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）

○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）（抄）（附則第六条関係）

○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）（抄）（附則第七条関係）

101 94 87 84 49 1

正

後

○公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）（抄）
改
第二章 選挙に関する区域
（市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続）

改
第二章 選挙に関する区域

正

（傍線の部分は改正部分）

前

（市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続）

第十条の二 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分 第十条の二 市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が分

割開票区（法第十八条第二項の規定により市町村の区域（指定都市にお

第四十九条の十二において同じ。）を設けることができる特別の事情が

割開票区（法第十八条第二項の規定により市町村の区域（指定都市にお
同じ。）を設けることができる特別の事情が

あると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なけ

いては、区の区域）を分けて設けられる開票区をいう。第四十九条及び

あると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なけ

ればならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要

いては、区の区域）を分けて設けられる開票区をいう。以下

ればならない。当該特別の事情がなくなり、又は当該特別の事情に重要

な変更があつたと認める場合も、同様とする。

２ 数市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数市町村

な変更があつたと認める場合も、同様とする。
２～５ （略）

合同開票区（法第十八条第二項の規定により数市町村の区域の全部又は

一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。）を設けることが

できる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会に

その旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は当

該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。

３ 指定都市の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会が数区合同

開票区（法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又

は一部を合わせて設けられる開票区をいう。以下同じ。）を設けること

ができる特別の事情があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会

にその旨を届け出なければならない。当該特別の事情がなくなり、又は

当該特別の事情に重要な変更があつたと認める場合も、同様とする。

４ 都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により設けた
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第四章 投票
（投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）

開票区を廃止し、又は変更したときは、直ちにその旨を告示しなければ
ならない。

５ 都道府県の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により開票区

を設けたときは、直ちにその旨を関係市町村の選挙管理委員会（指定都

市においては、市の選挙管理委員会を経て関係区の選挙管理委員会）に

通知しなければならない。同項の規定により設けた開票区を廃止し、又
は変更した場合も、同様とする。

第四章 投票

（投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）

ない。

挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければなら

投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該選

第二十四条 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は 第二十四条 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は
投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、
選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければなら
ない。

２ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理 ２ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理
、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中か

ら、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない

は、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中か

すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において

ら、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない

。

すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には

。

代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選

選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例

議員の選挙を同時に行う場合には

挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を

代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選

選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例

議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は小

３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出 ３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出

挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を

管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管

、市町村の選挙管理委員会は小

管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管
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掌すべき者に選任することができる。

掌すべき者に選任することができる。

べき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべ

理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌す

選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管

区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表

員の選挙を同時に行う場合には

き者に選任することができる。

べき者を同時に比例代表選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌すべ

理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の投票管理者の職務を管掌す

選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者に、市町村の選挙管

区選出議員の選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表

員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は選挙

４ 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議 ４ 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議

き者に選任することができる。

（投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示）

、市町村の選挙管理委員会は選挙

（投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示）

第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第七項の規定によ

（指定投票区の指定等）

を告示しなければならない。

合においては、直ちにその者の住所及び氏名

一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場

第二十五条 市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第 第二十五条 市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第
、直ちにその者の住所及び氏名（二人以上の投票管理者又

一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場
合には

は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者に交替して職務を行わせ
ることとしたときは、これらの者の住所及び氏名並びにこれらの者が職
務を行うべき時間）を告示しなければならない。
（指定投票区の指定等）
第二十六条 （略）

り投票区を指定する場合には、当該指定する投票区（以下「指定投票区

」という。）の属する開票区に属する投票区であつて、同項の規定によ

り当該投票区に属する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関

する事務のうち次条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理

者が行うもの（以下「指定関係投票区」という。）を併せて定めなけれ
ばならない。
２ 市町村の選挙管理委員会は、法第十八条第二項の規定により当該市町 （新設）
村の区域（当該区域が二以上の選挙区に分かれている場合には、当該選
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挙区の区域）が数開票区に分かれている場合において、天災その他避け
ることのできない事故により、選挙の期日に一の開票区に属するいずれ
の投票区の投票管理者にも第六十条第一項（第二号及び第三号に係る部
分に限る。）又は第二項の規定による投票の送致をすることができない
状況があると認めるときは、当該選挙においては、法第三十七条第七項
の規定による指定投票区の指定については、前項の規定にかかわらず、
当該投票の送致をすることができない状況があると認める開票区（以下
この項において「送致不能開票区」という。）以外の開票区に属する投
票区（当該市町村の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該
送致不能開票区の属する選挙区と同一の選挙区に属する投票区に限る。
）であつて、当該選挙の期日に当該投票区の投票管理者に当該投票の送
致をすることができるものを指定投票区に指定し、及び当該指定投票区
の属する開票区に属する全部又は一部の投票区及び当該送致不能開票区
に属する全ての投票区を、同条第七項の規定によりこれらの投票区に属
する選挙人がした法第四十九条の規定による投票に関する事務のうち次
条第二項に規定するものを当該指定投票区の投票管理者が行う投票区（
次項及び第四項において「特例指定関係投票区」という。）として定め
ることができる。
、及び指定関係投票区

３ 市町村の選挙管理委員会は、前二項の規定により指定投票区を指定し ２ 前項
、及び指定関係投票区又は特例指定関係投票区（以下「指定関係投票区

の規定により指定投票区を指定し

を定めたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにこ

れ を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければ

、直ちにそ

の旨を告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければ

ならない。指定投票区の指定を取り消し又は指定関係投票区

等」という。）を定めたときは

ならない。指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区等を変更

したときも、同様とする。

を変更

したときも、同様とする。

４ 市町村の選挙管理委員会が、第二項の規定により指定投票区を指定し （新設）
、及び特例指定関係投票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更した
ことにより指定投票区又は特例指定関係投票区となつた投票区を、第一
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項の規定により指定投票区に指定し、又は指定関係投票区に定めている
場合には、当該指定投票区及び指定関係投票区は、当該選挙（当該選挙
の期日に第二項の規定により指定投票区を指定し、及び特例指定関係投
票区を定め、又は特例指定関係投票区を変更したときは、当該指定及び
定め又は変更をした時以後に第六十条第一項（第三号に係る部分に限る
。）又は第二項の規定による投票の送致をする法第四十九条の規定によ
る投票に限る。）については、第一項の規定により指定し、及び定めた
指定投票区及び指定関係投票区でないものとみなす。
（指定投票区の投票管理者等の事務の方法等）

（指定投票区の投票管理者等の事務の方法等）

第二十六条の二 指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区 第二十六条の二 指定関係投票区 の投票管理者は、当該指定関係投票区

他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区

に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その

他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区等

に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。

等に属する選挙人が第六十四条第二項の規定により投票をした場合その
に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。

ものは、指定関係投票区 に属する選挙人がした法第四十九条の規定に

２ 法第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定める ２ 法第三十七条第七項に規定する投票に関する事務のうち政令で定める
ものは、指定関係投票区等に属する選挙人がした法第四十九条の規定に

よる投票であつて、第六十条

指定投票区の投票管理者に送致されたものに限る。）に係る第六十二条

第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする

に係る第六十二条

の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの

よる投票であつて、第六十条第一項（第三号に係る部分に限る。）又は
第二項の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたもの（選挙の
期日に指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関
係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票区に属
する選挙人がしたものにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時

第一項、第六十三条及び第六十五条に規定する投票管理者の事務とする

。

以後に同条第一項（同号に係る部分に限る。）又は第二項の規定により

。

挙人がした法第四十九条の規定による投票

３ 指定関係投票区等の投票管理者は、当該指定関係投票区等に属する選 ３ 指定関係投票区 の投票管理者は、当該指定関係投票区 に属する選
挙人がした法第四十九条の規定による投票（選挙の期日に指定投票区を
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指定し、及び指定関係投票区等を定め、又は指定関係投票区等を変更し
たことにより指定関係投票区等となつた投票区に属する選挙人がしたも
のにあつては、当該指定及び定め又は変更をした時以後に第六十条第一
項（第三号に係る部分に限る。）又は第二項の規定による投票の送致を

条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五

条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

（指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例）

するものに限る。）に係る第六十二条第一項、第六十三条及び第六十五

（指定投票区の投票所を閉じる時刻の特例）

定によつて投票の期日が定められたものを除く。）の投票所を閉じる時

る時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区等（法第五十六条の規

刻より繰り上げることができない。

定によつて投票の期日が定められたものを除く。）の投票所を閉じる時

る時刻を、当該指定投票区に係る指定関係投票区 （法第五十六条の規

第二十六条の三 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じ 第二十六条の三 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区の投票所を閉じ

刻より繰り上げることができない。

（指定投票区の投票の期日の特例）

（指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い）

は、法第五十六条の規定によつて投票の期日を定めることができない。

町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会）

第二十六条の四 指定投票区については、都道府県の選挙管理委員会（市

（指定投票区の投票の期日の特例）
第二十六条の四 （略）

（指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い）

指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。この場合におい

ては、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、

に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙につい

て必要な事項は、総務省令で定める。

指定投票区及び指定関係投票区 でないものとみなす。この場合におい

ては、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区 は、

に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙につい

第二十六条の五 指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更 第二十六条の五 指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更

て必要な事項は、総務省令で定める。
を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、

当該指定関係投票区 は、指定関係投票区 でないものとみなす。この

を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、

２ 指定関係投票区等について法第五十七条第一項の規定により更に期日 ２ 指定関係投票区 について法第五十七条第一項の規定により更に期日
当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。この
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（投票立会人の氏名等の通知）

場合において必要な事項は、総務省令で定める。

（投票立会人の氏名等の通知）

場合において必要な事項は、総務省令で定める。

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、法第三十八条第一項の規定によ 第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、

の住所

の属する政党その他の政治団体の名称を

投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者
、氏名及びその者

、直ちに当該投票立会人の住所

及び氏名並びに当該投票立会人の属する政党その他の政治団体の名称（
その

り投票立会人を選任した場合には
投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会わせる投票立会人
を選任したときは、当該投票立会人の住所及び氏名、当該投票立会人の
属する政党その他の政治団体の名称並びに当該投票立会人が投票に立ち

投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知
しなければならない。

会うべき時間）を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知
しなければならない。

（選挙人名簿の送付等）

第二十八条 市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票管理者に対して

（選挙人名簿の送付等）
第二十八条 （略）

、その投票区の投票所を開く時刻までに、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その投票区の区域に係る

選挙人名簿又はその抄本を送付すること。

二 その投票区の区域に係る選挙人名簿が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場合（当該投票管理者が、第

三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿

に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合を除

く。） 次に掲げるいずれかの措置

イ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町

村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通

じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により
送付すること。
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ロ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した

電磁的記録媒体（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて

は認識することができない方法で作られる記録であつて電子計算機

による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同
じ。）を送付すること。

ハ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した
書類を送付すること。

三 その投票区の区域に係る選挙人名簿が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場合（当該投票管理者が、第

三十五条第一項第二号ロに掲げる方法により選挙人が当該選挙人名簿

に登録されている者であることの確認を行うこととしている場合に限

る。） 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投

票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電

子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する

当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確認すること

ができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げるいずれかの
措置
区等を定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指

定投票区の投票所を開く時刻までに

区を 定めている場合には、指定投票区の投票管理者に対して、その指

２ 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票 ２ 市町村の選挙管理委員会は、指定投票区を指定し、及び指定関係投票
定投票区の投票所を開く時刻までに（投票所を開いた時刻後に当該投票
所に係る投票区を指定投票区に指定し、及び指定関係投票区等を定めた
とき、又は指定投票区の投票所を開いた時刻後に当該指定投票区に係る

ばならない。

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなけれ

区があるときは、当該指定及び定め又は変更をした時以後直ちに）、次

一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その指定投票区に係る指

ばならない。

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなけれ

、次

指定関係投票区等を変更したことにより指定関係投票区等となつた投票

一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 その指定投票区に係る指

- 8 -

情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当

管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子

場合（当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票

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

二 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が

該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後

情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当

管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子

場合（当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票

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

二 その指定投票区に係る指定関係投票区 の区域に係る選挙人名簿が

定関係投票区 の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること

該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後

、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしてい

定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付すること

、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしてい

る場合を除く。） 次に掲げるいずれかの措置

。

る場合を除く。） 次に掲げるいずれかの措置

イ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を当該市町

。

イ～ハ （略）

村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通

じて当該投票管理者の使用に係る電子計算機に送信する方法により
送付すること。

ロ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記録した

電磁的記録媒体を送付すること。

ハ 当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を記載した

る場合に限る。） 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会

、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしてい

該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後

情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当

管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子

場合（当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票

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

三 その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿が

及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で

る場合に限る。） 当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会

、第六十三条第一項又は第二項の規定による決定を行うこととしてい

該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項の確認を行つた後

情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会が管理する当

管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子

場合（当該投票管理者が、当該市町村の選挙管理委員会及び当該投票

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

三 その指定投票区に係る指定関係投票区 の区域に係る選挙人名簿が

書類を送付すること。

及び当該投票管理者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で
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認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げる

が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確

接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会

いずれかの措置

認することができる状態に置くこと並びに前号イからハまでに掲げる

が管理する当該選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を確

接続した電子情報処理組織を使用して、当該市町村の選挙管理委員会

（共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例）

第四章の二 共通投票所

いずれかの措置

第四章の二 共通投票所
（共通投票所を設ける場合における関係規定の適用の特例）

第四十八条の三 法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設け 第四十八条の三 法第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設け

る場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの

投票所又は共通投票所

七条第二項

て適用される法第三十

の規定により読み替え

第四十一条の二第五項

、選挙権）

理すべき者にあつては

投票管理者の職務を代

選挙権（共通投票所の

る場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの

投票所

第三十七条第二項

選挙権

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

第二十七条

第二十五条

第二十四条第一項

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

投票所又は共通投票所

（削る）

（削る）

する。

投票所

（削る）

（削る）

する。
（削る）

（削る）

第二十七条
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（略）

（略）

第四章の四 期日前投票

（略）

（期日前投票における関係規定の適用の特例）

（略）

（略）

第四章の四 期日前投票

（略）

（期日前投票における関係規定の適用の特例）

第四十九条の七 法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所にお 第四十九条の七 法第四十八条の二第一項の規定により期日前投票所にお

いて投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用につ

選挙権

いて投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用につ

当該選挙の選挙権

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

第二十四条第一項

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

（削る）

第四十八条の二第五項

欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。

（削る）

第三十七条第二項

欄に掲げる字句とし、第二十九条第二項の規定は、適用しない。
（削る）

第二十五条

の規定により読み替え

氏名並びにこれらの者
が職務を行うべき日（

期日前投票所

票に立ち会うべき日

名称並びにその者の投

務を行うべき日

氏名並びにその者が職

七条第二項

て適用される法第三十

投票所

名称

同一の日に

日及び時間

氏名、

氏名

氏名（

時間

氏名並びに

名称並びに当該投票立

第二十七条

第二十五条

第二十七条

名称（

会人の投票に立ち会う
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（略）

べき日（期日前投票所

時間

投票所

（略）

日及び時間

期日前投票所

を設ける日ごとの当該

（略）

第五章 不在者投票
（郵便等による不在者投票の方法）

（略）

（略）

第五章 不在者投票
（郵便等による不在者投票の方法）

（略）

中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する

をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在

投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名

。）を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に

三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ

名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の

称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院

出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略

人の氏名（衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届

その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一

を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、

市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の

中する旨を明記して、当該選挙人が登録されている選挙人名簿の属する

をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在

投票の記載の年月日及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名

。）を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に

三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ

名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の

称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院

出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略

人の氏名（衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届

その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一

を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後、

第五十九条の五 前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付 第五十九条の五 前条第四項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付

市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する投票区の
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（不在者投票の送致）

い。

よる投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならな

係る指定投票区の投票所）を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定に

投票所（当該投票区が指定関係投票区等である場合には、当該投票区に

（不在者投票の送致）

い。

よる投票の送致ができるように、郵便等をもつて送付しなければならな

係る指定投票区の投票所）を閉じる時刻までに第六十条第二項の規定に

投票所（当該投票区が指定関係投票区 である場合には、当該投票区に

更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、

十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、

あつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五

項において準用する場合を含む。）の規定により投票に立ち会つた者に

記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項（第五十七条第三

より投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を

その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちに

更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、

十六条第三項の規定により投票に立ち会つた者にあつては署名をさせ、

あつては署名又は記名押印を、第五十八条第三項において準用する第五

項において準用する場合を含む。）の規定により投票に立ち会つた者に

記載し、及びこれに記名し、かつ、第五十六条第三項（第五十七条第三

より投票を受け取つた場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を

第六十条 不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定に 第六十条 不在者投票管理者は、第五十六条から第五十八条までの規定に

その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、

これを次の各号に掲げる場合

し、又は郵便等をもつて送付しなければ

ならない。

に応じ、当該各号に定める者に送致

これを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に、直
ちに（第二号又は第三号に掲げる場合には、当該各号に定める投票管理
者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに）、送致又は郵便等による送付
（第二号又は第三号に掲げる場合には、送致）をしなければならない。

一 第五十六条又は第五十八条の規定により投票を受け取つた場合 選

三 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票

をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区 であるとき 選挙人

三 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合であつて、当該投票

一・二 （略）

挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の
委員長

二 第五十七条の規定により投票を受け取つた場合（次号に掲げる場合

をした選挙人が属する投票区が指定関係投票区等であるとき 選挙人

が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者

を除く。） 選挙人が属する投票区の投票管理者

が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者

２ 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会 ２ 選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会
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条の六第十四項（前条第三項において準用する場合を含む。）、第五十

の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九

九条の六の三第九項又は前項第一号

条の六第十四項（前条第三項において準用する場合を含む。）、第五十

の委員長は、第五十九条の五、第五十九条の五の四第十三項、第五十九

り投票の送付又は送致を受けた場合には

明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選

り投票の送付又は送致を受けた場合には、直ちに、投票、不在者投票証

の規定によ

九条の六の三第九項又は前項（第一号に係る部分に限る。）の規定によ
明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を選

挙人が属する投票区の投票管理者（当該投票区が指定関係投票区 であ

、投票、不在者投票証

挙人が属する投票区の投票管理者（当該投票区が指定関係投票区等であ

送致しなければならない。

る場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者）に

（不在者投票に関する調書）

る場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者）に、当該投票
管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しなければならない。
（不在者投票に関する調書）

、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の

する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え

五の四第五項から第八項まで及び前条の規定によつてとつた措置の明細

、第五十条、第五十三条、第五十七条、第五十九条の四、第五十九条の

する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え

第六十一条 選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属 第六十一条 選挙人が登録されている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属

五の四第五項から第八項まで及び前条の規定により とつた措置の明細

その他必要と認める事項を記載しなければならない。

２ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に

その他必要と認める事項を記載しなければならない。
２ （略）

基づき、その概略（在外選挙人名簿に登録されている選挙人（当該選挙

人のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する

者を除く。）の不在者投票（第四項において「在外選挙人の不在者投票

」という。）に係る概略を除く。）を記載した不在者投票に関する調書

を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に
送致しなければならない。

に係る指定関係投票区等を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあ

、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区

る指定投票区及び指定関係投票区等に係る前項の規定の適用については

るのは「指定投票区の投票管理者」とする。

に係る指定関係投票区 を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあ

、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区

る指定投票区及び指定関係投票区 に係る前項の規定の適用については

３ 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区等を定めている場合におけ ３ 指定投票区を指定し、及び指定関係投票区 を定めている場合におけ

るのは「指定投票区の投票管理者」とする。
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４ （略）

４ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿

に基づき、その概略（在外選挙人の不在者投票に係る概略に限る。）を

記載した在外選挙人の不在者投票に関する調書を指定在外選挙投票区ご

とに作成して、これに記名押印し、指定在外選挙投票区の投票管理者に
送致しなければならない。
項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、

当該調書を投票録に添えなければならない。

項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、

及び前 ５ 第二項（第三項において読み替えて適用される場合を含む。）及び前

当該調書を投票録に添えなければならない。

（投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置）

５ 第二項

（投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置）
関係投票区等の投票管理者を除く。）は、投票所を閉じる時刻までに第

六十条

関係投票区 の投票管理者を除く。）は、投票所を閉じる時刻までに第

第六十二条 投票管理者（指定関係投票区等を定めている場合には、指定 第六十二条 投票管理者（指定関係投票区 を定めている場合には、指定
六十条第一項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）又は第二項の規

定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて

の規

定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて

、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管し
なければならない。

、その中に入つている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管し
なければならない。

２ 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六 ２ 指定在外選挙投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第六

の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入

（第二号及び第三号に係る部分に限る。）又は第二項の規定による投票

つている投票を一時そのまま保管しなければならない。

の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入

の規定による投票

十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条

つている投票を一時そのまま保管しなければならない。

（不在者投票の受理不受理等の決定）

十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される第六十条第一項

（不在者投票の受理不受理等の決定）

の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。）は、

関係投票区等（指定在外選挙投票区である指定関係投票区等を除く。）

投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保

の投票管理者を除く。以下この条及び第六十五条において同じ。）は、

関係投票区 （指定在外選挙投票区である指定関係投票区 を除く。）

第六十三条 投票管理者（指定関係投票区等を定めている場合には、指定 第六十三条 投票管理者（指定関係投票区 を定めている場合には、指定

投票箱を閉じる前に、投票立会人の意見を聴いて、前条の規定により保
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管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなけれ
ばならない。

管する投票が受理することができるものであるかどうかを決定しなけれ

（投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置）

載し、これを投票箱に入れなければならない。

による不受理の決定又は第二項の規定による拒否の決定があつた旨を記

れをその投票送致用封筒に入れて仮に封をし、その表面に第一項の規定

票又は第二項の規定による拒否の決定を受けた投票については、更にこ

４ 投票管理者は、第一項の規定により受理すべきでないと決定された投

にこれを投票箱に入れなければならない。

条の八第三項において準用する場合を含む。）の覆いを外して）、直ち

に第五十九条の六第十三項（第五十九条の六の三第十四項及び第五十九

（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ついては、更

規定により拒否の決定を受けない投票については、投票用封筒を開いて

３ 投票管理者は、第一項の規定により受理の決定を受け、かつ、前項の

らない。

票立会人の意見を聴いて、これを拒否するかどうかを決定しなければな

準用する場合を含む。）の規定の適用を受けたものがある場合には、投

第十二項、第五十九条の六第十一項又は第五十九条の八第四項において

条第五項（第五十七条第三項、第五十八条第四項、第五十九条の五の四

２ 投票管理者は、前項の規定により受理の決定を受けた投票で第五十六

ばならない。
２～４ （略）

（投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置）

第六十五条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第六 第六十五条 投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第六

の規定

による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開

十条

による投票の送致を受けた場合には

いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを

十条第一項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）又は第二項の規定
いて、投票用封筒の裏面に受け取つた年月日及び時刻を記載し、これを

開票管理者に送致しなければならない。

、送致に用いられた封筒を開

開票管理者に送致しなければならない。
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第五章の二 在外投票
（在外公館等における在外投票の送致）

第五章の二 在外投票

（在外公館等における在外投票の送致）

、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙

封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し

つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて

し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定により 投票に立ち会

受け取つた場合には

人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければなら

、直ちにこれを外務大臣を経由して、選挙人が登録されている在外選挙

封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し

つた者に署名又は記名押印をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて

し、及びこれに記名し、かつ、同条第二項の規定によつて投票に立ち会

受け取つた場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載

第六十五条の七 在外公館の長は、第六十五条の四の規定により 投票を 第六十五条の七 在外公館の長は、第六十五条の四の規定によつて投票を

人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に送付しなければなら

ない。

、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載

ない。

２ 前項の規定により 投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委 ２ 前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委

員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管

これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管

員長は、

送致しな

理者に
ければならない。

理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しな
ければならない。

（郵便等による在外投票の方法及び送致）

第六十五条の十二 前条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交

（郵便等による在外投票の方法及び送致）
第六十五条の十二 （略）

付を受けた選挙人は、選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日以後

、その現在する場所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者

一人の氏名（衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿

届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は

略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議

院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条

の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称）を記載し、これ

を投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に投票の記載の年月日
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及び場所を記載し、並びに投票用封筒の表面に署名をし、更にこれを他

の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して

、当該選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管

理委員会の委員長に対し、当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投

票所を閉じる時刻までに次項の規定による投票の送致ができるように、

郵便等をもつて送付しなければならない。

理者に、当該投票管理者に係る投票所を開いた時刻以後直ちに送致しな

員長は、

ければならない。

理者に

員長は、直ちにこれを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管

２ 前項の規定により 投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委 ２ 前項の規定によつて投票の送付を受けた市町村の選挙管理委員会の委

ければならない。

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関

これを当該選挙人が属する指定在外選挙投票区の投票管

（在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関

係規定の適用の特例）

送致しな

係規定の適用の特例）

第六十五条の十三 在外選挙人名簿に登録されている選挙人（当該選挙人 第六十五条の十三 在外選挙人名簿に登録されている選挙人（当該選挙人

に関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、

員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれ

を除く。次項及び第三項において同じ。）で、衆議院議員又は参議院議

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

に関し必要な手続に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、

員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票及びこれ

を除く。次項及び第三項において同じ。）で、衆議院議員又は参議院議

のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者

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。

のうち選挙人名簿に登録されているもので第六十五条の二に規定する者

る字句とする。

（略）

これを不在者投票証明 これを

（略）

（略）

（略）

第六十条第一項

（略）

（略）

これを不在者投票証明 これを

書とともに

第六十条第一項

書とともに
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第六十条第一項第二号 投票区

第六十条第一項第一号 選挙人名簿
指定在外選挙投票区

在外選挙人名簿

第六十条第一項第二号 投票区

第六十条第一項第一号 選挙人名簿

指定在外選挙投票区

在外選挙人名簿

在外選挙人名簿

投票及び不在者投票証 これを

選挙人名簿

第六十条第二項

投票、不在者投票証明 これを

明書

選挙人名簿

書及び同条第六項の規
定により送信された確

投票区の投票管理者（ 指定在外選挙投票区の

当該投票区が指定関係 投票管理者

投票区の投票管理者（ 指定在外選挙投票区の

を

当該投票区が指定関係 投票管理者

投票区 である場合に

認書を受信した用紙を

投票区等である場合に

指定投票区の投票管理

（略）

は、当該投票区に係る

指定投票区の投票管理

（略）

者）

（略）

（送致を受けた在外投票の措置）

２～４ （略）

者）
（略）

は、当該投票区に係る

（略）

在外選挙人名簿

第六十条第二項

（略）
２～４ （略）
（送致を受けた在外投票の措置）

送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条

定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により

第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される

送致された在外投票について準用する。この場合において、第六十二条

定は、第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項の規定により

第六十五条の二十一 第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規 第六十五条の二十一 第六十二条第二項、第六十三条及び第六十五条の規

第二項中「第六十五条の十三第一項の規定により読み替えて適用される
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条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は

第六十三条第二項中「第五十六条第五項（第五十七条第三項、第五十八

とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、

第六十条第一項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）又は第二項」

第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「

条第四項、第五十九条の五の四第十二項、第五十九条の六第十一項又は

第六十三条第二項中「第五十六条第五項（第五十七条第三項、第五十八

とあるのは「第六十五条の七第二項又は第六十五条の十二第二項」と、

第六十条

」

第五十九条の八第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「

第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「第六十条

第六十七条 市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は

（開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）

なければならない。

ら、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が選任し

２ 数区合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中か

がこれを選任する。

ばならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会

する者の中から、関係市町村の選挙管理委員会が協議して選任しなけれ

第六十六条 数市町村合同開票区の開票管理者は、当該選挙の選挙権を有

（数市町村合同開票区の開票管理者等）

第六章 開票

七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。

」とあるのは「第六十五条の

第六十五条の四第四項」と、第六十五条中「第六十条第一項（第二号及
び第三号に係る部分に限る。）又は第二項」とあるのは「第六十五条の
七第二項又は第六十五条の十二第二項」と読み替えるものとする。

第六章 開票
（数市町村合同開票区の開票管理者等）
第六十六条 （略）

（開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任）
第六十七条 （略）

開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙

の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならな
い。

２ 市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理
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すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直

ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨

時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

３ 第一項の規定にかかわらず、数市町村合同開票区においては、関係市

町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する

者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合に

おいてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければなら

ない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会がこれ
を選任する。

４ 第二項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会の委員長は、

数市町村合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者

に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係

市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記（関係市町村に指定都

市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員

若しくは選挙管理委員会の書記又は当該指定都市の関係区の選挙管理委

員若しくは選挙管理委員会の書記）の中から、臨時に開票管理者の職務

を管掌すべき者を選任しなければならない。

５ 第一項の規定にかかわらず、数区合同開票区においては、指定都市の

選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙権を

有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた

場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなけれ
ばならない。

６ 第二項の規定にかかわらず、指定都市の選挙管理委員会の委員長は、

数区合同開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共

に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合には、直ちに関係区の

選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の

職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
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（開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示）
第六十八条 （略）

（開票立会人となるべき者の届出の方法）
第六十九条 （略）

７ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出

議員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員

会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時

に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町

村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の

開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開

票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。

８ 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議

員の選挙を同時に行う場合には、市町村又は都道府県の選挙管理委員会

は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比

例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又

は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管

理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理

者の職務を管掌すべき者に選任することができる。

（開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示）

第六十八条 市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二

項の規定又は第六十六条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の

規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には

、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

（開票立会人となるべき者の届出の方法）

第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は

参議院名簿届出政党等の法第六十二条第一項の規定による開票立会人と

なるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生

年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあ

つては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載し
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（長の選挙を延期する場合の開票立会人）

た文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人と

なるべき者の承諾書を添えなければならない。

（長の選挙を延期する場合の開票立会人）

第七十条 法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において 第七十条 法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた場合において

人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候

べき者で法第六十二条第二項、第四項又は第五項の規定により開票立会

届け出た開票立会人となる

補者は、法第六十二条第一項の規定の例により、更に開票立会人となる

、候補者が

人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候

べき者で同条第二項
の規定の例により、更に開票立会人となる

、候補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となる

補者は、同条第一項

べき者を届け出ることができる。

、第四項又は第五項の規定により開票立会

べき者を届け出ることができる。
選挙においては、同条第八項の規定による届出

補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき

選挙においては、同条第八項の規定による届出又は推薦届出のあつた候

２ 法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の ２ 法第八十六条の四第七項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の
補者が法第六十二条第一項の規定により届け出た開票立会人となるべき

者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立

者を除く。）について、同条第二項から第六項まで及び第九項の規定の

げる事由が生じたことにより同条第七項の規定により職を失つた

例により、開票立会人を定めるものとする。

者を除く。）について、同条第二項から第六項まで及び第八項の規定の

げる事由が生じた場合においては、当該事由に係る候補者の届出に係る

のあつた候

者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立

会人に定められた者（

例により、開票立会人を定めるものとする。

（開票立会人の氏名等の通知）

同条第二項第一号に掲

会人に定められた者（死亡者、職を辞した者及び同条第二項第一号に掲

（開票立会人の氏名等の通知）

第七十条の二 市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは 第七十条の二 市町村の選挙管理委員会は、法第六十二条第二項若しくは

の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公

した場合には

、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職

第九項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任

職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届

の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公

した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職

の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任

第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項

職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届

出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党

第四項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第八項若しくは

出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党
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会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

ては当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立

政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者につい

、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出

等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称

会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

ては当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立

政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者につい

、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出

等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称

めた場合においては、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなけ

２ 市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定 ２ 市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定により開票立会人を定
、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなけ

ればならない。

めた場合には
ればならない。

（数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等）

２ 関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開

ければならない。

理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）に対して行わな

指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管

県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会（関係市町村に

に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府

市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）

（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係

関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会

定又は第七十条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、

第七十条の三 数市町村合同開票区においては、法第六十二条第一項の規

（数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等）
第七十条の三 （略）

２ （略）

票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管

理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなけれ
ばならない。

五項

においては、法第六十二条第二項、第四項又は第

３ 数市町村合同開票区（選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設け ３ 数市町村合同開票区
られたものを除く。）においては、法第六十二条第二項、第四項又は第
五項（第七十条第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされ
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る場合を含む。）の規定によるくじ、法第六十二条第六項（第七十条第
二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定によ

の規定によるくじ、同条第六項

よる市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定

第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定に

による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人と

よる市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定

の規定に

の規定によ

による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人と

なるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が

るくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第八項

なるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が

行う。

るくじを行うべき場所及び日時の告示、法第六十二条第九項（第七十条

行う。

４ 数市町村合同開票区（選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設け （新設）
られたものに限る。）においては、法第六十二条第八項又は第九項の規
定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第一
項の規定による開票立会人の氏名等の通知は、関係市町村の選挙管理委
員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市
が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会
又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）が行う。その協議が調わ
ない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理
委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外
の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委
員会）が行う。

理委員会）が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理

以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管

管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市

の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙

設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時

委員会が当該指定及び告示を行う。

理委員会）が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理

以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管

管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市

の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙

設ける場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時

５ 数市町村合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を ４ 数市町村合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を

委員会が当該指定及び告示を行う。

６ 数区合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条 ５ 数区合同開票区においては、法第六十二条第一項の規定又は第七十条
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い。

管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならな

第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙
い。

管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならな

第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙

べき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちに

その旨を告示しなければならない。

べき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちに

７ 指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となる ６ 指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となる
その旨を告示しなければならない。

の規定によるくじ、同条第六項

の規定によるく

においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項

８ 数区合同開票区（選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられ ７ 数区合同開票区
たものを除く。）においては、法第六十二条第二項、第四項又は第五項
（第七十条第二項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場
合を含む。）の規定によるくじ、法第六十二条第六項（第七十条第二項
の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定によるく

の規定による

じを行うべき場所及び日時の告示、同条第八項

項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定による

区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開

る場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告

示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う

る場所の指定並びに法第六十四条の規定による開票の場所及び日時の告

- 26 -

じを行うべき場所及び日時の告示、法第六十二条第九項（第七十条第二
区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開

票立会人の氏名等の通知は、第五項の規定により開票立会人となるべき

者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。

票立会人の氏名等の通知は、第六項の規定により開票立会人となるべき
者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。

９ 数区合同開票区（選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられ （新設）
たものに限る。）においては、法第六十二条第八項又は第九項の規定に
よる区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任及び前条第一項の規定
による開票立会人の氏名等の通知は、指定都市の選挙管理委員会が指定
した区の選挙管理委員会が行う。

数区合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設け ８ 数区合同開票区においては、法第六十三条の規定による開票所を設け

示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う

。

（選挙の期日前二日以後に分割開票区を設けた場合の開票立会人）

。

10

第七十条の四 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の （新設）
期日の前日に従前の開票区の区域に二以上の分割開票区を設けた場合に
は、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、市
町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委員会。以
下この条において「管轄選挙管理委員会」という。）は、当該従前の開
票区において当該選挙の開票立会人に定められた者（死亡者、職を辞し
た者及び法第六十二条第七項の規定により職を失つた者を除く。以下第
七十条の七までにおいて同じ。）を、所属選挙人名簿登録者数（法第十
八条第二項の規定により開票区が設けられた日前の直近の法第二十二条
第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録の日現在において、当
該開票区に属する投票区の選挙人名簿に登録されている選挙人の数を合
計した数をいう。以下第七十条の七までにおいて同じ。）が最も多い分
割開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上ある
とき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであると
きは、これらに該当する分割開票区の中から当該管轄選挙管理委員会が
くじで定めた分割開票区）の開票立会人に選任しなければならない。た
だし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者
の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、
これらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外
の者を開票立会人に選任することができない。
２ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域に
二以上の分割開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定によ
る開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分
割開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上ある
とき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであると
きは、これらに該当する分割開票区の中から管轄選挙管理委員会がくじ
で定めた分割開票区。以下この項において同じ。）の開票管理者は、当
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該従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該
所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区の開票立会人に選任しな
ければならない。ただし、当該従前の開票区において当該選挙の開票立
会人に定められた者の中に同一の政党その他の政治団体に属する者が三
人以上あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が
最も多い分割開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票
立会人に選任することができない。
３ 前二項の規定によるくじを行う場合には、管轄選挙管理委員会は、こ
れらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならな
い。
（選挙の期日前二日以後に数市町村合同開票区を設けた場合の開票立会
人等）
第七十条の五 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の （新設）
期日の前日に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数市町村合
同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会
人の選任については、第七十条の三第四項の規定により定められ、又は
指定された市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれる
ときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定
都市の関係区の選挙管理委員会。以下第五項までにおいて「管轄選挙管
理委員会」という。）は、これらの従前の開票区において当該選挙の開
票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直
ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選
挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票
立会人に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の
開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二
条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一
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の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の
中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、当該
開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
２ 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人
以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管
轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任す
ることができない。
３ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区
の区域を合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六
十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数市町村
合同開票区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の
開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは
直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票
管理者がくじで定めた者十人を、当該数市町村合同開票区の開票立会人
に選任しなければならない。この場合において、これらの従前の開票区
において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定
又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者
の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票
管理者がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定
められた者でないものとみなす。
４ 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人
以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開
票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することが
できない。
５ 管轄選挙管理委員会が第一項又は第二項の規定によるくじを行う場合
には当該管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前
二項の規定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当
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該開票管理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場
所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
６ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日
に従前の二以上の開票区の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設け
た場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任につい
ては、第七十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙
管理委員会（以下この条において「管轄選挙管理委員会」という。）は
、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者
の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人
を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管理委員会がくじで定
めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなければなら
ない。この場合において、これらの従前の開票区において当該選挙の開
票立会人に定められた者のうち法第六十二条第一項の規定又は第七十条
第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係る
ものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該管轄選挙管理委員
会がくじで定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定めら
れた者でないものとみなす。
７ 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人
以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該管
轄選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任す
ることができない。
８ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の二以上の開票区
の区域を合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二
条第八項の規定による開票立会人の選任については、当該数区合同開票
区の開票管理者は、これらの従前の開票区において当該選挙の開票立会
人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこ
れらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者が
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くじで定めた者十人を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任しなけ
ればならない。この場合において、これらの従前の開票区において当該
選挙の開票立会人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条
第一項の規定による届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係る
ものが二人以上あるときは、これらの者の中から当該開票管理者がくじ
で定めた者一人以外の者は、当該開票区の開票立会人に定められた者で
ないものとみなす。
９ 前項の場合において、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人
以上あるときは、同項の規定にかかわらず、これらの者の中から当該開
票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することが
できない。
管轄選挙管理委員会が第六項又は第七項の規定によるくじを行う場合

には当該管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項
の規定によるくじを行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開
票管理者を選任した指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを
行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。
第七十条の六 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の （新設）
期日の前日に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従
前の開票区の区域と合わせた区域に二以上の数市町村合同開票区を設け
た場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任につい
ては、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区（所属選
挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区が二以上あるとき、又
は全ての数市町村合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであると
きは、これらに該当する数市町村合同開票区の中から当該都道府県の選
挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区。以下この項において
同じ。）に係る管轄選挙管理委員会（第七十条の三第四項の規定により
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10

定められ、又は指定された市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定
都市が含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員
会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会）をいう。以下第五項ま
でにおいて同じ。）は、これらの数市町村合同開票区の区域に分かれる
こととなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者
及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村
合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立
会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちに
これらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管轄選挙管
理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も
多い数市町村合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数
市町村合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該
数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙
の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人
に選任しなければならない。この場合において、これらの数市町村合同
開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が
当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属するこ
ととなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の
うち法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出が
あつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは
、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村
合同開票区に係る管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は
、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみな
す。
２ 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党
その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかか
わらず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定め
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た者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
３ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を
分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に
二以上の数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の
規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最
も多い数市町村合同開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町
村合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区の所属
選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数市町村合
同開票区の中から当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町
村合同開票区。以下この項において同じ。）の開票管理者は、これらの
数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において
当該選挙の開票立会人に定められた者及びその区域の全部が当該所属選
挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区に属することとなる従
前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計し
た数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるとき
はこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定めた者十人を、当該所
属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区の開票立会人に選
任するとともに、その他の数市町村合同開票区の開票管理者は、その区
域の全部が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区に
おいて当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票
区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において、これら
の数市町村合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区及びそ
の区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開
票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に
定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による
届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上ある
ときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数
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市町村合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これ
らの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
４ 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区ごとに同一の政党
その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかか
わらず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人
以外の者を開票立会人に選任することができない。
５ 都道府県の選挙管理委員会が第一項又は第三項の規定によるくじを行
う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会が第
一項又は第二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙管理委員
会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行
う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管理者を選任した選
挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告
示しなければならない。
６ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日
に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区
の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設け
た場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任につい
ては、所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区
合同開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若
しくは数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票
区若しくは数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるとき
は、これらに該当する数市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から
当該都道府県の選挙管理委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は
数区合同開票区。以下この項において同じ。）に係る数市町村合同開票
区管轄選挙管理委員会（第七十条の三第四項の規定により定められ、又
は指定された市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が含まれ
るときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指
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定都市の関係区の選挙管理委員会）をいう。以下この条において同じ。
）又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会（第七十条の三第九項の規定
により指定された指定都市の区の選挙管理委員会をいう。以下この条に
おいて同じ。）は、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の
区域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人
に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が
最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従
前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者の数を合計し
た数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を、十人を超えるとき
はこれらの者の中から当該数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は
数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属
選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区
の開票立会人に選任するとともに、その他の数市町村合同開票区又は数
区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員会又は数区合
同開票区管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該数市町村合同開
票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該
選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区又は数区
合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合において
、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区の区域に分かれるこ
ととなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録
者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することと
なる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち
法第六十二条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつ
た者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、こ
れらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同
開票区又は数区合同開票区に係る数市町村合同開票区管轄選挙管理委員
会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の
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者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものと
みなす。
７ 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区又は数区合同開票
区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは
、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの数市町村合同
開票区管轄選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会がく
じで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
８ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を
分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に
数市町村合同開票区及び数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二
条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登
録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区（所属選挙人
名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区若しくは数区合同開票区が
二以上あるとき、又は全ての数市町村合同開票区若しくは数区合同開票
区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数
市町村合同開票区又は数区合同開票区の中から当該都道府県の選挙管理
委員会がくじで定めた数市町村合同開票区又は数区合同開票区。以下こ
の項において同じ。）の開票管理者は、これらの数市町村合同開票区及
び数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票区において当
該選挙の開票立会人に定められた者並びにその区域の全部が当該所属選
挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開票区に
属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定めら
れた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこれらの者を
、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者がくじで定め
た者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票
区又は数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数市
町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者は、その区域の全部が
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当該数市町村合同開票区又は数区合同開票区に属することとなる従前の
開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村
合同開票区又は数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない
。この場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票区
の区域に分かれることとなる従前の開票区並びにその区域の全部が当該
所属選挙人名簿登録者数が最も多い数市町村合同開票区又は数区合同開
票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に
定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定による
届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上ある
ときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数
市町村合同開票区又は数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一
人以外の者は、これらの従前の開票区の開票立会人に定められた者でな

- 37 -

いものとみなす。
９ 前項の場合において、これらの数市町村合同開票区及び数区合同開票
区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは
、同項の規定にかかわらず、これらの者の中からこれらの開票管理者が
くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
都道府県の選挙管理委員会が第六項又は第八項の規定によるくじを行

都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日

ればならない。

員会は、これらのくじを行うべき場所及び日時をあらかじめ告示しなけ

場合には第六十六条の規定により当該開票管理者を選任した選挙管理委

票区又は数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじを行う

管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開

七項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票区管轄選挙

選挙管理委員会又は数区合同開票区管轄選挙管理委員会が第六項又は第

う場合には当該都道府県の選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄

10
11

に従前の開票区の区域を分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区
の区域と合わせた区域に二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法
第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、所属選挙
人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区（所属選挙人名簿登録者数が
最も多い数区合同開票区が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区
の所属選挙人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する数区
合同開票区の中から指定都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同
開票区。以下この項において同じ。）に係る管轄選挙管理委員会（第七
十条の三第九項の規定により指定された指定都市の区の選挙管理委員会
をいう。以下この条において同じ。）は、これらの数区合同開票区の区
域に分かれることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に
定められた者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も
多い数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙
の開票立会人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないとき
は直ちにこれらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該管
轄選挙管理委員会がくじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者
数が最も多い数区合同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他
の数区合同開票区に係る管轄選挙管理委員会は、その区域の全部が当該
数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開
票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に選任し
なければならない。この場合において、これらの数区合同開票区の区域
に分かれることとなる従前の開票区及びその区域の全部が当該所属選挙
人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に属することとなる従前の開
票区において当該選挙の開票立会人に定められた者のうち法第六十二条
第一項の規定又は第七十条第一項の規定による届出があつた者で同一の
公職の候補者の届出に係るものが二人以上あるときは、これらの者の中
から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区に係る管轄
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選挙管理委員会がくじで定めた者一人以外の者は、これらの従前の開票
区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その

他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわら
ず、これらの者の中からこれらの管轄選挙管理委員会がくじで定めた者
二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域を

分けてそのそれぞれの区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に
二以上の数区合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定
による開票立会人の選任については、所属選挙人名簿登録者数が最も多
い数区合同開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合同開票区
が二以上あるとき、又は全ての数区合同開票区の所属選挙人名簿登録者
数が同じであるときは、これらに該当する数区合同開票区の中から指定
都市の選挙管理委員会がくじで定めた数区合同開票区。以下この項にお
いて同じ。）の開票管理者は、これらの数区合同開票区の区域に分かれ
ることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた
者及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合
同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会
人に定められた者の数を合計した数が、十人を超えないときは直ちにこ
れらの者を、十人を超えるときはこれらの者の中から当該開票管理者が
くじで定めた者十人を、当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合
同開票区の開票立会人に選任するとともに、その他の数区合同開票区の
開票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとな
る従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該
数区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。この場合にお
いて、これらの数区合同開票区の区域に分かれることとなる従前の開票
区及びその区域の全部が当該所属選挙人名簿登録者数が最も多い数区合
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12
13

同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会
人に定められた者のうち同条第一項の規定又は第七十条第一項の規定に
よる届出があつた者で同一の公職の候補者の届出に係るものが二人以上
あるときは、これらの者の中から当該所属選挙人名簿登録者数が最も多
い数区合同開票区の開票管理者がくじで定めた者一人以外の者は、これ
らの従前の開票区の開票立会人に定められた者でないものとみなす。
前項の場合において、これらの数区合同開票区ごとに同一の政党その

他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、同項の規定にかかわら
ず、これらの者の中からこれらの開票管理者がくじで定めた者二人以外
の者を開票立会人に選任することができない。
指定都市の選挙管理委員会が第十一項又は第十三項の規定によるくじ

を行う場合には当該指定都市の選挙管理委員会は、管轄選挙管理委員会
が第十一項又は第十二項の規定によるくじを行う場合には当該管轄選挙
管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前二項の規定によるくじ
を行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任し
た指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び
日時をあらかじめ告示しなければならない。
（選挙の期日前二日以後に分割開票区及び数市町村合同開票区を設けた
場合の開票立会人等）
第七十条の七 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の （新設）
期日の前日に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに
、当該従前の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区
域に数市町村合同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定
による開票立会人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域
に含む市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区の選挙管理委
員会。以下第三項までにおいて「分割開票区管轄選挙管理委員会」とい
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14
15

う。）は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票区において当
該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区（二以上の分割
開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割
開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が二以上あると
き、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同じであるとき
は、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区管轄選挙管理
委員会がくじで定めた分割開票区）。以下この項において同じ。）の開
票立会人に選任するとともに、第七十条の三第四項の規定により定めら
れ、又は指定された市町村の選挙管理委員会（関係市町村に指定都市が
含まれるときは、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は
当該指定都市の関係区の選挙管理委員会。以下第三項までにおいて「数
市町村合同開票区管轄選挙管理委員会」という。）は、その区域の全部
が当該数市町村合同開票区に属することとなる従前の開票区において当
該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数市町村合同開票区の開票
立会人に選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党そ
の他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から
、当該分割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当
該数市町村合同開票区にあつては当該数市町村合同開票区管轄選挙管理
委員会が、くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することが
できない。
２ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の
一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他
の従前の開票区の区域と合わせた区域に数市町村合同開票区を設けた場
合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については
、当該分割開票区（二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選
挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区（所属選挙人名簿登録者数が最
も多い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙
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人名簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中
から分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区）。以下
この項において同じ。）の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属し
ていた従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、
当該分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数市町村合同開
票区の開票管理者は、その区域の全部が当該数市町村合同開票区に属す
ることとなる従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた
者を、当該数市町村合同開票区の開票立会人に選任しなければならない
。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人
以上あるときは、これらの者の中から当該分割開票区又は数市町村合同
開票区の開票管理者がくじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任
することができない。
３ 分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合
又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当
該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区管轄選挙管理
委員会が第一項の規定によるくじを行う場合には当該数市町村合同開票
区管轄選挙管理委員会は、数市町村合同開票区の開票管理者が前項の規
定によるくじを行う場合には第六十六条第一項の規定により当該開票管
理者を選任した選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び日
時をあらかじめ告示しなければならない。
４ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日
に従前の開票区の区域の一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前
の開票区の他の区域を他の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合
同開票区を設けた場合には、法第六十二条第八項の規定による開票立会
人の選任については、当該分割開票区の区域をその区域に含む指定都市
の区の選挙管理委員会（以下この条において「分割開票区管轄選挙管理
委員会」という。）は、当該分割開票区の区域が属していた従前の開票
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区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該分割開票区（
二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人名簿登録者数が
最も多い分割開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多い分割開票区が
二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名簿登録者数が同
じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から当該分割開票区
管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区）。以下この項において
同じ。）の開票立会人に選任するとともに、第七十条の三第九項の規定
により指定された指定都市の区の選挙管理委員会（以下この条において
「数区合同開票区管轄選挙管理委員会」という。）は、その区域の全部
が当該数区合同開票区に属することとなる従前の開票区において当該選
挙の開票立会人に定められた者を、当該数区合同開票区の開票立会人に
選任しなければならない。ただし、開票区ごとに同一の政党その他の政
治団体に属する者が三人以上あるときは、これらの者の中から、当該分
割開票区にあつては当該分割開票区管轄選挙管理委員会が、当該数区合
同開票区にあつては当該数区合同開票区管轄選挙管理委員会が、くじで
定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
５ 都道府県の選挙管理委員会が選挙の期日以後に従前の開票区の区域の
一部に分割開票区を設けるとともに、当該従前の開票区の他の区域を他
の従前の開票区の区域と合わせた区域に数区合同開票区を設けた場合に
は、法第六十二条第八項の規定による開票立会人の選任については、当
該分割開票区（二以上の分割開票区が設けられた場合には、所属選挙人
名簿登録者数が最も多い分割開票区（所属選挙人名簿登録者数が最も多
い分割開票区が二以上あるとき、又は全ての分割開票区の所属選挙人名
簿登録者数が同じであるときは、これらに該当する分割開票区の中から
分割開票区管轄選挙管理委員会がくじで定めた分割開票区）。以下この
項において同じ。）の開票管理者は、当該分割開票区の区域が属してい
た従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該
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分割開票区の開票立会人に選任するとともに、当該数区合同開票区の開
票管理者は、その区域の全部が当該数区合同開票区に属することとなる
従前の開票区において当該選挙の開票立会人に定められた者を、当該数
区合同開票区の開票立会人に選任しなければならない。ただし、開票区
ごとに同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上あるときは、
これらの者の中から当該分割開票区又は数区合同開票区の開票管理者が
くじで定めた者二人以外の者を開票立会人に選任することができない。
６ 分割開票区管轄選挙管理委員会が前二項の規定によるくじを行う場合
又は分割開票区の開票管理者が前項の規定によるくじを行う場合には当
該分割開票区管轄選挙管理委員会は、数区合同開票区管轄選挙管理委員
会が第四項の規定によるくじを行う場合には当該数区合同開票区管轄選
挙管理委員会は、数区合同開票区の開票管理者が前項の規定によるくじ
を行う場合には第六十六条第二項の規定により当該開票管理者を選任し
た指定都市の区の選挙管理委員会は、これらのくじを行うべき場所及び
日時をあらかじめ告示しなければならない。
（開票立会人の選任に関する総務省令への委任）

（開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例）

第七章 選挙会及び選挙分会

第七十条の八 第七十条の四から前条までに規定するもののほか、選挙の （新設）
期日前二日以後に開票区を設けた場合における開票立会人の選任に関し
必要な事項は、総務省令で定める。

第七章 選挙会及び選挙分会
（開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例）

十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会

第八十三条の二 第六十六条から第七十条の八まで、第七十四条及び第七 第八十三条の二 第六十六条から第七十条の三まで、第七十四条及び第七
十七条の規定は、法第七十九条第一項の規定により開票の事務を選挙会

- 44 -

の事務に併せて行う場合には

、適用しない。

（開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示）

の事務に併せて行う場合においては、適用しない。

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（住所及び在

（指定都市の区及び総合区に対する法の適用）

第十四章 補則

第八十三条の三 衆議院小選挙区選出議員又は地方公共団体の議会の議員 （新設）
若しくは長の選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第七十
九条第二項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて
行う旨の告示をした後に、都道府県の選挙管理委員会が法第十八条第二
項の規定により開票区を設けたことにより当該選挙における選挙会の区
域と開票区の区域が同一でなくなつた場合には、当該選挙の開票の事務
を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示をしなければならない。

第十四章 補則
（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 （略）

外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。）、第十五条の二第四項、第

十七条から第十九条まで、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。）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、第三項、第五項及び第六項、第三十条の六、第三十条

の八第一項及び第二項、第三十条の十第二項、第三十条の十一、第三十

七条から第四十一条まで、第四十一条の二第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及び第七項、第四十九条第三項、第七
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（指定都市に対するこの政令の適用）

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、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、第二百一条の

十一第十一項、第二百一条の十四第二項、第二百六十一条の二並びに第

二百六十三条（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

区及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、法第十一条第三項（住所及び在外選挙人名簿の登録に関する部分に

限る。）及び第三十条の十三第一項（在外選挙人名簿の登録に関する部

分に限る。）の規定の適用については、区及び総合区は市に含まれるも
のとする。

２ 指定都市においては、法第十三条第三項及び第四項、第十五条の二第

一項、第三十条の四第二項、第三十条の五第四項、第三十条の十第一項

、第三十条の十三第一項（在外選挙人名簿の登録に関する部分を除く。

）、第三十条の十四第一項並びに第四十四条第三項の規定の適用につい
ては、区及び総合区を市とみなす。

（指定都市に対するこの政令の適用）

条、第二十三条の二第一項、第二十三条の三の二第三項、第二十三条の

五、第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項、第

条、第二十三条の二第一項、第二十三条の三の二第三項、第二十三条の

第百四十一条の三 指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三 第百四十一条の三 指定都市においては、第二条第一項及び第二項、第三
五、第二十三条の五の二第一項及び第三項、第二十三条の九第一項、第

- 46 -

れる場合を除く。）の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都

四まで並びに第百三十二条の九（都道府県の議会の議員の選挙に適用さ

挙に適用される場合を除く。）、第百三十二条の三から第百三十二条の

の選挙に関する部分を除く。）及び第二項（都道府県の議会の議員の選

市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項（都道府県の議会の議員

百三十二条の二、第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中

条第一項、第五十条、第五十六条、第六十五条の十四、第百十一条、第

名簿の登録に関する部分に限る。）、第三十四条の三第一項、第三十五

域に関する部分を除く。）、第三十条、第三十四条の二第一項（選挙人

二十三条の十七第一項、第二十六条第二項、第二十九条第一項（市の区

二十三条の十第一項、第二十三条の十三第二項、第二十三条の十四、第

市の区及び総合区に適用する。

れる場合を除く。）の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都

四まで並びに第百三十二条の九（都道府県の議会の議員の選挙に適用さ

挙に適用される場合を除く。）、第百三十二条の三から第百三十二条の

の選挙に関する部分を除く。）及び第二項（都道府県の議会の議員の選

市に関する規定並びに第百二十七条の二第一項（都道府県の議会の議員

百三十二条の二、第百四十二条の二第一項並びに第百四十四条の規定中

条第一項、第五十条、第五十六条、第六十五条の十四、第百十一条、第

名簿の登録に関する部分に限る。）、第三十四条の三第一項、第三十五

域に関する部分を除く。）、第三十条、第三十四条の二第一項（選挙人

二十三条の十七第一項

二十三条の十第一項、第二十三条の十三第二項、第二十三条の十四、第

、第二十九条第一項（市の区

市の区及び総合区に適用する。

２ 指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九 ２ 指定都市においては、第十条の二第一項、第二項及び第五項、第十九

条第四項、第二十六条の四、第四十六条第一項、第二項及び第四項、第

、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで

条第四項、第二十六条の四、第四十六条第一項、第二項及び第四項、第
、第五項、第六項及び第八項、第四十九条の十二第一項から第三項まで

、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項、第六十七条第三項及

四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで

、第五項、第六項及び第八項、第六十六条第一項、第六十七条第三項及

び第四項、第七十条の三第一項から第四項まで

四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条第一項から第三項まで

び第四項、第七十条の三第一項から第五項まで、第七十条の四第一項、

百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政

十九条第二項、第百二十一条、第百二十五条、第百二十六条第一項、第

び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百

十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及

一項、第七十七条第二項、第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九

令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員

百二十九条の五第二項並びに第百三十一条第一項の規定を除き、この政

十九条第二項、第百二十一条、第百二十五条、第百二十六条第一項、第

び第二項、第百条第一項及び第二項、第百一条第二項及び第三項、第百

十二条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第九十九条第一項及

、第七十七条第二項、第七十八条第一項、第二項及び第四項、第九

第七十条の五第一項、第七十条の六第一項及び第六項、第七十条の七第

令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員

会に適用する。

３ 指定都市に対し第百三十二条の五の規定を適用する場合における市の

会に適用する。
３ （略）
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区域並びに指定都市に対し第百二十七条の二第一項（都道府県の議会の

議員の選挙に関する部分に限る。）及び第二項（都道府県の議会の議員

の選挙に適用される場合に限る。）並びに第百三十二条の九（都道府県

の議会の議員の選挙に適用される場合に限る。）の規定を適用する場合

における指定都市以外の市の区域は、法第十五条第九項の指定都市の区

域を二以上の区域に分けた区域とする。
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正

後

○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

改

正

（傍線の部分は改正部分）

前

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、

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

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、

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

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

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

する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から

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。）、第五十五条第

する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項から

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項

第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

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。）、第五十六条第一

第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第四

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院

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。）、第五十九条の三第一

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

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（在外選挙人名簿に

。）、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

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及び第四項（引き続き都

。）、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

関する部分に限る。）、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

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。）

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

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。）

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

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

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

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

第三項、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
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の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の五

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

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

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

項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に

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

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定による

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六十三条

簿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

に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

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

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

の三

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

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

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

項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体に

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

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定による

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六十三条

簿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

に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

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

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

第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六第
一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三項

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の規定によ

項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第百

政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条第一

議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出

（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

十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項

八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八

る部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第

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

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（

本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条（在外投票に

る投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法第

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の規定によ

項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第百

政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条第一

議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出

（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

十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三項

八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第八

る部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、第

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

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（

、第七十一条（在外投票に

及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四項

る投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法第
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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

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

第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議

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除く。）、

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

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

第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の議

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除く。）、

（略）

掲げる字句に読み替えるものとする。
（略）

掲げる字句に読み替えるものとする。
（略）

（略）

（略）

氏名

該解散請求代表者の氏名

表者の届出に係る者については当

当該公職の候補者の 共団体の議会の名称、解散請求代

に係る者については 係る者については当該普通地方公

（略）

（新設）

二第一項

第七十条の 公職の候補者の届出 普通地方公共団体の議会の届出に

に係る者については 係る者については当該普通地方公

第七十条の 公職の候補者の届出 普通地方公共団体の議会の届出に
二第一項

各々二人

各々三人

該解散請求代表者の氏名

表者の届出に係る者については当

当該公職の候補者の 共団体の議会の名称、解散請求代
氏名

第七十条の 二人
五第一項、
第三項、第 一人
六項及び第
八項並びに
第七十条の
六第一項、
第三項、第
六項、第八
項、第十一
項及び第十
三項
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

定を準用する場合には

、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表

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

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

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中同表

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

第百八条 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 第百八条 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

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。

（略）

ものとする。

（略）

（略）

（略）

各々二人を定め

（略）

（略）

第六十二条 一人を定め

求代表者

普通地方公共団体の議会の解散請

各々二人を定め

第一項
第六十二条 公職の候補者
第二項第一

普通地方公共団体の議会の議員又

求代表者

普通地方公共団体の議会の解散請

第六十二条 一人を定め
第一項
第六十二条 公職の候補者
第二項第一

第六十二条 公職の候補者

はその解散請求代表者

号
普通地方公共団体の議会の議員又

第九項

号
第六十二条 公職の候補者

はその解散請求代表者

（略）

第十項

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

用する場合には

、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長

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定を準

の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規

用する場合においては、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長

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定を準

② 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会 ② 地方自治法第八十五条第一項の規定により、普通地方公共団体の議会

の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規
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の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。

定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体

の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。

定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体

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。）、第四十四条第三項（引き続き都道府県

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

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

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

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。）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

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

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。）

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

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。）

、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

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

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

、第六十八条第一項第二号、第三号、第五号及び第六号

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

第九項ただし書、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、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第

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

ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第

七十五条第二項、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第

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

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で及び第

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

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、第十一章

項第二号から第四号まで、第三項から第五項まで、第八項ただし書及び

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、第十一章
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の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第

第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条

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、

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、第百五

に限る。）、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

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為に関する部分

条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二（選挙運動のた

で、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六

、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号ま

の二まで、第百七十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第

第百六十四条の七、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条

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、

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、第百五

に限る。）、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

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為に関する部分

条の二第二項、第百三十九条ただし書、第百四十条の二（選挙運動のた

で、第百三十一条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第百三十六

、第百二十六条、第百二十九条、第百三十条第一項第一号から第三号ま

昭和三十七年法律第百三十九号）第二十五条から第二十九条まで及び第

百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二か

昭和三十七年法律第百三十九号）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に限る。）及び第二項、第二百二十条第二項、第

百七十八条の三、第百七十九条第一項及び第三項、第百七十九条の二か

三十一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

二百二十一条第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二

ら第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九

二百二十一条第三項第三号及び第四号、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、第二百三十五条の二第二号及び第三

ら第百九十七条まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九

十四条の二、第二百二十四条の三、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、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条

十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第

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、第二百

十九条の五、第十四章の二、第十四章の三、第二百四条、第二百五条第

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、第二百

三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、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

三十八条の二、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第

二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二

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

二百四十条第二項、第二百四十二条第二項、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、第二百四十四条第一項第二号から第五号

から第二百十一条まで、第二百十三条（訴訟に関する部分を除く。）、

号から第九号まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号

の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四

から第二百十一条まで、第二百十三条（訴訟に関する部分を除く。）、

の二まで、第七号及び第八号並びに第二項、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及び第六項、第二百四十九条の五、

第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項（行政事件訴訟法（

十七条、第二百四十九条の二第三項及び第六項、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の五まで、第二百五十二条の二、第

第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一項（行政事件訴訟法（

第二百五十一条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第
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の議会の解散の投票については、準用しない。

に第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体

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。）並び

規定による投票に関する部分を除く。）、第二百七十条の二（同法第四

する部分に限る。）、同条第二項（同法第四十九条第一項及び第四項の

六十九条の二、第二百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関

、第二項及び第三項、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百

三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。）

条、第二百六十四条第一項第一号（公職選挙法第二百六十三条第五号の

六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三

二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第

の議会の解散の投票については、準用しない。

に第二百七十一条から第二百七十二条までの規定は、普通地方公共団体

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。）並び

規定による投票に関する部分を除く。）、第二百七十条の二（同法第四

する部分に限る。）、同条第二項（同法第四十九条第一項及び第四項の

六十九条の二、第二百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関

、第二項及び第三項、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百

三、第六号、第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。）

条、第二百六十四条第一項第一号（公職選挙法第二百六十三条第五号の

六項まで、第二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三

二百五十二条の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第

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 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

）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

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。

く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（引き

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

ら第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項か

、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

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

）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

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。

く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（引き

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

ら第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項か

、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

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

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

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

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

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

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

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

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
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名簿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

定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人

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

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

四第三項、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

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

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

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。）、

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項及び第四項（引き続き

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

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六十三

名簿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

定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人

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

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

四第三項、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

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

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

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。）、

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項及び第四項（引き続き

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

一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体

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六十三

一項から第六項まで、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（政党その他の政治団体

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定によ

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、衆議院名簿届出政党等に

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定によ

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。）、第七十

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

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

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

条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の
五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六
第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三

（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

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

項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条（在外投票

する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、

（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

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

、第七十一条（在外投票

項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四

する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、
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、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定は、普通

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除く。）

よる投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法

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の規定に

一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第

出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条第

出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届

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

八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三

第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第

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。この場合に

、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定は、普通

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除く。）

よる投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法

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の規定に

一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第

出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条第

出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届

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

八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三

第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第

（略）

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。この場合に

（略）

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

（新設）

二第一項

氏名

表者の氏名

係る者については当該解職請求代

当該公職の候補者の の氏名、解職請求代表者の届出に

に係る者については 届出に係る者については当該議員

第七十条の 公職の候補者の届出 普通地方公共団体の議会の議員の

（略）

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

（略）

、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）

、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）

に係る者については 届出に係る者については当該議員

第七十条の 公職の候補者の届出 普通地方公共団体の議会の議員の
二第一項

各々二人

各々三人

表者の氏名

係る者については当該解職請求代

当該公職の候補者の の氏名、解職請求代表者の届出に
氏名

第七十条の 二人
五第一項、
第三項、第 一人
六項及び第
八項並びに
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第七十条の
六第一項、
第三項、第
六項、第八
項、第十一
項及び第十
三項
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

関する規定を準用する場合には

、次の表の上欄に掲げる同法の規

体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選挙に

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

体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選挙に

第百十五条 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 第百十五条 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

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

（略）

み替えるものとする。
（略）

各々二人を定め

み替えるものとする。
（略）

第六十二条 一人を定め

（略）

（略）

各々二人を定め

普通地方公共団体の議会の議員の

（略）

第六十二条 一人を定め

第六十二条 公職の候補者

解職請求代表者

第一項
普通地方公共団体の議会の議員の

第二項第一

第一項
第六十二条 公職の候補者

解職請求代表者

解職の請求を受けている普通地方

（新設）

号

第二項第一

第六十二条 公職の候補者

公共団体の議会の議員又はその解

号

第十項
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（略）
② （略）

（略）

職請求代表者
（略）

（略）

（略）

（略）

② 公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、

第百十三条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職
の投票については、準用しない。

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

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

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

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。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条第五項（引き

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

く。）、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。

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

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、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住所を

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

）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

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

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

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

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

、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

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

、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

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

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項か

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

関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条、第四十八条第一項か

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

ら第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第

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。）、第五十九条の四第三項及び第四項（引き続き

ら第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令第

に関する部分に限る。）、第五十九条の四第三項及び第四項（引き続き
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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

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

一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体

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

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定によ

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六十三

名簿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

定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人

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

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

四第三項、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

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

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

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。）、

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

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

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

一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他の政治団体

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

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定によ

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六十三

名簿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

定による投票に関する部分に限る。）、第六十一条第一項（在外選挙人

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

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

四第三項、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

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

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

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。）、

八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三

第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第

する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、

（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

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

項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条（在外投票

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

八十六条第一項、第八十七条第一項、第十章、第百八条第一項及び第三

第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五条まで、第

する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第四項まで、

（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

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

、第七十一条（在外投票

条の三

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、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、第七十条の
五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第七十条の六
第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一項、第十三

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並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届

項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第三項、第四

出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届
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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

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

、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の

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除く。）

よる投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法

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の規定に

一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第

出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条第

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

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

、第百四十二条の三並びに第百四十六条の規定は、普通地方公共団体の

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除く。）

よる投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同法

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の規定に

一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、第

出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条第

（略）

掲げる字句に読み替えるものとする。
（略）

掲げる字句に読み替えるものとする。
（略）

（略）

（略）

氏名

職請求代表者の氏名

の届出に係る者については当該解

当該公職の候補者の 団体の長の氏名、解職請求代表者

に係る者については る者については当該普通地方公共

（略）

（新設）

二第一項

第七十条の 公職の候補者の届出 普通地方公共団体の長の届出に係

に係る者については る者については当該普通地方公共

第七十条の 公職の候補者の届出 普通地方公共団体の長の届出に係
二第一項

各々二人

各々三人

職請求代表者の氏名

の届出に係る者については当該解

当該公職の候補者の 団体の長の氏名、解職請求代表者
氏名

第七十条の 二人
五第一項、
第三項、第 一人
六項及び第
八項並びに
第七十条の
六第一項、
第三項、第
六項、第八

- 61 -

項、第十一
項及び第十
三項
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表

体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中同表

体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する規

第百十八条 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 第百十八条 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
定を準用する場合には

各々二人を定め

（略）

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

（略）

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

（略）

第六十二条 一人を定め

普通地方公共団体の長の解職請求

各々二人を定め

（略）

ものとする。

（略）

ものとする。
（略）
第六十二条 一人を定め

第六十二条 公職の候補者

第一項
普通地方公共団体の長の解職請求

代表者

第一項
第六十二条 公職の候補者

第二項第一

（略）

代表者

号
（新設）

（略）

（略）

第二項第一

解職の請求を受けている普通地方

号
第六十二条 公職の候補者

（略）

表者

公共団体の長又はその解職請求代

（略）

第十項

（略）
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第百八十二条 （略）

第百八十四条 （略）

第百八十二条 地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については

、市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区（総合区を含む。

第三項において同じ。）の選挙管理委員会）は、関係区域の選挙人名簿

に登録された者で同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から

開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理
者に通知しなければならない。

② 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同

項中「市町村の選挙管理委員会（指定都市においては、区（総合区を含

む。第三項において同じ。）の選挙管理委員会）」とあるのは「当該投

票に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、「開票区ごとに三人」

とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替
えるものとする。

③ 第一項の規定による市町村の選挙管理委員会の職務は、地方自治法第

二百六十二条第一項において準用する公職選挙法第十八条第二項の規定

により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場

合には関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理

委員会（その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会）が、

同項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票

区が設けられた場合には当該指定都市の選挙管理委員会が指定した区の
選挙管理委員会が、それぞれ行う。

第百八十四条 公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二、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条の二まで、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
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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、第四十八条第一項から第四項まで、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六項まで、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く。）、第七十二条から第七十四条まで
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（略）

（略）

（略）

、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、第七十八条第一項から

第四項まで、第八十条、第八十一条、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（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る同令の規定中同表の中欄に掲げる

（略）

（略）

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）

、次の表の上欄に掲げる同法の

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

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法の

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

第百八十六条 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 第百八十六条 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
に関する規定を準用する場合には

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

（略）

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

（略）

地方自治法施行令第百八十二条第

読み替えるものとする。
（略）

第六十二条 第二項

一項又は第三項

読み替えるものとする。
（略）

地方自治法施行令第百八十二条第

第八項

（略）

第六十二条 第二項

一項又は第三項

（略）

第九項
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第六十二条第八項

において準用する第六十二条第九
項本文及び第十一項
（略）

（略）

第七十六条 第六十二条

を除く。）

（略）

（略）

第七十六条 第六十二条（第八項 地方自治法第二百六十二条第一項

（略）

及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否

定を準用する場合には

、同法の規定中地方公共団体の議会の議員

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に関する規

の投票に関する規定とみなす。

及び長の選挙に関する部分は、地方自治法第二百六十一条第三項の賛否

定を準用する場合においては、同法の規定中地方公共団体の議会の議員

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に関する規

② 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条 ② 地方自治法第二百六十二条第一項の規定により、同法第二百六十一条

の投票に関する規定とみなす。

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

の二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条の

条、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

九章、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

部分を除く。）、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第

第二項、第七十六条（同法第六十二条第九項本文及び第十一項に関する

、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条

第十項、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八項まで、第九項ただし書及び

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。）、

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

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

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

呼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

の二（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

条の二第二項、第百三十七条の三、第百三十九条ただし書、第百四十条

六条、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

第九章、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

る部分を除く。）、第七十七条第二項、第八十一条、第八十四条後段、

第二項、第七十六条（同法第六十二条第八項本文及び第十項

、第二項並びに第三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条

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。）、

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

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

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

十一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

十九条第一項（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

九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

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、第二百

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、第二

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

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

か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、

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

二百二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第

三十一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

百十九条第一項（行政事件訴訟法第二十五条から第二十九条まで及び第

百九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

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

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

まで、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の二から

、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

条から第百七十二条の二まで、第百七十五条から第百七十八条の三まで

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

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

に関す

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

百二十一条第三項、第二百二十二条から第二百二十三条の二まで、第二
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で、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、第

百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六十四条第一項から第三項ま

、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

百四十九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

び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

び第二項、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

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

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

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及び

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

百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十五

まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九条の二、

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から第三項

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

二百四十九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

及び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

及び第二項、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

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

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

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及

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、第二

五条の二第二号及び第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四

二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十五条、第二百三十

る投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

第二百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る

投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

七項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

二百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。

項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

七十一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

。）、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

十一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

第三項の賛否の投票については、準用しない。

）、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

三項の賛否の投票については、準用しない。

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

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

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

から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令

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

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

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

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

から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令
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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

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

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

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

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

所を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

第五項及び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住

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

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

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

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

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

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

所を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

第五項及び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住

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

住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から

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

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

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

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（

名簿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

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

名簿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

在外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

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

外選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

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

に第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

の規定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第

。）、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

の規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六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他

。）、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

六十七条第一項から第六項まで、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

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

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。

の五の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に

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。

）、第七十条の三

の五の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に

）、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、
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第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第
七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一

三項（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

条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第

四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五

外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第

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

（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、

三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条

選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者

三項（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

条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第

四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五

外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第

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

（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、

、第七十一条

項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第

選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者

届出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条

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除く。

届出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条

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に都道府県

第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、

）、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五十条第五

第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、

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（引き続き都

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の規定

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（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く。）の規

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の規定

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

による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同

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字句は、そ

による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同

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。

（略）

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）

（略）

第七十条の 公職の候補者の届出 広域連合の議会の届出に係る者に

（略）

第七十条の 公職の候補者の届出 広域連合の議会の届出に係る者に
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二第一項

に係る者については ついては当該広域連合の議会の名

（略）

各々二人

各々三人

の氏名

者については当該解散請求代表者

当該公職の候補者の 称、解散請求代表者の届出に係る
氏名

第七十条の 二人
五第一項、

（略）

第三項、第 一人
六項及び第
八項並びに
第七十条の
六第一項、
第三項、第
六項、第八
項、第十一
項及び第十
三項
（略）
２ （略）

二第一項

（新設）

（略）

に係る者については ついては当該広域連合の議会の名

（略）

の氏名

者については当該解散請求代表者

当該公職の候補者の 称、解散請求代表者の届出に係る
氏名

（略）

２ 前項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法施行令

の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長

の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道

府県の選挙管理委員会に関する部分（同令第五十五条第二項及び第四項

第二号を除く。）は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。

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、
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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

（略）

み替えるものとする。
（略）

各々二人を定め

（略）

（略）

第六十二条 一人を定め

（略）

（略）
各々二人を定め

第一項
第六十二条 公職の候補者

第九項
（略）

（略）

散請求代表者

広域連合の議会の議員又はその解

広域連合の議会の解散請求代表者

第六十二条 一人を定め
第一項
広域連合の議会の解散請求代表者

第二項第一

第六十二条 公職の候補者
第二項第一

号

散請求代表者

（略）

第六十二条 公職の候補者

（略）

広域連合の議会の議員又はその解

号

（略）

第六十二条 公職の候補者
第十項
（略）

表者に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分は広域連合

補者又は推薦届出者に関する部分は広域連合の議会又はその解散請求代

挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、公職の候

用する場合には

、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選

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定を準

の選挙管理委員会に関する規定とみなす。

表者に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分は広域連合

補者又は推薦届出者に関する部分は広域連合の議会又はその解散請求代

挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、公職の候

用する場合においては、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選

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定を準

２ 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会 ２ 地方自治法第二百九十一条の六第七項の規定により、広域連合の議会

の選挙管理委員会に関する規定とみなす。
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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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、

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

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、

第三項から第五項まで及び第八項ただし書

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

第三項から第五項まで、第八項ただし書及び第九項ただし書、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、第二項並びに第

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

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、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七

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

三項、第六十八条の二、第六十八条の三、第七十五条第二項、第七十七

条第二項、第八十一条、第八十四条後段、第八十六条から第九十九条の

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

条第二項、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、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

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

二まで、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

一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条

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

一条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二十九条

、第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

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

、第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

から第三号まで及び第五号並びに第三項、第百三十六条の二第二項、第

、第六十八

から第三号まで及び第五号並びに第三項、第百三十六条の二第二項、第
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で、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十

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

十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、

、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七

五十二条、第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

第百四十八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

四十一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、

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限る。）、第百

百三十九条ただし書、第百四十条の二（選挙運動のために使用される自

で、第百九十七条の二第二項から第五項まで、第百九十九条の五、第十

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

十五条から第百七十七条まで、第百七十八条の二、第百七十八条の三、

、第百六十五条の二、第百六十七条から第百七十二条の二まで、第百七

五十二条、第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

第百四十八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

四十一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、

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限る。）、第百

百三十九条ただし書、第百四十条の二（選挙運動のために使用される自

第三項第三号及び第四号、第二百二十三条の二、第二百二十四条の二、

四章の二、第十四章の三、第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条

第三項第三号及び第四号、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、第二百三十五条の二第二号及び第三号、第二百三

四章の二、第十四章の三、第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条

第二百二十四条の三、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、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百

第二項から第五項まで、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条第

十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条の六、第二百

三十六条第一項及び第二項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二

第二項から第五項まで、第二百六条第二項、第二百八条、第二百九条第

三十六条第一項及び第二項、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、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条（訴訟に関

、第二百三十九条第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第

二項、第二百四十二条第二項、第二百四十三条第一項第二号から第九号

二項、第二百九条の二から第二百十一条まで、第二百十三条（訴訟に関

二項、第二百四十二条第二項、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、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第

する部分を除く。）、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一

まで及び第二項、第二百四十四条第一項第二号から第五号の二まで、第

七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条、第二百四十七条、第二

する部分を除く。）、第二百十六条、第二百十七条、第二百十九条第一

七号及び第八号並びに第二項、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及び第六項、第二百四十九条の五、第二百五十一

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三十一条に関

百四十九条の二第三項及び第六項、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の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条

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三十一条に関

条から第二百五十一条の五まで、第二百五十二条の二、第二百五十二条

の三、第二百五十四条の二、第二百五十五条第四項から第六項まで、第

する部分に限る。）及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条

の三、第二百五十四条の二、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第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六

する部分に限る。）及び第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条

二百五十五条の二から第二百六十二条まで、第二百六十三条、第二百六
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投票については、準用しない。

百七十一条から第二百七十二条までの規定は、広域連合の議会の解散の

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。）並びに第二

よる投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

分に限る。）、同条第二項（同法第四十九条第一項及び第四項の規定に

条の二、第二百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部

ら第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九

第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。）及び第二項か

十四条第一項第一号（公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、

投票については、準用しない。

百七十一条から第二百七十二条までの規定は、広域連合の議会の解散の

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。）並びに第二

よる投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

分に限る。）、同条第二項（同法第四十九条第一項及び第四項の規定に

条の二、第二百七十条第一項（在外選挙人名簿及び在外投票に関する部

ら第四項まで、第二百六十六条から第二百六十八条まで、第二百六十九

第十号及び第十一号に掲げる費用に関する部分に限る。）及び第二項か

十四条第一項第一号（公職選挙法第二百六十三条第五号の三、第六号、

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

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

から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令

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

第五項及び第七項、第五十三条第一項（引き続き都道府県の区域内に住

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

から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令

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

第五項及び第七項、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

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

所を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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他

の規定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第

に第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

外選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

在外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

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（

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

住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から

の五の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に

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

。）、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

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

名簿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

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

六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他

の規定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第

に第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

外選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

在外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

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（

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

住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から

の五の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に

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

。）、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

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

名簿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

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

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
）、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、
第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第
七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一

条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第

四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五

外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第

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

（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、

三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条

三項（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

条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第

四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五

外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第

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

（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、

、第七十一条

項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第

三項（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
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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く。）の規

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（引き続き都

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五十条第五

）、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に都道府県

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除く。

による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同

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の規定

第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、

届出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条

選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者

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。この場合

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く。）の規

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（引き続き都

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五十条第五

）、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に都道府県

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除く。

による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同

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の規定

第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、

届出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条

選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者

（略）

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。この場合

（略）

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

（新設）

二第一項

氏名

名

ついては当該解職請求代表者の氏

当該公職の候補者の 解職請求代表者の届出に係る者に

に係る者については る者については当該議員の氏名、

第七十条の 公職の候補者の届出 広域連合の議会の議員の届出に係

（略）

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

（略）

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）

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）

に係る者については る者については当該議員の氏名、

第七十条の 公職の候補者の届出 広域連合の議会の議員の届出に係
二第一項

各々二人

各々三人

名

ついては当該解職請求代表者の氏

当該公職の候補者の 解職請求代表者の届出に係る者に
氏名

第七十条の 二人
五第一項、
第三項、第 一人
六項及び第
八項並びに

- 77 -

第七十条の
六第一項、
第三項、第
六項、第八
項、第十一
項及び第十
三項
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

選挙に関する規定を準用する場合には

、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

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、

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

（略）

句に読み替えるものとする。
（略）

各々二人を定め

句に読み替えるものとする。
（略）

第六十二条 一人を定め

（略）

（略）

各々二人を定め

広域連合の議会の議員の解職請求

（略）

第六十二条 一人を定め

第六十二条 公職の候補者

代表者

第一項
広域連合の議会の議員の解職請求

第二項第一

第一項
第六十二条 公職の候補者

代表者

解職の請求を受けている広域連合

（新設）

号

第二項第一

第六十二条 公職の候補者

の議会の議員又はその解職請求代

号

第十項
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（略）
２ （略）

（略）

表者
（略）

（略）

（略）

（略）

２ 公職選挙法第十二条第三項及び第百三十一条第一項第四号の規定は、

第二百十四条の三の規定にかかわらず、広域連合の議会の議員の解職の
投票については、準用しない。

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

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

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

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。）を除く。）、第四十九条の三、第四章の四、第五章（第五十条

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

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

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

第五項及び第七項、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

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

所を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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。）、第五十九条の四第三項、同条第四項（引

から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令

名簿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

から第四項まで、第四十八条の二、第四章の二（第四十八条の三（同令

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
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）、第七十条の三、第七十条の四第一項本文、第二項本文及び第三項、

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

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

六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他

の規定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第

に第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

外選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

在外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

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（

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

住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から

の五の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に

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

。）、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

）、第七十条の三

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

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

六十七条第一項から第六項まで、第六十八条、第六十九条（政党その他

の規定による投票に関する部分に限る。）を除く。）、第六十六条、第

に第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

外選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

在外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

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（

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

住所を有することの確認に関する部分に限る。）、第五十九条の六から

の五の四第三項、同条第六項及び第七項（引き続き都道府県の区域内に

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

。）、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

第七十条の五第一項、第三項、第五項、第六項、第八項及び第十項、第
七十条の六第一項、第三項、第五項、第六項、第八項、第十項、第十一

選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者

三項（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

条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第

四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五

外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第

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

（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、

三項、第四項本文、第五項本文及び第六項、第七十条の八、第七十一条

届出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条

選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者

三項（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

条まで、第八十六条第一項、第八十七条第一項、第百八条第一項及び第

四項まで、第八十条から第八十二条まで、第八十三条の二から第八十五

外投票に関する部分を除く。）、第七十七条、第七十八条第一項から第

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

（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、

、第七十一条

項、第十三項及び第十五項、第七十条の七第一項本文、第二項本文、第

届出政党に関する部分を除く。）、第百二十九条第一項、第百三十一条
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、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

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

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く。）の規

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（引き続き都

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五十条第五

）、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に都道府県

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除く。

による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同

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の規定

第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、

、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

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

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く。）の規

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（引き続き都

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五十条第五

）、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に都道府県

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除く。

による投票に関する部分に限る。）及び第二項、第百四十二条の二（同

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の規定

第一項、第二項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。）及び第三項、

（略）

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）

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）

氏名

名

ついては当該解職請求代表者の氏

当該公職の候補者の 解職請求代表者の届出に係る者に

に係る者については いては当該広域連合の長の氏名、

（略）

（新設）

二第一項

第七十条の 公職の候補者の届出 広域連合の長の届出に係る者につ

に係る者については いては当該広域連合の長の氏名、

第七十条の 公職の候補者の届出 広域連合の長の届出に係る者につ
二第一項

各々二人

各々三人

名

ついては当該解職請求代表者の氏

当該公職の候補者の 解職請求代表者の届出に係る者に
氏名

第七十条の 二人
五第一項、
第三項、第 一人
六項及び第
八項並びに
第七十条の
六第一項、
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第三項、第
六項、第八
項、第十一
項及び第十
三項
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

する規定を準用する場合には

、次の表の上欄に掲げる同法の規定

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

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

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、

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。

（略）

替えるものとする。

（略）

（略）

（略）

各々二人を定め

（略）

（略）

第六十二条 一人を定め
第一項
第六十二条 公職の候補者

広域連合の長の解職請求代表者

各々二人を定め

広域連合の長の解職請求代表者

第六十二条 一人を定め
第一項
第六十二条 公職の候補者

第二項第一

（新設）

第二項第一

解職の請求を受けている広域連合

号

第六十二条 公職の候補者

の長又はその解職請求代表者

号

第十項
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）
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正

後

（選挙の投票を行わない場合）

改

○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）
改
（選挙の投票を行わない場合）

正

（傍線の部分は改正部分）

前

職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条

の投票及び開票に関しては、第四条及び第八条の規定にかかわらず、公

、第六十七条第一項から第四項まで、第六十八条並びに第七十条の三第

職選挙法施行令第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第六十六条

の投票及び開票に関しては、第四条及び第八条の規定にかかわらず、公

第十二条 法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査 第十二条 法第二十五条第一項の規定により審査を行う場合における審査

、第六十七条第一項から第六項まで、第六十八条並びに第七十条の三第

四項

第二十三条 審査公報には、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び

（審査公報の掲載事項）

行しない。

の選挙において選挙公報を発行しない区域においては、審査公報は、発

２ 公職選挙法第百六十七条第四項の規定により衆議院小選挙区選出議員

に、一回行うものとする。

十三条第一項の規定による審査の一部無効による再審査を除く。）ごと

第二十二条 法第五十三条の規定による審査公報の発行は、審査（法第四

（審査公報の発行回数等）

は、「あらかじめ」とする。

適用については、同項中「選挙の期日から少くとも五日前に」とあるの

する公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第四十一条第一項の規定の

２ 法第二十五条第一項の規定による審査に係る同条第二項において準用

の規定を準用する。

五項及び第十項の規定を準用する。
２ （略）

（審査公報の発行回数等）
第二十二条 （略）

（審査公報の掲載事項）
第二十三条 （略）

経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参

考となるべき事項を掲載するものとする。
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（掲載文の提出等）
第二十四条 （略）

（掲載文の写しの送付）

（掲載文の提出等）

第二十四条 審査に付される裁判官は、審査公報の掲載文を審査の告示の

日に中央選挙管理会に提出しなければならない。

２ 前項の規定による掲載文の提出がないときは、中央選挙管理会は、審

査に付される当該裁判官につき、掲載文を調製しなければならない。こ

の場合においては、その旨を掲載文に付記しなければならない。

３ 前項の規定により掲載文を調製するため必要があるときは、中央選挙

管理会は、関係人に対し資料の提出又は事実の説明を要求することがで
きる。
（掲載文の写しの送付）

条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、そ

の掲載文の写し二通を審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員

条第二項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、そ

第二十五条 前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同 第二十五条 前条第一項の規定により掲載文の提出があつたとき、又は同
を審査の期日前九日までに都道府県の選挙管理委員

会に送付しなければならない。

の掲載文の写し
会に送付しなければならない。

（掲載文の写しの掲載）

第二十七条 一の用紙に二人以上の審査に付される裁判官の掲載文を掲載

（掲載文の掲載の順序）

しなければならない。

府県の選挙管理委員会は、掲載文の写しを原文のまま、審査公報に掲載

第二十六条 前条の規定により掲載文の写しの送付があつたときは、都道

（掲載文の写しの掲載）
第二十六条 （略）

（掲載文の掲載の順序）
第二十七条 （略）

する場合には、その掲載の順序は、審査の告示における順序によるもの
とする。
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（審査公報の配布）
第二十八条 （略）

（審査公報の発行を中止する場合）
第二十九条 （略）

（審査公報に関するその他の事項）
第三十条 （略）

（審査公報の配布）

第二十八条 審査公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところによ

り、市町村の選挙管理委員会が、当該市町村における法第八条の選挙人

名簿に登録された者の属する各世帯に対して、審査の期日前二日までに

、配布するものとする。ただし、当該各世帯に審査公報を配布すること

が困難であると認められる特別の事情があるときにおける審査公報の配

布に関しては、公職選挙法第百七十条第二項の選挙公報の配布の例によ
る。
（審査公報の発行を中止する場合）

第二十九条 天災その他避けることのできない事故により第二十五条の期

限までに掲載文の写しの送付がないときその他特別の事情があるときは

、当該都道府県の全部又は一部の区域における審査公報の発行の手続は
、中止する。
（審査公報に関するその他の事項）

第三十条 第二十二条から前条までに定めるもののほか、審査公報の発行

の手続に関し必要な事項は、中央選挙管理会が定める。
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正

後

○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
（公職選挙法施行令の準用）
第九条 （略）

改
（公職選挙法施行令の準用）

正

（傍線の部分は改正部分）

前

第九条 公職選挙法施行令第九条の二（投票区の廃止又は変更の告示）、

第十条の二（市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続）、第

四章（投票）（第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、

第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第

四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項

から第六項までの規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、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）（第六十七

条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二

項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。

）、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

（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

とみなされた者等の届出義務）、第九十二条第十一項において読み替え

て準用する同条第一項から第四項まで（公職の候補者等に関する通知）

、第百八条（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
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（略）

（略）

（公職選挙法の準用）

（略）

は、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

（略）

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

（略）

るものとする。
（略）

（公職選挙法の準用）

第二十一条 法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員 第二十一条 法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員

（第九十五条の二から第九十八条まで、第九十九条の二、第百条第一項

第十一項まで、第八十六条の八、第九十条、第九十一条第二項、第十章

から第三項まで、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二ま

（第九十五条の二から第九十八条まで、第九十九条の二、第百条第一項

第十一項まで、第八十六条の八、第九十条、第九十一条第二項、第十章

の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては

から第三項まで、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二ま

で並びに第百八条第二項の規定を除く。）、第百十一条第一項及び第二

の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては

で並びに第百八条第二項の規定を除く。）、第百十一条第一項及び第二

項、第百十六条、第百十七条、第百二十九条、第百三十六条の二第二項

、法第九十四条において準用する公職選挙法第十条第二項、第三十三条

項、第百十六条、第百十七条、第百二十九条、第百三十六条の二第二項

、第百六十一条第一項、第三項及び第四項、第二百五条第二項から第四

、法第九十四条において準用する公職選挙法第十条第二項、第三十三条

、第百六十一条第一項、第三項及び第四項、第二百五条第二項から第四

項まで、第二百九条第二項、第二百十条、第二百十一条第一項、第二百

、第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第六十八条の二第一

項まで、第二百九条第二項、第二百十条、第二百十一条第一項、第二百

十九条第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第一号から

、第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第六十八条の二第一

十九条第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第一号から

第四号まで、第二百五十一条、第二百五十一条の二第一項及び第四項、

項及び第四項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項及び第九項から

第四号まで、第二百五十一条、第二百五十一条の二第一項及び第四項、

第二百五十一条の五並びに第二百五十四条の二の規定は、当該解職の投

項及び第四項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項及び第九項から

第二百五十一条の五並びに第二百五十四条の二の規定は、当該解職の投

票には準用しない。

２ 法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の

票には準用しない。
２ 法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の
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する。

同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものと

十四条において準用する公職選挙法の次の表の上欄に掲げる規定の中で

投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第九

する。

同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものと

十四条において準用する公職選挙法の次の表の上欄に掲げる規定の中で

投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第九

（略）

（略）

（略）

（略）

各々二人

（略）

（略）

第六十二条 一人

（略）

四人

各々二人を定め

第一項

（略）

第六十二条 十人
第二項

（略）

３ 法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の

第二十三条 公職選挙法施行令第九条の二（投票区の廃止又は変更の告示

（略）

四人

第六十二条 一人を定め
第一項

（略）

第六十二条 十人
第二項及び
第八項
（略）
３ （略）

投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第九

十四条において準用する公職選挙法中都道府県の議会の議員の選挙に関

する規定は海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に関する規定と、公

職の候補者又は推薦届出者に関する規定は、当該海区漁業調整委員会の

委員又はその解職請求代表者に関する規定とみなす。

第二十三条 公職選挙法施行令第九条の二（投票区の廃止又は変更の告示

）、第十条の二（市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続）

（公職選挙法施行令の準用）

）、第十条の二（市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続）

、第四章（投票）（第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十

（公職選挙法施行令の準用）

、第四章（投票）（第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十
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十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の

四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。）、第六章（開票）（第六

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

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

四項から第六項までの規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、第

、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第

条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条

十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項

四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。）、第六章（開票）（第六

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

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

四項から第六項までの規定を除く。）、第四章の二（共通投票所）、第

、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第

条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条

四第一項ただし書及び第二項ただし書、第七十条の五第二項、第四項、
第七項及び第九項、第七十条の六第二項、第四項、第七項、第九項、第
十二項及び第十四項、第七十条の七第一項ただし書、第二項ただし書、

行われる投票区、開票区、選挙区等）、第百三十二条の十（選挙の一部

準用）において準用する第百三十一条（選挙の一部無効による再選挙が

務所設置の届出の方法）、第百三十一条の二（一部の繰延投票に関する

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と

行われる投票区、開票区、選挙区等）、第百三十二条の十（選挙の一部

準用）において準用する第百三十一条（選挙の一部無効による再選挙が

務所設置の届出の方法）、第百三十一条の二（一部の繰延投票に関する

、第七十五条第二項、第七十八条第

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た

第四項ただし書及び第五項ただし書、第七十五条第二項、第七十八条第

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、衆

四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。）、第七章（選挙

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、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選

四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。）、第七章（選挙

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選

挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票につい

会及び選挙分会）（第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第

挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員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

会及び選挙分会）（第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第

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句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

二項及び第三項の規定を除く。）、第百八条第一項及び第三項（選挙事

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。

二項及び第三項の規定を除く。）、第百八条第一項及び第三項（選挙事

るものとする。
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第五十九条

第一項

第五十一条

一項

第五十条第

の五

第五十九条

第一項

第五十一条

一項

第五十条第

の五

第二十六条

第二十六条

の三第六項

の三の三第

第五十九条

の三第六項
農林水産省令

第五十九条
の三の三第
総務省令

四項

四項
第七十条の

第百三十一
いて準用す

八
条の二にお

る第百三十

条の二にお

いて準用す

一条第三項

第百三十一

る第百三十

第百四十五

第二項

総務省令

（略）
次の各号に掲げる場
該各号に定める措置

第二十八条 合の区分に応じ、当

（略）

一条第三項

（略）

条

（略）

票区等の区域に係る選挙人名簿又

その指定投票区に係る指定関係投

第百四十五
条
（略）

次の各号に掲げる場
該各号に定める措置

第二十八条 合の区分に応じ、当
第二項

農林水産省令

（略）

その指定投票区に係る指定関係投

票区 の区域に係る選挙人名簿又
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（略）

第七十条の
二第一項

を講じなければ

はその抄本を送付しなければ

を講じなければ

名称、候補者届出政

その他の政治団体の

候補者の属する政党

氏名及び当該公職の

当該公職の候補者の

党の届出に係る者に

名称、候補者届出政

その他の政治団体の

候補者の属する政党

氏名及び当該公職の

当該公職の候補者の

（略）

党の届出に係る者に

ついては当該候補者

（略）

ついては当該候補者

届出政党の名称、衆

（略）

届出政党の名称、衆

議院名簿届出政党等

（略）

議院名簿届出政党等

の届出に係る者につ
いては当該衆議院名

当該参議院名簿届出

に係る者については

簿届出政党等の届出

政党等の名称及び略

当該参議院名簿届出

に係る者については

簿届出政党等の届出

第七十条の

簿届出政党等の名称

政党等の名称及び略

称、市町村の選挙管

海区漁業調整委員会の委員又はそ

の届出に係る者につ
いては当該衆議院名
簿届出政党等の名称

称、市町村の選挙管

理委員会の選任に係

及び略称、参議院名

理委員会の選任に係

る者については当該

二第一項

る者については当該

開票立会人の属する

の解職請求代表者の氏名

開票立会人の属する

政党その他の政治団

及び略称、参議院名

政党その他の政治団

はその抄本を送付しなければ

（略）

海区漁業調整委員会の委員又はそ

の解職請求代表者の氏名
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第七十条の

体の名称

公職の候補者

五第一項、 十人
第三項、第
六項及び第
八項
第七十条の
六第一項、
第三項、第 二人
六項、第八
項、第十一

（略）

項及び第十 一人
三項
（略）

四人

海区漁業調整委員会の委員又はそ
の解職請求代表者

各々三人

各々二人

（略）

（新設）

（略）

体の名称

（略）

（略）
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正

後

正

（公職選挙法の規定のうち準用しないもの）

第一章 合併協議会設置の請求

改

○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）（抄）（附則第六条関係）
改
第一章 合併協議会設置の請求
（公職選挙法の規定のうち準用しないもの）

（傍線の部分は改正部分）

前

る投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

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 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

。）、第四十一条の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及び第五

用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の

。）、第四十一条の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及び第五

項（同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一

用する場合には、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の

項（同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一

項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四

十まで、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

項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及び第四

十八条第二項の項（同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る

十まで、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

十八条第二項の項（同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分に限る

。）、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第

十六条まで、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

。）、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の十二第

二項の項に係る部分に限る。）、第四十四条第三項、第四十六条第二項

十六条まで、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

二項の項に係る部分に限る。）、第四十四条第三項、第四十六条第二項

及び第三項、第四十六条の二第二項（同法第六十八条第一項第二号及び

及び第五項、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十

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。）及

及び第五項、第二十条から第三十条まで、第四章の二、第五章、第三十

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。）及

び第三項（公職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第五

五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第

び第三項（公職の候補者に関する部分に限る。）、第四十八条の二第五

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

五条、第三十六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第四十条第

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（市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る

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

。）、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条

二項（市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分に限る

。）、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五十七条
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ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二

十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条

第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二

、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、

二条第一項から第七項まで及び第九項ただし書に関する部分に限る。）

に関する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六十

二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条第二項

三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の

で及び第九項ただし書

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

ただし書、第百四十一条から第百四十七条の二まで、第百四十八条第二

十九条から第百三十四条まで、第百三十六条の二第二項、第百三十九条

第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、第百二

、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条後段、

二条第一項から第六項まで

に関する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六十

二、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条第二項

三号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の

で及び第八項ただし書

第二項、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

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

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

第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第八項ま

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

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

、第六十八条第一項第二号、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、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び第三

三項に関する部分に限る。）、第二百三十五条、第二百三十五条の二第

法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条第

の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条（同

三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項、第二百二十三条

二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第

から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第

二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二

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

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百九十九

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

一号（同法第二百一条の十五に関する部分に限る。）、第二号及び第三

三項に関する部分に限る。）、第二百三十五条、第二百三十五条の二第

法第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項及び第二百二十三条第

の二、第二百二十四条の二、第二百二十四条の三、第二百三十四条（同

三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条第三項、第二百二十三条

二項、第二百二十条第二項、第三項後段及び第四項、第二百二十一条第

から第二百十一条まで、第二百十四条、第二百十七条、第二百十九条第

二項から第五項まで、第二百八条、第二百九条第二項、第二百九条の二

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

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百九十九

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

、第六十八条第一項第二号、第

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び第三

項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十

一号（同法第二百一条の十五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、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条

に関する部分に限る。）

項から第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の三まで、第百七十

号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十五条
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一項ただし書、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

六十八条、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

まで、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

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二百六十四条

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

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二百

、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第

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、第二百四十

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

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

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、第二百

百七十五条の規定は、準用しない。

一項ただし書、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

六十八条、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

まで、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

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二百六十四条

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

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二百

、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第

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、第二百四十

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

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

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、第二百

（略）

（略）

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。

場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句

る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定を準用する

第二十条 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

（公職選挙法を準用する場合の読替え）

百七十五条の規定は、準用しない。
（公職選挙法を準用する場合の読替え）
第二十条 （略）

（略）

（略）

（略）

選挙の期

達しないとき又は

開票立会人が三人に についての投票の期日

（略）

第八項

第六十二条 第二項の規定による 開票立会人が合併協議会設置協議

開票立会人が三人に についての投票の期日

第六十二条 第二項の規定による 開票立会人が合併協議会設置協議
第九項

達しないとき又は開
票立会人が選挙の期
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日
選挙の期日以後

当該期日以後

第六十二条 選挙の公職の候補者 合併協議会設置協議についての投

日
選挙の期日以後

当該期日以後

第六十二条 選挙の公職の候補者 合併協議会設置協議についての投
第九項

票の投票実施請求代表者

票の投票実施請求代表者

（略）

第十項

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

第五条第三十二項において準用す

市町村の合併の特例に関する法律

第五条第三十二項において準用す

第七十六条 第六十二条

を除く。）

る第六十二条

当該期日以後

又は

合併協議会設置協議についての投

当該期日以後

票の期日

選挙の期日以後

（略）

挙の期日

（略）

選

選挙会及び選挙分会 選挙会

る第六十二条第九項本文、第十項
及び第十一項
選挙会及び選挙分会 選挙会
達しないとき又は」 合併協議会設置協議についての投
とあるのは「達しな 票の期日
いとき、」と、「選

選挙の期日以後

（略）

挙の期日

（略）

（開票立会人等の選任）

（略）

第七十六条 第六十二条（第八項 市町村の合併の特例に関する法律

（略）

（開票立会人等の選任）
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挙管理委員会（法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八

条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて

挙管理委員会（法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第十八

第二十一条 法第四条第十四項の規定による投票については、市町村の選 第二十一条 法第四条第十四項の規定による投票については、市町村の選
条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて

選挙人名簿に登録された者で同一の政

開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定し

は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で同一の政

党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票

開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定し

党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得て、開票

区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に

た区の選挙管理委員会）は、各開票区における

区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に

通知しなければならない。

た区の選挙管理委員会）は、開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又

通知しなければならない。
項中「市町村の選挙管理委員会（法第五条第三十二項において準用する

公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又

項中「市町村の選挙管理委員会（法第五条第三十二項において準用する

２ 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同 ２ 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同
公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又

は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管

選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該

は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管

その区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者」とあるのは「当該

市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三

理委員会が指定した区の選挙管理委員会）」とあるのは「市町村の選挙

市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者」と、「開票区ごとに三

人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読

理委員会が指定した区の選挙管理委員会）」とあるのは「市町村の選挙

人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読

み替えるものとする。

管理委員会」と、「各開票区における

み替えるものとする。

（公職選挙法施行令の準用）

管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区域の全部又は一部を

（公職選挙法施行令の準用）

まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項（市町村の議

及び長の選挙に関する部分に限る。）、第二十六条の五から第二十八条

十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四（市町村の議会の議員

から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二

会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）及び第二項、第三十六条

まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十五条第一項（市町村の議

及び長の選挙に関する部分に限る。）、第二十六条の五から第二十八条

十五条から第二十六条の三まで、第二十六条の四（市町村の議会の議員

から第五項まで、第二十二条の二、第二十四条第一項及び第二項、第二

第二十二条 公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二第一項及び第三項 第二十二条 公職選挙法施行令第九条の二、第十条の二第一項及び第三項

会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）及び第二項、第三十六条
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議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）及び第二項から第四項

項を除く。）、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項（市町村の

三項及び第六項から第八項までを除く。）、第五十条（第五項及び第七

除く。）、第四十九条の三、第四章の四（第四十九条の十二第二項、第

限る。）並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを

の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に

第四十八条第四項、第四章の二（第四十八条の三（同条の表第四十九条

選挙人名簿に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条第四項、

、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

まで、第五十四条、第五十五条（第六項及び第七項に係る部分を除く。

議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）及び第二項から第四項

項を除く。）、第五十一条、第五十二条、第五十三条第一項（市町村の

三項及び第六項から第八項までを除く。）、第五十条（第五項及び第七

除く。）、第四十九条の三、第四章の四（第四十九条の十二第二項、第

限る。）並びに第四十九条第二項、第三項及び第六項から第八項までを

の五第二項の項、第九十三条第一項の項及び第百四条の項に係る部分に

第四十八条第四項、第四章の二（第四十八条の三（同条の表第四十九条

選挙人名簿に関する部分を除く。）、第四十五条、第四十六条第四項、

、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

員及び長の選挙に関する部分に限る。）並びに第八項から第十五項まで

まで、第五十四条、第五十五条（第六項及び第七項に係る部分を除く。

員及び長の選挙に関する部分に限る。）並びに第八項から第十五項まで

、第六十条、第六十一条第一項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。

）、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三

、第六十条、第六十一条第一項（在外選挙人名簿に関する部分を除く。

）、第二項及び第三項、同条第五項（同条第四項に関する部分を除く。

）、第五十六条から第五十八条まで、第五十九条の二、第五十九条の三

）、第二項及び第三項、同条第五項（同条第四項に関する部分を除く。

）、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項（公

の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項（市町村の

）、第六十二条第一項、第六十三条第一項及び第二項、同条第三項（公

職選挙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

の二第一項、第五十九条の四第一項及び第二項、同条第四項（市町村の

職選挙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

分を除く。）及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項

議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五から

分を除く。）及び第四項、第六十四条、第六十五条、第六十六条第二項

、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十

議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第五十九条の五から

、第六十七条第一項、第二項、第五項及び第六項、第六十八条、第七十

条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十

第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項

条の二第一項、第七十一条から第七十三条まで、第七十四条から第七十

六条まで（これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部

第五十九条の五の三まで、第五十九条の五の四第一項、第二項、第四項

六条まで（これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部

分に限る。）、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八

及び第五項、同条第六項及び第七項（これらの規定中市町村の議会の議

分に限る。）、第七十七条第一項及び第三項、第七十八条第四項、第八

十条及び第八十一条（これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙

及び第五項、同条第六項及び第七項（これらの規定中市町村の議会の議

十条及び第八十一条（これらの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙

に関する部分に限る。）、第八十三条の二、第八十四条

、第八十

に関する部分に限る。）、第八十三条の二から第八十四条まで、第八十
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第二項並びに別表第一の規定は、法第四条第十四項の規定による投票に

係る部分を除く。）、第百四十二条の三、第百四十五条、第百四十六条

く。）及び第二項、第百四十二条の二（第一項第十一号及び第十二号に

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を除

第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項（同

二十九条の八、第百三十一条（第一項後段を除く。）、第百三十八条、

関する部分に限る。）、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百

十六条第一項、第八十七条第一項（市町村の議会の議員及び長の選挙に

五条（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第八

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

第二項並びに別表第一の規定は、法第四条第十四項の規定による投票に

係る部分を除く。）、第百四十二条の三、第百四十五条、第百四十六条

く。）及び第二項、第百四十二条の二（第一項第十一号及び第十二号に

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を除

第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二条第一項（同

二十九条の八、第百三十一条（第一項後段を除く。）、第百三十八条、

関する部分に限る。）、第百二十五条の四、第百二十九条第一項、第百

十六条第一項、第八十七条第一項（市町村の議会の議員及び長の選挙に

五条（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第八

（略）

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

（略）

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

（略）

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

（略）

替えるものとする。

（略）

替えるものとする。
（略）

第七十条の 法第六十二条第二項 市町村の合併の特例に関する法律

が定まつた場合又は 町村の合併の特例に関する法律施

定により開票立会人 る法第六十二条第八項

若しくは第四項の規 第五条第三十二項において準用す

定により開票立会人 る法第六十二条第九項本文又は市

行令第二十一条第一項

二第一項

が定まつた場合又は 町村の合併の特例に関する法律施

同条第八項

又は市

同条第八項若しくは 行令第二十一条第一項
第九項
（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

若しくは第四項の規 第五条第三十二項において準用す

第七十条の 法第六十二条第二項 市町村の合併の特例に関する法律
二第一項

（略）
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改

正

○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）（抄）（附則第七条関係）
後

第一章 特別区の設置についての投票

正

第一章 特別区の設置についての投票

（公職選挙法の規定のうち準用しないもの）

改

（公職選挙法の規定のうち準用しないもの）

（傍線の部分は改正部分）

前

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合に

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 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

に限る。）、第四十一条の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及

は、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二

に限る。）、第四十一条の二第一項（選挙区に関する部分に限る。）及

び第五項（同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五

は、同法第一条から第四条まで、第五条の二から第五条の十まで、第二

び第五項（同項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五

条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及

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、

条第一項、第四十六条第一項から第三項まで、第四十六条の二第一項及

び第四十八条第二項の項（同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分

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、

び第四十八条第二項の項（同法第四十六条第二項及び第三項に係る部分

に限る。）、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の

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、

に限る。）、第百三十二条及び第百六十五条の二の項及び第二百一条の

十二第二項の項に係る部分に限る。）、第四十四条第三項、第四十六条

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、

十二第二項の項に係る部分に限る。）、第四十四条第三項、第四十六条

第二項及び第三項、第四十六条の二第二項（同法第六十八条第一項第二

第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

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

第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

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

。）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

六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四

。）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

二第五項（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

六条ただし書、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第四

二第五項（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

十条第二項（市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分

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。）、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五

十条第二項（市町村の議会の議員及び長の選挙以外の選挙に関する部分

に限る。）、第四十九条第七項から第九項まで、第四十九条の二、第五
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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

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、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条の五ま

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

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、第百四十八

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

後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、

る。）、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条

条第一項から第七項まで、第九項ただし書及び第十項に関する部分に限

関する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六十二

、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条第二項に

号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二

八項まで、第九項ただし書及び第十項、第六十八条第一項第二号、第三

十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第

び第三項から第八項まで第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の

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

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、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条の五ま

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

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、第百四十八

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

後段、第八十六条から第百六条まで、第百八条、第十一章、第十二章、

る。）、第七十七条第二項、第八十条第三項、第八十一条、第八十四条

条第一項から第六項まで

関する部分に限る。）、第七十五条第二項、第七十六条（同法第六十二

、第六十八条の三、第七十二条、第七十三条（同法第五十七条第二項に

号、第五号及び第六号ただし書、第二項並びに第三項、第六十八条の二

七項まで、第八項ただし書及び第九項、第六十八条第一項第二号、第三

十七条第二項、第六十一条第三項及び第四項、第六十二条第一項から第

二第一号（同法第二百一条の十五に関する部分に限る。）、第二号及び

二十三条に関する部分に限る。）、第二百三十五条、第二百三十五条の

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及び第二百

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、第二百三

第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条、第二

、第二百十九条第二項、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

条、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

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

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第百九

第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十

二第一号（同法第二百一条の十五に関する部分に限る。）、第二号及び

二十三条に関する部分に限る。）、第二百三十五条、第二百三十五条の

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及び第二百

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、第二百三

第二百二十一条第三項、第二百二十二条第三項、第二百二十三条、第二

、第二百十九条第二項、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

条、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

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

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第百九

に関する部分に限

び第三項から第八項まで第十項まで、第百七十六条から第百七十八条の

第三号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四第二号、第二百三十
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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条の五まで

第二百六十八条まで、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二

三条まで、第二百六十四条第二項から第四項まで、第二百六十六条から

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二百六十

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、第二

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

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

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か

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

十九条の二第一項、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

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

並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。

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条の五まで

第二百六十八条まで、第二百六十九条後段、第二百六十九条の二、第二

三条まで、第二百六十四条第二項から第四項まで、第二百六十六条から

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二百六十

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、第二

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

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

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か

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

十九条の二第一項、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

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

（略）

（略）

同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

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は、次

第六条 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公職

（公職選挙法を準用する場合の読替え）

並びに第二百七十五条の規定は、準用しない。
（公職選挙法を準用する場合の読替え）
第六条 （略）

（略）

（略）

（略）

選挙の期

達しないとき又は

開票立会人が三人に ての投票の期日

（略）

第八項

第六十二条 第二項の規定による 開票立会人が特別区の設置につい

開票立会人が三人に ての投票の期日

第六十二条 第二項の規定による 開票立会人が特別区の設置につい
第九項

達しないとき又は開
票立会人が選挙の期
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日

当該期日以後

日

選挙の期日以後

当該期日以後

（略）

選挙の期日以後

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

に関する法律第七条第六項におい

大都市地域における特別区の設置

に関する法律第七条第六項におい

て準用する第六十二条

第七十六条 第六十二条

を除く。）
て準用する第六十二条第九項本文

選挙会及び選挙分会 選挙会

及び第十一項
選挙会及び選挙分会 選挙会

特別区の設置についての投票の期

当該期日以後

日

選挙の期日以後

選

又は

とあるのは「達しな 日
いとき、」と、「選

当該期日以後

挙の期日
選挙の期日以後

特別区の設置についての投票の投

（略）

票権

選挙の選挙権
票権
（略）

（開票立会人等の選任）

（略）

特別区の設置についての投票の投

（略）

選挙の選挙権

挙の期日

達しないとき又は」 特別区の設置についての投票の期

（略）

第七十六条 第六十二条（第八項 大都市地域における特別区の設置

（略）

（開票立会人等の選任）
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二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票

理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第

）にあっては区（総合区を含む。以下この項において同じ。）の選挙管

条の十九第一項の指定都市（以下この項において「指定都市」という。

管理委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二

第七条 法第七条第一項の規定による投票については、関係市町村の選挙

区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定し

二項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票

理委員会とし、法第七条第六項において準用する公職選挙法第十八条第

）にあっては区（総合区を含む。以下この項において同じ。）の選挙管

条の十九第一項の指定都市（以下この項において「指定都市」という。

管理委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二

第七条 法第七条第一項の規定による投票については、関係市町村の選挙

選挙人名簿に登録された者で

区が設けられた場合にあっては当該指定都市の選挙管理委員会が指定し
の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者で

同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得

た区の選挙管理委員会とする。）は、各開票区における

同一の政党その他の政治団体に属さないものの中から、本人の承諾を得

て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、開票管理者

た区の選挙管理委員会とする。）は、開票区ごとに、当該開票区の区域

て、開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、開票管理者

に通知しなければならない。

２ 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同

に通知しなければならない。
２ 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同

項中「関係市町村の選挙管理委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第

て「指定都市」という。）にあっては区（総合区を含む。以下この項に

項中「関係市町村の選挙管理委員会（地方自治法（昭和二十二年法律第
て「指定都市」という。）にあっては区（総合区を含む。以下この項に

おいて同じ。）の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用す

六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この項におい

おいて同じ。）の選挙管理委員会とし、法第七条第六項において準用す

る公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部

六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下この項におい

る公職選挙法第十八条第二項の規定により指定都市の数区の区域の全部

又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の

選挙人名簿に登録された者

又は一部を合わせて開票区が設けられた場合にあっては当該指定都市の

域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者

」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者

選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。）」とあるのは

」とあるのは「当該関係市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者

」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」と

選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会とする。）」とあるのは

」と、「開票区ごとに三人」とあるのは「三人」と、「開票管理者」と

あるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

「関係市町村の選挙管理委員会」と、「各開票区における

あるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

（公職選挙法施行令の準用）

「関係市町村の選挙管理委員会」と、「開票区ごとに、当該開票区の区

（公職選挙法施行令の準用）
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十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二（第四十八

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

。）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

三十五条第一項（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る

二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第

条の四（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第

四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六

第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十

第八条 公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）第九条の二、

十五条、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第四章の二（第四十八

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

。）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

三十五条第一項（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る

二十六条の五から第二十八条まで、第三十一条から第三十四条まで、第

条の四（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第

四条第一項及び第二項、第二十五条から第二十六条の三まで、第二十六

第十条の二第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条の二、第二十

第八条 公職選挙法施行令（昭和二十五年政令第八十九号）第九条の二、

る。）及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条（第六項及

条の三（同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及

る。）及び第二項から第四項まで、第五十四条、第五十五条（第六項及

び第七項に係る部分を除く。）、第五十六条から第五十八条まで、第五

条の三（同条の表第四十九条の五第二項の項、第九十三条第一項の項及

び第七項に係る部分を除く。）、第五十六条から第五十八条まで、第五

十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第

び第百四条の項に係る部分に限る。）並びに第四十九条第二項、第三項

十九条の二、第五十九条の三の二第一項、第五十九条の四第一項及び第

二項、同条第四項（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限

び第百四条の項に係る部分に限る。）並びに第四十九条第二項、第三項

二項、同条第四項（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限

る。）、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五

及び第六項から第八項までを除く。）、第四十九条の三、第四章の四（

る。）、第五十九条の五から第五十九条の五の三まで、第五十九条の五

の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項（これ

及び第六項から第八項までを除く。）、第四十九条の三、第四章の四（

の四第一項、第二項、第四項及び第五項、同条第六項及び第七項（これ

らの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）並

第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。）

らの規定中市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）並

びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項（在外選挙

第四十九条の十二第二項、第三項及び第六項から第八項までを除く。）

びに第八項から第十五項まで、第六十条、第六十一条第一項（在外選挙

人名簿に関する部分を除く。）、第二項及び第三項、同条第五項（同条

、第五十条（第五項及び第七項を除く。）、第五十一条、第五十二条、

人名簿に関する部分を除く。）、第二項及び第三項、同条第五項（同条

第四項に関する部分を除く。）、第六十二条第一項、第六十三条第一項

、第五十条（第五項及び第七項を除く。）、第五十一条、第五十二条、

第四項に関する部分を除く。）、第六十二条第一項、第六十三条第一項

及び第二項、同条第三項（公職選挙法第四十九条第七項から第九項まで

第五十三条第一項（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限

及び第二項、同条第三項（公職選挙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を除く。）及び第四項、第六十四条、第

第五十三条第一項（市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限

の規定による投票に関する部分を除く。）及び第四項、第六十四条、第
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び第十二号に係る部分を除く。）、第百四十二条の三、第百四十五条並

する部分を除く。）及び第二項、第百四十二条の二（第一項第十一号及

条第一項（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

を除く。）、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二

、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条（第一項後段

の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第百二十五条の四

関する部分に限る。）、第八十六条第一項、第八十七条第一項（市町村

から第八十四条まで、第八十五条（市町村の議会の議員及び長の選挙に

村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第八十三条の二

項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条（これらの規定中市町

議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第七十七条第一項及び第三

まで、第七十四条から第七十六条まで（これらの規定中市町村の議会の

第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条

六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び

びに別表第一の規定は、法第七条第一項の規定による投票について準用

び第十二号に係る部分を除く。）、第百四十二条の三、第百四十五条並

する部分を除く。）及び第二項、第百四十二条の二（第一項第十一号及

条第一項（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

を除く。）、第百四十一条の二第一項、第百四十一条の三、第百四十二

、第百二十九条第一項、第百二十九条の八、第百三十一条（第一項後段

の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第百二十五条の四

関する部分に限る。）、第八十六条第一項、第八十七条第一項（市町村

、第八十四条

村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第八十三条の二

項、第七十八条第四項、第八十条及び第八十一条（これらの規定中市町

議員及び長の選挙に関する部分に限る。）、第七十七条第一項及び第三

まで、第七十四条から第七十六条まで（これらの規定中市町村の議会の

第六項、第六十八条、第七十条の二第一項、第七十一条から第七十三条

六十五条、第六十六条第二項、第六十七条第一項、第二項、第五項及び

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

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

、第八十五条（市町村の議会の議員及び長の選挙に

びに別表第一の規定は、法第七条第一項の規定による投票について準用
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

（略）

とする。
（略）

とする。
（略）

（略）

（略）

（略）

若しくは第四項の規 に関する法律第七条第六項におい

第七十条の 法第六十二条第二項 大都市地域における特別区の設置
二第一項

定により開票立会人 て準用する法第六十二条第八項

若しくは第四項の規 に関する法律第七条第六項におい

第七十条の 法第六十二条第二項 大都市地域における特別区の設置
二第一項

定により開票立会人 て準用する法第六十二条第九項本

が定まつた場合又は

第一項

の設置に関する法律施行令第七条

又は大都市地域における特別区

が定まつた場合又は 文又は大都市地域における特別区

同条第八項
第一項

同条第八項若しくは の設置に関する法律施行令第七条
第九項
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等）

第十一条 公職選挙法第百六十八条第一項、第百六十九条第三項、第六項

（関係市町村の議会の議員の意見を掲載した公報の発行手続等）
第十一条 （略）

及び第七項、第百七十条第一項本文及び第二項、第百七十一条、第百七

十二条並びに第二百六十四条第三項の規定は、法第七条第三項の規定に

より配布する公報について準用する。この場合において、次の表の上欄

に掲げる公職選挙法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百六十八 衆議院（小選挙区選 大都市地域における特別区の設置

は参議院選挙区選出

小選挙区選出議員又

その掲載文（衆議院 その掲載文

議員の選挙にあつて

は参議院選挙区選出

小選挙区選出議員又

その掲載文（衆議院 その掲載文

（略）

出）議員、参議院（ に関する法律（平成二十四年法律

議員の選挙にあつて

は、併せて写真を添

条第一項

は、その掲載文及び

付するものとする。

第百六十八 （略）
条第一項

選挙区選出）議員又 第八十号）第七条第三項の規定に

は都道府県知事の選 より市町村の議会の議員が同項の

挙において公職の候 規定により配布する公報（以下単

補者が選挙公報に氏 に「公報」という。）に意見

写真。次条第一項に

）

名、経歴、政見等

おいて同じ。）
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（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

（略）

当該選挙の期日の公 大都市地域における特別区の設置

示又は告示があつた に関する法律施行令第三条第五項

日から二日間（衆議 の規定による告示（同令第九条第

院小選挙区選出議員 一項の規定による再投票（投票の

の選挙にあつては、 一部無効による再投票を除く。）

当該選挙の期日の公 にあつては、同条第二項の規定に

示又は告示があつた よる告示）があつた日から二日間
日）

選挙に関する事務を 市町村の選挙管理委員会
管理する選挙管理委
員会（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

申請しなければ

（略）

申出をしなければ

理委員会）

（略）
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