
教 職 第 1 5 0 8 号

平成24年11月22日

各教育局長 様

教 育 長

教職員等の選挙運動の禁止等について（通知）

このことについて、別添写しのとおり各道立学校長及び各市町村教育委員会教育長あて、

通達・通知したので、適切に指示・指導をしてください。

（総 務 政策 局 総 務課 人 事 グル ー プ）

（総務政策局教職員課人事法規グループ）



教 職 第 1 5 0 8 号

平成24年11月22日

各道立学校長 様

北海道教育委員会教育長

教職員等の選挙運動の禁止等について（通達）

地方公務員は、当該地方公共団体の住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務す

るものであり、その職責に鑑み、政治的行為が制限されていることは周知のとおりです。

特に教育公務員については、教育の政治的中立性の確保のため、勤務時間の内外を問わ

ず公務員としての身分を有する限り、全国どこにおいても政治的行為が制限されるなど、

その扱いはより厳重なものとされ、さらに選挙運動等の政治的行為の禁止等についても公

職選挙法及び教育公務員特例法に特別の定めがなされているところです。

近く、衆議院議員の総選挙が行われるところですが、前回の衆議院議員の総選挙にかか

わり、政治資金規正法違反により、子どもたちの教育に携わる教職員が加入している職員

団体の幹部が逮捕・起訴され、子どもたちや現場の教職員はもとより、保護者、地域の方

々に大きな不安や不信を与え、道民の本道教育に対する信頼を著しく損なう事態となりま

した。貴職におかれては、別添の文部科学副大臣通知等に留意の上、指導監督をお願いし

ます。

その際、地方公務員法、教育公務員特例法、公職選挙法等の関係法令等に違反する行為

があった場合は公務員の服務義務違反として懲戒処分の対象となることや、例えば、教え

子に対して教育上の地位を利用して特定の候補者に投票を依頼するよう選挙運動するなど

の行為は刑事罰の対象となり、禁錮以上の刑が確定した場合は失職となることなどについ

ても、所属職員に周知徹底を図りながら、法令等に違反する行為はもとより、教育の政治

的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対する道民の信頼を損なうことのないよう

厳正な指導監督をお願いします。

（総 務 政策 局 総 務課 人 事 グル ー プ）

（総務政策局教職員課人事法規グループ）



教 職 第 1 5 0 8 号

平成24年11月22日

各 市 町 村 教 育 委 員 会 教 育 長 様

（札幌市教育委員会教育長を除く。）

北海道教育委員会教育長

教職員等の選挙運動の禁止等について（通知）

地方公務員は、当該地方公共団体の住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務す

るものであり、その職責に鑑み、政治的行為が制限されていることは周知のとおりです。

特に教育公務員については、教育の政治的中立性の確保のため、勤務時間の内外を問わ

ず公務員としての身分を有する限り、全国どこにおいても政治的行為が制限されるなど、

その扱いはより厳重なものとされ、さらに選挙運動等の政治的行為の禁止等についても公

職選挙法及び教育公務員特例法に特別の定めがなされているところです。

近く、衆議院議員の総選挙が行われるところですが、前回の衆議院議員の総選挙にかか

わり、政治資金規正法違反により、子どもたちの教育に携わる教職員が加入している職員

団体の幹部が逮捕・起訴され、子どもたちや現場の教職員はもとより、保護者、地域の方

々に大きな不安や不信を与え、道民の本道教育に対する信頼を著しく損なう事態となりま

した。貴委員会におかれましては、別添の文部科学副大臣通知等に留意の上、指導監督を

お願いします。

その際、地方公務員法、教育公務員特例法、公職選挙法等の関係法令等に違反する行為

があった場合は公務員の服務義務違反として懲戒処分の対象となることや、例えば、教え

子に対して教育上の地位を利用して特定の候補者に投票を依頼するよう選挙運動するなど

の行為は刑事罰の対象となり、禁錮以上の刑が確定した場合は失職となることなどについ

ても、所管する学校の教職員等に周知徹底を図りながら、法令等に違反する行為はもとよ

り、教育の政治的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対する道民の信頼を損なう

ことのないよう厳正な指導監督をお願いします。

（総務政策局教職員課人事法規グループ）



各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長

殿

③
24文科初第895号
平成24年11，月19日

文部科学副大臣

　　　　笠　　浩

教職員等の選挙運動の禁止等について（通知）

鴬
町
無

漏
嶺

　衆議院の解散に伴い、衆議院議員の総選挙が近く行われることになりました。

　公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく、その政治的中立性
を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要があることは言うま
でもありません。

　特に、教育公務員については、教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の
政党の支持又は反対のために政治的活動をすることは禁止され、さらに選挙運
動等の政治的行為の制限等についても公職選挙法及び教育公務員特例法に特別
の定めがなされているところです。

　このたびの選挙に当たっては、下記の事項に留意の上、教育公務員が個人と
しての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、これらの規定に
違反する行為や教育の政治的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対す

る国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保について格段の配
慮をお願いします。

　また、教育公務員以外の教育委員会事務局職員等については、地方公務員法
により政治的行為が制限されているところであり、地方公務員法又は公職選挙
法に違反する行為はもとより、公務員の政治的中立性を疑わしめる行為により、

教育行政に対する国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保に
格段の配慮をお願いします。

　その際、非違を犯した者があったときは、厳正な措置をとられるようお願い
します。

　さらに、教育委員会の委員についても、積極的に政治運動をすること及びそ
の地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているので、念のため申し添
えます。

　以上の趣旨を貴委員会内及び所管の学校に周知徹底くださいますようお願い
します。また、都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に
対し、以上の趣旨をそれぞれの委員会内及び所管の学校に周知徹底するように
御指導方よろしくお願いします。



記

1　地方公務員法及び教育公務員特例法における政治的行為の制限に係る規定
は以下のとおり。

（1）地方公務員は、地方公務員法第36条に基づき、一定の政治的行為の制

　　限がなされていること。

（2）公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、国家公務員の例

　　によるものとされており（教育公務員特例法第18条）、これにより、国

　　家公務員法第102条及びこれに基づく人事院規則14－7に規定され
　　ている政治的行為の制限が適用されるものであること。

（3）したがって、公立学校の教育公務員について制限されている政治的行為

　　は、教育公務員以外の地方公務員について制限されている政治的行為と
　　は異なるものであり、かつ、その制限の地域的範囲は勤務地域の内外を
　　問わずに全国に及ぶものであること。

2　公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは全面的に禁止され、ま

た、その地位を利用して候補者の推薦、後援団体の結成に参画するような選
挙運動とみなされる行為をすることも禁止されていること。（公職選挙法第

　136条の2）

3　学校教育法に規定する学校の長及び教員（以下「教員等」という。）は、

学校の児童・生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることが
できないこと。（公職選挙法第137条）

4　以上の選挙運動の禁止又は制限は、1と2については公務員としての身分

を有する限り、3については教員等である限り、勤務時間の内外を問わず適

用されるものであり（ただし人事院規則14－7第6項第16号については
勤務時間内に限られる。）、休暇、休職（いわゆる在籍専従も含む。）、育児

休業、停職等により現実に職務に従事しない者にあっても異なる取扱いを受
けるものではないこと。

5　選挙運動等の禁止制限規定に違反する行為は、公務員の服務義務違反とし
て懲戒処分の対象となるばかりでなく、上記2及び上記3の場合にあっては、

刑事上の処罰の対象となるものであること。（公職選挙法第239条第1項
第1号及び第239条の2第2項）

6　違反行為の例を列挙すると別紙のとおりであるが、具体的事例について判
断するに当たっては、適宜関係法令を参照すること。

担当　初等中等教育局初等中等教育企画課（教育公務員係）
電言舌　　　0　3　－　6　7　3　4　－　2　5　8　8



（別紙）

違反行為の具体例
行 為 の 例

1　候補者の推薦等
（1）特定の候補者の当選を図るため、PTA等の会合の席で、その候補者の推
　　薦を決定させること。
（2）教員等の地位を利用して、投票の周旋勧誘（いわゆる票σ）割り当て等）を

　　行うとか、あるいは、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与したり
　　すること。

（3）特定の候補者を支持するため、教員等の地位を利用して、その候補者の後
　　援団体を結成したり、その団体の構成員となることを勧誘すること。

2　投票の依頼又は勧誘
（1）PTA等の会合の席上で特定の候補者へ投票するよう依頼すること。

（2）学校における児童・生徒及び保護者に対する面接指導の際、自分の支持す
　　る政党や候補者の名を挙げること。
（3）家庭訪問の際に、特定の政党や候補者に投票するよう勧誘すること。

（4）選挙運動員として、候補者の自動車などに乗り、投票を呼びかけること。
（5）教員等としての地位を利用して電話で投票を依頼すること。

3　署名運動

（1）特定の政党や候補者の名を挙げて、賛成又は反対の署名運動をすること。

（2）（1）の署名運動に協力するよう勧誘すること。

関　係　法　令

※「公選法」とは、「公職選挙法」を、

　「規則」とは、「人事院規則14－7」を指す。

公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号、第八号、第十一号
公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号、第八号

公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号、第五号、第六号

公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一一号、第人号、第十一号

公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号
公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号、第八号
規則第6項第八号
公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号、第八号

公選法第138条の2
規則第6項第九号
規則第6項第九号



行 為 の 例

4　デモ行進
（1）特定の政党又は候補者などを支持し又は反対するためのデモ行進のような

　　示威運動を企て、指導し、又は援助すること。
（2）選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊伍を組んで歩くなど気勢をはる

　　こと。

5　新聞、雑誌、ビラ等
（1）特定の政党や候補者などを支持し又は反対するために書かれた新聞、雑
　誌、ビラ等に関して、次のような行為をすること。
　　　ア　発行すること。

　　イ　回覧に供すること。
　　　ウ　掲示し又は配布すること。
　　工　多数の人に朗読して聞かせること。
　　　オ　以上の用に供するために著作し又は編集すること。
（2）特定の政党の機関紙や刊行物の発行、編集、配布又はこれらの行為の援助

　　を行うこと。

6　広告、ポスター、あいさつ下等
（1）選挙用ポスターをはってまわること。

（2）受持ちの児童生徒に上記のポスターをはらせること。

（3）特定の政党や候補者を推薦する保護者あての文書を児童生徒に持ち帰らせ
　ること。
（4）選挙運動期間中、政党、候補者あるいはその家族、選挙運動員などの名を
　記載した年賀状、暑中見舞状などのあいさつ状を配ったり、掲示したりす
　ること。
（5）「00候補者の当選を期す」というようなポスターなどを職員室の壁には
　ること。

関　係　法　令

規則書6項第十号

公選法第140条

公選法第142条、第143条、第146条、
　　　第148条
規則第6項第十三号

規則第6項第七号

規則第6項第十三号
公選法第136条の2、第137条
規則第6項第一号
公選法136条の2、第137条、第142条
規則第6項第一号、第十三号
公選法第142条、第143条、第146条
規則第6項第十三号

公選法第143条、第145条
規則第6項第十三号



行 為 の 例

（6）以上の例のほか、選挙期間中、文書などについての配布又は掲示の禁止の

　規制を免れる行為として、いかなる名義をもってするを問わず、政党や候
　補者の名を記載した文書（推薦お礼のポスターなど）を配ったり、掲示し
　たりすること。
（7）選挙運動用のポスターや葉書に推薦人として肩書を付して名前を連ねるこ
　と。

7　演説等

（1）選挙運動のため、個人演説会又は街頭で演説すること。

（2）不特定多数の人に対し、特定の政党や候補者を支持し又は反対する意見を
　述べること。
（3）選挙運動のための個人演説会などで、ピケを張ったり、必要以上にやじつ
　　たりして妨害すること（集団で行えば更に重い罰則がある。）。

8　資金カンパ

　　　特定の政党、候補者などを支持し若しくは反対するために資金カンパを
　　求め、又はそのような資金カンパの計画立案に参与し、又はその集金を援
　　摂すること。

9　その他
（1）選挙運動のために放送設備（例えば校内放送設備）を使用すること。

（2）受持ちの児童生徒の保護者が候補者、選挙運動員又は有権者であるとき、
　担当教員である地位を利用して、これらの者を威迫すること。
（3）勤務時間中において、いわゆる紹介者カードの記入・作成等の職務と関
　係ない行為を行うこと。
（4）勤務時間の内外を問わず、選挙運動等のために、公の設備である学校の
　電話、FAX、パソコン、コピー機等を用いること。

関　係　法　令

公選法第146条
規則第6項第十三．号

規則第6項第一号

規則第6項第八号、第十一号
規則第6項第十一号

公選法第225条、第230条

規則第6項第三号

公選法第151条の5
規則第6項第十一号
公選法第225条、第136条の2、第137条
規則第6項第一号
地方公務員法第35条（職務専念義務）

地方公務員法第33条（信用失墜行為）



（参考条文）

0地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

　（政治的行為の制限）

第三十六条　職員は、政党そ・の他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の

　役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないよ

　うに勧誘運動をしてはならない。

2　職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行

　機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において

　特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為

　をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域（当該職員が都道府

　県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の

　区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域）外にお

　いて、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

　一　公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をするこ
　　と。

　二　署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

　三　寄附金その他の金品の募集に関与すること。

　四　文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎（特定地方独立行政

　　法人にあっては、事務所。以下この号において同じ。）、施設等に掲示し、又は掲示

　　させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を

　　利用し、又は利用させること。

　五前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3　何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若し

　くはあおってはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさ

　ないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関し

　てなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならな
　い。

4　職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもつて不利益な取扱を

　受けることはない。

5　本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び

　特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護するこ

　とを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならな

　い

○教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）

　（公立学校の教育公務員の政治的行為の制限）

第十八条　公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員

　法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

2　前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法（昭和二十

　二年法律第百二十号）第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。



○国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）

　（政治的行為の制限）

第百二条　職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは

　受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権

　の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

2　職員は、公選による公職の候補者となることができない。

3　職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割を

　もつ構成員となることができない。

第百十条　次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
　処する。

　一～十人　略

　十九　第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者

　二十　略

2　略

0人事院規則一四一七（政治的行為）

　（適用の範囲）

1　法及び規則的政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、臨時的任用として勤務する

　者、条件付任用期間の者、休暇、休職又は停職中の者及びその他理由のいかんを問わず

　一時的に勤務しない者をも含むすべての一般職に属する職員に適用する。ただし、顧問、

　参与、委員その他人事院の指定するこれらと同様な諮問的な非常勤の職員（法第八十一

　条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。）が他の法令に規定す

　る禁止又は制限に触れることなしにする行為には適用しない。

2　琴唄は規則によって禁止又は制限される職員の政治的行為は、すべて、職員が、公然

　又は内密に、職員以外の者と共同して行う場合においても、禁止又は制限される。

3　法弊は規則によって職員が自ら行うことを禁止又は制限される政治的行為は、すべて、

　職員が自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行

　う場合においても、禁止又は制限される。

4　法又は規則によって禁止又は制限される職員の政治的行為は、第六項第十六号に定め

　るものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用される。

　（政治的目的の定義）

5　法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる

　行為であっても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規

　定に違反するものではない。

　一　規則一四一五に定める公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又は

　　これに反対すること。

　二　最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査に際し、特定の裁判官を支持し又はこ

　れに反対すること。
　三　特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること。

　四　特定の内閣を支持し又はこれに反対すること。

　五　政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。



六　国の機関又は公の機関において決定した政策（法令、規則又は条例に包含されたも

　のを含む。）の実施を妨害すること。

七　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）に基く地方公共団体の条例の制定若し

　くは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと。

八　地方自治法に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に

　関する署名を成立させ若しくは成立させず又はこれらの請求に基く解散若しくは解職

　に賛成し若しくは反対すること。

　（政治的行為の定義）

6　法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。

　一　政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。

　二　政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し又は提供せずその他政治的目的を

　　もつなんらかの行為をなし又はなさないことに対する代償又は報復として、任用、職

　　務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て又は得

　　させようとすることあるいは不利益を与え、与えようと企て又は与えようとおびやか
　　すこと。

　三　政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領

　　し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

　四　政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え又は支払うこと。

　五　政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し若しくはこれらの行為を援

　助し又はそれらの団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員と
　　なること。

　六　特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動
　　をすること。

七　政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布

　　し又はこれらの行為を援助すること。

八　政治的目的をもつて、第五項第一号に定める選挙、同項第二号に定める国民審査の

　投票又は同項第孕婦に定める解散若しくは解職の投票において、投票するように又は
　　しないように勧誘運動をすること。

九　政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し又は指導しその他これに積極的に参

　与すること。
十　政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは

　指導し又はこれらの行為を援助すること。

十一　集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用し

　て、公に政治的目的を有する意見を述べること。

十二　政治的目的を有する文書又は図画を国又は特定独立行政法人の庁舎（特定独立行

　政法人にあっては、事務所。以下同じ。）、施設等に掲示し又は掲示させその他政治

　的目的のために国又は特定独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し又は利

　用させること。

十三　政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧

　に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、ある
　いはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。

十四　政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助するこ

　と。



十五　政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用

　いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布

　すること。

十六　政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示

　すること。

十七　なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行

　為をすること。

○公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）

　（公務員等の地位利用による選挙運動の禁止）

第百三十六条の二　次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動を

　することができない。

　一　国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政

　　法人の役員若しくは職員

　二　沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員（以下「公庫の役職員」という。）

2　前項各号に掲げる者が公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職に

　ある者を含む。）を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもつてする次の各

　号に掲げる行為又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者（公職にある

　者を含む。）である同項各号に掲げる者が公職の候補者として推薦され、若しくは支持

　される目的をもつてする次の各号に掲げる行為は、同項に規定する禁止行為に該当する

　ものとみなす。

　一　その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、若しくは関与することを援助

　　し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

　二　その地位を利用して、投票の周旋勧誘、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関

　　与し、その企画の実施について指示し、若しくは指導し、又は他人をしてこれらの行

　　為をさせること。

　三　その地位を利用して、第百九十九条の五第一項に規定する後援団体を結成し、その

　　結成の準備に関与し、同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し、若しく

　　はこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

　四　その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは

　　頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

　五　公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。）を推薦

　　し、支持し、若しくはこれに反対することを申しいで、又は約束した者に対し、その

　　代償として、その職務の執行に当たり、当該申しいで、又は約束した者に係る利益を

　　供与し、又は供与することを約束すること。

　（教育者の地位利用の選挙運動の禁止）

第百三十七条　教育者（学校教育法　（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校の

　長及び教員をいう。）は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して

　選挙運動をすることができない。

　（署名運動の禁止）

第百三十人条の二　何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的を

　もって選挙人に対し署名運動をすることができない。



　（気勢を張る行為の禁止）

第百四十条　何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によっ

　て気勢を張る行為をすることができない。

　（文書図画の頒布）

第百四十二条　衆議院（比例代表選出）議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のた

　めに使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及

　び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合

　において、ビラについては、散布することができない。

　一　衆議院（小選挙区選出）議員の選挙にあっては、候補者一人について、通常葉書

　　三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内

　　のビラ　七万枚

　一の二　参議院（比例代表選出）議員の選挙にあっては、公職の候補者たる参議院名簿

　　登載者一人について、通常葉書　十五万枚、中央選挙管理会に届け出た二種類以内の

　　ビラ　ニ十五万枚
　二　参議院（選挙区選出）議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該都道府県

　　の区域内の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書

　　　三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以

　　内のビラ　十万枚、当該都道府県の区域内の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の

　　数が一を超える場合には、その一を増すごとに、通常葉書　二千五百枚を三万五千枚

　　に加えた数、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内

　　のビラ　一万五千枚を十万枚に加えた数（その数が三十万枚を超える場合には、三十
　　万枚）

　三　都道府県知事の選挙にあっては、候補者一人について、当該都道府県の区域内の衆

　　議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一である場合には、通常葉書　三万五千枚、

　　当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ　十万

　　枚、当該都道府県の区域内の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区の数が一を超える

　　場合には、その一を増すごとに、通常葉書　二千五百枚を三万五千枚に加えた数、当

　　該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ　一万五

　　千枚を十万枚に加えた数（その数が三十万枚を超える場合には、三十万枚）

　四　都道府県の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、通常葉書　八千枚

　五　指定都市の選挙にあっては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書

　　　三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以

　　内のビラ　七万枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書

　　四千枚

　六　指定都市以外の市の選挙にあっては、長の選挙の場合には、候補者一人について、

　　通常葉書　八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種

　類以内のビラ　一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通

　　常葉書　二千枚

　七　町村の選挙にあっては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書　二

　　千五百枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内の

　　ビラ　五千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書　八百

　枚



2　前項の規定にかかわらず、衆議院（小選挙区選出）議員の選挙においては、候補者届

　出政党は、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに、二万枚に当該

　都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数以内の通常葉書

　及び四万枚に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た

　数以内のビラを、選挙運動のために頒布（散布を除く。）することができる。ただし、

　ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、

　頒布することができない。

3　衆議院（比例代表選出）議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、その届け

　出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、中央選挙管理会に届け出た二種類以内のビラを、

　選挙運動のために頒布（散布を除く。）することができる。

4　衆議院（比例代表選出）議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画

　は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒

　呈することができない。

5　第一項の通常葉書は無料とし、第二項の通常葉書は有料とし、政令で定めるところに

　より、郵便事業株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

6　第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラ

　は、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

7　第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで並びに第二項のビラは、当該

　選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（参議院比例代表選出議員の選挙について
　は、中央選挙管理会。以下この項において同じ。）の定めるところにより、当該選挙に

　関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙をはらなければ頒布することがで

　きない。この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選

　挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

8　第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までのビラは長さ二十九・七セン

　チメートル、幅二十一センチメートルを、第二項のビラは長さ四十国華ンチメートル、

　幅二十九・七センチメートルを、超えてはならない。

9　第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、第二項並びに第三項のビラ

　には、その表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人にあっては名称）及び住所を記載

　しなければならない。この場合において、第一項第一号の二のビラにあっては当該参議

　院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称及び同号のビラである旨を表示する記

　号を、第二項のビラにあっては当該候補者届出政党の名称を、第三項のビラにあっては

　当該衆議院名簿届出政党等の名称及び同項のビラである旨を表示する記号を、併せて記

　載しなければならない。

10　衆議院（小選挙区選出）議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者は、政令

　で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号から第二号までの通

　常葉書及びビラを無料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第

　七項ただし書の規定を準用する。

11　都道府県知事の選挙については都道府県は、市長の選挙については市は、それぞれ、

　前項の規定（参議院比例代表選出議員の選挙に係る部分を除く。）に準じて、条例で定

　めるところにより、公職の候補者の第一項第三号、第五号及び第六号のビラの作成につ

　いて、無料とすることができる。



12　選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板（プラカードを含む。

　以下同じ。）の類を多数の者に回覧させることは、第一項から第四項までの頒布とみな

　す。ただし、第百四十三条第一項第二号に規定するものを同号に規定する自動車又は船

舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者（衆議院比例代表選出議員の

　選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙におけ

　る候補者である者以外のものを除く。）が同項第三号に規定するものを着用したままで

　回覧することは、この限りでない。

13　衆議院議員の総選挙については、衆議院の解散に関し、公職の候補者又は公職の候

補者となろうとする者（公職にある者を含む。）の氏名又はこれらの者の氏名が類推さ

れるような事項を表示して、郵便等又は電報により、選挙人にあいさつする行為は、第

一項の禁止行為に該当するものとみなす。

　（文書図画の掲示）

第百四十三条　選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するも

　の（衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては、第一号、第二号、第四号及び第五号に

　該当するものであって衆議院名簿届出政党等が使用するもの）のほかは、掲示すること
　ができない。

　一　選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちょう

　　ちん及び看板の類

　二　第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車道は船舶に取り付け

　　て使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

　三　公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

　四　演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょうちん及び看

　　板の類

　四の二　個人演説会告知用ポスター（衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員

　　又は都道府県知事の選挙の場合に限る。）

　五　前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター（参議院比例

　　代表選出議員の選挙にあっては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するもの
　　に限る。）

2　選挙運動のために、アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドそ

　の他の方法による映写等の類を掲示する行為は、前項の禁止行為に該当するものとみな
　す。

3　衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員又は都道府県知事の選挙に

　ついては、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により

　選挙運動のために使用するポスター（衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届

　出政党が使用するものを除く。）は、第百四十四条の二第一項の規定により設置された

　ポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、

　掲示することができない。

4　第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした都道府県

　の議会の議員並びに市町村の議会の議員及び長の選挙については、第一項第五号の規定

　により選挙運動のために使用するポスターは、同条第人項の規定により設置されたボス

　ターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示

　することができない。

5　第一項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条の

　規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。



6　第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動

　のために使用するポスターは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日において

　も、掲示しておくことができる。

7　第一項第一号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、

　選挙事務所ごとに、通じて三をこえることができない。

8　第一項第四号の規定により掲示することができるポスター、立札及び看板の類の数は、

　演説会場外に掲示するものについては、会場ごとに、通じて二を超えることができない。

9　第一項に規定するポスター（同項第四号の二及び第五号のポスターを除く。）、立札

　及び看板の類は、縦二百七十三センチメートル、横七十三センチメートル（同項第一号

　のポスター、立札及び看板の類にあっては、縦三百五十センチメートル、横百センチメ

　ートル）をこえてはならない。

10　第一項の規定により掲示することができるちょうちんの類は、それぞれ一箇とし、

　その大きさは、高さ八十五センチメートル、直径四十五センチメートルを超えてはなら
　ない。

11　第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターは、長さ四十ニセンチメートル、巾

　十センチメートルをこえてはならない。

12　前項のポスターは、第一項第五号のポスターと合わせて作成し、掲示することがで
　きる。

13　第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスターには、その表面に掲示責任者の氏名

　及び住所を記載しなければならない。

14　衆議院（小選挙区選出）議員又は参議院議員の選挙においては、公職の候補者は、

　政令で定めるところにより、政令で定める額の範囲内で、第一項第一号及び第二号の立

　札及び看板の類、同項第四号の二の個人演説会告知用ポスター（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の場合に限る。）並びに同項第五号のポスターを無

　料で作成することができる。この場合においては、第百四十一条第七項ただし書の規定
　を準用する。

15　都道府県の議会の議員及び長の選挙については都道府県は、市の議会の議員及び長

　の選挙については市は、それぞれ、前項の規定（参議院比例代表選出議員の選挙に係る

　部分を除く。）に準じて、条例で定めるところにより、公職の候補者の第一項第四号の

　二の個人演説会告知用ポスター（都道府県知事の選挙の場合に限る。）及び同項第五号

　のポスターの作成について、無料とすることができる。

16　公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者を含む。以下この

項において「公職の候補者等」という。）の政治活動のために使用される当該公職の候

補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図

　画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体（以下この項において「後援団体」

　という。）の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、

次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみな
す。

一　立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る

　後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等

　又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて

　二を限り、掲示されるもの



　ニ　ポスターで、当該ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これ

　　らに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの（公職の候補者等若しくは後援団

　　体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を表示し、又は後援団体の構成

　　員であることを表示するために掲示されるもの及び第十九項各号の区分による当該選

　　挙ごとの一定期間内に当該選挙区（選挙区がないときは、選挙の行われる区域）内に
　　掲示されるものを除く。）

　三　政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会（以下こ

　　の号において「演説会等」という。）の会場において当該演説会等の開催中使用され

　　るもの

　四　第十四章の三の規定により使用することができるもの

17　前項第一号の立札及び看板の類は、縦百五十センチメートル、横四十センチメート

　ルを超えないものであり、かつ、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆

　議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）

　の定めるところの表示をしたものでなければならない。

18　第十六項第二号のポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名（法人に

　あっては名称）及び住所を記載しなければならない。

19　第十六項において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。

　一　衆議院議員の総選挙にあっては、衆議院議員の任期満了の日の六月前の日から当該

　総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの問
　二　参議院議員の通常選挙にあっては、参議院議員の任期満了の日の六月前の日から当

　該通常選挙の期日までの間
三　地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあっては、その任期満了

　　の日の六月前の日から当該選挙の期日までの間

　四　衆議院議員又は参議院議員の再選挙（統一対象再選挙（第三十三条の二第三項から

　第五項までの規定によるものを除く。次号において同じ。）を除く。）又は補欠選挙
　　（同条第三項から第五項までの規定によるものに限る。）にあっては、当該選挙を行

　　うべき事由が生じたとき（同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定によ

　　り読み替えて適用される同条第一項又は第三項から第五項までに規定する遅い方の事

　由が生じたとき）その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院
　比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）

　が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間
五　衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙（第三十三条の二第三項

　から第五項までの規定によるものを除く。）にあっては、当該選挙を行うべき事由が

　生じたとき（同条第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて
　適用される同条第二項に規定する遅い方の事由が生じたとき）その旨を当該選挙に関

　する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選

　出議員の選挙については、中央選挙管理会）が告示した日の翌日又は当該選挙を行う

　べき期日の六月前の日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間

六　地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあ

　っては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき（第三十四条第四項の規定の適用があ

　る場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い

　事由が生じたとき）その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示

　した日の翌日から当該選挙の期日までの間



　（ポスターの掲示箇所等）

第百四十五条　何人も、衆議院議員、参議院（比例代表選出）議員、都道府県の議会の議

　員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙（第百四十四条の二第人項の規定によりボ

　スターの掲示場を設けることとした選挙を除く。）については、国若しくは地方公共団

　体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所

　には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない。ただし、計り

　よう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四

　十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。

2　何人も、前項の選挙については、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作

　物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者

　がない場合にはその所有者（次項において「居住者等」と総称する。）の承諾を得なけ

　ればならない。

3　前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスタ

　一は、居住者等において撤去することができる。第一項の選挙以外の選挙において、居

　住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また

　同様とする。

　（文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限）

第百四十六条　何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義を

　もってするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職

　の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候

　補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示す

　ることができない。

2　前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他

　の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは

　公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状

　その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区（選挙区がないときはその区

　域）内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行

　為とみなす。

　（新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由）

第百四十八条　この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定（第百三十人条の

　三の規定を除く。）は、新聞紙（これに類する通信類を含む。以下同じ。）又は雑誌が、

　選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項

　を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはな
　らない。

2　新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方

　法（選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する

　新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。）で頒布し又は都道府県の選挙管

　理委員会の指定する場所に掲示することができる。

3　前二項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日

　に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第一号ロの規定（同

　部下及び第二号中第一号ロに係る部分を含む。）は、適用しない。

　一　次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
　　イ　新聞紙にあっては毎月三回以上、雑誌にあっては毎月一回以上、号を逐って定期

　　　に有償頒布するものであること。



　ロ　第三種郵便物の承認のあるものであること。

　ハ　当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年（時事に関する事項を掲載する日

　　刊新聞紙にあっては、六月）以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであ
　　ること。

二　前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及

　びロの条件を具備するもの

　（選挙運動放送の制限）

第百五十一条の五　何人も、この法律に規定する場合を除く外、放送設備（広告放送設備、

　共同聴取用放送設備その他の有線電気通信設備を含む。）を使用して、選挙運動のため

　に放送をし又は放送をさせることができない。

　（選挙の自由妨害罪）

第二百二十五条　選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しく

　は禁鋼又は百万円以下の罰金に処する。

　一　選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に

　　対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

　二　交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を殿棄し、その他偽計

　　詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

　三　選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選

　　人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、

　　寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろう

　　とする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

　（多衆の選挙妨害罪）

第二百三十条　多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別

　に従って処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演

　説を妨害した者も、同様とする。

　一　首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁鋼に処する。

　二　他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁

　　鋼に処する。

　三　付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

2　前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に

　及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁鋼に処し、その他の者は、二

　十万円以下の罰金又は科料に処する。


