
第一九〇回 

閣第三〇号 

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する

法律案 

 （国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正） 

第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第百七十九

号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第一項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 一三六、五二六 二二四、一五八 一〇九、三一六 一九六、九四八 

五百人以上千

人未満 

一四七、七〇二 二五七、二四二 一二三、二七三 二一〇、九〇五 

千人以上二千

人未満 

一九七、九五七 三二九、四〇五 一八四、三五二 三一五、八〇〇 

二千人以上三

千人未満 

二一八、八一八 三五〇、二六六 一九一、六〇八 三二三、〇五六 

三千人以上五

千人未満 

二四〇、〇九九 三七一、五四七 二一〇、一〇八 三六三、四六四 

五千人以上一

万人未満 

二六九、六六九 四二三、〇二五 二六一、三二六 四八〇、四〇六 

一万人以上一

万五千人未満 

三一二、〇六五 五三一、一四五 三〇三、七二二 五八八、五二六 

一万五千人以

上二万人未満 

三五一、二九一 五九二、二七九 三四〇、一六七 六六八、七八七 

二万人以上 三七四、四八四 六五九、二八八 三六三、三六〇 七三五、七九六 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 
 

円 円 

一〇九、三一六 一九六、九四八 

一二〇、九一二 

 

二三〇、四五二 

 

一六一、一三〇 

 

三一四、四八六 

 

一七九、九八二 

 

三五五、二四六 

 

二〇〇、八四三 

 

三七六、一〇七 

 

二五二、七六五 

 

四九三、七五三 

 

二八九、五六二 

 

五七四、三六六 

 

三二四、三五一 

 

六七四、八七九 

 

三四七、五四三 七四一、八八七 

  第四条第二項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 



投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 四七、九七二 一三五、六〇四 四七、九七二 一三五、六〇四 

五百人以上千

人未満 

五八、七九六 一六八、三三六 四七、九七二 一三五、六〇四 

千人以上二千

人未満 

七一、九五八 二〇三、四〇六 七一、九五八 二〇三、四〇六 

二千人以上三

千人未満 

七一、九五八 二〇三、四〇六 七一、九五八 二〇三、四〇六 

三千人以上五

千人未満 

七一、九五八 二〇三、四〇六 八二、七八二 二三六、一三八 

五千人以上一

万人未満 

八五、一二〇 二三八、四七六 一一七、五九二 三三六、六七二 

一万人以上一

万五千人未満 

一一七、五九二 三三六、六七二 一五〇、〇六四 四三四、八六八 

一万五千人以

上二万人未満 

一二八、四一六 三六九、四〇四 一七一、七一二 五〇〇、三三二 

二万人以上 一五〇、〇六四 四三四、八六八 一九三、三六〇 五六五、七九六 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

四七、九七二 一三五、六〇四 

五八、七九六 

 

一六八、三三六 

八二、七八二 

 

二三六、一三八 

九三、六〇六 

 

二六八、八七〇 

九三、六〇六 

 

二六八、八七〇 

一二八、四一六 

 

三六九、四〇四 

一五〇、〇六四 

 

四三四、八六八 

一八二、五三六 

 

五三三、〇六四 

二〇四、一八四 五九八、五二八 

  第四条第三項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 一〇、四七四 一一、一六六 八、六六〇 九、三五二 

五百人以上千

人未満 

一二、六三九 一三、五〇四 九、五六七 一〇、二五九 

千人以上二千

人未満 

一五、七一一 一六、七四九 一四、八〇四 一五、八四二 

二千人以上三

千人未満 

一六、六一八 一七、六五六 一四、八〇四 一五、八四二 

三千人以上五

千人未満 

一七、五二五 一八、五六三 一六、九六九 一八、一八〇 

五千人以上一

万人未満 

一九、六九〇 二〇、九〇一 二三、四六四 二五、一九四 

一万人以上一

万五千人未満 

二六、一八五 二七、九一五 二九、九五九 三二、二〇八 



一万五千人以

上二万人未満 

三〇、一六四 三二、〇六七 三五、一九六 三七、七九一 

二万人以上 三四、四九四 三六、七四三 三九、五二六 四二、四六七 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

八、六六〇 九、三五二 

一〇、八二五 

 

一一、六九〇 

一五、一五五 

 

一六、三六六 

一七、三二〇 

 

一八、七〇四 

一八、二二七 

 

一九、六一一 

二四、七二二 

 

二六、六二五 

二九、九五九 

 

三二、二〇八 

三六、四五四 

 

三九、二二二 

四〇、七八四 四三、八九八 

  第四条第四項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 八、六六〇 九、三五二 八、六六〇 九、三五二 

五百人以上千

人未満 

一〇、八二五 一一、六九〇 八、六六〇 九、三五二 

千人以上二千

人未満 

一二、九九〇 一四、〇二八 一二、九九〇 一四、〇二八 

二千人以上三

千人未満 

一二、九九〇 一四、〇二八 一二、九九〇 一四、〇二八 

三千人以上五

千人未満 

一二、九九〇 一四、〇二八 一五、一五五 一六、三六六 

五千人以上一

万人未満 

一五、一五五 一六、三六六 二一、六五〇 二三、三八〇 

一万人以上一

万五千人未満 

二一、六五〇 二三、三八〇 二八、一四五 三〇、三九四 

一万五千人以

上二万人未満 

二三、八一五 二五、七一八 三二、四七五 三五、〇七〇 

二万人以上 二八、一四五 三〇、三九四 三六、八〇五 三九、七四六 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

八、六六〇 九、三五二 

一〇、八二五 

 

一一、六九〇 

一五、一五五 

 

一六、三六六 

一七、三二〇 一八、七〇四 



 

一七、三二〇 

 

一八、七〇四 

二三、八一五 

 

二五、七一八 

二八、一四五 

 

三〇、三九四 

三四、六四〇 

 

三七、四〇八 

三八、九七〇 四二、〇八四 

  第四条第五項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 一二九、二七〇 二一六、九〇二 一〇二、〇六〇 一八九、六九二 

五百人以上千

人未満 

一四〇、四四六 二四九、九八六 一一六、〇一七 二〇三、六四九 

千人以上二千

人未満 

一九〇、七〇一 三二二、一四九 一七七、〇九六 三〇八、五四四 

二千人以上三

千人未満 

二一一、五六二 三四三、〇一〇 一八四、三五二 三一五、八〇〇 

三千人以上五

千人未満 

二三三、一九五 三六四、六四三 二〇三、二〇四 三五六、五六〇 

五千人以上一

万人未満 

二五五、一五七 四〇八、五一三 二四六、八一四 四六五、八九四 

一万人以上一

万五千人未満 

二九七、五五三 五一六、六三三 二八九、二一〇 五七四、〇一四 

一万五千人以

上二万人未満 

三三六、七七九 五七七、七六七 三二五、六五五 六五四、二七五 

二万人以上 三五九、九七二 六四四、七七六 三四八、八四八 七二一、二八四 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

一〇二、〇六〇 一八九、六九二 

一一三、六五六 

 

二二三、一九六 

一五三、八七四 

 

三〇七、二三〇 

一七二、七二六 

 

三四七、九九〇 

一九三、七六三 

 

三六九、〇二七 

二三八、二五三 

 

四七九、二四一 

二七五、〇五〇 

 

五五九、八五四 

三〇九、八三九 

 

六六〇、三六七 

三三三、〇三一 七二七、三七五 

  第四条第六項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    



 円 円 円 円 

五百人未満 四七、九七二 一三五、六〇四 四七、九七二 一三五、六〇四 

五百人以上千

人未満 

五八、七九六 一六八、三三六 四七、九七二 一三五、六〇四 

千人以上二千

人未満 

七一、九五八 二〇三、四〇六 七一、九五八 二〇三、四〇六 

二千人以上三

千人未満 

七一、九五八 二〇三、四〇六 七一、九五八 二〇三、四〇六 

三千人以上五

千人未満 

七一、九五八 二〇三、四〇六 八二、七八二 二三六、一三八 

五千人以上一

万人未満 

八五、一二〇 二三八、四七六 一一七、五九二 三三六、六七二 

一万人以上一

万五千人未満 

一一七、五九二 三三六、六七二 一五〇、〇六四 四三四、八六八 

一万五千人以

上二万人未満 

一二八、四一六 三六九、四〇四 一七一、七一二 五〇〇、三三二 

二万人以上 一五〇、〇六四 四三四、八六八 一九三、三六〇 五六五、七九六 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

四七、九七二 一三五、六〇四 

五八、七九六 

 

一六八、三三六 

八二、七八二 

 

二三六、一三八 

九三、六〇六 

 

二六八、八七〇 

九三、六〇六 

 

二六八、八七〇 

一二八、四一六 

 

三六九、四〇四 

一五〇、〇六四 

 

四三四、八六八 

一八二、五三六 

 

五三三、〇六四 

二〇四、一八四 五九八、五二八 

  第四条第七項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 一〇、四七四 一一、一六六 八、六六〇 九、三五二 

五百人以上千

人未満 

一二、六三九 一三、五〇四 九、五六七 一〇、二五九 

千人以上二千

人未満 

一五、七一一 一六、七四九 一四、八〇四 一五、八四二 

二千人以上三

千人未満 

一六、六一八 一七、六五六 一四、八〇四 一五、八四二 

三千人以上五

千人未満 

一七、五二五 一八、五六三 一六、九六九 一八、一八〇 

五千人以上一

万人未満 

一九、六九〇 二〇、九〇一 二三、四六四 二五、一九四 

一万人以上一

万五千人未満 

二六、一八五 二七、九一五 二九、九五九 三二、二〇八 

一万五千人以

上二万人未満 

三〇、一六四 三二、〇六七 三五、一九六 三七、七九一 



二万人以上 三四、四九四 三六、七四三 三九、五二六 四二、四六七 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

八、六六〇 九、三五二 

一〇、八二五 

 

一一、六九〇 

一五、一五五 

 

一六、三六六 

一七、三二〇 

 

一八、七〇四 

一八、二二七 

 

一九、六一一 

二四、七二二 

 

二六、六二五 

二九、九五九 

 

三二、二〇八 

三六、四五四 

 

三九、二二二 

四〇、七八四 四三、八九八 

  第四条第八項の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 

投票日 平 日 休 日 平 日 休 日 

投票区の選挙

人の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 八、六六〇 九、三五二 八、六六〇 九、三五二 

五百人以上千

人未満 

一〇、八二五 一一、六九〇 八、六六〇 九、三五二 

千人以上二千

人未満 

一二、九九〇 一四、〇二八 一二、九九〇 一四、〇二八 

二千人以上三

千人未満 

一二、九九〇 一四、〇二八 一二、九九〇 一四、〇二八 

三千人以上五

千人未満 

一二、九九〇 一四、〇二八 一五、一五五 一六、三六六 

五千人以上一

万人未満 

一五、一五五 一六、三六六 二一、六五〇 二三、三八〇 

一万人以上一

万五千人未満 

二一、六五〇 二三、三八〇 二八、一四五 三〇、三九四 

一万五千人以

上二万人未満 

二三、八一五 二五、七一八 三二、四七五 三五、〇七〇 

二万人以上 二八、一四五 三〇、三九四 三六、八〇五 三九、七四六 

 

町   村 

平 日 休 日 

 

 

 

円 円 

八、六六〇 九、三五二 

一〇、八二五 

 

一一、六九〇 

一五、一五五 

 

一六、三六六 

一七、三二〇 

 

一八、七〇四 

一七、三二〇 一八、七〇四 



 

二三、八一五 

 

二五、七一八 

二八、一四五 

 

三〇、三九四 

三四、六四〇 

 

三七、四〇八 

三八、九七〇 四二、〇八四 

  第四条第九項第一号中「五万八千九百七十八円」を「五万八千十六円」に改め、同項

第二号中「六万千九百七十一円」を「六万九百六十円」に改め、同条第十項第一号中

「六万二百十円」を「五万九千二百二十九円」に改め、同項第二号中「六万三千二百三

円」を「六万二千百七十三円」に改め、同条第十二項中「九百三十五円」を「千二十六

円」に改め、同項ただし書中「千八百七十円」を「二千五十二円」に、「千六百四十六

円」を「千八百六円」に、「千五百九十九円」を「千七百五十四円」に、「千二百九十

円」を「千四百十六円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。 

選挙 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 

区市町村 区   市 町   村 区   市 町   村 

投票区の選挙人

の数 

    

 円 円 円 円 

五百人未満 一、七五三 一、七五三 一、七五三 一、七五三 

五百人以上千人

未満 

一、七五三 二、一七三 一、七五三 二、一七三 

千人以上二千人

未満 

二、五九三 三、〇一三 二、五九三 三、〇一三 

二千人以上三千

人未満 

二、五九三 三、四三三 二、五九三 三、四三三 

三千人以上五千

人未満 

三、〇一三 三、四三三 三、〇一三 三、四三三 

五千人以上一万

人未満 

四、二七三 四、六九三 四、二七三 四、六九三 

一万人以上一万

五千人未満 

五、五三三 五、五三三 五、五三三 五、五三三 

一万五千人以上

二万人未満 

六、三七三 六、七九三 六、三七三 六、七九三 

二万人以上 七、二一三 七、六三三 七、二一三 七、六三三 

  第四条第十四項中「においては」を「には」に改め、同条第十五項中「においては」

を「には」に、「借料」を「当該建物の借料」に改め、同条第十六項を同条第十七項と

し、同条第十五項の次に次の一項を加える。 

 16 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について

費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。 

  第四条の二第二項中「前項の」及び「で市区町村の支所、出張所その他の総務大臣が

定める場所に設けられるもの」を削り、「設ける」を「設けた」に改め、同条第三項中

「においては」を「には」に、「借料」を「当該建物の借料」に改め、同条に次の三項



を加える。 

 ４ 市区町村の選挙管理委員会が期日前投票所の事務を行うための設備（次項に規定す

る電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。）を整備した場合には、都道

府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及

び管理に係る委託費を加算する。 

 ５ 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本（当該選挙人名簿が公

職選挙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には、

当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書

類）又は在外選挙人名簿若しくはその抄本（当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二

第四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には、当該在外選挙人

名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類）の対照

に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会及び期日前投票所の投票管理者の

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整備した

場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の

整備及び運用に係る委託費を加算する。 

 ６ 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する期日前投票所までの交通手段の提供に

ついて費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。 

  第五条第一項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 二四三、三〇七 二四七、四六七 

千人以上二千人未満 三四七、七八八 三五四、二八八 

二千人以上三千人未満 四六一、五四一 四七〇、三八一 

三千人以上五千人未満 五六六、四二二 五七七、六〇二 

五千人以上一万人未満 六八〇、五三一 六九四、〇五一 

一万人以上一万五千人未満 七八五、〇六七 八〇〇、九二七 

一万五千人以上二万人未満 九二二、二四八 九四〇、九六八 

二万人以上三万人未満 一、〇八九、九九五 一、一一二、三五五 

三万人以上 一、二二二、九六三 一、二四七、一四三 

  第五条第二項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 一八〇、一一二 一八四、二七二 

千人以上二千人未満 二八一、四二五 二八七、九二五 

二千人以上三千人未満 三八二、七三八 三九一、五七八 

三千人以上五千人未満 四八四、〇五一 四九五、二三一 

五千人以上一万人未満 五八五、三六四 五九八、八八四 

一万人以上一万五千人未満 六八六、六七七 七〇二、五三七 

一万五千人以上二万人未満 八一〇、五〇四 八二九、二二四 



二万人以上三万人未満 九六八、一〇二 九九〇、四六二 

三万人以上 一、〇四六、九〇一 一、〇七一、〇八一 

  第五条第三項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 二五一、六一一 二五五、七七一 

千人以上二千人未満 三六〇、七六三 三六七、二六三 

二千人以上三千人未満 四七九、一八七 四八八、〇二七 

三千人以上五千人未満 五八八、七三九 五九九、九一九 

五千人以上一万人未満 七〇七、五一九 七二一、〇三九 

一万人以上一万五千人未満 八一六、七二六 八三二、五八六 

一万五千人以上二万人未満 九五九、六一六 九七八、三三六 

二万人以上三万人未満 一、一三四、六二九 一、一五六、九八九 

三万人以上 一、二七一、二三〇 一、二九五、四一〇 

  第五条第四項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 一八八、四一六 一九二、五七六 

千人以上二千人未満 二九四、四〇〇 三〇〇、九〇〇 

二千人以上三千人未満 四〇〇、三八四 四〇九、二二四 

三千人以上五千人未満 五〇六、三六八 五一七、五四八 

五千人以上一万人未満 六一二、三五二 六二五、八七二 

一万人以上一万五千人未満 七一八、三三六 七三四、一九六 

一万五千人以上二万人未満 八四七、八七二 八六六、五九二 

二万人以上三万人未満 一、〇一二、七三六 一、〇三五、〇九六 

三万人以上 一、〇九五、一六八 一、一一九、三四八 

  第五条第五項の表を次のように改める。 

開 票 日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 六三、一九五 二三一、五三一 

千人以上二千人未満 六六、三六三 三二九、三八八 

二千人以上三千人未満 七八、八〇三 四三六、五一七 

三千人以上五千人未満 八二、三七一 五三四、七七四 

五千人以上一万人未満 九五、一六七 六四二、二五九 

一万人以上一万五千人未満 九八、三九〇 七四〇、一七一 

一万五千人以上二万人未満 一一一、七四四 八六九、二五六 

二万人以上三万人未満 一二一、八九三 一、〇二六、六九九 

三万人以上 一七六、〇六二 一、一五四、五一五 

  第五条第六項の表を次のように改める。 

開票区の選挙人の数 金       額 

 円 

千人未満 一六八、三三六 



千人以上二千人未満 二六三、〇二五 

二千人以上三千人未満 三五七、七一四 

三千人以上五千人未満 四五二、四〇三 

五千人以上一万人未満 五四七、〇九二 

一万人以上一万五千人未満 六四一、七八一 

一万五千人以上二万人未満 七五七、五一二 

二万人以上三万人未満 九〇四、八〇六 

三万人以上 九七八、四五三 

  第五条第七項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 二四三、三〇七 二四七、四六七 

千人以上二千人未満 三四七、七八八 三五四、二八八 

二千人以上三千人未満 四六一、五四一 四七〇、三八一 

三千人以上五千人未満 五六六、四二二 五七七、六〇二 

五千人以上一万人未満 六八〇、五三一 六九四、〇五一 

一万人以上一万五千人未満 七八五、〇六七 八〇〇、九二七 

一万五千人以上二万人未満 九二二、二四八 九四〇、九六八 

二万人以上三万人未満 一、〇八九、九九五 一、一一二、三五五 

三万人以上 一、二二二、九六三 一、二四七、一四三 

  第五条第八項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 一八〇、一一二 一八四、二七二 

千人以上二千人未満 二八一、四二五 二八七、九二五 

二千人以上三千人未満 三八二、七三八 三九一、五七八 

三千人以上五千人未満 四八四、〇五一 四九五、二三一 

五千人以上一万人未満 五八五、三六四 五九八、八八四 

一万人以上一万五千人未満 六八六、六七七 七〇二、五三七 

一万五千人以上二万人未満 八一〇、五〇四 八二九、二二四 

二万人以上三万人未満 九六八、一〇二 九九〇、四六二 

三万人以上 一、〇四六、九〇一 一、〇七一、〇八一 

  第五条第九項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 二五一、六一一 二五五、七七一 

千人以上二千人未満 三六〇、七六三 三六七、二六三 

二千人以上三千人未満 四七九、一八七 四八八、〇二七 

三千人以上五千人未満 五八八、七三九 五九九、九一九 

五千人以上一万人未満 七〇七、五一九 七二一、〇三九 

一万人以上一万五千人未満 八一六、七二六 八三二、五八六 

一万五千人以上二万人未満 九五九、六一六 九七八、三三六 



二万人以上三万人未満 一、一三四、六二九 一、一五六、九八九 

三万人以上 一、二七一、二三〇 一、二九五、四一〇 

  第五条第十項の表を次のように改める。 

投票の翌日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 一八八、四一六 一九二、五七六 

千人以上二千人未満 二九四、四〇〇 三〇〇、九〇〇 

二千人以上三千人未満 四〇〇、三八四 四〇九、二二四 

三千人以上五千人未満 五〇六、三六八 五一七、五四八 

五千人以上一万人未満 六一二、三五二 六二五、八七二 

一万人以上一万五千人未満 七一八、三三六 七三四、一九六 

一万五千人以上二万人未満 八四七、八七二 八六六、五九二 

二万人以上三万人未満 一、〇一二、七三六 一、〇三五、〇九六 

三万人以上 一、〇九五、一六八 一、一一九、三四八 

  第五条第十一項の表を次のように改める。 

開 票 日 平   日 休   日 

開票区の選挙人の数   

 円 円 

千人未満 六三、一九五 二三一、五三一 

千人以上二千人未満 六六、三六三 三二九、三八八 

二千人以上三千人未満 七八、八〇三 四三六、五一七 

三千人以上五千人未満 八二、三七一 五三四、七七四 

五千人以上一万人未満 九五、一六七 六四二、二五九 

一万人以上一万五千人未満 九八、三九〇 七四〇、一七一 

一万五千人以上二万人未満 一一一、七四四 八六九、二五六 

二万人以上三万人未満 一二一、八九三 一、〇二六、六九九 

三万人以上 一七六、〇六二 一、一五四、五一五 

  第五条第十二項の表を次のように改める。 

開票区の選挙人の数 金       額 

 円 

千人未満 一六八、三三六 

千人以上二千人未満 二六三、〇二五 

二千人以上三千人未満 三五七、七一四 

三千人以上五千人未満 四五二、四〇三 

五千人以上一万人未満 五四七、〇九二 

一万人以上一万五千人未満 六四一、七八一 

一万五千人以上二万人未満 七五七、五一二 

二万人以上三万人未満 九〇四、八〇六 

三万人以上 九七八、四五三 

  第五条第十四項中「四千十八円」を「四千八十五円」に改め、同条第十五項中「距つ

た」を「離れた」に、「においては」を「には」に改め、同条第十六項中「において

は」を「には」に、「借料」を「当該建物の借料」に改める。 

  第六条第一項の表を次のように改める。 



選挙会又は選挙分会 金       額 

 円 

衆議院小選挙区選出議員選挙会 六六五、六八三 

衆議院比例代表選出議員選挙分会 一、二〇六、四六七 

参議院選挙区選出議員選挙会（参議院合

同選挙区選挙（公職選挙法第五条の六第

二項に規定する参議院合同選挙区選挙を

いう。以下同じ。）にあつては、参議院

選挙区選出議員選挙分会）及び参議院比

例代表選出議員選挙分会 

二、二八〇、三六五 

参議院選挙区選出議員選挙会（参議院合

同選挙区選挙に係るものに限る。） 

一、一一六、〇一一 

  第六条第二項中「四十三万三千六百四十二円」を「四十二万八千六百三十四円」に、

「六十一万六千二百円」を「六十万九千八十円」に、「百十二万千九百三十円」を「百

十万八千九百六十七円」に、「六十八万三千九百八十円」を「六十七万六千七十八円」

に改め、同条第三項中「においては」を「には」に、「二万八千三十五円」を「三万七

百八十円」に改め、同項ただし書中「五万六千七十円」を「六万千五百六十円」に、

「四万九千三百四十二円」を「五万四千百七十三円」に、「四万七千九百四十円」を

「五万二千六百三十四円」に、「三万八千六百八十八円」を「四万二千四百七十六円」

に改める。 

  第七条第一項の表を次のように改める。 

選 挙 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議

院選挙区選出議員選挙 

衆議院比例代表選

出議員選挙又は参

議院比例代表選出

議員選挙 
 都及び大都市のあ

る道府県 

その他の県 

都道府県の世帯数       

  円 銭 円 銭 円 銭 

一 三十万未満  － 四五 一二 一七 九五 

二 三十万以上四十

万未満 

 － 四三 六三 一七 五〇 

三 四十万以上五十

万未満 

 － 四三 〇五 一七 二九 

四 五十万以上七十

万未満 

四二 六三 四二 三七 一七 二〇 

五 七十万以上百万

未満 

四二 一六 四一 九八 一六 九七 

六 百万以上 三九 五七 三九 四二 一六 六四 

  第七条第三項中「在る場合においては」を「ある場合には」に改め、同条第四項中

「稀薄」を「希薄」に改める。 

  第八条第一項の表を次のように改める。 

候   補   者   数 金           額 

 円 

十四人未満 四一 



十四人以上二十七人未満 五八 

二十七人以上 八八 

  第八条第二項中「においては」を「には」に、「四十四円」を「四十七円」に改め、

同項の表を次のように改める。 

候   補   者   数 金           額 

 円 

百人未満 一二五 

百人以上百五十人未満 一八二 

百五十人以上二百人未満 二二九 

二百人以上二百五十人未満 二七八 

二百五十人以上三百人未満 三二三 

三百人以上三百五十人未満 三七一 

三百五十人以上 四一八 

  第八条第三項中「においては」を「には」に、「二十二円」を「二十三円」に改め、

同項の表を次のように改める。 

候   補   者   数 金           額 

 円 

百人未満 六三 

百人以上百五十人未満 九二 

百五十人以上二百人未満 一一五 

二百人以上二百五十人未満 一三九 

二百五十人以上三百人未満 一六二 

三百人以上三百五十人未満 一八六 

三百五十人以上 二〇九 

  第八条第四項中「（当該期日前投票所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選

挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議

員の選挙については、各選挙区に属する一の投票区の同項の規定による基本額に相当す

る額を合算した額）」を「とし、参議院比例代表選出議員の選挙における期日前投票所

の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の期日前投票所について一の投票区の前項の規定

による基本額に相当する額」に改め、同条第五項の表を次のように改める。 

衆議院名簿届出政党等の数 金          額 

 円 

十四未満 四一 

十四以上二十七未満 五八 

二十七以上 八八 

  第八条第六項を削り、同条第七項中「前三項」を「前二項」に、「市区町村の選挙管

理委員会の委員長たる不在者投票管理者」を「公職選挙法第百七十五条第二項の規定に

基づく政令で定めるもの」に改め、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、当該投票を記載する場所の属する市区町村の区域が二以上の衆議院小選挙

区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における衆議院小選挙区選出議

員の選挙に係る当該投票を記載する場所の候補者氏名等掲示費の基本額は、各選挙区



に属する一の投票区の第一項の規定による基本額に相当する額を合算した額とする。 

 第八条第七項を同条第六項とする。 

  第八条の二中「千三百六十五円」を「千四百四円」に改め、同条ただし書中「におい

ては」を「には」に改め、同条の表を次のように改める。 

区市町村 区 市 町    村 

区画数    

 円 円 円 

九未満 一五、一二〇 一四、〇四〇 一二、九六〇 

九以上十三未満 一六、七四〇 一五、六六〇 一四、五八〇 

十三以上 一八、三六〇 一七、二八〇 一六、二〇〇 

  第九条第一項の表を次のように改める。 

開    催    の    時 金        額 

  円 

平 日 昼間（午前八時三十分から午後五時

三十分までをいうものとする。） 

八、四四八 

 夜間（午後五時三十分から午前八時

三十分までをいうものとする。以下

この条において同じ。） 

二四、七九二 

休              日 二六、〇九一 

  第九条第二項中「一万六千五百五円」を「一万六千二百三十六円」に、「一万七千八

百二十六円」を「一万七千五百三十五円」に改め、同条第三項中「七十円」を「七十二

円」に、「百円」を「百三円」に、「百四十七円」を「百五十一円」に、「二百五十二

円」を「二百五十九円」に改め、同条第四項中「四百二十四円」を「四百三十六円」に

改め、同条第五項中「五百二十五円」を「五百四十円」に改め、同条第六項中「におい

ては」を「には」に、「三百七十四円」を「四百十円」に改め、同項ただし書中「七百

四十八円」を「八百二十円」に、「六百五十八円」を「七百二十二円」に、「六百四十

円」を「七百一円」に、「五百十六円」を「五百六十六円」に改める。 

  第十三条第一項ただし書中「選挙人及び」を「選挙人の数若しくは」に、「投票所及

び開票所数並びに」を「投票所の数若しくは開票所の数又は」に改め、同項の表を次の

ように改める。 

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 

  円 円 

都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一七、八〇六、三〇六 一三、六二一、七六九 

 選挙人の数が五十万人以上七十五

万人未満のもの 

二一、五六四、八九六 一六、四二〇、三八四 

 選挙人の数が七十五万人以上百万

人未満のもの 

二五、一〇八、七二七 一九、一二三、三六五 

 選挙人の数が百万人以上百二十五

万人未満のもの 

二七、六一五、二三〇 二〇、九〇五、三三〇 

 選挙人の数が百二十五万人以上百

五十万人未満のもの 

三一、四五二、五八一 二三、八八一、五四二 

 選挙人の数が百五十万人以上二百

万人未満のもの 

三六、八四五、七六七 二八、〇八一、三九四 

 選挙人の数が二百万人以上二百五

十万人未満のもの 

四四、五〇八、八四五 三四、四八九、九二八 



 選挙人の数が二百五十万人以上三

百万人未満のもの 

四八、六七五、三四一 三七、六八四、〇五二 

 選挙人の数が三百万人以上のもの 七二、三九八、〇二三 五四、六四九、二七六 

都道府県の支庁又は地方事務所 四、八六七、七一八 三、八二六、五九一 

認定出先機関 二、五七七、二三二 二、〇二八、五五三 

大都市 一〇、二二〇、三五一 八、二三四、三三七 

区 選挙人の数が五万人未満のもの 六、〇一五、一七七 五、一八五、四〇六 

 選挙人の数が五万人以上十万人未

満のもの 

七、二二四、二一三 六、三九四、四四二 

 選挙人の数が十万人以上十五万人

未満のもの 

八、八四三、二四五 八、〇一三、四七四 

 選挙人の数が十五万人以上のもの 一〇、七七六、一八五 九、九四六、四一四 

市（大都市

を除く。次

項、第三項

及び第七項

において同

じ。） 

選挙人の数が三万人未満のもの 三、〇三四、七八九 二、六六六、八〇一 

 選挙人の数が三万人以上五万人未

満のもの 

四、一一四、九二二 三、六六六、八五三 

 選挙人の数が五万人以上十万人未

満のもの 

六、三六二、八四五 五、七一五、三五三 

 選挙人の数が十万人以上十五万人

未満のもの 

九、一三一、四四二 八、二八一、五八五 

 選挙人の数が十五万人以上のもの 一一、三三三、八九八 一〇、三八八、九六一 

町  村 選挙人の数が千人未満のもの 三一五、四九一 二六五、〇三四 

 選挙人の数が千人以上二千人未満

のもの 

三四五、七三七 二九五、二八〇 

 選挙人の数が二千人以上三千人未

満のもの 

五五一、五七九 四七一、五九五 

 選挙人の数が三千人以上五千人未

満のもの 

一、〇二五、六三七 八五〇、五七四 

 選挙人の数が五千人以上一万人未

満のもの 

一、五六八、五三三 一、三三四、四一六 

 選挙人の数が一万人以上二万人未

満のもの 

一、九八七、六三四 一、七〇五、二八五 

 選挙人の数が二万人以上のもの 二、四〇〇、七六七 二、〇七〇、一八七 

  第十三条第二項中「においては」を「には」に改め、同項の表を次のように改める。 

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 

  円 円 

都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 九、五四三、五七九 七、五五六、六二〇 

 選挙人の数が五十万人以上七十五

万人未満のもの 

一一、〇九二、八四二 八、七八八、三八八 

 選挙人の数が七十五万人以上百万

人未満のもの 

一二、六四二、一〇五 一〇、〇二〇、一五六 

 選挙人の数が百万人以上百二十五

万人未満のもの 

一二、六四二、一〇五 一〇、〇二〇、一五六 

 選挙人の数が百二十五万人以上百

五十万人未満のもの 

一三、六一二、三六〇 一〇、八三二、六三六 

 選挙人の数が百五十万人以上二百

万人未満のもの 

一四、一二一、五〇二 一一、二五一、九二四 

 選挙人の数が二百万人以上二百五

十万人未満のもの 

一五、〇九一、七五七 一二、〇六四、四〇四 

 選挙人の数が二百五十万人以上三

百万人未満のもの 

一五、二七一、六四九 一二、二〇四、三二〇 

 選挙人の数が三百万人以上のもの 一九、九七五、三三六 一五、八一一、九〇〇 

都道府県の支庁又は地方事務所 四、三六六、五六八 三、三七二、〇七〇 

認定出先機関 二、二三八、二九七 一、七二一、〇一四 

大都市 九、二四五、八三一 七、二九一、四六五 

区 選挙人の数が五万人未満のもの 四、〇一〇、三一六 三、一九八、一七九 



 選挙人の数が五万人以上十万人未

満のもの 

四、〇一〇、三一六 三、一九八、一七九 

 選挙人の数が十万人以上十五万人

未満のもの 

四、〇一〇、三一六 三、一九八、一七九 

 選挙人の数が十五万人以上のもの 四、〇一〇、三一六 三、一九八、一七九 

市 選挙人の数が三万人未満のもの 一、九五三、四一七 一、五八七、八三一 

 選挙人の数が三万人以上五万人未

満のもの 

二、一四九、五四八 一、七一八、五八五 

 選挙人の数が五万人以上十万人未

満のもの 

三、一七六、二六五 二、五四六、〇五五 

 選挙人の数が十万人以上十五万人

未満のもの 

四、三一三、六四五 三、四八一、二四六 

 選挙人の数が十五万人以上のもの 四、六二五、九八一 三、六九八、六七八 

町  村 選挙人の数が千人未満のもの 二六五、七四九 二一七、五一八 

 選挙人の数が千人以上二千人未満

のもの 

二六五、七四九 二一七、五一八 

 選挙人の数が二千人以上三千人未

満のもの 

四四七、三三一 三六九、五七三 

 選挙人の数が三千人以上五千人未

満のもの 

八二五、〇四四 六五二、三八二 

 選挙人の数が五千人以上一万人未

満のもの 

一、二五三、五八五 一、〇二一、八六九 

 選挙人の数が一万人以上二万人未

満のもの 

一、五一九、三三四 一、二三九、三八七 

 選挙人の数が二万人以上のもの 一、七八五、〇八三 一、四五六、九〇五 

  第十三条第三項中「においては、次の」を「には、次の」に改め、同項の表を次のよ

うに改める。 

区     分 衆議院議員選挙 参議院議員選挙 

  円 円 

都道府県 選挙人の数が五十万人未満のもの 一、〇五九、三六四 七九九、五二〇 

 選挙人の数が五十万人以上七十五

万人未満のもの 

一、一九九、二八〇 八九九、四六〇 

 選挙人の数が七十五万人以上百万

人未満のもの 

一、三三九、一九六 九九九、四〇〇 

 選挙人の数が百万人以上百二十五

万人未満のもの 

一、三三九、一九六 九九九、四〇〇 

 選挙人の数が百二十五万人以上百

五十万人未満のもの 

一、三三九、一九六 九九九、四〇〇 

 選挙人の数が百五十万人以上二百

万人未満のもの 

一、四五九、一二四 一、〇九九、三四〇 

 選挙人の数が二百万人以上二百五

十万人未満のもの 

一、四五九、一二四 一、〇九九、三四〇 

 選挙人の数が二百五十万人以上三

百万人未満のもの 

一、四五九、一二四 一、〇九九、三四〇 

 選挙人の数が三百万人以上のもの 二、三九八、五六〇 一、七九八、九二〇 

都道府県の支庁又は地方事務所 五三九、六七六 三九九、七六〇 

認定出先機関 二五九、八四四 一九九、八八〇 

大都市 一、三六五、三九二 一、〇二八、七二〇 

区 三五五、三七六 二六一、八五六 

市 選挙人の数が三万人未満のもの 七四、八一六 五六、一一二 

 選挙人の数が三万人以上五万人未

満のもの 

一三〇、九二八 九三、五二〇 

 選挙人の数が五万人以上十万人未

満のもの 

二二四、四四八 一六八、三三六 

 選挙人の数が十万人以上十五万人

未満のもの 

三一七、九六八 二四三、一五二 

 選挙人の数が十五万人以上のもの 三五五、三七六 二六一、八五六 

町  村 選挙人の数が千人未満のもの － － 

 選挙人の数が千人以上二千人未満

のもの 

－ － 



 選挙人の数が二千人以上三千人未

満のもの 

－ － 

 選挙人の数が三千人以上五千人未

満のもの 

五六、一一二 三七、四〇八 

 選挙人の数が五千人以上一万人未

満のもの 

七四、八一六 五六、一一二 

 選挙人の数が一万人以上二万人未

満のもの 

七四、八一六 五六、一一二 

 選挙人の数が二万人以上のもの 七四、八一六 五六、一一二 

  第十三条第四項中「においては」を「には」に、「一万千二百十四円」を「一万二千

三百十二円」に、「五千六百七円」を「六千百五十六円」に改め、同項の表を次のよう

に改める。 

都道府県、市町村等 都道府県 都道府県の支庁、地方事

務所若しくは認定出先機

関又は市区町村 

寒冷地手当の支給地域   

 円 円 

一級地 二四、六二四 一二、三一二 

二級地 二一、六六九 一〇、八三五 

三級地 二一、〇五四 一〇、五二七 

四級地 一六、九九一 八、四九五 

  第十三条第七項中「こえる」を「超える」に改め、同条第八項中「当該選挙」を「国

会議員の選挙」に改め、同条第十一項中「においては」を「には」に改める。 

  第十三条の二第一項中「七百二十七円」を「七百五十三円」に改める。 

  第十三条の三中「千四百六十四円」を「千五百十四円」に、「四百十四円」を「四百

二十八円」に改める。 

  第十五条第一項中「参議院合同選挙区選挙」を「公職選挙法第五条の六第一項に規定

する合同選挙区都道府県」に、「場合は」を「場合には」に、「千四百八十四円」を

「千五百七十四円」に、「においては」を「には」に、「百五十九円」を「百六十九

円」に改める。 

  第十七条第二項中「場合における」を「ときにおける」に、「二、二七四、六四七」

を「二、二八〇、三六五」に、「一、二七五、六七六」を「一、二七八、二一七」に、

「百十二万千九百三十円」を「百十万八千九百六十七円」に、「六十八万三千九百八十

円」を「六十七万六千七十八円」に改める。 

  第二十一条中「第四条の二第三項」の下に「から第五項まで」を加える。 

第二条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第三条中第二十号を第二十一号とし、第二号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、

第一号の次に次の一号を加える。 

  二 共通投票所経費 

  第四条の二第六項を同条第七項とし、同条第五項中「（当該選挙人名簿が公職選挙法

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には、当該選挙



人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類）」及び

「（当該在外選挙人名簿が同法第三十条の二第四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には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事

項又は当該事項を記載した書類）」を削り、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第

五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 期日前投票所で、公職選挙法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十条

第一項ただし書の規定により期日前投票所を開く時刻を繰り上げたもの又は閉じる時

刻を繰り下げたものについては、投票を行わせる日ごとに当該期日前投票所を開いて

いる時間が十一時間三十分を超える時間一時間につき、二千六百十七円を加算する。 

  第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。 

  （共通投票所経費） 

 第四条の二 共通投票所経費の基本額は、三万四千円とする。 

 ２ 共通投票所については、当該共通投票所を設けた市区町村の選挙管理委員会の職員

につき定められている執務時間外において投票を行わせる場合には、当該共通投票所

の事務に従事する者の超過勤務手当費として総務大臣が定める額を加算する。 

 ３ 共通投票所が市町村（特別区を含む。）の管理に属しない建物に設けられた場合に

は、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。 

 ４ 市区町村の選挙管理委員会が共通投票所の事務を行うための設備（次項に規定する

電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。）を整備した場合には、都道府

県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料並びに当該設備の整備及び

管理に係る委託費を加算する。 

 ５ 市区町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿若しくはその抄本（当該選挙人名簿が公

職選挙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には、

当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書

類。次条第六項において同じ。）又は在外選挙人名簿若しくはその抄本（当該在外選

挙人名簿が同法第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されてい

る場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該

事項を記載した書類。次条第六項において同じ。）の対照に使用するために、当該市

区町村の選挙管理委員会、投票所の投票管理者及び共通投票所の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整備した場合に

は、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該電子情報処理組織の整備及

び運用に係る委託費を加算する。 

 ６ 市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する共通投票所までの交通手段の提供につ

いて費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。 

  第八条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前

項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 



 ４ 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙における共通投票所の候

補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第一項の規定に

よる基本額に相当する額とし、衆議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所の

候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の第二項の規定

による基本額に相当する額とし、参議院比例代表選出議員の選挙における共通投票所

の候補者氏名等掲示費の基本額は、一の共通投票所について一の投票区の前項の規定

による基本額に相当する額とする。 

  第十四条第一項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、

第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。 

  七 共通投票所の投票立会人        一日につき     一万七百円 

  第十四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号

を加える。 

  三 共通投票所の投票管理者        一日につき     一万二千六百円 

  第二十一条中「まで」の下に「、第四条の三第四項から第六項まで」を加える。 

 （公職選挙法の一部改正） 

第三条 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  第二十条第一項中「住所」の下に「（次条第二項に規定する者にあつては、その者が

当該市町村の区域内から住所を移す直前に住民票に記載されていた住所。第二十三条第

一項において同じ。）」を加える。 

  第四十一条の次に次の一条を加える。 

  （共通投票所） 

 第四十一条の二 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると

認める場合（当該市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合に限る。）には、投票

所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内（衆議院小選挙区選出議員の選

挙若しくは都道府県の議会の議員の選挙において当該市町村が二以上の選挙区に分か

れているとき、又は第十五条第六項の規定による選挙区があるときは、当該市町村の

区域内における当該選挙区の区域内）のいずれの投票区に属する選挙人も投票をする

ことができる共通投票所を設けることができる。 

 ２ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票

所において投票をした選挙人が共通投票所において投票をすること及び共通投票所に

おいて投票をした選挙人が投票所又は他の共通投票所において投票をすることを防止

するために必要な措置を講じなければならない。 

 ３ 天災その他避けることのできない事故により、共通投票所において投票を行わせる

ことができないときは、市町村の選挙管理委員会は、当該共通投票所を開かず、又は

閉じるものとする。 

 ４ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により共通投票所を開かず、又は閉じる場



合には、直ちにその旨を告示しなければならない。 

 ５ 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、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とする。 

第三十七条第二項

及び第六項 

選挙権 選挙権（共通投票所の投票管

理者にあつては、選挙権） 

第三十八条第一項 登録された者 登録された者（共通投票所に

あつては、選挙権を有する

者） 

第三十八条第二項 投票所 投票所又は共通投票所 

 登録された者 登録された者（共通投票所に

あつては、選挙権を有する

者） 

第三十八条第四項 投票区 投票所又は一の共通投票所 

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

第四十八条第二項 

投票所 投票所又は共通投票所 

第五十一条 第六十条 第六十条（第四十一条の二第

六項において準用する場合を

含む。） 

 投票所外 投票所外又は共通投票所外 

第五十一条ただし

書及び第五十三条

第一項 

投票所 投票所又は共通投票所 

第六十六条第二項 各投票所 各投票所、共通投票所 

第百三十二条及び

第百六十五条の二 

投票所 投票所又は共通投票所 

第百七十五条第一

項 

投票所内 投票所内及び共通投票所内 

第二百一条の十二

第二項 

投票所 投票所又は共通投票所 

 ６ 前二条及び第五十八条から第六十条までの規定は、共通投票所について準用する。

この場合において、第四十条第一項ただし書中「選挙人の投票の便宜のため必要があ

ると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められ

る特別の事情のある場合に限り」とあるのは「必要があると認めるときは」と、「若

しくは」とあるのは「若しくは当該時刻を」と、「時刻を四時間以内の範囲内におい

て」とあるのは「時刻を」と読み替えるものとする。 

 ７ 第一項の規定により共通投票所を設ける場合において、第五十六条又は第五十七条



第一項の規定により投票の期日を定めたときにおける次の表の上欄に掲げる規定の適

用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とする。 

第一項 場所に、 場所に、選挙の期日において

は当該選挙の期日に投票を行

う 

 ）の 。以下この項において同

じ。）、第五十六条又は第五

十七条第一項の規定により定

めた投票の期日においては当

該投票の期日に投票を行う当

該市町村の区域内の 

前項 「時刻を」 「時刻を」と、前条第二項中

「天災その他避けることので

きない事故に因り前項」とあ

るのは「第五十六条又は第五

十七条第一項の規定により投

票の期日を定めた場合におい

て、前項の規定、次条第六項

において準用する第四十一条

第二項の規定又はこの項」

と、「変更したときは、選挙

の当日を除く外」とあるのは

「設置する場所若しくは期日

を変更し、又は当該共通投票

所を設けないこととしたとき

は」 

 ８ 前各項に定めるもののほか、共通投票所に関し必要な事項は、政令で定める。 

  第四十八条の二第四項を同条第七項とし、同条第三項の表第四十条第一項の項を次の

ように改める。 

第四十条第一項 午前七時 午前八時三十分 

  第四十八条の二第三項の表第四十条第一項の項の次に次のように加える。 

第四十条第一項た

だし書 

選挙人の投票の便宜のため必

要があると認められる特別の

事情のある場合又は選挙人の

投票に支障を来さないと認め

られる特別の事情のある場合

に限り、投票所を開く時刻を

二時間以内の範囲内において

繰り上げ若しくは繰り下げ、

又は投票所を閉じる時刻を四

時間以内の範囲内において繰

り上げることができる。 

次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める措置をとる

ことができる。 

一 当該市町村の選挙管理委

員会が設ける期日前投票所

の数が一である場合 期日

前投票所を開く時刻を二時

間以内の範囲内において繰

り上げ、又は期日前投票所

を閉じる時刻を二時間以内

の範囲内において繰り下げ

ること。 

二 当該市町村の選挙管理委



員会が設ける期日前投票所

の数が二以上である場合

（午前八時三十分から午後

八時までの間において、い

ずれか一以上の期日前投票

所が開いている場合に限

る。） 期日前投票所を開

く時刻を二時間以内の範囲

内において繰り上げ若しく

は当該時刻を繰り下げ、又

は期日前投票所を閉じる時

刻を繰り上げ若しくは当該

時刻を二時間以内の範囲内

において繰り下げること。 

  第四十八条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項の場合においては、」

を「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」に改め、

「に読み替えるもの」を削り、同項の表第四十二条第一項の項中「第四十二条第一項」

を「第四十二条第一項ただし書」に改め、同表第五十一条の項中「第四十八条の二第三

項」を「第四十八条の二第六項」に改め、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の

次に次の三項を加える。 

 ２ 市町村の選挙管理委員会は、二以上の期日前投票所を設ける場合には、一の期日前

投票所において投票をした選挙人が他の期日前投票所において投票をすることを防止

するために必要な措置を講じなければならない。 

 ３ 天災その他避けることのできない事故により、期日前投票所において投票を行わせ

ることができないときは、市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所を開かず、又は

閉じるものとする。 

 ４ 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により期日前投票所を開かず、又は閉じる

場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。市町村の選挙管理委員会が当該

期日前投票所を開く場合も、同様とする。 

  第四十九条の二第二項を次のように改める。 

 ２ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙にお

いて投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の

適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句とする。 

第四十二条第一項

ただし書 

選挙人名簿 在外選挙人名簿 

 投票所 指定在外選挙投票区の投票所 

第四十四条第一項 投票所 指定在外選挙投票区の投票所 

第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、

在外選挙人名簿 

 当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿 



 第十九条第三項 第三十条の二第四項 

 書類。次項、第五十五条及び

第五十六条において同じ。 

書類 

第四十五条第一

項、第四十六条第

一項から第三項ま

で及び第四十八条

第二項 

投票所 指定在外選挙投票区の投票所 

  第四十九条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

 ３ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙にお

いて投票をしようとするものの国内における投票については、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が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は、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票

所において、行わせることができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定

の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない。 

第四十一条の二第

二項 

前項の規定により共通投票所

を設ける 

第四十九条の二第三項の規定

により共通投票所を指定した 

 、投票所 、指定在外選挙投票区の投票

所 

 が共通投票所 が同項の規定により市町村の

選挙管理委員会が指定した共

通投票所（以下「指定共通投

票所」という。） 

 及び共通投票所 及び指定共通投票所 

 が投票所 が指定在外選挙投票区の投票

所 

 他の共通投票所 他の指定共通投票所 

第四十一条の二第

五項 

第一項の規定により共通投票

所を設ける 

第四十九条の二第三項の規定

により指定共通投票所を指定

した 

第四十一条の二第

五項の表次条第一

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

一項及び第四十八

条第二項の項 

次条第一項ただし書、第四十

四条第一項 

第四十四条第一項 

 、第四十六条の二第一項及び 及び 

 投票所又は共通投票所 指定在外選挙投票区の投票所

又は指定共通投票所 



第四十二条第一項

ただし書 

選挙人名簿 在外選挙人名簿 

 投票所 指定在外選挙投票区の投票所

又は指定共通投票所 

第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、

在外選挙人名簿 

 当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿 

 第十九条第三項 第三十条の二第四項 

 書類。次項、第五十五条及び

第五十六条において同じ。 

書類 

 ４ 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員又は参議院議員の選挙にお

いて投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規

定による投票に係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し、第二項の規定は、

適用しない。 

第四十四条第二項 、選挙人名簿 、在外選挙人証を提示して、

在外選挙人名簿 

 当該選挙人名簿 当該在外選挙人名簿 

 第十九条第三項 第三十条の二第四項 

 書類。次項、第五十五条及び

第五十六条において同じ。 

書類 

第四十八条の二第

一項 

期日前投票所 市町村の選挙管理委員会の指

定した期日前投票所（次項及

び第五項において「指定期日

前投票所」という。） 

第四十八条の二第

一項第二号及び第

五号 

投票区 指定在外選挙投票区 

第四十八条の二第

二項 

二以上の期日前投票所を設け

る 

前項の規定により二以上の指

定期日前投票所を指定した 

 期日前投票所において 指定期日前投票所において 

第四十八条の二第

五項 

期日前投票所において投票を

行わせる 

指定期日前投票所を指定した 

第四十八条の二第

五項の表第四十二

条第一項ただし書

の項 

選挙 選挙人名簿に登録されるべき

旨の決定書又は確定判決書を

所持し、選挙 

 第四十八条の二第一項 在外選挙人名簿に登録される

べき旨の決定書又は確定判決

書を所持し、第四十八条の二

第一項 

 期日前投票所 指定期日前投票所（第四十九

条の二第四項の規定により読

み替えて適用される第四十八

条の二第一項に規定する指定



期日前投票所をいう。以下第

四十八条までにおいて同

じ。） 

第四十八条の二第

五項の表第四十五

条第一項の項及び

第四十六条第一項

から第三項まで及

び前条第二項の項 

期日前投票所 指定期日前投票所 

  第五十五条中「次条」を「以下この条及び次条」に改め、同条に次のただし書を加え

る。 

   ただし、当該選挙人名簿が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

されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名

簿が第三十条の二第四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で政

令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しな

い。 

  第五十七条第一項中「により」の下に「、投票所において、」を加え、「とき又は」

を「とき、又は」に改め、同項ただし書中「ただし、その期日は」を「この場合におい

て」に、「において、」を「は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日

を」に改める。 

  第五十八条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供（幼児、児童、生徒その他の年齢

満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。）は、投票所に入ることができ

る。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる

混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができな

くなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。 

 ３ 選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得な

い事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。 

  第七十三条中「第五十七条第一項本文」を「第五十七条第一項前段」に、「、準用す

る」を「準用する」に改める。 

  第七十四条中「第五十八条本文」を「第五十八条第一項」に改める。 

  第八十四条中「第五十七条第一項本文」を「第五十七条第一項前段」に、「に、」を

「について」に、「同項本文」を「同項前段」に改める。 

  第八十五条中「第五十八条本文」を「第五十八条第一項」に改める。 

  第二百二十八条第一項中「投票所（」の下に「共通投票所及び」を加え、「以下この

章」を「次条及び第二百三十二条」に、「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同条第二項中「開

き」を「開き、」に、「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

  第二百六十三条第三号中「期日前投票所」を「共通投票所、期日前投票所」に改める。 



  第二百六十九条中「資格を」を削り、「記録されている者」の下に「（前条第二項に

規定する者にあつては、当該市の区域内から住所を移す直前に当該区又は総合区の区長

又は総合区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者）」を加える。 

  第二百七十条の二第一項中「する行為」を「行う行為」に、「するもの」を「行うも

の」に改め、「午前八時三十分」の下に「（当該行為を行おうとする地の市町村の選挙

管理委員会が地域の実情等を考慮して午前六時三十分から午前八時三十分までの間でこ

れと異なる時刻を定めている場合には、当該定められている時刻）」を加え、「午後八

時まで」を「午後十時まで」に、「にあつては」を「には」に、「すること」を「行う

こと」に改め、同条第二項中「する行為」を「行う行為」に、「しなければ」を「行わ

なければ」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定並びに次

条第三項から第五項まで及び附則第四条から第七条までの規定は、公職選挙法等の一部

を改正する法律（平成二十七年法律第四十三号）の施行の日から施行する。 

 （適用区分等） 

第二条 第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

（以下この項及び次項において「新基準法」という。）の規定（新基準法第十三条の三

の規定を除く。）及び次条の規定による改正後の地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第

百七十九号）の項の規定は、この法律の施行の日（以下この項及び次項において「施行

日」という。）以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁

判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前

日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審

査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 

２ 新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時

の属する日（以下この項において「申請の日」という。）が施行日以後である在外選挙

人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名

簿の登録の申請については、なお従前の例による。 

３ 第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、

第三条の規定による改正後の公職選挙法（以下この項及び次項において「新公職選挙

法」という。）の規定（新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定を除

く。）、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行

経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第百七十九号）の項の規定、附則第五条の

規定による改正後の漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第九十四条の規定並び

に附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁



的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成十三年法律第百四十

七号）第三条第一項及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日（以

下この条において「一部施行日」という。）の翌日以後初めてその期日を公示される衆

議院議員の総選挙の期日の公示の日又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示さ

れる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日（以下この項及び第

五項において「公示日」という。）以後その期日を公示され又は告示される選挙、最高

裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公

示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査

又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。 

４ 新公職選挙法第二十条第一項及び第二百六十九条の規定は、公職選挙法第二十二条の

規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日（選挙人名簿に登録される資格の

決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。）が一部施行日の翌日以後初め

てその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は一部施行日の翌日以後初めてその期日

を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条

第二項の規定による選挙人名簿の登録（以下この項において「次回の国政選挙における

登録」という。）に係る基準日以後であるものについて適用し、同条の規定による選挙

人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前で

あるものについては、なお従前の例による。 

５ 一部施行日から起算して三月を経過する日までの間における公示日以後その期日を告

示される選挙に係る公職選挙法第九条第六項の規定の適用については、同項中「の者」

とあるのは、「以上満二十年以下の者」とする。 

 （地方自治法の一部改正） 

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。 

  別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第百七

十九号）の項中「第四条の二第三項」の下に「から第五項まで」を加える。 

第四条 地方自治法の一部を次のように改正する。 

  第七十四条第五項中「（同法第二十七条第二項の規定により選挙人名簿に同項の表示

がされている者（都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内から引き続き同

一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移し、かつ、当該他の市町村の区域

内に住所を有しているものを除く。）を除く。）」を削り、同条第六項第一号中「第二

十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、「当

該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の表示をされている者のうち」を削り、

「もの」を「者（同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法（昭

和二十三年法律第百九十四号）第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表

示をされている者を除く。）」に改める。 

  第百二十七条第一項中「（昭和二十三年法律第百九十四号）」を削る。 



  別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律（昭和二十五年法律第百七

十九号）の項中「まで」の下に「、第四条の三第四項から第六項まで」を加える。 

 （漁業法の一部改正） 

第五条 漁業法の一部を次のように改正する。 

  第九十四条の表第三十四条第四項第六号の項の次に次のように加える。 

第四十一条の二第

五項 

第四十五条第一項、第四十六

条第一項から第三項まで 

第四十五条第一項 

 及び第四十八条第二項 、第四十八条第二項及び漁業

法第九十条第三項 

第四十一条の二第

六項（同条第七項

の規定により読み

替えて適用する場

合を含む。） 

前二条 前条 

  第九十四条の表第四十八条の二第二項の項中「第四十八条の二第二項」を「第四十八

条の二第五項」に改め、同表第四十八条の二第三項の項中「第四十八条の二第三項」を

「第四十八条の二第六項」に改める。 

 （地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票

方法等の特例に関する法律の一部改正） 

第六条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う

投票方法等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第三条第一項中「投票所（」の下に「共通投票所及び」を加え、「この条において」

を削る。 

  第八条中「においては」を「には」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同条の表

第四十八条の二第二項の表の項を次のように改める。 

第四十八条の二第

五項の表 

閉鎖しなければ 状態にしなければ 

 入れさせる場合 入れさせる場合又は当該電磁

的記録式投票機を用いて投票

させる場合 

 開かなければ 開き、又は当該電磁的記録式

投票機を投票できる状態にし

なければ 

 投票箱を開いた場合 投票箱を開いた場合又は電磁

的記録式投票機を投票できる

状態にした場合 

 （市町村の合併の特例に関する法律の一部改正） 

第七条 市町村の合併の特例に関する法律（平成十六年法律第五十九号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第四条第一項中「（同法第二十七条第二項の規定により選挙人名簿に同項の表示がさ



れている者を除く。）」を削る。 

  第五条第三十項中「署名について」の下に「、それぞれ」を加え、「「表示をされて

いる」を「「されている」に改め、「当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた旨の

表示をされている者のうち」を削り、「ものを」を「者（同法第十一条第一項若しくは

第二百五十二条又は政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）第二十八条の規

定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。）を」に改める。 

 （公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第八条 公職選挙法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十三号）の一部を次

のように改正する。 

  第四条を削る。 

  附則第二条第二項中「及び第四条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律

（附則第四条及び第六条において「新農業委員会等に関する法律」という。）の規定」

を削る。 

  附則第四条中「、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律」を「及び新漁業

法」に改める。 

  附則第五条第一項中「及び農業委員会等に関する法律」を「第九十四条」に、「同項

に規定する罪、同法」を「同項（漁業法第九十四条において読み替えて準用する場合を

含む。）に規定する罪、公職選挙法」に改め、「若しくは農業委員会の委員の選挙の当

選人」及び「若しくは農業委員会等に関する法律第十一条」を削り、同条第四項中

「（農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。）」を削る。 

  附則第六条中「、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律」を「及び新漁業

法」に改める。 



     理 由 

 最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、国会議員の選挙等の執行につ

いて国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、選挙人

の投票しやすい環境を整えるため、共通投票所における投票及び期日前投票の投票時間の

弾力的な設定を可能とし、投票所に入ることができる選挙人の同伴する子供の範囲を拡大

する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


