別紙１

公職選挙法
現行法

改正案

（点字投票）
（点字投票）
第四十七条 投票に関する記載については、政令 第四十七条 同左
で定める点字は文字とみなす。
(代理投票)
（代理投票）
第四十八条 身体の故障又は文盲により、自ら当 第四十八条 心身の故障又は識字障害により、自ら
該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選 当該選挙の公職の候補者の氏名（衆議院比例代表
出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政 選出議員の選挙の投票にあっては衆議院名簿届出
党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の 政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員
選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名 の選挙の投票にあっては公職の候補者たる参議院名
簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称 簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称
及び略称)を記載することができない選挙人は、 及び略称）を記載することができない選挙人は、第四
第四十六条第一項から第三項まで、第五十条第四 十六条第一項から第三項まで、第五十条第四項及び
項及び第五項並びに第六十八条の規定にかかわら 第五項並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票
ず、投票管理者に申請し、代理投票をさせること 管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
ができる。
２ 前項の規定による申請があつた場合において ２ 前項の規定による申請があつた場合において
は、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、 は、投票管理者は、当該選挙人が予め届け出た投
当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾 票補助者に投票の記載をする場所において投票用
を得て定め、その一人に投票の記載をする場所に 紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の
おいて投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候 候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏
補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含 名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略
む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の 称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは
名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等 略称を記載させ、投票管理者が当該選挙人の承諾
の名称若しくは略称を記載させ、他の一人をこれ を得て定めた投票補助者一人をこれに立ち会わせ
に立ち会わせなければならない。
なければならない。
３ 前二項の場合において必要な事項は、政令で ３ 同左
定める。
(不在者投票)
（不在者投票）
第四十九条 選挙人で選挙の当日次の各号に掲げ 第四十九条 同左
る事由のいずれかに該当すると見込まれるものの
投票については、政令で定めるところにより、第
四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五
条、第四十六条第一項から第三項まで、前条及び
第五十条の規定にかかわらず、不在者投票管理者
の管理する投票を記載する場所において行わせる
ことができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務 一
に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。) 二
又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行
又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害 三
のため若しくは産褥にあるため歩行が困難である
こと又は監獄、少年院若しくは婦人補導院に収容
されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める 四
地域に居住していること又は当該地域に滞在をす
ること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住 五
所に居住していること。

同左
同左
同左

同左
同左
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２ 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体 ２ 選挙人で、心身の障害、疾病、負傷、妊娠、老衰
障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) によって投票日に投票所における投票が困難である
第四条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援 者として政令で定める者の投票については、前項の
護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一 規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二
項に規定する戦傷病者であるもので、政令で定め 条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四
るものをいう。)の投票については、前項の規定 十六条第一項から第三項まで、前条及び第五十条の
によるほか、政令で定めるところにより、第四十 規定にかかわらず、その現在する場所において投票
二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、 用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行
第四十六条第一項から第三項まで、前条及び第五 わせることができる。
十条の規定にかかわらず、その現在する場所にお
いて投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する
方法により行わせることができる。
（新設）

３ 前項の選挙人であって、心身の障害又は識字
障害により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名
(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつて
は衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院
比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の
候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名
簿届出政党等の名称及び略称)を記載することが
できない者として政令で定める者の投票について
は、第一項及び前項の規定によるほか、政令で定
めるところにより、第四十二条第一項ただし書、
第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項から
第三項まで、前条及び第五十条の規定にかかわら
ず、市町村の選挙管理委員会の委員長は、当該選
挙人が予め届け出た投票補助者に当該選挙人が現
在する場所において投票用紙に当該選挙人が指示
する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿
登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届
出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿
届出政党等の名称若しくは略称を記載させ、市町
村の選挙管理委員会の委員長が当該選挙人の承諾
を得て定めた投票補助者一人をこれに立ち会わせ
なければならない。

（新設）

４ 前項の規定による投票については、市町村の
選挙管理委員会の委員長が当該選挙人が予め届け
出た投票補助候補者二人を当該選挙人の投票を補
助すべき者としてその承諾を得て定めたときは、
政令で定めるところにより、当該選挙人の投票を
補助すべき者が記載した投票用紙を郵送する方法
により行わせることができる。

３ 選挙人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号) ５ （略）
にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これ
に準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗つ
て本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二
十二年法律第百号)第一条に規定する船員をい
う。)であるもののうち選挙の当日第一項第一号
に掲げる事由に該当すると見込まれるものの衆議
院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙におけ
る投票については、同項の規定によるほか、政令
で定めるところにより、第四十二条第一項ただし
書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項
から第三項まで、前条及び第五十条の規定にかか
わらず、不在者投票管理者の管理する場所におい
て、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載
をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管
理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送
信する方法により、行わせることができる。
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(投票の秘密侵害罪)
(投票の秘密侵害罪)
第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは 第二百二十七条 中央選挙管理会の委員若しくは
中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、 中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、
選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理
者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選 者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選
挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公 挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公
務員、立会人(第四十八条第二項の規定により投 務員、立会人(第四十八条第二項、第四十九条第
票を補助すべき者を含む。以下同じ。)又は監視 三項及び同条第四項の規定により投票を補助すべ
者が選挙人の投票した被選挙人の氏名(衆議院比 き者を含む。以下同じ。)又は監視者が選挙人の
例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政 投票した被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議
治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員 員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称
の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他 又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつ
の政治団体の名称若しくは略称)を表示したとき ては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の
は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処 名称若しくは略称)を表示したときは、二年以下
する。その表示した事実が虚偽であるときも、ま の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。その表
示した事実が虚偽であるときも、また同様とす
た同様とする。
る。
(代理投票における記載義務違反)
(代理投票における記載義務違反)
第二百三十七条の二 第四十八条第二項(第四十 第二百三十七条の二 第四十八条第二項、第四十
六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。) 九条第三項及び同条第四項(第四十六条の二第二
の規定により公職の候補者(公職の候補者たる参 項の規定を適用する場合を含む。)の規定により
議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載
名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の 者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党
名称若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の 等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは
記号を記載すべきものと定められた者が選挙人の 略称又は公職の候補者に対して〇の記号を記載す
指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院 べきものと定められた者が選挙人の指示する公職
名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿 の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を
届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称 含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若
若しくは略称又は公職の候補者に対して〇の記号 しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
を記載しなかつたときは、二年以下の禁錮又は三 又は公職の候補者に対して〇の記号を記載しなか
十万円以下の罰金に処する。
つたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の
罰金に処する。
(不在者投票の場合の罰則の適用)
(不在者投票の場合の罰則の適用)
第二百五十五条 第四十九条第一項の規定による 第二百五十五条 同左
投票については、その投票を管理すべき者はこれ
を投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれ
を投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投
票立会人、選挙人が指示する公職の候補者(公職
の候補者たる参議院名簿登載者を含む。以下この
条及び次条において同じ。)一人の氏名、一の衆
議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の
参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載
すべきものと定められた者はこれを第四十八条第
二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名
簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿
届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきもの
と定められた者とみなして、この章の規定を適用
する。
２ 第四十九条第二項の規定による投票について ２ 同左
は、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投
票を記載した投票用紙を郵送するためこれを封入
するまでの間における当該投票に関する行為を行
う場所を投票所とみなして、第二百二十八条第一
項及び第二百三十四条中同項に係る部分の規定を
適用する。
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（新設）

３ 第四十九条第三項の規定による投票について
は、選挙人の現在する場所はこれを投票所、その
投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人、選挙
人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議
院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参
議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載す
べきものと定められた者はこれを第四十八条第二
項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿
届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届
出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと
定められた者とみなして、この章の規定を適用す
る。

（新設）

４ 第四十九条第四項の規定による投票について
は、選挙人が投票の記載の準備に着手してから当
該選挙人の投票を補助すべき者が投票を記載した
投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間
における当該投票に関する行為を行う場所はこれ
を投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投
票立会人、選挙人が指示する公職の候補者一人の
氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは
略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しく
は略称を記載すべきものと定められた者はこれを
第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏
名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又
は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記
載すべきものと定められた者とみなして、この章
の規定を適用する。

３ 第四十九条第三項の規定による投票について ５ 第四十九条第五項の規定による投票について
は、船舶において投票を管理すべき者及び投票を は、（以下略）
受信すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投
票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき
場所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票
を受信すべきファクシミリ装置は投票箱と、船舶
において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、
選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の
衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一
の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記
載すべきものと定められた者は第四十八条第二項
の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届
出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出
政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定
められた者とみなして、この章の規定を適用す
る。

