条 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

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

ことの確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

及び第二項、第三十六条、第三十七

第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

及び第二項、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十九条の五第二項

第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条の

及び第二項、第四章の二（第四十八条の三（同令第四十九条の五第二項

及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。）、第四十九条

二まで、第三十五条第一項

及び第九十三条第一項に関する部分に限る。）を除く。）、第四十九条

の三、第四章の四、第五章（第五十条第七項、第五十三条第一項（

二まで、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有する

の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（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部分に限る。）及び第七項、第五
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議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員

による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項及び第五項（衆

同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定

付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六項及び第七項、

関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交

の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項（在外投票に関

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員

による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第一項及び第五項（衆

同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七項及び第九項の規定

付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条第六項及び第七項、

同令第五十九条の七第一項に規定する南極選挙人証の交

十三条第一項（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

の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第一項（在外投票に関

する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関する部分に限る

（衆

する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿に関する部分に限る
住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の五（衆

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員

。）、第五十九条の五

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員

の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の六

。）、第五十九条の四第三項及び第四項（引き続き都道府県の区域内に

の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五の四第三項、第六項及

、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条

）、第七十七条、第七十八条第一項及び第二項、第八十条、第八十一条

に関する部分を除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。

く。）、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿

、第六十八条、第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除

に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項から第四項まで

（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分

部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項

限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在者投票に関する

る部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿に関する部分に

第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関す

る部分に限る。）、第五十九条の六から第五十九条の八まで、第六十条

第一項、第十章、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項（

、第八十三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条

）、第七十七条、第七十八条第一項及び第二項、第八十条、第八十一条

に関する部分を除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。

く。）、第七十二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿

、第六十八条、第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除

に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十七条第一項から第四項まで

（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関する部分

部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第六十三条第二項及び第三項

限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選挙人の不在者投票に関する

る部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人名簿に関する部分に

第二項（同法第四十九条第七項から第九項までの規定による投票に関す

から第五十九条の八まで、第六十条

び第七項（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

第一項、第十章、第百二十九条第一項、第百三十一条第一項、第二項（
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（表略）

る字句に読み替えるものとする。

る同令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

賛否の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

の三並びに第百四十六条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の

項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。）、第百四十二条

る部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法第四十九条第七

、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一項の規定による投票に関す

在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第百三十一条の二

（表略）

る字句に読み替えるものとする。

る同令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

賛否の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ

の三並びに第百四十六条の規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の

項及び第九項の規定による投票に関する部分を除く。）、第百四十二条

る部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法第四十九条第七

、第百四十二条第一項（同法第四十九条第一項の規定による投票に関す

在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第百三十一条の二

第三十八条第三項、第四十一条の二第一項（選挙区に関する部分に限る

条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、

十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六

の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第

に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条

百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙

。）及び第五項（同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二

第三十八条第三項、第四十一条の二第一項（選挙区に関する部分に限る

条まで、第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、

十一条の二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十六

の二から第五条の十まで、第九条第一項、第十条、第十一条第三項、第

に関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条

百六十一条第三項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙

第百八十七条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二 第百八十七条 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二

。）及び第五項（同法第四十六条第二項及び第三項、第百六十五条の二

、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限

及び第三項、

、第百七十五条第一項並びに第二百一条の十二第二項に関する部分に限

する部分に限る。）、第四十六条第二項及び第三項、第四十六条の二第

第四十六条の二第二項（同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八

る。）、第四十二条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第四十

二項（同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六条の四並びに

十六条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。）及び第三項（公

る。）、第四十二条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第四十

第百二十六条に関する部分に限る。）及び第三項（公職の候補者に関す

職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第五項（同法第四

六条第二項

る部分に限る。）、第四十八条の二第五項（同法第四十六条第二項及び

十六条第二項及び第三項に関する部分に限る。）、第四十九条第七項か

四条第三項（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

第三項に関する部分に限る。）、第四十九条第七項から第九項まで、第
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三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五

二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五条の二第二号及び第

第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二百二十四条の二、第

に限る。）及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項、

事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十一条に関する部分

十一条まで、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項（行政

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

、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

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まで

及び第三項、第百七十九条の二から第百九十七条まで、第百九十七条の

二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで、第百七十九条第一項

百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の

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

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、第百五十

限る。）、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二

に使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に

十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の二（選挙運動のため

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、第百三

ら第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条、第百二十七条、

七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第九章、第九十五条か

条（同法第六十二条第八項本文及び第十項に関する部分を除く。）、第

、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第七十五条第二項、第七十六

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だし書

項及び第四項、第六十二条第一項から第七項まで、第八項ただし書及び

第五十六条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第六十一条第三

四十九条の二、第五十五条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）、

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

二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五条

二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二百

一条に関する部分に限る。）及び第二項、第二百二十条第二項、第二百

九条第一項（行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第三十

条の二から第二百十一条まで、第二百十六条、第二百十七条、第二百十

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、第二百九

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、第二百

、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

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で

ら第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで、第

四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条か

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

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の

為に関する部分に限る。）、第百四十一条から第百四十七条の二まで、

（選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行

二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の二

、第百二十七条、第百二十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の

章、第九十五条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第百二十六条

分を除く。）、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第九

第二項、第七十六条（同法第六十二条第八項本文及び第十項に関する部

び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第七十五条

八項ただし書及び第九項、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及

、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

部分に限る。）、第五十六条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）

ら第九項まで、第四十九条の二、第五十五条（在外選挙人名簿に関する
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ついては、準用しない。

十二条までの規定は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票に

による投票に関する部分に限る。）並びに第二百七十一条から第二百七

除く。）、第二百七十条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定

職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を

在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。）、同条第二項（公

から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項（

二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項まで、第二百六十六条

四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第

、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、第二百五十五条第

第二百四十九条の五まで、第二百五十一条から第二百五十二条の三まで

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から

十四条第一項第二号から第五号の二まで、第七号及び第八号並びに第二

条、第二百四十三条第一項第二号から第九号まで及び第二項、第二百四

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

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

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

項の賛否の投票については、準用しない。

一条から第二百七十二条までの規定は、地方自治法第二百六十一条第三

及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）並びに第二百七十

票に関する部分を除く。）、第二百七十条の二（同法第四十九条第七項

、同条第二項（公職選挙法第四十九条第一項及び第四項の規定による投

百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。）

、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二

六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項まで

第二百五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百

五十二条の三まで、第二百五十三条の二から第二百五十四条の二まで、

四十九条の二から第二百四十九条の五まで、第二百五十一条から第二百

第八号並びに第二項、第二百四十五条から第二百四十七条まで、第二百

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

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

二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条、第二百四十一条第一

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及び第

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、第二百三

第二百十三条の五 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項 第二百十三条の五 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項

ことの確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

及び第二項、第三十六条、第三十七

及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

及び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

条まで、第三十五条第一項

及び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る

条まで、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有する

十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る
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項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第

第六項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七

る南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条

有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定す

一項及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議

項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第

第六項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七

る南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条

同令第五十九条の七第一項に規定す

。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五

一項及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議

院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第

。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五

院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第

一項（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿

項及び第七項、第五十三条第一項（

一項（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項

項及び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項、同条第四項（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部分に限る。）

六十三条第二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規

挙人の不在者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第

選挙人名簿に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選

での規定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外

十九条の八まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項ま

を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から第五

定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十

六十三条第二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規

挙人の不在者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第

選挙人名簿に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選

での規定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外

十九条の八まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項ま

、第五十九条の六から第五

、第五十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参

定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十

七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政

、第五十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参

七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政

治団体に関する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五

治団体に関する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政

治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五

治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政

党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、

の四第三項

党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、

第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十

の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に住所

第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十
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に都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第

分を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並び

条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部

一項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二

び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第

百三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及

議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第

分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆

第百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部

三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、

、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十

除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条

二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を

条第五項

に都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二、第五十

分を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並び

条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部

一項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二

び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第

百三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及

議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第

分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆

第百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部

三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、

、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十

除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条

二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を

く。）の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。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欄に掲げる

の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この

、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項

五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項（

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のとする。

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部分を除

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とする。

（略）

（略）

（略）

第三十五条 同一都道府県の区 同一広域連合（都道府県の加入す

（略）

（略）

により広域連合（都道府県の加入

（略）

第三十五条 により都道府県

第一項

るものに限る。）の区域内

するものに限る。）を組織する都

域内

第一項

当該都道府県の区 当該広域連合の区域内

道府県
規定する引き続き 規定する引き続き当該広域連合

（略）

域内
（略）

により当該広域連合を組織する都

当該都道府県
（略）

第五十三条 により当該

（略）

（略）

により当該広域連合（都道府県の

（略）

第五十三条 により当該
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第一項

加入するものに限る。）を組織す

第一項
当該都道府県

道府県の議会の議員及び長の

当該広域連合（都道府県の加入す

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

により当該広域連合を組織する都

るものに限る。）
（略）

第五十九条 により当該

道府県の議会の議員及び長の

（略）

（略）
により当該広域連合（都道府県の

の四第四項

（略）

第五十九条 により当該
加入するものに限る。）を組織す

当該広域連合（都道府県の加入す

の四第四項

当該都道府県

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

により当該広域連合を組織する都

るものに限る。）
（略）

第五十九条 により当該

（略）

（略）
により当該広域連合（都道府県の

道府県の議会の議員及び長の

（略）

第五十九条 により当該

の五の四第

（略）

るものに限る。）

当該広域連合（都道府県の加入す

加入するものに限る。）を組織す

（略）

当該都道府県

の五の四第

２ （略）

（略）

七項

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

七項
（略）
２ （略）

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に読

関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規

広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に

み替えるものとする。

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に読

関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規

広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に

第二百十三条の六 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、 第二百十三条の六 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、

み替えるものとする。

（略）

（略）

（略）

第四十四条 同一都道府県の区 同一広域連合（都道府県の加入す

（略）

（略）

により広域連合（都道府県の加入

（略）

第四十四条 により

第三項

当該都道府県の区 当該広域連合の区域内

るものに限る。）の区域内

するものに限る。）を組織する
、引き続き当該都 、引き続き当該広域連合

域内

域内

第三項
道府県
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（略）
２ （略）

（略）

（略）

（略）
２ （略）

（略）

（略）

第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。）、第四十二条（在外選

六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに

条の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及び第五項（同法第四十

第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一

二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、

二から第五条の十まで、第九条、第十条、第十一条第三項、第十一条の

関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の

広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に

挙人名簿に関する部分に限る。）、第四十六条第二項

第二百一条の十二第二項に関する部分に限る。）、第四十二条（在外選

六条第二項及び第三項、第百六十五条の二、第百七十五条第一項並びに

条の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及び第五項（同法第四十

第二十条から第三十五条まで、第三十七条第三項及び第四項、第四十一

二、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十三条から第十八条まで、

二から第五条の十まで、第九条、第十条、第十一条第三項、第十一条の

関する規定を準用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の

広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に

第二百十三条の七 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、 第二百十三条の七 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、

挙人名簿に関する部分に限る。）、第四十四条第三項（都道府県の加入

の二、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条

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

第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二号、

六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、

に限る。）、第五十六条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第

九項まで、第四十九条の二、第五十五条（在外選挙人名簿に関する部分

条第二項及び第三項に関する部分に限る。）、第四十九条第七項から第

候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第五項（同法第四十六

条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。）及び第三項（公職の

十六条の二第二項（同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六

との確認に関する部分に限る。）、第四十六条第二項及び第三項、第四

後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項ま

の二、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条

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

第三項から第五項まで及び第八項ただし書、第六十八条第一項第二号、

六十一条第三項及び第四項、第六十二条第二項第二号から第四号まで、

に限る。）、第五十六条（在外選挙人名簿に関する部分に限る。）、第

九項まで、第四十九条の二、第五十五条（在外選挙人名簿に関する部分

条第二項及び第三項に関する部分に限る。）、第四十九条第七項から第

候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第五項（同法第四十六

条の四並びに第百二十六条に関する部分に限る。）及び第三項（公職の

十六条の二第二項（同法第六十八条第一項第二号及び第五号、第八十六

及び第三項、第四

する広域連合にあつては、引き続き都道府県の区域内に住所を有するこ

後段、第八十六条から第九十九条の二まで、第百条第一項から第四項ま
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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

十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二

三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三

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、第二百

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

十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五

二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二

第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。）及び第二項、第

、第二百十七条、第二百十九条第一項（行政事件訴訟法第二十五条から

一条まで、第二百十三条（訴訟に関する部分を除く。）、第二百十六条

第二項、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

条第二項、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百六条

五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百二

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項から第

七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第

から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百

十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条

の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六

、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

行為に関する部分に限る。）、第百四十一条から第百四十七条の二まで

二（選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼

三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の

号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第

第十一章、第十二章、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三

で及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、

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

十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二

三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三

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、第二百

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

十三条の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五

二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二

第二十九条まで及び第三十一条に関する部分に限る。）及び第二項、第

、第二百十七条、第二百十九条第一項（行政事件訴訟法第二十五条から

一条まで、第二百十三条（訴訟に関する部分を除く。）、第二百十六条

第二項、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

条第二項、第二百四条、第二百五条第二項から第五項まで、第二百六条

五項まで、第百九十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百二

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項から第

七十八条の二、第百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第

から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百

十四条の五まで、第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条

の二まで、第百五十一条の五、第百五十二条、第百六十一条から第百六

、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

行為に関する部分に限る。）、第百四十一条から第百四十七条の二まで

二（選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼

三項、第百三十六条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の

号まで、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第

第十一章、第十二章、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三

で及び第六項から第九項まで、第百一条から第百六条まで、第百八条、
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に関する部分に限る。）並びに第二百七十一条から第二百七十二条まで

第二百七十条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票

四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。）、

選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。）、同条第二項（同法第

第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項（在外

関する部分に限る。）及び第二項から第四項まで、第二百六十六条から

二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に

条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号（公職選挙法第

五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二

二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百

第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第

百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、

に関する部分に限る。）並びに第二百七十一条から第二百七十二条まで

第二百七十条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票

四十九条第一項及び第四項の規定による投票に関する部分を除く。）、

選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。）、同条第二項（同法第

第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項（在外

関する部分に限る。）及び第二項から第四項まで、第二百六十六条から

二百六十三条第五号の三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に

条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第一号（公職選挙法第

五十五条第四項から第六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二

二百五十二条の二、第二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百

第二百四十九条の五、第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第

百四十六条、第二百四十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、

。

第三項の規定は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない

の規定並びに都道府県の加入しない広域連合にあつては同法第四十四条
は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない

の規定
。

第二百十四条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項 第二百十四条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

ことの確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七

及び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

及び第二項、第三十六条、第三十七

及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四

及び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る

及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四

十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る

。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五

条まで、第三十五条第一項

。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五

項及び第七項、第五十三条第一項（

条まで、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有する

項及び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を
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に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項、同条第四項（引き続

一項（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿

院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第

一項及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議

項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第

第六項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七

る南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条

有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定す

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項

一項（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿

院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第

一項及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議

項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第

第六項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七

る南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条

同令第五十九条の七第一項に規定す

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部分に限る。）

七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政

定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十

六十三条第二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規

挙人の不在者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第

選挙人名簿に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選

での規定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外

十九条の八まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項ま

を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から第五

治団体に関する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政

七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政

定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十

六十三条第二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規

挙人の不在者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第

選挙人名簿に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選

での規定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外

十九条の八まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項ま

、第五十九条の六から第五

、第五十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参

治団体に関する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政

治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政

、第五十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参

治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政

党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五

党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、

第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五

第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十

二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を

の四第三項

二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を

除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条

の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に住所

除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条
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に都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第

分を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並び

条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部

一項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二

び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第

百三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及

議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第

分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆

第百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部

三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、

、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十

条第五項

に都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二、第五十

分を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並び

条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部

一項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二

び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第

百三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及

議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第

分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆

第百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部

三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、

、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十

。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欄に

く。）の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する

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とす

。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欄に

の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する

、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項

五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項（

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とす

る。

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部分を除

る。

（略）

（略）

（略）

第三十五条 同一都道府県の区 同一広域連合（都道府県の加入す

（略）

（略）

により広域連合（都道府県の加入

（略）

第三十五条 により都道府県

第一項

るものに限る。）の区域内

するものに限る。）を組織する都

（略）

により当該広域連合を組織する都

（略）

域内

当該都道府県の区 当該広域連合の区域内

域内

第一項

道府県
規定する引き続き 規定する引き続き当該広域連合
（略）

第五十三条 により当該

道府県の議会の議員及び長の

当該都道府県
（略）

により当該広域連合（都道府県の

第一項

（略）

第五十三条 により当該

加入するものに限る。）を組織す

（略）

第一項
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当該都道府県

当該広域連合（都道府県の加入す

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

により当該広域連合を組織する都

るものに限る。）
（略）

第五十九条 により当該

道府県の議会の議員及び長の

（略）

（略）
により当該広域連合（都道府県の
の四第四項

（略）

第五十九条 により当該
加入するものに限る。）を組織す

当該広域連合（都道府県の加入す

の四第四項

当該都道府県

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

により当該広域連合を組織する都

るものに限る。）
（略）

第五十九条 により当該

（略）

（略）
により当該広域連合（都道府県の

道府県の議会の議員及び長の

（略）

第五十九条 により当該

の五の四第

（略）

るものに限る。）

当該広域連合（都道府県の加入す

加入するものに限る。）を組織す

（略）

当該都道府県

の五の四第

（略）

七項

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

七項
（略）

法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

選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同

広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の

句に読み替えるものとする。

法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

選挙に関する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同

広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の

第二百十四条の五 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、 第二百十四条の五 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、

句に読み替えるものとする。

（略）

（略）

（略）

第四十四条 同一都道府県の区 同一広域連合（都道府県の加入す

（略）

（略）

により広域連合（都道府県の加入

（略）

第四十四条 により

るものに限る。）の区域内

第三項

域内

するものに限る。）を組織する

当該都道府県の区 当該広域連合の区域内

（略）

、引き続き当該都 、引き続き当該広域連合

（略）

域内
（略）

道府県
（略）

２ （略）

（略）

第三項

（略）
２ （略）
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第二百十五条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項 第二百十五条の四 公職選挙法施行令第二十二条の二、第二十四条第一項

及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四

及び第二項、第三十六条、第三十七

及び第二項、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四
ことの確認に関する部分を除く。）及び第二項、第三十六条、第三十七

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

条まで、第三十五条第一項

条、第三十九条から第四十四条まで、第四十四条の二（在外選挙人名簿

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

条まで、第三十五条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を有する

に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項

同令第五十九条の七第一項に規定す

及び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

有することの確認に関する部分及び同令第五十九条の七第一項に規定す

る南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条

及び第二項、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

る南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。）、第五十五条

第六項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七

十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る

第六項及び第七項、同条第八項及び第九項（公職選挙法第四十九条第七

項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第

十九条の五第二項、第九十三条第一項及び第百四条に関する部分に限る

項及び第九項の規定による投票に関する部分に限る。）、第五十六条第

一項及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議

。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五

一項及び第五項（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議

院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第

。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五

院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の三第

一項（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿

項及び第七項、第五十三条第一項（

一項（在外投票に関する部分に限る。）、同条第五項（在外選挙人名簿

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項

項及び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項、同条第四項（引き続

、第五十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参

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部分に限る。）
、第五十九条の五（衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五

、第五十九条の六から第五

議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五
を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から第五

十九条の八まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項ま

の四第三項

十九条の八まで、第六十条第二項（同法第四十九条第七項から第九項ま

での規定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外

の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に住所

での規定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外
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に都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二並びに第

分を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並び

条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部

一項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二

び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第

百三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及

議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第

分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆

第百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部

三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、

、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十

除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条

二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を

第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十

党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、

治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政

治団体に関する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政

七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政

定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十

六十三条第二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規

挙人の不在者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第

選挙人名簿に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選

条第五項

に都道府県の加入する広域連合にあつては同令第三十四条の二、第五十

分を除く。）、第百四十二条の三並びに第百四十六条第二項の規定並び

条の二（同法第四十九条第七項及び第九項の規定による投票に関する部

一項の規定による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二

び第三項、第百三十一条の二、第百四十二条第一項（同法第四十九条第

百三十一条第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及

議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第

分並びに推薦届出者に関する部分、候補者届出政党に関する部分及び衆

第百八条第一項及び第三項（参議院比例代表選出議員の選挙に関する部

三条の二から第八十五条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、

、第七十八条第一項及び第二項、第八十条から第八十二条まで、第八十

除く。）、第七十六条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十七条

二条から第七十四条まで、第七十五条（在外選挙人名簿に関する部分を

第七十条の三、第七十一条（在外投票に関する部分を除く。）、第七十

党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。）、

治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政

治団体に関する部分を除く。）、第七十条の二第一項（政党その他の政

七条第一項から第四項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政

定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第六十

六十三条第二項及び第三項（同法第四十九条第七項から第九項までの規

挙人の不在者投票に関する部分に限る。）、第六十二条第二項並びに第

選挙人名簿に関する部分に限る。）、同条第四項、同条第五項（在外選

の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場

、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項

五十条第五項、第五十九条の四第三項及び第五十九条の五の四第三項（
く。）の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。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欄に掲げる字

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部分を除
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欄に掲げる字
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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とする。

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とする。
（略）

（略）

（略）

第三十五条 同一都道府県の区 同一広域連合（都道府県の加入す

（略）

（略）
により広域連合（都道府県の加入

（略）

第三十五条 により都道府県
第一項

るものに限る。）の区域内

するものに限る。）を組織する都

（略）

域内

当該都道府県の区 当該広域連合の区域内

域内

第一項
道府県
規定する引き続き 規定する引き続き当該広域連合
（略）

により当該広域連合を組織する都

当該都道府県
（略）

第五十三条 により当該

道府県の議会の議員及び長の

（略）

（略）
により当該広域連合（都道府県の

第一項

（略）

第五十三条 により当該
加入するものに限る。）を組織す

当該広域連合（都道府県の加入す

第一項

当該都道府県

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

により当該広域連合を組織する都

るものに限る。）
（略）

第五十九条 により当該

道府県の議会の議員及び長の

（略）

（略）

により当該広域連合（都道府県の

の四第四項

（略）

第五十九条 により当該

加入するものに限る。）を組織す

当該広域連合（都道府県の加入す

の四第四項

当該都道府県

（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

により当該広域連合を組織する都

るものに限る。）
（略）

第五十九条 により当該

（略）

（略）

により当該広域連合（都道府県の

道府県の議会の議員及び長の

（略）

第五十九条 により当該

の五の四第

（略）

るものに限る。）

当該広域連合（都道府県の加入す

加入するものに限る。）を組織す

（略）

当該都道府県

の五の四第

（略）

七項
（略）

る都道府県の議会の議員及び長の
（略）

七項
（略）

広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関

第二百十五条の五 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、 第二百十五条の五 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、
広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関
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替えるものとする。

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に読み

する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定
替えるものとする。

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に読み

する規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定

（略）

（略）

（略）

第四十四条 同一都道府県の区 同一広域連合（都道府県の加入す

（略）

（略）
により広域連合（都道府県の加入

（略）

第四十四条 により

るものに限る。）の区域内

第三項

域内

するものに限る。）を組織する

当該都道府県の区 当該広域連合の区域内

（略）

、引き続き当該都 、引き続き当該広域連合

（略）

域内
（略）

道府県
（略）

（略）

第三項

（略）
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改

正

案
（審査人の数の報告）

現

○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）（抄）（附則第四条関係）

（審査人の数の報告）

（傍線の部分は改正部分）

行

都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されて

簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において、当該

併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名

いる者の総数を報告しなければならない。

都道府県の区域内の市町村における法第八条の選挙人名簿に登録されて

簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において、当該

併せて、公職選挙法第二十二条第一項又は第二項の規定による選挙人名

第十四条 審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、 第十四条 審査分会長は、法第二十九条の規定による報告をするときは、

いる者の総数を報告しなければならない。
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正

案

○漁業法施行令（昭和二十五年政令第三十号）（抄）（附則第五条関係）
改
（選挙人名簿）
第五条 （略）

（選挙人名簿）
第五条 （略）

２～４ （略）

現

（傍線の部分は改正部分）

行

（異 ５ 公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）第十五条の二（異

２～４ （略）
５ 公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）第十五条

挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八条第三項中「、他

」と、「法第二十一条第一項に規定する者に該当する」とあるのは「選

法第二十七条第一項又は第二項」とあるのは「漁業法第八十九条第八項

漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と、同令第十六条中「

。この場合において、同令第十五条

の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された

挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八条第三項中「、他

」と、「法第二十一条第一項に規定する者に該当する」とあるのは「選

法第二十七条第一項又は第二項」とあるのは「漁業法第八十九条第七項

漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と、同令第十六条中「

。この場合において、同令第十五条の二中「公職選挙法」とあるのは「

議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）、第十六条（表示の消除

の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された

場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住

議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）、第十六条（表示の消除

場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住

所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「

）、第十八条（選挙人名簿登録証明書）、第十九条（選挙人名簿の移送

所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「

又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第四項中「総

）、第十八条（選挙人名簿登録証明書）、第十九条（選挙人名簿の移送

又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第四項中「総

務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第十九条第一項中「選挙

又は引継ぎ）、第二十一条（選挙人名簿の再調製）及び第二十二条（選

務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第十九条第一項中「選挙

人名簿（法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する

又は引継ぎ）、第二十一条（選挙人名簿の再調製）及び第二十二条（選

人名簿（法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する

選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を

挙人の数の報告）第二項の規定は、選挙人名簿の調製に準用する

選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を

記載した書類（以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。）

挙人の数の報告）第二項の規定は、選挙人名簿の調製について準用する

記載した書類（以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。）

。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。）」とある

中「公職選挙法」とあるのは「

。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。）」とある
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する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類）」とあるのは「選挙

選挙人名簿（法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製

されている者）」とあるのは「登録されている者」と、同条第五項中「

条第三項中「登録されている者（選挙人名簿記載書類にあつては、記載

は、記載されているもの）」とあるのは「登録されているもの」と、同

と、同条第二項中「登録されているもの（選挙人名簿記載書類にあつて

あつては、記載されているもの）」とあるのは「登録されているもの」

のは「選挙人名簿」と、「登録されているもの（選挙人名簿記載書類に

する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類）」とあるのは「選挙

選挙人名簿（法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製

されている者）」とあるのは「登録されている者」と、同条第五項中「

条第三項中「登録されている者（選挙人名簿記載書類にあつては、記載

は、記載されているもの）」とあるのは「登録されているもの」と、同

と、同条第二項中「登録されているもの（選挙人名簿記載書類にあつて

あつては、記載されているもの）」とあるのは「登録されているもの」

のは「選挙人名簿」と、「登録されているもの（選挙人名簿記載書類に

期間並びに申請の

人名簿」と、同令第二十一条第一項中「期間」とあるのは「

（公職選挙法施行令の準用）

読み替えるものとする。

方法及び期間」と

人名簿」と、同令第二十一条第一項中「調製の期日及び異議の申出期間
」とあるのは「調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間並びに申請の
方法及び期間」と、同条第二項中「調査しなければならない」とあるの
は「調査しなければならない。ただし、選挙人の年齢は、その選挙人名
簿の確定の期日により算定しなければならない」と、同令第二十二条第
二項中「場合には」とあるのは「場合において、その選挙人名簿が確定
したときは」と読み替えるものとする。
（公職選挙法施行令の準用）

第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四

七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四

章の四（期日前投票）、第五章（不在者投票）（第五十条第五項及び第

第三項及び第四項の規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、第四

条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十八条

、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五

項並びに第六十二条第二項の規定を除く。）、第六章（開票）（第六十

第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四

七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四

章の四（期日前投票）、第五章（不在者投票）（第五十条第五項及び第

第三項及び第四項の規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、第四

条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十八条

、第二十九条、第三十条、第三十四条の二

第九条 公職選挙法施行令第四章（投票）（第二十四条第三項及び第四項 第九条 公職選挙法施行令第四章（投票）（第二十四条第三項及び第四項

項並びに第六十二条第二項の規定を除く。）、第六章（開票）（第六十

七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第

、第三十五

七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第
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た場合の告示）並びに第百四十五条（選挙人名簿等の様式）の規定は、

とができる行為）、第百四十二条の三（不在者投票の時間の特例を定め

部無効に関する通知）、第百四十二条の二（不在者投票の時間に行うこ

更があつた場合等の選挙の執行の特例）、第百三十二条の十（選挙の一

百八条（選挙事務所設置の届出の方法）、第十三章（市町村の境界の変

知）第十項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第

みなされた者等の届出義務）、第九十二条（公職の候補者等に関する通

立候補の辞退届）、第九十一条（候補者の届出が取り下げられたものと

に第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。）、第八十九条第七項（

、第七章（選挙会及び選挙分会）（第八十三条、第八十六条第二項並び

二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く。）

衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の

た場合の告示）並びに第百四十五条（選挙人名簿等の様式）の規定は、

とができる行為）、第百四十二条の三（不在者投票の時間の特例を定め

部無効に関する通知）、第百四十二条の二（不在者投票の時間に行うこ

更があつた場合等の選挙の執行の特例）、第百三十二条の十（選挙の一

百八条（選挙事務所設置の届出の方法）、第十三章（市町村の境界の変

知）第十項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第

みなされた者等の届出義務）、第九十二条（公職の候補者等に関する通

立候補の辞退届）、第九十一条（候補者の届出が取り下げられたものと

に第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。）、第八十九条第七項（

、第七章（選挙会及び選挙分会）（第八十三条、第八十六条第二項並び

二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く。）

読み替える

衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の

表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように

選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙に準用する

中欄に掲げる字句 は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。

選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準

ものとする。

（表略）

。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同

（表略）

（公職選挙法施行令の準用）

用する。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

（公職選挙法施行令の準用）

第四章の四（期日前投票）、第五章（不在者投票）（第五十条第五項及

八条第三項及び第四項の規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、

十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十

四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三

び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条

第四章の四（期日前投票）、第五章（不在者投票）（第五十条第五項及

八条第三項及び第四項の規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、

十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十

四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二

第二十三条 公職選挙法施行令第四章（投票）（第二十四条第三項及び第 第二十三条 公職選挙法施行令第四章（投票）（第二十四条第三項及び第

び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条

の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条

、第三

の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条
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掲げる字句に読み替えるものとする。

げる同令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

の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲

村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員

様式）の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町

時間の特例を定めた場合の告示）並びに第百四十五条（選挙人名簿等の

票の時間に行うことができる行為）、第百四十二条の三（不在者投票の

条の十（選挙の一部無効に関する通知）、第百四十二条の二（不在者投

無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等）、第百三十二

の繰延投票に関する準用）において準用する第百三十一条（選挙の一部

及び第三項（選挙事務所設置の届出の方法）、第百三十一条の二（一部

並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。）、第百八条第一項

。）、第七章（選挙会及び選挙分会）（第八十三条、第八十六条第二項

条第二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く

六十七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五

第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。）、第六章（開票）（第

（表略）

うに

げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のよ

の解職の投票に準用する

村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員

様式）の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町

時間の特例を定めた場合の告示）並びに第百四十五条（選挙人名簿等の

票の時間に行うことができる行為）、第百四十二条の三（不在者投票の

条の十（選挙の一部無効に関する通知）、第百四十二条の二（不在者投

無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等）、第百三十二

の繰延投票に関する準用）において準用する第百三十一条（選挙の一部

及び第三項（選挙事務所設置の届出の方法）、第百三十一条の二（一部

並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。）、第百八条第一項

。）、第七章（選挙会及び選挙分会）（第八十三条、第八十六条第二項

条第二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く

六十七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五

第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。）、第六章（開票）（第

読み替えるものとする。

。この場合において、次の表の上欄に掲

（表略）
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正

案

（傍線の部分は改正部分）

行

（異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）

現

○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）（抄）（附則第六条関係）
改
（異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用）

条第二項及び第八条の規定は、法第二十五条第一項において準用する公

第七条 行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）第四 第七条 行政不服審査法施行令（平成二十七年政令第三百九十一号）第四
条第二項及び第八条の規定は、法第二十五条第一項

準用する公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第二十四条第一項の異

職選挙法第二十四条第一項の異議の申出について準用する。この場合に

の異

議の申出を受けた選挙管理委員会（以下この条において「審査庁」とい

の異議の申出について準用する。この場合に

議の申出を受けた選挙管理委員会（以下この条において「審査庁」とい

う。）は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省

おいて、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続

う。）は」と、「審理関係人」とあるのは「異議申出人」と、「総務省

令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁

おいて、同令第八条中「審理員は」とあるのは「日本国憲法の改正手続

令で」とあるのは「審査庁が」と、「、審理員」とあるのは「、審査庁

」と読み替えるものとする。

に関する法律（平成十九年法律第五十一号）第二十五条第一項において

」と読み替えるものとする。

（投票人名簿の移送又は引継ぎ等）

に関する法律（平成十九年法律第五十一号）第二十五条第一項

（投票人名簿の移送又は引継ぎ等）

と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投票人名簿記載書類」と、「

法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。）第二十条第二項」

第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年

いて準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条

人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告につ

（第一項後段を除く。）の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ、投票

第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」

と

法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。）第二十条第二項」

第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年

いて準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条

人名簿の再調製及び投票人名簿に登録されている投票人の数の報告につ

（第一項後段を除く。）の規定は、投票人名簿の移送又は引継ぎ、投票

第十一条 公職選挙法施行令第十九条、第二十一条第一項及び第二十二条 第十一条 公職選挙法施行令第十九条、第二十一条第一項及び第二十二条

第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」

とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるの

、「

とあるのは「住民基本台帳の記録」と、同条第二項中「住所」とあるの
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は「住民基本台帳の記録」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「投
票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるの
は「投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあ
るのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」
とあるのは「投票人名簿記載書類」と、同令第二十一条第一項中「法第

は「住民基本台帳の記録」と、同条第五項

中「法第十九条第三項」とあ

るのは「憲法改正手続法第二十条第二項」と

、同令第二十一条第一項中「法第

二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人

、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間」と、同令第

名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当た

二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第二項の規定による選挙人

同令第

」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用す

名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当た

る日」と、同条第二項中「法第三十条

三十条

る日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手

続法第三十一条において準用する法第三十条」と読み替える

三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第三十一条において準用す

続法第三十一条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるもの

とする。

る法第三十条」と、

とする。

（在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行

る法第三十条第一項」と、「の期日及び異議の申出期間」とあるのは「

（在外投票人名簿の登録に関する異議の申出に係る行政不服審査法施行

令の準用）

もの

」とあるのは「憲法改正手

令の準用）

第三十九条第一項において準用する公職選挙法第二十四条第一項の異議

第二十六条 行政不服審査法施行令第四条第二項及び第八条の規定は、法 第二十六条 行政不服審査法施行令第四条第二項及び第八条の規定は、法
第三十九条第一項

の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は

の異議

の申出について準用する。この場合において、同令第八条中「審理員は

年法律第百号）第二十四条第一項の異議の申出を受けた選挙管理委員会

」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第
の異議の申出を受けた選挙管理委員会

（以下この条において「審査庁」という。）は」と、「審理関係人」と

」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律（平成十九年法律第

（以下この条において「審査庁」という。）は」と、「審理関係人」と

あるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と

五十一号）第三十九条第一項において準用する公職選挙法（昭和二十五

あるのは「異議申出人」と、「総務省令で」とあるのは「審査庁が」と

、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。

五十一号）第三十九条第一項

、「、審理員」とあるのは「、審査庁」と読み替えるものとする。
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（在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等）

（在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等）

、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人

条（第一項後段を除く。）の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ

の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項

、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人

条（第一項後段を除く。）の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ

第三十二条 公職選挙法施行令第十九条、第二十一条第一項及び第二十二 第三十二条 公職選挙法施行令第十九条、第二十一条第一項及び第二十二

の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項

、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「

中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法

名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「

第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所（憲法改正手続法第三十四

中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法

第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所（憲法改正手続法第三十四

条第一項に規定する最終住所をいう。）又は申請の時（同項に規定する

律（平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。）第

条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。）又は申請の

申請の時をいう。）における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるの

律（平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。）第

時（同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。）にお

は「最終住所（憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所を

三十三条第二項」と

ける本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の

いう。）又は申請の時（同項に規定する申請の時をいう。）における本

三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人

時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人

籍」と

、同令第二十一条第一項中

るのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と

、同条第五項中「法第十九条第三項」とあ

名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「
在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあ
るのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類

「法第三十条

」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第二十一条第一項中
「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において

準用する法第三十条」と、

同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第二項の規定による

」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において

準用する法第三十条第一項」と、「の期日及び異議の申出期間」とある
同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による

選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日

のは「、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間」と、
選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日

に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条

」とあるのは「憲法

に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法

改正手続法第四十四条において準用する法第三十条」と読み替える
ものとする。

改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替え
るものとする。
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２ （略）

２ （略）
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