
1

最高裁経監第001517号

（会い－01）

平成22年11月9日

／

殿
殿
殿

高等裁判所長官

地方裁判所長

家庭裁判所長

最高裁判所事務総局経理局長林 道晴
． ． く ， ．

片道1:00キロメートル未満の区間の鉄道旅行における特別

急行料金等の支給について(通失ﾛ）

標記の特別急行料金等の支給について，財務省主計局長から別添のとおり通知が

'ありました。
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財計第2506号

平成22年11月4日

一

最高裁判所事務総長殿

財務省主計局長 真砂

片道100キロメートル未満の区間の鉄道旅行

における特別急行料金等の支給について

標記のことについて、平成16年4月5日付財計第1226号を改正

し、別紙のとおり定める場合の鉄道旅行については､当該特別急行料金

及び座席指定料金を国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律

第114号）第46条第2項の規定に基づく財務大臣との協議を経たも第114号）第46条第2項の規定に基づく財務大臣との協鳥

のとして支給することができることとしたので通知する。

なお、平成22年11月4日以降の旅行から適用されたい。
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別紙

1．次に定める区間の鉄道旅行（途中駅で乗下車する場合を除く）にお

いて、限られた日程のなかで効率的に公務を遂行するため、旅行命令

権者が特別急行列車を利用して旅行する必要があると認めた場合。
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区 間

函館～八雲 八雲～洞爺 札幌～美唄 札幌～砂川 札幌～滝川

札幌～白老 札幌～苫小牧 札幌～鴉分
●

岩見沢～旭川 滝川～旭 ノ|I

旭川～白滝 旭 ノll～士別 旭川～名寄 旭川～美深 東室蘭～苫小牧

東室蘭～南千歳 遠軽～北見 ↓ ｡ 名寄～音威子府 幌延～南稚内 幌延～稚内

郡山～白石蔵王 郡山～米沢 郡山～那須塩原 福島～仙台 福島～赤湯

福島～#ﾙ州溌
ｇ
“
● 冒島～山形 福島～新白河 仙台～<りこま瀬 仙台～一ノ関

仙台～浪江 古川～一ノ関 古川～水沢江刺 古川～北上 一ノ関～新花巻

一ノ関～盛岡 水沢江刺～盛岡 盛岡～二
ー

戸 盛岡～八
一

戸 盛岡～大曲

盛岡～角館 八戸～野辺地 八戸～青森 八戸～新青森 三沢～青森

青森～雁ノ巣 青森～大館 山形～新･庄 大曲～雫石 秋田～東能代
e

秋田～購ノ巣 秋田～象潟 秋田～田沢湖 秋田～角館 八郎潟～購ノ巣

東能代～弘前 羽後本荘～鶴岡 羽後本荘～酒田 越後湯沢～直江津 越後湯沢～高崎

直江津～長岡 直江津～見附 長岡～新潟 新潟～村上 東京～小田原

東京～湯河原 東京～小山 東京～熊谷 東京～八街 東京～成東

東京～横芝 東京～八日市場 東京～茂原 東京～蝿一ﾉ宮 東京～大原

東京～上総湊 東京～大貫 東京～青堀 東京～君津
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東京～木更津

東京～滑河 東京～佐原 新横浜～熱海 新横浜～三島 小田原～新富士

小田原～静岡 熱海～静岡 熱海～侭急刑 新宿～大月 三鹿～大月

三畷～塩山 三購～山梨市 立川～塩山 立川～山梨市 立川～石和温泉

立川～甲府 八王子～塩山 八王子～山梨市 八王子～石和温泉 八王子～甲府

八王子～竜王 八王子～韮崎 大月 ～韮崎 大月～小淵沢 甲府～富士

甲府～塩尻 甲府～富士宮 上野～4、 山 上野～石岡 大宮～宇都宮

大宮～高崎 大宮～新前橋 大宮～前橋 大宮～安中榛名 小山～那須塩原

高崎～佐久平 高崎～上田 北千住～足利市 北千住～太田 浅
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早～太田

柏 ～水
－

P 柏 ～勝.田 いわき～相馬 軽井沢一長野 錦糸町～成東

錦糸町～横芝 錦糸町～八日市場 錦糸町～旭 錦糸町～滑河 錦糸町～佐原

千葉～八日市場 千葉～銚子 大網～安房鴨jll 大原～海浜幕張 御宿～海浜幕張

勝浦～海浜幕張 上総興津～海浜幕張 上総興律～蘇我 安房小湊～海浜幕張 安房小湊～蘇我

安房鴨川～蘇我 館山～木更津 館山～五井 館山～海浜幕張 館山～蘇我

富浦～五井 富浦～海浜幕張 富浦～蘇我 岩井～海浜幕張 保田～海浜幕張

浜金谷～海浜幕張 三島～静岡 新富士～掛川 静岡～浜松 豊橋～名古屋



区 間

豊橋～水窪 名古屋～米原 名古屋～飛騨金山 岐阜～下呂 岐阜～飛騨萩原

米原～武生 米原～鯖江 米 原～福 ‘井 米原～京都 高山～富山

敦賀～芦原温泉 敦賀～京都 武生～小松 武生～金沢 鯖江～金沢

福井～松任 福井～金沢 芦原温泉～金沢 芦原温泉～高岡 小松～高岡

小松～富山 小松～七尾 金沢～富山 金沢～滑川 金沢～魚津

金沢～黒部 金沢～七尾 金沢～和倉温泉 富山～糸魚川 上諏訪～信濃大町

塩尻～中津川 塩尻～長野 木曽福島～多治見 松本～長野 安中榛名～長野

佐久平～長野 京都～日根野 京都～関西空港 京都～綾部 京都～福知山

京都～西舞鶴 新大阪～海南 新大阪～和歌山 大阪～柏原 姫路～岡山

姫路～豊岡 相生～岡山 上郡～鳥取 岡山～福山 岡山～新見

岡山～多度津 岡山～観音寺 岡山～伊予三島 岡山～善通寺 岡山～琴平

岡山～阿波池田 岡山～三原 岡山～大原 新倉敷～三原 新尾道～広島

新見～米子 松阪～紀伊長島 松阪～尾鷲 多気～尾鷲 串本～紀伊田辺

紀伊田辺～和歌山 湯浅～天王寺 二条～綾部 二条～福知山 二条～東舞鶴

二条～西舞鶴 園部～西舞鶴 福知山～豊岡
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福知山～網野 鳥取～米子

倉吉～松江 米子～鳥取鮮前 松江～大田市 出雲市～江津 出雲市～浜田

大田市～浜田 大田市～益‘田 益田～新山ロ 児島～伊予三島 高松～観音寺

高松～川之江 高松～伊予三島 高松～阿波池田 高松～大歩危 高松～板野

高松～池谷 高松～徳島 高松～阿南 高松～勝瑞 坂出～川之江

坂出～伊予三島 坂出～阿波池田 宇多津～阿波池田 丸亀～新居浜 多度津～新居浜

川之江～今治 伊予三島～今治 新居浜～伊予北条 新居浜～松山 伊予西条～松山

壬生川～松山 今治～伊予大洲 松山～八幡浜 松山～卯之町 松山～宇和島

阿波池田～高知 阿波池田～徳島 阿波池田～阿波川島 土佐山田～須崎 高知～窪川

須崎～中村 栗林～徳島
句

栗林～勝瑞 屋島～徳島 徳島～日和佐

徳島～牟岐 三原～広島 広島～徳山 新岩国～新山口 新山口～新下関

新山口～津和野 新山ロー小倉 小倉～博多 小倉～二日市 小倉～鳥栖

小倉～杵築 折尾～中津 博多～荒尾 博多～玉名 博多～佐賀

博多～肥前山口 博多～肥前鹿島 博多～武雄温泉 博多～有田 博多～行橋

博多～日田 博多～天ケ瀬 鳥栖～玉〈名 鳥栖～上熊本 鳥栖～熊本

鳥
１
Ｊ
夕西～武雄温泉 鳥栖～早岐 鳥栖～佐世保 久留米～熊本 久留米～天ヶ瀬

久留米～豊後森 久留米～由布院 羽犬塚～熊本 熊本～豊後竹田 熊本～人吉

八代～人吉 新八代～出水 新八代～川内 新水俣～鹿鵬中央 出水～鹿児島中央

離島蚊～都城 鹿鵬中奥～西都城 鹿児島～西都城 佐賀～諫早 佐賀～浦上

佐賀～佐世保 肥前山口～諫早 肥前山口～長崎 肥前鹿島～長崎 に ． 津～別府

中津～大分 柳ヶ浦～別府 宇佐～大分 別府～佐伯 大分～佐伯

大分～ 日 田 大分～天ヶ瀬 大分～豊後森 大分～宮地 佐伯～延岡

佐伯～日向市 延岡～宮崎 延岡～南宮崎 延岡～宮崎空港 南延岡～宮崎空港

日向市～宮崎 日向市～南宮崎 宮崎～西都城 南宮崎～国分 新水前寺～豊後竹田

宮地～三重町 －－一一一一一一一一一一一一一一一一一



2.上記以外の区間で、特別急行列車を利用すれば用務地での前泊又は

後泊が不要となるなど経済的な旅行となる場合又は国の債権保全のた

めの業務など特に緊急を要する業務のため特別急行列車を利用して旅

行する必要がある場合であって、旅行命令権者が適当と認めた場合。
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(参考）

○国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法律第114号） 抄

（旅費の種類）

第六条 （略）

2鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

（鉄道賃）

第十六条、鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（以下この条において「運

賃」という｡)､､急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
‘ 1 ． ､

一その乗車に要する運賃

急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に.§一
一

る運賃のほか、急行料金

三内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運

行する線路による旅行をする場合には、第一号に規定する運賃及び前号に規定

する急行料金のほか、特別車両料金

四座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第一号に

規定する運賃、第二号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金の

ほか、座席指定料金

急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支綻2 前項第二号に規定する

する。
－

別急行列車を運行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のもの一

二普通急行列車を運行する線路による旅行で片道五十キロメートル以上のもの

3 第一項第四号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運

行する線路による旅行で片道百キロメートル以上のものに該当する場合に限り、

支給する。

（旅費の調整）

第四十六条 （略）

2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費に

より旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困

難である場合には､財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。


