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ま え お き 
 

 

 

 本書は、自治総研叢書35として発刊された「ベルギーの連邦化と地域主義」（佐藤竺著。

2016年９月啓文堂）の補巻（資料集）である。 

 本書の編者である佐藤竺先生（成蹊大学名誉教授・公益財団法人地方自治総合研究所顧問）

は、自治総研叢書35「ベルギーの連邦化と地域主義」の執筆にあたり、本補巻（資料集）に収

められた2014年改正に至るベルギー憲法をはじめ、公務員関係法令、ワロンの自治法、リエー

ジュ県の議会規則などの膨大な資料（オランダ語およびフランス語）を翻訳された。 

 余りにも資料が多かったため、叢書に収めることができず、別刷りの自治総研資料として、

必要とする読者に提供することとした。 

 すべての地方自治を研究する人たち、とりわけベルギーの地方制度を研究する人に役立てて

いただきたい。 

 

   2016年９月 

 

                 公益財団法人地方自治総合研究所  
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Ⅰ－１ ベルギー憲法 
 

 憲法は、1831年に制定されたが、まだ大改正の行われていなかった1960年に清宮四郎が飜訳されていた（「ベルギー国憲法」宮澤俊

義編『世界憲法集』初版、昭和35年、岩波文庫所収）。この段階の飜訳としては、今井威「ベルギーの憲法」（大石憲法研究所『世界

各国の憲法集』昭和48年、嵯峨野書院所収）などがあるが、最初の大改正のあった第３次改正の1971年改正法の飜訳は1983年清宮の第

４版で行われた。ここでは初めて国は「フランス語区、オランダ語区、ブリュッセル・首都の二言語区及びドイツ語区の四つの語区か

らなる」（第３条の２）「フランス、オランダ及びドイツ三つの共同体からなる」と規定して連邦化への第１歩を踏み出した。そして、

次の第４次改正では共同体と重ねて「地域圏」が登場、この両者は固有の政府と議会を持ち、それぞれ制限列挙された排他的権限を有

し、その枠内で法律の効力を有するデクレ（以下の正文の拙訳では「共同体法」「地域圏法」とした）の制定が可能となった。このた

め、国と共同体、地域圏の三者の権限抵触を解決する仲裁院（現憲法裁判所）の創設、共同体間の一方的支配排除のための大臣会議

（内閣）の言語同数制、条件付多数決や「警鐘手続」も導入された。改正はその後も継続され、第５次（1991年）では共同体、地域圏

への権限移譲拡大と財源付与のための新財政制度確立、ブリュッセル首都地域圏制度新設、長子権の下での女王誕生承認が行われたが、

第６次改正（1993年）では遂に連邦制への移行を宣言するに至った。 

 この連邦化に伴う憲法の重要な改正点は、第１に連邦議会となった上下両院の改革で、(１)選挙権と被選挙権の年齢引下げ ─ 欧州

各国でこの時期一斉に実施された選挙権の満21歳から満18歳への引下げ、被選挙権の下院は満21歳から満18歳への上院は満40歳から満

21歳への引下げ（ベルギーでは投票は義務で違反は処罰）、(２)議員定数の下院212名から150名への縮減、初めて上院の定数71人に決

定（別に国王の子が含まれる）、(３)上院の構成 ─ 伝統的な貴族院的性格から直接選挙制への全面的変更（但し国王の子は満18歳で

上院議員となる）、第２に残余権限の国から共同体・地域圏への移転、第３に共同体・地域圏への条約締結権の付与であった。そして

その後の改正では、さらに持続可能な発展の追求、死刑制度の廃止、仲裁裁判所の憲法裁判所への変更、都市圏と基礎自治体連合の法

律による創設などが規定された。 

 さらに、2014年の改正は連邦化の最終的帰結ともいうべき大改革で、特に上院を国民代表から共同体・地域圏の代表へと変え、議員

をそれぞれの議会の選出だけとし、王室議員をなくし、国会の調査権を国民代表の下院だけの権限とし、上院の発議権を限定し、それ

に伴い条約承認に関する法律案の上院先議権は削除され、大臣の出席要求も縮小された所管事項に限定、一方下院の審議の慎重を期す

ため第２読会を規定したうえ、不要となった条文の削除を行った。そのほか、下院議員選挙と欧州議会選挙との同日執行、地域圏の住

民投票の承認、県の諸機関の廃止と超基礎自治体団体による代替、超基礎自治体団体や超基礎自治体、県の住民投票の承認、会計検査

院に共同体と地域圏、所属する公益業務機関の予算と会計の統制の付託を可能にするなどの改正も行われた。 

 

ベルギー憲法 

2009年１月 

ベルギー下院 

1994年２月17日に調整された原文 

修正の紹介 

2008年12月22日までに計28回・略 

｛内編修正２、廃止４、用語１｝ 

［この後の記述はないが2014年改正を挿入] 

目 次 

第Ⅰ編 連邦ベルギー、その構成及び領土 

第Ⅰ編の２ ベルギー連邦、共同体及び地域圏の全体の政治目標 

第Ⅱ編 ベルギー国民及びその権利 

第Ⅲ編 権 力 

 第Ⅰ章 連邦議会 

  第Ⅰ節 下 院 

  第Ⅱ節 上 院 

 第Ⅱ章 連邦立法権 

 第Ⅲ章 国王及び連邦政府 

  第Ⅰ節 国 王 

  第Ⅱ節 連邦政府 

  第Ⅲ節 管轄権 

 第Ⅳ章 共同体及び地域圏 

  第Ⅰ節 機 関 
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第Ⅰ編 連邦ベルギー、その構成及び領土 
 

第１条 ベルギーは共同体及び地域圏からなる連邦国家である。 

第２条 ベルギーは３共同体からなる：すなわちフラーンデレン共同体、フランス共同体及びドイツ語圏共同体｡(１) 

第３条 ベルギーは３地域圏からなる：すなわちフラーンデレン地域圏、ワロン地域圏及びブリュッセル地域圏。 

第４条 ベルギーは４言語地域圏からなる：すなわちオランダ語地域圏、フランス語地域圏、ブリュッセル首都２言語併用地域圏及び

ドイツ語地域圏。 

 王国の各基礎自治体(２)はこれらの言語地域圏の一つの一部をなす。 

 ４つの言語地域圏の境界は、各院の各言語集団の議員の過半数が出席するという条件で、且つ２言語集団において表明された賛成票

の総数が少なくとも表明された票の３分の２に達するという条件で、各院の各言語集団の票の過半数により可決される法律による以

外変更乃至修正はできない。 

第５条 共同体及び地域圏 

 ・オランダ語 

  フラーンデレン地域圏は次の県からなる：アントヴェルペン、リンブルフ、東フラーンデレン、フラマン・ブラバント及び西フ

ラーンデレン。ワロン地域圏は次の県からなる：ヘネグーヴェン（エノー）、リューク（リエージュ）、ルクセンブルフ（ルクサ

ンブール）、ナーメン（ナミュール）及びワロン・ブラバント。 

 ・フランス語 

  ワロン地域圏は次の県からなる：ワロン・ブラバン、エノー、リエージュ、ルクサンブール及びナミュール。フランドル地域圏は

次の県からなる：アンヴェール（アントヴェルペン）、フランドル・ブラバン、西フランドル、東フランドル及びレンブール（リ

ンブルフ）。 

 ・ドイツ語 

  ワロン地域圏は次の県からなる：ヘネガオ（エノー）、リューティヒ（リエージュ）、ルクセンブルク、ナミュール及びワロン・

ブラバント。フラマン地域圏は次の県からなる：アントヴェルペン、フラマン・ブラバント、リンブルク、東フランドル及び西フ

ランドル。 

 必要があって国土をより多くの県に分割するには法律が要求される。 

 法律は、若干の地域を、その境界を決めて県への分割から外し、連邦の執政権下に直接従属させて特別法に従わせることができる。

この法律は第４条の最終項で準備されたとおりの多数決により可決されなければならない。 

                                                                                                                         
(１) 憲法では蘭仏独３言語の原文がそれぞれ自己の地域を真っ先に表示しているのでそれぞれを順番どおりその言語の邦訳で並べておく。また名称などは最初に飜訳したオラン

ダ語を中心にフランス語を併記したり補完したりした。以下同様の場合は同じ。 

(２) 原語は“gemeente”（蘭）、“commune”（仏）、“Gemeinde”（独）で日本の市町村に当たるが、大小などによる区別がないので一律に基礎自治体と訳すことにした。 
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第６条 県の再分割は法律によってしか決められない。 

第７条 国、県及び基礎自治体の境界は法律によってしか変更乃至修正することができない。 

 

第Ⅰ編の２ ベルギー連邦、共同体及び地域圏の全体の政治目標 
 

第７条の２(３) 連邦国家、各共同体及び各地域圏は、それぞれの権限行使に当たり、社会、経済、環境面で持続可能な発展の目標を、

各世代間の連帯責任を考慮しつつ追求する。 

 

第Ⅱ編 ベルギー国民及びその権利 
 

第８条 ベルギー国民の資格は、民法の定める諸規定に従って取得され、維持され及び喪失させられる。 

 憲法及びその他の政治的権利に関連する諸法律で、この資格以外に、これらの権利の行使に必要な諸条件となるものを定める。 

 第２項にも拘わらず、法律はベルギーの国際的及び超国家的義務に従い、ベルギー国籍を有しないヨーロッパ連合の諸国民の参政権

を設定することができる。 

 前項で前述の参政権は、法律により、前述の法律に明記された諸条件の下で且つ諸法式に従いヨーロッパ連合加盟国の所属国民でな

いベルギー在住者たちに拡張できる。 

経過規定 

 第４項で前述の法律は2001年１月１日以前には採択は認められない。 

第９条 帰化は連邦立法権により付与される。 

第10条 いかなる身分の区別も国内では存在してはならない。 

 ベルギー国民は法の前に平等である；国民のみが、特定の場合について法律により設定することができる例外を除き、文民職及び軍

務に就く資格を有する。 

 女男間の平等は保障される。 

第11条 ベルギー国民に認められた諸々の権利及び自由の享受は無差別に保障されなければならない。このために、法律及び共同体・

地域圏法がとりわけ思想的哲学的な少数者の諸々の権利及び自由を保障する。 

第11条の２ 法律、共同体・地域圏法(４)若しくは第134条に記載の規則は女性及び男性がその諸々の権利及び自由を平等に行使するこ

とを保障し、且つとりわけ公選の及び公共の任務に平等に就けるよう取り計らう。 

 閣僚会議、及び共同体政府並びに地域圏政府は異なる性の人々により構成される。 

 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則が県議会の常任議員団、長助役理事会、社会扶助協議会委員たち、社会扶助

公共センター常任執行委員たち又はその他全ての県際、基礎自治体間乃至基礎自治体内地区の機関(５)の執行部員たちの中に異なる

性の者たちが在席するよう編成する。 

 前項は、法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則が県議会の常任議員団、助役、社会扶助協議会委員、社会扶助公共

センター常任執行委員又はその他全ての県際、基礎自治体間乃至基礎自治体内地区の機関の執行部員の直接選挙を定めているときに

は適用されない。 

第12条 個人の自由は保障される。 

 何人も法律により定められた場合で且つ法律により定められた形式によらなければ訴追されることはない。 

 現行犯の場合を除き、何人も理由を付した裁判官の令状によらなければ逮捕されてはならず、その令状は逮捕時乃至は遅くとも24時

間以内に提示されなければならない。 

第13条 何人もその意に反して法律で認めた裁判官｛の裁判を受ける権利を｝奪われてはならない。 

第14条 いかなる刑罰も法律によらなければ設けられ又は科されてはならない。 

第14条の２ 死刑は廃止される｡(６) 

第15条 住居は不可侵である；いかなる家宅捜索も法律により定められた場合で且つ法律により定められた形式においてでなければ行

うことができない。 

第16条 何人も、法律により定められた場合で且つ方法により、しかも正当且つ事前の補償と引き替えでなければ、公益のためにその

財産を収用されることはない。 

第17条 財産没収刑は設けられてはならない。 

                                                                                                                         
(３) この条文は2007年４月25日の改正、武居訳には出てきていない。 

(４) 法律“wet”（蘭語）“loi”（仏語）と共同体・地域圏法“decleet”（蘭語）“décre”（仏語）について。通常はdecreet・décreは政令を意味するが、本憲法全体では、wet・
loiが連邦立法機関により採択された連邦法、decleet・décreが共同体と地域圏の立法機関により採択された法律と使い分けている。前述の解説参照。 

(５) 他書では「地方機関」としているが、これは基礎自治体合併により誕生した人口10万人以上の大規模基礎自治体に認められた分区で、別稿の自治体関係法で見るように日本

と違い広範な自治権が付与されている。 

(６) 2000年３月23日の修正によるものだが、武居訳には出てきていない。 
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   第Ⅰ小節 共同体及び地域圏の議会 

   第Ⅱ小節 共同体及び地域圏の政府 

  第Ⅱ節 諸管轄権 

   第Ⅰ小節 共同体の諸管轄権 

   第Ⅱ小節 地域圏の諸管轄権 

   第Ⅲ小節 特別規定 

 第Ⅴ章 憲法裁判所について、及び紛争の防止並びに解決について 

  第Ⅰ節 権限争いの防止について 

  第Ⅱ節 憲法裁判所について 

  第Ⅲ節 利害の抵触の防止並びに解決 

 第Ⅵ章 司法権 

 第Ⅶ章 国務院及び行政裁判 

 第Ⅷ章 県及び基礎自治体の制度 

第Ⅳ編 国際関係 

第Ⅴ編 財 政 

第Ⅵ編 軍隊及び警察 

第Ⅶ編 一般規定 

第Ⅷ編 憲法改正 

第Ⅸ編 発効及び経過規定 

［1994年２月17日に調整された原文]（削除） 

 

第Ⅰ編 連邦ベルギー、その構成及び領土 
 

第１条 ベルギーは共同体及び地域圏からなる連邦国家である。 

第２条 ベルギーは３共同体からなる：すなわちフラーンデレン共同体、フランス共同体及びドイツ語圏共同体｡(１) 

第３条 ベルギーは３地域圏からなる：すなわちフラーンデレン地域圏、ワロン地域圏及びブリュッセル地域圏。 

第４条 ベルギーは４言語地域圏からなる：すなわちオランダ語地域圏、フランス語地域圏、ブリュッセル首都２言語併用地域圏及び

ドイツ語地域圏。 

 王国の各基礎自治体(２)はこれらの言語地域圏の一つの一部をなす。 

 ４つの言語地域圏の境界は、各院の各言語集団の議員の過半数が出席するという条件で、且つ２言語集団において表明された賛成票

の総数が少なくとも表明された票の３分の２に達するという条件で、各院の各言語集団の票の過半数により可決される法律による以

外変更乃至修正はできない。 

第５条 共同体及び地域圏 

 ・オランダ語 

  フラーンデレン地域圏は次の県からなる：アントヴェルペン、リンブルフ、東フラーンデレン、フラマン・ブラバント及び西フ

ラーンデレン。ワロン地域圏は次の県からなる：ヘネグーヴェン（エノー）、リューク（リエージュ）、ルクセンブルフ（ルクサ

ンブール）、ナーメン（ナミュール）及びワロン・ブラバント。 

 ・フランス語 

  ワロン地域圏は次の県からなる：ワロン・ブラバン、エノー、リエージュ、ルクサンブール及びナミュール。フランドル地域圏は

次の県からなる：アンヴェール（アントヴェルペン）、フランドル・ブラバン、西フランドル、東フランドル及びレンブール（リ

ンブルフ）。 

 ・ドイツ語 

  ワロン地域圏は次の県からなる：ヘネガオ（エノー）、リューティヒ（リエージュ）、ルクセンブルク、ナミュール及びワロン・

ブラバント。フラマン地域圏は次の県からなる：アントヴェルペン、フラマン・ブラバント、リンブルク、東フランドル及び西フ

ランドル。 

 必要があって国土をより多くの県に分割するには法律が要求される。 

 法律は、若干の地域を、その境界を決めて県への分割から外し、連邦の執政権下に直接従属させて特別法に従わせることができる。

この法律は第４条の最終項で準備されたとおりの多数決により可決されなければならない。 

                                                                                                                         
(１) 憲法では蘭仏独３言語の原文がそれぞれ自己の地域を真っ先に表示しているのでそれぞれを順番どおりその言語の邦訳で並べておく。また名称などは最初に飜訳したオラン

ダ語を中心にフランス語を併記したり補完したりした。以下同様の場合は同じ。 

(２) 原語は“gemeente”（蘭）、“commune”（仏）、“Gemeinde”（独）で日本の市町村に当たるが、大小などによる区別がないので一律に基礎自治体と訳すことにした。 

－ 7 － 

第６条 県の再分割は法律によってしか決められない。 

第７条 国、県及び基礎自治体の境界は法律によってしか変更乃至修正することができない。 

 

第Ⅰ編の２ ベルギー連邦、共同体及び地域圏の全体の政治目標 
 

第７条の２(３) 連邦国家、各共同体及び各地域圏は、それぞれの権限行使に当たり、社会、経済、環境面で持続可能な発展の目標を、

各世代間の連帯責任を考慮しつつ追求する。 

 

第Ⅱ編 ベルギー国民及びその権利 
 

第８条 ベルギー国民の資格は、民法の定める諸規定に従って取得され、維持され及び喪失させられる。 

 憲法及びその他の政治的権利に関連する諸法律で、この資格以外に、これらの権利の行使に必要な諸条件となるものを定める。 

 第２項にも拘わらず、法律はベルギーの国際的及び超国家的義務に従い、ベルギー国籍を有しないヨーロッパ連合の諸国民の参政権

を設定することができる。 

 前項で前述の参政権は、法律により、前述の法律に明記された諸条件の下で且つ諸法式に従いヨーロッパ連合加盟国の所属国民でな

いベルギー在住者たちに拡張できる。 

経過規定 

 第４項で前述の法律は2001年１月１日以前には採択は認められない。 

第９条 帰化は連邦立法権により付与される。 

第10条 いかなる身分の区別も国内では存在してはならない。 

 ベルギー国民は法の前に平等である；国民のみが、特定の場合について法律により設定することができる例外を除き、文民職及び軍

務に就く資格を有する。 

 女男間の平等は保障される。 

第11条 ベルギー国民に認められた諸々の権利及び自由の享受は無差別に保障されなければならない。このために、法律及び共同体・

地域圏法がとりわけ思想的哲学的な少数者の諸々の権利及び自由を保障する。 

第11条の２ 法律、共同体・地域圏法(４)若しくは第134条に記載の規則は女性及び男性がその諸々の権利及び自由を平等に行使するこ

とを保障し、且つとりわけ公選の及び公共の任務に平等に就けるよう取り計らう。 

 閣僚会議、及び共同体政府並びに地域圏政府は異なる性の人々により構成される。 

 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則が県議会の常任議員団、長助役理事会、社会扶助協議会委員たち、社会扶助

公共センター常任執行委員たち又はその他全ての県際、基礎自治体間乃至基礎自治体内地区の機関(５)の執行部員たちの中に異なる

性の者たちが在席するよう編成する。 

 前項は、法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則が県議会の常任議員団、助役、社会扶助協議会委員、社会扶助公共

センター常任執行委員又はその他全ての県際、基礎自治体間乃至基礎自治体内地区の機関の執行部員の直接選挙を定めているときに

は適用されない。 

第12条 個人の自由は保障される。 

 何人も法律により定められた場合で且つ法律により定められた形式によらなければ訴追されることはない。 

 現行犯の場合を除き、何人も理由を付した裁判官の令状によらなければ逮捕されてはならず、その令状は逮捕時乃至は遅くとも24時

間以内に提示されなければならない。 

第13条 何人もその意に反して法律で認めた裁判官｛の裁判を受ける権利を｝奪われてはならない。 

第14条 いかなる刑罰も法律によらなければ設けられ又は科されてはならない。 

第14条の２ 死刑は廃止される｡(６) 

第15条 住居は不可侵である；いかなる家宅捜索も法律により定められた場合で且つ法律により定められた形式においてでなければ行

うことができない。 

第16条 何人も、法律により定められた場合で且つ方法により、しかも正当且つ事前の補償と引き替えでなければ、公益のためにその

財産を収用されることはない。 

第17条 財産没収刑は設けられてはならない。 

                                                                                                                         
(３) この条文は2007年４月25日の改正、武居訳には出てきていない。 

(４) 法律“wet”（蘭語）“loi”（仏語）と共同体・地域圏法“decleet”（蘭語）“décre”（仏語）について。通常はdecreet・décreは政令を意味するが、本憲法全体では、wet・
loiが連邦立法機関により採択された連邦法、decleet・décreが共同体と地域圏の立法機関により採択された法律と使い分けている。前述の解説参照。 

(５) 他書では「地方機関」としているが、これは基礎自治体合併により誕生した人口10万人以上の大規模基礎自治体に認められた分区で、別稿の自治体関係法で見るように日本

と違い広範な自治権が付与されている。 

(６) 2000年３月23日の修正によるものだが、武居訳には出てきていない。 
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第18条 市民権の剥奪(７)は廃止され、再採用されてはならない。 

第19条 信仰の自由、その公然の実践は、あらゆる問題に関する自己の意見を表明する自由と共に保障されるが、但しこの自由の使用

の機会に侵された不正行為は処罰することができる。 

第20条 何人も宗教の活動及び儀式へのいかなる方法での参加も安息日の遵守も強制されてはならない。 

第21条 国は何らかのいかなる宗教の聖職者たちの任命にも就任にも干渉し、又はこれらの聖職者たちの上司との通信、これらの文書

の公表を禁止する権利は有しないが、但しこの最後の場合には印刷及び出版に関して通常の責任はある。 

 民事法上の婚姻手続は常に結婚の祝福｛教会での結婚式｝の前に済ませておかなければならないが、但し必要に応じて法律により設

けられる例外はこの限りでない。 

第22条 何人も法律により定められる場合及び条件を除いては、自己並びに家族の生活を尊重する権利を有する。 

 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則はこの権利の保護を保障する。 

第22条の２（第２次修正） 子どもは誰でもその道徳的、肉体的、精神的及び性的高潔を尊重させる権利を有する。 

 子どもは誰でもその関係のある全ての問題について意見を述べる権利を有する；その意見に対しては年齢と成熟度に応じて考慮が払

われる｡(８) 

 子どもは誰でもその発育を助長する施策及び世話を享受する権利を有する。 

 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則はこの権利を保障する。 

第23条 何人も人間の尊厳にふさわしい生活を送る権利を有する。 

 このために、法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則は相応の義務に配慮しつつ経済的社会的及び文化的な諸権利を

保障し、且つそれらを実現するための諸条件を定める。 

 これらの権利はとりわけ以下のものを含む： 

   １º 情報取得、協議並びに団体協約に対する権利はもとより、とりわけできる限り安定した高度な水準を保障することを目指し

た全国的な雇用政策の枠内での雇用並びに職業活動選択の自由に対する権利、公正な雇用条件並びに公正な報酬に対する権

利； 

   ２º 社会保障、健康保護並びに社会的、医療及び法的扶助に対する権利； 

   ３º それ相応の住居に対する権利； 

   ４º 健康的な環境保護に対する権利； 

   ５º 文化的社会的才能の伸長に対する権利； 

   ６º 家族手当に対する権利。（挿入） 

第24条 

 §1. 教育は自由である；抑制措置は全て禁止される；犯罪の処罰は法律及び共同体法によらなければ定められない。 

    共同体は両親たちの自由な選択を確保する。 

    共同体は中立である教育を具体化する。中立はとりわけ両親たち及び児童生徒たちの哲学的思想的若しくは宗教的意見の尊重

を意味する。 

    官公署により設立された学校は、義務教育終了まで公認の宗教教育の一つと無宗派の道徳教育との間の選択を提供する。 

 §2. 共同体が、主務官庁として、その権限を一つ乃至それ以上の自治機関に委任したい場合には、表明された投票の３分の２多数

決で可決される共同体法によってのみ可能である。 

 §3. 何人も基本的権利及び自由(９)の尊重の下で教育を受ける権利を有する。教育は義務教育終了までは無料である。 

    就学義務に服する児童生徒は全て共同体の負担で倫理的若しくは宗教的教育を受ける権利を有する。 

 §4. 全ての児童生徒若しくは学生、両親、教職員、及び教育施設は法律若しくは共同体法の前に平等である。法律及び共同体法は、

目的の相違、とりわけ特有な取扱いを裏づけるそれぞれの組織権者に固有の特色を考慮に入れる。 

 §5. 共同体による教育の施設、承認又は助成金支給は法律若しくは共同体法により規整される。 

第25条 出版は自由である；検閲は決して設けられてはならない；著者、出版者、印刷者の保証金は要求されてはならない。 

 著者が明らかであり且つベルギー国内に居住しているときは、編集者、印刷者又は配布者は訴追されてはならない。 

第26条 ベルギー国民は平穏に且つ武器を携帯せずに、法律に従って集会する権利を有し、この法律はこの権利の行使を規制できるが、

事前の許可を受ける必要はない。 

 この規定は屋外集会には適用されず、その場合は警察法に全面的に従うことになる。 

第27条 ベルギー国民は結社を結成する権利を有する；この権利はいかなる阻止措置にも従わされてはならない。 

第28条 何人も官公署に一人若しくは複数人により署名された請願を提出する権利を有する。 

                                                                                                                         
(７) “De burgerlijke”（蘭語）、“La mort civil”（仏語）、“Der bügerloche Tod”（独語）については、清宮は「法律上の死」、武居は「民事死亡」と訳しているがいずれも分

かりにくく、これに対して今井は「准死の制度」と訳して「刑罰の付随的結果として民法上の権利を剥奪する制度」との説明を付している。 

(８) この第２項と次の第３項は2008年12月22日の第２次修正で挿入されたもので、武居訳には出ていない。 

(９) 仏語版と独語版は「基本的自由及び権利」と順序が逆になっている。 

－ 9 － 

 正規の団体に限りその団体名で請願を提出する権利を付与される。 

第29条 信書の秘密は不可侵である。 

 いずれの官吏が郵便に託された書簡の秘密の侵害に対して責任を負うかは法律で定める。 

第30条 ベルギー国内での言語の使用は任意である；法律による以外、官公署の行為及び裁判上の事件によらなければ規整されてはな

らない。 

第31条 公務員の行政上の犯罪行為に対する訴追の行使にはいかなる事前の許可も要しないが、但し大臣たち及び共同体並びに地域圏

政府の構成員たちに関して決定を下す場合はこの限りでない。 

第32条 何人も全ての行政資料を閲覧しその複写を入手する権利を有するが、但し法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の

規則により定められる場合及び条件についてはこの限りでない。 

 

第Ⅲ編 権 力 
 

第33条 全ての権力は国民に由来する。 

 それらは憲法で定める方法により行使される。 

第34条 特定の権力の行使は条約若しくは法律により国際法上の機関に授権することができる。 

第35条 連邦所管署は憲法及び(10)憲法自体により可決される法律により正式に授権される諸事項についてしか管轄権を持たない。 

 共同体若しくは地域圏は、それぞれの関係あるものにおいて、法律により定められる諸条件の下で且つ諸方式に従ってのみその他の

事項に対する管轄権を有する。この法律は第４条の最終項に定められた多数決で可決されなければならない。 

経過規定 

 第２項に記載の法律が本条の施行日を決定する。この日付は、連邦諸官署に専属の管轄権を定めた憲法第Ⅲ編に付け加えられた新条

文の発効日以前であってはならない。 

第36条 連邦立法権は国王、下院及び上院により共同で行使される。 

第37条 連邦立法権は憲法により規整されるとおり国王に帰属する。 

第38条 各共同体は憲法により又は憲法により可決される諸法律により承認される諸権限を有する。 

第39条 法律が創設した公選の代表からなる地域圏機関に、第30条及び第127条乃至第129条に記載のものを除き、法律が定める管轄内

で且つ方法に従い、法律で定める諸事項を決定する管轄権を法律で付与する。この法律は第４条の最終項で準備された多数決で可決

されなければならない。 

第39条の２（新設） 

 財政若しくは予算に関する諸事項又は表明される投票の３分の２の多数で決定される諸事項を除き、専ら地域圏の機関に付与される

諸事項は関係地域圏内の住民投票の対象とすることができる。 

 第134条に記載の規則は住民投票の方式及び組織を決定し、表明される投票の３分の２の多数決、会合することのできた議会の議員

たちの多数決を条件に採択される。第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律で、ブリュッセル首都地域圏議会に関わる

多数決を補足する多数決の諸条件を準備する。 

第39条の３（新設） 

 下院又は共同体若しくは地域圏の議会の選挙を規整する法律、共同体法又は第134条に記載の規則は、議会最終日の予定された日の

少なくとも１日前に公布され、公布後可及的速やかに発効する。 

経過措置（新設） 

 本条はベルギー官報での本条の布告後の次の欧州議会選挙当日に発効する。 

第40条 司法権は上級及び下級裁判所により行使される。 

 上級審判決及びその他の判決は国王の名において執行される｡(11) 

第41条（用語の修正） 専ら基礎自治体又は県にのみ利害関係のあるものは、憲法により定められた諸原則に従い、基礎自治体又は県

の議会により規整される。但し、第４条の最終段落で準備された多数決で可決される法律、第134条に記載の規則は、県の諸機関を

廃止できる。この場合には、第134条に記載の規則は超基礎自治体団体によって取って代わられ、憲法により確立された諸原則に

従ってその議会が専ら超基礎自治体の利益を決定する。第134条に記載の規則は表明される投票の３分の２の多数決で、関係議会の

議員たちの多数が会合する条件で可決される。（挿入） 

 管轄権を規定する第134条に記載の規則(12)、基礎自治体地域内の諸機関の運用方法及び選挙方法の諸規則は基礎自治体に利害関係の

ある諸事項を規整することができる。 

                                                                                                                         
(10) 武居は「または」としているが仏語版も“et”となっている。 

(11) 蘭語版は“de arresten en vonissen”、独語版は“Die Entscheide und Urteile”、仏語版は“les arréts et jugements”とあり、武居は一括して判決としているが、仏語のArrétは辞書

によれば上級審判決となっているのでvonissはその他の判決と訳した。 

(12) 武居は唯「法律をもって」としているが蘭語・仏語・独語のいずれの版も「第134条に記載の規則」とし、蘭語は“regel”、仏語は“règle”、独語は“Regel”と明記してい

る。また、武居は第134条では「規定」と訳しているが、これは「条文」のことを意味するので不適切である。 

－ 8－
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第18条 市民権の剥奪(７)は廃止され、再採用されてはならない。 

第19条 信仰の自由、その公然の実践は、あらゆる問題に関する自己の意見を表明する自由と共に保障されるが、但しこの自由の使用

の機会に侵された不正行為は処罰することができる。 

第20条 何人も宗教の活動及び儀式へのいかなる方法での参加も安息日の遵守も強制されてはならない。 

第21条 国は何らかのいかなる宗教の聖職者たちの任命にも就任にも干渉し、又はこれらの聖職者たちの上司との通信、これらの文書

の公表を禁止する権利は有しないが、但しこの最後の場合には印刷及び出版に関して通常の責任はある。 

 民事法上の婚姻手続は常に結婚の祝福｛教会での結婚式｝の前に済ませておかなければならないが、但し必要に応じて法律により設

けられる例外はこの限りでない。 

第22条 何人も法律により定められる場合及び条件を除いては、自己並びに家族の生活を尊重する権利を有する。 

 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則はこの権利の保護を保障する。 

第22条の２（第２次修正） 子どもは誰でもその道徳的、肉体的、精神的及び性的高潔を尊重させる権利を有する。 

 子どもは誰でもその関係のある全ての問題について意見を述べる権利を有する；その意見に対しては年齢と成熟度に応じて考慮が払

われる｡(８) 

 子どもは誰でもその発育を助長する施策及び世話を享受する権利を有する。 

 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則はこの権利を保障する。 

第23条 何人も人間の尊厳にふさわしい生活を送る権利を有する。 

 このために、法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則は相応の義務に配慮しつつ経済的社会的及び文化的な諸権利を

保障し、且つそれらを実現するための諸条件を定める。 

 これらの権利はとりわけ以下のものを含む： 

   １º 情報取得、協議並びに団体協約に対する権利はもとより、とりわけできる限り安定した高度な水準を保障することを目指し

た全国的な雇用政策の枠内での雇用並びに職業活動選択の自由に対する権利、公正な雇用条件並びに公正な報酬に対する権

利； 

   ２º 社会保障、健康保護並びに社会的、医療及び法的扶助に対する権利； 

   ３º それ相応の住居に対する権利； 

   ４º 健康的な環境保護に対する権利； 

   ５º 文化的社会的才能の伸長に対する権利； 

   ６º 家族手当に対する権利。（挿入） 

第24条 

 §1. 教育は自由である；抑制措置は全て禁止される；犯罪の処罰は法律及び共同体法によらなければ定められない。 

    共同体は両親たちの自由な選択を確保する。 

    共同体は中立である教育を具体化する。中立はとりわけ両親たち及び児童生徒たちの哲学的思想的若しくは宗教的意見の尊重

を意味する。 

    官公署により設立された学校は、義務教育終了まで公認の宗教教育の一つと無宗派の道徳教育との間の選択を提供する。 

 §2. 共同体が、主務官庁として、その権限を一つ乃至それ以上の自治機関に委任したい場合には、表明された投票の３分の２多数

決で可決される共同体法によってのみ可能である。 

 §3. 何人も基本的権利及び自由(９)の尊重の下で教育を受ける権利を有する。教育は義務教育終了までは無料である。 

    就学義務に服する児童生徒は全て共同体の負担で倫理的若しくは宗教的教育を受ける権利を有する。 

 §4. 全ての児童生徒若しくは学生、両親、教職員、及び教育施設は法律若しくは共同体法の前に平等である。法律及び共同体法は、

目的の相違、とりわけ特有な取扱いを裏づけるそれぞれの組織権者に固有の特色を考慮に入れる。 

 §5. 共同体による教育の施設、承認又は助成金支給は法律若しくは共同体法により規整される。 

第25条 出版は自由である；検閲は決して設けられてはならない；著者、出版者、印刷者の保証金は要求されてはならない。 

 著者が明らかであり且つベルギー国内に居住しているときは、編集者、印刷者又は配布者は訴追されてはならない。 

第26条 ベルギー国民は平穏に且つ武器を携帯せずに、法律に従って集会する権利を有し、この法律はこの権利の行使を規制できるが、

事前の許可を受ける必要はない。 

 この規定は屋外集会には適用されず、その場合は警察法に全面的に従うことになる。 

第27条 ベルギー国民は結社を結成する権利を有する；この権利はいかなる阻止措置にも従わされてはならない。 

第28条 何人も官公署に一人若しくは複数人により署名された請願を提出する権利を有する。 

                                                                                                                         
(７) “De burgerlijke”（蘭語）、“La mort civil”（仏語）、“Der bügerloche Tod”（独語）については、清宮は「法律上の死」、武居は「民事死亡」と訳しているがいずれも分

かりにくく、これに対して今井は「准死の制度」と訳して「刑罰の付随的結果として民法上の権利を剥奪する制度」との説明を付している。 

(８) この第２項と次の第３項は2008年12月22日の第２次修正で挿入されたもので、武居訳には出ていない。 

(９) 仏語版と独語版は「基本的自由及び権利」と順序が逆になっている。 

－ 9 － 

 正規の団体に限りその団体名で請願を提出する権利を付与される。 

第29条 信書の秘密は不可侵である。 

 いずれの官吏が郵便に託された書簡の秘密の侵害に対して責任を負うかは法律で定める。 

第30条 ベルギー国内での言語の使用は任意である；法律による以外、官公署の行為及び裁判上の事件によらなければ規整されてはな

らない。 

第31条 公務員の行政上の犯罪行為に対する訴追の行使にはいかなる事前の許可も要しないが、但し大臣たち及び共同体並びに地域圏

政府の構成員たちに関して決定を下す場合はこの限りでない。 

第32条 何人も全ての行政資料を閲覧しその複写を入手する権利を有するが、但し法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の

規則により定められる場合及び条件についてはこの限りでない。 

 

第Ⅲ編 権 力 
 

第33条 全ての権力は国民に由来する。 

 それらは憲法で定める方法により行使される。 

第34条 特定の権力の行使は条約若しくは法律により国際法上の機関に授権することができる。 

第35条 連邦所管署は憲法及び(10)憲法自体により可決される法律により正式に授権される諸事項についてしか管轄権を持たない。 

 共同体若しくは地域圏は、それぞれの関係あるものにおいて、法律により定められる諸条件の下で且つ諸方式に従ってのみその他の

事項に対する管轄権を有する。この法律は第４条の最終項に定められた多数決で可決されなければならない。 

経過規定 

 第２項に記載の法律が本条の施行日を決定する。この日付は、連邦諸官署に専属の管轄権を定めた憲法第Ⅲ編に付け加えられた新条

文の発効日以前であってはならない。 

第36条 連邦立法権は国王、下院及び上院により共同で行使される。 

第37条 連邦立法権は憲法により規整されるとおり国王に帰属する。 

第38条 各共同体は憲法により又は憲法により可決される諸法律により承認される諸権限を有する。 

第39条 法律が創設した公選の代表からなる地域圏機関に、第30条及び第127条乃至第129条に記載のものを除き、法律が定める管轄内

で且つ方法に従い、法律で定める諸事項を決定する管轄権を法律で付与する。この法律は第４条の最終項で準備された多数決で可決

されなければならない。 

第39条の２（新設） 

 財政若しくは予算に関する諸事項又は表明される投票の３分の２の多数で決定される諸事項を除き、専ら地域圏の機関に付与される

諸事項は関係地域圏内の住民投票の対象とすることができる。 

 第134条に記載の規則は住民投票の方式及び組織を決定し、表明される投票の３分の２の多数決、会合することのできた議会の議員

たちの多数決を条件に採択される。第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律で、ブリュッセル首都地域圏議会に関わる

多数決を補足する多数決の諸条件を準備する。 

第39条の３（新設） 

 下院又は共同体若しくは地域圏の議会の選挙を規整する法律、共同体法又は第134条に記載の規則は、議会最終日の予定された日の

少なくとも１日前に公布され、公布後可及的速やかに発効する。 

経過措置（新設） 

 本条はベルギー官報での本条の布告後の次の欧州議会選挙当日に発効する。 

第40条 司法権は上級及び下級裁判所により行使される。 

 上級審判決及びその他の判決は国王の名において執行される｡(11) 

第41条（用語の修正） 専ら基礎自治体又は県にのみ利害関係のあるものは、憲法により定められた諸原則に従い、基礎自治体又は県

の議会により規整される。但し、第４条の最終段落で準備された多数決で可決される法律、第134条に記載の規則は、県の諸機関を

廃止できる。この場合には、第134条に記載の規則は超基礎自治体団体によって取って代わられ、憲法により確立された諸原則に

従ってその議会が専ら超基礎自治体の利益を決定する。第134条に記載の規則は表明される投票の３分の２の多数決で、関係議会の

議員たちの多数が会合する条件で可決される。（挿入） 

 管轄権を規定する第134条に記載の規則(12)、基礎自治体地域内の諸機関の運用方法及び選挙方法の諸規則は基礎自治体に利害関係の

ある諸事項を規整することができる。 

                                                                                                                         
(10) 武居は「または」としているが仏語版も“et”となっている。 

(11) 蘭語版は“de arresten en vonissen”、独語版は“Die Entscheide und Urteile”、仏語版は“les arréts et jugements”とあり、武居は一括して判決としているが、仏語のArrétは辞書

によれば上級審判決となっているのでvonissはその他の判決と訳した。 

(12) 武居は唯「法律をもって」としているが蘭語・仏語・独語のいずれの版も「第134条に記載の規則」とし、蘭語は“regel”、仏語は“règle”、独語は“Regel”と明記してい

る。また、武居は第134条では「規定」と訳しているが、これは「条文」のことを意味するので不適切である。 
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 これらの基礎自治体内の地区を管轄する諸機関は、基礎自治体議会の発議で人口10万人以上の基礎自治体内に設置される。これらの

議員は直接公選される。第４条の最終項で順備された多数決で可決される法律の施行に当たり、共同体法若しくは第134条に記載の

規則がこのような基礎自治体内の地区を管轄する諸機関がそれらに従って設置できるその他の諸条件及び方法を定める。 

 この共同体・地域圏法及び第134条に記載の規則は、関係議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２

多数決でしか可決することはできない。 

 基礎自治体、超基礎自治体又は県に利害関係のある諸事項は当該基礎自治体、超基礎自治体団体又は県において住民投票の対象とす

ることができる。第134条に記載の規則が住民投票の方式及び構成を定める。 

第Ⅰ章 連邦議会 

第42条 両院の議員たちは国民を代表し、選出した者たちのみを代表するものではない。 

第43条 

 §1. 憲法により定められる場合には、［両院］下院の公選議員たちは、法律により定められた方法で、オランダ語言語集団及びフ

ランス語言語集団に振り分けられる。 

 §2. 憲法により定められる場合には、上院議員たちは、ドイツ語言語共同体議会により指名される上院議員を除いて、オランダ語

言語集団及びフランス語言語集団に振り分けられる。（挿入） 

    第67条§１の１º、３º及び６ºに記載の上院議員たちは上院のオランダ語言語集団を構成する。第67条§１の２º、４º及び７º

に記載の上院議員たちは上院のフランス語言語集団を構成する。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

 当日までは、次の諸規定が適用される。 

  «§1. 憲法により定められる場合には、各院の公選議員たちは、法律により決定された方法により、フランス語言語集団及びオラ

ンダ語言語集団に振り分けられる。 

    第67条§１の２º、４º及び７ºに記載の上院議員たちは上院のフランス語言語集団を構成する。第67条§１の１º、３º及び６º

に記載の上院議員たちは上院のオランダ語言語集団を構成する。» （挿入） 

第44条 両院は当然の権利として毎年10月の第２火曜日に召集されるが、国王によりそれ以前に召集されていればこの限りでない。 

 両院は毎年少なくとも40日は開会されていなければならない。上院は常設の機関ではない。（挿入） 

 国王が閉会を宣告する。 

 国王は両院を臨時に召集する権利を有する。 

経過措置（新設） 

 第２項の２番目の文章は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。（挿入） 

第45条 国王は両院を休会することができる。但し、休会は１か月の期限を越えることはできず、両院の同意なくして同一会期中に再

延長はできない。 

第46条 国王は以下の場合しかその議員の絶対多数決による下院解散権を持たない： 

 １º 連邦政府への信任決議案を否決してその決議案否決の日から３日の期限内に総理大臣の後継者の指名を国王に提案しない； 

 ２º 連邦政府に関する不信任決議案を可決して同時に国王に総理大臣の後継者の指名を国王に提案しない。 

 信任及び不信任決議案は決議案提出後48時間後でなければ票決に付されてはならない。 

 さらに、国王は、連邦政府の総辞職の場合には、下院を、その議員の絶対多数で表明された承認を受理した後解散させることができ

る。 

 ［下院の解散は上院の解散を伴う。］（削除） 

 解散証書には有権者たちを40日以内、国会を２か月以内に召集することが含まれる。 

 両院解散の場合には、第195条に従って、国会が３か月以内に召集される。（挿入） 

 任期前の解散の場合には、新連邦議会はこの解散の次の最初の欧州議会選挙の前日以上に引き延ばすことはできない。（挿入） 

経過措置（新設） 

 第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律が、2014年の欧州議会選挙の後で、第６項の発効の日を決定する。この日は第

65条第３項、及び第118条§２第４項の発効の日と一致する。 

 第４項及び第５項は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の規定が適用さ

れて第４項及び第５項に代わる。 

  «下院の解散は上院の解散を伴う。 

 解散詔書は40日以内の選挙の召集及び２か月以内の国会の召集を含む。» （挿入） 

第47条 国会の審議は公開である。 

 但し、各院はその議長若しくは10名の議員の請求に基づき秘密会とする。 

 各院は秘密会の後で、同一議題について公開にしておかなければならないかどうかを絶対多数決により決める。 
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第48条 各院は所属議員たちの資格を審査し且つこの問題に関して提起される争訟を裁判する。 

第49条 何人も同時に両院の議員となることはできない。 

第50条 両院のいずれかの議員が、国王により大臣の地位に指名されてそれを受諾すれば、議席を中断し(13)、国王によりその大臣職

を解かれたときは議員資格を回復する。関係院内でのその復職の方式(14)は法律でこれを準備する。 

第51条 両院のいずれかの議員が、連邦政府により大臣以外のいずれかの給与を受ける職に任命されてそれを受諾したときは、直ちに

議席を失い、新たな選挙による以外復職しない。 

第52条 会期ごとに各院はその議長、副議長を指名してその議長団(15)を構成する。 

第53条 議決は全て投票により絶対多数決で行われるが、但し選挙及び推薦に関して議院規則により定められるものはこの限りでない。 

 投票が可否同数の場合には、審議に付された議案は否決されたものとする。 

 両院はいずれもその議員の過半数が出席していない限り議決を行うことができない。 

第54条 予算及び特別多数決を必要とする法律を除き、言語集団の一つの少なくとも４分の３の議員により署名されて報告の提出の後

で公開の会議での最終投票の前に提出される明確な理由を付した動議は、その動議が指摘する法律案若しくは法律案の規定が共同体

間の関係に重大な損害をもたらす虞があると宣言することができる。 

 この場合には、議事手続は停止されて動議が閣議に付託され、閣議は30日以内に動議についての明確な理由を付したその意見を表明

し、関係議院に対しその意見について又は必要があれば修正された法律案若しくは規定について決定するよう要請する。 

 この手続は同一の法律案若しくは同一の規定に関して一言語集団の議員たちにより一度だけしか実行できない。 

第55条 票決は着席か起立｛起立投票｝又は指名による口頭投票により行われる(16)；法律の全体については常に指名による口頭投票

が行われる。選挙及び候補者の指名は秘密投票により行う。 

第56条 ［各院］下院は調査権を有する。 

 上院は、その議員の15人の請求で、下院、共同体若しくは地域圏の議会又は国王に、表明される投票の絶対多数で、各言語集団の表

明される投票の少なくとも３分の１と併せて、問題を決定し、共同体若しくは地域圏の管轄権に従った結論を得て、調査報告の対象

とすることができる。報告は表明される投票の絶対多数で、各言語集団の表明される投票の少なくとも３分の１と併せて承認される。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

 当日までは、次の諸規定が適用される。 

  «各院は調査権を有する。» （挿入） 

第57条 国会に請願者が自ら出頭して請願を提出するのは禁止されている。 

 ［各院］下院は国会宛ての請願を大臣たちに回付する権利を有する。大臣たちは国会が要求するたびにその内容について説明する義

務を負う。 

経過措置（新設） 

 第２項は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の規定が第２項に代わって

適用される。 

  «各院は国会宛の請願を大臣たちに回付する権利を有する。大臣たちは国会が要求するたびにその内容について説明する義務を負

う。» （挿入） 

第58条 いずれの院の議員の何人もその職務の遂行中に自らにより表明された意見並びに表決を理由に訴追されたり捜索されたりする

ことはない。 

第59条 現行犯の場合を除き、会期の継続中にいずれの院の議員の何人も刑事事件で、在席する院の許諾を得た場合以外、上級若しく

は下級裁判所に移送されるか又は召喚されてはならず、逮捕もされてはならない。 

 現行犯の場合を除き、会期の継続中に刑事事件で、いずれの院の議員に対しても、裁判官の介入を要する強制措置は、管轄裁判官の

請求に基づき控訴院の主席裁判長による場合以外執ることはできない。この決定は当該院の議長に伝達される。 

 前項により執行される家宅捜索若しくは差押えは全て当該院の議長若しくはその指名を受けた議員の立会の下でしか実施することは

できない。 

 会期の継続中は検察官及び管轄機関の担当官たちのみがいずれの院の議員に対しても刑事事件において訴追することができる。 

 いずれの院の関係議員も会期の継続中に刑事事件において予審のどの段階ででもその在席する院が訴追を中断するよう要求できる。

                                                                                                                         
(13) 武居は“cesse”を「失い」としているが、その場合は第51条に見るとおり新たな選挙による以外復職の道はなく、「中断」である。 

(14) 武居は“modalité”を全て「態様」としているが、その意味は「有様・様子」で不適切である。 

(15) 武居は“et compose son bureau”の“bureau”を正副議長と並べて「事務局」と訳しているが、事務局が会期ごとに新たに構成されるはずはなく、“son”は議長と同じ各院

を指し、また独語版は“Präsidium”（議長団・幹部会）としている。 

(16) 仏語版の“voté par appel nominal”清宮は「口頭」、次の法律案全体は「指名点呼および口頭」、武居はどちらも「指名による口頭」とし、蘭語版も「指名点呼」

“naamafroeping”となっているが、独語版だけは「記名投票」としている。日本の衆議院規則では「起立投票」と「記名投票」｛賛成は白票、反対は青票｝の２種に限られる

が、ベルギーではそのほかの「指名による口頭」が一般的のようで、別掲のワロン地方民主制・分権法では「投票はそれぞれの決議の全体については常に発声と点呼で行われ

る。」“le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l’ensemble de chaque resolution.”と「大声で」“à haute voix”を用いている。 
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 これらの基礎自治体内の地区を管轄する諸機関は、基礎自治体議会の発議で人口10万人以上の基礎自治体内に設置される。これらの

議員は直接公選される。第４条の最終項で順備された多数決で可決される法律の施行に当たり、共同体法若しくは第134条に記載の

規則がこのような基礎自治体内の地区を管轄する諸機関がそれらに従って設置できるその他の諸条件及び方法を定める。 

 この共同体・地域圏法及び第134条に記載の規則は、関係議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２

多数決でしか可決することはできない。 

 基礎自治体、超基礎自治体又は県に利害関係のある諸事項は当該基礎自治体、超基礎自治体団体又は県において住民投票の対象とす

ることができる。第134条に記載の規則が住民投票の方式及び構成を定める。 

第Ⅰ章 連邦議会 

第42条 両院の議員たちは国民を代表し、選出した者たちのみを代表するものではない。 

第43条 

 §1. 憲法により定められる場合には、［両院］下院の公選議員たちは、法律により定められた方法で、オランダ語言語集団及びフ

ランス語言語集団に振り分けられる。 

 §2. 憲法により定められる場合には、上院議員たちは、ドイツ語言語共同体議会により指名される上院議員を除いて、オランダ語

言語集団及びフランス語言語集団に振り分けられる。（挿入） 

    第67条§１の１º、３º及び６ºに記載の上院議員たちは上院のオランダ語言語集団を構成する。第67条§１の２º、４º及び７º

に記載の上院議員たちは上院のフランス語言語集団を構成する。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

 当日までは、次の諸規定が適用される。 

  «§1. 憲法により定められる場合には、各院の公選議員たちは、法律により決定された方法により、フランス語言語集団及びオラ

ンダ語言語集団に振り分けられる。 

    第67条§１の２º、４º及び７ºに記載の上院議員たちは上院のフランス語言語集団を構成する。第67条§１の１º、３º及び６º

に記載の上院議員たちは上院のオランダ語言語集団を構成する。» （挿入） 

第44条 両院は当然の権利として毎年10月の第２火曜日に召集されるが、国王によりそれ以前に召集されていればこの限りでない。 

 両院は毎年少なくとも40日は開会されていなければならない。上院は常設の機関ではない。（挿入） 

 国王が閉会を宣告する。 

 国王は両院を臨時に召集する権利を有する。 

経過措置（新設） 

 第２項の２番目の文章は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。（挿入） 

第45条 国王は両院を休会することができる。但し、休会は１か月の期限を越えることはできず、両院の同意なくして同一会期中に再

延長はできない。 

第46条 国王は以下の場合しかその議員の絶対多数決による下院解散権を持たない： 

 １º 連邦政府への信任決議案を否決してその決議案否決の日から３日の期限内に総理大臣の後継者の指名を国王に提案しない； 

 ２º 連邦政府に関する不信任決議案を可決して同時に国王に総理大臣の後継者の指名を国王に提案しない。 

 信任及び不信任決議案は決議案提出後48時間後でなければ票決に付されてはならない。 

 さらに、国王は、連邦政府の総辞職の場合には、下院を、その議員の絶対多数で表明された承認を受理した後解散させることができ

る。 

 ［下院の解散は上院の解散を伴う。］（削除） 

 解散証書には有権者たちを40日以内、国会を２か月以内に召集することが含まれる。 

 両院解散の場合には、第195条に従って、国会が３か月以内に召集される。（挿入） 

 任期前の解散の場合には、新連邦議会はこの解散の次の最初の欧州議会選挙の前日以上に引き延ばすことはできない。（挿入） 

経過措置（新設） 

 第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律が、2014年の欧州議会選挙の後で、第６項の発効の日を決定する。この日は第

65条第３項、及び第118条§２第４項の発効の日と一致する。 

 第４項及び第５項は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の規定が適用さ

れて第４項及び第５項に代わる。 

  «下院の解散は上院の解散を伴う。 

 解散詔書は40日以内の選挙の召集及び２か月以内の国会の召集を含む。» （挿入） 

第47条 国会の審議は公開である。 

 但し、各院はその議長若しくは10名の議員の請求に基づき秘密会とする。 

 各院は秘密会の後で、同一議題について公開にしておかなければならないかどうかを絶対多数決により決める。 
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第48条 各院は所属議員たちの資格を審査し且つこの問題に関して提起される争訟を裁判する。 

第49条 何人も同時に両院の議員となることはできない。 

第50条 両院のいずれかの議員が、国王により大臣の地位に指名されてそれを受諾すれば、議席を中断し(13)、国王によりその大臣職

を解かれたときは議員資格を回復する。関係院内でのその復職の方式(14)は法律でこれを準備する。 

第51条 両院のいずれかの議員が、連邦政府により大臣以外のいずれかの給与を受ける職に任命されてそれを受諾したときは、直ちに

議席を失い、新たな選挙による以外復職しない。 

第52条 会期ごとに各院はその議長、副議長を指名してその議長団(15)を構成する。 

第53条 議決は全て投票により絶対多数決で行われるが、但し選挙及び推薦に関して議院規則により定められるものはこの限りでない。 

 投票が可否同数の場合には、審議に付された議案は否決されたものとする。 

 両院はいずれもその議員の過半数が出席していない限り議決を行うことができない。 

第54条 予算及び特別多数決を必要とする法律を除き、言語集団の一つの少なくとも４分の３の議員により署名されて報告の提出の後

で公開の会議での最終投票の前に提出される明確な理由を付した動議は、その動議が指摘する法律案若しくは法律案の規定が共同体

間の関係に重大な損害をもたらす虞があると宣言することができる。 

 この場合には、議事手続は停止されて動議が閣議に付託され、閣議は30日以内に動議についての明確な理由を付したその意見を表明

し、関係議院に対しその意見について又は必要があれば修正された法律案若しくは規定について決定するよう要請する。 

 この手続は同一の法律案若しくは同一の規定に関して一言語集団の議員たちにより一度だけしか実行できない。 

第55条 票決は着席か起立｛起立投票｝又は指名による口頭投票により行われる(16)；法律の全体については常に指名による口頭投票

が行われる。選挙及び候補者の指名は秘密投票により行う。 

第56条 ［各院］下院は調査権を有する。 

 上院は、その議員の15人の請求で、下院、共同体若しくは地域圏の議会又は国王に、表明される投票の絶対多数で、各言語集団の表

明される投票の少なくとも３分の１と併せて、問題を決定し、共同体若しくは地域圏の管轄権に従った結論を得て、調査報告の対象

とすることができる。報告は表明される投票の絶対多数で、各言語集団の表明される投票の少なくとも３分の１と併せて承認される。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

 当日までは、次の諸規定が適用される。 

  «各院は調査権を有する。» （挿入） 

第57条 国会に請願者が自ら出頭して請願を提出するのは禁止されている。 

 ［各院］下院は国会宛ての請願を大臣たちに回付する権利を有する。大臣たちは国会が要求するたびにその内容について説明する義

務を負う。 

経過措置（新設） 

 第２項は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の規定が第２項に代わって

適用される。 

  «各院は国会宛の請願を大臣たちに回付する権利を有する。大臣たちは国会が要求するたびにその内容について説明する義務を負

う。» （挿入） 

第58条 いずれの院の議員の何人もその職務の遂行中に自らにより表明された意見並びに表決を理由に訴追されたり捜索されたりする

ことはない。 

第59条 現行犯の場合を除き、会期の継続中にいずれの院の議員の何人も刑事事件で、在席する院の許諾を得た場合以外、上級若しく

は下級裁判所に移送されるか又は召喚されてはならず、逮捕もされてはならない。 

 現行犯の場合を除き、会期の継続中に刑事事件で、いずれの院の議員に対しても、裁判官の介入を要する強制措置は、管轄裁判官の

請求に基づき控訴院の主席裁判長による場合以外執ることはできない。この決定は当該院の議長に伝達される。 

 前項により執行される家宅捜索若しくは差押えは全て当該院の議長若しくはその指名を受けた議員の立会の下でしか実施することは

できない。 

 会期の継続中は検察官及び管轄機関の担当官たちのみがいずれの院の議員に対しても刑事事件において訴追することができる。 

 いずれの院の関係議員も会期の継続中に刑事事件において予審のどの段階ででもその在席する院が訴追を中断するよう要求できる。

                                                                                                                         
(13) 武居は“cesse”を「失い」としているが、その場合は第51条に見るとおり新たな選挙による以外復職の道はなく、「中断」である。 

(14) 武居は“modalité”を全て「態様」としているが、その意味は「有様・様子」で不適切である。 

(15) 武居は“et compose son bureau”の“bureau”を正副議長と並べて「事務局」と訳しているが、事務局が会期ごとに新たに構成されるはずはなく、“son”は議長と同じ各院

を指し、また独語版は“Präsidium”（議長団・幹部会）としている。 

(16) 仏語版の“voté par appel nominal”清宮は「口頭」、次の法律案全体は「指名点呼および口頭」、武居はどちらも「指名による口頭」とし、蘭語版も「指名点呼」

“naamafroeping”となっているが、独語版だけは「記名投票」としている。日本の衆議院規則では「起立投票」と「記名投票」｛賛成は白票、反対は青票｝の２種に限られる

が、ベルギーではそのほかの「指名による口頭」が一般的のようで、別掲のワロン地方民主制・分権法では「投票はそれぞれの決議の全体については常に発声と点呼で行われ

る。」“le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l’ensemble de chaque resolution.”と「大声で」“à haute voix”を用いている。 
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当該院はその件に関しては３分の２多数決で決めなければならない。 

 いずれの院の議員の上級若しくは下級裁判所への勾留若しくは訴追もその在席する院が要求すれば会期中は中断される。 

第60条 各院は、議院規則により、それに従ってその権限を行使する方法を定める。 

第Ⅰ節 下 院 

第61条 下院議員たちは、満18歳で法定の排除事由のない市民により直接選挙される。 

 各選挙人は一票しか投票権を有しない。 

第62条 選挙人団の構成は法律により規整される。 

 選挙は法律の定める比例代表制により行われる。 

 投票は義務であり秘密である。投票は基礎自治体で行われるが、但し法律で特例を定めたときはこの限りでない。 

第63条 

 §1. 下院は150人の議員からなる。 

 §2. 各選挙区はその人口数が王国の人口数を150で割って得られる連邦の除数で割った倍数になる議席と同数になる。 

    残余の議席はまだ代表されていない最大の余剰人口を有する選挙区に割り振られる。 

 §3. 選挙区間の下院議員の配分は国王により人口に比例して定められる。 

    各選挙区の人口数は10年ごとに人口の国勢調査により又は法律により定められたその他のいずれかの方法により決定される。

国王はその結果を６か月の期限内に公表する。 

    この公表から３か月以内に、国王は各選挙区に配分される議席数を決定する。 

    新たな配分は次回の総選挙から適用される。 

 §4. 選挙区は法律でこれを定める；また選挙人であるために要求される諸条件並びに選挙の執行方法も法律でこれを定める。 

    但し、一方旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するために、特別な方式が法律により

予定される。 

    これらの特別方式を確定した諸規則の修正は第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律によってしか行えない。

（挿入） 

第64条 被選挙権者であるためには以下の条件を満たしていることを要する： 

   １º ベルギー人であること； 

   ２º 私権及び参政権を享有すること； 

   ３º 満21歳以上であること； 

   ４º ベルギー国内の居住者であること。 

 他にはいかなる被選挙資格要件も要求されてはならない。 

経過措置（新設） 

 第１項の３ºは2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までに、第64条の１º、２º、４ºを

除き、満21歳以上であることが必要である。（挿入） 

第65条 下院議員は４年の任期で選出される。 

 下院は４年ごとに改選される。 

 下院選挙は欧州議会選挙と同日に執行される。（挿入） 

経過措置（新設） 

 第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律が、2014年の欧州議会選挙の後で、第３項の発効の日を決定する。この日は第

46条第６項、及び第118条§２第４項の発効の日と一致する。 

 いずれにせよ、連邦議会選挙はベルギー官報での本修正の布告後の次の欧州議会選挙と同日に執行される。（挿入） 

第66条 各下院議員は１万2000フランの歳費を受ける。 

 国内では、下院議員たちは当局により経営されるか若しくは認可された交通機関に全て無賃で乗車できる権利を有する。 

 下院の議長は、同院の支出に見合う一定の予算割当額を計上した年間経費を認められる。 

 下院は設置が適切と考えられる退職若しくは年金基金への寄金として年間経費から控除される総額を決定する。 

第Ⅱ節 上 院 

第67条（用語の修正） 

 §1. ［第72条を除き、］（削除）上院は以下の［71］（削除）60（修正）人の上院議員から成る： 

   １º ［第61条によりオランダ語選挙区選挙人団により選出される25人］（削除） 

     フラーンデレン議会によりその中からか又はブリュッセル首都地域圏議会のオランダ言語集団の中から指名される29人（挿

入）の上院議員； 

   ２º ［第61条によりフランス語選挙区選挙人団により選出される15人］（削除） 

     フランス共同体議会によりその中から指名される10人（挿入）の上院議員； 
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   ３º ［フラーンデレン議会と呼ばれるフラーンデレン共同体議会によりその中から指名される10人］（削除） 

     ワロン地域圏議会によりその中から指名される８人（挿入）の上院議員； 

   ４º ［フランス共同体議会によりその中から指名される10人］（削除） 

     ブリュッセル首都地域圏議会のフランス言語集団の中から指名される２人（挿入）の上院議員； 

   ５º ドイツ語共同体議会によりその中から指名される１人の上院議員； 

   ６º １º［及び３º］（削除）に記載の上院議員たちにより指名される６人の上院議員； 

   ７º ２º及び４ºに記載の上院議員たちにより指名される４人の上院議員。 

     ［上院の改選と同時に行われなかった所属議会の全員改選時にその議会の議席を有しなくなった第１項の３ºから５ºに記載

の上院議員たちは、所属議会の改選後の最初の会期の開会まで引き続きその職務を保持する。］（削除） 

 §2. §１の１º［、３º及び６º］（削除）に記載の上院議員たちのうち少なくとも１人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域

圏内の居住者である。 

    §１の２º［、４º及び７º］に記載の上院議員たちのうち少なくとも［６］３人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏

［内の居住者］（削除）議会のフランス言語集団の議員である。§１の２ºに［記載の上院議員たちのうち少なくとも４人が選

挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者でない場合には、§１の４ºの対象とされる上院議員たちのうち少なくとも

二人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者］（削除）反して、これら３人のうち１人はフランス共同体議会の

議員（挿入）でなければならない。 

 §3. 上院は同一性の上院議員が３分の２以上となってはならない。（新設） 

 §4. 第68条§２記載の名簿がそれぞれ§１の１ºに、又§１の２º、３º若しくは４º記載の上院議員により代表されないときは、

§１の６º、若しくは§１の７º記載の上院議員の指名が公選の下院議員たちによって上述の名簿を基に行うことができる。（新

設） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第67条そのまま） 

  «§1. 第72条を除き、上院は以下の71人の上院議員から成る： 

   １º 第61条によりオランダ語選挙区選挙人団により選出される25人の上院議員； 

   ２º 第61条によりフランス語選挙区選挙人団により選出される15人の上院議員； 

   ３º フラーンデレン議会と呼ばれるフラーンデレン共同体議会によりその中から指名される10人の上院議員； 

   ４º フランス共同体議会によりその中から指名される10人の上院議員； 

   ５º ドイツ語共同体議会によりその中から指名される１人の上院議員； 

   ６º １º及び３ºに記載の上院議員たちにより指名される６人の上院議員； 

   ７º ２º及び４ºに記載の上院議員たちにより指名される４人の上院議員。 

    上院の改選と同時に行われなかった所属議会の全員改選時にその議会の議席を有しなくなった第１項の３º乃至５ºに記載の上

院議員たちは、所属議会の改選後の最初の会期の開会まで引き続きその職務を保持する。 

 §2. §１の１º、３º及び６ºに記載の上院議員たちのうち少なくとも１人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者

である。 

    §１の２º、４º及び７ºに記載の上院議員たちのうち少なくとも６人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者

である。§１の２ºに記載の上院議員たちのうち少なくとも４人が選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者でない

場合には、§１の４ºの対象とされる上院議員たちのうち少なくとも二人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住

者でなければならない。» 。 

第68条（用語の修正） 

 ［§1. 第67条の§１の１º、２º、３º、４º、６º及び７ºに記載の上院議員総数は、法律により定められる比例代表制により、第67

条の§１の１º及び２ºに記載される上院議員選挙で獲得された名簿の得票数に応じて各言語集団内で配分される。］（削除） 

 §1. 第67条の§１の１ºに記載の上院の議席は、名簿のフラーンデレン議会選挙の異なった選挙区で獲得された得票数の加算に応

じて、法律等々により準備された方式に従い、法律により定められる比例代表制により、名簿に配分される。（新設） 

    ［第67条の§１の３º及び４ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも

一人がそれに基づき選出されるこれらの名簿だけが考慮され、且つ場合によりこの名簿に基づき選出される十分な数の議員がフ

ラーンデレン共同体議会又はフランス共同体議会に在席していることが要件となる。］（削除） 

    得票数が第１項により加算される名簿は、それがフラーンデレン議会で少なくとも１議席を獲得していた場合しか、第67条の

§１の１ºに記載の上院の議席配分には与れない。（新設） 

    第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも一

人がそれに基づき選挙されるそれらの名簿だけが考慮される。 
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当該院はその件に関しては３分の２多数決で決めなければならない。 

 いずれの院の議員の上級若しくは下級裁判所への勾留若しくは訴追もその在席する院が要求すれば会期中は中断される。 

第60条 各院は、議院規則により、それに従ってその権限を行使する方法を定める。 

第Ⅰ節 下 院 

第61条 下院議員たちは、満18歳で法定の排除事由のない市民により直接選挙される。 

 各選挙人は一票しか投票権を有しない。 

第62条 選挙人団の構成は法律により規整される。 

 選挙は法律の定める比例代表制により行われる。 

 投票は義務であり秘密である。投票は基礎自治体で行われるが、但し法律で特例を定めたときはこの限りでない。 

第63条 

 §1. 下院は150人の議員からなる。 

 §2. 各選挙区はその人口数が王国の人口数を150で割って得られる連邦の除数で割った倍数になる議席と同数になる。 

    残余の議席はまだ代表されていない最大の余剰人口を有する選挙区に割り振られる。 

 §3. 選挙区間の下院議員の配分は国王により人口に比例して定められる。 

    各選挙区の人口数は10年ごとに人口の国勢調査により又は法律により定められたその他のいずれかの方法により決定される。

国王はその結果を６か月の期限内に公表する。 

    この公表から３か月以内に、国王は各選挙区に配分される議席数を決定する。 

    新たな配分は次回の総選挙から適用される。 

 §4. 選挙区は法律でこれを定める；また選挙人であるために要求される諸条件並びに選挙の執行方法も法律でこれを定める。 

    但し、一方旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するために、特別な方式が法律により

予定される。 

    これらの特別方式を確定した諸規則の修正は第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律によってしか行えない。

（挿入） 

第64条 被選挙権者であるためには以下の条件を満たしていることを要する： 

   １º ベルギー人であること； 

   ２º 私権及び参政権を享有すること； 

   ３º 満21歳以上であること； 

   ４º ベルギー国内の居住者であること。 

 他にはいかなる被選挙資格要件も要求されてはならない。 

経過措置（新設） 

 第１項の３ºは2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までに、第64条の１º、２º、４ºを

除き、満21歳以上であることが必要である。（挿入） 

第65条 下院議員は４年の任期で選出される。 

 下院は４年ごとに改選される。 

 下院選挙は欧州議会選挙と同日に執行される。（挿入） 

経過措置（新設） 

 第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律が、2014年の欧州議会選挙の後で、第３項の発効の日を決定する。この日は第

46条第６項、及び第118条§２第４項の発効の日と一致する。 

 いずれにせよ、連邦議会選挙はベルギー官報での本修正の布告後の次の欧州議会選挙と同日に執行される。（挿入） 

第66条 各下院議員は１万2000フランの歳費を受ける。 

 国内では、下院議員たちは当局により経営されるか若しくは認可された交通機関に全て無賃で乗車できる権利を有する。 

 下院の議長は、同院の支出に見合う一定の予算割当額を計上した年間経費を認められる。 

 下院は設置が適切と考えられる退職若しくは年金基金への寄金として年間経費から控除される総額を決定する。 

第Ⅱ節 上 院 

第67条（用語の修正） 

 §1. ［第72条を除き、］（削除）上院は以下の［71］（削除）60（修正）人の上院議員から成る： 

   １º ［第61条によりオランダ語選挙区選挙人団により選出される25人］（削除） 

     フラーンデレン議会によりその中からか又はブリュッセル首都地域圏議会のオランダ言語集団の中から指名される29人（挿

入）の上院議員； 

   ２º ［第61条によりフランス語選挙区選挙人団により選出される15人］（削除） 

     フランス共同体議会によりその中から指名される10人（挿入）の上院議員； 
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   ３º ［フラーンデレン議会と呼ばれるフラーンデレン共同体議会によりその中から指名される10人］（削除） 

     ワロン地域圏議会によりその中から指名される８人（挿入）の上院議員； 

   ４º ［フランス共同体議会によりその中から指名される10人］（削除） 

     ブリュッセル首都地域圏議会のフランス言語集団の中から指名される２人（挿入）の上院議員； 

   ５º ドイツ語共同体議会によりその中から指名される１人の上院議員； 

   ６º １º［及び３º］（削除）に記載の上院議員たちにより指名される６人の上院議員； 

   ７º ２º及び４ºに記載の上院議員たちにより指名される４人の上院議員。 

     ［上院の改選と同時に行われなかった所属議会の全員改選時にその議会の議席を有しなくなった第１項の３ºから５ºに記載

の上院議員たちは、所属議会の改選後の最初の会期の開会まで引き続きその職務を保持する。］（削除） 

 §2. §１の１º［、３º及び６º］（削除）に記載の上院議員たちのうち少なくとも１人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域

圏内の居住者である。 

    §１の２º［、４º及び７º］に記載の上院議員たちのうち少なくとも［６］３人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏

［内の居住者］（削除）議会のフランス言語集団の議員である。§１の２ºに［記載の上院議員たちのうち少なくとも４人が選

挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者でない場合には、§１の４ºの対象とされる上院議員たちのうち少なくとも

二人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者］（削除）反して、これら３人のうち１人はフランス共同体議会の

議員（挿入）でなければならない。 

 §3. 上院は同一性の上院議員が３分の２以上となってはならない。（新設） 

 §4. 第68条§２記載の名簿がそれぞれ§１の１ºに、又§１の２º、３º若しくは４º記載の上院議員により代表されないときは、

§１の６º、若しくは§１の７º記載の上院議員の指名が公選の下院議員たちによって上述の名簿を基に行うことができる。（新

設） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第67条そのまま） 

  «§1. 第72条を除き、上院は以下の71人の上院議員から成る： 

   １º 第61条によりオランダ語選挙区選挙人団により選出される25人の上院議員； 

   ２º 第61条によりフランス語選挙区選挙人団により選出される15人の上院議員； 

   ３º フラーンデレン議会と呼ばれるフラーンデレン共同体議会によりその中から指名される10人の上院議員； 

   ４º フランス共同体議会によりその中から指名される10人の上院議員； 

   ５º ドイツ語共同体議会によりその中から指名される１人の上院議員； 

   ６º １º及び３ºに記載の上院議員たちにより指名される６人の上院議員； 

   ７º ２º及び４ºに記載の上院議員たちにより指名される４人の上院議員。 

    上院の改選と同時に行われなかった所属議会の全員改選時にその議会の議席を有しなくなった第１項の３º乃至５ºに記載の上

院議員たちは、所属議会の改選後の最初の会期の開会まで引き続きその職務を保持する。 

 §2. §１の１º、３º及び６ºに記載の上院議員たちのうち少なくとも１人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者

である。 

    §１の２º、４º及び７ºに記載の上院議員たちのうち少なくとも６人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者

である。§１の２ºに記載の上院議員たちのうち少なくとも４人が選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住者でない

場合には、§１の４ºの対象とされる上院議員たちのうち少なくとも二人は選挙当日ブリュッセル首都二重言語地域圏内の居住

者でなければならない。» 。 

第68条（用語の修正） 

 ［§1. 第67条の§１の１º、２º、３º、４º、６º及び７ºに記載の上院議員総数は、法律により定められる比例代表制により、第67

条の§１の１º及び２ºに記載される上院議員選挙で獲得された名簿の得票数に応じて各言語集団内で配分される。］（削除） 

 §1. 第67条の§１の１ºに記載の上院の議席は、名簿のフラーンデレン議会選挙の異なった選挙区で獲得された得票数の加算に応

じて、法律等々により準備された方式に従い、法律により定められる比例代表制により、名簿に配分される。（新設） 

    ［第67条の§１の３º及び４ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも

一人がそれに基づき選出されるこれらの名簿だけが考慮され、且つ場合によりこの名簿に基づき選出される十分な数の議員がフ

ラーンデレン共同体議会又はフランス共同体議会に在席していることが要件となる。］（削除） 

    得票数が第１項により加算される名簿は、それがフラーンデレン議会で少なくとも１議席を獲得していた場合しか、第67条の

§１の１ºに記載の上院の議席配分には与れない。（新設） 

    第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも一

人がそれに基づき選挙されるそれらの名簿だけが考慮される。 
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    第67条の§１の２º乃至４ºに記載の上院の議席は、名簿のワロン地域圏議会選挙の異なった選挙区とブリュッセル首都地域圏

議会の選挙で獲得された得票数の加算に応じて、法律等々により準備された方式に従い、法律により定められる比例代表制によ

り、名簿に配分される。（新設） 

    得票数が第３項により加算される名簿は、それがフランス共同体議会、ワロン議会及びブリュッセル首都地域圏議会のフラン

ス言語集団でそれぞれ少なくとも１議席を獲得していた場合しか、第67条の§１の２º乃至４ºに記載の上院の議席配分には与れ

ない。（新設） 

    それぞれ関係のある共同体議会による共同体法で、第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律による指名方式を除

き、第67条の§１の２º乃至４ºに記載の上院議員の指名は法律でこれを定める。この共同体法は表明される投票の３分の２の多

数決で、当該議会の議員の過半数が出席しているという条件で、可決されなければならない。（新設） 

    第67条の§１の５ºに記載の上院議員はドイツ語共同体議会により投票の絶対多数により指名される。（従前の§３の第３項） 

 ［§2. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、投票は義務であり秘密である。選挙は、法律により定めら

れる例外を除き基礎自治体で行われる。］（削除） 

 §2. 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院の議席は、名簿の下院選挙で獲得された得票数の加算に応じて、法律により準備され

た方式に従い、法律により定められる比例代表制により、名簿に配分される。この制度は第63条の§２で使用されたものである。

投票が、オランダ言語集団、フランス言語集団それぞれが、第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院の議席配分で考慮される領

域区分は、第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律でこれを定める。（新設） 

    名簿は単一の言語集団の議席配分だけにしか考慮されてはならない。（新設） 

    第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの指名に関する規則は法律でこれを規整する。（従前の§３の第４項） 

 ［§3. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、選挙区及び選挙人団の構成は法律でこれを定める；また選

挙人であるために要求される諸条件、同様に選挙の執行手続も法律でこれを定める。］（削除） 

    ［第67条の§１の３º及び５ºに記載の上院議員たちの指名は法律でこれを規整するが、但し第４条の最終項で準備された多数

決で可決された法律により承認され、そのそれぞれの関係事項について共同体議会により共同体法により規整される細則を除く。

この共同体法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可決されなければならな

い。］（削除） 

    ［第67条の§１の５ºに記載の上院議員はドイツ語共同体議会により投票の絶対多数により指名される。］（削除・§１の第

６項へ） 

    ［第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの指名に関する規則は法律でこれを規整する。］（削除・§２の第３項へ） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第67条そのまま） 

  «§1. 第67条の§１の１º、２º、３º、４º、６º及び７ºに記載の上院議員総数は、法律により定められる比例代表制により、第67

条の§１の１º及び２ºに記載される上院議員選挙で獲得された名簿の得票数に応じて各言語集団内で配分される。 

    第67条の§１の３º及び４ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも一

人がそれに基づき選出されるこれらの名簿だけが考慮され、且つ場合によりこの名簿に基づき選出される十分な数の議員がフ

ラーンデレン共同体議会又はフランス共同体議会に在席していることが要件となる。 

    第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも一

人がそれに基づき選挙されるそれらの名簿だけが考慮される。 

 §2. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、投票は義務であり秘密である。選挙は、法律により定められ

る例外を除き基礎自治体で行われる。 

 §3. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、選挙区及び選挙人団の構成は法律でこれを定める；また選挙

人であるために要求される諸条件、同様に選挙の執行手続も法律でこれを定める。 

 第67条の§１の３º及び５ºに記載の上院議員たちの指名は法律でこれを規整するが、但し第４条の最終項で準備された多数決で可決

された法律により承認され、そのそれぞれの関係事項について共同体議会により共同体法により規整される細則を除く。この共同体

法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可決されなければならない。 

 第67条の§１の５ºに記載の上院議員はドイツ語共同体議会により投票の絶対多数により指名される。 

 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの指名に関する規則は法律でこれを規整する。» 。 

第69条 上院議員に［選出若しくは］（削除）指名されるためには以下の要件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー国民であること； 

   ２º 私権及び参政権を享有すること； 

   ３º 満21歳以上であること； 

   ４º ベルギー国内の居住者であること。 
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経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第69条にほぼそのまま） 

  «上院議員に指名されるためには以下の要件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー国民であること； 

   ２º 私権及び参政権を享有すること； 

   ３º 満21歳以上であること； 

   ４º ベルギー国内の居住者であること。» 。 

第70条 ［第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員たちは４年の任期で選出される。第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員

たちは４年の任期で指名される。上院は４年ごとに全員改選される。 

 第67条の§１の１º及び２ºに記載される上院議員たちの選挙は下院議員選挙と同時に行われる。］（削除・全文改正） 

 第67条の§１の１º乃至５ºに記載の上院議員たちの任期は、上院での宣誓の日に始まり、指名された議会の全面一新改選の後、その

最初の会期の開始の日に終わる。（新設） 

 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの任期は、上院での宣誓の日に始まり、全面一新改選に続く下院の最初の会期の開

始の日に終わる。（新設） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（第

１項の前半は従前の第70条にそのまま） 

  «第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員たちは４年の任期で選出される。第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちは

４年の任期で指名される。 

 全ての場合に、上院は2014年の共同体及び地域圏の議会選挙の際に全面一新される。» 。 

第71条 上院議員たちは無給である。 

 但し、費用弁償を受ける権利は有する；［この費用は年4,000フランに固定される。］（削除） 

 第67条の§１の１º乃至４ºに記載の上院議員たちの費用弁償は指名される共同体及び地域圏の議会により決定される。費用弁償はそ

の議会の負担となる。（新設） 

 第67条の§１の５ºに記載の上院議員たちの費用弁償は第67条の§１の３ºに記載の上院議員たちの費用弁償に一致し、それはドイツ

語共同体議会の負担となる。（新設） 

 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの費用弁償は国庫の負担となる。（新設） 

 国内では、上院議員たちは当局により経営若しくは認可された交通機関に全て無賃で乗車できる権利を有する。 

経過措置（新設） 

 本条の第３項乃至第５の挿入は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、上院議員

は年4,000フランの費用弁償の権利を有する。（新設・額は従前に同じ） 

［第72条 皇子たち、又は皇子がいない場合に王位継承を要請される皇統の家系のベルギー人子孫たちは18歳で当然に上院議員となる。

21歳になるまでは議決権を有しない。出席者の定足数の決定(17)には算入されない。］（全文廃止） 

第73条 下院の会期外に開催される上院の会議は全て当然無効である。 

第Ⅱ章 連邦立法権 

第74条 第36条の例外として、連邦立法権は［以下］（削除）第77条及び第78条に記載のもの以外の諸事項（挿入）について国王及び

下院により共同で行使される： 

  ［１º 帰化の許可； 

   ２º 国王の大臣たちの民事及び刑事の責任に関する諸法律； 

   ３º 国の予算及び決算、但し第174条の第１項第２文章を除く； 

   ４º 国軍の徴兵数の確定。］（削除） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第74条にほぼそのまま） 

 第36条の例外として、連邦立法権は以下について国王及び下院により共同で行使される： 

   １º 帰化の許可； 

   ２º 国王の大臣たちの民事及び刑事の責任に関する諸法律； 

   ３º 国の予算及び決算、但し第174条の第１項第２文章を除く； 

                                                                                                                         
(17) 蘭語判では“bepalen”、仏語では“détermination”「決定」が入っているが武居は省略している。 
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    第67条の§１の２º乃至４ºに記載の上院の議席は、名簿のワロン地域圏議会選挙の異なった選挙区とブリュッセル首都地域圏

議会の選挙で獲得された得票数の加算に応じて、法律等々により準備された方式に従い、法律により定められる比例代表制によ

り、名簿に配分される。（新設） 

    得票数が第３項により加算される名簿は、それがフランス共同体議会、ワロン議会及びブリュッセル首都地域圏議会のフラン

ス言語集団でそれぞれ少なくとも１議席を獲得していた場合しか、第67条の§１の２º乃至４ºに記載の上院の議席配分には与れ

ない。（新設） 

    それぞれ関係のある共同体議会による共同体法で、第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律による指名方式を除

き、第67条の§１の２º乃至４ºに記載の上院議員の指名は法律でこれを定める。この共同体法は表明される投票の３分の２の多

数決で、当該議会の議員の過半数が出席しているという条件で、可決されなければならない。（新設） 

    第67条の§１の５ºに記載の上院議員はドイツ語共同体議会により投票の絶対多数により指名される。（従前の§３の第３項） 

 ［§2. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、投票は義務であり秘密である。選挙は、法律により定めら

れる例外を除き基礎自治体で行われる。］（削除） 

 §2. 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院の議席は、名簿の下院選挙で獲得された得票数の加算に応じて、法律により準備され

た方式に従い、法律により定められる比例代表制により、名簿に配分される。この制度は第63条の§２で使用されたものである。

投票が、オランダ言語集団、フランス言語集団それぞれが、第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院の議席配分で考慮される領

域区分は、第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律でこれを定める。（新設） 

    名簿は単一の言語集団の議席配分だけにしか考慮されてはならない。（新設） 

    第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの指名に関する規則は法律でこれを規整する。（従前の§３の第４項） 

 ［§3. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、選挙区及び選挙人団の構成は法律でこれを定める；また選

挙人であるために要求される諸条件、同様に選挙の執行手続も法律でこれを定める。］（削除） 

    ［第67条の§１の３º及び５ºに記載の上院議員たちの指名は法律でこれを規整するが、但し第４条の最終項で準備された多数

決で可決された法律により承認され、そのそれぞれの関係事項について共同体議会により共同体法により規整される細則を除く。

この共同体法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可決されなければならな

い。］（削除） 

    ［第67条の§１の５ºに記載の上院議員はドイツ語共同体議会により投票の絶対多数により指名される。］（削除・§１の第

６項へ） 

    ［第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの指名に関する規則は法律でこれを規整する。］（削除・§２の第３項へ） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第67条そのまま） 

  «§1. 第67条の§１の１º、２º、３º、４º、６º及び７ºに記載の上院議員総数は、法律により定められる比例代表制により、第67

条の§１の１º及び２ºに記載される上院議員選挙で獲得された名簿の得票数に応じて各言語集団内で配分される。 

    第67条の§１の３º及び４ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも一

人がそれに基づき選出されるこれらの名簿だけが考慮され、且つ場合によりこの名簿に基づき選出される十分な数の議員がフ

ラーンデレン共同体議会又はフランス共同体議会に在席していることが要件となる。 

    第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員の指名に関しては、第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の少なくとも一

人がそれに基づき選挙されるそれらの名簿だけが考慮される。 

 §2. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、投票は義務であり秘密である。選挙は、法律により定められ

る例外を除き基礎自治体で行われる。 

 §3. 第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員の選挙に関しては、選挙区及び選挙人団の構成は法律でこれを定める；また選挙

人であるために要求される諸条件、同様に選挙の執行手続も法律でこれを定める。 

 第67条の§１の３º及び５ºに記載の上院議員たちの指名は法律でこれを規整するが、但し第４条の最終項で準備された多数決で可決

された法律により承認され、そのそれぞれの関係事項について共同体議会により共同体法により規整される細則を除く。この共同体

法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可決されなければならない。 

 第67条の§１の５ºに記載の上院議員はドイツ語共同体議会により投票の絶対多数により指名される。 

 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの指名に関する規則は法律でこれを規整する。» 。 

第69条 上院議員に［選出若しくは］（削除）指名されるためには以下の要件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー国民であること； 

   ２º 私権及び参政権を享有すること； 

   ３º 満21歳以上であること； 

   ４º ベルギー国内の居住者であること。 
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経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第69条にほぼそのまま） 

  «上院議員に指名されるためには以下の要件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー国民であること； 

   ２º 私権及び参政権を享有すること； 

   ３º 満21歳以上であること； 

   ４º ベルギー国内の居住者であること。» 。 

第70条 ［第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員たちは４年の任期で選出される。第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員

たちは４年の任期で指名される。上院は４年ごとに全員改選される。 

 第67条の§１の１º及び２ºに記載される上院議員たちの選挙は下院議員選挙と同時に行われる。］（削除・全文改正） 

 第67条の§１の１º乃至５ºに記載の上院議員たちの任期は、上院での宣誓の日に始まり、指名された議会の全面一新改選の後、その

最初の会期の開始の日に終わる。（新設） 

 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの任期は、上院での宣誓の日に始まり、全面一新改選に続く下院の最初の会期の開

始の日に終わる。（新設） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（第

１項の前半は従前の第70条にそのまま） 

  «第67条の§１の１º及び２ºに記載の上院議員たちは４年の任期で選出される。第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちは

４年の任期で指名される。 

 全ての場合に、上院は2014年の共同体及び地域圏の議会選挙の際に全面一新される。» 。 

第71条 上院議員たちは無給である。 

 但し、費用弁償を受ける権利は有する；［この費用は年4,000フランに固定される。］（削除） 

 第67条の§１の１º乃至４ºに記載の上院議員たちの費用弁償は指名される共同体及び地域圏の議会により決定される。費用弁償はそ

の議会の負担となる。（新設） 

 第67条の§１の５ºに記載の上院議員たちの費用弁償は第67条の§１の３ºに記載の上院議員たちの費用弁償に一致し、それはドイツ

語共同体議会の負担となる。（新設） 

 第67条の§１の６º及び７ºに記載の上院議員たちの費用弁償は国庫の負担となる。（新設） 

 国内では、上院議員たちは当局により経営若しくは認可された交通機関に全て無賃で乗車できる権利を有する。 

経過措置（新設） 

 本条の第３項乃至第５の挿入は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、上院議員

は年4,000フランの費用弁償の権利を有する。（新設・額は従前に同じ） 

［第72条 皇子たち、又は皇子がいない場合に王位継承を要請される皇統の家系のベルギー人子孫たちは18歳で当然に上院議員となる。

21歳になるまでは議決権を有しない。出席者の定足数の決定(17)には算入されない。］（全文廃止） 

第73条 下院の会期外に開催される上院の会議は全て当然無効である。 

第Ⅱ章 連邦立法権 

第74条 第36条の例外として、連邦立法権は［以下］（削除）第77条及び第78条に記載のもの以外の諸事項（挿入）について国王及び

下院により共同で行使される： 

  ［１º 帰化の許可； 

   ２º 国王の大臣たちの民事及び刑事の責任に関する諸法律； 

   ３º 国の予算及び決算、但し第174条の第１項第２文章を除く； 

   ４º 国軍の徴兵数の確定。］（削除） 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第74条にほぼそのまま） 

 第36条の例外として、連邦立法権は以下について国王及び下院により共同で行使される： 

   １º 帰化の許可； 

   ２º 国王の大臣たちの民事及び刑事の責任に関する諸法律； 

   ３º 国の予算及び決算、但し第174条の第１項第２文章を除く； 

                                                                                                                         
(17) 蘭語判では“bepalen”、仏語では“détermination”「決定」が入っているが武居は省略している。 
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   ４º 国軍の徴兵数の確定。 

第75条 法律案の発議権は連邦立法権の各部門に属する。但し上院の発議権は第77条の諸事項に限られる。（挿入） 

 第［77］（削除）78条に記載の諸事項［を除き］（削除）については、国王の発議に基づいて国会に提出される法律案は下院に上程

され、その後で上院に送付される。 

 ［国王の発議に基づき国会に提出される条約承認に関する法律案は上院に上程され、その後で下院に送付される。］（削除） 

経過措置 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される： 

 第77条に記載の諸事項を除き、国王の発議に基づいて国会に提出される法律案は下院に上程され、その後で上院に送付される。 

 国王の発議に基づき国会に提出される条約承認に関する法律案は上院に上程され、その後で下院に送付される。 

第76条 法律案は逐条投票の後でなければ国会により可決されてはならない。 

 両院は条文及び提出された修正案(18)を修正し分割する権利を有する。 

 下院の規則が第二読会の手続を準備する。（挿入） 

経過措置（新設） 

 第３項は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

第77条 下院及び上院は以下の事項に関しては対等に管轄権を有する： 

   １º 憲法改正の宣言［及び］（削除）並びに憲法改正及び調整； 

   ２º 憲法に基づき両院により解決されなければならない諸事項； 

  ［３º 第５条、第39条、第43条、第50条、第68条、第71条(19)、第77条、第82条、第115条、第117条、第118条、第121条、第123条、

第127条乃至第131条、第135条乃至第137条、第140条乃至第143条、第145条、第146条、第163条、第165条、第166条、第167条

§１第３項、§４及び§５、第169条、第170条§２第２項、§３第２項及び第３項、§４第２項、及び第175条乃至第177条に

記載の諸法律、並びにこれらの法律及び上述の諸条文を執行するための諸法律；］（削除） 

  ［４º]３º 第４条の最終項で準備された多数決により可決される諸法律［、並びにこれらを執行するための諸法律；］（削除） 

  ［５º]４º ［第34条に記載の］（削除）ドイツ語話者共同体の組織及びその財源調達に関する諸法律； 

  ［６º]５º ［条約承認］（削除）諸政党の財源調達及び選挙費用統制に関する諸法律； 

  ［７º]６º ［国際的若しくは超国家的義務の遵守を保障するために第169条に従って可決される］（削除）上院の組織及び上院議

員の地位に関する諸法律； 

  ［８º 国務院に関する諸法律；］（削除） 

  ［９º 上級及び下級裁判所の組織；］（削除） 

  ［10º 国、共同体及び地域圏間で締結される協力協定の承認に関する諸法律。］（削除） 

 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、下院及び上院が対等の管轄権を有するその他の諸法律を指定すること

ができる。 

経過規定 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される： 

 下院及び上院は以下の事項に関しては対等に管轄権を有する： 

   １º 憲法改正の宣言及び憲法改正； 

   ２º 憲法に基づき両院により解決されなければならない諸事項； 

   ３º 第５条、第39条、第43条、第50条、第68条、第71条(19)、第77条、第82条、第115条、第117条、第118条、第121条、第123条、

第127条乃至第131条、第135条乃至第137条、第140条乃至第143条、第145条、第146条、第163条、第165条、第166条、第167条

§１第３項、§４及び§５、第169条、第170条§２項の２、§３第２項及び第３項、§４第２項及び第175条乃至第177条に記

載の諸法律、並びにこれらの法律及び上述の諸条文を執行するための諸法律； 

   ４º 第４条の最終項で準備された多数決により可決される諸法律、並びにこれらを執行するための諸法律； 

   ５º 第34条に記載の諸法律； 

   ６º 条約承認に関する諸法律； 

   ７º 国際的若しくは超国家的義務の遵守を保障するために第169条に従って可決される諸法律； 

   ８º 国務院に関する諸法律； 

   ９º 上級及び下級裁判所の組織； 

   10º 国、共同体及び地域圏間で締結される協力協定の承認に関する諸法律。 

 第４条の最終項に定められた多数決により可決される法律で下院及び上院が対等の権限を有するその他の諸法律を指定することがで

きる。» 。 

                                                                                                                         
(18) 武居は「提出された」を条文と修正案の両方に掛けているが、蘭語版は“de voorgestelde amendementen”が修正案だけを修飾していてこちらが文理上適切である。 

(19) これは上院に関する規定で、武居の指摘どおり削除忘れである。 
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第78条 

 §1. ［第74条及び］（削除）第77条［に記載されたのとは別のその他の諸事項のうち、］（削除）でない限り、［下院により可決

された法律案は］（削除）以下の諸事項は上院に送付される。 

   １º 第４条の最終項で準備された多数決で可決された諸法律を執行する諸法律； 

   ２º 第５条、第39条、第115条、第117条、第118条、第121条、第123条、第127条乃至第129条、第131条、第135条乃至第137条、

第141条乃至第143条、第163条、第165条、第166条、第167条§１第３項、第169条、第170条§２第２項、§３第２項及び第３

項、§４第２項、第175条乃至第177条に記載の諸法律； 

   ３º 国際的若しくは超国家的義務の遵守を保障するために第169条に従って可決された諸法律； 

   ４º 国務院及び連邦諸行政裁判所に関する諸法律。 

      ［少なくともその15人の議員の請求に応じて上院はその法律案を審査する(20)。この請求は法律案の受領後15日以内の提出を

要する。］（削除） 

    上院が本条記載の手続に従って審査できるその他の諸事項は、第４条の最終項で準備された多数決で可決された諸法律でこれ

を指定できる。 

 §2. 各言語集団の議員の少なくとも３分の１と併せてその議員の過半数の請求で、上院は法律案を審査する。この請求は法律案の

受領後15日以内に表明される。 

    上院は［60］30日を越えない期限内に以下のことができる： 

      ─ 法律案の修正をする必要がないことを決める； 

      ─ 法律案の修正をした後それを可決する｡(21) 

 上院が与えられた期限内に決定しない場合又は下院に修正しない決定を伝えた場合は、この法律案は下院から国王に送付される。 

 法律案が修正された場合は、上院は下院に回付し、下院は［上院により可決された修正の全体若しくは一部について可決するか否決

するか(22)］（削除）法律案を可決するか、修正するかの最終的な決定を下す。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

来の第78条にほぼそのまま） 

  «第74条及び第77条に記載されたのとは別のその他の諸事項のうち、下院により可決された法律案は上院に送付される。 

 少なくともその15人の議員の請求に応じて、上院はその法律案を審査する(20)。この請求は法律案の受領後15日以内の提出を要する。 

 上院は60日を越えない期限内に以下のことができる： 

   ─ 法律案の修正をする必要がないことを決める； 

   ─ 法律案の修正をした後それを可決する｡(21) 

 上院が与えられた期限内に決定しない場合又は下院に修正しない決定を伝えた場合は、この法律案は下院から国王に送付される。 

 法律案が修正された場合は、上院は下院に回付し、下院は上院により可決された修正の全体若しくは一部について可決するか否決す

るか(22)の最終的な決定を下す。» 。 

［第79条 第78条最終項に記載の審査のときに下院が新たな修正を可決する場合には、法律案は上院に差し戻され、上院は修正法律案

について判断を下す。上院は15日を越えない期限内に以下のことができる： 

   ─ 下院による修正案に同意する決定をする： 

   ─ 新たに修正を施した後に法律案を可決する。 

 上院が与えられた期限内に決定しない場合又は下院に修正しない決定を伝えた場合は、下院は法律案を国王に送付する。 

 法律案が再び修正された場合には、上院は下院に送付し、下院がその法律案について可決するか修正するかの最終的な決定を下す。］

（廃止・その大半は第78条に繰入） 

［第80条 第78条に記載の法律案が提出されて、連邦政府が即決を要求するときは、第82条に記載の両院協議委員会が上院の決定すべ

き期限を定める。 

 委員会内で合意が得られない場合は、上院が審議権を主張できる期限は７日に、又第78条第３項に記載の審査期限は30日に短縮され

る。］（廃止） 

［第81条 上院がその発議権により第78条に記載の諸事項に関する議員提出法律案を可決する場合には、この法律案は下院に送付され

る。 

 60日を越えない期限内に下院はその法律案を否決するか可決するかの最終的な決定を下す。 

 下院が法律案を修正する場合は、この法律案は上院に差し戻され、上院は第79条で所定の規定に従い審議する。 

                                                                                                                         
(20) 武居は仏語の“examine”を「審議」としているが、蘭語判の“onderzoeken”独語版の“unterzuchen”のいずれもとともに文理上「審査」とすべきである。 

(21) ここと第５項は“wetsontwerp”でなく単に“ontwerp”なので「法律案」とした。 

(22) 武居は回付案を可決することと修正の全体若しくは一部を否決することにより最終決定を下すとしているが蘭語版は“hetzij aan te nemen, hetzij te verwerpen”「可決するか否

決するか」が特有の文末にきていていずれも他動詞なので修正案の全部か一部が目的語になる。同様に仏語版の“adopter”も他動詞なので目的語が必要だが、武居訳のように

修正案を指す「それ」の語は原文にないので拙訳のように解すべきである。 
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   ４º 国軍の徴兵数の確定。 

第75条 法律案の発議権は連邦立法権の各部門に属する。但し上院の発議権は第77条の諸事項に限られる。（挿入） 

 第［77］（削除）78条に記載の諸事項［を除き］（削除）については、国王の発議に基づいて国会に提出される法律案は下院に上程

され、その後で上院に送付される。 

 ［国王の発議に基づき国会に提出される条約承認に関する法律案は上院に上程され、その後で下院に送付される。］（削除） 

経過措置 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される： 

 第77条に記載の諸事項を除き、国王の発議に基づいて国会に提出される法律案は下院に上程され、その後で上院に送付される。 

 国王の発議に基づき国会に提出される条約承認に関する法律案は上院に上程され、その後で下院に送付される。 

第76条 法律案は逐条投票の後でなければ国会により可決されてはならない。 

 両院は条文及び提出された修正案(18)を修正し分割する権利を有する。 

 下院の規則が第二読会の手続を準備する。（挿入） 

経過措置（新設） 

 第３項は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

第77条 下院及び上院は以下の事項に関しては対等に管轄権を有する： 

   １º 憲法改正の宣言［及び］（削除）並びに憲法改正及び調整； 

   ２º 憲法に基づき両院により解決されなければならない諸事項； 

  ［３º 第５条、第39条、第43条、第50条、第68条、第71条(19)、第77条、第82条、第115条、第117条、第118条、第121条、第123条、

第127条乃至第131条、第135条乃至第137条、第140条乃至第143条、第145条、第146条、第163条、第165条、第166条、第167条

§１第３項、§４及び§５、第169条、第170条§２第２項、§３第２項及び第３項、§４第２項、及び第175条乃至第177条に

記載の諸法律、並びにこれらの法律及び上述の諸条文を執行するための諸法律；］（削除） 

  ［４º]３º 第４条の最終項で準備された多数決により可決される諸法律［、並びにこれらを執行するための諸法律；］（削除） 

  ［５º]４º ［第34条に記載の］（削除）ドイツ語話者共同体の組織及びその財源調達に関する諸法律； 

  ［６º]５º ［条約承認］（削除）諸政党の財源調達及び選挙費用統制に関する諸法律； 

  ［７º]６º ［国際的若しくは超国家的義務の遵守を保障するために第169条に従って可決される］（削除）上院の組織及び上院議

員の地位に関する諸法律； 

  ［８º 国務院に関する諸法律；］（削除） 

  ［９º 上級及び下級裁判所の組織；］（削除） 

  ［10º 国、共同体及び地域圏間で締結される協力協定の承認に関する諸法律。］（削除） 

 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、下院及び上院が対等の管轄権を有するその他の諸法律を指定すること

ができる。 

経過規定 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される： 

 下院及び上院は以下の事項に関しては対等に管轄権を有する： 

   １º 憲法改正の宣言及び憲法改正； 

   ２º 憲法に基づき両院により解決されなければならない諸事項； 

   ３º 第５条、第39条、第43条、第50条、第68条、第71条(19)、第77条、第82条、第115条、第117条、第118条、第121条、第123条、

第127条乃至第131条、第135条乃至第137条、第140条乃至第143条、第145条、第146条、第163条、第165条、第166条、第167条

§１第３項、§４及び§５、第169条、第170条§２項の２、§３第２項及び第３項、§４第２項及び第175条乃至第177条に記

載の諸法律、並びにこれらの法律及び上述の諸条文を執行するための諸法律； 

   ４º 第４条の最終項で準備された多数決により可決される諸法律、並びにこれらを執行するための諸法律； 

   ５º 第34条に記載の諸法律； 

   ６º 条約承認に関する諸法律； 

   ７º 国際的若しくは超国家的義務の遵守を保障するために第169条に従って可決される諸法律； 

   ８º 国務院に関する諸法律； 

   ９º 上級及び下級裁判所の組織； 

   10º 国、共同体及び地域圏間で締結される協力協定の承認に関する諸法律。 

 第４条の最終項に定められた多数決により可決される法律で下院及び上院が対等の権限を有するその他の諸法律を指定することがで

きる。» 。 

                                                                                                                         
(18) 武居は「提出された」を条文と修正案の両方に掛けているが、蘭語版は“de voorgestelde amendementen”が修正案だけを修飾していてこちらが文理上適切である。 

(19) これは上院に関する規定で、武居の指摘どおり削除忘れである。 
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第78条 

 §1. ［第74条及び］（削除）第77条［に記載されたのとは別のその他の諸事項のうち、］（削除）でない限り、［下院により可決

された法律案は］（削除）以下の諸事項は上院に送付される。 

   １º 第４条の最終項で準備された多数決で可決された諸法律を執行する諸法律； 

   ２º 第５条、第39条、第115条、第117条、第118条、第121条、第123条、第127条乃至第129条、第131条、第135条乃至第137条、

第141条乃至第143条、第163条、第165条、第166条、第167条§１第３項、第169条、第170条§２第２項、§３第２項及び第３

項、§４第２項、第175条乃至第177条に記載の諸法律； 

   ３º 国際的若しくは超国家的義務の遵守を保障するために第169条に従って可決された諸法律； 

   ４º 国務院及び連邦諸行政裁判所に関する諸法律。 

      ［少なくともその15人の議員の請求に応じて上院はその法律案を審査する(20)。この請求は法律案の受領後15日以内の提出を

要する。］（削除） 

    上院が本条記載の手続に従って審査できるその他の諸事項は、第４条の最終項で準備された多数決で可決された諸法律でこれ

を指定できる。 

 §2. 各言語集団の議員の少なくとも３分の１と併せてその議員の過半数の請求で、上院は法律案を審査する。この請求は法律案の

受領後15日以内に表明される。 

    上院は［60］30日を越えない期限内に以下のことができる： 

      ─ 法律案の修正をする必要がないことを決める； 

      ─ 法律案の修正をした後それを可決する｡(21) 

 上院が与えられた期限内に決定しない場合又は下院に修正しない決定を伝えた場合は、この法律案は下院から国王に送付される。 

 法律案が修正された場合は、上院は下院に回付し、下院は［上院により可決された修正の全体若しくは一部について可決するか否決

するか(22)］（削除）法律案を可決するか、修正するかの最終的な決定を下す。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

来の第78条にほぼそのまま） 

  «第74条及び第77条に記載されたのとは別のその他の諸事項のうち、下院により可決された法律案は上院に送付される。 

 少なくともその15人の議員の請求に応じて、上院はその法律案を審査する(20)。この請求は法律案の受領後15日以内の提出を要する。 

 上院は60日を越えない期限内に以下のことができる： 

   ─ 法律案の修正をする必要がないことを決める； 

   ─ 法律案の修正をした後それを可決する｡(21) 

 上院が与えられた期限内に決定しない場合又は下院に修正しない決定を伝えた場合は、この法律案は下院から国王に送付される。 

 法律案が修正された場合は、上院は下院に回付し、下院は上院により可決された修正の全体若しくは一部について可決するか否決す

るか(22)の最終的な決定を下す。» 。 

［第79条 第78条最終項に記載の審査のときに下院が新たな修正を可決する場合には、法律案は上院に差し戻され、上院は修正法律案

について判断を下す。上院は15日を越えない期限内に以下のことができる： 

   ─ 下院による修正案に同意する決定をする： 

   ─ 新たに修正を施した後に法律案を可決する。 

 上院が与えられた期限内に決定しない場合又は下院に修正しない決定を伝えた場合は、下院は法律案を国王に送付する。 

 法律案が再び修正された場合には、上院は下院に送付し、下院がその法律案について可決するか修正するかの最終的な決定を下す。］

（廃止・その大半は第78条に繰入） 

［第80条 第78条に記載の法律案が提出されて、連邦政府が即決を要求するときは、第82条に記載の両院協議委員会が上院の決定すべ

き期限を定める。 

 委員会内で合意が得られない場合は、上院が審議権を主張できる期限は７日に、又第78条第３項に記載の審査期限は30日に短縮され

る。］（廃止） 

［第81条 上院がその発議権により第78条に記載の諸事項に関する議員提出法律案を可決する場合には、この法律案は下院に送付され

る。 

 60日を越えない期限内に下院はその法律案を否決するか可決するかの最終的な決定を下す。 

 下院が法律案を修正する場合は、この法律案は上院に差し戻され、上院は第79条で所定の規定に従い審議する。 

                                                                                                                         
(20) 武居は仏語の“examine”を「審議」としているが、蘭語判の“onderzoeken”独語版の“unterzuchen”のいずれもとともに文理上「審査」とすべきである。 

(21) ここと第５項は“wetsontwerp”でなく単に“ontwerp”なので「法律案」とした。 

(22) 武居は回付案を可決することと修正の全体若しくは一部を否決することにより最終決定を下すとしているが蘭語版は“hetzij aan te nemen, hetzij te verwerpen”「可決するか否

決するか」が特有の文末にきていていずれも他動詞なので修正案の全部か一部が目的語になる。同様に仏語版の“adopter”も他動詞なので目的語が必要だが、武居訳のように

修正案を指す「それ」の語は原文にないので拙訳のように解すべきである。 
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 第79条第３項の適用の場合は、下院は15日以内に最終決定を下す。 

 下院が第２項及び第４項に定められた期限内に決定を下さない場合には、第82条に記載の両院協議委員会が15日以内に開催されて下

院が決定を下さなければならない期限を定める。 

 委員会内で合意が得られない場合は、下院が60日以内に決定を下さなければならない。］（廃止） 

第82条 下院及び上院の議員の同数で構成される両院協議委員会は両院間に生じる管轄権争いを解決し、互に合意の上で第78条［乃至

第81条］（削除）に規定された審査期限をいつでも延長できる。 

 委員会の二つの構成要素内で過半数が得られない場合は、委員会はその委員たちの３分の２多数決で決定を下す。 

 委員会の構成及び運用方法並びに第78条［乃至第81条］（削除）に記載の期限の算定方法は法律でこれを定める。 

経過規定 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される： 

  «下院及び上院の議員の同数で構成される両院協議委員会は両院間に生じる管轄権争いを解決し、互に合意の上で第78条乃至第81条

に規定された審査期限をいつでも延長できる。 

 委員会の二つの構成要素内で過半数が得られない場合は、委員会はその委員たちの３分の２多数決で決定を下す。 

 委員会の構成及び運用方法並びに第78条乃至第81条に記載の期限の算定方法は法律でこれを定める。» 。 

第83条 議員提出法律案及び政府提出法律案は全て第74条、第77条若しくは第78条に記載の事項に関わる問題であるか否かを明確にす

る。 

第84条 有権的な形での法律の解釈は優れて法律事項である。 

第Ⅲ章 国王及び連邦政府 

第Ⅰ節 国 王 

第85条 国王の憲法上の権限はレオポルト・ヨリス・クリスティアン・フレデリック・ヴァン・ザクセン・コブルク（レオポルド・

ジョルジュ・クレティアン・フレデリック・ドゥ・サクス・コブール)(23)陛下の直系、実系及び嫡系の子孫の中から、且つ長子相続

特権に従い継承される。 

 国王の、又は国王の不在の際に憲法により予定される場合にその権限を行使する者の同意なしに婚姻をした第１項に記載の子孫はそ

の王位継承権を剥奪される｡(24) 

 但し、この権利は、国王の、又は国王の不在の際に憲法により予定される場合にその権限を行使する者により、両院の同意を得た場

合に限り、回復されることができる。 

第86条 レオポルト、ヨリス・クリスティアン・フレデリック・ヴァン・ザクセン・コブルク（レオポルド・ジョルジュ・クレティア

ン・フレデリック・ドゥ・サクス・コブール）陛下の子孫が不在の場合は、国王は第87条に定められた方法でなされる両院の同意を

得てその後継者を指名することができる。 

 上述の方法に従ってなされる指名がない場合には、王位は空位となる。 

第87条 国王は両院の同意なしに同時に他国の元首になることはできない。 

 両院のいずれもが議員の少なくとも３分の２が出席していなければこれについて審議することができないし、なお且つ決議案は投票

の少なくとも３分の２の賛成を得なければ可決されない。 

第88条 国王の一身は不可侵である；その大臣たちが責任を負う。 

第89条 王室費は各国王の治世期間ごとに法律でこれを定める。 

第90条 国王の逝去の場合、両院はその逝去の日から遅くとも10日以内に召集なしに開催される。それ以前に両院が解散されていて、

その解散証書により招集が10日の時点以降に行われていた場合には、交代すべき両院が会同するまで前の両院が引き続きその任に当

たる。 

 国王の逝去の日からその王位継承者又は摂政の宣誓が行われるまでは、国王の憲法上の権限はベルギー国民の名で会議に集合する大

臣たちによりその責任の下で行使される。 

第91条 国王は満18歳で成年に達する。 

 国王は両院合同会議において正式に次の宣誓をして初めて即位することになる： 

 「朕はベルギー国民の憲法及び法律を遵守し、国家の独立及び領土の保全を維持することを誓う。」 

第92条 国王の逝去時にその後継者が未成年の場合には、両院が摂政及び後見(25)を指名するための合同会議を開催する。 

第93条 国王が君臨不能状態になった場合には、大臣たち(26)はこの不能を確認した後直ちに両院を召集する。両院合同会議により後

見及び摂政が指名される。 

                                                                                                                         
(23) 2013年７月退位したレオポルトⅡ世の氏名、括弧内は仏語読み。現国王はその長男のフィリップス・レオポルト・ロデヴェイク・マリア。2014年版ではまだ改正されていな

かった。 

(24) 蘭語版は「剥奪」だが仏語版と独語版は「失う」となっている。 

(25) 清宮も武居も旧皇室典範第26条に規定されていた天皇が未成年の場合に置かれるとされた「太傅」の語を当てているが、これは単なる「後見」というより「傅育」の意味を

持ち、またそのためか何よりも現行皇室典範では設けられていないので用いなかった。 

(26) 武居は「内閣」としているが、蘭語版も“de ministers”、仏語版も“les ministres”であり、清宮も「大臣」としている。 

－ 19 － 

第94条 摂政に任ぜられる者は一人に限る。 

 摂政は第91条に定められた宣誓をしたのちでなければその職に就けない。 

第95条 王位が空位の場合には、両院は合同で審議し、改選された両院の招集まで暫定的に摂政を指名する；この招集は遅くとも２か

月以内に行われなければならない。改選された両院は合同で審議し、確定的に空位を埋める。 

第Ⅱ節 連邦政府 

第96条 国王はその大臣を任免する。 

 連邦政府は、下院がその議員の絶対多数で、総理大臣の後継者の指名を国王に提案する不信任動議を可決し、又は信任の動議の否決

から３日以内に総理大臣の後継者の指名を国王に提案する場合には、その辞表を提出する。国王は提案された後継者を総理大臣に任

命し、総理大臣は新連邦政府が宣誓したときに就任する。 

第97条 ベルギー国民だけが大臣になることができる。 

第98条 王族は誰も大臣にはなることができない。 

第99条 内閣は最大15人から成る。 

 場合により総理大臣を除き、内閣は同数のオランダ語話者大臣及びフランス語話者大臣から成る。 

第100条 大臣たちは各院に自由に出席でき、要望すればいつでも発言が認められる。 

 下院は大臣たちの出席を要求することができる。［上院は第77条に記載の政府提出法律案若しくは議員提出法律案又は第78条に記載

の政府提出法律案の討議のために若しくは第56条に記載の調査権の行使のために大臣たちの出席を要求することができる。］（削除）

上院は第77条若しくは第78条に記載の諸事項の範囲内で大臣たちの出席を要求することができる。（挿入）その他の事項に関して、

上院は大臣たちの出席を要求することができる。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

 当日までは、第１項及び第２項の最終文章は別として次の諸規定が適用される。 

  «上院は第77条に記載の政府提出法律案若しくは議員提出法律案又は第78条に記載の政府提出法律案の討議のために若しくは第56条

に記載の調査権の行使のために大臣たちの出席を要求することができる。»。 

第101条 大臣たちは下院に責任を負う。 

 各大臣はその職務を果たすに当たり自らにより表明された意見が原因で訴追され又は何らかの捜査の対象とされることはない。 

第102条 いかなる場合でも、国王の口頭若しくは書面の命令(27)は大臣たちの責任を免除することはできない。 

第103条 大臣たちはその職務を果たすに当たり犯した犯罪に関しては控訴院でのみ裁判される。大臣たちにより犯されたその職務以

外の犯罪に関してもその職務遂行中に裁かれる場合は同様とする。場合によっては、第59条及び第120条は適用されない。 

 訴追の場合も裁判の場合も大臣たちに対処する方法は法律でこれを定める。 

 法律により全判事列席で開かれる管轄権を有する控訴院を指名し、その構成を明記する。 

 控訴院の判決は破棄院の合同部に上告することができるが、そこではその事案の内容についての判断には立ち入らない。 

 管轄権を有する控訴院に所属する検事だけが大臣に対する刑事訴追を行い指揮できる。 

 訴訟手続の執行のための全ての請求、控訴院への全ての直接の召喚及び、現行犯の場合を除く全ての逮捕は、下院の承認を必要とす

る。 

 第103条及び第125条が重複適用されるときに従う手続は法律でこれを定める。 

 いかなる恩赦も第１項に従って有罪宣告を受けた大臣に対しては下院の請求によるほかは認められない。 

 被害を受けた当事者がどのような場合にどのような規則に従って民事訴訟を起こすことができるかは法律でこれを定める。 

経過規定 

 本条は本条を施行する法律の発効以前に予審の対象にされていた犯行にも提起されていた訴追にも適用されない。 

 この場合には、以下の規定が適用される：下院が大臣の告発をして破棄院へ召喚する権利を有する。破棄院のみが、合同部で、刑法

の適用される事件をこれらの法律により定められた刑罰の適用により裁判する権利を有する。憲法第103条の暫定的且つ部分的施行

に関する1996年12月17日の法律は引き続きこの事項に適用される。 

第104条 国王は連邦副大臣たちを任免する。 

 副大臣たちは連邦政府の構成員である。副大臣たちは内閣の一員ではない。副大臣たちは大臣の補佐である。 

 国王が副大臣の職権及び副署を受けることができる範囲を定める。 

 大臣に関する憲法の諸規定は第90条第２項、第93条及び第99条を除き、連邦副大臣に適用される。 

第Ⅲ節 管轄権 

第105条 国王は憲法及び憲法自体に基づき公布された特別法により明文をもって付与された以外の権限は有しない。 

第106条 国王のいかなる行為も大臣による副署がなければ効力を有しないし、大臣は副署によってのみ責任を負う。 

                                                                                                                         
(27) 武居は“l’ ordre”を「勅令」としていて国王の命令の意味もあるが、ベルギーでは蘭語で日本の旧憲法下での勅令に相当する“Koninklijk Besluit”があるので区別した。 
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 第79条第３項の適用の場合は、下院は15日以内に最終決定を下す。 

 下院が第２項及び第４項に定められた期限内に決定を下さない場合には、第82条に記載の両院協議委員会が15日以内に開催されて下

院が決定を下さなければならない期限を定める。 

 委員会内で合意が得られない場合は、下院が60日以内に決定を下さなければならない。］（廃止） 

第82条 下院及び上院の議員の同数で構成される両院協議委員会は両院間に生じる管轄権争いを解決し、互に合意の上で第78条［乃至

第81条］（削除）に規定された審査期限をいつでも延長できる。 

 委員会の二つの構成要素内で過半数が得られない場合は、委員会はその委員たちの３分の２多数決で決定を下す。 

 委員会の構成及び運用方法並びに第78条［乃至第81条］（削除）に記載の期限の算定方法は法律でこれを定める。 

経過規定 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される： 

  «下院及び上院の議員の同数で構成される両院協議委員会は両院間に生じる管轄権争いを解決し、互に合意の上で第78条乃至第81条

に規定された審査期限をいつでも延長できる。 

 委員会の二つの構成要素内で過半数が得られない場合は、委員会はその委員たちの３分の２多数決で決定を下す。 

 委員会の構成及び運用方法並びに第78条乃至第81条に記載の期限の算定方法は法律でこれを定める。» 。 

第83条 議員提出法律案及び政府提出法律案は全て第74条、第77条若しくは第78条に記載の事項に関わる問題であるか否かを明確にす

る。 

第84条 有権的な形での法律の解釈は優れて法律事項である。 

第Ⅲ章 国王及び連邦政府 

第Ⅰ節 国 王 

第85条 国王の憲法上の権限はレオポルト・ヨリス・クリスティアン・フレデリック・ヴァン・ザクセン・コブルク（レオポルド・

ジョルジュ・クレティアン・フレデリック・ドゥ・サクス・コブール)(23)陛下の直系、実系及び嫡系の子孫の中から、且つ長子相続

特権に従い継承される。 

 国王の、又は国王の不在の際に憲法により予定される場合にその権限を行使する者の同意なしに婚姻をした第１項に記載の子孫はそ

の王位継承権を剥奪される｡(24) 

 但し、この権利は、国王の、又は国王の不在の際に憲法により予定される場合にその権限を行使する者により、両院の同意を得た場

合に限り、回復されることができる。 

第86条 レオポルト、ヨリス・クリスティアン・フレデリック・ヴァン・ザクセン・コブルク（レオポルド・ジョルジュ・クレティア

ン・フレデリック・ドゥ・サクス・コブール）陛下の子孫が不在の場合は、国王は第87条に定められた方法でなされる両院の同意を

得てその後継者を指名することができる。 

 上述の方法に従ってなされる指名がない場合には、王位は空位となる。 

第87条 国王は両院の同意なしに同時に他国の元首になることはできない。 

 両院のいずれもが議員の少なくとも３分の２が出席していなければこれについて審議することができないし、なお且つ決議案は投票

の少なくとも３分の２の賛成を得なければ可決されない。 

第88条 国王の一身は不可侵である；その大臣たちが責任を負う。 

第89条 王室費は各国王の治世期間ごとに法律でこれを定める。 

第90条 国王の逝去の場合、両院はその逝去の日から遅くとも10日以内に召集なしに開催される。それ以前に両院が解散されていて、

その解散証書により招集が10日の時点以降に行われていた場合には、交代すべき両院が会同するまで前の両院が引き続きその任に当

たる。 

 国王の逝去の日からその王位継承者又は摂政の宣誓が行われるまでは、国王の憲法上の権限はベルギー国民の名で会議に集合する大

臣たちによりその責任の下で行使される。 

第91条 国王は満18歳で成年に達する。 

 国王は両院合同会議において正式に次の宣誓をして初めて即位することになる： 

 「朕はベルギー国民の憲法及び法律を遵守し、国家の独立及び領土の保全を維持することを誓う。」 

第92条 国王の逝去時にその後継者が未成年の場合には、両院が摂政及び後見(25)を指名するための合同会議を開催する。 

第93条 国王が君臨不能状態になった場合には、大臣たち(26)はこの不能を確認した後直ちに両院を召集する。両院合同会議により後

見及び摂政が指名される。 

                                                                                                                         
(23) 2013年７月退位したレオポルトⅡ世の氏名、括弧内は仏語読み。現国王はその長男のフィリップス・レオポルト・ロデヴェイク・マリア。2014年版ではまだ改正されていな

かった。 

(24) 蘭語版は「剥奪」だが仏語版と独語版は「失う」となっている。 

(25) 清宮も武居も旧皇室典範第26条に規定されていた天皇が未成年の場合に置かれるとされた「太傅」の語を当てているが、これは単なる「後見」というより「傅育」の意味を

持ち、またそのためか何よりも現行皇室典範では設けられていないので用いなかった。 

(26) 武居は「内閣」としているが、蘭語版も“de ministers”、仏語版も“les ministres”であり、清宮も「大臣」としている。 

－ 19 － 

第94条 摂政に任ぜられる者は一人に限る。 

 摂政は第91条に定められた宣誓をしたのちでなければその職に就けない。 

第95条 王位が空位の場合には、両院は合同で審議し、改選された両院の招集まで暫定的に摂政を指名する；この招集は遅くとも２か

月以内に行われなければならない。改選された両院は合同で審議し、確定的に空位を埋める。 

第Ⅱ節 連邦政府 

第96条 国王はその大臣を任免する。 

 連邦政府は、下院がその議員の絶対多数で、総理大臣の後継者の指名を国王に提案する不信任動議を可決し、又は信任の動議の否決

から３日以内に総理大臣の後継者の指名を国王に提案する場合には、その辞表を提出する。国王は提案された後継者を総理大臣に任

命し、総理大臣は新連邦政府が宣誓したときに就任する。 

第97条 ベルギー国民だけが大臣になることができる。 

第98条 王族は誰も大臣にはなることができない。 

第99条 内閣は最大15人から成る。 

 場合により総理大臣を除き、内閣は同数のオランダ語話者大臣及びフランス語話者大臣から成る。 

第100条 大臣たちは各院に自由に出席でき、要望すればいつでも発言が認められる。 

 下院は大臣たちの出席を要求することができる。［上院は第77条に記載の政府提出法律案若しくは議員提出法律案又は第78条に記載

の政府提出法律案の討議のために若しくは第56条に記載の調査権の行使のために大臣たちの出席を要求することができる。］（削除）

上院は第77条若しくは第78条に記載の諸事項の範囲内で大臣たちの出席を要求することができる。（挿入）その他の事項に関して、

上院は大臣たちの出席を要求することができる。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。 

 当日までは、第１項及び第２項の最終文章は別として次の諸規定が適用される。 

  «上院は第77条に記載の政府提出法律案若しくは議員提出法律案又は第78条に記載の政府提出法律案の討議のために若しくは第56条

に記載の調査権の行使のために大臣たちの出席を要求することができる。»。 

第101条 大臣たちは下院に責任を負う。 

 各大臣はその職務を果たすに当たり自らにより表明された意見が原因で訴追され又は何らかの捜査の対象とされることはない。 

第102条 いかなる場合でも、国王の口頭若しくは書面の命令(27)は大臣たちの責任を免除することはできない。 

第103条 大臣たちはその職務を果たすに当たり犯した犯罪に関しては控訴院でのみ裁判される。大臣たちにより犯されたその職務以

外の犯罪に関してもその職務遂行中に裁かれる場合は同様とする。場合によっては、第59条及び第120条は適用されない。 

 訴追の場合も裁判の場合も大臣たちに対処する方法は法律でこれを定める。 

 法律により全判事列席で開かれる管轄権を有する控訴院を指名し、その構成を明記する。 

 控訴院の判決は破棄院の合同部に上告することができるが、そこではその事案の内容についての判断には立ち入らない。 

 管轄権を有する控訴院に所属する検事だけが大臣に対する刑事訴追を行い指揮できる。 

 訴訟手続の執行のための全ての請求、控訴院への全ての直接の召喚及び、現行犯の場合を除く全ての逮捕は、下院の承認を必要とす

る。 

 第103条及び第125条が重複適用されるときに従う手続は法律でこれを定める。 

 いかなる恩赦も第１項に従って有罪宣告を受けた大臣に対しては下院の請求によるほかは認められない。 

 被害を受けた当事者がどのような場合にどのような規則に従って民事訴訟を起こすことができるかは法律でこれを定める。 

経過規定 

 本条は本条を施行する法律の発効以前に予審の対象にされていた犯行にも提起されていた訴追にも適用されない。 

 この場合には、以下の規定が適用される：下院が大臣の告発をして破棄院へ召喚する権利を有する。破棄院のみが、合同部で、刑法

の適用される事件をこれらの法律により定められた刑罰の適用により裁判する権利を有する。憲法第103条の暫定的且つ部分的施行

に関する1996年12月17日の法律は引き続きこの事項に適用される。 

第104条 国王は連邦副大臣たちを任免する。 

 副大臣たちは連邦政府の構成員である。副大臣たちは内閣の一員ではない。副大臣たちは大臣の補佐である。 

 国王が副大臣の職権及び副署を受けることができる範囲を定める。 

 大臣に関する憲法の諸規定は第90条第２項、第93条及び第99条を除き、連邦副大臣に適用される。 

第Ⅲ節 管轄権 

第105条 国王は憲法及び憲法自体に基づき公布された特別法により明文をもって付与された以外の権限は有しない。 

第106条 国王のいかなる行為も大臣による副署がなければ効力を有しないし、大臣は副署によってのみ責任を負う。 

                                                                                                                         
(27) 武居は“l’ ordre”を「勅令」としていて国王の命令の意味もあるが、ベルギーでは蘭語で日本の旧憲法下での勅令に相当する“Koninklijk Besluit”があるので区別した。 
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第107条 国王は軍隊内の階級を授与する。 

 国王は、法律により確定される例外を除き、一般職及び外交関係公務員を任命する。 

 国王は明示された法律規定に基づいてのみその他の職の任命を行う。 

第108条 国王は法律の執行に必要な省令及び勅令を公布するが、但し法律自体を停止し、又はその執行を免除することはいずれも許

されない。 

第109条 国王は法律を裁可し公布する。 

第110条 国王は裁判官により宣告された刑を特赦し又は減刑する権利を有するが、但し大臣並びに共同体及び地域圏政府構成員に対

して宣告されたものを除く。 

第111条（用語の修正）(28) 国王は、下院又は関係議会の要請によらずに、破棄院により有罪を宣告された大臣又は共同体若しくは地

域圏政府の構成員の恩赦を行うことはできない。 

第112条 国王は法律の執行により、貨幣を鋳造する権利を有する。 

第113条 国王は貴族の称号を授与する権利を有するが、但しそれに伴ういかなる特権も付与することはできない。 

第114条 国王はこの点に関する法律の定める規定に則って軍事勲章を授与する。 

第Ⅳ章 共同体及び地域圏 

第Ⅰ節 機 関 

第Ⅰ小節 共同体及び地域圏の議会 

第115条（用語の修正）(28) 

 §1. フラーンデレン議会と呼ばれるフラーンデレン共同体議会及びフランス共同体議会が置かれ、その構成及び運用方法は第４条

最終項で準備された多数決により可決される法律により決められる。 

    ドイツ語共同体が置かれ、その構成及び運用方法は法律により決められる。 

 §2. 第137条の場合は別として、第39条に記載の地域圏の諸機関は各地域圏のために議会を含む。 

第116条（用語の修正） 

 §1. 共同体及び地域圏の議会は公選の代表たちで構成される。 

 §2. 各共同体議会は当該共同体議会構成員の資格又は地域圏議会議員の資格で直接公選される議員たちにより構成される。 

    第137条の適用の場合を除き、各地域圏議会は当該地域圏議会構成員の資格又は共同体議会構成員の資格で直接公選される構

成員たちにより構成される。 

第117条（用語の修正） 共同体及び地域圏議会構成員は５年の任期で選出される。共同体及び地域圏議会は５年ごとに全員改選される｡(29) 

 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律が別段の規定をしない限り、共同体及び地域圏議会の選挙はヨーロッパ議

会の選挙と同日に一緒に行われる。 

 第118条§２第４項、第118条§２第４項に従って可決される法律、第134条に記載の地域圏法若しくは規則の執行は第１項及び第２

項に違反することができる。（新設） 

第118条（用語の修正） 

 §1. 第116条§２に記載の選挙並びに共同体及び地域圏議会の構成及び運用方法は法律でこれを規整する。ドイツ語共同体議会に

関する場合を除き、この法律は第４条の最終項に定められた多数決により可決される。 

 §2. 以下の議会により決定されるフラーンデレン共同体議会、フランス共同体議会及びワロン地域圏議会の選挙、構成及び運用方

法に関する、事情に応じてそれぞれの領域に関して共同体法又は第134条に記載の規則により採択される諸事項は、第４条の最

終項で準備された多数決により可決される法律でこれを指定する。この共同体・地域圏法又は第134条に記載の規則は、関係議

会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可決される。 

    ブリュッセル首都地域圏に関わる場合には補足する多数決の諸条件は第１項に記載の法律でこれを準備する。（新設・第118

条§２の第２項と同文） 

    その議会により共同体法によって決定されるドイツ語話者共同体議会の選挙、構成及び運用方法に関する諸事項の諸条件は、

法律でこれを指示する。この共同体法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で

可決される。（新設） 

    第１項若しくは第３項に記載の法律は、共同体・地域圏法により若しくは場合に応じて、第134条に記載の規則により、場合

に応じて、その議会の任期並びに各当該議会のそれらの議会選挙日を決める管轄権を共同体及び地域圏議会に託すことができる。

この共同体法及び第134条記載のその規則は第１項乃至第３項に準備された多数決で可決される。（新設） 

経過措置（新設） 

 第２段標の第４項の発効日は、2014年の欧州議会選挙の後で、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを定

める。 

                                                                                                                         
(28) ここから後はこれまでと違い条の数字にアンダーラインがあるのとないのとがあるが理由は不明。 

(29) 武居はこの第１項と次の第２項の「共同体及び地域圏」を省略しているが仏語版の原文にもある。 
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第118条の２（用語の修正） 

 国内では、第２条及び第３条に記載の共同体及び地域圏議会の議員たちは、当局により経営されるか若しくは認可された交通機関に

全て無賃で乗車できる権利を有する。 

第119条（用語の修正） 共同体若しくは地域圏議会の構成員の職は下院議員の職とは両立しない。さらに第67条§１の［１º、２º、］

（削除）６º及び７ºに記載の上院の議員の職とも両立しない。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第119条ほぼそのまま） 

  «共同体若しくは地域圏議会の構成員の職は下院議員の職とは両立しない。さらに第67条§１の１º、２º、６º及び７ºに記載の上院

の議員の職とも両立しない。» 。 

第120条（用語の修正） 共同体若しくは地域圏議会の全ての構成員は第58条及び第59条で準備された不可侵特権を享受する。 

第Ⅱ小節 共同体及び地域圏の政府 

第121条 

 §1. フラーンデレン共同体政府及びフランス共同体政府が置かれ、その構成及び運用方法は第４条の最終項で準備された多数決に

より可決される法律により決められる。 

    ドイツ語共同体政府が置かれ、その構成及び運用方法は法律により決められる。 

 §2. 第137条の場合は別として、第39条に記載の地域圏の機関には、各地域圏のために、政府が含まれる。 

第122条（用語の修正） 各共同体若しくは地域圏政府の構成員たちはその議会により選出される。 

第123条（用語の修正） 

 §1. 共同体及び地域圏政府の構成及び運用方法は法律でこれを規整する。ドイツ語共同体政府に関するものを除き、この法律は第

４条の最終項で準備された多数決により可決される。 

 §2. 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により、フラーンデレン共同体政府、フランス共同体政府及びワロ

ン地域圏政府の構成及び運用方法に関する諸事項を、事情に応じてそれぞれの領域に関して共同体法若しくは第134条に記載の

規則により規整される関係ある諸事項を指定する。この共同体法若しくは第134条に記載のこの規則は、関係議会の議員の過半

数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２の多数で可決される。 

    ブリュッセル首都地域圏に関わる場合には補足する多数決の諸条件は第１項に記載の法律でこれを準備する。（新設・第118

条§２の第２項と同文） 

    その議会により共同体法によって決定されるドイツ語話者共同体議会の選挙、構成及び運用方法に関する諸事項の諸条件は法

律でこれを指示する。この共同体法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可

決される。（新設・第118条§２の第３項と同文） 

第124条 共同体若しくは地域圏政府のいかなる構成員たちもその職務の行使に当たり自らにより表明された意見により訴追され若し

くは何らかの捜査の対象とされることはない。 

第125条（用語の修正） 共同体若しくは地域圏政府の構成員たちはその職務の行使に当たり犯した違犯に関しては控訴院でのみ裁判さ

れる。共同体若しくは地域圏政府の構成員たちにより犯されたその職務以外の違犯に関してもその職務遂行中に裁かれる場合は同様

である。場合によっては、第120条及び第59条は適用されない。 

 訴追の場合も裁判の場合もそれらの政府の構成員たちに対処する方法は法律でこれを定める。 

 法律により全判事列席で開かれる管轄権を有する控訴院を指定し、その構成を明記する。 

 控訴院の判決は破棄院の合同部に上告することができるが、そこではその事案の内容についての判断には立ち入らない。 

 管轄権を有する控訴院に所属する検事だけが共同体若しくは地域圏政府の構成員に対する刑事訴追を行い指揮することができる。 

 訴訟手続の執行のための全ての請求、控訴院への全ての直接の召喚及び現行犯の場合を除く全ての逮捕は、それぞれ関連あるものに

ついて共同体若しくは地域圏議会の承認を必要とする。 

 第103条及び第125条が重複適用されるとき及び第125条の二重適用があるときに従う手続は法律でこれを定める。 

 いかなる恩赦も第１項に従って有罪宣告を受けた共同体若しくは地域圏政府の構成員に対しては関係共同体若しくは地域圏議会の請

求によるほかは認められない。 

 被害を受けた当事者がどのような場合にどのような規則に従って民事訴訟を起こすことができるかは法律でこれを定める。 

 本条に記載の法律は第４条の最終項で準備された多数決により可決される。 

  経過規定 

 本条は本条を施行する法律の発効以前に予審行為の対象にされていた事実にも提起されていた訴訟にも適用されない。 

 この場合には、以下の規定が適用される：共同体及び地域圏議会がその政府の構成員たちの告発をして破棄院へ召喚する権利を有す

る。破棄院の合同部のみが刑法の適用される事件をこれらの法律により準備された刑罰の適用により裁判する権利を有する。憲法第

125条の暫定的且つ部分的施行に関する1997年２月28日の法律は引き続きこの事項に適用される。 
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第107条 国王は軍隊内の階級を授与する。 

 国王は、法律により確定される例外を除き、一般職及び外交関係公務員を任命する。 

 国王は明示された法律規定に基づいてのみその他の職の任命を行う。 

第108条 国王は法律の執行に必要な省令及び勅令を公布するが、但し法律自体を停止し、又はその執行を免除することはいずれも許

されない。 

第109条 国王は法律を裁可し公布する。 

第110条 国王は裁判官により宣告された刑を特赦し又は減刑する権利を有するが、但し大臣並びに共同体及び地域圏政府構成員に対

して宣告されたものを除く。 

第111条（用語の修正）(28) 国王は、下院又は関係議会の要請によらずに、破棄院により有罪を宣告された大臣又は共同体若しくは地

域圏政府の構成員の恩赦を行うことはできない。 

第112条 国王は法律の執行により、貨幣を鋳造する権利を有する。 

第113条 国王は貴族の称号を授与する権利を有するが、但しそれに伴ういかなる特権も付与することはできない。 

第114条 国王はこの点に関する法律の定める規定に則って軍事勲章を授与する。 

第Ⅳ章 共同体及び地域圏 

第Ⅰ節 機 関 

第Ⅰ小節 共同体及び地域圏の議会 

第115条（用語の修正）(28) 

 §1. フラーンデレン議会と呼ばれるフラーンデレン共同体議会及びフランス共同体議会が置かれ、その構成及び運用方法は第４条

最終項で準備された多数決により可決される法律により決められる。 

    ドイツ語共同体が置かれ、その構成及び運用方法は法律により決められる。 

 §2. 第137条の場合は別として、第39条に記載の地域圏の諸機関は各地域圏のために議会を含む。 

第116条（用語の修正） 

 §1. 共同体及び地域圏の議会は公選の代表たちで構成される。 

 §2. 各共同体議会は当該共同体議会構成員の資格又は地域圏議会議員の資格で直接公選される議員たちにより構成される。 

    第137条の適用の場合を除き、各地域圏議会は当該地域圏議会構成員の資格又は共同体議会構成員の資格で直接公選される構

成員たちにより構成される。 

第117条（用語の修正） 共同体及び地域圏議会構成員は５年の任期で選出される。共同体及び地域圏議会は５年ごとに全員改選される｡(29) 

 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律が別段の規定をしない限り、共同体及び地域圏議会の選挙はヨーロッパ議

会の選挙と同日に一緒に行われる。 

 第118条§２第４項、第118条§２第４項に従って可決される法律、第134条に記載の地域圏法若しくは規則の執行は第１項及び第２

項に違反することができる。（新設） 

第118条（用語の修正） 

 §1. 第116条§２に記載の選挙並びに共同体及び地域圏議会の構成及び運用方法は法律でこれを規整する。ドイツ語共同体議会に

関する場合を除き、この法律は第４条の最終項に定められた多数決により可決される。 

 §2. 以下の議会により決定されるフラーンデレン共同体議会、フランス共同体議会及びワロン地域圏議会の選挙、構成及び運用方

法に関する、事情に応じてそれぞれの領域に関して共同体法又は第134条に記載の規則により採択される諸事項は、第４条の最

終項で準備された多数決により可決される法律でこれを指定する。この共同体・地域圏法又は第134条に記載の規則は、関係議

会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可決される。 

    ブリュッセル首都地域圏に関わる場合には補足する多数決の諸条件は第１項に記載の法律でこれを準備する。（新設・第118

条§２の第２項と同文） 

    その議会により共同体法によって決定されるドイツ語話者共同体議会の選挙、構成及び運用方法に関する諸事項の諸条件は、

法律でこれを指示する。この共同体法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で

可決される。（新設） 

    第１項若しくは第３項に記載の法律は、共同体・地域圏法により若しくは場合に応じて、第134条に記載の規則により、場合

に応じて、その議会の任期並びに各当該議会のそれらの議会選挙日を決める管轄権を共同体及び地域圏議会に託すことができる。

この共同体法及び第134条記載のその規則は第１項乃至第３項に準備された多数決で可決される。（新設） 

経過措置（新設） 

 第２段標の第４項の発効日は、2014年の欧州議会選挙の後で、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを定

める。 

                                                                                                                         
(28) ここから後はこれまでと違い条の数字にアンダーラインがあるのとないのとがあるが理由は不明。 

(29) 武居はこの第１項と次の第２項の「共同体及び地域圏」を省略しているが仏語版の原文にもある。 

－ 21 － 

第118条の２（用語の修正） 

 国内では、第２条及び第３条に記載の共同体及び地域圏議会の議員たちは、当局により経営されるか若しくは認可された交通機関に

全て無賃で乗車できる権利を有する。 

第119条（用語の修正） 共同体若しくは地域圏議会の構成員の職は下院議員の職とは両立しない。さらに第67条§１の［１º、２º、］

（削除）６º及び７ºに記載の上院の議員の職とも両立しない。 

経過措置（新設） 

 本条は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、以下の諸規定が適用される：（従

前の第119条ほぼそのまま） 

  «共同体若しくは地域圏議会の構成員の職は下院議員の職とは両立しない。さらに第67条§１の１º、２º、６º及び７ºに記載の上院

の議員の職とも両立しない。» 。 

第120条（用語の修正） 共同体若しくは地域圏議会の全ての構成員は第58条及び第59条で準備された不可侵特権を享受する。 

第Ⅱ小節 共同体及び地域圏の政府 

第121条 

 §1. フラーンデレン共同体政府及びフランス共同体政府が置かれ、その構成及び運用方法は第４条の最終項で準備された多数決に

より可決される法律により決められる。 

    ドイツ語共同体政府が置かれ、その構成及び運用方法は法律により決められる。 

 §2. 第137条の場合は別として、第39条に記載の地域圏の機関には、各地域圏のために、政府が含まれる。 

第122条（用語の修正） 各共同体若しくは地域圏政府の構成員たちはその議会により選出される。 

第123条（用語の修正） 

 §1. 共同体及び地域圏政府の構成及び運用方法は法律でこれを規整する。ドイツ語共同体政府に関するものを除き、この法律は第

４条の最終項で準備された多数決により可決される。 

 §2. 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により、フラーンデレン共同体政府、フランス共同体政府及びワロ

ン地域圏政府の構成及び運用方法に関する諸事項を、事情に応じてそれぞれの領域に関して共同体法若しくは第134条に記載の

規則により規整される関係ある諸事項を指定する。この共同体法若しくは第134条に記載のこの規則は、関係議会の議員の過半

数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２の多数で可決される。 

    ブリュッセル首都地域圏に関わる場合には補足する多数決の諸条件は第１項に記載の法律でこれを準備する。（新設・第118

条§２の第２項と同文） 

    その議会により共同体法によって決定されるドイツ語話者共同体議会の選挙、構成及び運用方法に関する諸事項の諸条件は法

律でこれを指示する。この共同体法は当該議会の議員の過半数が出席することを条件に、表明された投票の３分の２多数決で可

決される。（新設・第118条§２の第３項と同文） 

第124条 共同体若しくは地域圏政府のいかなる構成員たちもその職務の行使に当たり自らにより表明された意見により訴追され若し

くは何らかの捜査の対象とされることはない。 

第125条（用語の修正） 共同体若しくは地域圏政府の構成員たちはその職務の行使に当たり犯した違犯に関しては控訴院でのみ裁判さ

れる。共同体若しくは地域圏政府の構成員たちにより犯されたその職務以外の違犯に関してもその職務遂行中に裁かれる場合は同様

である。場合によっては、第120条及び第59条は適用されない。 

 訴追の場合も裁判の場合もそれらの政府の構成員たちに対処する方法は法律でこれを定める。 

 法律により全判事列席で開かれる管轄権を有する控訴院を指定し、その構成を明記する。 

 控訴院の判決は破棄院の合同部に上告することができるが、そこではその事案の内容についての判断には立ち入らない。 

 管轄権を有する控訴院に所属する検事だけが共同体若しくは地域圏政府の構成員に対する刑事訴追を行い指揮することができる。 

 訴訟手続の執行のための全ての請求、控訴院への全ての直接の召喚及び現行犯の場合を除く全ての逮捕は、それぞれ関連あるものに

ついて共同体若しくは地域圏議会の承認を必要とする。 

 第103条及び第125条が重複適用されるとき及び第125条の二重適用があるときに従う手続は法律でこれを定める。 

 いかなる恩赦も第１項に従って有罪宣告を受けた共同体若しくは地域圏政府の構成員に対しては関係共同体若しくは地域圏議会の請

求によるほかは認められない。 

 被害を受けた当事者がどのような場合にどのような規則に従って民事訴訟を起こすことができるかは法律でこれを定める。 

 本条に記載の法律は第４条の最終項で準備された多数決により可決される。 

  経過規定 

 本条は本条を施行する法律の発効以前に予審行為の対象にされていた事実にも提起されていた訴訟にも適用されない。 

 この場合には、以下の規定が適用される：共同体及び地域圏議会がその政府の構成員たちの告発をして破棄院へ召喚する権利を有す

る。破棄院の合同部のみが刑法の適用される事件をこれらの法律により準備された刑罰の適用により裁判する権利を有する。憲法第

125条の暫定的且つ部分的施行に関する1997年２月28日の法律は引き続きこの事項に適用される。 
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第126条 共同体及び地域圏政府の構成員たちに関する憲法規定、並びに第125条の最終段落に記載の施行法は地域圏の副大臣たちにも

適用される。 

第Ⅱ節 諸管轄権 

第Ⅰ小節 共同体の諸管轄権 

第127条（用語の修正） 

 §1. フラーンデレン共同体議会及びフランス共同体議会は、それぞれの領域に関して以下について共同体法により決める： 

   １º 文化に関する諸事項； 

   ２º 教育、但し以下を除く： 

    ａ）義務教育の開始及び終了の決定； 

    ｂ）免許状付与の最低条件； 

    ｃ）年金制度； 

   ３º １º及び２ºに記載の諸事項のための共同体間の協力並びに国際協力、これには条約の締結を含む。 

    １ºに記載の文化に関する諸事項、３ºに記載の協力の形態、並びに３ºに記載の条約の締結に関する方式は、第４条の最終項

で準備された多数決により可決される法律でこれを採択する。 

 §2. これらの(30)共同体法は、オランダ語圏及びフランス語圏、並びにその活動に基づいて、どちらか一方の共同体に専属してい

ると見なされなければならないブリュッセル首都２言語併用地域圏に設置された機関において、それぞれ個別に法律の効力を有

する。 

第128条（用語の修正） 

 §1. フラーンデレン共同体及びフランス共同体議会は、それぞれの関係共同体において、住民の個別的要求に対応した諸事項、そ

れらの事項においてと同様に、共同体間協力及び条約の締結を含む国際協力を共同体法により決定する。 

    住民の個別的要求に対応した諸事項並びに協力の形態及び協定の締結に関する方式は第４条の最終項に定められた多数決によ

り可決される法律でこれを採択する。 

 §2. これらの共同体法は、オランダ語圏及びフランス語圏、並びに第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律が別

段の規定をしない限り、どちらか一方の共同体に専属していると見なされなければならないブリュッセル首都２言語併用地域圏

に設置された機関において、それぞれ個別に法律の効力を有する。 

第129条（用語の修正） 

 §1. フラーンデレン共同体及びフランス共同体議会は、共同体法により、連邦立法機関を除き、それぞれの領域に関して以下につ

いての言語の使用を採択する： 

   １º 行政に関する諸事項； 

   ２º 当局により設置され、助成され若しくは認可された施設での教育； 

   ３º 雇用者と被用者間の社会的関係、並びに法律及び規則により要求される企業の証書及び文書。 

 §2. これらの共同体法は、以下に関係ある場合を除き、オランダ語圏及びフランス語圏においてそれぞれ個別に法律の効力を有す

る： 

     ─ 別の言語圏に隣接していてそこに位置している地域のそれとは異なる言語の使用を法律が命じ若しくは認める基礎自治体

若しくは基礎自治体群。これらの基礎自治体としては、§１に記載の諸事項における言語の使用に関する規則の修正は第

４条の最終段落で準備された多数決により可決される法律によらなければ行うことはできない； 

     ─ その活動範囲がそれが位置している言語圏を越えて広がる業務； 

     ─ その活動範囲(31)が一の共同体より多くに共通である法律により指定される連邦及び国際機関。 

第130条（用語の修正） 

 §1. ドイツ語共同体議会は以下について共同体法により決定する。 

   １º 文化に関する諸事項； 

   ２º 住民の個別的要求に対応した諸事項； 

   ３º 第127条§１第１項２ºに定められた制限内の教育； 

   ４º １º、２º及び３ºに記載の諸事項のための共同体間の協力並びに条約の締結を含む国際協力； 

   ５º 当局により設置され、助成され若しくは認可された施設での教育のための言語の使用。 

    １º及び２ºに記載の文化に関する諸事項及び住民の個別的要求に対応した諸事項、並びに４ºに記載の協力の形態及び協定が

締結される方法は法律でこれを決定する。 

 §2. これらの共同体法はドイツ語圏でも法律の効力を有する。 

                                                                                                                         
(30) 武居は「この」としているが仏語版の原文も“ces”「これらの」である。以下同じ。 

(31) 蘭語判だけはその上の行の“werkkring”「活動範囲」と異なる“werking”「効力」となっているが、仏語版も“activité”独語版も“Tätigkeit”同じ「活動」としているので、

“werking”は誤植と解した。 

－ 23 － 

第131条 思想的哲学的な理由によるあらゆる差別を防止するための諸規則(32)は法律でこれを決定する。 

第132条（用語の修正） 発議権は共同体政府及び共同体議会構成員たちが有する。 

第133条 共同体法の有権解釈は共同体法によってのみ行うことができる。 

第Ⅱ小節 地域圏の諸管轄権 

第134条 第39条を執行するための諸法律で、その諸法律が新設する諸機関がその諸法律が定める諸事項について公布する諸規則の法

的効力を決定する。 

 その諸法律は、それらが決定した領域内で及び方法に従いこれらの機関に法律の効力を有する地域圏法を公布する権限を授与するこ

とができる。 

第Ⅲ小節 特別規定 

第135条 ブリュッセル首都２言語併用地域圏のために、第128条§１に記載された諸事項の中で共同体に付与されていない諸管轄権を

行使する諸機関は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを指定する。 

第135条の２ ブリュッセル首都２言語併用地域圏のために、ブリュッセル首都地域圏に対して、第127条§１の第１項１ºに記載され

た諸事項の中で共同体に付与されていない諸管轄権、及びそれらの諸事項に関する１º｛共同体間の協力並びに国際協力｝を、第４

条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを付与できる。（新設） 

第136条（用語の修正） 共同体の諸事項を所管するブリュッセル首都地域圏議会に言語集団、及び理事会を置く。それらの構成、運用

方法、管轄権及び第175条以外の財政は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により採択される。 

 理事会は共同で合同理事会を構成し、二つの共同体間の協議及び調整機関の役割を果たす。 

第137条（用語の修正） 第39条の適用のために、フラーンデレン共同体議会及びフランス共同体議会並びにそれらの政府は、法律の定

める諸条件の下で且つ諸方式に従い、それぞれフラーンデレン地域圏若しくはワロン地域圏の諸管轄権を行使することができる。こ

の法律は第４条の最終項で準備された多数決により採択されなければならない。 

第138条（用語の修正） 一方では、フランス共同体議会、他方では、ワロン地域圏議会及びブリュッセル首都地域圏議会のフランス語

言語集団は、フランス語言語地域においてワロン地域圏議会及び政府が、ブリュッセル首都２言語併用地域においてはブリュッセル

首都地域圏議会のフランス語言語集団及びその理事会が、フランス共同体の諸権限についてその全部若しくは一部を行使することを

相互協定及びそれぞれの共同体法・地域圏法により決定することができる。 

 これらの共同体・地域圏法は、関係議会若しくは関係言語集団の構成員の過半数が出席することを条件に、フランス共同体議会では

表明される投票の３分の２の多数で、ワロン地域圏議会並びにブリュッセル首都地域圏議会のフランス語言語集団では絶対多数で採

択される。それらの法は、その指定する管轄権の財源調達、並びにその管轄権に関連する人事異動、財産、権利及び義務の移譲も決

定することができる。 

 これらの管轄権は、状況に応じて、共同体・地域圏法、共同体・地域圏令若しくは規則により行使される。 

第139条（用語の修正） ドイツ語共同体議会及びワロン地域圏議会は、それぞれの政府の提案に基づき、それぞれの共同体・地域圏法

により、ドイツ語共同体議会及び政府がドイツ語地域においてワロン地域圏の諸権限の全部若しくは一部を行使することを相互協定

において決定することができる。 

 これらの管轄権は、状況に応じて、共同体・地域圏法、共同体・地域圏令若しくは規則により行使される。 

第140条（用語の修正） ドイツ語共同体議会及び政府は法律により付与されるその他の全管轄権を共同体令若しくは規則により行使す

る。 

 第159条はこれらの共同体令若しくは規則に適用することができる。 

第Ⅴ章 憲法裁判所について、及び紛争の防止並びに解決について 

第Ⅰ節 権限争いの防止について 

第141条 法律、共同体・地域圏法及び第134条に記載の諸規則間、共同体・地域圏法相互間、並びに第134条に記載の諸規則相互間の

抵触を防止するような手続は法律でこれを具体化する。 

第Ⅱ節 憲法裁判所について(33) 

第142条 ベルギー全体のために憲法裁判所を置き、その構成、管轄権及び運用方法は法律により決定される。 

 この裁判所(34)は以下について判決により裁定する： 

   １º 第141条に記載の抵触； 

   ２º 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則による第10条、第11条及び第24条違反； 

   ３º 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則による法律で決める憲法諸条文違反。 

 同裁判所には、法律で指定する全ての官署、利益を立証する全ての者又は先決問題として全ての司法機関から提訴することができる。 

                                                                                                                         
(32) 蘭語判も“regelen”独語版も“Regeln”｛いずれも複数｝と「規則」だが、仏語版は“mesures”「措置」としている。 

(33) 訳者が2007年秋現地に実態調査に赴いたとき、この分野の研究の第一人者であるPatrick Peeters教授から従来の仲裁裁判所を憲法裁判所に改組する旨知らされ、そのための改

革過程を逐次追った論文集を戴いたが、その設置は2007年５月７日の憲法修正で既に実現していた。だが武居の仏語版（2009年）はまだ「仲裁院」としていた。但し法文は仲

裁院のものをそのまま残している。この仲裁院自体は連邦化に伴う所産であった。 

(34) 独語版のみ「この仲裁裁判所」“dieser Schiedshof ”とし、次の項でも使っているが、これはその性格を表現したものと考えられる。 
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第126条 共同体及び地域圏政府の構成員たちに関する憲法規定、並びに第125条の最終段落に記載の施行法は地域圏の副大臣たちにも

適用される。 

第Ⅱ節 諸管轄権 

第Ⅰ小節 共同体の諸管轄権 

第127条（用語の修正） 

 §1. フラーンデレン共同体議会及びフランス共同体議会は、それぞれの領域に関して以下について共同体法により決める： 

   １º 文化に関する諸事項； 

   ２º 教育、但し以下を除く： 

    ａ）義務教育の開始及び終了の決定； 

    ｂ）免許状付与の最低条件； 

    ｃ）年金制度； 

   ３º １º及び２ºに記載の諸事項のための共同体間の協力並びに国際協力、これには条約の締結を含む。 

    １ºに記載の文化に関する諸事項、３ºに記載の協力の形態、並びに３ºに記載の条約の締結に関する方式は、第４条の最終項

で準備された多数決により可決される法律でこれを採択する。 

 §2. これらの(30)共同体法は、オランダ語圏及びフランス語圏、並びにその活動に基づいて、どちらか一方の共同体に専属してい

ると見なされなければならないブリュッセル首都２言語併用地域圏に設置された機関において、それぞれ個別に法律の効力を有

する。 

第128条（用語の修正） 

 §1. フラーンデレン共同体及びフランス共同体議会は、それぞれの関係共同体において、住民の個別的要求に対応した諸事項、そ

れらの事項においてと同様に、共同体間協力及び条約の締結を含む国際協力を共同体法により決定する。 

    住民の個別的要求に対応した諸事項並びに協力の形態及び協定の締結に関する方式は第４条の最終項に定められた多数決によ

り可決される法律でこれを採択する。 

 §2. これらの共同体法は、オランダ語圏及びフランス語圏、並びに第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律が別

段の規定をしない限り、どちらか一方の共同体に専属していると見なされなければならないブリュッセル首都２言語併用地域圏

に設置された機関において、それぞれ個別に法律の効力を有する。 

第129条（用語の修正） 

 §1. フラーンデレン共同体及びフランス共同体議会は、共同体法により、連邦立法機関を除き、それぞれの領域に関して以下につ

いての言語の使用を採択する： 

   １º 行政に関する諸事項； 

   ２º 当局により設置され、助成され若しくは認可された施設での教育； 

   ３º 雇用者と被用者間の社会的関係、並びに法律及び規則により要求される企業の証書及び文書。 

 §2. これらの共同体法は、以下に関係ある場合を除き、オランダ語圏及びフランス語圏においてそれぞれ個別に法律の効力を有す

る： 

     ─ 別の言語圏に隣接していてそこに位置している地域のそれとは異なる言語の使用を法律が命じ若しくは認める基礎自治体

若しくは基礎自治体群。これらの基礎自治体としては、§１に記載の諸事項における言語の使用に関する規則の修正は第

４条の最終段落で準備された多数決により可決される法律によらなければ行うことはできない； 

     ─ その活動範囲がそれが位置している言語圏を越えて広がる業務； 

     ─ その活動範囲(31)が一の共同体より多くに共通である法律により指定される連邦及び国際機関。 

第130条（用語の修正） 

 §1. ドイツ語共同体議会は以下について共同体法により決定する。 

   １º 文化に関する諸事項； 

   ２º 住民の個別的要求に対応した諸事項； 

   ３º 第127条§１第１項２ºに定められた制限内の教育； 

   ４º １º、２º及び３ºに記載の諸事項のための共同体間の協力並びに条約の締結を含む国際協力； 

   ５º 当局により設置され、助成され若しくは認可された施設での教育のための言語の使用。 

    １º及び２ºに記載の文化に関する諸事項及び住民の個別的要求に対応した諸事項、並びに４ºに記載の協力の形態及び協定が

締結される方法は法律でこれを決定する。 

 §2. これらの共同体法はドイツ語圏でも法律の効力を有する。 

                                                                                                                         
(30) 武居は「この」としているが仏語版の原文も“ces”「これらの」である。以下同じ。 

(31) 蘭語判だけはその上の行の“werkkring”「活動範囲」と異なる“werking”「効力」となっているが、仏語版も“activité”独語版も“Tätigkeit”同じ「活動」としているので、

“werking”は誤植と解した。 
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第131条 思想的哲学的な理由によるあらゆる差別を防止するための諸規則(32)は法律でこれを決定する。 

第132条（用語の修正） 発議権は共同体政府及び共同体議会構成員たちが有する。 

第133条 共同体法の有権解釈は共同体法によってのみ行うことができる。 

第Ⅱ小節 地域圏の諸管轄権 

第134条 第39条を執行するための諸法律で、その諸法律が新設する諸機関がその諸法律が定める諸事項について公布する諸規則の法

的効力を決定する。 

 その諸法律は、それらが決定した領域内で及び方法に従いこれらの機関に法律の効力を有する地域圏法を公布する権限を授与するこ

とができる。 

第Ⅲ小節 特別規定 

第135条 ブリュッセル首都２言語併用地域圏のために、第128条§１に記載された諸事項の中で共同体に付与されていない諸管轄権を

行使する諸機関は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを指定する。 

第135条の２ ブリュッセル首都２言語併用地域圏のために、ブリュッセル首都地域圏に対して、第127条§１の第１項１ºに記載され

た諸事項の中で共同体に付与されていない諸管轄権、及びそれらの諸事項に関する１º｛共同体間の協力並びに国際協力｝を、第４

条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを付与できる。（新設） 

第136条（用語の修正） 共同体の諸事項を所管するブリュッセル首都地域圏議会に言語集団、及び理事会を置く。それらの構成、運用

方法、管轄権及び第175条以外の財政は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により採択される。 

 理事会は共同で合同理事会を構成し、二つの共同体間の協議及び調整機関の役割を果たす。 

第137条（用語の修正） 第39条の適用のために、フラーンデレン共同体議会及びフランス共同体議会並びにそれらの政府は、法律の定

める諸条件の下で且つ諸方式に従い、それぞれフラーンデレン地域圏若しくはワロン地域圏の諸管轄権を行使することができる。こ

の法律は第４条の最終項で準備された多数決により採択されなければならない。 

第138条（用語の修正） 一方では、フランス共同体議会、他方では、ワロン地域圏議会及びブリュッセル首都地域圏議会のフランス語

言語集団は、フランス語言語地域においてワロン地域圏議会及び政府が、ブリュッセル首都２言語併用地域においてはブリュッセル

首都地域圏議会のフランス語言語集団及びその理事会が、フランス共同体の諸権限についてその全部若しくは一部を行使することを

相互協定及びそれぞれの共同体法・地域圏法により決定することができる。 

 これらの共同体・地域圏法は、関係議会若しくは関係言語集団の構成員の過半数が出席することを条件に、フランス共同体議会では

表明される投票の３分の２の多数で、ワロン地域圏議会並びにブリュッセル首都地域圏議会のフランス語言語集団では絶対多数で採

択される。それらの法は、その指定する管轄権の財源調達、並びにその管轄権に関連する人事異動、財産、権利及び義務の移譲も決

定することができる。 

 これらの管轄権は、状況に応じて、共同体・地域圏法、共同体・地域圏令若しくは規則により行使される。 

第139条（用語の修正） ドイツ語共同体議会及びワロン地域圏議会は、それぞれの政府の提案に基づき、それぞれの共同体・地域圏法

により、ドイツ語共同体議会及び政府がドイツ語地域においてワロン地域圏の諸権限の全部若しくは一部を行使することを相互協定

において決定することができる。 

 これらの管轄権は、状況に応じて、共同体・地域圏法、共同体・地域圏令若しくは規則により行使される。 

第140条（用語の修正） ドイツ語共同体議会及び政府は法律により付与されるその他の全管轄権を共同体令若しくは規則により行使す

る。 

 第159条はこれらの共同体令若しくは規則に適用することができる。 

第Ⅴ章 憲法裁判所について、及び紛争の防止並びに解決について 

第Ⅰ節 権限争いの防止について 

第141条 法律、共同体・地域圏法及び第134条に記載の諸規則間、共同体・地域圏法相互間、並びに第134条に記載の諸規則相互間の

抵触を防止するような手続は法律でこれを具体化する。 

第Ⅱ節 憲法裁判所について(33) 

第142条 ベルギー全体のために憲法裁判所を置き、その構成、管轄権及び運用方法は法律により決定される。 

 この裁判所(34)は以下について判決により裁定する： 

   １º 第141条に記載の抵触； 

   ２º 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則による第10条、第11条及び第24条違反； 

   ３º 法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則による法律で決める憲法諸条文違反。 

 同裁判所には、法律で指定する全ての官署、利益を立証する全ての者又は先決問題として全ての司法機関から提訴することができる。 

                                                                                                                         
(32) 蘭語判も“regelen”独語版も“Regeln”｛いずれも複数｝と「規則」だが、仏語版は“mesures”「措置」としている。 

(33) 訳者が2007年秋現地に実態調査に赴いたとき、この分野の研究の第一人者であるPatrick Peeters教授から従来の仲裁裁判所を憲法裁判所に改組する旨知らされ、そのための改

革過程を逐次追った論文集を戴いたが、その設置は2007年５月７日の憲法修正で既に実現していた。だが武居の仏語版（2009年）はまだ「仲裁院」としていた。但し法文は仲

裁院のものをそのまま残している。この仲裁院自体は連邦化に伴う所産であった。 

(34) 独語版のみ「この仲裁裁判所」“dieser Schiedshof ”とし、次の項でも使っているが、これはその性格を表現したものと考えられる。 
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 同院は、第39条の２に記載のそれぞれの住民投票について、その組織化に先立って、法律により決められた諸条件の下で且つ諸方式

に従って、決定という方法で判決を下すことができる。（新設） 

 法律が、それが決定する場合に、且つ条件及び方式に従い、決定という方法により、下院の選挙に投入された選挙費用の統制に関し

て立法議会若しくはそれらの諸機関の決定に対して申し立てられる上告について、判決を下す管轄権を同裁判所に付与することがで

きる。（新設） 

 第１項、第２項の３º、及び第３項に記載された法律は第４条の最終項で準備された多数決により採択される。 

第Ⅲ節 利害の抵触の防止並びに解決 

第143条 

 §1. それぞれの管轄権を行使するに当たり、連邦国家、共同体、地域圏及び共同体合同委員会は利害の抵触回避のために、連邦へ

の忠誠を遵守して行動する。 

 §2. 上院は、法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則により立法を行う議会間に発生する利害の抵触に関して、第

４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で定めた諸条件の下で且つ諸方式に従い、理由を付した意見により、決

定を下す。 

 §3. 連邦政府、共同体及び地域圏諸政府並びに共同体合同委員会理事会間の利害の抵触を防止するような手続は第４条の最終項で

準備された多数決により可決される法律でこれを具体化する。 

 §4. §２及び§３に記載の手続は、課税される税率、免税の根拠又は個人の税の計算に関与するその他の全ての要素に関する連邦

国家の法律、命令、規則行為及び決定には適用されない。（新設） 

経過規定 

 利害抵触の防止及び解決に関しては、1980年８月９日の制度改革普通法が引き続き適用される；但し同法は§２及び§３に記載の法

律によらなければ廃止、補完、修正若しくは置換されてはならない。 

第Ⅵ章 司法権 

第144条 私権を対象とする係争は裁判所の専管事項である。 

 但し、法律で、その決定する方式に従って、国務院若しくは連邦行政裁判所にそれらの決定の民事上の効力を判決する資格を与える

ことができる。（新設） 

第145条 政治的権利を対象とする係争は、法律の定める例外を除き、裁判所の管轄領域である。 

第146条 いかなる裁判所も、係争について裁判権を行使するいかなる機関も、法律によらなければ設置されてはならない。特別裁判

所も特別委員会も(35)いかなる名称であれ創設されてはならない。 

第147条 ベルギー全体のために破棄院を置く。 

 同院は事件の本案については判断を下さない。 

第148条 裁判所の公判は公開であるが、但し公開が公序良俗に有害のときはこの限りでない；有害な場合には裁判所は判決によりそ

の旨を宣告する。 

 政治的犯罪及び出版に関する犯罪に関しては、非公開は全会一致でなければ宣告されてはならない。 

第149条 判決には全て理由が付記される。判決は公開の法廷で宣告される。 

第150条 陪審は全ての刑事事件、並びに政治的犯罪及び出版に関する犯罪のために設置されるが、但し人種差別若しくは外国人排斥

に基づく出版の犯罪は除く。 

第151条（用語の修正） 

 §1. 裁判官たちはその裁判権行使に当たり独立である。検察官は個々の(36)捜査及び訴追の行使に当たり独立であるが、訴追を命

令し、捜査及び訴追に関する方針を含む刑事方針の指令を発する所管大臣の権利を侵害してはならない。 

    その上、第１項に記載の大臣により、共同体及び地域圏政府は、その管轄権に属する事項について訴追を命令する権利に関わ

るものをそれぞれ所有している。（新設） 

    その管轄権に属する事項について、第１項記載の指令及び保安政策計画化作成への共同体及び地域圏の参加、並びにそれらの

同一事項に関わるものについて、それらの検事総長合同理事会代表の参加を、第４条の最終項で準備された多数決により可決さ

れる法律でこれを採択する。（新設） 

 §2. ベルギー全体のために高等司法評議会(37)を置く。その管轄権行使に当たり、高等司法評議会は§１に記載の独立を尊重する。 

    高等司法評議会はオランダ語言語評議員団及びフランス語言語評議員団で構成される。 

    各評議員団は同数の評議員からなり、一方では、法律により定められた諸条件の下で且つ諸方式に従い同僚たちにより直接選

挙された裁判官及び検察官の、他方では、法律により確定された諸条件の下で表明される投票の３分の２の多数で上院により指

                                                                                                                         
(35) 仏語版と独語版は「特別委員会も特別裁判所も」と順序が逆。これらは特殊な身分や特殊事件のみを扱うもので、日本でも旧憲法下に行政裁判所・皇室裁判所・軍事法廷な

どが置かれていたが、現行憲法では一切廃止された。 

(36) 蘭語は“individuele”仏語は“individuelles”で武居は「個人の」としているが「個々の」が妥当。 

(37) 蘭語の“Hoge Raad”はオランダでは最高裁判所であるが、ここでは後に“voor de Justitie”が付いており全然別である。なお蘭語版と独語版は「高等司法」だが仏語版は

「司法高等」となっている。 
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名されるその他の評議員の代表からなる。 

    各評議員団内に、任命指名委員会並びに諮問調査委員会を置き、それらは前項の規定に従い同数代表で構成される。 

    高等司法評議会、その各言語評議員団及び各委員会の構成と併せて、それらがその管轄権をその下で行使する諸条件及びそれ

に従って行使する方法は、法律でこれを明記する。 

 §3. 高等司法評議会は以下の諸事項においてその管轄権を行使する： 

   １º §４の第１項に記載のとおりの裁判官若しくは検察官の任命候補者の推薦； 

   ２º §５の第１項に記載の職務及び検察庁検事総長職(38)への指名候補者の推薦； 

   ３º 裁判官及び検察官の任官； 

   ４º 裁判官及び検察官の研修； 

   ５º ２ºに記載の指名用の概略的な人物紹介の作成； 

   ６º 司法裁判機構の運用方法全般及び組織に関する所見及び提案の表明； 

   ７º 内部統制手段の通常の監督及び利用の促進； 

   ８º 全ての懲戒及び刑罰権を除き： 

      ─ 司法裁判機構の運用に関する不服申立の受理及び検証； 

      ─ 司法裁判機構の運用についての検査の開始。 

    法律により定められる諸条件の下で且つ方法に従い、１º乃至４ºに記載の諸管轄権は所管の任命指名委員会に付与され、５º

乃至８ºに記載の諸管轄権は所管の諮問調査委員会に付与される。一方で任命指名委員会、及び他方で諮問調査委員会がそれら

の管轄権を合同で行使する諸条件及びそれに従って行使する方法を決定する。 

    本評議会のその他の諸管轄権を第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを決定する。 

 §4. 治安判事たち、下級裁判所判事たち、上級裁判所及び破棄院の裁判官たちは法律で確定される諸条件の下で且つ方法に従い国

王により任命される。 

    この任命は、法律により定められた諸方式に従い、３分の２の多数で、その資格及び適性の評価をした後で、所管の任命指名

委員会の理由を付した推薦に基づき行われる。この推薦は、法律により定められた方法に従い且つ正当な理由がなければ拒否し

てはならない。 

    上級裁判所及び破棄院への上級裁判官任命の場合は、当該裁判所の総会で、法律により定められた方法に従い、前項に記載の

推薦に先立って理由を付した態度表明を行う。 

 §5. 破棄院主席院長、各上級裁判所の主席裁判長及び各下級裁判所所長は、法律により定められた諸条件の下で且つ方法に従い国

王によりこれらの職に指名される。 

    この指名は、法律により定められた諸方式に従い、３分の２の多数で、その資格及び適性の評価をした後で、所管の任命指名

委員会の理由を付した推薦に基づき行われる。この推薦は、法律により定められた方法に従い且つ正当な理由がなければ拒否さ

れることはない。 

    破棄院長官若しくは各上級裁判所主席裁判長への指名の場合は、当該裁判所の総会が、法律により定められた方法に従い、前

項に記載の推薦に先立って理由を付した態度表明を行う。 

    破棄院の院長及びその各部の部長たち若しくは各上級裁判所の部長たち並びに各下級裁判所の次席判事たちは、各上級裁判所

及び各下級裁判所によりその内部から法律で確定した諸条件で且つ方法に従いこれらの職に指名される。 

    第152条の規定は別として、これらの職の指名の期間は法律でこれを確定する。 

 §6. 法律により定められた方法に従い、§５の第４項に記載の職の保持者及び検察官たちは評価に掛けられる。 

経過規定 

 §３乃至§６の諸規定は§２に記載の高等司法評議会の設置後に発効する。 

 この｛発効｝日に破棄院の主席院長、院長及び各部長たち、各上級裁判所の主席裁判長たち及び各部長たち並びに各下級裁判所の裁

判長たち及び次席判事たちは、法律により定められた期間及び諸条件でその職に指名されて同時にそれぞれ破棄院、控訴院若しくは

労働裁判所及びその類似の下級裁判所に任命されたものと見なされる。 

 その間、以下の諸規定が引き続き適用される： 

 治安判事たち及び下級裁判所の判事たちは国王により直接任命される。 

 控訴院裁判官たち及びその管轄下の各下級裁判所の裁判長たち並びに次席判事たちは、一つはこれらの控訴院から、いま一つは場合

により各県議会及びブリュッセル首都地域圏議会から提出されたそれぞれ二人の候補者を記載した二つの名簿に基づいて国王により

任命される。 

 破棄院の裁判官たちは、一つは破棄院から、いま一つは下院及び上院(39)から交互に、提出された二つの名簿に基づいて国王により

任命される。 

                                                                                                                         
(38) 武居は「検察庁付司法長官職」としているがいずれの言語版でも「検察庁総体の長」としているので「検事総長」とした。 

(39) 武居は「上院及び下院」としているが仏語版も逆である。 
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 同院は、第39条の２に記載のそれぞれの住民投票について、その組織化に先立って、法律により決められた諸条件の下で且つ諸方式

に従って、決定という方法で判決を下すことができる。（新設） 

 法律が、それが決定する場合に、且つ条件及び方式に従い、決定という方法により、下院の選挙に投入された選挙費用の統制に関し

て立法議会若しくはそれらの諸機関の決定に対して申し立てられる上告について、判決を下す管轄権を同裁判所に付与することがで

きる。（新設） 

 第１項、第２項の３º、及び第３項に記載された法律は第４条の最終項で準備された多数決により採択される。 

第Ⅲ節 利害の抵触の防止並びに解決 

第143条 

 §1. それぞれの管轄権を行使するに当たり、連邦国家、共同体、地域圏及び共同体合同委員会は利害の抵触回避のために、連邦へ

の忠誠を遵守して行動する。 

 §2. 上院は、法律、共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則により立法を行う議会間に発生する利害の抵触に関して、第

４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で定めた諸条件の下で且つ諸方式に従い、理由を付した意見により、決

定を下す。 

 §3. 連邦政府、共同体及び地域圏諸政府並びに共同体合同委員会理事会間の利害の抵触を防止するような手続は第４条の最終項で

準備された多数決により可決される法律でこれを具体化する。 

 §4. §２及び§３に記載の手続は、課税される税率、免税の根拠又は個人の税の計算に関与するその他の全ての要素に関する連邦

国家の法律、命令、規則行為及び決定には適用されない。（新設） 

経過規定 

 利害抵触の防止及び解決に関しては、1980年８月９日の制度改革普通法が引き続き適用される；但し同法は§２及び§３に記載の法

律によらなければ廃止、補完、修正若しくは置換されてはならない。 

第Ⅵ章 司法権 

第144条 私権を対象とする係争は裁判所の専管事項である。 

 但し、法律で、その決定する方式に従って、国務院若しくは連邦行政裁判所にそれらの決定の民事上の効力を判決する資格を与える

ことができる。（新設） 

第145条 政治的権利を対象とする係争は、法律の定める例外を除き、裁判所の管轄領域である。 

第146条 いかなる裁判所も、係争について裁判権を行使するいかなる機関も、法律によらなければ設置されてはならない。特別裁判

所も特別委員会も(35)いかなる名称であれ創設されてはならない。 

第147条 ベルギー全体のために破棄院を置く。 

 同院は事件の本案については判断を下さない。 

第148条 裁判所の公判は公開であるが、但し公開が公序良俗に有害のときはこの限りでない；有害な場合には裁判所は判決によりそ

の旨を宣告する。 

 政治的犯罪及び出版に関する犯罪に関しては、非公開は全会一致でなければ宣告されてはならない。 

第149条 判決には全て理由が付記される。判決は公開の法廷で宣告される。 

第150条 陪審は全ての刑事事件、並びに政治的犯罪及び出版に関する犯罪のために設置されるが、但し人種差別若しくは外国人排斥

に基づく出版の犯罪は除く。 

第151条（用語の修正） 

 §1. 裁判官たちはその裁判権行使に当たり独立である。検察官は個々の(36)捜査及び訴追の行使に当たり独立であるが、訴追を命

令し、捜査及び訴追に関する方針を含む刑事方針の指令を発する所管大臣の権利を侵害してはならない。 

    その上、第１項に記載の大臣により、共同体及び地域圏政府は、その管轄権に属する事項について訴追を命令する権利に関わ

るものをそれぞれ所有している。（新設） 

    その管轄権に属する事項について、第１項記載の指令及び保安政策計画化作成への共同体及び地域圏の参加、並びにそれらの

同一事項に関わるものについて、それらの検事総長合同理事会代表の参加を、第４条の最終項で準備された多数決により可決さ

れる法律でこれを採択する。（新設） 

 §2. ベルギー全体のために高等司法評議会(37)を置く。その管轄権行使に当たり、高等司法評議会は§１に記載の独立を尊重する。 

    高等司法評議会はオランダ語言語評議員団及びフランス語言語評議員団で構成される。 

    各評議員団は同数の評議員からなり、一方では、法律により定められた諸条件の下で且つ諸方式に従い同僚たちにより直接選

挙された裁判官及び検察官の、他方では、法律により確定された諸条件の下で表明される投票の３分の２の多数で上院により指

                                                                                                                         
(35) 仏語版と独語版は「特別委員会も特別裁判所も」と順序が逆。これらは特殊な身分や特殊事件のみを扱うもので、日本でも旧憲法下に行政裁判所・皇室裁判所・軍事法廷な

どが置かれていたが、現行憲法では一切廃止された。 

(36) 蘭語は“individuele”仏語は“individuelles”で武居は「個人の」としているが「個々の」が妥当。 

(37) 蘭語の“Hoge Raad”はオランダでは最高裁判所であるが、ここでは後に“voor de Justitie”が付いており全然別である。なお蘭語版と独語版は「高等司法」だが仏語版は

「司法高等」となっている。 
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名されるその他の評議員の代表からなる。 

    各評議員団内に、任命指名委員会並びに諮問調査委員会を置き、それらは前項の規定に従い同数代表で構成される。 

    高等司法評議会、その各言語評議員団及び各委員会の構成と併せて、それらがその管轄権をその下で行使する諸条件及びそれ

に従って行使する方法は、法律でこれを明記する。 

 §3. 高等司法評議会は以下の諸事項においてその管轄権を行使する： 

   １º §４の第１項に記載のとおりの裁判官若しくは検察官の任命候補者の推薦； 

   ２º §５の第１項に記載の職務及び検察庁検事総長職(38)への指名候補者の推薦； 

   ３º 裁判官及び検察官の任官； 

   ４º 裁判官及び検察官の研修； 

   ５º ２ºに記載の指名用の概略的な人物紹介の作成； 

   ６º 司法裁判機構の運用方法全般及び組織に関する所見及び提案の表明； 

   ７º 内部統制手段の通常の監督及び利用の促進； 

   ８º 全ての懲戒及び刑罰権を除き： 

      ─ 司法裁判機構の運用に関する不服申立の受理及び検証； 

      ─ 司法裁判機構の運用についての検査の開始。 

    法律により定められる諸条件の下で且つ方法に従い、１º乃至４ºに記載の諸管轄権は所管の任命指名委員会に付与され、５º

乃至８ºに記載の諸管轄権は所管の諮問調査委員会に付与される。一方で任命指名委員会、及び他方で諮問調査委員会がそれら

の管轄権を合同で行使する諸条件及びそれに従って行使する方法を決定する。 

    本評議会のその他の諸管轄権を第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを決定する。 

 §4. 治安判事たち、下級裁判所判事たち、上級裁判所及び破棄院の裁判官たちは法律で確定される諸条件の下で且つ方法に従い国

王により任命される。 

    この任命は、法律により定められた諸方式に従い、３分の２の多数で、その資格及び適性の評価をした後で、所管の任命指名

委員会の理由を付した推薦に基づき行われる。この推薦は、法律により定められた方法に従い且つ正当な理由がなければ拒否し

てはならない。 

    上級裁判所及び破棄院への上級裁判官任命の場合は、当該裁判所の総会で、法律により定められた方法に従い、前項に記載の

推薦に先立って理由を付した態度表明を行う。 

 §5. 破棄院主席院長、各上級裁判所の主席裁判長及び各下級裁判所所長は、法律により定められた諸条件の下で且つ方法に従い国

王によりこれらの職に指名される。 

    この指名は、法律により定められた諸方式に従い、３分の２の多数で、その資格及び適性の評価をした後で、所管の任命指名

委員会の理由を付した推薦に基づき行われる。この推薦は、法律により定められた方法に従い且つ正当な理由がなければ拒否さ

れることはない。 

    破棄院長官若しくは各上級裁判所主席裁判長への指名の場合は、当該裁判所の総会が、法律により定められた方法に従い、前

項に記載の推薦に先立って理由を付した態度表明を行う。 

    破棄院の院長及びその各部の部長たち若しくは各上級裁判所の部長たち並びに各下級裁判所の次席判事たちは、各上級裁判所

及び各下級裁判所によりその内部から法律で確定した諸条件で且つ方法に従いこれらの職に指名される。 

    第152条の規定は別として、これらの職の指名の期間は法律でこれを確定する。 

 §6. 法律により定められた方法に従い、§５の第４項に記載の職の保持者及び検察官たちは評価に掛けられる。 

経過規定 

 §３乃至§６の諸規定は§２に記載の高等司法評議会の設置後に発効する。 

 この｛発効｝日に破棄院の主席院長、院長及び各部長たち、各上級裁判所の主席裁判長たち及び各部長たち並びに各下級裁判所の裁

判長たち及び次席判事たちは、法律により定められた期間及び諸条件でその職に指名されて同時にそれぞれ破棄院、控訴院若しくは

労働裁判所及びその類似の下級裁判所に任命されたものと見なされる。 

 その間、以下の諸規定が引き続き適用される： 

 治安判事たち及び下級裁判所の判事たちは国王により直接任命される。 

 控訴院裁判官たち及びその管轄下の各下級裁判所の裁判長たち並びに次席判事たちは、一つはこれらの控訴院から、いま一つは場合

により各県議会及びブリュッセル首都地域圏議会から提出されたそれぞれ二人の候補者を記載した二つの名簿に基づいて国王により

任命される。 

 破棄院の裁判官たちは、一つは破棄院から、いま一つは下院及び上院(39)から交互に、提出された二つの名簿に基づいて国王により

任命される。 

                                                                                                                         
(38) 武居は「検察庁付司法長官職」としているがいずれの言語版でも「検察庁総体の長」としているので「検事総長」とした。 

(39) 武居は「上院及び下院」としているが仏語版も逆である。 
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 これら二つの場合は、一方の名簿に記載された候補者たちが他方の名簿にも登載されることが認められる。 

 推薦は全て任命の少なくとも15日前に公表される。 

 上級裁判所は裁判長たち及び次席判事たちを内部から選任する。 

第152条 裁判官たちは終身で任命される。裁判官たちは法律により定められた年齢で退職し、法律により用意された年金を受ける。 

 裁判官は誰も判決によらなければ解任若しくは停職とされることはない。 

 裁判官の配置転換は新たな任命で且つその同意を得なければ行うことができない。 

第153条 国王が上級裁判所及び下級裁判所所属の検察官たちを任免する。 

第154条 司法裁判機構の構成員たちの給与は法律により確定される。 

第155条 裁判官は誰も政府から給与を受ける職務を引き受けることはできないが、但しその職務が無給で執行され且つ法律により定

められた兼職禁止を前提条件としていればこの限りでない。 

第156条 ベルギーには控訴院を５院置く： 

   １º ブリュッセル控訴院、フラマン・ブラバント、ワロン・ブラバントの各県及びブリュッセル首都２言語併用地域圏を含む管

轄区域を有する；｛オランダ語｝ 

   ２º ヘント控訴院、西フラーンデレン及び東フラーンデレンの各県を含む管轄区域を有する；｛オランダ語｝ 

   ３º アントヴェルペン控訴院、アントヴェルペン及びリンブルフの各県を含む管轄区域を有する；｛オランダ語｝ 

   ４º リエージュ控訴院、リエージュ、ナミュール及びリュクサンブールの各県を含む管轄区域を有する；｛フランス語｝ 

   ５º モンス控訴院、エノー県を含む管轄区域を有する。｛フランス語｝ 

第157条 第167条§１第２項に記載の戦争状態が確認されたとき軍事裁判所を置く。軍事裁判所の組織、権限、同裁判所の構成員たち

の権利及び義務、並びにその任期は法律でこれを決定する。 

 法律により定められた場所に各商事裁判所を置く。それらの組織、権限、構成員の任命方法及び任期は法律でこれを決定する。 

 同様に労働裁判所の組織、権限、構成員の任命方法及び任期は法律がこれを規整する。 

 法律により定められた場所に行刑裁判所を置く。それらの組織、権限、構成員の任命方法及び任期は法律でこれを決定する。 

経過規定 

 第１項は軍事刑罰手続法典第Ⅰ編及び第Ⅱ編を含む1899年６月15日の法律の廃止の日に発効する。 

 その日まで次の規定が引き続き効力を有する： 

 軍事裁判所の組織、権限、同裁判所の構成員たちの権利及び義務、並びにその任期は各特別法でこれを決定する。 

第157条の２ ブリュッセル裁判区内の司法的事項での言語使用に関わる改革の本質的要素、並びに検事局、所在地及び管轄に関する

局面は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でしか修正されてはならない。（新設） 

第158条 破棄院は法律により定められた方法に従い権限争いについて判定を下す。 

第159条 上級裁判所及び下級裁判所は、法律に適合している限りで、一般の｛連邦、共同体、地域圏｝命令及び規則、県並びに基礎

自治体の条例及び規則を適用する。 

第Ⅶ章 国務院及び行政裁判 

第160条 ベルギー全体のために国務院を置き、その構成、管轄権限及び職務は法律により定められる。但し、法律が確定する諸原則

に従い手続を決定する権限はその法律でこれを国王に付与することができる。 

 国務院は行政裁判所として判決により判定を下し、且つ法律により定められた場合に意見を表明する。 

 本項と同時に発効する国務院の行政訴訟部の全体会議規則の修正は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律によ

るしか行えない。（新設） 

経過規定 

 本条は2012年10月14日に発効する。 

第161条 いかなる行政裁判所も法律によらなければ設置されてはならない。 

第Ⅷ章 県及び基礎自治体の制度 

第162条（用語の修正） 県及び基礎自治体の諸制度は法律により決定される。 

 法律で次の諸原則の適用を確立する： 

   １º 県及び基礎自治体の議会議員たちの直接選挙； 

   ２º 県及び基礎自治体の利益となる全てを処理するための各県及び各基礎自治体議会の権限、但し法律の定める場合で且つ方法

に従ったそれらの行為の承認は除く； 

   ３º 県及び基礎自治体の制度への権限の分権化； 

   ４º 法律により定められる範囲内で各県及び基礎自治体の議会の審議の公開； 

   ５º 予算及び決算の公開； 

   ６º 法律違反若しくは全体利益侵害を防止するための監督権者若しくは連邦立法権者の介入。 

 ［第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律の執行に当たり、行政監督権の組織及び行使は共同体若しくは地域圏議
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会により可決されてよい。］（削除） 

 超基礎自治体団体は第134条に記載の規則により決定される。この規則は第２項記載の諸原則の適用を決定する。第134条に記載の規

則は同様に重要と見なすその他の諸原則を、会議中の当該議会の議員たちの表明される投票の３分の２の多数決に訴えるか否かにつ

いて、当該議会の議員の過半数が出席しているという条件の下で確定できる。第159条及び第190条は超基礎自治体団体の条例及び規

則に適用される。（新設） 

 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律の施行に当たり、地域圏法若しくは第134条に記載の規則で、複数の県、

複数の超基礎自治体団体（挿入）又は複数の基礎自治体がそれに従い相互理解を深めるか若しくは連合できる諸条件及び方法を決め

る。 

 但し、複数の県議会、複数の超基礎自治体団体議会（挿入）又は複数の基礎自治体議会が合同で審議してはならない。 

第163条 フラーンデレン地域圏及びワロン地域圏内で公選の県機関により行使される諸管轄権は、ブリュッセル首都２言語併用地域

圏内では、第127条及び第128条に基づきそれらの諸管轄権に帰属する諸事項に関するものについてはフラーンデレン共同体並びにフ

ランス共同体により及び共同体合同委員会により、その他の諸事項に関してはブリュッセル首都地域圏により、それぞれ行使される。 

 但し、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、ブリュッセル首都地域圏若しくはその構成員たちが同圏により

指名されたいずれかの機関により第39条に記載の諸事項とは無関係の(40)第１項に記載された諸管轄権を行使する細則(41)は、第４条

の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを採択する。 

 同じ多数決により可決される法律で、第136条で予定された諸機関に第１項に記載の第127条及び第128条に記載の諸事項に関係のあ

る(42)諸管轄権の全部若しくは一部の付与を決定する。 

第164条 戸籍謄本の作製及び登録簿の保管は基礎自治体の専権に属する。 

第165条 

 §1. 都市圏(43)及び基礎自治体連合は法律でこれらを創設する。法律でそれらの組織及び管轄権を定め、その上で第162条に記述さ

れた諸原則の適用が保障される。 

    各都市圏のために及び各連合のために議会及び執行理事会(44)を置く。 

    執行理事会の理事長は議会によりその中から選出される；その選挙は国王により認証される；法律でその地位を定める。 

    第159条及び第190条は都市圏及び基礎自治体連合の条例及び規則に適用される。 

    都市圏及び基礎自治体連合の境界は法律によらなければ変更若しくは改訂(45)されることはない。 

 §2. 法律により各都市圏及び最も近接している諸基礎自治体連合が、その中で、それぞれの管轄権に属する技術的性格の共通諸問

題を検討するために、法律で定める諸条件で且つ方法に従い協議する機関を創設する。 

 §3. 複数の基礎自治体連合は、自らの管轄権に属する諸対象を共同で決定して管理するために法律により定められる諸条件で且つ

方法に従い、相互に、又は一つ乃至それ以上の都市圏と協調し若しくは提携することができる。それらの議会は合同で審議して

はならない。 

第166条（用語の修正） 

 §1. 第165条は、以下に準備される留保付きで、王国の首都に属する都市圏にも適用される。 

 §2. 王国の首都が属する都市圏の諸管轄権は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により定められる方法で、

第39条に基づき創設されるブリュッセル首都地域圏の諸機関により行使される。 

 §3. 第136条に記載される諸機関は： 

   １º その共同体のために(46)、それぞれ文化的、教育的及び住民の個別的要求に対応した諸事項においてその他の官庁と同一の

管轄権を保有する； 

   ２º その共同体のために、それぞれそれらにフラーンデレン共同体及びフランス共同体の議会により委任される諸管轄権を行使

する；  

   ３º 共通の利害のある１ºに記載の諸事項を共同で決定する。 

 

第Ⅳ編 国際関係 
 

第167条（用語の修正） 

                                                                                                                         
(40) 仏語と独語は「属さない」“ne relèvent pas”、“nicht gehören”となっている。 

(41) “nadere regelen”（蘭語・より詳細な規則）は仏語と独語は「方式」“modalitéres”、“Modalitäten”となっている。 

(42) 仏語と独語は「属さない」“relèvent”、“gehören”となっている。 

(43) “agglomération”を清宮は市町村団、武居は市町村集団と訳しているが、これに基づき制定されたワロン自治法は都市圏とし、連合と並べている。基礎自治体合併により生

まれた人口10万人以上の都市を指す。 

(44) 清宮は執行部、武居は執行会議と訳しているが、執行理事会とすべきである。 

(45) 日本の地方自治法には改訂はない。 

(46) 武居は「それぞれの共同体のために」としている。 

－ 26 －
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 これら二つの場合は、一方の名簿に記載された候補者たちが他方の名簿にも登載されることが認められる。 

 推薦は全て任命の少なくとも15日前に公表される。 

 上級裁判所は裁判長たち及び次席判事たちを内部から選任する。 

第152条 裁判官たちは終身で任命される。裁判官たちは法律により定められた年齢で退職し、法律により用意された年金を受ける。 

 裁判官は誰も判決によらなければ解任若しくは停職とされることはない。 

 裁判官の配置転換は新たな任命で且つその同意を得なければ行うことができない。 

第153条 国王が上級裁判所及び下級裁判所所属の検察官たちを任免する。 

第154条 司法裁判機構の構成員たちの給与は法律により確定される。 

第155条 裁判官は誰も政府から給与を受ける職務を引き受けることはできないが、但しその職務が無給で執行され且つ法律により定

められた兼職禁止を前提条件としていればこの限りでない。 

第156条 ベルギーには控訴院を５院置く： 

   １º ブリュッセル控訴院、フラマン・ブラバント、ワロン・ブラバントの各県及びブリュッセル首都２言語併用地域圏を含む管

轄区域を有する；｛オランダ語｝ 

   ２º ヘント控訴院、西フラーンデレン及び東フラーンデレンの各県を含む管轄区域を有する；｛オランダ語｝ 

   ３º アントヴェルペン控訴院、アントヴェルペン及びリンブルフの各県を含む管轄区域を有する；｛オランダ語｝ 

   ４º リエージュ控訴院、リエージュ、ナミュール及びリュクサンブールの各県を含む管轄区域を有する；｛フランス語｝ 

   ５º モンス控訴院、エノー県を含む管轄区域を有する。｛フランス語｝ 

第157条 第167条§１第２項に記載の戦争状態が確認されたとき軍事裁判所を置く。軍事裁判所の組織、権限、同裁判所の構成員たち

の権利及び義務、並びにその任期は法律でこれを決定する。 

 法律により定められた場所に各商事裁判所を置く。それらの組織、権限、構成員の任命方法及び任期は法律でこれを決定する。 

 同様に労働裁判所の組織、権限、構成員の任命方法及び任期は法律がこれを規整する。 

 法律により定められた場所に行刑裁判所を置く。それらの組織、権限、構成員の任命方法及び任期は法律でこれを決定する。 

経過規定 

 第１項は軍事刑罰手続法典第Ⅰ編及び第Ⅱ編を含む1899年６月15日の法律の廃止の日に発効する。 

 その日まで次の規定が引き続き効力を有する： 

 軍事裁判所の組織、権限、同裁判所の構成員たちの権利及び義務、並びにその任期は各特別法でこれを決定する。 

第157条の２ ブリュッセル裁判区内の司法的事項での言語使用に関わる改革の本質的要素、並びに検事局、所在地及び管轄に関する

局面は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でしか修正されてはならない。（新設） 

第158条 破棄院は法律により定められた方法に従い権限争いについて判定を下す。 

第159条 上級裁判所及び下級裁判所は、法律に適合している限りで、一般の｛連邦、共同体、地域圏｝命令及び規則、県並びに基礎

自治体の条例及び規則を適用する。 

第Ⅶ章 国務院及び行政裁判 

第160条 ベルギー全体のために国務院を置き、その構成、管轄権限及び職務は法律により定められる。但し、法律が確定する諸原則

に従い手続を決定する権限はその法律でこれを国王に付与することができる。 

 国務院は行政裁判所として判決により判定を下し、且つ法律により定められた場合に意見を表明する。 

 本項と同時に発効する国務院の行政訴訟部の全体会議規則の修正は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律によ

るしか行えない。（新設） 

経過規定 

 本条は2012年10月14日に発効する。 

第161条 いかなる行政裁判所も法律によらなければ設置されてはならない。 

第Ⅷ章 県及び基礎自治体の制度 

第162条（用語の修正） 県及び基礎自治体の諸制度は法律により決定される。 

 法律で次の諸原則の適用を確立する： 

   １º 県及び基礎自治体の議会議員たちの直接選挙； 

   ２º 県及び基礎自治体の利益となる全てを処理するための各県及び各基礎自治体議会の権限、但し法律の定める場合で且つ方法

に従ったそれらの行為の承認は除く； 

   ３º 県及び基礎自治体の制度への権限の分権化； 

   ４º 法律により定められる範囲内で各県及び基礎自治体の議会の審議の公開； 

   ５º 予算及び決算の公開； 

   ６º 法律違反若しくは全体利益侵害を防止するための監督権者若しくは連邦立法権者の介入。 

 ［第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律の執行に当たり、行政監督権の組織及び行使は共同体若しくは地域圏議
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会により可決されてよい。］（削除） 

 超基礎自治体団体は第134条に記載の規則により決定される。この規則は第２項記載の諸原則の適用を決定する。第134条に記載の規

則は同様に重要と見なすその他の諸原則を、会議中の当該議会の議員たちの表明される投票の３分の２の多数決に訴えるか否かにつ

いて、当該議会の議員の過半数が出席しているという条件の下で確定できる。第159条及び第190条は超基礎自治体団体の条例及び規

則に適用される。（新設） 

 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律の施行に当たり、地域圏法若しくは第134条に記載の規則で、複数の県、

複数の超基礎自治体団体（挿入）又は複数の基礎自治体がそれに従い相互理解を深めるか若しくは連合できる諸条件及び方法を決め

る。 

 但し、複数の県議会、複数の超基礎自治体団体議会（挿入）又は複数の基礎自治体議会が合同で審議してはならない。 

第163条 フラーンデレン地域圏及びワロン地域圏内で公選の県機関により行使される諸管轄権は、ブリュッセル首都２言語併用地域

圏内では、第127条及び第128条に基づきそれらの諸管轄権に帰属する諸事項に関するものについてはフラーンデレン共同体並びにフ

ランス共同体により及び共同体合同委員会により、その他の諸事項に関してはブリュッセル首都地域圏により、それぞれ行使される。 

 但し、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、ブリュッセル首都地域圏若しくはその構成員たちが同圏により

指名されたいずれかの機関により第39条に記載の諸事項とは無関係の(40)第１項に記載された諸管轄権を行使する細則(41)は、第４条

の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを採択する。 

 同じ多数決により可決される法律で、第136条で予定された諸機関に第１項に記載の第127条及び第128条に記載の諸事項に関係のあ

る(42)諸管轄権の全部若しくは一部の付与を決定する。 

第164条 戸籍謄本の作製及び登録簿の保管は基礎自治体の専権に属する。 

第165条 

 §1. 都市圏(43)及び基礎自治体連合は法律でこれらを創設する。法律でそれらの組織及び管轄権を定め、その上で第162条に記述さ

れた諸原則の適用が保障される。 

    各都市圏のために及び各連合のために議会及び執行理事会(44)を置く。 

    執行理事会の理事長は議会によりその中から選出される；その選挙は国王により認証される；法律でその地位を定める。 

    第159条及び第190条は都市圏及び基礎自治体連合の条例及び規則に適用される。 

    都市圏及び基礎自治体連合の境界は法律によらなければ変更若しくは改訂(45)されることはない。 

 §2. 法律により各都市圏及び最も近接している諸基礎自治体連合が、その中で、それぞれの管轄権に属する技術的性格の共通諸問

題を検討するために、法律で定める諸条件で且つ方法に従い協議する機関を創設する。 

 §3. 複数の基礎自治体連合は、自らの管轄権に属する諸対象を共同で決定して管理するために法律により定められる諸条件で且つ

方法に従い、相互に、又は一つ乃至それ以上の都市圏と協調し若しくは提携することができる。それらの議会は合同で審議して

はならない。 

第166条（用語の修正） 

 §1. 第165条は、以下に準備される留保付きで、王国の首都に属する都市圏にも適用される。 

 §2. 王国の首都が属する都市圏の諸管轄権は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により定められる方法で、

第39条に基づき創設されるブリュッセル首都地域圏の諸機関により行使される。 

 §3. 第136条に記載される諸機関は： 

   １º その共同体のために(46)、それぞれ文化的、教育的及び住民の個別的要求に対応した諸事項においてその他の官庁と同一の

管轄権を保有する； 

   ２º その共同体のために、それぞれそれらにフラーンデレン共同体及びフランス共同体の議会により委任される諸管轄権を行使

する；  

   ３º 共通の利害のある１ºに記載の諸事項を共同で決定する。 

 

第Ⅳ編 国際関係 
 

第167条（用語の修正） 

                                                                                                                         
(40) 仏語と独語は「属さない」“ne relèvent pas”、“nicht gehören”となっている。 

(41) “nadere regelen”（蘭語・より詳細な規則）は仏語と独語は「方式」“modalitéres”、“Modalitäten”となっている。 

(42) 仏語と独語は「属さない」“relèvent”、“gehören”となっている。 

(43) “agglomération”を清宮は市町村団、武居は市町村集団と訳しているが、これに基づき制定されたワロン自治法は都市圏とし、連合と並べている。基礎自治体合併により生

まれた人口10万人以上の都市を指す。 

(44) 清宮は執行部、武居は執行会議と訳しているが、執行理事会とすべきである。 

(45) 日本の地方自治法には改訂はない。 

(46) 武居は「それぞれの共同体のために」としている。 
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 §1. 国王が国際関係を指揮するが、但し憲法により又は憲法の名においてそれらの管轄権に属する諸事項に関して、条約の締結を

含む国際協力を決定する共同体及び地域圏の管轄権は除く。 

    国王は軍隊を統率し、宣戦並びに終戦を布告する。国王は、国益並びに国の安全が許す限り直ちに、適切な報告を添えて国会

に通告する。 

    領土の割譲も、交換も、併合も、法律によらなければ行うことができない。 

 §2. 国王は条約を締結するが、但し、§３に記載の諸事項に関連するものを除く。これらの条約は［国会］下院の承認を受けた後

でなければ発効しない。 

 §3. 第121条に記載の共同体及び地域圏の政府は、それぞれ自らに関係のある限り、その議会の管轄権に属する諸事項に関する条

約を締結する。これらの条約は、議会の承認を受けた後でなければ発効しない。 

 §4. 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により、§３に記載の条約及び憲法により又は憲法の名において(47)

共同体若しくは地域圏の権限に属する諸事項だけが専ら関わるわけではない条約の締結の諸方式を決める。 

 §5. 国王は、共同体若しくは地域圏の政府との互いの合意の上で、1993年５月18日以前に締結され且つ§３に記載の諸事項に関す

る諸条約を破棄することができる。 

    国王は、関係共同体及び地域圏の政府が要請すればこれらの条約を破棄する。関係共同体及び地域圏の政府間の合意が得られ

ない場合の手続は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを決定する。 

経過規定 

 §２の２番目の文章は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、両院の承認を受け

た後でなければ発効しない。 

第168条 欧州共同体創設条約及びその改正若しくは補完をする条約並びに議定書(48)のそれぞれの改定のための交渉の当初から、両院

は通告を受ける。両院はその調印の前に条約案を知らされる。 

第168条の２ 欧州議会選挙のために、法律で旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するための

特別な方式を準備する。（新設） 

 この特別な方式を定めた規則の修正は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律によってしか行われてはならない。

（新設） 

第169条 国際的乃至超国家的義務の尊重を保障するために、第36条及び第37条に記載の諸権力は、法律により決定される諸条件の尊

重の下で、第115条及び第121条に記載の諸機関に暫定的に代位させることができる。この法律は第４条の最終項で準備された多数決

により可決されなければならない。 

 

第Ⅴ編 財 政 
 

第170条 

 §1. 国のための租税はいずれも法律によらなければ設定されてはならない。 

 §2. 共同体若しくは地域圏のための租税はいずれも共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則によらなければ設定されては

ならない。 

    第１項に記載の租税に関して必要性が立証される例外は、法律でこれを定める。 

 §3. いかなる負担、いかなる課税もその議会の議決によらなければ県若しくは超基礎自治体団体により設定されてはならない。 

    第１項に記載の課税に関して必要性が立証される例外は、法律でこれを定める。 

    法律で第１項に記載の課税の全体若しくはその一部を廃止することができる。 

 §4. いかなる負担、いかなる課税もその議会の議決によらなければ都市圏、基礎自治体連合及び基礎自治体により設定されてはな

らない。 

    第１項に記載の課税に関して必要性が立証される例外は法律でこれを定める。 

第171条 国、共同体及び地域圏のための租税は毎年度票決に付される。 

 ｛租税を｝設定する諸規則は更新されない限り１年間しか効力を有しない。 

第172条 課税に関する特権は設定されてはならない。 

 免税又は減税は法律によらなければ設定されてはならない。 

第173条 県、干拓地及び排水事業(49)並びに法律、共同体・地域圏法及び第134条に記載の規則により除外が明示される場合を除き、

いかなる負担も国、共同体、地域圏、都市圏、基礎自治体連合又は基礎自治体のための租税としてでなければ市民たちに要求されて

                                                                                                                         
(47) 武居はここに「定められた法律に基づき」という文言を挿入しているが仏語版にもこれはない。共同体や地域圏の地位を考慮すればこのような国法は不要である。 

(48) 武居は「宣言」としているが、調印の対象となるのは議定書である。またその後で「署名」としているが「調印」である。 

(49) 武居は｢海面下の低地｣としているが仏語版も法文は｢排水工事｣“wateringues”である。また独語版は｢排水事業組合｣と｢潅漑事業組合｣“Entwässerungsgenossenschaten 

und Bewässerungsgenossenschaten”としている。 
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はなられない。 

第174条 毎年度、下院は決算法を決定し、予算を承認(50)する。但し、下院及び上院は毎年度それぞれの関連の運営費を決定する。 

 国の収入及び支出は全て予算に及び決算に計上されなければならない。 

第175条（用語の修正） 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、フラーンデレン共同体及びフランス共同体の財

政制度を決定する。 

 フラーンデレン共同体及びフランス共同体の議会は共同体法により、それぞれ自らに関して、収入の用途を決定する。 

第176条（用語の修正） 法律でドイツ語共同体の財政制度を決定する。 

 ドイツ語共同体議会は共同体法によりその収入の用途を決定する。 

第177条（用語の修正） 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、地域圏の財政制度を決定する。 

 地域圏議会が第134条に記載の諸規則により、それぞれ自らに関して、収入の用途を決定する。 

第178条（用語の修正） 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により定められる諸条件の下で且つ諸方式に従い、

ブリュッセル首都地域圏議会は、第134条に記載の諸規則により、共同体合同委員会に及びフラーンデレン共同体委員会並びにフラ

ンス共同体委員会に財政手段を移譲する。 

第179条 国庫の負担によるいかなる年金も、いかなる賜金も、法律によらなければ支給されてはならない。 

第180条 会計検査院の構成員たちは下院により法律により定められる任期で任命される。 

 本院は、行政全般及び国庫に対して決算報告義務を負う会計担当者全員の会計の検査及び清算に責任を有する。同院は予算支出項目

のいかなる超過もいかなる流用も行われないように監視する。同院はまた、その中の税収を含めて国による債権の確定及び徴収に関

する業務全般の統制も実施する。同院は諸般の国家行政の会計を決定し、そのために必要な(51)全ての情報並びに全ての会計書類を

収集する責任を有する。国の会計全般は会計検査院の所見を付して下院(52)に提出される。 

 本院は法律により組織される。 

 法律で、会計検査院に、共同体及び地域圏、並びに所属する公益業務機関の予算及び会計の統制を付託することができる。法律はま

たこの統制を規整する第134条に記載の地域圏法及び規則を認可することができる。ドイツ語話者共同体に関するものを除いて、こ

の法律は第４条の最終項で準備された多数決により採択される。（新設） 

 追加の職務が、法律、第134条に記載の地域圏法若しくは規則により付託される。同院の一致した意見に基づき、第134条に記載の地

域圏法若しくは規則がこれらの職務の執行に対する同院の謝礼金を決定する。いかなる謝礼金も本項の発効の開始以前に共同体若し

くは地域圏のために同院により遂行される職務について支払われてはならない。（新設） 

第181条 

 §1. 聖職者の給与及び年金は国が負担する；そのために必要な額は毎年度予算に計上される。 

 §2. 非宗教的人生観に基づいて精神的支援を供与する法律により認可された諸組織の代表の給与及び年金は国が負担する；そのた

めに必要な額は毎年度予算に計上される。 

 

第Ⅵ編 軍隊及び警察 
 

第182条 徴兵方法は法律により定められる。法律でまた軍人の昇進、権利並びに義務も定める。 

第183条 徴兵数は毎年度承認される。それを決定する法律は更新のない限り１年間しかその効力を有しない。 

第184条 統合警察局の組織及び権限は二階層で編成されて法律で決定される。統合警察局の人事構成員の地位の基本的要素は二階層

で編成されて法律で決定される。 

経過規定 

 但し、国王は二階層で編成される統合警察局の人事構成員の身分の基本的要素を、これらの要素に関して、その勅令が2002年４月30

日以前の法律により確認される限り、決定して実行できる。 

第185条 外国の軍隊は、法律に基づかなければ、国の軍務に迎え入れられ、領土を占領又は通過することはできない。 

第186条 軍人たちは、法律により定められた方法によらなければ、その階級、栄誉及び年金を剥奪されてはならない。 

 

第Ⅶ編 一般規定 
 

第187条 憲法はその全部乃至一部を一時停止されてはならない。 

第188条 憲法施行の日から、憲法に抵触する全ての法律、全ての命令、全ての判決、全ての規則及びその他の法令は廃止される。 

第189条 憲法の法文はオランダ語、フランス語、及びドイツ語で作成される。 

                                                                                                                         
(50) 蘭語版は承認だが仏・独語判は「可決」“voter”、“verabschieden”としている。 

(51) 「必要な」は清宮と武居は仏語版が後置されているため後者のみとしているが、蘭語版は前置で情報と会計書類の両方に掛けておりこちらが妥当。 

(52) 清宮は両議院としているが仏語版も下院のみとなっている。 
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 §1. 国王が国際関係を指揮するが、但し憲法により又は憲法の名においてそれらの管轄権に属する諸事項に関して、条約の締結を

含む国際協力を決定する共同体及び地域圏の管轄権は除く。 

    国王は軍隊を統率し、宣戦並びに終戦を布告する。国王は、国益並びに国の安全が許す限り直ちに、適切な報告を添えて国会

に通告する。 

    領土の割譲も、交換も、併合も、法律によらなければ行うことができない。 

 §2. 国王は条約を締結するが、但し、§３に記載の諸事項に関連するものを除く。これらの条約は［国会］下院の承認を受けた後

でなければ発効しない。 

 §3. 第121条に記載の共同体及び地域圏の政府は、それぞれ自らに関係のある限り、その議会の管轄権に属する諸事項に関する条

約を締結する。これらの条約は、議会の承認を受けた後でなければ発効しない。 

 §4. 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により、§３に記載の条約及び憲法により又は憲法の名において(47)

共同体若しくは地域圏の権限に属する諸事項だけが専ら関わるわけではない条約の締結の諸方式を決める。 

 §5. 国王は、共同体若しくは地域圏の政府との互いの合意の上で、1993年５月18日以前に締結され且つ§３に記載の諸事項に関す

る諸条約を破棄することができる。 

    国王は、関係共同体及び地域圏の政府が要請すればこれらの条約を破棄する。関係共同体及び地域圏の政府間の合意が得られ

ない場合の手続は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律でこれを決定する。 

経過規定 

 §２の２番目の文章は2014年の共同体及び地域圏の議会の全面一新のための選挙当日に発効する。この日までは、両院の承認を受け

た後でなければ発効しない。 

第168条 欧州共同体創設条約及びその改正若しくは補完をする条約並びに議定書(48)のそれぞれの改定のための交渉の当初から、両院

は通告を受ける。両院はその調印の前に条約案を知らされる。 

第168条の２ 欧州議会選挙のために、法律で旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するための

特別な方式を準備する。（新設） 

 この特別な方式を定めた規則の修正は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律によってしか行われてはならない。

（新設） 

第169条 国際的乃至超国家的義務の尊重を保障するために、第36条及び第37条に記載の諸権力は、法律により決定される諸条件の尊

重の下で、第115条及び第121条に記載の諸機関に暫定的に代位させることができる。この法律は第４条の最終項で準備された多数決

により可決されなければならない。 

 

第Ⅴ編 財 政 
 

第170条 

 §1. 国のための租税はいずれも法律によらなければ設定されてはならない。 

 §2. 共同体若しくは地域圏のための租税はいずれも共同体・地域圏法若しくは第134条に記載の規則によらなければ設定されては

ならない。 

    第１項に記載の租税に関して必要性が立証される例外は、法律でこれを定める。 

 §3. いかなる負担、いかなる課税もその議会の議決によらなければ県若しくは超基礎自治体団体により設定されてはならない。 

    第１項に記載の課税に関して必要性が立証される例外は、法律でこれを定める。 

    法律で第１項に記載の課税の全体若しくはその一部を廃止することができる。 

 §4. いかなる負担、いかなる課税もその議会の議決によらなければ都市圏、基礎自治体連合及び基礎自治体により設定されてはな

らない。 

    第１項に記載の課税に関して必要性が立証される例外は法律でこれを定める。 

第171条 国、共同体及び地域圏のための租税は毎年度票決に付される。 

 ｛租税を｝設定する諸規則は更新されない限り１年間しか効力を有しない。 

第172条 課税に関する特権は設定されてはならない。 

 免税又は減税は法律によらなければ設定されてはならない。 

第173条 県、干拓地及び排水事業(49)並びに法律、共同体・地域圏法及び第134条に記載の規則により除外が明示される場合を除き、

いかなる負担も国、共同体、地域圏、都市圏、基礎自治体連合又は基礎自治体のための租税としてでなければ市民たちに要求されて

                                                                                                                         
(47) 武居はここに「定められた法律に基づき」という文言を挿入しているが仏語版にもこれはない。共同体や地域圏の地位を考慮すればこのような国法は不要である。 

(48) 武居は「宣言」としているが、調印の対象となるのは議定書である。またその後で「署名」としているが「調印」である。 

(49) 武居は｢海面下の低地｣としているが仏語版も法文は｢排水工事｣“wateringues”である。また独語版は｢排水事業組合｣と｢潅漑事業組合｣“Entwässerungsgenossenschaten 

und Bewässerungsgenossenschaten”としている。 
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はなられない。 

第174条 毎年度、下院は決算法を決定し、予算を承認(50)する。但し、下院及び上院は毎年度それぞれの関連の運営費を決定する。 

 国の収入及び支出は全て予算に及び決算に計上されなければならない。 

第175条（用語の修正） 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、フラーンデレン共同体及びフランス共同体の財

政制度を決定する。 

 フラーンデレン共同体及びフランス共同体の議会は共同体法により、それぞれ自らに関して、収入の用途を決定する。 

第176条（用語の修正） 法律でドイツ語共同体の財政制度を決定する。 

 ドイツ語共同体議会は共同体法によりその収入の用途を決定する。 

第177条（用語の修正） 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で、地域圏の財政制度を決定する。 

 地域圏議会が第134条に記載の諸規則により、それぞれ自らに関して、収入の用途を決定する。 

第178条（用語の修正） 第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により定められる諸条件の下で且つ諸方式に従い、

ブリュッセル首都地域圏議会は、第134条に記載の諸規則により、共同体合同委員会に及びフラーンデレン共同体委員会並びにフラ

ンス共同体委員会に財政手段を移譲する。 

第179条 国庫の負担によるいかなる年金も、いかなる賜金も、法律によらなければ支給されてはならない。 

第180条 会計検査院の構成員たちは下院により法律により定められる任期で任命される。 

 本院は、行政全般及び国庫に対して決算報告義務を負う会計担当者全員の会計の検査及び清算に責任を有する。同院は予算支出項目

のいかなる超過もいかなる流用も行われないように監視する。同院はまた、その中の税収を含めて国による債権の確定及び徴収に関

する業務全般の統制も実施する。同院は諸般の国家行政の会計を決定し、そのために必要な(51)全ての情報並びに全ての会計書類を

収集する責任を有する。国の会計全般は会計検査院の所見を付して下院(52)に提出される。 

 本院は法律により組織される。 

 法律で、会計検査院に、共同体及び地域圏、並びに所属する公益業務機関の予算及び会計の統制を付託することができる。法律はま

たこの統制を規整する第134条に記載の地域圏法及び規則を認可することができる。ドイツ語話者共同体に関するものを除いて、こ

の法律は第４条の最終項で準備された多数決により採択される。（新設） 

 追加の職務が、法律、第134条に記載の地域圏法若しくは規則により付託される。同院の一致した意見に基づき、第134条に記載の地

域圏法若しくは規則がこれらの職務の執行に対する同院の謝礼金を決定する。いかなる謝礼金も本項の発効の開始以前に共同体若し

くは地域圏のために同院により遂行される職務について支払われてはならない。（新設） 

第181条 

 §1. 聖職者の給与及び年金は国が負担する；そのために必要な額は毎年度予算に計上される。 

 §2. 非宗教的人生観に基づいて精神的支援を供与する法律により認可された諸組織の代表の給与及び年金は国が負担する；そのた

めに必要な額は毎年度予算に計上される。 

 

第Ⅵ編 軍隊及び警察 
 

第182条 徴兵方法は法律により定められる。法律でまた軍人の昇進、権利並びに義務も定める。 

第183条 徴兵数は毎年度承認される。それを決定する法律は更新のない限り１年間しかその効力を有しない。 

第184条 統合警察局の組織及び権限は二階層で編成されて法律で決定される。統合警察局の人事構成員の地位の基本的要素は二階層

で編成されて法律で決定される。 

経過規定 

 但し、国王は二階層で編成される統合警察局の人事構成員の身分の基本的要素を、これらの要素に関して、その勅令が2002年４月30

日以前の法律により確認される限り、決定して実行できる。 

第185条 外国の軍隊は、法律に基づかなければ、国の軍務に迎え入れられ、領土を占領又は通過することはできない。 

第186条 軍人たちは、法律により定められた方法によらなければ、その階級、栄誉及び年金を剥奪されてはならない。 

 

第Ⅶ編 一般規定 
 

第187条 憲法はその全部乃至一部を一時停止されてはならない。 

第188条 憲法施行の日から、憲法に抵触する全ての法律、全ての命令、全ての判決、全ての規則及びその他の法令は廃止される。 

第189条 憲法の法文はオランダ語、フランス語、及びドイツ語で作成される。 

                                                                                                                         
(50) 蘭語版は承認だが仏・独語判は「可決」“voter”、“verabschieden”としている。 

(51) 「必要な」は清宮と武居は仏語版が後置されているため後者のみとしているが、蘭語版は前置で情報と会計書類の両方に掛けておりこちらが妥当。 

(52) 清宮は両議院としているが仏語版も下院のみとなっている。 

－ 29 －



－ 30 － 

第190条 全ての法律、一般、県または基礎自治体の行政命令又は規則は、法律により定められた表現形式で公布された後でなければ

拘束力を有しない。 

第191条 ベルギーの領土内にいる全ての外国人は、法律により確定される例外を除き、その身体及び財産に与えられる保護を享受す

る。 

第192条 宣誓は全て法律によらなければ強要されてはならない。定型文句は法律でこれを定める。 

第193条 ベルギー国民は赤、黄及び黒の国旗、及び王国の紋章として「団結は力なり」の銘を付したベルギーの獅子を採用する。 

第194条 ブリュッセル市はベルギーの首都であり連邦政府の所在地である。 

 

第Ⅷ編 憲法改正 
 

第195条 連邦立法権は、ある憲法規定に指示するような改定理由がある旨宣告する権利を有する。 

 この宣告の後両院は当然に解散される。 

 次いで第46条に従い、新たな両院が招集される。 

 これら両院は、国王との合意の上で改正に付する個所について決定を下す。 

 この場合に、両院はそれぞれの院を構成する議員の少なくとも３分の２が出席していなければ審議することはできない；又投票の少

なくとも３分の２を集めなければいかなる変更も可決されない。 

経過規定（以下全て新設） 

 但し、両院は、2010年６月13日の両院革新に続いて構成されて、国王と共に全会一致で、専ら下記に指示された方向で、以下の規定、

条文及び条文の配置の改訂を決定する。 

 １º 基礎的自治体法、基礎的自治体選挙法、社会扶助公共センター組織法、県法、選挙法、県選挙組織法及び国会及び県議会の同時

選挙組織法並びに知事の職務に関する法律、1988年８月９日の法律の現行の特別規定は別として、県に関する地域圏の自律の完全

な実施を確保するための第５条第２項、第11条の２、第41条第５項、第159条及び第190条は、憲法の中で使用される「県」の語の

意味を、全ての制度的意味を除いて、その領域的意味のみに限定する。 

 ２º 第23条は家族手当の権利を保障するためのもの； 

 ３º 第Ⅲ編は選挙予定日の少なくとも１年間は選挙立法の修正を禁止する規定をそこに挿入するために； 

 ４º 第34条第１項、第44条第２項、第46条第５項、第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、

第81条、第82条、第83条及び第168条は両院制の改革を実施して下院に剰余立法管轄権を付託するために； 

 ５º 第46条及び第117条は、連邦議会選挙が欧州議会選挙と同日に執行されること、及び任期前の解散の場合には、新たな連邦議会

の任期はこの解散の次の欧州議会選挙当日を越えることはできないことを予定して、第４条の最終項で準備された多数決により可

決される法律で承認し、共同体及び地域圏に特別共同体法若しくは特別地域圏法により、それらの議会の任期を決める管轄権を付

託すること並びに第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で選挙に関する現在の問題点を手直しする新たな諸規

則の発効日を決めるために； 

 ６º 第63条§４は、下院選挙について、旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するために、特

別な方式を法律で予定し、これらの方式を決定した諸規則の修正は第４条の最終項で準備された多数決が適用される法律によって

しか行うことはできない旨を補足するために； 

 ７º 第Ⅲ編第Ⅳ章第Ⅱ節第Ⅲ小節は、ブリュッセル首都２言語併用地域圏のために、ブリュッセル首都地域圏に対して、第127条§

１の第１項１ºに記載の諸事項の中で共同体に付与されていない諸管轄権、及び１º、３ºに記載のそれらの諸事項に関するものを、

第４条の最終項に定められた多数決により可決される法律で承認する１か条をそこに挿入するために： 

 ８º 第Ⅲ編第Ⅳ章第Ⅱ節第Ⅲ小節は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で諸構成体間の協力手続を簡素化す

るのを承認するために； 

 ９º 第143条の手続は、課税の根拠、課税される税率、免税又は個人の税の計算に関与するその他の全ての要素を修正する連邦権力

の法律若しくは決定に関する利害の抵触の手続を除外する段標を付け加えるもの； 

 10º 第Ⅲ編第Ⅵ章は、ブリュッセル裁判区内の司法的事項での言語使用に関わる改革の本質的要素、並びに検事局、所在地及び管轄

に関してそこに帰属する局面の修正は、第４条の最終項に定められた多数決により可決される法律でしか修正されてはならないと

いう将来に備えた規定をそこに挿入するために；。 

 11º 第114条は国務院、及び万一の場合には連邦行政裁判所にそれらの決定の私法上の効力について判断を下すことができるよう準

備するために； 

 12º 第151条§１は、共同体及び地域圏に、即時の執行を保障する連邦司法大臣を経て、その管轄権に属する事項について訴追を命

令する権利を持たせ、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律を承認するために、共同体及び地域圏の参加を準

備し、その管轄権に属する事項の内、検察官の捜査及び訴追の方針、政治的犯罪者の拘指令、検事総長合同理事会代表、並びに全

般的な保安の文書の枠組及び国家保安計画を提案するために； 

－ 31 － 

 13º 第160条は、本項と同時に発効する国務院の行政訴訟部の新たな管轄権及び全体会議の審議方式の修正は、第４条の最終項で準

備された多数決により可決される法律によるしか行うことはできない旨を提示する項を付け加えるために； 

 14º 第Ⅳ編は、欧州議会選挙について、旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するために、特

別な方式を法律で予定し、これらの方式を決定した諸規則の修正は第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律によって

しか行えない旨をそこに挿入するために； 

 15º 第180条は、会計検査院に、第134条に記載の地域圏法及び規則によって創設された議会が、万一の場合には、謝礼金を支払って

その職務を付託することができるよう準備するために。 

 両院は、それらを構成する構成員の３分の２が出席していない場合に第１項に記載の要点を審議することはできない；いかなる変更

も投票の少なくとも３分の２を集めなければ可決されない。 

 本経過規定は第195条第２項の意味での宣告とはならない。 

第196条 いかなる憲法改正も、戦時中又は連邦領土上で両院が自由に集会するのが妨げられているときは、着手し又は続行してはな

らない。 

第197条 摂政政治の間は、いかなる修正(53)も、憲法に(54)国王の憲法上の権限及び憲法第85条乃至第88条、第91条乃至第95条、第106

条、第197条に関して加えることはできない。 

第198条 国王との合意の上で、憲法制定議会は、憲法条文の順序変更及び条文の細分、憲法の編、章及び節への細分を可決し、新た

な諸規定の用語と一致させるために改正には付されていない条項の用語を変更してオランダ語、フランス語及びドイツ語の正文間の

一致を確保することができる。 

 この場合に、両院は各院を構成する議員の少なくとも３分の２が出席していなければ審議することができない；又変更は修正の全体

が表明された賛成票の少なくとも３分の２を集めなければ可決されることはない。 

 

第Ⅸ編 発効及び経過規定 
 

（用語の修正） 

 Ⅰ．第85条の諸規定は、アルベルト・フェリックス・フンベルト・テオドール・クリスティアーン・ウージェーヌ・マリエ（アル

ベール・フェリックス・ウンベール・テオドール・クリスティアン・ウージェーヌ・マリー）親王殿下、ライク（リエージュ）公

爵、ベルギー王子の子孫に初めて適用されるが、その際アストリット・ヨセフィーヌ・シャルロット・ファブリジア・エリサベー

ト・パオラ・マリー（アストリッド・ジョゼフィーヌ・シャルロット・ファブリジア・エリザベート・パオラ・マリー）内親王殿

下、東オーストリア大公ロレンス（ロレンツ）とベルギー王女との婚姻は第85条第２項に記載の同意を得たものと見なされる。 

   このときまで、次の諸規定はなお有効である。 

   国王の憲法上の諸権力はレオポルト・ヨリス・クリスティアン・フレデリック・ヴァン・ザクセン・コブルク（レオポルト・

ジョルジュ・クレティアン・フレデリック・ドゥ・サクス・コブール）陛下の直系、実系及び嫡系の子孫の中から、男性から男性

へと長子相続により継承され、女性たち及びその子孫の継承は永久に排除される。 

   国王の、若しくは国王の不在の際は憲法により予定される場合にその権力を行使する者の承諾なしに婚姻をした王子はその王位

継承権を剥奪される。 

   但し、この権利は、国王の、若しくは国王の不在の際は憲法により予定される場合にその権力を行使する者により、両院の同意

を得て回復が認められる。 

 Ⅱ．（2005年12月６日廃止） 

 Ⅲ．第125条は1993年５月８日以降の事実に適用となる。 

 Ⅳ．（2005年12月６日廃止） 

 Ⅴ．（2005年12月６日廃止） 

 Ⅵ． 

  §1. 2005年12月６日廃止 

  §2. 2005年12月６日廃止 

  §3. ブラバント（ブラバン）県の人事構成員及び資産は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により定め

られる諸方式に従い、フラーンデレン・ブラバント県、ワロン・ブラバン県、ブリュッセル首都２言語併用地域圏、第135条

及び136条に記載の諸官庁及び諸機関並びに連邦諸官庁間に配分されることになる。 

     各県議会の次の改選以降に且つその配分のときまで共有で残された職員及び資産はフラーンデレン・ブラバント県、ワロ

ン・ブラバン県及びブリュッセル首都地域圏内で所管する諸官庁により共同で管理されることになる。 

  §4. （2005年12月６日廃止） 

                                                                                                                         
(53) 独語版だけはここの“Abänderung”と195条の“Änderung”とを区別して使い分けているが他意はないと思われる。 

(54) 武居は「憲法に」を省いているが仏語版には入っている。 

－ 30 －



－ 30 － 

第190条 全ての法律、一般、県または基礎自治体の行政命令又は規則は、法律により定められた表現形式で公布された後でなければ

拘束力を有しない。 

第191条 ベルギーの領土内にいる全ての外国人は、法律により確定される例外を除き、その身体及び財産に与えられる保護を享受す

る。 

第192条 宣誓は全て法律によらなければ強要されてはならない。定型文句は法律でこれを定める。 

第193条 ベルギー国民は赤、黄及び黒の国旗、及び王国の紋章として「団結は力なり」の銘を付したベルギーの獅子を採用する。 

第194条 ブリュッセル市はベルギーの首都であり連邦政府の所在地である。 

 

第Ⅷ編 憲法改正 
 

第195条 連邦立法権は、ある憲法規定に指示するような改定理由がある旨宣告する権利を有する。 

 この宣告の後両院は当然に解散される。 

 次いで第46条に従い、新たな両院が招集される。 

 これら両院は、国王との合意の上で改正に付する個所について決定を下す。 

 この場合に、両院はそれぞれの院を構成する議員の少なくとも３分の２が出席していなければ審議することはできない；又投票の少

なくとも３分の２を集めなければいかなる変更も可決されない。 

経過規定（以下全て新設） 

 但し、両院は、2010年６月13日の両院革新に続いて構成されて、国王と共に全会一致で、専ら下記に指示された方向で、以下の規定、

条文及び条文の配置の改訂を決定する。 

 １º 基礎的自治体法、基礎的自治体選挙法、社会扶助公共センター組織法、県法、選挙法、県選挙組織法及び国会及び県議会の同時

選挙組織法並びに知事の職務に関する法律、1988年８月９日の法律の現行の特別規定は別として、県に関する地域圏の自律の完全

な実施を確保するための第５条第２項、第11条の２、第41条第５項、第159条及び第190条は、憲法の中で使用される「県」の語の

意味を、全ての制度的意味を除いて、その領域的意味のみに限定する。 

 ２º 第23条は家族手当の権利を保障するためのもの； 

 ３º 第Ⅲ編は選挙予定日の少なくとも１年間は選挙立法の修正を禁止する規定をそこに挿入するために； 

 ４º 第34条第１項、第44条第２項、第46条第５項、第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、

第81条、第82条、第83条及び第168条は両院制の改革を実施して下院に剰余立法管轄権を付託するために； 

 ５º 第46条及び第117条は、連邦議会選挙が欧州議会選挙と同日に執行されること、及び任期前の解散の場合には、新たな連邦議会

の任期はこの解散の次の欧州議会選挙当日を越えることはできないことを予定して、第４条の最終項で準備された多数決により可

決される法律で承認し、共同体及び地域圏に特別共同体法若しくは特別地域圏法により、それらの議会の任期を決める管轄権を付

託すること並びに第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で選挙に関する現在の問題点を手直しする新たな諸規

則の発効日を決めるために； 

 ６º 第63条§４は、下院選挙について、旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するために、特

別な方式を法律で予定し、これらの方式を決定した諸規則の修正は第４条の最終項で準備された多数決が適用される法律によって

しか行うことはできない旨を補足するために； 

 ７º 第Ⅲ編第Ⅳ章第Ⅱ節第Ⅲ小節は、ブリュッセル首都２言語併用地域圏のために、ブリュッセル首都地域圏に対して、第127条§

１の第１項１ºに記載の諸事項の中で共同体に付与されていない諸管轄権、及び１º、３ºに記載のそれらの諸事項に関するものを、

第４条の最終項に定められた多数決により可決される法律で承認する１か条をそこに挿入するために： 

 ８º 第Ⅲ編第Ⅳ章第Ⅱ節第Ⅲ小節は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律で諸構成体間の協力手続を簡素化す

るのを承認するために； 

 ９º 第143条の手続は、課税の根拠、課税される税率、免税又は個人の税の計算に関与するその他の全ての要素を修正する連邦権力

の法律若しくは決定に関する利害の抵触の手続を除外する段標を付け加えるもの； 

 10º 第Ⅲ編第Ⅵ章は、ブリュッセル裁判区内の司法的事項での言語使用に関わる改革の本質的要素、並びに検事局、所在地及び管轄

に関してそこに帰属する局面の修正は、第４条の最終項に定められた多数決により可決される法律でしか修正されてはならないと

いう将来に備えた規定をそこに挿入するために；。 

 11º 第114条は国務院、及び万一の場合には連邦行政裁判所にそれらの決定の私法上の効力について判断を下すことができるよう準

備するために； 

 12º 第151条§１は、共同体及び地域圏に、即時の執行を保障する連邦司法大臣を経て、その管轄権に属する事項について訴追を命

令する権利を持たせ、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律を承認するために、共同体及び地域圏の参加を準

備し、その管轄権に属する事項の内、検察官の捜査及び訴追の方針、政治的犯罪者の拘指令、検事総長合同理事会代表、並びに全

般的な保安の文書の枠組及び国家保安計画を提案するために； 

－ 31 － 

 13º 第160条は、本項と同時に発効する国務院の行政訴訟部の新たな管轄権及び全体会議の審議方式の修正は、第４条の最終項で準

備された多数決により可決される法律によるしか行うことはできない旨を提示する項を付け加えるために； 

 14º 第Ⅳ編は、欧州議会選挙について、旧ブラバント県内のオランダ語話者及びフランス語話者の正当な利益を保障するために、特

別な方式を法律で予定し、これらの方式を決定した諸規則の修正は第４条の最終項で準備された多数決で可決される法律によって

しか行えない旨をそこに挿入するために； 

 15º 第180条は、会計検査院に、第134条に記載の地域圏法及び規則によって創設された議会が、万一の場合には、謝礼金を支払って

その職務を付託することができるよう準備するために。 

 両院は、それらを構成する構成員の３分の２が出席していない場合に第１項に記載の要点を審議することはできない；いかなる変更

も投票の少なくとも３分の２を集めなければ可決されない。 

 本経過規定は第195条第２項の意味での宣告とはならない。 

第196条 いかなる憲法改正も、戦時中又は連邦領土上で両院が自由に集会するのが妨げられているときは、着手し又は続行してはな

らない。 

第197条 摂政政治の間は、いかなる修正(53)も、憲法に(54)国王の憲法上の権限及び憲法第85条乃至第88条、第91条乃至第95条、第106

条、第197条に関して加えることはできない。 

第198条 国王との合意の上で、憲法制定議会は、憲法条文の順序変更及び条文の細分、憲法の編、章及び節への細分を可決し、新た

な諸規定の用語と一致させるために改正には付されていない条項の用語を変更してオランダ語、フランス語及びドイツ語の正文間の

一致を確保することができる。 

 この場合に、両院は各院を構成する議員の少なくとも３分の２が出席していなければ審議することができない；又変更は修正の全体

が表明された賛成票の少なくとも３分の２を集めなければ可決されることはない。 

 

第Ⅸ編 発効及び経過規定 
 

（用語の修正） 

 Ⅰ．第85条の諸規定は、アルベルト・フェリックス・フンベルト・テオドール・クリスティアーン・ウージェーヌ・マリエ（アル

ベール・フェリックス・ウンベール・テオドール・クリスティアン・ウージェーヌ・マリー）親王殿下、ライク（リエージュ）公

爵、ベルギー王子の子孫に初めて適用されるが、その際アストリット・ヨセフィーヌ・シャルロット・ファブリジア・エリサベー

ト・パオラ・マリー（アストリッド・ジョゼフィーヌ・シャルロット・ファブリジア・エリザベート・パオラ・マリー）内親王殿

下、東オーストリア大公ロレンス（ロレンツ）とベルギー王女との婚姻は第85条第２項に記載の同意を得たものと見なされる。 

   このときまで、次の諸規定はなお有効である。 

   国王の憲法上の諸権力はレオポルト・ヨリス・クリスティアン・フレデリック・ヴァン・ザクセン・コブルク（レオポルト・

ジョルジュ・クレティアン・フレデリック・ドゥ・サクス・コブール）陛下の直系、実系及び嫡系の子孫の中から、男性から男性

へと長子相続により継承され、女性たち及びその子孫の継承は永久に排除される。 

   国王の、若しくは国王の不在の際は憲法により予定される場合にその権力を行使する者の承諾なしに婚姻をした王子はその王位

継承権を剥奪される。 

   但し、この権利は、国王の、若しくは国王の不在の際は憲法により予定される場合にその権力を行使する者により、両院の同意

を得て回復が認められる。 

 Ⅱ．（2005年12月６日廃止） 

 Ⅲ．第125条は1993年５月８日以降の事実に適用となる。 

 Ⅳ．（2005年12月６日廃止） 

 Ⅴ．（2005年12月６日廃止） 

 Ⅵ． 

  §1. 2005年12月６日廃止 

  §2. 2005年12月６日廃止 

  §3. ブラバント（ブラバン）県の人事構成員及び資産は、第４条の最終項で準備された多数決により可決される法律により定め

られる諸方式に従い、フラーンデレン・ブラバント県、ワロン・ブラバン県、ブリュッセル首都２言語併用地域圏、第135条

及び136条に記載の諸官庁及び諸機関並びに連邦諸官庁間に配分されることになる。 

     各県議会の次の改選以降に且つその配分のときまで共有で残された職員及び資産はフラーンデレン・ブラバント県、ワロ

ン・ブラバン県及びブリュッセル首都地域圏内で所管する諸官庁により共同で管理されることになる。 

  §4. （2005年12月６日廃止） 

                                                                                                                         
(53) 独語版だけはここの“Abänderung”と195条の“Änderung”とを区別して使い分けているが他意はないと思われる。 

(54) 武居は「憲法に」を省いているが仏語版には入っている。 

－ 31 －



－ 32 － 

  §5. （2005年12月６日廃止） 

修正の参照 

［1994年２月17日に調整され、以下の修正により補完された本文］（挿入） 

［ここには新たに次に記載の1996年３月25日の修正から2014年１月６日の修正までの75回分の修正の年月日、条番号、官報での布告日

が列挙されているが、次の一覧と重複するので省略する。但し次に見るとおり、2014年１月６日の修正が過半数の42か条に及び、画期

的な改正であったことが分かる。] 

1996年３月25日の修正 

◉第66条 

 ・上院議会資料１-169/１à５号 

 ・1996年２月１日の上院議事録（１-22号；１-23号） 

 ・下院議会資料49-413/１à３号 

 ・1996年３月14日の下院議事録 

 ・1996年４月19日の官報 

 ・書類年表 

◉第71条 

 ・上院議会資料１−170/１à５号 

 ・1996年２月１日の上院議事録（１−22号；１−23号） 

 ・下院資料49−414/１à３号 

 ・1996年３月14日の下院議事録 

 ・1996年４月19日の官報 

 ・書類年表 

◉第118条の２ 

 ・上院議会資料１−171/１à５号 

 ・1996年２月１日の上院議事録（１−22号；１−23号） 

 ・下院議会資料49−415/１à３号 

 ・1996年３月14日の下院議事録 

 ・1996年４月19日の官報 

 ・書類年表 

1997年２月28日の修正 

◉第59条 

 ・下院議会資料49−492/１à３号 

 ・1996年６月20日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−363/１à９号 

 ・1997年１月16日の上院議事録（１−85号；１−86；１−87号） 

 ・下院議会資料49−492/７à12号 

 ・1997年２月20日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−363/10à12号 

 ・1997年２月27日の上院議事録（１−95号） 

 ・1997年３月１日の官報 

 ・書類年表 

1997年３月11日の修正 

◉第41条 

 ・上院議会資料１−185/１à５号 

 ・1996年３月９日の上院議事録（１−43号；１−44号） 

 ・下院議会資料49−572/１à６号 

 ・1997年１月22日及び23日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−185/６à11号 

 ・1997年２月27日の上院議事録（１−94；１−95号） 

 ・1997年４月２日の官報 

 ・書類年表 

1997年５月20日の修正 

－ 33 － 

◉第130条 

 ・上院議会資料１−279/１à４号 

 ・1997年２月20日の上院議事録（１−93号） 

 ・下院議会資料49−936/１・２号 

 ・1997年４月30日の下院議事録 

 ・1997年６月21日の官報 

 ・書類年表 

1998年６月12日の修正 

◉第103条 

 ・下院議会資料49−1258/１à11号 

 ・1998年３月10日、12日及び４月22日、28日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−964/１à４号 

 ・1998年６月11日の上院議事録（１−195号；１−196号） 

 ・1998年６月16日の官報 

 ・書類年表 

1998年６月17日の修正 

◉第125条 

 ・上院議会資料１−899/１à５号 

 ・1998年６月11日の上院議事録（１−195号；１−196号） 

 ・下院議会資料49−1599/１à４号 

 ・1998年６月16日の下院議事録 

 ・1998年６月18日の官報 

 ・書類年表  

1998年11月20日の修正 

◉第151条 

 ・下院議会資料49−1675/１à６号 

 ・1998年10月20日、22日下院議事録（271号から273号） 

 ・上院議会資料１−1121/１à５号 

 ・1998年11月19日の上院議事録（１−221号；１−222号） 

 ・1998年11月24日の官報 

 ・書類年表 

1998年12月11日の修正 

◉第８条 

 ・下院議会資料49−354/１à23号 

 ・1998年10月28・29日下院議事録（277号；278号及び279号） 

 ・上院議会資料１−1131/１à８号 

 ・1998年12月９日、10日の上院議事録（１−229号；１−1231号） 

 ・1998年12月15日の官報 

 ・書類年表 

1999年３月12日の修正 

◉第41条（用語の修正） 

 ・下院議会資料49−1177/１à６号 

 ・1999年７月15・16日下院議事録 

 ・上院議会資料１−1068/１à６号 

 ・1999年３月３日、４日の上院議事録（１−248号及び１−250号） 

 ・1999年４月９日の官報 

 ・書類年表 

1999年５月７日の修正 

◉第150条 

 ・下院議会資料49−1936/１à５号 

 ・1999年３月23・25日下院議事録（325号及び328号） 

－ 32 －



－ 32 － 

  §5. （2005年12月６日廃止） 

修正の参照 

［1994年２月17日に調整され、以下の修正により補完された本文］（挿入） 

［ここには新たに次に記載の1996年３月25日の修正から2014年１月６日の修正までの75回分の修正の年月日、条番号、官報での布告日

が列挙されているが、次の一覧と重複するので省略する。但し次に見るとおり、2014年１月６日の修正が過半数の42か条に及び、画期

的な改正であったことが分かる。] 

1996年３月25日の修正 

◉第66条 

 ・上院議会資料１-169/１à５号 

 ・1996年２月１日の上院議事録（１-22号；１-23号） 

 ・下院議会資料49-413/１à３号 

 ・1996年３月14日の下院議事録 

 ・1996年４月19日の官報 

 ・書類年表 

◉第71条 

 ・上院議会資料１−170/１à５号 

 ・1996年２月１日の上院議事録（１−22号；１−23号） 

 ・下院資料49−414/１à３号 

 ・1996年３月14日の下院議事録 

 ・1996年４月19日の官報 

 ・書類年表 

◉第118条の２ 

 ・上院議会資料１−171/１à５号 

 ・1996年２月１日の上院議事録（１−22号；１−23号） 

 ・下院議会資料49−415/１à３号 

 ・1996年３月14日の下院議事録 

 ・1996年４月19日の官報 

 ・書類年表 

1997年２月28日の修正 

◉第59条 

 ・下院議会資料49−492/１à３号 

 ・1996年６月20日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−363/１à９号 

 ・1997年１月16日の上院議事録（１−85号；１−86；１−87号） 

 ・下院議会資料49−492/７à12号 

 ・1997年２月20日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−363/10à12号 

 ・1997年２月27日の上院議事録（１−95号） 

 ・1997年３月１日の官報 

 ・書類年表 

1997年３月11日の修正 

◉第41条 

 ・上院議会資料１−185/１à５号 

 ・1996年３月９日の上院議事録（１−43号；１−44号） 

 ・下院議会資料49−572/１à６号 

 ・1997年１月22日及び23日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−185/６à11号 

 ・1997年２月27日の上院議事録（１−94；１−95号） 

 ・1997年４月２日の官報 

 ・書類年表 

1997年５月20日の修正 

－ 33 － 

◉第130条 

 ・上院議会資料１−279/１à４号 

 ・1997年２月20日の上院議事録（１−93号） 

 ・下院議会資料49−936/１・２号 

 ・1997年４月30日の下院議事録 

 ・1997年６月21日の官報 

 ・書類年表 

1998年６月12日の修正 

◉第103条 

 ・下院議会資料49−1258/１à11号 

 ・1998年３月10日、12日及び４月22日、28日の下院議事録 

 ・上院議会資料１−964/１à４号 

 ・1998年６月11日の上院議事録（１−195号；１−196号） 

 ・1998年６月16日の官報 

 ・書類年表 

1998年６月17日の修正 

◉第125条 

 ・上院議会資料１−899/１à５号 

 ・1998年６月11日の上院議事録（１−195号；１−196号） 

 ・下院議会資料49−1599/１à４号 

 ・1998年６月16日の下院議事録 

 ・1998年６月18日の官報 

 ・書類年表  

1998年11月20日の修正 

◉第151条 

 ・下院議会資料49−1675/１à６号 

 ・1998年10月20日、22日下院議事録（271号から273号） 

 ・上院議会資料１−1121/１à５号 

 ・1998年11月19日の上院議事録（１−221号；１−222号） 

 ・1998年11月24日の官報 

 ・書類年表 

1998年12月11日の修正 

◉第８条 

 ・下院議会資料49−354/１à23号 

 ・1998年10月28・29日下院議事録（277号；278号及び279号） 

 ・上院議会資料１−1131/１à８号 

 ・1998年12月９日、10日の上院議事録（１−229号；１−1231号） 

 ・1998年12月15日の官報 

 ・書類年表 

1999年３月12日の修正 

◉第41条（用語の修正） 

 ・下院議会資料49−1177/１à６号 

 ・1999年７月15・16日下院議事録 

 ・上院議会資料１−1068/１à６号 

 ・1999年３月３日、４日の上院議事録（１−248号及び１−250号） 

 ・1999年４月９日の官報 

 ・書類年表 

1999年５月７日の修正 

◉第150条 

 ・下院議会資料49−1936/１à５号 

 ・1999年３月23・25日下院議事録（325号及び328号） 

－ 33 －
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 ・上院議会資料１−1328/１à６号 

 ・1999年４月27日、30日の上院議事録（１−264号及び１−270号） 

 ・1999年５月29日の官報 

 ・書類年表 

2000年３月23日の修正 

◉第22条の２ 

 ・上院議会資料２−21/１à６号 

 ・2000年１月27日の上院議事録（２−25号） 

 ・下院議会資料50−424/１à３号 

 ・2000年２月23日、24日の下院議事録（44号及び45号） 

 ・2000年３月25日の官報 

 ・書類年表  

2000年５月16日の修正 

◉第147条 

 ・上院議会資料２−318/１à３号 

 ・2000年５月30日の上院議事録（２−38号） 

 ・下院議会資料50−555/１à２号 

 ・2000年５月３日、４日の下院議事録（53号及び54号） 

 ・2000年５月27日の官報 

2001年３月30日の修正 

◉第184条 

 ・上院議会資料２−657/１à５号 

 ・2001年３月15・22日の上院議事録（２−102号及び103号） 

 ・下院議会資料50−1169/１à４号 

 ・2001年３月29日の下院議事録（120号） 

 ・2001年３月31日の官報 

 ・正誤表、2001年５月３日の官報 

 ・書類年表  

2002年２月21日の修正 

◉第10条 

 ・上院議会資料２−465/１à５号 

 ・2002年３月８日の上院議事録（２−100号） 

 ・下院議会資料50−1140/１à４号 

 ・2002年１月23日、24日の下院議事録（200及び201号） 

 ・2002年２月26日の官報 

 ・書類年表  

◉第11条の２ 

 ・上院議会資料２−465/１à５号 

 ・2001年３月８日の上院議事録（２−100号） 

 ・下院議会資料50−1141/１à６号 

 ・2002年１月23日、24日の下院議事録（200及び201号） 

 ・2002年５月31日の官報 

 ・書類年表 

2002年12月17日の修正 

◉第157条 

 ・上院議会資料２−697/１à５号 

 ・2002年７月４日の上院議事録（２−215号及び216号） 

 ・下院議会資料50−1914/１à３号 

 ・2002年11月21日、28日及び12月５日の下院議事録（283号、285号及び287号） 

 ・2003年１月31日の官報 

 ・書類年表  
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2004年６月10日の修正 

◉第67条 

 ・上院議会資料３−639/１à６号 

 ・2004年４月29日の上院議事録（３−55号） 

 ・下院議会資料51−1081/１à３号 

 ・2004年５月27日の下院議事録（63号） 

 ・2004年６月11日の官報 

 ・書類年表  

2004年７月９日の修正 

◉第Ⅲ編第Ⅳ章第Ⅰ節第Ⅰ小節 

 ・下院議会資料51−865/１à６号 

 ・2004年５月６日下院議事録（63号） 

 ・上院議会資料３−671/１à４号 

 ・2004年６月17日の上院議事録（３−63号） 

 ・2004年８月13日の官報 

 ・書類年表 

2005年２月２日の修正 

◉第14条の２ 

 ・下院議会資料51−226/１à８号 

 ・2004年３月25日下院議事録（57号） 

 ・上院議会資料３−601/１à２号 

 ・2005年１月13日の上院議事録（３−92号） 

 ・2005年２月17日の官報 

 ・書類年表 

2005年２月25日の修正 

◉第41条、第67条、第68条、第111条、第115条、第116条、第117条、第118条、第118条の２、第119条、第120条、第122条、第123条、

第125条、第127条、第128条、第129条、第130条、第132条、第136条、第137条、第138条、第139条、第140条、第162条、第166条、第

167条、第175条、第176条、第177条、第178条、第Ⅸ編 

 ・下院議会資料51−1326/１à４号 

 ・2004年11月18日下院議事録（94号） 

 ・上院議会資料３−925/１à２号 

 ・2005年２月３日の上院議事録（３−96号） 

 ・2005年３月11日の官報 

 ・正誤表、2005年３月18日の官報 

 ・書類年表 

2005年３月26日の修正 

◉第41条 

 ・下院議会資料51−468/１à７号 

 ・2004年５月13日下院議事録（44号） 

 ・上院議会資料３−700/１à３号 

 ・2005年２月17日の上院議事録（３−97号） 

 ・2005年４月７日の官報 

 ・書類年表 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅱ規定 

 ・上院議会資料３−1048/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−123号） 

 ・下院議会資料51−1925/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

－ 34 －



－ 34 － 

 ・上院議会資料１−1328/１à６号 

 ・1999年４月27日、30日の上院議事録（１−264号及び１−270号） 

 ・1999年５月29日の官報 

 ・書類年表 

2000年３月23日の修正 

◉第22条の２ 

 ・上院議会資料２−21/１à６号 

 ・2000年１月27日の上院議事録（２−25号） 

 ・下院議会資料50−424/１à３号 

 ・2000年２月23日、24日の下院議事録（44号及び45号） 

 ・2000年３月25日の官報 

 ・書類年表  

2000年５月16日の修正 

◉第147条 

 ・上院議会資料２−318/１à３号 

 ・2000年５月30日の上院議事録（２−38号） 

 ・下院議会資料50−555/１à２号 

 ・2000年５月３日、４日の下院議事録（53号及び54号） 

 ・2000年５月27日の官報 

2001年３月30日の修正 

◉第184条 

 ・上院議会資料２−657/１à５号 

 ・2001年３月15・22日の上院議事録（２−102号及び103号） 

 ・下院議会資料50−1169/１à４号 

 ・2001年３月29日の下院議事録（120号） 

 ・2001年３月31日の官報 

 ・正誤表、2001年５月３日の官報 

 ・書類年表  

2002年２月21日の修正 

◉第10条 

 ・上院議会資料２−465/１à５号 

 ・2002年３月８日の上院議事録（２−100号） 

 ・下院議会資料50−1140/１à４号 

 ・2002年１月23日、24日の下院議事録（200及び201号） 

 ・2002年２月26日の官報 

 ・書類年表  

◉第11条の２ 

 ・上院議会資料２−465/１à５号 

 ・2001年３月８日の上院議事録（２−100号） 

 ・下院議会資料50−1141/１à６号 

 ・2002年１月23日、24日の下院議事録（200及び201号） 

 ・2002年５月31日の官報 

 ・書類年表 

2002年12月17日の修正 

◉第157条 

 ・上院議会資料２−697/１à５号 

 ・2002年７月４日の上院議事録（２−215号及び216号） 

 ・下院議会資料50−1914/１à３号 

 ・2002年11月21日、28日及び12月５日の下院議事録（283号、285号及び287号） 

 ・2003年１月31日の官報 

 ・書類年表  

－ 35 － 

2004年６月10日の修正 

◉第67条 

 ・上院議会資料３−639/１à６号 

 ・2004年４月29日の上院議事録（３−55号） 

 ・下院議会資料51−1081/１à３号 

 ・2004年５月27日の下院議事録（63号） 

 ・2004年６月11日の官報 

 ・書類年表  

2004年７月９日の修正 

◉第Ⅲ編第Ⅳ章第Ⅰ節第Ⅰ小節 

 ・下院議会資料51−865/１à６号 

 ・2004年５月６日下院議事録（63号） 

 ・上院議会資料３−671/１à４号 

 ・2004年６月17日の上院議事録（３−63号） 

 ・2004年８月13日の官報 

 ・書類年表 

2005年２月２日の修正 

◉第14条の２ 

 ・下院議会資料51−226/１à８号 

 ・2004年３月25日下院議事録（57号） 

 ・上院議会資料３−601/１à２号 

 ・2005年１月13日の上院議事録（３−92号） 

 ・2005年２月17日の官報 

 ・書類年表 

2005年２月25日の修正 

◉第41条、第67条、第68条、第111条、第115条、第116条、第117条、第118条、第118条の２、第119条、第120条、第122条、第123条、

第125条、第127条、第128条、第129条、第130条、第132条、第136条、第137条、第138条、第139条、第140条、第162条、第166条、第

167条、第175条、第176条、第177条、第178条、第Ⅸ編 

 ・下院議会資料51−1326/１à４号 

 ・2004年11月18日下院議事録（94号） 

 ・上院議会資料３−925/１à２号 

 ・2005年２月３日の上院議事録（３−96号） 

 ・2005年３月11日の官報 

 ・正誤表、2005年３月18日の官報 

 ・書類年表 

2005年３月26日の修正 

◉第41条 

 ・下院議会資料51−468/１à７号 

 ・2004年５月13日下院議事録（44号） 

 ・上院議会資料３−700/１à３号 

 ・2005年２月17日の上院議事録（３−97号） 

 ・2005年４月７日の官報 

 ・書類年表 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅱ規定 

 ・上院議会資料３−1048/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−123号） 

 ・下院議会資料51−1925/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

－ 35 －



－ 36 － 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅳ規定 

 ・上院議会資料３−1049/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−123号） 

 ・下院議会資料51−1925/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅴ規定 

 ・上院議会資料３−1050/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−123号） 

 ・下院議会資料51−1925/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅵ規定の§§１、２、４及び５ 

 ・上院議会資料３−1051/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−323号） 

 ・下院議会資料51−1927/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

2007年４月25日の修正 

◉第１編の２及び第７条の２ 

 ・上院議会資料３−1778/１à４号 

 ・2006年７月13日の上院議事録（３−176号） 

 ・下院議会資料51−2647/１à５号 

 ・2007年４月19日の下院議事録（279号） 

 ・2007年４月26日の官報 

2007年５月７日の修正 

◉第142条 

 ・上院議会資料３−1052/１à３号 

 ・2005年４月21日の上院議事録（３−107号） 

 ・下院議会資料51−1727/１à２号 

 ・2007年４月25日の下院議事録（284号） 

 ・2007年５月８日の官報 

 ・書類年表 

2007年５月７日の修正 

◉第Ⅲ編の表題、第Ⅴ章、第Ⅱ節 

 ・上院議会資料３−1053/１à３号 

 ・2005年４月21日の上院議事録（３−107号） 

 ・下院議会資料51−1728/１à２号 

 ・2007年４月25日の下院議事録（284号） 

 ・2007年５月８日の官報 

 ・書類年表 

2008年12月22日の修正 

◉第22条の２ 

 ・下院議会資料52−0175/１à７号 

 ・2008年６月５日下院議事録（43号） 

－ 37 － 

 ・上院議会資料４−800/１à４号 

 ・2008年11月27日の上院議事録（３−97号） 

 ・2009年12月29日の官報 

 ・書類年表 

［ここから後は］ 

2012年３月29日の修正 

◉第195条 

 ・下院議会資料53−2064/１à７号 

 ・2012年３月15日下院議事録（76号） 

 ・上院議会資料４−800/１à４号 

 ・2012年３月22日の上院議事録（５−52号） 

 ・2012年４月６日の官報 

 ・書類年表 

2012年７月19日の修正 

◉第63条§４ 

 ・上院議会資料５−1561/１à４号 

 ・2012年６月21日の上院議事録（５−65号） 

 ・下院議会資料53−2282/１à５号 

 ・下院議事録2012年７月12日（98号）及び13日（100号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

◉第157条の２ 

 ・下院議会資料53−2141/１à６号 

 ・下院議事録2012年７月13日2012年６月20日（93号）及び21日（94号） 

 ・上院議会資料５−1673/１à４号 

 ・上院議事録2012年７月10日（５−72号）及び12日（５−73号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

◉第160条 

 ・上院議会資料５−1564/１à４号 

 ・上院議事録2012年６月19日（５−65号）及び21日（５−68号） 

 ・下院議会資料53−2285/１à４号 

 ・下院議事録2012年７月12日（98号）及び13日（100号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

◉第168条の２ 

 ・上院議会資料５−1562/１à４号 

 ・上院議事録2012年６月19日（５−65号）及び21日（５−68号） 

 ・下院議会資料53−2283/１à５号 

 ・下院議事録2012年７月12日（98号）及び13日（100号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

2014年１月６日の修正 

◉第39条の２ 

 ・下院議会資料53−2966/１à５号 

 ・下院議事録2013年11月27日 （171号）及び28日（171号） 

 ・上院議会資料５−2372/１à４号 

 ・上院議事録2013年12月17日（５−132号）及び19日（５−134号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第143条 

－ 36 －



－ 36 － 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅳ規定 

 ・上院議会資料３−1049/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−123号） 

 ・下院議会資料51−1925/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅴ規定 

 ・上院議会資料３−1050/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−123号） 

 ・下院議会資料51−1925/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

2005年12月６日の修正 

◉第Ⅸ編の第Ⅵ規定の§§１、２、４及び５ 

 ・上院議会資料３−1051/１à３号 

 ・2005年７月７日の上院議事録（３−323号） 

 ・下院議会資料51−1927/１à３号 

 ・2005年11月24日の下院議事録（171号） 

 ・2005年12月28日の官報 

 ・書類年表 

2007年４月25日の修正 

◉第１編の２及び第７条の２ 

 ・上院議会資料３−1778/１à４号 

 ・2006年７月13日の上院議事録（３−176号） 

 ・下院議会資料51−2647/１à５号 

 ・2007年４月19日の下院議事録（279号） 

 ・2007年４月26日の官報 

2007年５月７日の修正 

◉第142条 

 ・上院議会資料３−1052/１à３号 

 ・2005年４月21日の上院議事録（３−107号） 

 ・下院議会資料51−1727/１à２号 

 ・2007年４月25日の下院議事録（284号） 

 ・2007年５月８日の官報 

 ・書類年表 

2007年５月７日の修正 

◉第Ⅲ編の表題、第Ⅴ章、第Ⅱ節 

 ・上院議会資料３−1053/１à３号 

 ・2005年４月21日の上院議事録（３−107号） 

 ・下院議会資料51−1728/１à２号 

 ・2007年４月25日の下院議事録（284号） 

 ・2007年５月８日の官報 

 ・書類年表 

2008年12月22日の修正 

◉第22条の２ 

 ・下院議会資料52−0175/１à７号 

 ・2008年６月５日下院議事録（43号） 

－ 37 － 

 ・上院議会資料４−800/１à４号 

 ・2008年11月27日の上院議事録（３−97号） 

 ・2009年12月29日の官報 

 ・書類年表 

［ここから後は］ 

2012年３月29日の修正 

◉第195条 

 ・下院議会資料53−2064/１à７号 

 ・2012年３月15日下院議事録（76号） 

 ・上院議会資料４−800/１à４号 

 ・2012年３月22日の上院議事録（５−52号） 

 ・2012年４月６日の官報 

 ・書類年表 

2012年７月19日の修正 

◉第63条§４ 

 ・上院議会資料５−1561/１à４号 

 ・2012年６月21日の上院議事録（５−65号） 

 ・下院議会資料53−2282/１à５号 

 ・下院議事録2012年７月12日（98号）及び13日（100号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

◉第157条の２ 

 ・下院議会資料53−2141/１à６号 

 ・下院議事録2012年７月13日2012年６月20日（93号）及び21日（94号） 

 ・上院議会資料５−1673/１à４号 

 ・上院議事録2012年７月10日（５−72号）及び12日（５−73号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

◉第160条 

 ・上院議会資料５−1564/１à４号 

 ・上院議事録2012年６月19日（５−65号）及び21日（５−68号） 

 ・下院議会資料53−2285/１à４号 

 ・下院議事録2012年７月12日（98号）及び13日（100号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

◉第168条の２ 

 ・上院議会資料５−1562/１à４号 

 ・上院議事録2012年６月19日（５−65号）及び21日（５−68号） 

 ・下院議会資料53−2283/１à５号 

 ・下院議事録2012年７月12日（98号）及び13日（100号） 

 ・2012年８月22日の官報 

 ・書類年表 

2014年１月６日の修正 

◉第39条の２ 

 ・下院議会資料53−2966/１à５号 

 ・下院議事録2013年11月27日 （171号）及び28日（171号） 

 ・上院議会資料５−2372/１à４号 

 ・上院議事録2013年12月17日（５−132号）及び19日（５−134号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第143条 

－ 37 －



－ 38 － 

 ・下院議会資料53−2967/１à５号 

 ・下院議事録2013年11月27日 （171号）及び28日（171号） 

 ・上院議会資料５−2371/１à４号 

 ・上院議事録2013年12月17日（５−132号）及び19日（５−134号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第142条 

 ・下院議会資料53−2969/１à５号 

 ・下院議事録2013年11月27日 （171号）及び28日（171号） 

 ・上院議会資料５−2374/１à４号 

 ・上院議事録2013年12月17日（５−132号）及び19日（５−134号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第43条 

 ・上院議会資料５−1720/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3161/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第44条 

 ・上院議会資料５−1721/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3162/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第46条 

 ・上院議会資料５−1722/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3163/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第64条 

 ・上院議会資料５−1723/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3164/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第67条 

 ・上院議会資料５−1724/１à６号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3165/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第68条 

 ・上院議会資料５−1725/１à６号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

－ 39 － 

  ・下院議会資料53−3166/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第69条 

 ・上院議会資料５−1726/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3167/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第70条 

 ・上院議会資料５−1727/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3168/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第71条 

 ・上院議会資料５−1728/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3169/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第72条 

 ・上院議会資料５−1729/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3170/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第119条 

 ・上院議会資料５−1730/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3171/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第56条 

 ・上院議会資料５−1731/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3172/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第57条 

 ・上院議会資料５−1732/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3173/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 
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 ・下院議会資料53−2967/１à５号 

 ・下院議事録2013年11月27日 （171号）及び28日（171号） 

 ・上院議会資料５−2371/１à４号 

 ・上院議事録2013年12月17日（５−132号）及び19日（５−134号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第142条 

 ・下院議会資料53−2969/１à５号 

 ・下院議事録2013年11月27日 （171号）及び28日（171号） 

 ・上院議会資料５−2374/１à４号 

 ・上院議事録2013年12月17日（５−132号）及び19日（５−134号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第43条 

 ・上院議会資料５−1720/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3161/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第44条 

 ・上院議会資料５−1721/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3162/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第46条 

 ・上院議会資料５−1722/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3163/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第64条 

 ・上院議会資料５−1723/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3164/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第67条 

 ・上院議会資料５−1724/１à６号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3165/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第68条 

 ・上院議会資料５−1725/１à６号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 
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  ・下院議会資料53−3166/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第69条 

 ・上院議会資料５−1726/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3167/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第70条 

 ・上院議会資料５−1727/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3168/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第71条 

 ・上院議会資料５−1728/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3169/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第72条 

 ・上院議会資料５−1729/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3170/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第119条 

 ・上院議会資料５−1730/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3171/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第56条 

 ・上院議会資料５−1731/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3172/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第57条 

 ・上院議会資料５−1732/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3173/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 
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 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第100条 

 ・上院議会資料５−1733/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3174/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第74条 

 ・上院議会資料５−1734/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3175/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第77条 

 ・上院議会資料５−1735/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3176/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第78条 

 ・上院議会資料５−1736/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3177/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

  ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第75条 

 ・上院議会資料５−1737/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3178/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第76条 

 ・上院議会資料５−1738/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3179/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第79条 

 ・上院議会資料５−1739/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3180/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 
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◉第80条 

 ・上院議会資料５−1740/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3181/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第81条 

 ・上院議会資料５−1741/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3182/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第82条 

 ・上院議会資料５−1742/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3183/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第167条 

 ・上院議会資料５−1743/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3184/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第39条の３ 

 ・上院議会資料５−1749/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3193/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第65条 

 ・上院議会資料５−1750/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3194/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第117条 

 ・上院議会資料５−1751/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3195/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第118条§２ 

 ・上院議会資料５−1752/１à４号 
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 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第100条 

 ・上院議会資料５−1733/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3174/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第74条 

 ・上院議会資料５−1734/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3175/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第77条 

 ・上院議会資料５−1735/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3176/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第78条 

 ・上院議会資料５−1736/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3177/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

  ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第75条 

 ・上院議会資料５−1737/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3178/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第76条 

 ・上院議会資料５−1738/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3179/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第79条 

 ・上院議会資料５−1739/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3180/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 
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◉第80条 

 ・上院議会資料５−1740/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3181/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第81条 

 ・上院議会資料５−1741/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3182/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第82条 

 ・上院議会資料５−1742/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3183/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第167条 

 ・上院議会資料５−1743/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3184/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第39条の３ 

 ・上院議会資料５−1749/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3193/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第65条 

 ・上院議会資料５−1750/１à５号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3194/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第117条 

 ・上院議会資料５−1751/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3195/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第118条§２ 

 ・上院議会資料５−1752/１à４号 
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 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3196/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第123条§２ 

 ・上院議会資料５−1753/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3197/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第５条第２項 

 ・上院議会資料５−2235/１à３号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3204/１à３号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第11条の２ 

 ・上院議会資料５−2236/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3205/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第41条 

 ・上院議会資料５−2237/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3206/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第162条 

 ・上院議会資料５−2238/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3207/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第170条§３ 

 ・上院議会資料５−2239/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3208/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第23条 

 ・上院議会資料５−2240/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3209/１à２号 
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 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第135条の２ 

 ・上院議会資料５−2241/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3210/１à３号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第144条 

 ・上院議会資料５−2242/１à３号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3211/１à３号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 
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 ・上院議会資料５−2243/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3212/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第180条 

 ・上院議会資料５−2244/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3213/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 
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 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3196/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第123条§２ 

 ・上院議会資料５−1753/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3197/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第５条第２項 

 ・上院議会資料５−2235/１à３号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3204/１à３号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第11条の２ 

 ・上院議会資料５−2236/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3205/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第41条 

 ・上院議会資料５−2237/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3206/１à４号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第162条 

 ・上院議会資料５−2238/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3207/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第170条§３ 

 ・上院議会資料５−2239/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3208/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第23条 

 ・上院議会資料５−2240/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3209/１à２号 
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 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第135条の２ 

 ・上院議会資料５−2241/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3210/１à３号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第144条 

 ・上院議会資料５−2242/１à３号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3211/１à３号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第151条§１ 

 ・上院議会資料５−2243/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3212/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 

◉第180条 

 ・上院議会資料５−2244/１à４号 

 ・上院議事録2013年11月26日（５−125号及び５−126号）及び28日（５−128号） 

  ・下院議会資料53−3213/１à５号 

 ・下院議事録2013年12月18日（176号及び177号）及び19日（178号） 

 ・2014年１月31日の官報 

 ・書類年表 
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Ⅰ－２ ベルギー連邦当初予算 
 

《解説》 

 この当初予算は参考のため飜訳したので、必要性の薄い部分は見出しだけにとどめた。 

 

2007年会計年度用 

 

概 説 
 

 淑女並びに紳士諸君へ、 

 国王の命令に従って政府は2007予算年度の国家財源と歳出総額の法案を審議に付するために国会に提出した。以下の全容はこれに由

来する。 

Ⅰ．歳入      45,926.4 （単位100万ユーロ） 

Ⅱ．歳出       45,342.6 

Ⅲ．純予算残高     583.8 

Ⅳ．資金運用残高  －2,294.0 

Ⅴ．純財政残高   －1,710.2 

Ⅵ．国債の償還   28,311.6 

Ⅶ．財政残高合計 －30,021.8 （総額９億ユーロの老齢基金への転移を除く） 

 

ブリュッセル、2006年10月30日 

  総理大臣     G.VERHOFSTADT 

  副総理・財務大臣 D.REYNDERS 

  副総理・予算大臣 F.VAN DEN BOSSCHE 

 

まえおき 

 この概説では2007年の予算の成果が語られる。ヨーロッパ委員会から積極的に受け入れるという連立協定と2006～2009年安定計画に

対応してこの予算は９億ユーロもしくは国内総生産の0.3％を提示する。 

2006年のバランス 

 2006年のバランスは数値に反して期待はずれのものとなった。2007年の予算の大枠の把握より前に政府は2006年のバランスを確保し

なければならない。そこで重要な支出削減では健康管理の支出の統制によって基本的な支出の１億3300万ユーロの追加的節約が実現、

成果を生んだ。期待はずれはさらに健全な経済の好況によって一部埋め合わされた：ベルギーの経済成長の一致した予測は2006年の当

初予算の大枠や2006年の予算統制によって期待されたよりもよく目下のところ2.7％である。2006年の残りの期間通常どおり歳入と歳

出は厳密に継続されるであろう。 

経済状況 

 予算は一連のマクロ経済仮説に基礎が置かれる。したがって経済成長が重要な役割を演ずる。2007年の成長予測はプラスであり、

2006年の結果よりもやや上回るであろう：経済見積は2.2％と評価される。さらにインフレが重要な要因である。消費者物価指標の上

昇は2006年におけると同様2007年にも1.9％に達し、健康指標の上昇率はそれぞれ1.8％と1.9％と評価される。目下のところ利子の最

低の定価は過去のものとなったように見える：利率は短期も長期も2006年よりも2007年の評価の方が高く表れている。労働市場では朗

報が拾い集められる：2006年には４万1000の追加的な働き口が創出され、2007年にはさらに４万5000にさえなるだろう。最終の上昇は

2007年における労働人口の上昇よりも大きくなり、それによって失業の程度はヨーロッパ諸国の標準を下回ることになろう。 

予算残高と負債の減少 

 2006年の予算バランスは2007年の予算がそこから編成される漸進的に黒字が進展する基礎を築いた。黒字の進展は老齢基金に配分さ

れ、そこから生ずる負債の減少は高齢化する人口の捕捉のために実施される政策の予算の一部をなす。より健全な公共財政もまた経済

的当事者の信用に対する重要な基礎であり、消費と投資を刺激する。 

 90年代の初めにベルギーは予算の赤字は闘うには大きくはなかったし負債の程度も大きくはなかった。継続的な再建努力のお陰で痛

みは沈静化された。2000年には政府の負債はなお国民総生産の107.8％に上ったが2006年末にはなお87.7％になるだろうし、2007年末

には負債の程度は83.9％に削減されるだろう。この負債減少の傾向はヨーロッパ圏の平均によって確定される増加とは逆方向となって

いる。 

 負債程度の引戻しはただ単にヨーロッパ協定のために必要なばかりでなく高齢化する人口の捕捉のために重要な貢献をもたらすので
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重要である。利子の負担の縮小は年金の支出や健康管理の費用の増加やその他の歳出もしくは歳入への特に激しい干渉の負担を可能に

する予算の余裕を生み出す。 

 負債程度の減少は老齢基金の財源増加とともに見られなければならない。これは確かに減少のお陰でまず資金が自由になり、とりわ

け年金歳出の資金調達のために使用されるだろう。2005年末に老齢基金の財源は124億ユーロに達した。2006年の６億1600万ユーロの

計画的投入と2007年に実現されるだろうし、基金が投入されなければならない老齢基金に適用される法律に対応しての黒字の投入を考

慮すれば、老齢基金に投入される財源の額は2007年末にはおよそ140億ユーロに上昇するだろう。 

当初歳出の厳格な運営 

 しかしながら当初歳出の増加への厳格な抑制のお陰で予算の黒字が達成できる。そういうわけで当初歳出とりわけ激しい増加と認め

られる政府の年金の増加は実質の条件ではおよそ１％の2.9％まで圧縮された。政府の政策優先事項である司法と治安は十分に尊重さ

れ、司法（＋5.1％）、内務（＋8.8％）、連邦警察（警察管区への予算配分額を除く財源のために＋3.3％）の財源の優位な増加は明

らかである。さらにベルギー政府開発協力援助資金のような開発協力特別資金が2007年には国家歳入総額の0.55％に上るだろう。2008

年以降は連邦予算は５％の成長進路をたどるためにベルギー政府開発援助は2010年には国家歳入総額の0.7％の目標を達成するだろう。 

管理手段としての税制 

 本予算はまた若干の課税手段も含む。脱税に対する闘いは依然として重大な関心事である。効率的な闘いをするために追加的な手段

さえ取られる。そういうわけで税収に対して銀行秘密はもはや援用できないし申告を提出しない請負契約の最小限利益も増やされない。

付加価値税の脱税に対する闘いにおいても新しい手段が使われる。 

 さらに政府は税制が作り出せる意図的な衝撃を利用する選択もした。そのため政府は「税制との共生」を選択した。包装の生産過程

でのCO2発散に比例した包装廃棄物への課税が生まれた。この課税は消費者と生産者をさらに自覚に駆り立てるに違いない。 

 そこには職業控除の倍増や夜間労働、交代制労働、残業に関する課税手段の拡大といった経済活動や雇用を刺激するには違いないが

税収を下降させる影響を及ぼす若干の手段がある。 

 政府は健全な公共住宅政策のための決断をする。その証拠は都市での公共住宅建設とその代わりの新築への適用やもしもいずれかの

融資公社を経て住宅融資を受ける所有者が改造行為を実行すれば享受できる付加価値税額の引下げである。 

財政による健康社会保障 

 社会保障の部門では歳入の伸びは上述の成長進路（＋4.5％）に限られたままである。社会保障の歳入歳出構成は2007年には均衡を

保つか僅かな黒字さえ達成するだろう。健康管理のための支出は抑制されたままである。社会保障の代わり財源は増額され、それに

よって労働への負担はさらに軽減された。 

 また社会保障部門では健康管理の分野でも給付金の分野でも若干の手段が執られた。 

 健康管理に関してはほぼ３億ユーロに上る将来基金の新設という画期的な手段が講じられ、これは老齢化に伴う医師増員のための財

源の捕捉に役立つに違いない。さらに増大する補助金のための資金抑制に関する新たな規則、包括規則が生まれた。寡婦でなかろうと

寡夫であろうと年金受給者であろうと誰も彼も一定の収入域以下に入る全ての人が補助金の増額を享受できるだろう。また慢性疾患に

は最大限の勘定書が導入され、これによって慢性病患者に慢性疾患の法規によって最大限の勘定書の体系でその疾患に向けられるより

多くの財源をもたらすことができる。専門家によって医療上価値あり効率的と表明された一定の移植とその付属品のために払戻しの規

則が生まれる。充実した移植とその付属品のための財源は確かにしばしば大きく膨れ上がりしばしば全くかごく一部しか払い戻されな

い。 

 給付金に関しては新たな方策がとられる。そのため所得統合増額がより迅速に実施されるし2006年12月１日以降高齢者所得保障給付

金の基礎金額が増額されるので貧困の限界以下で暮らさなければならない人は減少する。 

 2007年１月１日以降生涯年金を認められた人は年金がその他の所得と総合される規則が適用される。2007年にはやはり7000万ユーロ

が充足感に順応するために被雇用者と自営業者の年金に充当され、これによって労使双方の提案にあった以上の2200万ユーロとなる。

労使双方には保障された最低限の月収を増額する効力があるモデルが与えられるだろう。 

 

第１部 2007年度の政府方針 
 

第１章 予算方針(１) 

1. 基本方向 

 2007年度予算の基本方向は国民総生産の0.3％の予算残高である。このように2007年度予算はこれまでもう７年間固定された方針の

方向を尊重する：すなわち政府財政は継続的な方法で健全さを回復し、1999年から2006年間で均衡を維持し、2007年以降は増加する黒

字を記録する。本予算はヨーロッパ委員会によって肯定的に賞賛された2006年～2009年の安定計画によって回復する約束を実現する。

継続的な予算方針の展開はベルギーに高齢化によって形成される挑戦を与え予算の一貫性を約束するに違いない。国民総生産の0.3％

の黒字は優に９億ユーロを超え老齢基金に統一的に投入され、それによって老齢基金の財源は2007年末にはほぼ1400万ユーロに上るだ

                                                                                                                         
(１) 本章に記載された政府財政に関する数値（当初残高、暫定残高、黒字の程度）は国立計算研究所によって９月末にヨーロッパ諸国に通告され、また政府の計算で公表された

数値を参照している。したがってヨーロッパ諸国によって鉄道基盤整備基金の運営に関する2005年の数値に導入された補正は考慮していない。 
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ろう。 

 利子負担以外の予算の結果である当初残高は2006年の国民総生産の4.1％から2007年の国民総生産の4.2％に増えるだろう。当初残高

の大きさはどのくらいで負債の減少はどのくらいの速さか。黒字はベルギーの負債の程度をかなり下方へ引き下げる可能性があり、

2007年にはベルギーの負債の程度は国民総生産の83.9％にまで低下するであろう程度にまでなるだろう。2003年の国会の会期の初めに

はなお国民総生産のほぼ100％に上っていた。このためベルギーはヨーロッパ圏の大多数の国家において負債程度が上昇したこのとき

からヨーロッパ連合において文句なく負債減少に関して先頭打者となった。 

 2006年度の経過中に若干の予算上の期待はずれがあったにもかかわらず政府は最終的にはバランスの取れた予算に成功した。政府は

さらに予想以上によくなった景気に一部分助けられた。ベルギーにおける経済成長は2006年には2.7％に達し、前年の成長傾向を超え

るだろう。 

 2007年については政府は通常は2007年の2.2％の成長から出発する連邦計画局の成長予想のようなものに基礎を置く。 

 連邦政府はそこから綿密な予算方針の信頼が生み出され、重要な要素が経済成長の刺激と雇用の創出によって形成されると確信する。

歳出の厳格な規制によって特徴付けられるこの精細な予算の枠内で政府はそれにもかかわらず生活環境、住宅、職場、社会保障……に

関して取られる一連の新たな方策で成功を収めている。 

2. マクロ経済環境 

 予算は若干のマクロ経済変数の展開に関する仮説に基礎が置かれる。マクロ経済の枠内での変化は予算の結果にかなりの影響を及ぼ

すことができる。それゆえここでは本予算の作成に使用された最も重要な媒介変数の概観が与えられる。 

＜表１＞ マクロ経済の資料 

他の表示がない限り％での変遷 

 2006年 2007年 

ベルギー国民総生産の実質成長率 2.7 2.2 

国民総生産の価格修正因子 2.2 2 

名目的国民総生産（100万ユーロ） 313.2 326.5 

消費者指数 1.9 1.9 

健康指標 1.8 1.9 

雇用の変遷（千人） 4.1 45.6 

雇用率 62.2 62.5 

失業の変遷（商工会議所の数値千人） 2.2 －6.1 

失業率（ヨーロッパ諸国） 8.6 8.3 

３か月利率 2.94 3.69 

10年利率 3.95 4.14 

                出典：2006年９月の経済予算；負債局。 

 
 2.1. 世界経済 

 2006年の前半世界経済の成長は水準を維持した；大多数の地域では回復するかもしくは超えさえした。合衆国では2006年の第１四半

期の経済成長は特に力強かったがそれ以降は成長は幾らか減速した。ヨーロッパ圏では経済成長が加速された。日本では膨張の一途を

たどり、新たな経済では中国を先頭に成長の速度を速めた。2006年における世界経済の見通しでは国際通貨基金（IMF）は世界の成長

予測は再び上向きになると修正した：すなわち4.9％から5.1％へ。 

 2007年についてはIMFは4.9％の成長を前へ進めたが、同時に潜在的な脅威の数値を示す：すなわちインフレの進行の危険、金融取

引の不足、石油価格の高騰の可能性。さらにIMFは合衆国の住宅市場が突然冷え込む可能性や世界貿易の自由化に導くはずだったドー

ハ・ラウンドの失敗に続く弊害の可能性を示した。 

 2006年８月の初め石油価格は新たな記録を達成した：すなわち当事ブレンド・オイルの価格は１バレルほとんど80ダラーの限界線に

まで達した。爆発的な中東の情勢が収まったときに確かに価格は再び下落したにもかかわらずIMFは容量が供給者としても精製者とし

てもほとんど完全に活用されているので、また地政学的な危険が消滅しそうにないので価格は高止まりになる可能性があると見ている。 

 2.2. ヨーロッパの経済 

 ヨーロッパ連合全体もヨーロッパ圏も2006年には期待以上の成果を上げた。その前半には経済活動は明らかに加速された。経済復興

の基礎は目下のところ国内問題が加速されているので以前よりは豊かである。投資もまたかなり増加している。個人消費の伸びはどち

らかというとまだ限られたままである。 

 2006年後半には経済活動の成長の減速が予想された：すなわち経済指標は多少元の位置に戻るが長い目で見れば平均より高い水準に

ある。 

 2007年については特に企業の投資によって支えられるだろう。個人消費は雇用と給与の限られた伸びによって僅かながら増加するだ

ろう。2007年１月１日に実施されたドイツの国民総生産に関する基本レートの上昇は2006年末頃から2007年初めにかけての消費の変動

に導くだろう。 

  

－ 46 －



－ 46 － 

重要である。利子の負担の縮小は年金の支出や健康管理の費用の増加やその他の歳出もしくは歳入への特に激しい干渉の負担を可能に

する予算の余裕を生み出す。 

 負債程度の減少は老齢基金の財源増加とともに見られなければならない。これは確かに減少のお陰でまず資金が自由になり、とりわ

け年金歳出の資金調達のために使用されるだろう。2005年末に老齢基金の財源は124億ユーロに達した。2006年の６億1600万ユーロの

計画的投入と2007年に実現されるだろうし、基金が投入されなければならない老齢基金に適用される法律に対応しての黒字の投入を考

慮すれば、老齢基金に投入される財源の額は2007年末にはおよそ140億ユーロに上昇するだろう。 

当初歳出の厳格な運営 

 しかしながら当初歳出の増加への厳格な抑制のお陰で予算の黒字が達成できる。そういうわけで当初歳出とりわけ激しい増加と認め

られる政府の年金の増加は実質の条件ではおよそ１％の2.9％まで圧縮された。政府の政策優先事項である司法と治安は十分に尊重さ

れ、司法（＋5.1％）、内務（＋8.8％）、連邦警察（警察管区への予算配分額を除く財源のために＋3.3％）の財源の優位な増加は明

らかである。さらにベルギー政府開発協力援助資金のような開発協力特別資金が2007年には国家歳入総額の0.55％に上るだろう。2008

年以降は連邦予算は５％の成長進路をたどるためにベルギー政府開発援助は2010年には国家歳入総額の0.7％の目標を達成するだろう。 

管理手段としての税制 

 本予算はまた若干の課税手段も含む。脱税に対する闘いは依然として重大な関心事である。効率的な闘いをするために追加的な手段

さえ取られる。そういうわけで税収に対して銀行秘密はもはや援用できないし申告を提出しない請負契約の最小限利益も増やされない。

付加価値税の脱税に対する闘いにおいても新しい手段が使われる。 

 さらに政府は税制が作り出せる意図的な衝撃を利用する選択もした。そのため政府は「税制との共生」を選択した。包装の生産過程

でのCO2発散に比例した包装廃棄物への課税が生まれた。この課税は消費者と生産者をさらに自覚に駆り立てるに違いない。 

 そこには職業控除の倍増や夜間労働、交代制労働、残業に関する課税手段の拡大といった経済活動や雇用を刺激するには違いないが

税収を下降させる影響を及ぼす若干の手段がある。 

 政府は健全な公共住宅政策のための決断をする。その証拠は都市での公共住宅建設とその代わりの新築への適用やもしもいずれかの

融資公社を経て住宅融資を受ける所有者が改造行為を実行すれば享受できる付加価値税額の引下げである。 

財政による健康社会保障 

 社会保障の部門では歳入の伸びは上述の成長進路（＋4.5％）に限られたままである。社会保障の歳入歳出構成は2007年には均衡を

保つか僅かな黒字さえ達成するだろう。健康管理のための支出は抑制されたままである。社会保障の代わり財源は増額され、それに

よって労働への負担はさらに軽減された。 

 また社会保障部門では健康管理の分野でも給付金の分野でも若干の手段が執られた。 

 健康管理に関してはほぼ３億ユーロに上る将来基金の新設という画期的な手段が講じられ、これは老齢化に伴う医師増員のための財

源の捕捉に役立つに違いない。さらに増大する補助金のための資金抑制に関する新たな規則、包括規則が生まれた。寡婦でなかろうと

寡夫であろうと年金受給者であろうと誰も彼も一定の収入域以下に入る全ての人が補助金の増額を享受できるだろう。また慢性疾患に

は最大限の勘定書が導入され、これによって慢性病患者に慢性疾患の法規によって最大限の勘定書の体系でその疾患に向けられるより

多くの財源をもたらすことができる。専門家によって医療上価値あり効率的と表明された一定の移植とその付属品のために払戻しの規

則が生まれる。充実した移植とその付属品のための財源は確かにしばしば大きく膨れ上がりしばしば全くかごく一部しか払い戻されな

い。 

 給付金に関しては新たな方策がとられる。そのため所得統合増額がより迅速に実施されるし2006年12月１日以降高齢者所得保障給付

金の基礎金額が増額されるので貧困の限界以下で暮らさなければならない人は減少する。 

 2007年１月１日以降生涯年金を認められた人は年金がその他の所得と総合される規則が適用される。2007年にはやはり7000万ユーロ

が充足感に順応するために被雇用者と自営業者の年金に充当され、これによって労使双方の提案にあった以上の2200万ユーロとなる。

労使双方には保障された最低限の月収を増額する効力があるモデルが与えられるだろう。 

 

第１部 2007年度の政府方針 
 

第１章 予算方針(１) 

1. 基本方向 

 2007年度予算の基本方向は国民総生産の0.3％の予算残高である。このように2007年度予算はこれまでもう７年間固定された方針の

方向を尊重する：すなわち政府財政は継続的な方法で健全さを回復し、1999年から2006年間で均衡を維持し、2007年以降は増加する黒

字を記録する。本予算はヨーロッパ委員会によって肯定的に賞賛された2006年～2009年の安定計画によって回復する約束を実現する。

継続的な予算方針の展開はベルギーに高齢化によって形成される挑戦を与え予算の一貫性を約束するに違いない。国民総生産の0.3％

の黒字は優に９億ユーロを超え老齢基金に統一的に投入され、それによって老齢基金の財源は2007年末にはほぼ1400万ユーロに上るだ

                                                                                                                         
(１) 本章に記載された政府財政に関する数値（当初残高、暫定残高、黒字の程度）は国立計算研究所によって９月末にヨーロッパ諸国に通告され、また政府の計算で公表された

数値を参照している。したがってヨーロッパ諸国によって鉄道基盤整備基金の運営に関する2005年の数値に導入された補正は考慮していない。 
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ろう。 

 利子負担以外の予算の結果である当初残高は2006年の国民総生産の4.1％から2007年の国民総生産の4.2％に増えるだろう。当初残高

の大きさはどのくらいで負債の減少はどのくらいの速さか。黒字はベルギーの負債の程度をかなり下方へ引き下げる可能性があり、

2007年にはベルギーの負債の程度は国民総生産の83.9％にまで低下するであろう程度にまでなるだろう。2003年の国会の会期の初めに

はなお国民総生産のほぼ100％に上っていた。このためベルギーはヨーロッパ圏の大多数の国家において負債程度が上昇したこのとき

からヨーロッパ連合において文句なく負債減少に関して先頭打者となった。 

 2006年度の経過中に若干の予算上の期待はずれがあったにもかかわらず政府は最終的にはバランスの取れた予算に成功した。政府は

さらに予想以上によくなった景気に一部分助けられた。ベルギーにおける経済成長は2006年には2.7％に達し、前年の成長傾向を超え

るだろう。 

 2007年については政府は通常は2007年の2.2％の成長から出発する連邦計画局の成長予想のようなものに基礎を置く。 

 連邦政府はそこから綿密な予算方針の信頼が生み出され、重要な要素が経済成長の刺激と雇用の創出によって形成されると確信する。

歳出の厳格な規制によって特徴付けられるこの精細な予算の枠内で政府はそれにもかかわらず生活環境、住宅、職場、社会保障……に

関して取られる一連の新たな方策で成功を収めている。 

2. マクロ経済環境 

 予算は若干のマクロ経済変数の展開に関する仮説に基礎が置かれる。マクロ経済の枠内での変化は予算の結果にかなりの影響を及ぼ

すことができる。それゆえここでは本予算の作成に使用された最も重要な媒介変数の概観が与えられる。 

＜表１＞ マクロ経済の資料 

他の表示がない限り％での変遷 

 2006年 2007年 

ベルギー国民総生産の実質成長率 2.7 2.2 

国民総生産の価格修正因子 2.2 2 

名目的国民総生産（100万ユーロ） 313.2 326.5 

消費者指数 1.9 1.9 

健康指標 1.8 1.9 

雇用の変遷（千人） 4.1 45.6 

雇用率 62.2 62.5 

失業の変遷（商工会議所の数値千人） 2.2 －6.1 

失業率（ヨーロッパ諸国） 8.6 8.3 

３か月利率 2.94 3.69 

10年利率 3.95 4.14 

                出典：2006年９月の経済予算；負債局。 

 
 2.1. 世界経済 

 2006年の前半世界経済の成長は水準を維持した；大多数の地域では回復するかもしくは超えさえした。合衆国では2006年の第１四半

期の経済成長は特に力強かったがそれ以降は成長は幾らか減速した。ヨーロッパ圏では経済成長が加速された。日本では膨張の一途を

たどり、新たな経済では中国を先頭に成長の速度を速めた。2006年における世界経済の見通しでは国際通貨基金（IMF）は世界の成長

予測は再び上向きになると修正した：すなわち4.9％から5.1％へ。 

 2007年についてはIMFは4.9％の成長を前へ進めたが、同時に潜在的な脅威の数値を示す：すなわちインフレの進行の危険、金融取

引の不足、石油価格の高騰の可能性。さらにIMFは合衆国の住宅市場が突然冷え込む可能性や世界貿易の自由化に導くはずだったドー

ハ・ラウンドの失敗に続く弊害の可能性を示した。 
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 2.3. ベルギー経済 

 まさにヨーロッパ圏全体と同様に2006年の第２四半期の初めのベルギーにおいても経済成長の伸びは想定されたよりも強いことが確

定した。ベルギーの経済成長はヨーロッパ圏全体で確定されたよりはなお多少よかった：すなわち第２四半期の成長率は前年比でヨー

ロッパ圏の2.6％に対して2.8％に上った。2006年の成長率は現在までに想定されたよりは高い2.7％に上るだろう。 

＜図１＞ 一定の価格に対するベルギー国民総生産の四半期ごとの推移 

     （季節の影響や暦の影響により修正された四半期ごとの成長率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：連邦計画局。 

 経済の加速は需要の全構成要素によって支えられる。ベルギーの産業部門は隣接諸国のそれらと強度に統合されており、ヨーロッパ

圏の生産の周期的な景気回復の恩恵に浴することができる。サービス部門における成長は一層多く表明されている。この部門は国民総

生産の45％以上を生み出しているので国民総生産の拡大に多大の貢献をもたらしている。最高の成長率は建設部門で記録された。 

 経済成長はさまざまな分野で支えられている。わが国の周辺諸国の景気回復のお陰で輸出は堅調となった。辛い何年かの後同時に国

内の需要もやはり増大した。雇用の領域の積極的開発や消費者信用の向上も個人消費の拡大の加速を刺激した。企業投資も高止まりし

たが今のところ2004年末～2005年初めの活況の取戻し期よりは低い水準にある。当事は特にサービス部門への投資が行われた。 

 消費者信用は前の３か月間安定状態が続いた後10月に急激に上昇した。それは2002年初め以来の最高水準に達した。消費者の楽天主

義がその積極的な期待が経済の風潮に関しても労働市場の開発に関しても反映している。 

 それでも2007年については見通しは良好のままではあるが、にもかかわらず予想は2006年についてよりも幾らか低い状態にある。連

邦計画局は経済予算において毎年の成長率について2.2％と良好な四半期0.5％から出発した。国際通貨基金の2006年９月における世界

経済見通しの評価は2.1％を示した。アメリカ経済業績の近い将来の不安定やドイツの付加価値税率引上げの予想される反動は共に考

慮に入れなければならない危険要因である。 

＜図２＞ 消費者信用の指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：連邦予算局。 

 企業信用はベルギー国立銀行の全部を統合した総計の曲線に表現されているように６月に頂点に達した。その後９月を除いて数か月
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間反落した。滑らかな全部を統合した総計の曲線は何か月間かは景気の傾向の減速を示したが、それにもかかわらず景気の動向は上昇

の傾向を見せている。 

＜図３＞ 全部を統合した曲線 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     出典：連邦予算局。 

インフレーション 

 石油価格の高騰は2005年のインフレの加速を引き起こした。2006年には加速はもはや続かないであろう。そのうえ新しい計算方法が

基準年としての2004年に生産のバスケットに順応して水準引下げ効果のために導入された。さらに適度な人件費の展開が仮定された。

2006年と2007年にはインフレは消費者物価指数に基づき再び1.9％に達したと測定された。石油価格のもっと緩やかな上昇によって健

康指標の上昇は消費者物価指数の上昇とぴったり合うことになろう：すなわち2006年には1.8％、2007年には1.9％に。主軸指標は2006

年９月には越えられるだろう；連邦計画局の評価によればそれは2007年10月に起こるだろう。 

雇 用 

 2006年９月の経済予算によれば2006年の追加的職場の数は４万1000単位まで増えるであろう。2007年については４万5000単位以上の

増加が予想される。2007年の増加は一部持越しの効果に負っている。さらに経済活動の増大、人件費の減少、平均労働時間の短縮が好

影響をもたらした。 

 職場の数の増加が労働人口の増加よりも大きかったために2007年には失業率もヨーロッパ諸国の基準よりは低く、2006年には8.6％。

2007年には8.3％まで下がるだろう。 

利子の仮定 

 利子負担の評価についてはいつものとおり金融市場で形成されるような先物のレートの国庫の管理に立脚している。2007年について

は短期の利子（３か月間有効の国庫保証書）は3.69％と見積もられている；それは2006年におけるよりも75基礎点高い。長期の利子

レート（10年有効のOLO）は4.14％と見積もられている；それは2006年におけるよりも19基礎点高い。{ OLO ＝第１次責任} 

3. 政府全体の2007年予算 

＜表２＞ 最重要予算指標 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

当初残高 6.7 7.0 5.7 5.4 4.7 4.3 4.1 4.2

  連邦政府 5.8 5.2 5.2 5.3 4.3 3.9 3.7 3.6

  社会保障 0.5 0.6 0.4 －0.4 －0.1 0.0 0.1 0.1

  共同体・地域圏 0.5 1.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2

  地方政府 －0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2

経過残高 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3

  連邦政府 －0.4 －0.8 －0.2 0.3 －0.1 －0.1 －0.1 0.0

  社会保障 0.5 0.7 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2

  共同体・地域圏 0.2 0.8 －0.1 －0.3 0.2 0.3 0.2 0.1

  地方政府 －0.3 －0.1 －0.2 －0.1 －0.1 －0.2 －0.2 0.0

負債率 107.8 106.4 103.3 98.6 94.3 91.5 87.7 83.9

実質国内総生産 3.7 0.8 1.5 1.0 3.0 1.1 2.7 2.2
 
     注：2006年と2007年は見積り 
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 3.1. 2005年における収支均衡 

 2005年の政府勘定の公表によれば９月末国立計算研究所は2005年には収支均衡もしくは黒字さえ実現されると述べた。（注：他の表

現がない限り常にEDP期における負債残高が参照される）鉄道基盤整備基金の適用のためにヨーロッパ諸国に送られた提案に基づき国

立計算研究所はこの基金をもはや政府部門の一部ではなくて多分財政とは無関係な企業と見ている。この鉄道基盤整備基金の弱体化は

2005年の連邦政府の負債残高への影響は限定的な消極的なものでしかない。それと比べて2005年の負債率は国民総生産の93.3％から

91.5％へと低下した。ヨーロッパ諸国はこの見解を共有していない。ヨーロッパ諸国によれば金融需要の総額は国民総生産額の2.3％

に達し、負債率は93.2％に上昇する。全体の説明では国立計算研究所の数値から始め、ヨーロッパ諸国の数値は採らない。 

 3.2. 2005年のために前提とされた収支均衡の遵守 

 2007年予算の作成を立てる前に政府は2006年の収支均衡を確保しなければならない。2006年予算の実施は技術的な過ちによる税収の

過大評価（自然人の納税者）という若干の不運に付きまとわれた。この不運は《第３番目の予算検証》を必要不可欠のものとした。 

 第１に何よりも良好な成長予測がこの困難に打ち勝つのに役立った。第２番目の予算検証の際には2006年の経済成長率はなお2.5％

が仮定された。有利な経済環境もまたより高い税収を生み出した（とりわけ源泉徴収に関して）。 

 2006年の収支均衡を保証するために必要な手段が執られた。最も人目に付く手段は３億ユーロの支出削減の結果となった健康管理支

出の引き続きの抑制である；各省の支出レベルで１億3300万ユーロの追加的節約と想定以上に高かった東京にある大使館の売却収益。

これからは10月に法人税の納税が再び始まり、2006年における３億4000万ユーロの追加的支出が復活するであろう。 

 3.3. 2007年以降の黒字の進行に対応する収支均衡について 

 長期の赤字の後収支均衡が実現された2000年は政府財政にとって重要な転換点となった。それ以降の各年には政府は期待はずれの経

済成長のお陰で収支均衡の維持に成功した。熱意がその後確かに収支均衡の維持を達成した。将来には予算のゆとりが予算の効果に

よって高齢化への対応を満たすに違いない。黒字の進行とそれと関連して加速される負債の減少はこのために多大の貢献をすることが

できる。老齢基金の法律の適応によってこの原則は法的に確立された。修正された法律に従って政府は2007年に国民総生産の0.3％の

黒字を達成するに違いない。それ以降の隔年にはこの黒字は再び国民総生産の0.2％で進行するだろう。黒字の減少はまた結局は当初

の黒字の減少を意味する。2006年には黒字の達成には国民総生産の4.1％で足りた。2007年には国民総生産の0.3％の黒字の確保のため

には国民総生産の4.2％の当初の黒字が達成されるだろう。 

 3.4. 全ての実体｛政府｝の努力 

 全政府の残高は種々の実体（連邦政府社会保障、共同体と地域圏、地方自治体）の残高の総計である。黒字の構築への重要な歩みを

進めるためには全ての政府の努力が求められる。 

 地方自治体の残高の展開は投資支出が共同体選挙の年とその前年の活気を取り戻している間の投資の周期を反映した。これはまた地

方自体の配分残高にも反映した。2006年については国民総生産の0.2％の赤字から始まった。2007年については地方政府の残高の改善

を期待してよい。政府は収支均衡を仮定する。地域圏所管大臣との協議においては国立銀行の地方予算への迅速な供給が配慮されるだ

ろう。さらに地方自治体の予算消化はヨーロッパ会計制度（ESR）の予算規則に多分に適合させられるだろう。 

 ほとんどの共同体と地域圏の予算作成 ─ ９月に ─ 作成の間にさらに共同体の財源の確定のために若干の重要な媒介変数が当ては

められる。共同体と地域圏は部門間財政予算会議の間にこれに由来し2007年には配分されない追加的財源（３億3400万ユーロ）のため

に連係する。この追加の努力は共同体と地域圏にそれらが受け取る追加財源に応じて配分される。2007年の予算抑制の埒外に連邦政府、

共同体、地域圏の代表たちからなる作業集団が編成され、例えば年金の責任負担への貢献、補助を受けている契約や貸付期間といった

若干の特別な財政上の仕組みを詳細に検討するだろう。 

 3.5. 負債率の低下 

 ベルギーは90年代初めには大きな赤字にも多大な負債割合にもなっていなかったように見えた。 
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＜図４＞ ベルギーの1980年＝2007年の財政上の残高と負債の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 継続的な再建努力のお陰で負債割合は劇的に低下した。2003年には負債割合は100％以下に急降下した。 

 2006年と2007年の間に負債割合は国民総生産の87.7％から国民総生産の83.9％へと下がった(２)。 

 2007年末には負債割合は83.9％まで下がるだろう。政府債の平均利率の低下とともにこれよりも遅れて利率の比重も劇的に低下した。

下記の図はベルギーがヨーロッパ圏の負債割合の推移に対してとは離れて負債割合の削減のためにしてきた努力を示す。1991年にはベ

ルギーの負債割合はヨーロッパ圏の実に２倍以上高かった。その差はおよそ70％に上った。2007年にはベルギーの継続的な負債削減努

力によって、また反対にヨーロッパ圏全体の負債割合の上昇によってこの差はおよそ14％の点まで縮小されるだろう。 

＜図５＞ 負債割合と利率の推移（対国民総生産％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                         
(２) 鉄道基盤整備基金の弱体化によってこの予測は2006年〜2009年の安定計画で前提として述べられたよりも改善され、2006年には国民総生産の90.7％、2007年には国民総生産

の87.7％となった。 
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 3.1. 2005年における収支均衡 

 2005年の政府勘定の公表によれば９月末国立計算研究所は2005年には収支均衡もしくは黒字さえ実現されると述べた。（注：他の表

現がない限り常にEDP期における負債残高が参照される）鉄道基盤整備基金の適用のためにヨーロッパ諸国に送られた提案に基づき国

立計算研究所はこの基金をもはや政府部門の一部ではなくて多分財政とは無関係な企業と見ている。この鉄道基盤整備基金の弱体化は

2005年の連邦政府の負債残高への影響は限定的な消極的なものでしかない。それと比べて2005年の負債率は国民総生産の93.3％から

91.5％へと低下した。ヨーロッパ諸国はこの見解を共有していない。ヨーロッパ諸国によれば金融需要の総額は国民総生産額の2.3％

に達し、負債率は93.2％に上昇する。全体の説明では国立計算研究所の数値から始め、ヨーロッパ諸国の数値は採らない。 

 3.2. 2005年のために前提とされた収支均衡の遵守 

 2007年予算の作成を立てる前に政府は2006年の収支均衡を確保しなければならない。2006年予算の実施は技術的な過ちによる税収の

過大評価（自然人の納税者）という若干の不運に付きまとわれた。この不運は《第３番目の予算検証》を必要不可欠のものとした。 

 第１に何よりも良好な成長予測がこの困難に打ち勝つのに役立った。第２番目の予算検証の際には2006年の経済成長率はなお2.5％

が仮定された。有利な経済環境もまたより高い税収を生み出した（とりわけ源泉徴収に関して）。 

 2006年の収支均衡を保証するために必要な手段が執られた。最も人目に付く手段は３億ユーロの支出削減の結果となった健康管理支

出の引き続きの抑制である；各省の支出レベルで１億3300万ユーロの追加的節約と想定以上に高かった東京にある大使館の売却収益。

これからは10月に法人税の納税が再び始まり、2006年における３億4000万ユーロの追加的支出が復活するであろう。 

 3.3. 2007年以降の黒字の進行に対応する収支均衡について 

 長期の赤字の後収支均衡が実現された2000年は政府財政にとって重要な転換点となった。それ以降の各年には政府は期待はずれの経

済成長のお陰で収支均衡の維持に成功した。熱意がその後確かに収支均衡の維持を達成した。将来には予算のゆとりが予算の効果に

よって高齢化への対応を満たすに違いない。黒字の進行とそれと関連して加速される負債の減少はこのために多大の貢献をすることが

できる。老齢基金の法律の適応によってこの原則は法的に確立された。修正された法律に従って政府は2007年に国民総生産の0.3％の

黒字を達成するに違いない。それ以降の隔年にはこの黒字は再び国民総生産の0.2％で進行するだろう。黒字の減少はまた結局は当初

の黒字の減少を意味する。2006年には黒字の達成には国民総生産の4.1％で足りた。2007年には国民総生産の0.3％の黒字の確保のため

には国民総生産の4.2％の当初の黒字が達成されるだろう。 

 3.4. 全ての実体｛政府｝の努力 

 全政府の残高は種々の実体（連邦政府社会保障、共同体と地域圏、地方自治体）の残高の総計である。黒字の構築への重要な歩みを

進めるためには全ての政府の努力が求められる。 

 地方自治体の残高の展開は投資支出が共同体選挙の年とその前年の活気を取り戻している間の投資の周期を反映した。これはまた地

方自体の配分残高にも反映した。2006年については国民総生産の0.2％の赤字から始まった。2007年については地方政府の残高の改善

を期待してよい。政府は収支均衡を仮定する。地域圏所管大臣との協議においては国立銀行の地方予算への迅速な供給が配慮されるだ

ろう。さらに地方自治体の予算消化はヨーロッパ会計制度（ESR）の予算規則に多分に適合させられるだろう。 

 ほとんどの共同体と地域圏の予算作成 ─ ９月に ─ 作成の間にさらに共同体の財源の確定のために若干の重要な媒介変数が当ては

められる。共同体と地域圏は部門間財政予算会議の間にこれに由来し2007年には配分されない追加的財源（３億3400万ユーロ）のため

に連係する。この追加の努力は共同体と地域圏にそれらが受け取る追加財源に応じて配分される。2007年の予算抑制の埒外に連邦政府、

共同体、地域圏の代表たちからなる作業集団が編成され、例えば年金の責任負担への貢献、補助を受けている契約や貸付期間といった

若干の特別な財政上の仕組みを詳細に検討するだろう。 

 3.5. 負債率の低下 

 ベルギーは90年代初めには大きな赤字にも多大な負債割合にもなっていなかったように見えた。 
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＜図４＞ ベルギーの1980年＝2007年の財政上の残高と負債の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 継続的な再建努力のお陰で負債割合は劇的に低下した。2003年には負債割合は100％以下に急降下した。 

 2006年と2007年の間に負債割合は国民総生産の87.7％から国民総生産の83.9％へと下がった(２)。 

 2007年末には負債割合は83.9％まで下がるだろう。政府債の平均利率の低下とともにこれよりも遅れて利率の比重も劇的に低下した。

下記の図はベルギーがヨーロッパ圏の負債割合の推移に対してとは離れて負債割合の削減のためにしてきた努力を示す。1991年にはベ

ルギーの負債割合はヨーロッパ圏の実に２倍以上高かった。その差はおよそ70％に上った。2007年にはベルギーの継続的な負債削減努

力によって、また反対にヨーロッパ圏全体の負債割合の上昇によってこの差はおよそ14％の点まで縮小されるだろう。 

＜図５＞ 負債割合と利率の推移（対国民総生産％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                         
(２) 鉄道基盤整備基金の弱体化によってこの予測は2006年〜2009年の安定計画で前提として述べられたよりも改善され、2006年には国民総生産の90.7％、2007年には国民総生産

の87.7％となった。 
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＜図６＞ ベルギーとヨーロッパ圏の負債割合の推移の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 負債割合の継続的な縮減は特に予算の黒字の漸進的な構築のお陰でベルギー公財政の次年度の根本的な目標設定となる。負債割合は

公財政の健全性評価の際の最重要基準であることは確かである。国際機関やヨーロッパ委員会の付属機関の多くは安定計画の評価の際

に多大の関心を寄せる。負債割合の縮減は同様にほかの収入もしくは支出への劇的な介入がなければ高齢化の予算上の効果の把握の重

要な条件を構成する。利率の重要な部分の中止によって放出される財源は将来年金の支出と健康管理費の増大のために使われることが

できよう。 

 3.6. 老齢基金積立金の構築 

 負債割合の縮減は老齢基金の財源の構築と一緒に見なければならない。これは確かにとりわけ負債の縮減の成果が年金支出の将来の

増加の財源に充てられるだろうという保証を形づくる。連立協定において政府は国会の会期末に100億ユーロに上る老齢基金の財源へ

の関与を拒否した。2004年10月の予算抑制の結果この目標設定は130億ユーロに修正された。2005年末には老齢基金の財源は124億ユー

ロに達した。 

＜図７＞ 老齢基金に払込みずみ財源の推移（100万ユーロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （毎年の配分額）                        （累積額） 

 2006年については総額６億1600万ユーロの出資が予想され2007年には９億ユーロの剰余金の出資となることを考慮して2005年に政府

の負債の継続的な縮減の保証のためと老齢基金の設立のために法律に加えられた順応に対応して2007年末に蓄積される出資金はおよそ

140億ユーロに上るだろう。 

4. 予算方針 

 2007年予算の編成は黒字の構築とか負債割合の縮減よりも先に進む。税収、歳出、環境、住宅、雇用政策、社会保障の分野について

手段が講じられた。 
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 4.1. 税 収 

税状況 

 包装廃棄物税３億1600万ユーロが払い込まれるだろう。その税の見積りに際しては生産過程でのCO2排出が考慮されるだろう。その

ため少なくともプラスティックやアルミニウムは課税されるが紙や段ボールは課税されないだろう。 

 省エネ投資（二重ガラス、断熱材、省エネボイラー、……）の減税は1300ユーロから2600ユーロに倍増される。 

 さらにまた煤煙濾過装置付ディーゼル車購入については2007年１月１日から150ユーロの減税が導入される。 

雇用と投資の奨励 

 すでに税に含まれている前年末の世代間連帯協定が研究と開発を刺激する。企業の源泉徴収の25％の払込み免除が企業に研究部門の

うちの理科系の民間技術者や博士号取得準備者の雇用が認められる。政府はこの免除のための認定条件の緩和を決定した。2007年から

は全ての理科系科学修士免状取得者も資格があることになる。例えばバイオ技術者、物理学、化学、生物学、薬学等々の修士である。 

 見積課税の人件費支出の控除が2007年から引き上げられる。６億9000万ユーロの費用が掛かるこの処置は賃金労働者の納税を奨励す

ることになる。 

 70年代と80年代にはベルギーの企業の収支決算上重要な資本が集積された。この活動停止中の資本については適度な課税免除の額が

投資のために決定された。 

脱税との闘い 

 先の予算会議の間に脱税への効率的な闘いへの関心が払われる。現在でもその措置に３億670万ユーロの金額が記録されている。滞

納金の一層の取立てを進めるために収税吏は納税者の銀行個人口座に立ち入ってきた。彼に対してはもはや銀行秘密は頼られえない。

またそこでは財務、法務、内務各省が重大な脱税の仕組みに関して明らかに優先事項に据え取り決めをする協同作業が非常に役に立つ。 

 それから早めの予算巡察の結果採られる幾つかの措置が補強される。その一つとして申告の提出を拒否する企業には見積課税の最小

限の利益しか付与されない。矢継ぎ早の経営者交代や不正な付加価値税の構築との闘いが継続的に行われる。 

 さらにまた几帳面な改善が導入される。その一つとして立証された税金詐欺に対する罰金がかなり引き上げられた。偽造品生産取引

に対する闘いでは公道上の取締が強化されるだろう。これのために税関事務所は国防省から移籍された20人の軍人の支援を受ける。 

タバコ製品の消費税 

 政府はタバコの消費に関しては失意の方針を打ち出した。こういうわけで巻タバコ一箱の値段は0.4ユーロ引き上げられて平均3.8

ユーロから平均4.2ユーロとなるだろう。また葉巻については価格と消費税の５％引上げが貫徹されるだろう。葉巻一箱の値段は平均

0.2％引き上げられるだろう。 

住宅と借家 

 政府は充実した公共住宅政策を決意する。このため地域圏の住宅公社による公共住宅建設の消費税は12％から６％に引き下げられる

だろう。 

 一定の大都市近郊の改良を刺激するために政府は老朽化した住宅を解体し新築に変える人々に21％に代えて６％という格安の消費税

を提供するだろう。 

 都市在住所有者は賃貸住宅公社（SVK）を経ての賃貸住宅となれば特別の支援を受ける。彼らはその後改造のための支出の45％の

税法上の利益を９年にわたり受けられる。さらに賃貸借契約の義務的登録が無料とされる。 

 政府はまたただし税には影響のないその他の住宅政策に関係する措置を講ずる。保証人が一遍に支払える家賃の３か月分から２か月

分への賃貸保証金の引下げ、保証人が一遍に払えない３か月分の賃貸保証金支払の分割、賃貸条件の義務的掲示と書面による契約の締

結の義務の導入などである。 

 4.2. 税外収入と一度きりの措置 

 一定の政策手段が組織的な利益を提供するがしかしことによると95年の欧州会計制度に適応して繰り返しのない方法で予算の黒字に

積極的に影響を及ぼすことができる。 

 そういうわけで政府は能率的な考慮から一定の政府の建物の管理が不動産市場で活発に活動している専門的な企業によって実現でき

ると判断した。したがってそれは官民協働を経ることによって政府の建物の合理的な管理がさらに強化されるために選択できる。さら

に個別に敷地や建物を市場で売ることもできる。このような売却は95年のヨーロッパ会計制度に照応して国家会計にマイナスの支出と

して記録される。 

 政府系会社とか制度の年金義務の採用はそのための同様な義務の管理がこれらの企業に対してそれらの《中核業務》には属さない多

大の利益をもたらす；採用によってこうして重大な不安定要因が除去できる。この操作が政府の予算の黒字に影響を及ぼす場合もあれ

ば及ぼさない場合（例えばベルギー・コントロール）もある。これはまた年金義務の採用の開始の諾否のための決定的な基準とはなり

えない。建物の管理に有効なものとは対照的に連邦政府はこの管理義務のために最良の場所だった。 

 4.3. 各省の当初支出 

 いつものとおり政府機関の支出は厳格な規制に服せられる。歳出総額は次年度は4.2％（実情は2.3％）増える。だがこのパーセント

は政府の年金支出の激しい増加で修正されなければならないように見える。2006年と比較して当初支出の増加は年金支出を除けば確か

に2.9％まで制限され、これは実情はおよそ１％の増加となる。 
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＜図６＞ ベルギーとヨーロッパ圏の負債割合の推移の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 負債割合の継続的な縮減は特に予算の黒字の漸進的な構築のお陰でベルギー公財政の次年度の根本的な目標設定となる。負債割合は

公財政の健全性評価の際の最重要基準であることは確かである。国際機関やヨーロッパ委員会の付属機関の多くは安定計画の評価の際

に多大の関心を寄せる。負債割合の縮減は同様にほかの収入もしくは支出への劇的な介入がなければ高齢化の予算上の効果の把握の重

要な条件を構成する。利率の重要な部分の中止によって放出される財源は将来年金の支出と健康管理費の増大のために使われることが

できよう。 

 3.6. 老齢基金積立金の構築 

 負債割合の縮減は老齢基金の財源の構築と一緒に見なければならない。これは確かにとりわけ負債の縮減の成果が年金支出の将来の

増加の財源に充てられるだろうという保証を形づくる。連立協定において政府は国会の会期末に100億ユーロに上る老齢基金の財源へ

の関与を拒否した。2004年10月の予算抑制の結果この目標設定は130億ユーロに修正された。2005年末には老齢基金の財源は124億ユー

ロに達した。 

＜図７＞ 老齢基金に払込みずみ財源の推移（100万ユーロ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             （毎年の配分額）                        （累積額） 

 2006年については総額６億1600万ユーロの出資が予想され2007年には９億ユーロの剰余金の出資となることを考慮して2005年に政府

の負債の継続的な縮減の保証のためと老齢基金の設立のために法律に加えられた順応に対応して2007年末に蓄積される出資金はおよそ

140億ユーロに上るだろう。 

4. 予算方針 

 2007年予算の編成は黒字の構築とか負債割合の縮減よりも先に進む。税収、歳出、環境、住宅、雇用政策、社会保障の分野について

手段が講じられた。 
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 4.1. 税 収 

税状況 

 包装廃棄物税３億1600万ユーロが払い込まれるだろう。その税の見積りに際しては生産過程でのCO2排出が考慮されるだろう。その

ため少なくともプラスティックやアルミニウムは課税されるが紙や段ボールは課税されないだろう。 

 省エネ投資（二重ガラス、断熱材、省エネボイラー、……）の減税は1300ユーロから2600ユーロに倍増される。 

 さらにまた煤煙濾過装置付ディーゼル車購入については2007年１月１日から150ユーロの減税が導入される。 

雇用と投資の奨励 

 すでに税に含まれている前年末の世代間連帯協定が研究と開発を刺激する。企業の源泉徴収の25％の払込み免除が企業に研究部門の

うちの理科系の民間技術者や博士号取得準備者の雇用が認められる。政府はこの免除のための認定条件の緩和を決定した。2007年から

は全ての理科系科学修士免状取得者も資格があることになる。例えばバイオ技術者、物理学、化学、生物学、薬学等々の修士である。 

 見積課税の人件費支出の控除が2007年から引き上げられる。６億9000万ユーロの費用が掛かるこの処置は賃金労働者の納税を奨励す

ることになる。 

 70年代と80年代にはベルギーの企業の収支決算上重要な資本が集積された。この活動停止中の資本については適度な課税免除の額が

投資のために決定された。 

脱税との闘い 

 先の予算会議の間に脱税への効率的な闘いへの関心が払われる。現在でもその措置に３億670万ユーロの金額が記録されている。滞

納金の一層の取立てを進めるために収税吏は納税者の銀行個人口座に立ち入ってきた。彼に対してはもはや銀行秘密は頼られえない。

またそこでは財務、法務、内務各省が重大な脱税の仕組みに関して明らかに優先事項に据え取り決めをする協同作業が非常に役に立つ。 

 それから早めの予算巡察の結果採られる幾つかの措置が補強される。その一つとして申告の提出を拒否する企業には見積課税の最小

限の利益しか付与されない。矢継ぎ早の経営者交代や不正な付加価値税の構築との闘いが継続的に行われる。 

 さらにまた几帳面な改善が導入される。その一つとして立証された税金詐欺に対する罰金がかなり引き上げられた。偽造品生産取引

に対する闘いでは公道上の取締が強化されるだろう。これのために税関事務所は国防省から移籍された20人の軍人の支援を受ける。 

タバコ製品の消費税 

 政府はタバコの消費に関しては失意の方針を打ち出した。こういうわけで巻タバコ一箱の値段は0.4ユーロ引き上げられて平均3.8

ユーロから平均4.2ユーロとなるだろう。また葉巻については価格と消費税の５％引上げが貫徹されるだろう。葉巻一箱の値段は平均

0.2％引き上げられるだろう。 

住宅と借家 

 政府は充実した公共住宅政策を決意する。このため地域圏の住宅公社による公共住宅建設の消費税は12％から６％に引き下げられる

だろう。 

 一定の大都市近郊の改良を刺激するために政府は老朽化した住宅を解体し新築に変える人々に21％に代えて６％という格安の消費税

を提供するだろう。 

 都市在住所有者は賃貸住宅公社（SVK）を経ての賃貸住宅となれば特別の支援を受ける。彼らはその後改造のための支出の45％の

税法上の利益を９年にわたり受けられる。さらに賃貸借契約の義務的登録が無料とされる。 

 政府はまたただし税には影響のないその他の住宅政策に関係する措置を講ずる。保証人が一遍に支払える家賃の３か月分から２か月

分への賃貸保証金の引下げ、保証人が一遍に払えない３か月分の賃貸保証金支払の分割、賃貸条件の義務的掲示と書面による契約の締

結の義務の導入などである。 

 4.2. 税外収入と一度きりの措置 

 一定の政策手段が組織的な利益を提供するがしかしことによると95年の欧州会計制度に適応して繰り返しのない方法で予算の黒字に

積極的に影響を及ぼすことができる。 

 そういうわけで政府は能率的な考慮から一定の政府の建物の管理が不動産市場で活発に活動している専門的な企業によって実現でき

ると判断した。したがってそれは官民協働を経ることによって政府の建物の合理的な管理がさらに強化されるために選択できる。さら

に個別に敷地や建物を市場で売ることもできる。このような売却は95年のヨーロッパ会計制度に照応して国家会計にマイナスの支出と

して記録される。 

 政府系会社とか制度の年金義務の採用はそのための同様な義務の管理がこれらの企業に対してそれらの《中核業務》には属さない多

大の利益をもたらす；採用によってこうして重大な不安定要因が除去できる。この操作が政府の予算の黒字に影響を及ぼす場合もあれ

ば及ぼさない場合（例えばベルギー・コントロール）もある。これはまた年金義務の採用の開始の諾否のための決定的な基準とはなり

えない。建物の管理に有効なものとは対照的に連邦政府はこの管理義務のために最良の場所だった。 

 4.3. 各省の当初支出 

 いつものとおり政府機関の支出は厳格な規制に服せられる。歳出総額は次年度は4.2％（実情は2.3％）増える。だがこのパーセント

は政府の年金支出の激しい増加で修正されなければならないように見える。2006年と比較して当初支出の増加は年金支出を除けば確か

に2.9％まで制限され、これは実情はおよそ１％の増加となる。 

－ 53 －



－ 54 － 

 当初支出の厳格な管理のお陰でこの政府の政策の優先順位は尊重された：すなわち法務と治安に関する増加路線の取決めは維持し続

けられているし、国際協力に財源は振り向けられているし、移動と脱政府は保証されている。 

 そういうわけで司法については刑罰執行裁判所の開始を考慮して十分な財源が供給される：すなわち現在の社会防衛委員会の一体化

の枠内で2007年７月１日に９つの委員会とさらに４つの付属委員会が６つの委員会に代わって用意される。 

 BIAC（ブリュッセル国際空港会社）については現在の難民収容センター127に取って代わるであろう新しい送還センターを目指して

交渉に入る。 

 開発協力に関するものは2007年の国民総所得（bni）の0.55％の目標が尊重されるだろう。2008年からは連邦予算では５％増加の特

別の拡張路線が用意されるだろう。 

 ベルギー国有鉄道（SNCB）に関しては経営契約で予定されるような投資基金の支払いのリズムが保証される。 

 他方また仮定された予算目標について加えられた多大な努力が達成された。当初歳出の制限が双務会議で要求されたおよそ12億ユー

ロの貸付金をすっかり削減することを可能にした。 

 コンサルタント会社や弁護士事務所については大きな節約が貫徹される。この目的は行政内部のノウハウが強化され、それによって

外部の専門家への依存が減らされることにある。 

 予算上の刺激は新たな職員要員を内部異動（他の政府機関の出身者）や外部異動（例えば政府公社の出身者）で引っ張ってくること

によって提供される。このやり方では政府の職員の総数の増加を誘引することなく連邦政府の職務上の責任の潜在的な拡大が必要とな

る。このやり方ではまた関係当局に新しいキャリアの可能性が提供される。さらにまた同様な予算による刺激によって採用の際の機会

の多様性と平等性の遵守が見張られる。 

 国防予算は4730万ユーロに縮小される。さらにまた兵員の方向転換が続けられる。偽造との闘いの枠内で2007年７月１日から連邦政

府局（FOD）への20人の兵士の異動が実現する。それに250人の兵士が行政的兵站的な性質の実験のために地方警察管区に投入される

実験プロジェクトが続けられる。 

 4.4. 社会保障 

 健康管理のための支出に関するものは連立協定に対応して決められた、特に2006年の目標を4.5％の増加基準に高め、1.9％の健康指

標もしくは196億1870万ユーロの2007年の目標となった。この基準の範囲内で３億900万ユーロの黒字の認定が将来に備えて達成された。

老齢基金から類推して政府は疾病障害保険政府機構によって創設される健康管理のための基金を決定している。 

患者の保護 

 健康管理に関する特恵税率規則は一定の水準以下の所得の全ての家族に拡大されるだろう。「全て」と名付けられたこの新しい法規

はVKR法（増額された補助金の有資格者）や従来のWIGW法に取って代わるだろう。現行制度は受給者が所得条件も一定の法律の規

定も満たすであろう。 

 2007年からは患者は新たに制定された法規によって慢性患者の最大限請求できるその病気に関連するより多くの出費を最大限請求可

能な体系に持ち込むことができる。この意義は自己負担金の額の支払いをより迅速にすることを達成するにあるだろう。ついで強制加

入の健康保険がそれ自体で他の費用の支払を引き受ける。そういうわけで鎮痛剤のような治療薬、若干の患者搬送、医療上の食事療法

の出費が払い戻されるだろう。 

 政府が夏季休暇の前に合意に達した健康法によって明文化されているように移植や医療付属品の払戻しのための全く新しい手続が現

れるだろう。周知のとおりしばしば激しい費用の高騰やしばしば全くかごく一部しか払戻しがないこともある。疾病障害保険政府機構

の内部には一つの部門がこの手続の実施のために用意される。目標は専門家によって指示される医療上有用かつ効率的な移植や医療付

属品にあり、そういうわけで金銭感覚がそういった移植の全額もしくは一部の払戻しについて自由に体系的に実施できるようにする。 

手当と関連のある施策 

 最低限手当、中でも生活給についてのオーストエンデの決定は２％引き上げて加速される。これによって最初の増額が４月から実施

される。これによって1600万ユーロの特別予算が捻出される。 

 貧困ラインの引き上げられる者のために2006年12月１日から高齢者の所得保障の基本額は60ユーロに引き上げられ、そのために予算

総額は７億7700万ユーロまで増額される。 

 2007年１月１日からは承認される蓄積に関する終身年金の限度額はただ50％しか考慮されないだろう。 

 2007年には7000万ユーロによって幸福感の適応は勤労者と自営業者の年金において貫徹されるだろう。それはむしろ行われた労使代

表の提案よりも多い2200万ユーロの増額に落ち着いた。 

 政府は2007年と2008年のこの幸福感の適応についてはボーナスの形での支払を決定した。このボーナスについては世代間協定法にお

いて取り上げられた新たな幸福感の仕組みが始まる。このボーナスは同じ時期すなわち４月１日に生活給の引上げとして支払われるで

あろう。 

 2007年には最年長者年金 ─ 年金がそれぞれすでに15年もしくはもっと長い ─ は幸福感ボーナスをもらえる。37万人の標的集団と

いう労使代表の提案と比べてこれは60万人以上にまで拡大する。さらにNARの提案に基づき帰属するより高い年金がもらえる保証が

あるにもかかわらず最低の年金へのボーナスは顕著な改善の保証を提供する。 
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その他の施策 

 政府の雇用主がサービス小切手との交換で受け取るものは１月１日からは21ユーロが20ユーロに減らされる。この財源の一部は教育

基金に移される。サービス小切手の従業員の教育を申し出る企業はこの教育基金に訴えることができるであろう。 

 現在新しい雇用主はその新しい従業員に前払いの休暇手当に関する給付金を支払う。これからは前任の雇用主がこの給付金を支払う。

これは２億3300万ユーロの財政収入を与える。これは労働力の移動性を促進する。社会保障費はこれからは新しい雇用主に代わって

《旧来の雇用主》に責任がある。 

社会的な詐欺行為との闘い 

 数年来毎年社会保障における各種給付金の強力な監督に関する綿密な施策が展開されてきた。 

 不正な行為や不法な仕事と闘うための連邦調整委員会の活動的な後継者である社会情報捜査局（SIOD）は４検査官庁（社会保障法

監督部、社会保障監督官、国家労働供給局、国家社会保障局）が共同作業をするが2006年には7640万ユーロと見積もられる確実な成果

を提示できた。 

 2007年にはSIODは法定されあらゆる形の社会的詐欺行為との闘いをさらに進めるであろう。組織的な資料の突合わせと危険分析に

よる身体検査の徹底的な準備によって身体検査は裁判により多く適用できるようになるだろう。偽りの独立法人や国境を越えた不正と

の闘いもまた激しくなるだろう。 

 SIODの権限外での迷惑な濫用もまた対処される。そういうわけで疾病障害保険政府機構は疾病・傷害給付金の受取人への直接の監

督を高めるであろう。 

 2007年については総額で社会保障給付金への追加支出は社会的詐欺行為との闘いの枠内で4090万ユーロが見込まれた。さらに一定部

門、とりわけ土建と清掃部門での不法就労との闘いが1820万ユーロの追加支出の結果となるだろう。支出水準につては4270万ユーロの

削減が見込まれた。 

5. 政府の差引残高の主要な構成要素 

 5.1. 連邦政府と社会保障の収入の展開 

 2006年の３月と10月との間に1312億ユーロの連邦政府と社会保障の2006年の収入総額の評価は1315億9000万ユーロにまで上昇した。

想定された税収は予算検査の際に評価されたよりもかなり低い状態にあった。他方適用された予算において現在は有効な臨時の修正と

して記録された若干の税外収入は税外収入（建築物の再評価の収益、東京にある大使館の売却収益）として記録されるだろう。 

 連邦政府と社会保障の収入総額は2006年の1315億9000万ユーロが2007年には1382億3000万ユーロにまで上昇した。確定された連邦政

府と社会保障の収入は2007年には国民総生産の42.3％に達した。 

＜表３＞ 連邦政府と社会保障の合算 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDP産の％ GDPの％ 

1. 税収と社会保障費負担金 125.82 125.32 132.27 40.5 40 40.5

     連邦政府 41.37 40.37 42.66 13.3 12.9 13.1

     社会保障 37.73 37.97 39.79 12.2 12.1 12.2

   社会保障代替財源 10.24 10.24 11.09 3.3 3.3 3.4

    その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.7 11.9

2. その他の収入 5.38 6.28 5.96 1.7 2 1.8

     連邦政府 2.73 3.74 3.27 0.9 1.2 1.0

     社会保障 9.18 9.06 9.34 3.0 2.9 2.9

連邦政府の社会保障費への転移 △6.52 △6.52 △6.65 △2.1 △2.1 △2.0

3. 確定収入 131.20 131.59 138.23 42.3 42.0 42.3

     連邦政府 44.10 44.11 45.93 14.2 14.1 14.1

     社会保障 50.63 50.74 53.58 16.3 16.3 16.4

   その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.8 11.9

 
  5.1.1. 連邦政府の税収と税外収入 

 表４は2007年当初予算の作成の一環として使われた連邦政府の税収と税外収入の見積の概要を示す。 

 税収は2006年の873億3000万ユーロから2007年には924億6000万ユーロに上がったけれども税外収入は38億1000万ユーロから33億7000

万ユーロに下がった。 

 年金税、法人税、付加価値税、消費税に関する収入は個別の方法で評価され、他の課税のための予測は税務当局によって作成される。

税収の推移は評価された課税根拠の推移と対策の影響の結果である。評価された対策の影響は2007年には少々赤字となった（－7500万

ユーロ）。前年と対照的に家屋税の改革でもはや追加の影響はほとんど見られなかった。政府は一方での経済活動ともしくは雇用を刺

激する若干の方策と他方での環境もしくは健康政策の枠内に思いとどまらせるのに効果があるに違いない方策との間の均衡を追求して

きた。 

 税外収入は2007年には33億7000万ユーロと見積もられ、2006年の推定収入について４億5000万ユーロ落ち込んだ。これは何よりも僅
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 当初支出の厳格な管理のお陰でこの政府の政策の優先順位は尊重された：すなわち法務と治安に関する増加路線の取決めは維持し続

けられているし、国際協力に財源は振り向けられているし、移動と脱政府は保証されている。 

 そういうわけで司法については刑罰執行裁判所の開始を考慮して十分な財源が供給される：すなわち現在の社会防衛委員会の一体化

の枠内で2007年７月１日に９つの委員会とさらに４つの付属委員会が６つの委員会に代わって用意される。 

 BIAC（ブリュッセル国際空港会社）については現在の難民収容センター127に取って代わるであろう新しい送還センターを目指して

交渉に入る。 

 開発協力に関するものは2007年の国民総所得（bni）の0.55％の目標が尊重されるだろう。2008年からは連邦予算では５％増加の特

別の拡張路線が用意されるだろう。 

 ベルギー国有鉄道（SNCB）に関しては経営契約で予定されるような投資基金の支払いのリズムが保証される。 

 他方また仮定された予算目標について加えられた多大な努力が達成された。当初歳出の制限が双務会議で要求されたおよそ12億ユー

ロの貸付金をすっかり削減することを可能にした。 

 コンサルタント会社や弁護士事務所については大きな節約が貫徹される。この目的は行政内部のノウハウが強化され、それによって

外部の専門家への依存が減らされることにある。 

 予算上の刺激は新たな職員要員を内部異動（他の政府機関の出身者）や外部異動（例えば政府公社の出身者）で引っ張ってくること

によって提供される。このやり方では政府の職員の総数の増加を誘引することなく連邦政府の職務上の責任の潜在的な拡大が必要とな

る。このやり方ではまた関係当局に新しいキャリアの可能性が提供される。さらにまた同様な予算による刺激によって採用の際の機会

の多様性と平等性の遵守が見張られる。 

 国防予算は4730万ユーロに縮小される。さらにまた兵員の方向転換が続けられる。偽造との闘いの枠内で2007年７月１日から連邦政

府局（FOD）への20人の兵士の異動が実現する。それに250人の兵士が行政的兵站的な性質の実験のために地方警察管区に投入される

実験プロジェクトが続けられる。 

 4.4. 社会保障 

 健康管理のための支出に関するものは連立協定に対応して決められた、特に2006年の目標を4.5％の増加基準に高め、1.9％の健康指

標もしくは196億1870万ユーロの2007年の目標となった。この基準の範囲内で３億900万ユーロの黒字の認定が将来に備えて達成された。

老齢基金から類推して政府は疾病障害保険政府機構によって創設される健康管理のための基金を決定している。 

患者の保護 

 健康管理に関する特恵税率規則は一定の水準以下の所得の全ての家族に拡大されるだろう。「全て」と名付けられたこの新しい法規

はVKR法（増額された補助金の有資格者）や従来のWIGW法に取って代わるだろう。現行制度は受給者が所得条件も一定の法律の規

定も満たすであろう。 

 2007年からは患者は新たに制定された法規によって慢性患者の最大限請求できるその病気に関連するより多くの出費を最大限請求可

能な体系に持ち込むことができる。この意義は自己負担金の額の支払いをより迅速にすることを達成するにあるだろう。ついで強制加

入の健康保険がそれ自体で他の費用の支払を引き受ける。そういうわけで鎮痛剤のような治療薬、若干の患者搬送、医療上の食事療法

の出費が払い戻されるだろう。 

 政府が夏季休暇の前に合意に達した健康法によって明文化されているように移植や医療付属品の払戻しのための全く新しい手続が現

れるだろう。周知のとおりしばしば激しい費用の高騰やしばしば全くかごく一部しか払戻しがないこともある。疾病障害保険政府機構

の内部には一つの部門がこの手続の実施のために用意される。目標は専門家によって指示される医療上有用かつ効率的な移植や医療付

属品にあり、そういうわけで金銭感覚がそういった移植の全額もしくは一部の払戻しについて自由に体系的に実施できるようにする。 

手当と関連のある施策 

 最低限手当、中でも生活給についてのオーストエンデの決定は２％引き上げて加速される。これによって最初の増額が４月から実施

される。これによって1600万ユーロの特別予算が捻出される。 

 貧困ラインの引き上げられる者のために2006年12月１日から高齢者の所得保障の基本額は60ユーロに引き上げられ、そのために予算

総額は７億7700万ユーロまで増額される。 

 2007年１月１日からは承認される蓄積に関する終身年金の限度額はただ50％しか考慮されないだろう。 

 2007年には7000万ユーロによって幸福感の適応は勤労者と自営業者の年金において貫徹されるだろう。それはむしろ行われた労使代

表の提案よりも多い2200万ユーロの増額に落ち着いた。 

 政府は2007年と2008年のこの幸福感の適応についてはボーナスの形での支払を決定した。このボーナスについては世代間協定法にお

いて取り上げられた新たな幸福感の仕組みが始まる。このボーナスは同じ時期すなわち４月１日に生活給の引上げとして支払われるで

あろう。 

 2007年には最年長者年金 ─ 年金がそれぞれすでに15年もしくはもっと長い ─ は幸福感ボーナスをもらえる。37万人の標的集団と

いう労使代表の提案と比べてこれは60万人以上にまで拡大する。さらにNARの提案に基づき帰属するより高い年金がもらえる保証が

あるにもかかわらず最低の年金へのボーナスは顕著な改善の保証を提供する。 
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その他の施策 

 政府の雇用主がサービス小切手との交換で受け取るものは１月１日からは21ユーロが20ユーロに減らされる。この財源の一部は教育

基金に移される。サービス小切手の従業員の教育を申し出る企業はこの教育基金に訴えることができるであろう。 

 現在新しい雇用主はその新しい従業員に前払いの休暇手当に関する給付金を支払う。これからは前任の雇用主がこの給付金を支払う。

これは２億3300万ユーロの財政収入を与える。これは労働力の移動性を促進する。社会保障費はこれからは新しい雇用主に代わって

《旧来の雇用主》に責任がある。 

社会的な詐欺行為との闘い 

 数年来毎年社会保障における各種給付金の強力な監督に関する綿密な施策が展開されてきた。 

 不正な行為や不法な仕事と闘うための連邦調整委員会の活動的な後継者である社会情報捜査局（SIOD）は４検査官庁（社会保障法

監督部、社会保障監督官、国家労働供給局、国家社会保障局）が共同作業をするが2006年には7640万ユーロと見積もられる確実な成果

を提示できた。 

 2007年にはSIODは法定されあらゆる形の社会的詐欺行為との闘いをさらに進めるであろう。組織的な資料の突合わせと危険分析に

よる身体検査の徹底的な準備によって身体検査は裁判により多く適用できるようになるだろう。偽りの独立法人や国境を越えた不正と

の闘いもまた激しくなるだろう。 

 SIODの権限外での迷惑な濫用もまた対処される。そういうわけで疾病障害保険政府機構は疾病・傷害給付金の受取人への直接の監

督を高めるであろう。 

 2007年については総額で社会保障給付金への追加支出は社会的詐欺行為との闘いの枠内で4090万ユーロが見込まれた。さらに一定部

門、とりわけ土建と清掃部門での不法就労との闘いが1820万ユーロの追加支出の結果となるだろう。支出水準につては4270万ユーロの

削減が見込まれた。 

5. 政府の差引残高の主要な構成要素 

 5.1. 連邦政府と社会保障の収入の展開 

 2006年の３月と10月との間に1312億ユーロの連邦政府と社会保障の2006年の収入総額の評価は1315億9000万ユーロにまで上昇した。

想定された税収は予算検査の際に評価されたよりもかなり低い状態にあった。他方適用された予算において現在は有効な臨時の修正と

して記録された若干の税外収入は税外収入（建築物の再評価の収益、東京にある大使館の売却収益）として記録されるだろう。 

 連邦政府と社会保障の収入総額は2006年の1315億9000万ユーロが2007年には1382億3000万ユーロにまで上昇した。確定された連邦政

府と社会保障の収入は2007年には国民総生産の42.3％に達した。 

＜表３＞ 連邦政府と社会保障の合算 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDP産の％ GDPの％ 

1. 税収と社会保障費負担金 125.82 125.32 132.27 40.5 40 40.5

     連邦政府 41.37 40.37 42.66 13.3 12.9 13.1

     社会保障 37.73 37.97 39.79 12.2 12.1 12.2

   社会保障代替財源 10.24 10.24 11.09 3.3 3.3 3.4

    その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.7 11.9

2. その他の収入 5.38 6.28 5.96 1.7 2 1.8

     連邦政府 2.73 3.74 3.27 0.9 1.2 1.0

     社会保障 9.18 9.06 9.34 3.0 2.9 2.9

連邦政府の社会保障費への転移 △6.52 △6.52 △6.65 △2.1 △2.1 △2.0

3. 確定収入 131.20 131.59 138.23 42.3 42.0 42.3

     連邦政府 44.10 44.11 45.93 14.2 14.1 14.1

     社会保障 50.63 50.74 53.58 16.3 16.3 16.4

   その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.8 11.9

 
  5.1.1. 連邦政府の税収と税外収入 

 表４は2007年当初予算の作成の一環として使われた連邦政府の税収と税外収入の見積の概要を示す。 

 税収は2006年の873億3000万ユーロから2007年には924億6000万ユーロに上がったけれども税外収入は38億1000万ユーロから33億7000

万ユーロに下がった。 

 年金税、法人税、付加価値税、消費税に関する収入は個別の方法で評価され、他の課税のための予測は税務当局によって作成される。

税収の推移は評価された課税根拠の推移と対策の影響の結果である。評価された対策の影響は2007年には少々赤字となった（－7500万

ユーロ）。前年と対照的に家屋税の改革でもはや追加の影響はほとんど見られなかった。政府は一方での経済活動ともしくは雇用を刺

激する若干の方策と他方での環境もしくは健康政策の枠内に思いとどまらせるのに効果があるに違いない方策との間の均衡を追求して

きた。 

 税外収入は2007年には33億7000万ユーロと見積もられ、2006年の推定収入について４億5000万ユーロ落ち込んだ。これは何よりも僅
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かな規模の若干の一度限りの商取引（大きな建物の価値引上げへの金融証券化への課税）を反映する。 

 連邦政府の収入総額は2007年については958億2000万ユーロ、もしくは国民総生産の29.3％と見積もられる。 

 連邦政府によって徴収された収入の半分は他の政府水準（共同体、地域圏、欧州連合、社会保障）もしくは機関へ移される。2007年

については総額493億9000万ユーロが関係する。 

 欧州連合への負担金収入は関税も付加価値税の一部も含まれる。これは2006年にはかなり落ち込んだ後2007年には最後に僅かながら

増加する。 

＜表４＞ 連邦政府の税収と税外収入 

 
  2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

  10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDP産の％ GDPの％ 

1. 流動収入 89.09 88.51 92.92 28.7 28.3 28.5

 ○税収 86.52 85.77 90.79 27.9 27.4 27.8

  直接税 49.16 48.54 50.89 15.8 15.5 15.6

  関税と消費税 9.10 8.80 9.54 2.9 2.8 2.9

  付加価値税 23.94 24.05 25.55 7.7 7.7 7.8

  登録税と各種税 4.33 4.39 4.82 1.4 1.4 1.5

 ○税外収入 2.56 2.74 2.13 0.8 0.9 0.7

2. 資本収入 1.73 2.63 2.90 0.6 0.8 0.9

 ○税収 1.54 1.56 1.67 0.5 0.5 0.5

 ○税外収入 0.19 1.07 1.23 0.1 0.3 0.4

税収小計 88.07 87.33 92.46 28.4 27.9 28.3

税外収入小計 2.75 3.81 3.37 0.9 1.2 1.0

3. 収入総計 90.81 91.14 95.82 29.3 29.1 29.3

4. 課徴金 46.72 47.03 49.89 15.0 15.0 15.3

 ○欧州連合 2.39 2.43 2.58 0.8 0.8 0.8

 ○共同体と地域圏 33.45 33.53 35.48 10.8 10.7 10.9

 ○勤労者社会保障 9.79 9.78 10.43 3.2 3.1 3.2

 ○自営業者社会保障 0.45 0.46 0.66 0.1 0.1 0.2

 ○SZ-PPO等社会保障部門 0.27 0.27 0.24 0.1 0.1 0.1

 ○その他 0.37 0.56 0.50 0.1 0.2 0.2

5. 国家財源 44.10 44.11 45.93 14.2 14.1 14.1

 ○税収  41.37 40.37 42.66 13.3 12.9 13.1

 ○税外収入 2.73 3.74 3.27 0.9 1.2 1.0
 
   SZ-PPO＝国家社会保障局 ─ 県・自治体政府局 
 
 共同体と地域圏への配分財源は一方では連邦政府によって徴収され配分される地域圏の資金と他方では財政法に従がって共同体と地

域圏に配分される付加価値税と家屋税を含む。この財源は19億5000万ユーロもしくは5.8％増える。 

 共同体税の伸びの鈍化（とりわけ不動産物件登録税）が予測されるにもかかわらずそれでもなお2007年については2006年についての

評価よりも５％以上高いものを記録する。財政法によって規定されているように18年間の人口の推移と相関する家屋税と付加価値税の

負担、異なった地域圏間の国内総生産の増加、インフレ、追加財源の推移と財源許容量の差違で推移する。インフレが予算査定のとき

よりもやや進むためにとりわけ2006年の実質国内総生産の増加率のかなりの上方修正によって2007年の配分財源に追加されるよりも

2006年については相当のプラスの決算残高となった。 

 社会保障体系の代替財源の増加は以前労働への貢献のために強力に主張された社会保障財源の多様化に向けられた政策を例証する。

代替財源がそれを基に計算される基礎（付加価値税、タバコ物品税、職業上の天引き）の通常の推移から生ずる増加とは別に若干の追

加的措置による記録された増加も説明される。そういうわけで追加的代替財源ではいわゆるマリベール社会問題の原価保証も予定され

る。世代間協定法の施行では社会保障負担金の追加的縮小の財源回収の対価とあいての対人課税からの代替財源が予定される。我々は

最後に自営業者の制度に有利に働く代替財源が連邦政府による制度の負債引受けの代償としての思わしくない代替財源の徴収が中止さ

れることを述べておきたい。 

 《他の》転移が2006年の５億6000万ユーロから2007年には５億ユーロに幾らか減少する。石油とガスの手当の財源配分基金への１億

1700万ユーロの転移が消える。2007年には同じくこの同一のカテゴリーの下に警察管区への配分基金、CR欧州共同体への若干の配分、

災害救済基金への転移と証券の金融化の枠内での税収と税外収入に関する払込も入れられる。 

 転移の縮小に伴う全収入は国家財源に入る。これは2006年の441億1000万ユーロに対して2007年には459億3000万ユーロと見積もられ

る。国家財源の増加（4.1％）は全収入（5.1％）の増加以下にとどまる。 

  5.1.2. 社会保障収入 

 表５は社会保障収入とこの勤労者と自営業者の制度についての概要を示す。 
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＜表５＞ 社会保障収入：勤労者と自営業者の制度 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDP産の％ GDPの％ 
1. 社会保障負担金 37.73 37.97 39.79 12.2 12.1 12.2

 勤労者制度 35.07 35.28 37.02 11.3 11.3 11.3

 自営業者制度 2.66 2.68 2.77 0.9 0.9 0.8

2. 代替財源 10.24 10.24 11.09 3.2 3.1 3.2

 勤労者制度 9.79 9.78 10.43 3.2 3.1 3.2

 自営業者制度 0.45 0.46 0.66 0.1 0.1 0.2

3. 連邦政府の転移 6.52 6.52 6.65 2.1 2.1 2.0

 勤労者制度 5.42 5.42 5.52 1.7 1.7 1.7

 自営業者制度 1.10 1.10 1.12 0.4 0.4 0.3

4. 他の収入 2.66 2.54 2.69 0.9 0.8 0.8

 勤労者制度 2.52 2.40 2.55 0.8 0.8 0.8

  内総収入 3.25 3.24 3.40 1.0 1.0 1.0

  内特別配分 △0.73 △0.85 △0.85 △0.2 △0.3 △0.3

5. 収入合計 57.15 57.27 60.23 18.4 18.3 18.4

 勤労者制度 52.79 52.88 55.52 17.0 16.9 17.0

 自営業者制度 4.36 4.39 4.71 1.4 1.4 1.4

 社会保障収入総額は2006年の572億7000万ユーロから2007年には603億3000万ユーロ（5.2％の増額）と見なす。 

 給料の総量の評価された増加に応じた通常の負担金の推移以外に2007年の推移はとりわけ以下のものによって影響を受ける： 

 ─ およそ３億4700万ユーロになる負担金減少のさらなる進行（2007年４月１日現在の勤労者の負担金と若者の負担金の持続速度が食

い違う）； 

  社会的不正行為との闘いの強化の収入への好ましい効果； 

 ─ 通常の休暇手当に関する施策の影響：2007年１月１日からは通常の休暇手当は労働協約の結果雇用主からその支配下にある被用者

負担金と雇用者負担金に直接支払われることになるだろう（評価される影響：１億7700万ユーロ）。 

 代替財源の増額を保障する主要な要因はすでに上述した。 

 両制度への国の手当（連邦政府の転移）は毎年度健康指標の上昇に順応させられ、その結果2007年には1.9％の上昇と識別できる。 

 その他の収入の増額（１億5000万ユーロ）はとりわけ勤労者制度における出資のための収入の増加と書くべきである。これは２年前

からの勤労者制度の包括的な管理の出資の内訳も含んでいる。 

 5.2. 連邦政府と社会保障の支出の展開 

 連邦政府と社会保障の主要な支出の推移は表６で例証される。 

＜表６＞ 連邦政府と社会保障の支出総計 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDPの％ GDPの％ 
1. 主要支出 81.31 81.48 85.23 26.2 26.0 26.1

 連邦政府 30.78 30.67 32.06 9.9 9.8 9.8

 社会保障 57.06 57.33 59.82 18.4 18.3 18.3

 連邦→社会保障 △6.52 △6.52 △6.65 △2.1 △2.1 △2.0

2. その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.7 11.9

3. 連結支出 117.79 118.22 123.95 37.9 37.7 38.0

 連邦政府 24.25 24.15 25.41 7.8 7.7 7.8

 社会保障 57.06 57.33 59.82 18.4 18.3 18.3

 その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.7 11.9

 表６からは国内総生産における主要な支出、これは連邦政府と社会保障のどちらの水準についても比重がさらに低下したことは明ら

かである。 

 連邦政府の主要な支出は2006年も2007年も貸付の消化不良を考慮に入れている。これは2006年には６億5900ユーロに上り、2007年に

ついては選挙の年には慣習的により大きくなる貸付を考慮に入れて８億3200万ユーロにまで上昇した。その貸付の量（したがって消化

不良を考慮せずに）2006年には追加の予算検査によって314億3400万ユーロが313億2900万ユーロに払い戻しされた。2007年については

貸付の量は328億9000万ユーロと見積もられる。 

 2006年の予算減額と概算との社会保障の支出の上昇はとりわけ予測された以上の主軸指標超過、学校入学保険料の承認による特別支

出予測、勤労者制度の包括的な管理による総額９億1500万ユーロの元本組入制度への返済、……に帰せられる。 

 社会保障の主要な支出の推移はとりわけ支出の一番大きい部分を構成する給付による支出を反映する。健康管理のための支出は給付

による支出の主要部分を形づくる。以前はしばしば健康管理のための支出は確定された予算目標設定以上に強く燃えるよう決定されな
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かな規模の若干の一度限りの商取引（大きな建物の価値引上げへの金融証券化への課税）を反映する。 

 連邦政府の収入総額は2007年については958億2000万ユーロ、もしくは国民総生産の29.3％と見積もられる。 

 連邦政府によって徴収された収入の半分は他の政府水準（共同体、地域圏、欧州連合、社会保障）もしくは機関へ移される。2007年

については総額493億9000万ユーロが関係する。 

 欧州連合への負担金収入は関税も付加価値税の一部も含まれる。これは2006年にはかなり落ち込んだ後2007年には最後に僅かながら

増加する。 

＜表４＞ 連邦政府の税収と税外収入 

 
  2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

  10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDP産の％ GDPの％ 

1. 流動収入 89.09 88.51 92.92 28.7 28.3 28.5

 ○税収 86.52 85.77 90.79 27.9 27.4 27.8

  直接税 49.16 48.54 50.89 15.8 15.5 15.6

  関税と消費税 9.10 8.80 9.54 2.9 2.8 2.9

  付加価値税 23.94 24.05 25.55 7.7 7.7 7.8

  登録税と各種税 4.33 4.39 4.82 1.4 1.4 1.5

 ○税外収入 2.56 2.74 2.13 0.8 0.9 0.7

2. 資本収入 1.73 2.63 2.90 0.6 0.8 0.9

 ○税収 1.54 1.56 1.67 0.5 0.5 0.5

 ○税外収入 0.19 1.07 1.23 0.1 0.3 0.4

税収小計 88.07 87.33 92.46 28.4 27.9 28.3

税外収入小計 2.75 3.81 3.37 0.9 1.2 1.0

3. 収入総計 90.81 91.14 95.82 29.3 29.1 29.3

4. 課徴金 46.72 47.03 49.89 15.0 15.0 15.3

 ○欧州連合 2.39 2.43 2.58 0.8 0.8 0.8

 ○共同体と地域圏 33.45 33.53 35.48 10.8 10.7 10.9

 ○勤労者社会保障 9.79 9.78 10.43 3.2 3.1 3.2

 ○自営業者社会保障 0.45 0.46 0.66 0.1 0.1 0.2

 ○SZ-PPO等社会保障部門 0.27 0.27 0.24 0.1 0.1 0.1

 ○その他 0.37 0.56 0.50 0.1 0.2 0.2

5. 国家財源 44.10 44.11 45.93 14.2 14.1 14.1

 ○税収  41.37 40.37 42.66 13.3 12.9 13.1

 ○税外収入 2.73 3.74 3.27 0.9 1.2 1.0
 
   SZ-PPO＝国家社会保障局 ─ 県・自治体政府局 
 
 共同体と地域圏への配分財源は一方では連邦政府によって徴収され配分される地域圏の資金と他方では財政法に従がって共同体と地

域圏に配分される付加価値税と家屋税を含む。この財源は19億5000万ユーロもしくは5.8％増える。 

 共同体税の伸びの鈍化（とりわけ不動産物件登録税）が予測されるにもかかわらずそれでもなお2007年については2006年についての

評価よりも５％以上高いものを記録する。財政法によって規定されているように18年間の人口の推移と相関する家屋税と付加価値税の

負担、異なった地域圏間の国内総生産の増加、インフレ、追加財源の推移と財源許容量の差違で推移する。インフレが予算査定のとき

よりもやや進むためにとりわけ2006年の実質国内総生産の増加率のかなりの上方修正によって2007年の配分財源に追加されるよりも

2006年については相当のプラスの決算残高となった。 

 社会保障体系の代替財源の増加は以前労働への貢献のために強力に主張された社会保障財源の多様化に向けられた政策を例証する。

代替財源がそれを基に計算される基礎（付加価値税、タバコ物品税、職業上の天引き）の通常の推移から生ずる増加とは別に若干の追

加的措置による記録された増加も説明される。そういうわけで追加的代替財源ではいわゆるマリベール社会問題の原価保証も予定され

る。世代間協定法の施行では社会保障負担金の追加的縮小の財源回収の対価とあいての対人課税からの代替財源が予定される。我々は

最後に自営業者の制度に有利に働く代替財源が連邦政府による制度の負債引受けの代償としての思わしくない代替財源の徴収が中止さ

れることを述べておきたい。 

 《他の》転移が2006年の５億6000万ユーロから2007年には５億ユーロに幾らか減少する。石油とガスの手当の財源配分基金への１億

1700万ユーロの転移が消える。2007年には同じくこの同一のカテゴリーの下に警察管区への配分基金、CR欧州共同体への若干の配分、

災害救済基金への転移と証券の金融化の枠内での税収と税外収入に関する払込も入れられる。 

 転移の縮小に伴う全収入は国家財源に入る。これは2006年の441億1000万ユーロに対して2007年には459億3000万ユーロと見積もられ

る。国家財源の増加（4.1％）は全収入（5.1％）の増加以下にとどまる。 

  5.1.2. 社会保障収入 

 表５は社会保障収入とこの勤労者と自営業者の制度についての概要を示す。 
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＜表５＞ 社会保障収入：勤労者と自営業者の制度 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDP産の％ GDPの％ 
1. 社会保障負担金 37.73 37.97 39.79 12.2 12.1 12.2

 勤労者制度 35.07 35.28 37.02 11.3 11.3 11.3

 自営業者制度 2.66 2.68 2.77 0.9 0.9 0.8

2. 代替財源 10.24 10.24 11.09 3.2 3.1 3.2

 勤労者制度 9.79 9.78 10.43 3.2 3.1 3.2

 自営業者制度 0.45 0.46 0.66 0.1 0.1 0.2

3. 連邦政府の転移 6.52 6.52 6.65 2.1 2.1 2.0

 勤労者制度 5.42 5.42 5.52 1.7 1.7 1.7

 自営業者制度 1.10 1.10 1.12 0.4 0.4 0.3

4. 他の収入 2.66 2.54 2.69 0.9 0.8 0.8

 勤労者制度 2.52 2.40 2.55 0.8 0.8 0.8

  内総収入 3.25 3.24 3.40 1.0 1.0 1.0

  内特別配分 △0.73 △0.85 △0.85 △0.2 △0.3 △0.3

5. 収入合計 57.15 57.27 60.23 18.4 18.3 18.4

 勤労者制度 52.79 52.88 55.52 17.0 16.9 17.0

 自営業者制度 4.36 4.39 4.71 1.4 1.4 1.4

 社会保障収入総額は2006年の572億7000万ユーロから2007年には603億3000万ユーロ（5.2％の増額）と見なす。 

 給料の総量の評価された増加に応じた通常の負担金の推移以外に2007年の推移はとりわけ以下のものによって影響を受ける： 

 ─ およそ３億4700万ユーロになる負担金減少のさらなる進行（2007年４月１日現在の勤労者の負担金と若者の負担金の持続速度が食

い違う）； 

  社会的不正行為との闘いの強化の収入への好ましい効果； 

 ─ 通常の休暇手当に関する施策の影響：2007年１月１日からは通常の休暇手当は労働協約の結果雇用主からその支配下にある被用者

負担金と雇用者負担金に直接支払われることになるだろう（評価される影響：１億7700万ユーロ）。 

 代替財源の増額を保障する主要な要因はすでに上述した。 

 両制度への国の手当（連邦政府の転移）は毎年度健康指標の上昇に順応させられ、その結果2007年には1.9％の上昇と識別できる。 

 その他の収入の増額（１億5000万ユーロ）はとりわけ勤労者制度における出資のための収入の増加と書くべきである。これは２年前

からの勤労者制度の包括的な管理の出資の内訳も含んでいる。 

 5.2. 連邦政府と社会保障の支出の展開 

 連邦政府と社会保障の主要な支出の推移は表６で例証される。 

＜表６＞ 連邦政府と社会保障の支出総計 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDPの％ GDPの％ 
1. 主要支出 81.31 81.48 85.23 26.2 26.0 26.1

 連邦政府 30.78 30.67 32.06 9.9 9.8 9.8

 社会保障 57.06 57.33 59.82 18.4 18.3 18.3

 連邦→社会保障 △6.52 △6.52 △6.65 △2.1 △2.1 △2.0

2. その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.7 11.9

3. 連結支出 117.79 118.22 123.95 37.9 37.7 38.0

 連邦政府 24.25 24.15 25.41 7.8 7.7 7.8

 社会保障 57.06 57.33 59.82 18.4 18.3 18.3

 その他の政府 36.48 36.74 38.72 11.8 11.7 11.9

 表６からは国内総生産における主要な支出、これは連邦政府と社会保障のどちらの水準についても比重がさらに低下したことは明ら

かである。 

 連邦政府の主要な支出は2006年も2007年も貸付の消化不良を考慮に入れている。これは2006年には６億5900ユーロに上り、2007年に

ついては選挙の年には慣習的により大きくなる貸付を考慮に入れて８億3200万ユーロにまで上昇した。その貸付の量（したがって消化

不良を考慮せずに）2006年には追加の予算検査によって314億3400万ユーロが313億2900万ユーロに払い戻しされた。2007年については

貸付の量は328億9000万ユーロと見積もられる。 

 2006年の予算減額と概算との社会保障の支出の上昇はとりわけ予測された以上の主軸指標超過、学校入学保険料の承認による特別支

出予測、勤労者制度の包括的な管理による総額９億1500万ユーロの元本組入制度への返済、……に帰せられる。 

 社会保障の主要な支出の推移はとりわけ支出の一番大きい部分を構成する給付による支出を反映する。健康管理のための支出は給付

による支出の主要部分を形づくる。以前はしばしば健康管理のための支出は確定された予算目標設定以上に強く燃えるよう決定されな
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ければならなかった。この傾向は2005年に止まった。当時健康管理の支出は172億5000万ユーロに達していた。このためそれはその年

について確定された目標設定以下に落ち着いていた。2006年においても健康管理のための支出は増加割合では予算検査の際に確定され

たよりも低い状態で推移した。ごく最近の見積によれば支出は目標設定以下の３億ユーロに落ち着くであろう。しかしながら表では今

なお常に予算目標設定の支出は追加的な《消化不良》が途中補正において受け入れられている。社会防衛についての章では社会保護に

関する支出についてさらに詳しく論じられる。 

 5.3. 主要財源残高に対応する主要予算残高について 

 連邦政府と社会保障収入と主要支出のより詳しく記された推移を基に主要予算残高が推定できる。 

＜表７＞ 連邦社会保障総計 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDPの％ GDPの％ 
1. 主要予算残高 13.28 13.31 14.05 4.3 4.2 4.3

 連邦政府 13.32 13.44 13.87 4.3 4.3 4.2

 社会保障 △0.04 △0.13 △0.18 0.0 0.0 0.1

2. 支出補正 △0.95 △1.28 △2.11 △0.3 △0.4 △0.6

 連邦政府 △0.94 △1.70 △2.17 △0.3 △0.5 △0.7

 内GDP財源 △2.35 △2.38 △2.32 △0.8 △0.8 △0.7

 社会保障 △0.01 0.43 0.05 0.0 0.1 0.0

3. 主要財源残高 12.33 12.03 11.93 4.0 3.8 3.7

 連邦政府 12.38 12.03 11.93 4.0 3.8 3.7

 社会保障 △0.05 0.29 0.23 0.0 0.1 0.1

     注 数値の比較のために慣習的な支出の貸付消化不良を考慮した。 

 連邦政府と社会保障の主要予算残高は2006年よりも2007年の方が高くなっている。しかしながらこれは欧州会計制度の定義に従って

必要な主要予算残高の途中補正の影響で消された部分が消え始める。途中補正の概要は本章に記載された別表で与えられる。連邦政府

の水準では途中補正の影響は2006年よりも弱い。これもやはりとりわけ税収に関する補正を記載するためである。2006年からはすでに

10～11月からの法人税納税者名簿が始まるという事実は欧州会計制度の用語における2006年の税収の一度限りだが有利な影響を持つだ

ろう。社会保障に関する収入補正は2005年の４億3000万ユーロから2007年には5000万ユーロに削減される。 

 各政府の主要税収残高は2007年には2006年よりも一部分低くなる。 

 5.4. 資金調達残高 

 表８では利子負担の繰入れによって連邦政府と社会保障の主要税収残高は資金調達残高に移される。 

 連邦政府と社会保障の連結利子負担（欧州会計制度の用語での）は2007年には国内総生産との比率でさらに上昇する。 

 2006年の予算現額に関する差額はとりわけ鉄道基盤整備基金の減少によって明らかである。2006年の概算の数値においても2007年の

当初の数値においても鉄道基盤整備基金の利子負担はもはや見られない。 

 連邦政府はまあこのようにして2007年には均衡（欧州会計制度の用語での）を達成する。社会保障の黒字と関連して各政府Ⅰは国内

総生産の0.2％の余剰、2006年に見積もられた結果に関連して0.1％の改善を達成する。 

＜表８＞ 連邦政府と社会保障の総計 

 
  2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

  10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDPの％ GDPの％ 
1. 主要財源残高 12.33 12.03 11.93 4.0 3.8 3.7

 連邦政府 12.38 11.74 11.70 4.0 3.7 3.6

 社会保障 △0.05 0.29 0.23 0.0 0.1 0.1

2. 国債の利子負担 12.18 12.66 12.16 3.9 4.0 3.7

 連邦政府 12.18 12.66 12.16 0.0 0.0 0.0

 社会保障 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

3. 利子の途中補正 △0.22 △0.81 △0.73 △0.1 △0.3 △0.2

 連邦政府 △0.02 △0.66 △0.44 0.0 △0.2 △0.1

 社会保障 △0.21 △0.15 △0.29 △0.1 0.0 △0.1

4. 利子負担（EDP定義） 11.96 11.84 11.43 3.9 3.8 3.5

 連邦政府 12.17 11.99 11.72 3.9 3.8 3.6

 社会保障 △0.21 △0.15 △0.29 △0.1 0.0 △0.1

5. 資金調達不足 0.04 0.03 0.90 0.0 0.0 0.3

 連邦政府 0.21 △0.26 △0.02 0.1 △0.1 0.0

 社会保障 0.16 0.44 0.52 0.1 0.1 0.2

 各政府Ⅱ △0.33 △0.15 0.40 △0.1 0.0 0.1

P.M.各政府Ⅰ 0.37 0.18 0.50 0.1 0.1 0.2
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 2006年には地方政府については選挙の年の慣習的な負債が想定される。2007年には地方政府の財源は回復するに違いないだろう。そ

れゆえ均衡も想定される。 

 共同体と地域圏については2006年10月16日の財源と予算についての大臣間会議で取り決められたように黒字が想定される。 

 各政府Ⅰと各政府Ⅱの見積もられた黒字の総額については全政府水準の黒字は国内総生産の0.3％になる。これでもって老齢基金に

適応する法律で確定された行程は尊重される。 

補 遺 

資金調達残高に対応する予算数値の変更（95年の欧州会計制度） 

 いわゆる95年の欧州会計制度の修正とともに一方では予算数値と他方では95年の欧州会計制度に従って作成された国家会計における

ような政府の資金調達残高との間の転換が行われる。この資金調達残高は予算数値への国際的関与と見なされるのは確かである。 

1. 連邦政府の当初予算残高の当初財源残高への変更の補正 

 つぎの表は連邦政府の当初予算残高の当初財源残高への転換についての変更の補正の概要を示す。 

＜表Ｂ１＞ 連邦政府の当初予算残高の当初財源残高への変更の補正 

（10億ユーロ）          

2006年現額 2006年概算 2007年当初 

Ａ．政府部門の全資産 △2.49 △2.78 △2.65 

 (ａ)欧州連合の国内総生産分担金 △2.35 △2.38 △2.32 

 (ｂ)当初支出の負債概算 △0.21 △0.36 △0.25 

 (ｃ)予算外の資金と制度の連結 0.07 △0.05 △0.08 

Ｂ．金融と金融以外の取引 0.23 0.22 0.16 

 (ｄ)純粋の出資分担金と信用状の授与 0.23 0.22 0.16 

  ○支出 △0.09 △0.10 △0.06 

  ○収入 0.32 0.32 0.22 

Ｃ．記録時期の相違 0.63 0.82 0.18 

 (ｅ)取引に基づく税 0.49 0.73 0.14 

 (ｆ)ベルギー国立銀行のための償還 △0.10 △0.10 0.00 

 (ｇ)国営宝くじのための償還 △0.01 0.00 0.00 

 (ｈ)2005.7.15判決（TB）、屠殺場…… 0.25 0.20 0.04 

Ｄ．その他の補正 1.34 0.69 0.97 

 貸付の消化不良 0.66 0.66 0.83 

 その他 0.69 0.03 0.13 

合 計 △0.28 △1.05 △1.34 

ａ．かなりの補正（マイナス）が欧州連合へのベルギー国内総生産の分担金に関係する。これは一般的な予算説明では慣例として当初

支出としては算入されず、それゆえこのEU分担金は途中補正で処理される。 

ｂ．国債の予算もまた当初資金調達残高に影響を及ぼす利子負担以外の支出を含む。他方ではこの当初支出もまた国家会計における資

本移転と見なされる公債の負債金額を含む。それゆえ返済金額は消去可能である。同様に連邦投資会社によってサベナ航空への出資

分担の取得のために開始された負債の返済やそのほかの間接的な負債に関する返済に当てはまる。2006年の予算現額では国立信用保

証局に１億200万ユーロの金額の貸付の承認についての規則化が貫徹された。他方2007年には鉄道基盤整備基金への１億5000万ユー

ロの投資割当が考慮される。 

ｃ．政府の連結範囲はまたとりわけ予算外の資金と制度を含む：政府部門の勘定に入れられる連邦食物連鎖保護代理業者や建築規制代

理業者（13頁）といったもの。 

ｄ．純粋の出資分担金と信用状の授与は資金調達残高には影響しない。 

ｅ．この補正はとりわけ一方では未納税金（間接税）の誘因となる経済的な移転の日もしくは登記（直接税）の日と他方では当然支払

われるべき金額の請求可能な日との間の時期に関係のある収入の移動を考慮するために税収への影響に関係する。2006年については

法人税の登記に導入された加速によって一度限りだが有利な影響が記録される。これはこれから今一度10月に動き出すだろう。 

ｆ．ベルギー国立銀行の政府への払込に関係するものは95年の欧州会計制度の規定に従って評価の差（価値の多少）があるために収入

は考慮されなくてよい；また銀行の過重負担は当座の収入とは見なせない。さらに予算年度の期間に代わる会計年度に関する収入が

気に掛けられる。 

ｇ．国営の宝くじから国へ行われる繰入はこれが関係する年度に帰せられる。 

ｈ．2004年７月15日の裁判所での判決に従った証券取引所の業務の分け前と持参人への有価証券の引渡しの業務の2005年と2006年の払

戻は2004年の会計年度に帰せられる。当初支出に取り上げられた2006年の１億2000万ユーロと2007年の４億ユーロの2003年の法廷で

の判決に従った屠殺場への支払金額はここで失効した。 

ｉ．貸付の消化不良は毎年度確定される。これまでと同様のここでもまた2007年の予算年度が考慮される。 
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ければならなかった。この傾向は2005年に止まった。当時健康管理の支出は172億5000万ユーロに達していた。このためそれはその年

について確定された目標設定以下に落ち着いていた。2006年においても健康管理のための支出は増加割合では予算検査の際に確定され

たよりも低い状態で推移した。ごく最近の見積によれば支出は目標設定以下の３億ユーロに落ち着くであろう。しかしながら表では今

なお常に予算目標設定の支出は追加的な《消化不良》が途中補正において受け入れられている。社会防衛についての章では社会保護に

関する支出についてさらに詳しく論じられる。 

 5.3. 主要財源残高に対応する主要予算残高について 

 連邦政府と社会保障収入と主要支出のより詳しく記された推移を基に主要予算残高が推定できる。 

＜表７＞ 連邦社会保障総計 

 
 2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

 10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDPの％ GDPの％ 
1. 主要予算残高 13.28 13.31 14.05 4.3 4.2 4.3

 連邦政府 13.32 13.44 13.87 4.3 4.3 4.2

 社会保障 △0.04 △0.13 △0.18 0.0 0.0 0.1

2. 支出補正 △0.95 △1.28 △2.11 △0.3 △0.4 △0.6

 連邦政府 △0.94 △1.70 △2.17 △0.3 △0.5 △0.7

 内GDP財源 △2.35 △2.38 △2.32 △0.8 △0.8 △0.7

 社会保障 △0.01 0.43 0.05 0.0 0.1 0.0

3. 主要財源残高 12.33 12.03 11.93 4.0 3.8 3.7

 連邦政府 12.38 12.03 11.93 4.0 3.8 3.7

 社会保障 △0.05 0.29 0.23 0.0 0.1 0.1

     注 数値の比較のために慣習的な支出の貸付消化不良を考慮した。 

 連邦政府と社会保障の主要予算残高は2006年よりも2007年の方が高くなっている。しかしながらこれは欧州会計制度の定義に従って

必要な主要予算残高の途中補正の影響で消された部分が消え始める。途中補正の概要は本章に記載された別表で与えられる。連邦政府

の水準では途中補正の影響は2006年よりも弱い。これもやはりとりわけ税収に関する補正を記載するためである。2006年からはすでに

10～11月からの法人税納税者名簿が始まるという事実は欧州会計制度の用語における2006年の税収の一度限りだが有利な影響を持つだ

ろう。社会保障に関する収入補正は2005年の４億3000万ユーロから2007年には5000万ユーロに削減される。 

 各政府の主要税収残高は2007年には2006年よりも一部分低くなる。 

 5.4. 資金調達残高 

 表８では利子負担の繰入れによって連邦政府と社会保障の主要税収残高は資金調達残高に移される。 

 連邦政府と社会保障の連結利子負担（欧州会計制度の用語での）は2007年には国内総生産との比率でさらに上昇する。 

 2006年の予算現額に関する差額はとりわけ鉄道基盤整備基金の減少によって明らかである。2006年の概算の数値においても2007年の

当初の数値においても鉄道基盤整備基金の利子負担はもはや見られない。 

 連邦政府はまあこのようにして2007年には均衡（欧州会計制度の用語での）を達成する。社会保障の黒字と関連して各政府Ⅰは国内

総生産の0.2％の余剰、2006年に見積もられた結果に関連して0.1％の改善を達成する。 

＜表８＞ 連邦政府と社会保障の総計 

 
  2006現額 2006概算 2007当初 2006現額 2006概算 2007当初 

  10億ユーロ 10億ユーロ 10億ユーロ GDPの％ GDPの％ GDPの％ 
1. 主要財源残高 12.33 12.03 11.93 4.0 3.8 3.7

 連邦政府 12.38 11.74 11.70 4.0 3.7 3.6

 社会保障 △0.05 0.29 0.23 0.0 0.1 0.1

2. 国債の利子負担 12.18 12.66 12.16 3.9 4.0 3.7

 連邦政府 12.18 12.66 12.16 0.0 0.0 0.0

 社会保障 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

3. 利子の途中補正 △0.22 △0.81 △0.73 △0.1 △0.3 △0.2

 連邦政府 △0.02 △0.66 △0.44 0.0 △0.2 △0.1

 社会保障 △0.21 △0.15 △0.29 △0.1 0.0 △0.1

4. 利子負担（EDP定義） 11.96 11.84 11.43 3.9 3.8 3.5

 連邦政府 12.17 11.99 11.72 3.9 3.8 3.6

 社会保障 △0.21 △0.15 △0.29 △0.1 0.0 △0.1

5. 資金調達不足 0.04 0.03 0.90 0.0 0.0 0.3

 連邦政府 0.21 △0.26 △0.02 0.1 △0.1 0.0

 社会保障 0.16 0.44 0.52 0.1 0.1 0.2

 各政府Ⅱ △0.33 △0.15 0.40 △0.1 0.0 0.1

P.M.各政府Ⅰ 0.37 0.18 0.50 0.1 0.1 0.2
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 2006年には地方政府については選挙の年の慣習的な負債が想定される。2007年には地方政府の財源は回復するに違いないだろう。そ

れゆえ均衡も想定される。 

 共同体と地域圏については2006年10月16日の財源と予算についての大臣間会議で取り決められたように黒字が想定される。 

 各政府Ⅰと各政府Ⅱの見積もられた黒字の総額については全政府水準の黒字は国内総生産の0.3％になる。これでもって老齢基金に

適応する法律で確定された行程は尊重される。 

補 遺 

資金調達残高に対応する予算数値の変更（95年の欧州会計制度） 

 いわゆる95年の欧州会計制度の修正とともに一方では予算数値と他方では95年の欧州会計制度に従って作成された国家会計における

ような政府の資金調達残高との間の転換が行われる。この資金調達残高は予算数値への国際的関与と見なされるのは確かである。 

1. 連邦政府の当初予算残高の当初財源残高への変更の補正 

 つぎの表は連邦政府の当初予算残高の当初財源残高への転換についての変更の補正の概要を示す。 

＜表Ｂ１＞ 連邦政府の当初予算残高の当初財源残高への変更の補正 

（10億ユーロ）          

2006年現額 2006年概算 2007年当初 

Ａ．政府部門の全資産 △2.49 △2.78 △2.65 

 (ａ)欧州連合の国内総生産分担金 △2.35 △2.38 △2.32 

 (ｂ)当初支出の負債概算 △0.21 △0.36 △0.25 

 (ｃ)予算外の資金と制度の連結 0.07 △0.05 △0.08 

Ｂ．金融と金融以外の取引 0.23 0.22 0.16 

 (ｄ)純粋の出資分担金と信用状の授与 0.23 0.22 0.16 

  ○支出 △0.09 △0.10 △0.06 

  ○収入 0.32 0.32 0.22 

Ｃ．記録時期の相違 0.63 0.82 0.18 

 (ｅ)取引に基づく税 0.49 0.73 0.14 

 (ｆ)ベルギー国立銀行のための償還 △0.10 △0.10 0.00 

 (ｇ)国営宝くじのための償還 △0.01 0.00 0.00 

 (ｈ)2005.7.15判決（TB）、屠殺場…… 0.25 0.20 0.04 

Ｄ．その他の補正 1.34 0.69 0.97 

 貸付の消化不良 0.66 0.66 0.83 

 その他 0.69 0.03 0.13 

合 計 △0.28 △1.05 △1.34 

ａ．かなりの補正（マイナス）が欧州連合へのベルギー国内総生産の分担金に関係する。これは一般的な予算説明では慣例として当初

支出としては算入されず、それゆえこのEU分担金は途中補正で処理される。 

ｂ．国債の予算もまた当初資金調達残高に影響を及ぼす利子負担以外の支出を含む。他方ではこの当初支出もまた国家会計における資

本移転と見なされる公債の負債金額を含む。それゆえ返済金額は消去可能である。同様に連邦投資会社によってサベナ航空への出資

分担の取得のために開始された負債の返済やそのほかの間接的な負債に関する返済に当てはまる。2006年の予算現額では国立信用保

証局に１億200万ユーロの金額の貸付の承認についての規則化が貫徹された。他方2007年には鉄道基盤整備基金への１億5000万ユー

ロの投資割当が考慮される。 

ｃ．政府の連結範囲はまたとりわけ予算外の資金と制度を含む：政府部門の勘定に入れられる連邦食物連鎖保護代理業者や建築規制代

理業者（13頁）といったもの。 

ｄ．純粋の出資分担金と信用状の授与は資金調達残高には影響しない。 

ｅ．この補正はとりわけ一方では未納税金（間接税）の誘因となる経済的な移転の日もしくは登記（直接税）の日と他方では当然支払

われるべき金額の請求可能な日との間の時期に関係のある収入の移動を考慮するために税収への影響に関係する。2006年については

法人税の登記に導入された加速によって一度限りだが有利な影響が記録される。これはこれから今一度10月に動き出すだろう。 

ｆ．ベルギー国立銀行の政府への払込に関係するものは95年の欧州会計制度の規定に従って評価の差（価値の多少）があるために収入

は考慮されなくてよい；また銀行の過重負担は当座の収入とは見なせない。さらに予算年度の期間に代わる会計年度に関する収入が

気に掛けられる。 

ｇ．国営の宝くじから国へ行われる繰入はこれが関係する年度に帰せられる。 

ｈ．2004年７月15日の裁判所での判決に従った証券取引所の業務の分け前と持参人への有価証券の引渡しの業務の2005年と2006年の払

戻は2004年の会計年度に帰せられる。当初支出に取り上げられた2006年の１億2000万ユーロと2007年の４億ユーロの2003年の法廷で

の判決に従った屠殺場への支払金額はここで失効した。 

ｉ．貸付の消化不良は毎年度確定される。これまでと同様のここでもまた2007年の予算年度が考慮される。 
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ｊ．その他の項目は一連の几帳面な補正を含む。 

2. 社会保障当初予算残高の財源残高への補正 

 下記の表は社会保障制度において当初予算残高を当初財源残高に移すために用いられる補正の概要を示す。 

＜表Ｂ１＞ 社会保障当初予算残高の財源残高への補正（10億ユーロ） 

 2006年現額 2006年概算 2007年当初  

勤労者制度 △10 514 54  

 ○未承認積立金の移動 25 0 159 （ａ.） 

 ○適用領域における差異 △35 19 △105 （ｂ.） 

  失業：助成契約、TWW、PWA △6 △21 △7  

  年金：個人出資 △84 7 △83  

  RSZ-PPO △19 △48 △40  

  労働災害：個人出資 △22 △22 △21  

  職業病：PPO部門 △17 △17 △19  

  FCUD 15 15 0  

  年金PPO △3 4 △35  

  生命保険基金と休業着手基金 100 100 100  

  その他 0 0 0  

 運営全体の収益 0 127 0 （ｃ.） 

 ○その他 0 368 0 （ｄ.） 

自営業者制度 0 △87 0  

合 計 △10 427 54  
 
         TWW＝失業者雇用、PWA＝地方雇用代理業、RSZ-PPO＝国家社会保障局 ─ 県・自治体政府局、PPO＝県・自治体政府局  
 

説 明 

ａ. 国家社会保障局の収入はこれらの収入に関係のある勤労者の業績が遂行される年度に割り当てられる。 

ｂ. 社会保障機関は社会補償基金を含むが《年次休暇》部門や任意保険を除いた各種の社会保障部門の中央・主要機関を含む。社会保

障機関は95年の欧州会計制度に従って国家社会保障局 ─ 県・自治体政府局によって運営される共同体の年金制度を含む。それは欧

州会計制度の定義における残高の規定によってこの連結諸機関の残高も考慮される。 

ｃ. 運営全体の収益の投資からの利子は今後は社会保障の通例の収入に入れられる。2006年のプラスの補正（概算）は投資の内訳の評

価減で帳消となる。 

ｄ. 《2006年の概算》の欄についてはここでは運営全体の表にはまだ入れられていない低目に評価された健康管理の支出が考慮され

た。さらに2005年の事前の払戻支出の2006年の償還は帳消しとなった。 

ｅ. 自営業者制度の2006年度の補正はｄの項目で挙げられた事前の払戻の償還に関連がある。さらにそれは2006年度には否定的な欧州

会計制度の補正が連邦政府による負債の引継ぎの代償の残高について社会保障法基金からの穴埋め貫徹するに違いない。 

第Ⅱ章 高齢化覚書 

1. 序 論 

 ベルギーは何年も前から積極的に人口のピラミッド構成におけるかなりの変化に逆らうための準備をしてきた。その展望において長

期間十分にかなり高い福祉水準を維持するために政府は規則正しい施策を行い従来の施策に必要な修正を施す。 

 2001年には政府は政府の負債の継続的な縮減を保証し老齢基金の設立を認める法律（2001年12月５日の法律）を制定し、それに毎年

度高齢化覚書の作成の義務を結び付けた。この法律はベルギーが長期的に一般的には効率的な社会防衛と特殊的には年金の保証に付与

する重要性を具体化する。 

 覚書作成の手続は三段階からなる： 

1. 高齢化研究委員会がとりわけ予算と社会への高齢化の影響の分析からなる報告書を作成する； 

2. 最高財政会議の財源需要局が高齢化研究会の報告書を考慮して勧告を作成する； 

3. 政府は高齢化研究委員と最高財政会議の財源需要局の成果と決定に従って高齢化覚書を作成する。そこには政府が人口の高齢化に

関して進める政策の進路が提示される。 

 年金と健康管理の将来の財源を保証したいという同様な願いから政府は2005年末に世代間協定を締結した。それは重要な目標として

若者には労働経験を知る機会を与え、退職かもしくは構造改革後に身を引かざるをえなくなる年配者には労働市場に新たな機会を提供

する若干の活気に満ちた政策を進めるだろう。 
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2. 高齢化人口と予算上の費用 

 2.1. 人口の展望（表は単位千人） 

＜表１＞ 人口構成の推移 

 
 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2030－2005 2050－2005 2030/2005 2050/2005

0～14 1,786.7 1,723.5 1,679.5 1,691.4 1,656.0 1,647.6 △95.3 △139.1 △5.3 △7.8

15～64 6,867.1 6,989.5 6.881.2 6,587.6 6,450.0 6,399.8 △279.5 △467.3 △4.1 △6.8

65～ 1,803.2 1,849.6 2,191.2 2,642.1 2,882.7 2,915.7 838.9 1,112.5 46.5 61.7

合 計 10.457.0 10,562.6 10,751.9 10,921.1 10,988.7 10,963.1 464.1 506.1 4.4％ 4.8％

   全人口中の比率   

 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2030－2005 2050－2005 2030/2005 2050/2005

0～14 17.1 16.3 15.6 15.5 15.1 15.0 △1.6 △2.1 △9.4 △12.0

15～64 65.7 66.2 64.0 60.3 58.7 58.4 △5.3 △7.3 △8.1 △11.1

65～ 17.2 17.5 20.4 24.2 26.2 26.6 6.9 9.4 40.3 54.2

   依存率   

 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2030－2005 2050－2005 2030/2005 2050/2005

0～14 26.0 24.7 24.4 25.7 25.7 25.7 △0.3 △0.3 △1.3 △1.1

65～ 26.3 26.5 31.8 40.1 44.7 45.6 13.8 19.3 52.7 73.5

合 計 52.3 51.1 56.3 65.8 70.4 71.3 13.5 19.0 25.8 36.4

 
 人口の年齢構成は意思決定の際にやはり考慮しなければならない政治・経済・社会生活の発展にとって重要な要素である。人口の年

齢構成の変動は特に社会保障に関係する政府の支出と収入に直接影響する。 

 表１は連邦企画局と国立統計研究所の2005～2050年にわたる人口についてのごく最近の見通しをこの期間の依存率と併せて示す。 

 豊かさ度の低下の累積された影響と平均余命のかなりの上昇はすでに2000～2010年の間に人口の年齢構成の修正をよぎなくした。こ

の傾向はつぎの時期には一層強められる。また高齢化研究委員会の活動に基づく予測によれば少年（０～14歳）の人数は総人口の増加

にもかかわらず傾向的に減少をたどるだろう。総人口に占める割合は2005年の17.1％から2030年には15.5％、2050年には15％にまで落

ち込むだろう。15～64歳の年齢層の総人口の低下は絶対値でも比率でももっと強く宣告されている。ベビーブーマーの移行が65歳以上

の人数のかなりの増加を引き起こす。総人口中の割合は2005年の17.2％から2030年には24.2％、2050年には26.6％に増加するだろう。

したがって2030年には年長者人口のおよそ４分の１が65歳以上に、2050年には４分の１以上がなるだろう。 

 表１に示した依存率は両極の年齢グループの割合を15～64歳間の人口のそれと比較する。少年の比率は比較的一定していて65歳以上

の人口の率とは対照的である。これは2005年の26.3％から2030年には41.1％に、2050年には46.6％に上昇、もしくは6.5％の増加とな

る。全体の依存率は2050年には70％以上に増加する。 

 したがって将来より少数の労働人口がより増加した非労働人口の社会保障給付金を賄わなければならないだろう。 

 2.2. 高齢化の予算への影響 

 高齢化研究委員会の第５報告（2006年５月）は社会防衛の支出の推移を基礎に高齢化の社会的な予算上の影響の評価を行っている。

以前の年と比べると期限は2030年から2050年に拡張された。これは欧州連合が安定協定の枠内での政府財源の維持可能期限の分析につ

いて利用したものと合致する。中期的期間（2006年～2011年）については連邦企画局が2006年５月に公表した《2006年～2011年の経済

展望》からの主要なマクロ経済の仮定や社会政策に関する仮説が合致するように思われる。2012年以降の期間については経済成長の評

価は労働生産性、構造上の失業度、したがって雇用の推移もしくは長期に関する仮説に基づく。 

 以前の報告は一方は充足感への順応なしと他方ではありの社会政策の二つの筋書きからなっていた。それに対して最も新しい報告は

充足感への順応なしの筋書きは断念している。その報告の最新版では研究委員会は社会保障給付金の充足感と俸給上限の引上げに順応

する世代間協定の社会政策方策を考慮している。したがってそれは唯一の筋書きを残したままとなっている。 

 高齢化研究委員会は２時点間の社会保障支出の増加として高齢化の予算上の費用を国内総生産との比率に限定している。国内総生産

における社会保障支出の比重は社会保障支出の推移によっても国内総生産の推移によっても影響を受ける。 
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ｊ．その他の項目は一連の几帳面な補正を含む。 

2. 社会保障当初予算残高の財源残高への補正 

 下記の表は社会保障制度において当初予算残高を当初財源残高に移すために用いられる補正の概要を示す。 

＜表Ｂ１＞ 社会保障当初予算残高の財源残高への補正（10億ユーロ） 

 2006年現額 2006年概算 2007年当初  

勤労者制度 △10 514 54  

 ○未承認積立金の移動 25 0 159 （ａ.） 

 ○適用領域における差異 △35 19 △105 （ｂ.） 

  失業：助成契約、TWW、PWA △6 △21 △7  

  年金：個人出資 △84 7 △83  

  RSZ-PPO △19 △48 △40  

  労働災害：個人出資 △22 △22 △21  

  職業病：PPO部門 △17 △17 △19  

  FCUD 15 15 0  

  年金PPO △3 4 △35  

  生命保険基金と休業着手基金 100 100 100  

  その他 0 0 0  

 運営全体の収益 0 127 0 （ｃ.） 

 ○その他 0 368 0 （ｄ.） 

自営業者制度 0 △87 0  

合 計 △10 427 54  
 
         TWW＝失業者雇用、PWA＝地方雇用代理業、RSZ-PPO＝国家社会保障局 ─ 県・自治体政府局、PPO＝県・自治体政府局  
 

説 明 

ａ. 国家社会保障局の収入はこれらの収入に関係のある勤労者の業績が遂行される年度に割り当てられる。 

ｂ. 社会保障機関は社会補償基金を含むが《年次休暇》部門や任意保険を除いた各種の社会保障部門の中央・主要機関を含む。社会保

障機関は95年の欧州会計制度に従って国家社会保障局 ─ 県・自治体政府局によって運営される共同体の年金制度を含む。それは欧

州会計制度の定義における残高の規定によってこの連結諸機関の残高も考慮される。 

ｃ. 運営全体の収益の投資からの利子は今後は社会保障の通例の収入に入れられる。2006年のプラスの補正（概算）は投資の内訳の評

価減で帳消となる。 

ｄ. 《2006年の概算》の欄についてはここでは運営全体の表にはまだ入れられていない低目に評価された健康管理の支出が考慮され

た。さらに2005年の事前の払戻支出の2006年の償還は帳消しとなった。 

ｅ. 自営業者制度の2006年度の補正はｄの項目で挙げられた事前の払戻の償還に関連がある。さらにそれは2006年度には否定的な欧州

会計制度の補正が連邦政府による負債の引継ぎの代償の残高について社会保障法基金からの穴埋め貫徹するに違いない。 

第Ⅱ章 高齢化覚書 

1. 序 論 

 ベルギーは何年も前から積極的に人口のピラミッド構成におけるかなりの変化に逆らうための準備をしてきた。その展望において長

期間十分にかなり高い福祉水準を維持するために政府は規則正しい施策を行い従来の施策に必要な修正を施す。 

 2001年には政府は政府の負債の継続的な縮減を保証し老齢基金の設立を認める法律（2001年12月５日の法律）を制定し、それに毎年

度高齢化覚書の作成の義務を結び付けた。この法律はベルギーが長期的に一般的には効率的な社会防衛と特殊的には年金の保証に付与

する重要性を具体化する。 

 覚書作成の手続は三段階からなる： 

1. 高齢化研究委員会がとりわけ予算と社会への高齢化の影響の分析からなる報告書を作成する； 

2. 最高財政会議の財源需要局が高齢化研究会の報告書を考慮して勧告を作成する； 

3. 政府は高齢化研究委員と最高財政会議の財源需要局の成果と決定に従って高齢化覚書を作成する。そこには政府が人口の高齢化に

関して進める政策の進路が提示される。 

 年金と健康管理の将来の財源を保証したいという同様な願いから政府は2005年末に世代間協定を締結した。それは重要な目標として

若者には労働経験を知る機会を与え、退職かもしくは構造改革後に身を引かざるをえなくなる年配者には労働市場に新たな機会を提供

する若干の活気に満ちた政策を進めるだろう。 
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2. 高齢化人口と予算上の費用 

 2.1. 人口の展望（表は単位千人） 

＜表１＞ 人口構成の推移 

 
 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2030－2005 2050－2005 2030/2005 2050/2005

0～14 1,786.7 1,723.5 1,679.5 1,691.4 1,656.0 1,647.6 △95.3 △139.1 △5.3 △7.8

15～64 6,867.1 6,989.5 6.881.2 6,587.6 6,450.0 6,399.8 △279.5 △467.3 △4.1 △6.8

65～ 1,803.2 1,849.6 2,191.2 2,642.1 2,882.7 2,915.7 838.9 1,112.5 46.5 61.7

合 計 10.457.0 10,562.6 10,751.9 10,921.1 10,988.7 10,963.1 464.1 506.1 4.4％ 4.8％

   全人口中の比率   

 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2030－2005 2050－2005 2030/2005 2050/2005

0～14 17.1 16.3 15.6 15.5 15.1 15.0 △1.6 △2.1 △9.4 △12.0

15～64 65.7 66.2 64.0 60.3 58.7 58.4 △5.3 △7.3 △8.1 △11.1

65～ 17.2 17.5 20.4 24.2 26.2 26.6 6.9 9.4 40.3 54.2

   依存率   

 2005 2010 2020 2030 2040 2050 2030－2005 2050－2005 2030/2005 2050/2005

0～14 26.0 24.7 24.4 25.7 25.7 25.7 △0.3 △0.3 △1.3 △1.1

65～ 26.3 26.5 31.8 40.1 44.7 45.6 13.8 19.3 52.7 73.5

合 計 52.3 51.1 56.3 65.8 70.4 71.3 13.5 19.0 25.8 36.4

 
 人口の年齢構成は意思決定の際にやはり考慮しなければならない政治・経済・社会生活の発展にとって重要な要素である。人口の年

齢構成の変動は特に社会保障に関係する政府の支出と収入に直接影響する。 

 表１は連邦企画局と国立統計研究所の2005～2050年にわたる人口についてのごく最近の見通しをこの期間の依存率と併せて示す。 

 豊かさ度の低下の累積された影響と平均余命のかなりの上昇はすでに2000～2010年の間に人口の年齢構成の修正をよぎなくした。こ

の傾向はつぎの時期には一層強められる。また高齢化研究委員会の活動に基づく予測によれば少年（０～14歳）の人数は総人口の増加

にもかかわらず傾向的に減少をたどるだろう。総人口に占める割合は2005年の17.1％から2030年には15.5％、2050年には15％にまで落

ち込むだろう。15～64歳の年齢層の総人口の低下は絶対値でも比率でももっと強く宣告されている。ベビーブーマーの移行が65歳以上

の人数のかなりの増加を引き起こす。総人口中の割合は2005年の17.2％から2030年には24.2％、2050年には26.6％に増加するだろう。

したがって2030年には年長者人口のおよそ４分の１が65歳以上に、2050年には４分の１以上がなるだろう。 

 表１に示した依存率は両極の年齢グループの割合を15～64歳間の人口のそれと比較する。少年の比率は比較的一定していて65歳以上

の人口の率とは対照的である。これは2005年の26.3％から2030年には41.1％に、2050年には46.6％に上昇、もしくは6.5％の増加とな

る。全体の依存率は2050年には70％以上に増加する。 

 したがって将来より少数の労働人口がより増加した非労働人口の社会保障給付金を賄わなければならないだろう。 

 2.2. 高齢化の予算への影響 

 高齢化研究委員会の第５報告（2006年５月）は社会防衛の支出の推移を基礎に高齢化の社会的な予算上の影響の評価を行っている。

以前の年と比べると期限は2030年から2050年に拡張された。これは欧州連合が安定協定の枠内での政府財源の維持可能期限の分析につ

いて利用したものと合致する。中期的期間（2006年～2011年）については連邦企画局が2006年５月に公表した《2006年～2011年の経済

展望》からの主要なマクロ経済の仮定や社会政策に関する仮説が合致するように思われる。2012年以降の期間については経済成長の評

価は労働生産性、構造上の失業度、したがって雇用の推移もしくは長期に関する仮説に基づく。 

 以前の報告は一方は充足感への順応なしと他方ではありの社会政策の二つの筋書きからなっていた。それに対して最も新しい報告は

充足感への順応なしの筋書きは断念している。その報告の最新版では研究委員会は社会保障給付金の充足感と俸給上限の引上げに順応

する世代間協定の社会政策方策を考慮している。したがってそれは唯一の筋書きを残したままとなっている。 

 高齢化研究委員会は２時点間の社会保障支出の増加として高齢化の予算上の費用を国内総生産との比率に限定している。国内総生産

における社会保障支出の比重は社会保障支出の推移によっても国内総生産の推移によっても影響を受ける。 
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＜表２＞ 社会費用の実質伸び率の平均 

 
  2005～2010 2010～2020 2020～2030 2030～2040 2040～2050 2005～2030 2005～2050

年 金 1.8 3.4 3.5 2.4 1.6 3.1 2.6

 勤労者 2.2 3.7 3.8 2.4 1.6 3.4 2.8

 自営業者 2.2 0.7 3.2 1.6 1.6 2.0 1.8

 政府機関 1.0 3.2 3.5 2.3 1.9 2.9 2.5

健康管理 4.4 3.1 2.6 2.4 2.1 3.2 2.8

障害者 2.2 2.2 1.6 0.7 1.6 2.0 1.6

失業者 1.3 △1.2 0.2 0.8 1.6 △0.2 0.4

早期退職金 2.2 △0.7 1.6 1.6 1.6 0.8 1.2

児童手当 0.9 0.8 0.8 1.6 0.7 0.8 1.0

他の社会費用 2.2 2.2 1.6 1.6 1.6 2.0 1.8

合 計 2.5 2.6 2.6 2.2 1.8 2.6 2.3

年金と健康管理 3.0 3.3 3.1 2.4 1.8 3.1 2.7

その他の部門 1.3 0.9 0.7 1.2 1.4 0.9 1.1
 

 社会保障支出の全量は2005年～2030年の間に2.6％の平均的実質伸びが、またこれを2050年まで考察期間を延長すれば2.3％の減少が

分かるだろう。この増加は一方では健康管理支出の上昇（2005～2030年間に3.2％）のせいであるが、すでに充足感の伸びは異なった

期間の進行中に低下するであろうし、他方特に勤労者の場合に著しい年金支出の増加のせいでもある。 

 健康管理の支出の推移の見積については今政府年度（2007年）末には4.5％の伸び基準が想定される。2005年以降の伸びのリズムは

高齢化研究委員会が用いている評価方法からはかなり低い結果となっている。この方法では健康管理の推移は生活水準の推移によって

も人口規模の構成によっても左右される。2005年と2030年の間に平均実質の伸びは2.6％に達する。もしも限度を2050年と想定すれば

平均実質の伸びは2.3％である。 

 一方で社会保障支出の実質の伸びの加速が期待される。他方では特につぎの10年間の初めからのベルギー経済の成長リズムの減速が

予測される。両要素の結び付きが国内総生産との比率における社会保障支出の比重の推移が、あるいは他方では高齢化の予算費用が決

定される。その投影において高齢化研究委員会は長期の1.75％の持続的な生産の伸びから始めた。経済成長の変動はとりわけ雇用の推

移によって決定される。労働人口階層の見積もられた伸びは2019年以降雇用が成長に消極的な貢献しかしないので労働年齢人口の減少

を埋め合わせるにはもはや十分ではない。図１に例示したように国内総生産の伸びは生産性の伸びの平均を下回る。 

 したがって2005年と2030年の間に健康管理の予算費用は国内総生産の2.4％に上昇するだろう。委員会はその報告においてこの上昇

が緊急の介護付与の1.8％と長期の介護の供給の0.6％とに配分されることを明らかにする。 

 以前の報告と対照的に社会保障支出は2005年も2030年も引き下げられている（特にそれぞれ国内総生産の2005年は23.5％に代えて

23.1％に、2030年は27.3％に代えて26.8％に）。その最新の報告では国内総生産の2005年には1.8％に、2030年には3.6％に高められて

いる。この有利な国内総生産の効果は世代間協定の枠内で採られた方策から一部は出てくる。 

 図１の３種は左から国内総生産、雇用、平均的生産性である。 

＜図１＞ 長期の国内総生産の伸びの構成の推移 
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 下記の図から2025年以前の支出の伸びは主として健康管理に帰せられるのに、2025年以降は年金の支出が役割を演ずると推定できる。 

＜図２＞ 高齢化の予算費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その報告において委員会は高齢化の予算上の費用に影響する世代間協定（2005年12月23日の法律）からの方策を考慮する。この方策

の履行は職の供給にも社会保障支出にも影響するのは確かである。 

 その協定は勤労者に年金受給を送らせるのを奨励する金銭的刺激（年金特別給付金…）を含み、また退職金の条件を引き締める。こ

の方策は有資格者（退職金受給者とより少ない程度で年金受給者）の人数を減少させるばかりでなく年金総額の上昇の方向にも導くで

あろう。そのうえその他の社会政策方策（充足感への適合、俸給上限の引上げ、一括補償金額の充足感への順応）は社会保障給付金の

支出の増加を引き起こす。それにもかかわらず長期ではこれらの追加費用はより大きい雇用やより大きい国内総生産の増加によって埋

め合わされるよりも大きくなるだろう。これら全てが国家財政の全体の好ましい影響、すなわち2030年にはベルギーの予算残高は国内

総生産の0.28％の改善に導くだろう。 

3. 主要な政策展望 

 人口の高齢化はわが国の権力者への大きな挑戦を形成する。この挑戦に立ち向かうために首尾一貫した戦略が展開されてきた。 

 政府の負債の縮減と老齢基金の財源に関する目標と併せて全ての労働階層に必要なものの増加と強固な連帯の社会保障優先目標の防

護も形成される。 

 3.1. 予算方針と老齢基金 

  3.1.1. 予算方針 

 予算方針は高齢化の影響を捕捉するための全体戦略における主要な要素を改正する。その展望は将来の支出が社会人口の推移の結果

として増加するだろうとする。それゆえ長期の予算の限界の分析がされなければならない。そのうえこの予算費用を考慮した政府の財

源の維持可能性(１)に特別な関心が払われなければならない。これに続いて将来の予算方針に重い負担を掛けることなく次世代へ引き

継がれる費用の縮減を期待しなければならない。老齢基金の設立とそれと関連のある一貫した毎年度の手続でもって長期展望に立った

予算方針がはめ込まれる。 

 予算方針の最重要な目標の一つは十分な負債度の縮減の達成である。これによって将来利子負担は予算上確実に重要性を減少させる

だろう。このように解放されたゆとりは他の支出の資金を直接失わせなければならないこともあるいは収入の増加に訴えなければなら

ないこともなくとりわけ増加する社会防衛支出を補足するために充当できる。 

 老齢基金とともに負債縮減に関して実施される政策と将来の年金の財源とは直接関連づけられる。この関連は政府の負債の継続的な

縮減の保証と老齢基金の設立のための2001年９月５日の法律を修正した2005年12月５日の法律の規定によってさらに強化された。これ

は二つの重要な修正を含む。 

 第１に老齢基金の将来の財源が法律で確定された。2007年度には国内総生産の年度総額0.3％が老齢基金に配分されるだろう。次年

度からは2012年度までこの比率は毎年度0.2％ずつ引き上げられるだろう。この計画によれば2012年には老齢基金には国内総生産の

1.3％に相応する額が配分されるだろう。2012年以降は閣議で協議された勅令によって国王により決定される。他方新法はしかしなが

                                                                                                                         
(１) 財源需要局は維持可能性の概念を以下のように定義する：《維持可能性は政府がほぼ一貫した収入水準で国内総生産の他の重要な支出部分への圧迫を来すことなしにまた政

府財政の水準の一定基準を危機に陥れることなしにその支出部分への人口圧力を受け止められる状況と見る必要がある。》。 
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＜表２＞ 社会費用の実質伸び率の平均 

 
  2005～2010 2010～2020 2020～2030 2030～2040 2040～2050 2005～2030 2005～2050

年 金 1.8 3.4 3.5 2.4 1.6 3.1 2.6

 勤労者 2.2 3.7 3.8 2.4 1.6 3.4 2.8

 自営業者 2.2 0.7 3.2 1.6 1.6 2.0 1.8

 政府機関 1.0 3.2 3.5 2.3 1.9 2.9 2.5

健康管理 4.4 3.1 2.6 2.4 2.1 3.2 2.8

障害者 2.2 2.2 1.6 0.7 1.6 2.0 1.6

失業者 1.3 △1.2 0.2 0.8 1.6 △0.2 0.4

早期退職金 2.2 △0.7 1.6 1.6 1.6 0.8 1.2

児童手当 0.9 0.8 0.8 1.6 0.7 0.8 1.0

他の社会費用 2.2 2.2 1.6 1.6 1.6 2.0 1.8

合 計 2.5 2.6 2.6 2.2 1.8 2.6 2.3

年金と健康管理 3.0 3.3 3.1 2.4 1.8 3.1 2.7

その他の部門 1.3 0.9 0.7 1.2 1.4 0.9 1.1
 

 社会保障支出の全量は2005年～2030年の間に2.6％の平均的実質伸びが、またこれを2050年まで考察期間を延長すれば2.3％の減少が

分かるだろう。この増加は一方では健康管理支出の上昇（2005～2030年間に3.2％）のせいであるが、すでに充足感の伸びは異なった

期間の進行中に低下するであろうし、他方特に勤労者の場合に著しい年金支出の増加のせいでもある。 

 健康管理の支出の推移の見積については今政府年度（2007年）末には4.5％の伸び基準が想定される。2005年以降の伸びのリズムは

高齢化研究委員会が用いている評価方法からはかなり低い結果となっている。この方法では健康管理の推移は生活水準の推移によって

も人口規模の構成によっても左右される。2005年と2030年の間に平均実質の伸びは2.6％に達する。もしも限度を2050年と想定すれば

平均実質の伸びは2.3％である。 

 一方で社会保障支出の実質の伸びの加速が期待される。他方では特につぎの10年間の初めからのベルギー経済の成長リズムの減速が

予測される。両要素の結び付きが国内総生産との比率における社会保障支出の比重の推移が、あるいは他方では高齢化の予算費用が決

定される。その投影において高齢化研究委員会は長期の1.75％の持続的な生産の伸びから始めた。経済成長の変動はとりわけ雇用の推

移によって決定される。労働人口階層の見積もられた伸びは2019年以降雇用が成長に消極的な貢献しかしないので労働年齢人口の減少

を埋め合わせるにはもはや十分ではない。図１に例示したように国内総生産の伸びは生産性の伸びの平均を下回る。 

 したがって2005年と2030年の間に健康管理の予算費用は国内総生産の2.4％に上昇するだろう。委員会はその報告においてこの上昇

が緊急の介護付与の1.8％と長期の介護の供給の0.6％とに配分されることを明らかにする。 

 以前の報告と対照的に社会保障支出は2005年も2030年も引き下げられている（特にそれぞれ国内総生産の2005年は23.5％に代えて

23.1％に、2030年は27.3％に代えて26.8％に）。その最新の報告では国内総生産の2005年には1.8％に、2030年には3.6％に高められて

いる。この有利な国内総生産の効果は世代間協定の枠内で採られた方策から一部は出てくる。 

 図１の３種は左から国内総生産、雇用、平均的生産性である。 

＜図１＞ 長期の国内総生産の伸びの構成の推移 
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 下記の図から2025年以前の支出の伸びは主として健康管理に帰せられるのに、2025年以降は年金の支出が役割を演ずると推定できる。 

＜図２＞ 高齢化の予算費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その報告において委員会は高齢化の予算上の費用に影響する世代間協定（2005年12月23日の法律）からの方策を考慮する。この方策

の履行は職の供給にも社会保障支出にも影響するのは確かである。 

 その協定は勤労者に年金受給を送らせるのを奨励する金銭的刺激（年金特別給付金…）を含み、また退職金の条件を引き締める。こ

の方策は有資格者（退職金受給者とより少ない程度で年金受給者）の人数を減少させるばかりでなく年金総額の上昇の方向にも導くで

あろう。そのうえその他の社会政策方策（充足感への適合、俸給上限の引上げ、一括補償金額の充足感への順応）は社会保障給付金の

支出の増加を引き起こす。それにもかかわらず長期ではこれらの追加費用はより大きい雇用やより大きい国内総生産の増加によって埋

め合わされるよりも大きくなるだろう。これら全てが国家財政の全体の好ましい影響、すなわち2030年にはベルギーの予算残高は国内

総生産の0.28％の改善に導くだろう。 

3. 主要な政策展望 

 人口の高齢化はわが国の権力者への大きな挑戦を形成する。この挑戦に立ち向かうために首尾一貫した戦略が展開されてきた。 

 政府の負債の縮減と老齢基金の財源に関する目標と併せて全ての労働階層に必要なものの増加と強固な連帯の社会保障優先目標の防

護も形成される。 

 3.1. 予算方針と老齢基金 

  3.1.1. 予算方針 

 予算方針は高齢化の影響を捕捉するための全体戦略における主要な要素を改正する。その展望は将来の支出が社会人口の推移の結果

として増加するだろうとする。それゆえ長期の予算の限界の分析がされなければならない。そのうえこの予算費用を考慮した政府の財

源の維持可能性(１)に特別な関心が払われなければならない。これに続いて将来の予算方針に重い負担を掛けることなく次世代へ引き

継がれる費用の縮減を期待しなければならない。老齢基金の設立とそれと関連のある一貫した毎年度の手続でもって長期展望に立った

予算方針がはめ込まれる。 

 予算方針の最重要な目標の一つは十分な負債度の縮減の達成である。これによって将来利子負担は予算上確実に重要性を減少させる

だろう。このように解放されたゆとりは他の支出の資金を直接失わせなければならないこともあるいは収入の増加に訴えなければなら

ないこともなくとりわけ増加する社会防衛支出を補足するために充当できる。 

 老齢基金とともに負債縮減に関して実施される政策と将来の年金の財源とは直接関連づけられる。この関連は政府の負債の継続的な

縮減の保証と老齢基金の設立のための2001年９月５日の法律を修正した2005年12月５日の法律の規定によってさらに強化された。これ

は二つの重要な修正を含む。 

 第１に老齢基金の将来の財源が法律で確定された。2007年度には国内総生産の年度総額0.3％が老齢基金に配分されるだろう。次年

度からは2012年度までこの比率は毎年度0.2％ずつ引き上げられるだろう。この計画によれば2012年には老齢基金には国内総生産の

1.3％に相応する額が配分されるだろう。2012年以降は閣議で協議された勅令によって国王により決定される。他方新法はしかしなが

                                                                                                                         
(１) 財源需要局は維持可能性の概念を以下のように定義する：《維持可能性は政府がほぼ一貫した収入水準で国内総生産の他の重要な支出部分への圧迫を来すことなしにまた政

府財政の水準の一定基準を危機に陥れることなしにその支出部分への人口圧力を受け止められる状況と見る必要がある。》。 
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ら負債の縮減が予算残額への影響はない業務の収益でもって老齢基金を強化する可能性を制限する。2007年～2010年の期間については

その総額は毎年２億5000万ユーロに、次年度からは５億ユーロに制限される。 

 これらの規定は老齢基金の財源をもっと組織的なものにし2007年～2012年の期間の予算方針の枠を確定する。 

 図３は法律で確定された政府財政の若干の主要な要因（当初残高政府債)(１)の筋書きを例示する。老齢基金の法律に対応してここで

は限界は2030年までに限定する。 

＜図３＞ 例示された筋書きの政府財政の主要な要因 

                                                 （国内総生産比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     上から政府の負債、利子負担、基礎的財政収支赤字、法定利回り。 

 
 もちろん使用された仮説の結果には微妙なものがある（成長率、政府債の平均利子…に関して）。前述の筋書きでは政府債は2014年

頃までに国内総生産の60％以下に引き下げられる。引き下げられた負債度は利子負担（EDPの条件で）が2005年の国内総生産比4.2％

が2030年には1.1％まで低下する可能性がある。このゆとりはこれ以外の一定の収入比率と一定の主要支出は高齢化に自由に使えると

いう仮説の下で高齢化の資金の支援に振り向けられる。 

  3.1.2. 老齢基金 

 老齢基金は形成された準備金によって2010年から2030年の期間中の異なった法定の年金体系の追加的な支出の財源を確保するために

2001年に設立された。政府の負債の継続的な縮減の保証と老齢基金の設立のための2001年９月５日の法律は一方ではこの基金が連邦政

府の予算剰余金、社会保障剰余金、一度限りの財政外収入や出資金からの収益によって充当されることを規定する。他方ではこれらの

財源は2010年から2030年の期間中の異なった法定の年金体系のための支出の上昇の充当に政府全体の負債の割合が国内総生産の60％以

下になるという条件で使用される。 

  

                                                                                                                         
(１) 最重要な使用された仮説は以下のとおり： 

   2006年と2007年以前の実質国内総生産成長率は2006年９月の経済予算から、2008年以降は高齢化研究委員会報告から引用される。同様にインフレ/デフレについては2006年

と2007年については経済予算の見積が想定され、それ以降の年についてはこれは２％以上が維持される。 

   政府債の平均利子は現在の平均は4.7％近くに上がっている。2020年以降は限定された年度は低下をたどり、その結果2030年には平均的利子は4.5％近くで推移する。 

   2012年には国内総資産の1.3％の剰余の漸進的上昇が想定される（政府の負債の継続的な縮減の保証と老齢基金の設立のための2001年９月５日の法律を修正した2005年12月

５日の法律参照）。2013年については国内総資産の1.5％の余剰が想定される。この剰余は初めは一定を保ちその後2030年にゼロになるまで少しずつ減少する。 

   政府債の推移は以後毎年度国内総生産の0.2％の修正要因に基づき資金調達残高と対応する。 
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＜表４＞ 老齢基金への投入資金 

                                    （ユーロ） 

投入額 累積額 預託先 

437,805,323.80 2001年万国携帯電話制度 

177,114,565.60    金資産委託 

9,156,142.90    短期利子 

624,076,032.30 624,076,032.30  

429,000,000.00 2002年国立銀行収益 

2,740,237.50 短期利子  一度きりの救済申告 

431,740,237.50 1,055,816,269.80  

237,252,326.50 2003年 2002年のBrlgacomの 

213,965,560.00    配当金、銀行手形 

2,645,687,591.80    旧中央抵当信用局 

293,449.69    短期利子 

3,097,198,927.99 4,153,015,197.79  

290,000,021.30 2004年 2003年のBrlgacom 

6,159,344.10    配当金、短期利子 

5,000,000,000.00    Brlgacomの年金基金 

2,500,000,000.00    ALESH 
7,796,159,365.40 11,949,174,563.19  

422,897,175.76 2005年 EBA 

19,754,399.06    旧中央抵当信用局の 

2,058.25    清算金、短期利子 

442,653,633.07 12,391,828,196.26  
 
              2001年万国携帯電話制度 金資産委託 短期利子 2002年 国立銀行収益 短期利子  一度きりの救済申告 

              2003年 2002年のBrlgacomの配当金 銀行手形 旧中央抵当信用局 短期利子 2004年 2003年のBrlgacom 

              配当金 短期利子 Brlgacomの年金基金 ALESH 2005年 EBA 旧中央抵当信用局の清算金 短期利子 

 

 基金の財源は特にそのために創設された《財務省管理老齢基金》で準備される。それは老齢基金の依頼で使用され利子をもたらし譲

渡不能である。この《財務省管理老齢基金》は無配当型である。それゆえその基金は年金体系内の共同型資本形成と見なされる。 

 基金が2001年に設立されたとき政府は財政外収入６億1490万ユーロ、すなわち万国携帯電話制度免許証の手数料収益から４億3780万

ユーロと欧州中央銀行への金資産の委託からの収益１億7710万ユーロの自由になる出資金を持った。 

 2002年には基金の財源は国が成り行きから国立銀行の収益で得られた臨時収入で増額された（４億2900万ユーロ）。2003年には基金

は主として旧中央抵当信用局の売却収益（26億4570万ユーロ）で強化された。2004年には基金の積立金は特にBelgacom ｛TVの年金基

金の解散からの収益（50億ユーロ）とALESH業務｛住宅ローン償還｝の収益の一部（25億ユーロ）という二つの大規模な業務によっ

て増大した。 

 2005年には基金は部分的に一度きりの弁済申告収入（４億2290万ユーロ）とCredibeの業務の剰余金（1980万ユーロ）とから生じた

新たな臨時収入で強化された。 

 2005年末の老齢基金の有価証券の価値は最終期限日には205億5900万ユーロになっていた。 

 2006年には老齢基金に国内総生産の0.2％相当の投入額６億1600万ユーロがあった。さらに予算検査の際にベルギー国立銀行2007年

２月に確定するはずの2006年度の残高がもう一度決定されるならば老齢基金への寄金が投入される。 

 2007年には完全に基金に向けられたとおりの国内総生産の0.3％（もしくは９億ユーロ）の剰余金が割り当てられるだろう。それゆ

え基金の財源は140億ユーロに達するだろう。それゆえ2004年３月20日のオステンデの大臣会議で取り決められた2007年末の130億ユー

ロの目標は上回るだろう。 
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ら負債の縮減が予算残額への影響はない業務の収益でもって老齢基金を強化する可能性を制限する。2007年～2010年の期間については

その総額は毎年２億5000万ユーロに、次年度からは５億ユーロに制限される。 

 これらの規定は老齢基金の財源をもっと組織的なものにし2007年～2012年の期間の予算方針の枠を確定する。 

 図３は法律で確定された政府財政の若干の主要な要因（当初残高政府債)(１)の筋書きを例示する。老齢基金の法律に対応してここで

は限界は2030年までに限定する。 

＜図３＞ 例示された筋書きの政府財政の主要な要因 

                                                 （国内総生産比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     上から政府の負債、利子負担、基礎的財政収支赤字、法定利回り。 

 
 もちろん使用された仮説の結果には微妙なものがある（成長率、政府債の平均利子…に関して）。前述の筋書きでは政府債は2014年

頃までに国内総生産の60％以下に引き下げられる。引き下げられた負債度は利子負担（EDPの条件で）が2005年の国内総生産比4.2％

が2030年には1.1％まで低下する可能性がある。このゆとりはこれ以外の一定の収入比率と一定の主要支出は高齢化に自由に使えると

いう仮説の下で高齢化の資金の支援に振り向けられる。 

  3.1.2. 老齢基金 

 老齢基金は形成された準備金によって2010年から2030年の期間中の異なった法定の年金体系の追加的な支出の財源を確保するために

2001年に設立された。政府の負債の継続的な縮減の保証と老齢基金の設立のための2001年９月５日の法律は一方ではこの基金が連邦政

府の予算剰余金、社会保障剰余金、一度限りの財政外収入や出資金からの収益によって充当されることを規定する。他方ではこれらの

財源は2010年から2030年の期間中の異なった法定の年金体系のための支出の上昇の充当に政府全体の負債の割合が国内総生産の60％以

下になるという条件で使用される。 

  

                                                                                                                         
(１) 最重要な使用された仮説は以下のとおり： 

   2006年と2007年以前の実質国内総生産成長率は2006年９月の経済予算から、2008年以降は高齢化研究委員会報告から引用される。同様にインフレ/デフレについては2006年

と2007年については経済予算の見積が想定され、それ以降の年についてはこれは２％以上が維持される。 

   政府債の平均利子は現在の平均は4.7％近くに上がっている。2020年以降は限定された年度は低下をたどり、その結果2030年には平均的利子は4.5％近くで推移する。 

   2012年には国内総資産の1.3％の剰余の漸進的上昇が想定される（政府の負債の継続的な縮減の保証と老齢基金の設立のための2001年９月５日の法律を修正した2005年12月

５日の法律参照）。2013年については国内総資産の1.5％の余剰が想定される。この剰余は初めは一定を保ちその後2030年にゼロになるまで少しずつ減少する。 

   政府債の推移は以後毎年度国内総生産の0.2％の修正要因に基づき資金調達残高と対応する。 
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＜表４＞ 老齢基金への投入資金 

                                    （ユーロ） 

投入額 累積額 預託先 

437,805,323.80 2001年万国携帯電話制度 

177,114,565.60    金資産委託 

9,156,142.90    短期利子 

624,076,032.30 624,076,032.30  

429,000,000.00 2002年国立銀行収益 

2,740,237.50 短期利子  一度きりの救済申告 

431,740,237.50 1,055,816,269.80  

237,252,326.50 2003年 2002年のBrlgacomの 

213,965,560.00    配当金、銀行手形 

2,645,687,591.80    旧中央抵当信用局 

293,449.69    短期利子 

3,097,198,927.99 4,153,015,197.79  

290,000,021.30 2004年 2003年のBrlgacom 

6,159,344.10    配当金、短期利子 

5,000,000,000.00    Brlgacomの年金基金 

2,500,000,000.00    ALESH 
7,796,159,365.40 11,949,174,563.19  

422,897,175.76 2005年 EBA 

19,754,399.06    旧中央抵当信用局の 

2,058.25    清算金、短期利子 

442,653,633.07 12,391,828,196.26  
 
              2001年万国携帯電話制度 金資産委託 短期利子 2002年 国立銀行収益 短期利子  一度きりの救済申告 

              2003年 2002年のBrlgacomの配当金 銀行手形 旧中央抵当信用局 短期利子 2004年 2003年のBrlgacom 

              配当金 短期利子 Brlgacomの年金基金 ALESH 2005年 EBA 旧中央抵当信用局の清算金 短期利子 

 

 基金の財源は特にそのために創設された《財務省管理老齢基金》で準備される。それは老齢基金の依頼で使用され利子をもたらし譲

渡不能である。この《財務省管理老齢基金》は無配当型である。それゆえその基金は年金体系内の共同型資本形成と見なされる。 

 基金が2001年に設立されたとき政府は財政外収入６億1490万ユーロ、すなわち万国携帯電話制度免許証の手数料収益から４億3780万

ユーロと欧州中央銀行への金資産の委託からの収益１億7710万ユーロの自由になる出資金を持った。 

 2002年には基金の財源は国が成り行きから国立銀行の収益で得られた臨時収入で増額された（４億2900万ユーロ）。2003年には基金

は主として旧中央抵当信用局の売却収益（26億4570万ユーロ）で強化された。2004年には基金の積立金は特にBelgacom ｛TVの年金基

金の解散からの収益（50億ユーロ）とALESH業務｛住宅ローン償還｝の収益の一部（25億ユーロ）という二つの大規模な業務によっ

て増大した。 

 2005年には基金は部分的に一度きりの弁済申告収入（４億2290万ユーロ）とCredibeの業務の剰余金（1980万ユーロ）とから生じた

新たな臨時収入で強化された。 

 2005年末の老齢基金の有価証券の価値は最終期限日には205億5900万ユーロになっていた。 

 2006年には老齢基金に国内総生産の0.2％相当の投入額６億1600万ユーロがあった。さらに予算検査の際にベルギー国立銀行2007年

２月に確定するはずの2006年度の残高がもう一度決定されるならば老齢基金への寄金が投入される。 

 2007年には完全に基金に向けられたとおりの国内総生産の0.3％（もしくは９億ユーロ）の剰余金が割り当てられるだろう。それゆ

え基金の財源は140億ユーロに達するだろう。それゆえ2004年３月20日のオステンデの大臣会議で取り決められた2007年末の130億ユー

ロの目標は上回るだろう。 
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＜図４＞ 老齢基金の例示された筋書き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    収入総額   利子   支出   出資金（右側の目盛） 

 
 図４は老齢年金の活動を例示する。2007年からは一度きりの非財政収入による財源が構造上の財源、すなわち剰余金の配分によって

取って代わられる。利子もまた常に主要な財源の位置を占める。基金の出資金は国内総生産比16％以上まで上昇する。根底にある政府

財政の筋書きでは政府全体の負債割合は2014年以降60％以下に低下する。法律と照応して老齢基金の財源はその時点から年金支出の増

加の財源に用いられる。増加する支出と構造上の収入の枯渇（剰余金の消滅）と関連して老齢基金の出資金は徐々に減少するだろう。 

 2030年頃までにこれはほとんど使い尽くされるだろう。（長）期間の老齢基金の出資金が消滅することは問題にする必要はない。と

いうのは一貫した負債削減によって十分な利子負担の余裕が残るからである。 

 3.2. 雇用率の改善 

 雇用率に関する構造上の諸問題はもしもベルギーが人口の高齢化や同時に現在同様に社会防衛にたやすく立ち向かいたいならば現時

点でどうしても解決しなければならない。雇用率の引上げはもう数年来政府の優先施策の一つとなっている。そのため政府は2006年の

予算作成の際に世代間協定を提案した。これは主として若干の積極的介入策による、特に高年齢勤労者たちへのより多くの機会の提供

による、若者たちの労働流通（特に資格が付与されることが少ない）への立入りをもっと容易にすることによって、勤労者がより長く

働くのを奨励することによって労働市場への算入の増加に力点を置いている。最後に労働期間と高齢勤労者を尊重する新しい態度が採

られなければならない。2010年以降職業人口は確実に目に見えて減少する。もしも雇用率が十分な量だけ増加しないならば国内総生産

成長率と居住者一人当たりの収入は低下するだろう。 

 その年次報告において高齢化研究委員会は世代間協定の長期的影響について肯定的である。この協定のための施策は職業活動を刺激

し従って異なった種類の社会保障給付金の有資格者（失業者、早期退職者、年金受給者）の人数を変更する目標を有する。これは早期

退職者の数は３分の１の４万人に減少するが、雇用人数は１％、４万5000人分の職を増やせるだろう。そのうえ委員会は追加収入が総

額で2011年には国内総生産の0.11％、2030年には0.54％なるだろうと見積もっている。 

 協定による方策は2007年には具体化されるだろう。それは労働市場の刺激にも社会保障給付金受給者の生活水準の向上にもなるだろ

う。 

 政府はそれについて依然として職の創出が社会保障と税収増の喚起に必要だと確信し続けている。税や特別税負担の新たな方策はま

た雇用主により導入よりも縮小への圧力が掛けられ、それゆえ勤労者は老いも若きも増やせる有資格者の雇用率は減少する。また夜間

労働やもしくはチーム労働といった就業状況の集約分野も企業の天引きの減少により人件費の低下を受けるだろう。 

 2007年に採られる方策は負担の軽減を強め、我々の近隣諸国に関して我々の競争力を維持する目標を有する。それはとりわけ以下の

ものとなる： 

 ─ 2007年４月１日の高齢者特別支給金の採用； 

 ─ 夜間労働やチーム労働の負担の軽減（10.7％相当）； 

 ─ 時間外労働軽減の強化 

 ─ 2006年に認められた必要経費増加の倍化； 

 ─ 専門職に有利な税控除の拡大。 
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 3.3. 強力な連帯社会保障 

  3.3.1. 社会保障給付金受給者の充足感水準の向上 

 給与労働者の制度と自営業者の制度の社会保障給付金の充足感のための結合は改めて政府の優先課題である。この仕組みがとりわけ

来たるべき数十年における人口のピラミッド構成｛予想された｝の重要な変更のために社会防衛の妥当な水準を維持することは確かで

ある。 

 この観点ではそれについて多数の人に採って年金は長期間にわたり最重要な収入の源泉をなすことを想起しなければならない。した

がってそれは貧困との闘いにおける重要な手段と十分に高い生活水準の保証になる。第１の柱は配分に基礎が置かれる。それは多数の

年金受給者のための社会防衛の基礎をなす。これまではこの柱を強化するための、したがってとりわけ低所得者に対して例えば年金で

行われた生活水準の維持の保証のための施策が採られてきた。給与労働者と自営業者の年金は生涯にわたるその給与と所得を基に算出

される。ただし年金には上限が設けられる。年金と平均給与との差は年金期間とともに拡大する。しかしながらこの傾向は年金の充足

感への適合によって軌道修正される。この適合は家族の可処分所得の水準を維持し経済成長を保証する基礎である。 

 世代間協定では社会保障給付金の充足感への適合のための仕組みが計画される。そのために現在は法的根拠がある。 

 ここ数年来政府は年金やその他の社会保障給付金の形骸化にブレーキを掛けたいと願っている。オステンデの特別閣議で政府は就業

不能、労災もしくは職業病といった犠牲に６年間、またその年金に６年間の社会給付金の延長に総額7500万ユーロ、２％引上げをした。 

 世代間協定に基づく決定に従って政府は社会保障給付金の２年ごとの有価証券の発行をやめて１年ごとにし、それによって実質期間

で平均0.5％の増額ができたし、またそれによって最小限の見積課税１％、社会保障給付金の見積上限を1.25％増やせた。2007年には

充足感への適合は7000万ユーロ達成されるだろう。2007年と2008年には給与所得者と自営業者の年金の適合は特別給付金によって起こ

るだろう。2007年には充足感に結び付けるための今年度特別給付金が高齢者年金に認められるだろうが、これは15年間かもしくはそれ

以上長い年金を対象としたい。最低限の年金は特別給付金によって基本額で１％相当上がるだろう。 

 さらに年金の見積上限、高齢者の所得保障、給与所得者と自営業者の最低年金は有資格者が貧乏になる危険から引き上げられるだろ

う。 

 また自営業者の第１子の児童手当はまさに総合所得と同様に引き上げられるだろう。後者については2007年４月１日に２％追加され、

2008年１月１日に２回目の引き上げの結果２％引き上げられ、その後2009年以降は充足感に結び付けられるだろう。 

  3.3.2. 健康管理支出の統制 

 前年度の進行中に政府は人口の高齢化と新施策による費用増加のため健康管理の支出増大に多大の関心を払った。だが決定的な要因

は予算における年度に確定された支出水準に残されている。そのために国会は1994年以降予想されるインフレにつれて上昇する最高限

の増加基準を決定してきた。 

 健康管理における政府支出（そして個人的支出）の上昇はもっと手に入れやすくもっと良質のケアの強化を保証したいという意向を

反映してる。 

 特に高齢化に起因する新たな需要、新たな技術と等しくケアの強化の入手を補足できるためには政府は最適な利用可能な財源を永続

的な支出に使用できなければならない。予算の継続のための厳密で効果的な仕組みが採用されるとともに新しい予算手続が実際に置き

換えられた。これは全ての関係者の寄り高度な責任の自覚へと導いた。これは健康管理への支出に対する修正とより良好な統制へと導

いた。 

 2005年の連立協定では連立期間の終了まで健康管理の政府支出は毎年実質条件で最大限4.5％の増額が望ましいという合意に達した。

意図は新たな需要に応じるにあった。 

 2006年の予算では強力な各省への統制と新たな挑戦への対応との均衡が探り出された。 

 2007年には予算目標は連立協定に従って決定され、2006年の目標にさらに4.5％の成長基準と健康管理への1.92％、すなわち196億

1350万ユーロの連結があった。 

 この基準の範囲内で一方では厳密な支出統制のお陰で、他方では労働負担の強化なしに（例えばタバコ物品税）剰余金が生まれた。 

 この剰余金で将来に備えることができる。また高齢化については政府は疾病障害保険政府機構による基金の設置を我々の健康管理の

制度の将来の防護のために決定したのは確かである。 

 2007年には政府は患者の保護のために以下の新施策を実施したい。 

 ─ 一方では健康管理のための特恵税率の法律が一定の同居の下にある家族の収入（特に年間１万4000ユーロ）にまで拡大されるだろ

う。この新法はOMNIOと呼ばれ、有資格者への払戻の増額の法規（VKR法、以前のWIGW）に取って代わるだろう； 

 ─ 他方では最大限請求の制度が今のところ考慮されていない慢性疾患に関する全ての面に拡大されるだろう。 

 新方策については政府は同様に人口の高齢化に一層配慮し、管理の強化の入手しやすさを改善したいばかりでなく、患者の負担を補

足する闘いを始めたい。 

 それゆえ2007年の予算における新施策のお陰で患者への請求は管理制度の手頃な支払は保証されたまで引き下げられるだろう。 

  

－ 66 －



－ 66 － 

＜図４＞ 老齢基金の例示された筋書き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    収入総額   利子   支出   出資金（右側の目盛） 

 
 図４は老齢年金の活動を例示する。2007年からは一度きりの非財政収入による財源が構造上の財源、すなわち剰余金の配分によって

取って代わられる。利子もまた常に主要な財源の位置を占める。基金の出資金は国内総生産比16％以上まで上昇する。根底にある政府

財政の筋書きでは政府全体の負債割合は2014年以降60％以下に低下する。法律と照応して老齢基金の財源はその時点から年金支出の増

加の財源に用いられる。増加する支出と構造上の収入の枯渇（剰余金の消滅）と関連して老齢基金の出資金は徐々に減少するだろう。 

 2030年頃までにこれはほとんど使い尽くされるだろう。（長）期間の老齢基金の出資金が消滅することは問題にする必要はない。と

いうのは一貫した負債削減によって十分な利子負担の余裕が残るからである。 

 3.2. 雇用率の改善 

 雇用率に関する構造上の諸問題はもしもベルギーが人口の高齢化や同時に現在同様に社会防衛にたやすく立ち向かいたいならば現時

点でどうしても解決しなければならない。雇用率の引上げはもう数年来政府の優先施策の一つとなっている。そのため政府は2006年の

予算作成の際に世代間協定を提案した。これは主として若干の積極的介入策による、特に高年齢勤労者たちへのより多くの機会の提供

による、若者たちの労働流通（特に資格が付与されることが少ない）への立入りをもっと容易にすることによって、勤労者がより長く

働くのを奨励することによって労働市場への算入の増加に力点を置いている。最後に労働期間と高齢勤労者を尊重する新しい態度が採

られなければならない。2010年以降職業人口は確実に目に見えて減少する。もしも雇用率が十分な量だけ増加しないならば国内総生産

成長率と居住者一人当たりの収入は低下するだろう。 

 その年次報告において高齢化研究委員会は世代間協定の長期的影響について肯定的である。この協定のための施策は職業活動を刺激

し従って異なった種類の社会保障給付金の有資格者（失業者、早期退職者、年金受給者）の人数を変更する目標を有する。これは早期

退職者の数は３分の１の４万人に減少するが、雇用人数は１％、４万5000人分の職を増やせるだろう。そのうえ委員会は追加収入が総

額で2011年には国内総生産の0.11％、2030年には0.54％なるだろうと見積もっている。 

 協定による方策は2007年には具体化されるだろう。それは労働市場の刺激にも社会保障給付金受給者の生活水準の向上にもなるだろ

う。 

 政府はそれについて依然として職の創出が社会保障と税収増の喚起に必要だと確信し続けている。税や特別税負担の新たな方策はま

た雇用主により導入よりも縮小への圧力が掛けられ、それゆえ勤労者は老いも若きも増やせる有資格者の雇用率は減少する。また夜間

労働やもしくはチーム労働といった就業状況の集約分野も企業の天引きの減少により人件費の低下を受けるだろう。 

 2007年に採られる方策は負担の軽減を強め、我々の近隣諸国に関して我々の競争力を維持する目標を有する。それはとりわけ以下の

ものとなる： 

 ─ 2007年４月１日の高齢者特別支給金の採用； 

 ─ 夜間労働やチーム労働の負担の軽減（10.7％相当）； 

 ─ 時間外労働軽減の強化 

 ─ 2006年に認められた必要経費増加の倍化； 

 ─ 専門職に有利な税控除の拡大。 
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 3.3. 強力な連帯社会保障 

  3.3.1. 社会保障給付金受給者の充足感水準の向上 

 給与労働者の制度と自営業者の制度の社会保障給付金の充足感のための結合は改めて政府の優先課題である。この仕組みがとりわけ

来たるべき数十年における人口のピラミッド構成｛予想された｝の重要な変更のために社会防衛の妥当な水準を維持することは確かで

ある。 

 この観点ではそれについて多数の人に採って年金は長期間にわたり最重要な収入の源泉をなすことを想起しなければならない。した

がってそれは貧困との闘いにおける重要な手段と十分に高い生活水準の保証になる。第１の柱は配分に基礎が置かれる。それは多数の

年金受給者のための社会防衛の基礎をなす。これまではこの柱を強化するための、したがってとりわけ低所得者に対して例えば年金で

行われた生活水準の維持の保証のための施策が採られてきた。給与労働者と自営業者の年金は生涯にわたるその給与と所得を基に算出

される。ただし年金には上限が設けられる。年金と平均給与との差は年金期間とともに拡大する。しかしながらこの傾向は年金の充足

感への適合によって軌道修正される。この適合は家族の可処分所得の水準を維持し経済成長を保証する基礎である。 

 世代間協定では社会保障給付金の充足感への適合のための仕組みが計画される。そのために現在は法的根拠がある。 

 ここ数年来政府は年金やその他の社会保障給付金の形骸化にブレーキを掛けたいと願っている。オステンデの特別閣議で政府は就業

不能、労災もしくは職業病といった犠牲に６年間、またその年金に６年間の社会給付金の延長に総額7500万ユーロ、２％引上げをした。 

 世代間協定に基づく決定に従って政府は社会保障給付金の２年ごとの有価証券の発行をやめて１年ごとにし、それによって実質期間

で平均0.5％の増額ができたし、またそれによって最小限の見積課税１％、社会保障給付金の見積上限を1.25％増やせた。2007年には

充足感への適合は7000万ユーロ達成されるだろう。2007年と2008年には給与所得者と自営業者の年金の適合は特別給付金によって起こ

るだろう。2007年には充足感に結び付けるための今年度特別給付金が高齢者年金に認められるだろうが、これは15年間かもしくはそれ

以上長い年金を対象としたい。最低限の年金は特別給付金によって基本額で１％相当上がるだろう。 

 さらに年金の見積上限、高齢者の所得保障、給与所得者と自営業者の最低年金は有資格者が貧乏になる危険から引き上げられるだろ

う。 

 また自営業者の第１子の児童手当はまさに総合所得と同様に引き上げられるだろう。後者については2007年４月１日に２％追加され、

2008年１月１日に２回目の引き上げの結果２％引き上げられ、その後2009年以降は充足感に結び付けられるだろう。 

  3.3.2. 健康管理支出の統制 

 前年度の進行中に政府は人口の高齢化と新施策による費用増加のため健康管理の支出増大に多大の関心を払った。だが決定的な要因

は予算における年度に確定された支出水準に残されている。そのために国会は1994年以降予想されるインフレにつれて上昇する最高限

の増加基準を決定してきた。 

 健康管理における政府支出（そして個人的支出）の上昇はもっと手に入れやすくもっと良質のケアの強化を保証したいという意向を

反映してる。 

 特に高齢化に起因する新たな需要、新たな技術と等しくケアの強化の入手を補足できるためには政府は最適な利用可能な財源を永続

的な支出に使用できなければならない。予算の継続のための厳密で効果的な仕組みが採用されるとともに新しい予算手続が実際に置き

換えられた。これは全ての関係者の寄り高度な責任の自覚へと導いた。これは健康管理への支出に対する修正とより良好な統制へと導

いた。 

 2005年の連立協定では連立期間の終了まで健康管理の政府支出は毎年実質条件で最大限4.5％の増額が望ましいという合意に達した。

意図は新たな需要に応じるにあった。 

 2006年の予算では強力な各省への統制と新たな挑戦への対応との均衡が探り出された。 

 2007年には予算目標は連立協定に従って決定され、2006年の目標にさらに4.5％の成長基準と健康管理への1.92％、すなわち196億

1350万ユーロの連結があった。 

 この基準の範囲内で一方では厳密な支出統制のお陰で、他方では労働負担の強化なしに（例えばタバコ物品税）剰余金が生まれた。 

 この剰余金で将来に備えることができる。また高齢化については政府は疾病障害保険政府機構による基金の設置を我々の健康管理の

制度の将来の防護のために決定したのは確かである。 

 2007年には政府は患者の保護のために以下の新施策を実施したい。 

 ─ 一方では健康管理のための特恵税率の法律が一定の同居の下にある家族の収入（特に年間１万4000ユーロ）にまで拡大されるだろ

う。この新法はOMNIOと呼ばれ、有資格者への払戻の増額の法規（VKR法、以前のWIGW）に取って代わるだろう； 

 ─ 他方では最大限請求の制度が今のところ考慮されていない慢性疾患に関する全ての面に拡大されるだろう。 

 新方策については政府は同様に人口の高齢化に一層配慮し、管理の強化の入手しやすさを改善したいばかりでなく、患者の負担を補

足する闘いを始めたい。 

 それゆえ2007年の予算における新施策のお陰で患者への請求は管理制度の手頃な支払は保証されたまで引き下げられるだろう。 
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第Ⅲ章 雇用政策 

1. 雇用と失業の最近の推移 

 2005年前半の景気の回復の結果として2005年の最後の４半期には雇用の創出が再び強く４半期ベースでほぼ0.3％にまで跳ね上がっ

た。連邦企画局の予測では雇用の進行は2006年の初めに軽く減速した後その年のその後は最後の４半期には再び0.3％まで上がるだろ

う。 

 人数では2006年には４万1000人の追加的な職が創出だろうが、これは同様に2005年当時にも増加していた。ちょうどその年と同様に

自営業者も勤労者も人数では増加するだろう。 

 勤労者数は2006年には増加が全体で３万5000人になるだろう：2005年におけると同様に僅かな範囲の増加と併せて特定部門では政府

雇用も前年中いくらかの減少の後新たに増加するだろう。 

 2005年には ─ 1997年に始まった ─ 系統的な自営業者数の減少は収まった。また2006年には人数は新たに7,000増加するだろう。

自営業活動の開始や継続を魅力的にするための政府施策は真新しいものではない。同様に国籍別資料から新たなEU加盟国、とりわけ

ポーランド出身の自営業者の人数のかなりの増加が明らかである。これらの国々の加盟が移行期に確実に予測された後東欧加盟国から

の勤労者の自由な往来が制限された。2006年２月にはベルギー政府は共同体のレベルでの労使協議で決定されたリストにある障害ある

職業を除いて勤労者の制限の延長を公告した。しかしながら自営業活動では同様な障害には適用されず、そのためこれはベルギーの労

働市場に参入する権利についての無条件に合法的な方法になる。 

 特定部門の雇用の増加は全てが活動の進展のための支援によるものとは説明できない。ベルギー政府は近年雇用数の増加もしくは維

持の観点に立った方策を取っている。例えば家事労働については就業資格制度がそれに関係がある。またその時以来一定の目標群（例

えば低所得や高所得、高齢勤労者、チーム労働）に的を絞った別の負担軽減の制度の簡略化も遂行された。 

 就業資格制度が始まった2003年初頭以降この制度の枠内で募集された勤労者の人数はかなり増えた。2006年の第１四半期には国立統

計研究所の一番最近の見積によれば年間１万4500人に対して平均２万9000人以上に達した。したがって雇用会議期間中に決定された勤

労者２万5000人の目標は超えられた。 

 就業資格制度は全てが近間での就業に関して当面の需要を満たす改善をするという目標に対応するばかりではなく、さらに幾らかの

主として半人前の不熟練者が正規の職へ進む手助けをする。連邦雇用労働労使協議庁の費用で実施する年次調査によれば恩恵を受ける

99％は女性である。有資格者制度のお陰で雇用された勤労者のおよそ28％はせいぜい初等教育科中等教育の卒業資格しか持たないとい

いたい半人前の不熟練者である。勤労者の半数以上は職業教育出身者（初等職業教育出身が12％、高等職業教育出身者が38.5％）であ

る。同じ調査から勤労者のおよそ16％が雇用の前か後で就業資格制度において訓練を受けていたことが明らかである。だが訓練の申し

出は勤労者の10％については不適切と見なされる。 

 また雇用の増加の結果としてそれと調和した雇用率は労働者の数を基に計算すれば2005年の61.1％から2006年には61.3％に増加した。

全体としてはこの増加は明らかに限定的で雇用の増加に比べて雇用率の分母の変数である労働年齢人口の増加の方がより大きいと見な

される。だけれどこの人口 ─ 潜在的な労働供給を形成する ─ は明らかに高齢化の徴候を示す：2000年と2005年の間に慣習的にもっ

と活気ある年齢世代を犠牲にして労働年齢人口の45～54歳も55～64歳もその割合はほぼ１％ずつ増加した。 

 労働年齢人口の増加は2006年にそれ以前の各年よりも一層大きく現れ、その結果また労働供給を形成する就業人口もかなりの程度大

きく増加した。大きな雇用創出にもかかわらず求職者や考慮の対象外の高齢非求職失業者の数はこのため2006年には相変わらず高い方

へ進んだ。明らかに限定的に3000人にとどまるであろう増加は ─ これは2002年以降最小の増加である ─ 50歳以上の求職者を全て勘

定に入れている；25～54歳の失業者も25歳以下の求職者も数は減るだろう。 

 教育と訓練の重要性は労働力調査の資料によって確証される。ベルギーでもEUの平均でも教育水準と失業率との間には逆の関連が

確認される。それゆえ2005年にはベルギーでは後者は高等教育を受けた者はほぼ４％だったが初等教育だけの者は約14％に達した。さ

らに教育水準と長期の失業との間も逆の関係となる：2005年にはわが国では１年以上にわたる求職者は職業活動の高等教育を受けたも

のは約２％だったが、中等教育を受けた者はほぼ４％になり、初等教育だけの者は８％以上になった。またEUのその他の国々でも長

期失業の割合は教育水準が高くなるにつれて低下する。だが教育水準と長期失業の逆の関係はベルギーではその他のEU加盟国よりも

ずっと大きい。 

2. 2007年の雇用と失業の見通し 

 国内の雇用は2006年には平均して４万1000人増加した。雇用は経済活動の上昇の減速とだけ対応するために経済成長の減速にもかか

わらず2007年には雇用の増加はさらに大きかった（４万5600人）。さらに2006年と2007年の前進は人件費の上昇の抑制によって刺激さ

れる。雇用率は2005年の61.9％から2007年には62.5％に上昇する。雇用は就業人口よりも大きく増加し、したがって失業者の人数は

（広義の行政の定義で）2006年に5,700人、2007年には１万5200人減少する。だけれどそれと照応するユーロ各国の失業率（労働力調

査を基に算出）はさらに高く2005年には8.4％、2006年には8.6％となり、ようやく次年度には8.3％に低下する。 
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＜図５＞ 国内雇用の四半期ごとの推移 

（季節ごとの変動により修正された資料） 
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     ━━ 水準（千人・右側の縮尺） 

 
3. 雇用政策の優先事項 

 3.1. 2007年～2008年の職業間協定 

 2006年末2007年～2008年の期間のための職業間協定の締結は2007年と2008年の雇用と失業の推移をともに規定するだろう。 

 その枠内での主要な挑戦の一つは就労者についても求職者についても訓練に関する努力の増強となる。職業の世界では技術の分野や

管理の分野での継続的な啓発では企業における継続的な訓練が ─ ベルギーのレベルでもヨーロッパのレベルでも ─ 雇用政策の主要

な柱の一つとなる。勤労者の労働利用可能性と生産性の向上、経歴の展開の展望を提供することによって個々の分野 ─ ただし同一の

職である必要はない ─ でもマクロ経済の分野でも雇用の維持に貢献することは確かである。 

 すでに1998年にベルギーの労使協議会は1999年～2000年の中央協定の枠内で研修予算に関する数量化された目標を決定していた：す

なわち2004年には特定分野の企業によって担われる正式の研修費用は人件費の1.9％に達しなければならない。研修費という概念は広

義では必ずしも計上された費用、研修者の補償、この活動に起因する各種の補給費用だけを意味するわけではなく、さらに補助金受領

を差し引いた後の研修を受ける勤労者の補償と部門別基金へのまた社会保障への特別な資金投入と解されなければならない。さらに目

標年限の間に2000年（1.4％）と2001年（1.6％）が決定された。 

 すでに雇用会議の時期の2003年には目標が達成されないことが明らかになっていた。2000年には当時の人件費の1.4％に相当する研

修費用という中間目標は達成されたが、この比率はそれ以降絶え間なく低下した。2002年にはなおその年の中間目標より0.3ポイント

以上低い1.26％にだけは達した。このため種々の手段を講じて研修の質的量的拡大が図られた。費用の目標は水準についても時宜につ

いても完全に維持され、研修参加に関する目標が追加された：すなわち2010年に向けて勤労者一人当たり２年ごとに１度研修を受けな

ければならない。2002年にはこれは35％にとどまった。そのうえまた改善を計るには雇用主の研修努力も賛同を得なければならない。

このためにいろいろな行政施策、とりわけ部門別基金の活動への監督や教育休暇に関するものが執られた。さらにこの研修努力を計測

するために企画された簡単かつ正確な手段が決定された。NARの支援の下で専門調査員会に呼び集められた労使協議会は八つの総合

的数表が構成される可能性に直ちに気づいた。そのために主に社会的均衡や労働力調査の資料から引き出された計器盤に集められたい

ろいろな指標に基づき展開する教育努力が決定された。まもなくこの新しい手段の装置は動かせるようになる。 

 研修への参加割合はこれまで毎年絶え間なく上昇したが、労働力調査からは確かに勤労者間のとりわけその年齢と教育水準に応じて

さらに重要な差違があることが明白である。研修水準に応じた分裂は最初の研修水準と継続的な研修に入ってからの水準との間の非常

に密接な関係を明らかにする。 

 3.2. 人件費削減目標《略》 

 3.3. 世代間協定のさらなる実行とその他のこれまでの協定《略》 

 3.4. 最適な財源活用《略》 
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第Ⅲ章 雇用政策 

1. 雇用と失業の最近の推移 

 2005年前半の景気の回復の結果として2005年の最後の４半期には雇用の創出が再び強く４半期ベースでほぼ0.3％にまで跳ね上がっ

た。連邦企画局の予測では雇用の進行は2006年の初めに軽く減速した後その年のその後は最後の４半期には再び0.3％まで上がるだろ

う。 

 人数では2006年には４万1000人の追加的な職が創出だろうが、これは同様に2005年当時にも増加していた。ちょうどその年と同様に

自営業者も勤労者も人数では増加するだろう。 

 勤労者数は2006年には増加が全体で３万5000人になるだろう：2005年におけると同様に僅かな範囲の増加と併せて特定部門では政府

雇用も前年中いくらかの減少の後新たに増加するだろう。 

 2005年には ─ 1997年に始まった ─ 系統的な自営業者数の減少は収まった。また2006年には人数は新たに7,000増加するだろう。

自営業活動の開始や継続を魅力的にするための政府施策は真新しいものではない。同様に国籍別資料から新たなEU加盟国、とりわけ

ポーランド出身の自営業者の人数のかなりの増加が明らかである。これらの国々の加盟が移行期に確実に予測された後東欧加盟国から

の勤労者の自由な往来が制限された。2006年２月にはベルギー政府は共同体のレベルでの労使協議で決定されたリストにある障害ある

職業を除いて勤労者の制限の延長を公告した。しかしながら自営業活動では同様な障害には適用されず、そのためこれはベルギーの労

働市場に参入する権利についての無条件に合法的な方法になる。 

 特定部門の雇用の増加は全てが活動の進展のための支援によるものとは説明できない。ベルギー政府は近年雇用数の増加もしくは維

持の観点に立った方策を取っている。例えば家事労働については就業資格制度がそれに関係がある。またその時以来一定の目標群（例

えば低所得や高所得、高齢勤労者、チーム労働）に的を絞った別の負担軽減の制度の簡略化も遂行された。 

 就業資格制度が始まった2003年初頭以降この制度の枠内で募集された勤労者の人数はかなり増えた。2006年の第１四半期には国立統

計研究所の一番最近の見積によれば年間１万4500人に対して平均２万9000人以上に達した。したがって雇用会議期間中に決定された勤

労者２万5000人の目標は超えられた。 

 就業資格制度は全てが近間での就業に関して当面の需要を満たす改善をするという目標に対応するばかりではなく、さらに幾らかの

主として半人前の不熟練者が正規の職へ進む手助けをする。連邦雇用労働労使協議庁の費用で実施する年次調査によれば恩恵を受ける

99％は女性である。有資格者制度のお陰で雇用された勤労者のおよそ28％はせいぜい初等教育科中等教育の卒業資格しか持たないとい

いたい半人前の不熟練者である。勤労者の半数以上は職業教育出身者（初等職業教育出身が12％、高等職業教育出身者が38.5％）であ

る。同じ調査から勤労者のおよそ16％が雇用の前か後で就業資格制度において訓練を受けていたことが明らかである。だが訓練の申し

出は勤労者の10％については不適切と見なされる。 

 また雇用の増加の結果としてそれと調和した雇用率は労働者の数を基に計算すれば2005年の61.1％から2006年には61.3％に増加した。

全体としてはこの増加は明らかに限定的で雇用の増加に比べて雇用率の分母の変数である労働年齢人口の増加の方がより大きいと見な

される。だけれどこの人口 ─ 潜在的な労働供給を形成する ─ は明らかに高齢化の徴候を示す：2000年と2005年の間に慣習的にもっ

と活気ある年齢世代を犠牲にして労働年齢人口の45～54歳も55～64歳もその割合はほぼ１％ずつ増加した。 

 労働年齢人口の増加は2006年にそれ以前の各年よりも一層大きく現れ、その結果また労働供給を形成する就業人口もかなりの程度大

きく増加した。大きな雇用創出にもかかわらず求職者や考慮の対象外の高齢非求職失業者の数はこのため2006年には相変わらず高い方

へ進んだ。明らかに限定的に3000人にとどまるであろう増加は ─ これは2002年以降最小の増加である ─ 50歳以上の求職者を全て勘

定に入れている；25～54歳の失業者も25歳以下の求職者も数は減るだろう。 

 教育と訓練の重要性は労働力調査の資料によって確証される。ベルギーでもEUの平均でも教育水準と失業率との間には逆の関連が

確認される。それゆえ2005年にはベルギーでは後者は高等教育を受けた者はほぼ４％だったが初等教育だけの者は約14％に達した。さ

らに教育水準と長期の失業との間も逆の関係となる：2005年にはわが国では１年以上にわたる求職者は職業活動の高等教育を受けたも

のは約２％だったが、中等教育を受けた者はほぼ４％になり、初等教育だけの者は８％以上になった。またEUのその他の国々でも長

期失業の割合は教育水準が高くなるにつれて低下する。だが教育水準と長期失業の逆の関係はベルギーではその他のEU加盟国よりも

ずっと大きい。 

2. 2007年の雇用と失業の見通し 

 国内の雇用は2006年には平均して４万1000人増加した。雇用は経済活動の上昇の減速とだけ対応するために経済成長の減速にもかか

わらず2007年には雇用の増加はさらに大きかった（４万5600人）。さらに2006年と2007年の前進は人件費の上昇の抑制によって刺激さ

れる。雇用率は2005年の61.9％から2007年には62.5％に上昇する。雇用は就業人口よりも大きく増加し、したがって失業者の人数は

（広義の行政の定義で）2006年に5,700人、2007年には１万5200人減少する。だけれどそれと照応するユーロ各国の失業率（労働力調

査を基に算出）はさらに高く2005年には8.4％、2006年には8.6％となり、ようやく次年度には8.3％に低下する。 
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＜図５＞ 国内雇用の四半期ごとの推移 

（季節ごとの変動により修正された資料） 
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3. 雇用政策の優先事項 

 3.1. 2007年～2008年の職業間協定 

 2006年末2007年～2008年の期間のための職業間協定の締結は2007年と2008年の雇用と失業の推移をともに規定するだろう。 

 その枠内での主要な挑戦の一つは就労者についても求職者についても訓練に関する努力の増強となる。職業の世界では技術の分野や

管理の分野での継続的な啓発では企業における継続的な訓練が ─ ベルギーのレベルでもヨーロッパのレベルでも ─ 雇用政策の主要

な柱の一つとなる。勤労者の労働利用可能性と生産性の向上、経歴の展開の展望を提供することによって個々の分野 ─ ただし同一の

職である必要はない ─ でもマクロ経済の分野でも雇用の維持に貢献することは確かである。 

 すでに1998年にベルギーの労使協議会は1999年～2000年の中央協定の枠内で研修予算に関する数量化された目標を決定していた：す

なわち2004年には特定分野の企業によって担われる正式の研修費用は人件費の1.9％に達しなければならない。研修費という概念は広

義では必ずしも計上された費用、研修者の補償、この活動に起因する各種の補給費用だけを意味するわけではなく、さらに補助金受領

を差し引いた後の研修を受ける勤労者の補償と部門別基金へのまた社会保障への特別な資金投入と解されなければならない。さらに目

標年限の間に2000年（1.4％）と2001年（1.6％）が決定された。 

 すでに雇用会議の時期の2003年には目標が達成されないことが明らかになっていた。2000年には当時の人件費の1.4％に相当する研

修費用という中間目標は達成されたが、この比率はそれ以降絶え間なく低下した。2002年にはなおその年の中間目標より0.3ポイント

以上低い1.26％にだけは達した。このため種々の手段を講じて研修の質的量的拡大が図られた。費用の目標は水準についても時宜につ

いても完全に維持され、研修参加に関する目標が追加された：すなわち2010年に向けて勤労者一人当たり２年ごとに１度研修を受けな

ければならない。2002年にはこれは35％にとどまった。そのうえまた改善を計るには雇用主の研修努力も賛同を得なければならない。

このためにいろいろな行政施策、とりわけ部門別基金の活動への監督や教育休暇に関するものが執られた。さらにこの研修努力を計測

するために企画された簡単かつ正確な手段が決定された。NARの支援の下で専門調査員会に呼び集められた労使協議会は八つの総合

的数表が構成される可能性に直ちに気づいた。そのために主に社会的均衡や労働力調査の資料から引き出された計器盤に集められたい

ろいろな指標に基づき展開する教育努力が決定された。まもなくこの新しい手段の装置は動かせるようになる。 

 研修への参加割合はこれまで毎年絶え間なく上昇したが、労働力調査からは確かに勤労者間のとりわけその年齢と教育水準に応じて

さらに重要な差違があることが明白である。研修水準に応じた分裂は最初の研修水準と継続的な研修に入ってからの水準との間の非常

に密接な関係を明らかにする。 

 3.2. 人件費削減目標《略》 

 3.3. 世代間協定のさらなる実行とその他のこれまでの協定《略》 

 3.4. 最適な財源活用《略》 
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第Ⅳ章 社会保障政策 

1. 強力な連帯社会保障《略》 

2. 健康管理 

   １º 《OMNIO》法の導入《略》 

   ２º 慢性病の保障限度額の改善《略》 

   ３º よりよく支援される人口高齢化《略》 

   ４º 患者が気安く接近できる施策《略》 

   ５º 高価でない治療法《略》 

   ６º 介護供給業者《略》 

   ７º 保証された均衡が我々の安全な介護制度の将来のための最良の方法を維持する《略》 

3. 年 金 

   １º 第１の柱の維持《略》 

   ２º 第２の柱の民主化《略》 

   ３º 高齢者の貧困との闘い《略》 

第Ⅴ章 財政政策 

2005年11月10日の勅令 年金貯蓄《略》 

2005年11月21日の勅令 相補的な団体監督《略》 

2005年12月14日の法律 持参人への効力廃止に関する《略》 

2005年12月23日の法律 世代間協定《略》 

2006年２月22日の法律 財政部門と財政業務の監督（2002年８月２日の法律の修正）《略》 

2006年３月５日の勅令 市場の悪用《略》 

2006年３月５日の勅令 出資の保護と利害対立の公表についての正確な見解《略》 

2006年３月７日の勅令 証券貸付《略》 

2006年３月22日の法律 銀行・出資業務の仲介《略》 

2006年７月１日の勅令 銀行・出資業務の仲介に関する2006年３月22日の法律の施行《略》 

2006年３月22日の勅令 ALTERNEXT《略》 

2006年４月25日の法律 動産収入に関する多様な財務規定に関する《略》 

2006年５月１日の勅令 テロリズムのマネー・ロンダリングと資金調達《略》 

2006年６月13日の法律 金融取引と金融市場に関する1990年12月４日の法律の第220条の修正《略》 

           財政部門と財政業務の監督に関する2002年８月２日の法律の第121条§１の１º、第122条の修正《略》 

2006年６月16日の法律 規制される市場の取引のための公共投資機関の提供と投資機関の認可2003年11月４日の欧州議会と評議会の

2003年の71/欧州共同体の指針がベルギー法に移し替えられた趣意書に関する《略》 

2006年６月21日の勅令 公共オープンエンド型投資信託会社《略》 

2006年８月26日の法律 連邦相互投資会社《略》 

2006年９月８日の勅令 テロリスト組織と個人の資産凍結《略》 

2006年９月15日の勅令 債権の共同出資のための制度的機関《略》 

中小企業融資情報センター《略》 

公共的取得の提案についての二つの法律と一つの勅令 2006年10月10日閣議で承認 

           欧州議会の指針（2004年４月21日）のベルギー法への移替え《略》 

預金に関して制定された財源保証の勅令 2007年１月１日以降発効《略》 

第Ⅵ章 開発協力の予算計画 

関連覚書 

1. まえおき《略》 

2. 主要な戦略的選択《略》 

  ─ 手続の簡素化と迅速化 

  ─ 財源の一層の集中 

  ─ 国際援助の均衡維持 

  ─ この目標達成のための多様な経路と協力の一貫性の強化 

3. 開発協力の３本の柱に適用される戦略の選択 

 3.1. 相互協力業：有効性と簡素化《略》 

 ブルンジ 
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 コンゴー民主共和国 

 部門の集中 

 3.2. 多国間協力：待望の改革、一貫性と質の証明《略》 

 3.3. 間接的協力《略》 

 NGO 非政府組織《略》 

4. 政府開発援助 

＜表＞ 開発協力予算 

                               （千ユーロ） 

年 国民総所得 援助支出総額 対国民総所得 

2004 287,516,000 1,168,980 0.41％ 

2005 301,730,000 1,357,785 0.53％ 

2006 315,380,000 1,576,900 0.50％ 

2007 327,168,000 1,799,424 0.55％ 

2010 365,884,000 2,561,188 0.70％ 

 

5. 結 論《略》 

 

第２部 経済・社会・財政報告 
 

第Ⅰ章 国際経済情勢《略》 

1. 全般的成長予測 

2. 主要国の経済情勢 

 2.1. アメリカ合衆国 

 2.2. 極 東 

  2.2.1. 日 本 

  2.2.2. 中 国 

  2.2.3. ヨーロッパ圏 

第Ⅱ章 ベルギーの経済開発 

＜表１＞ ベルギー経済の基本数字 

容量の変動と％ ─ 他の説明がない限り 

 2004 2005 2006 2007 

個人の消費支出 1.5 1.1 2.3 2.0

政府の消費支出 2.0 0.7 1.8 2.4

固定資本形成総額 4.2 8.4 2.2 2.4

全国支出総額 2.6 2.6 2.1 2.2

物資とサービスの輸出 6.2 1.8 5.4 4.9

物資とサービスの輸入 6.4 3.4 4.8 5.0

純輸出（国内総生産成長への寄与） 0.1 △1.2 0.6 0.1

国内総生産総額 2.6 1.2 2.7 2.2

全国消費指標数字 2.1 2.8 1.9 1.9

健康指標 1.6 2.2 1.8 1.9

個人の実質可処分所得 △0.2 1.0 1.8 2.3

個人の貯蓄率（可処分所得の％） 12.8 12.8 12.3 12.4

国内雇用（年平均変化・千人） 23.7 38.5 41.0 45.6

失業率（ヨーロッパ諸国国籍） 8.4 8.4 8.6 8.3

当座勘定残高（国際収支・国内総生産の％） 3.4 2.7 2.9 2.8

ユーロの対ドル為替相場（ドル対100ユーロ） 124.4 124.4 126.0 131.1

短期利率（銀行間相場・３か月）（％） 2.1 2.2 3.0 3.8

長期利率（OLO・10年）（％） 4.1 3.4 3.9 4.2
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第Ⅳ章 社会保障政策 

1. 強力な連帯社会保障《略》 

2. 健康管理 

   １º 《OMNIO》法の導入《略》 

   ２º 慢性病の保障限度額の改善《略》 

   ３º よりよく支援される人口高齢化《略》 

   ４º 患者が気安く接近できる施策《略》 

   ５º 高価でない治療法《略》 

   ６º 介護供給業者《略》 

   ７º 保証された均衡が我々の安全な介護制度の将来のための最良の方法を維持する《略》 

3. 年 金 

   １º 第１の柱の維持《略》 

   ２º 第２の柱の民主化《略》 

   ３º 高齢者の貧困との闘い《略》 

第Ⅴ章 財政政策 

2005年11月10日の勅令 年金貯蓄《略》 

2005年11月21日の勅令 相補的な団体監督《略》 

2005年12月14日の法律 持参人への効力廃止に関する《略》 

2005年12月23日の法律 世代間協定《略》 

2006年２月22日の法律 財政部門と財政業務の監督（2002年８月２日の法律の修正）《略》 

2006年３月５日の勅令 市場の悪用《略》 

2006年３月５日の勅令 出資の保護と利害対立の公表についての正確な見解《略》 

2006年３月７日の勅令 証券貸付《略》 

2006年３月22日の法律 銀行・出資業務の仲介《略》 

2006年７月１日の勅令 銀行・出資業務の仲介に関する2006年３月22日の法律の施行《略》 

2006年３月22日の勅令 ALTERNEXT《略》 

2006年４月25日の法律 動産収入に関する多様な財務規定に関する《略》 

2006年５月１日の勅令 テロリズムのマネー・ロンダリングと資金調達《略》 

2006年６月13日の法律 金融取引と金融市場に関する1990年12月４日の法律の第220条の修正《略》 

           財政部門と財政業務の監督に関する2002年８月２日の法律の第121条§１の１º、第122条の修正《略》 

2006年６月16日の法律 規制される市場の取引のための公共投資機関の提供と投資機関の認可2003年11月４日の欧州議会と評議会の

2003年の71/欧州共同体の指針がベルギー法に移し替えられた趣意書に関する《略》 

2006年６月21日の勅令 公共オープンエンド型投資信託会社《略》 

2006年８月26日の法律 連邦相互投資会社《略》 

2006年９月８日の勅令 テロリスト組織と個人の資産凍結《略》 

2006年９月15日の勅令 債権の共同出資のための制度的機関《略》 

中小企業融資情報センター《略》 

公共的取得の提案についての二つの法律と一つの勅令 2006年10月10日閣議で承認 

           欧州議会の指針（2004年４月21日）のベルギー法への移替え《略》 

預金に関して制定された財源保証の勅令 2007年１月１日以降発効《略》 

第Ⅵ章 開発協力の予算計画 

関連覚書 

1. まえおき《略》 

2. 主要な戦略的選択《略》 

  ─ 手続の簡素化と迅速化 

  ─ 財源の一層の集中 

  ─ 国際援助の均衡維持 

  ─ この目標達成のための多様な経路と協力の一貫性の強化 

3. 開発協力の３本の柱に適用される戦略の選択 

 3.1. 相互協力業：有効性と簡素化《略》 

 ブルンジ 
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 コンゴー民主共和国 

 部門の集中 

 3.2. 多国間協力：待望の改革、一貫性と質の証明《略》 

 3.3. 間接的協力《略》 

 NGO 非政府組織《略》 

4. 政府開発援助 

＜表＞ 開発協力予算 

                               （千ユーロ） 

年 国民総所得 援助支出総額 対国民総所得 

2004 287,516,000 1,168,980 0.41％ 

2005 301,730,000 1,357,785 0.53％ 

2006 315,380,000 1,576,900 0.50％ 

2007 327,168,000 1,799,424 0.55％ 

2010 365,884,000 2,561,188 0.70％ 

 

5. 結 論《略》 

 

第２部 経済・社会・財政報告 
 

第Ⅰ章 国際経済情勢《略》 

1. 全般的成長予測 

2. 主要国の経済情勢 

 2.1. アメリカ合衆国 

 2.2. 極 東 

  2.2.1. 日 本 

  2.2.2. 中 国 

  2.2.3. ヨーロッパ圏 

第Ⅱ章 ベルギーの経済開発 

＜表１＞ ベルギー経済の基本数字 

容量の変動と％ ─ 他の説明がない限り 

 2004 2005 2006 2007 

個人の消費支出 1.5 1.1 2.3 2.0

政府の消費支出 2.0 0.7 1.8 2.4

固定資本形成総額 4.2 8.4 2.2 2.4

全国支出総額 2.6 2.6 2.1 2.2

物資とサービスの輸出 6.2 1.8 5.4 4.9

物資とサービスの輸入 6.4 3.4 4.8 5.0

純輸出（国内総生産成長への寄与） 0.1 △1.2 0.6 0.1

国内総生産総額 2.6 1.2 2.7 2.2

全国消費指標数字 2.1 2.8 1.9 1.9

健康指標 1.6 2.2 1.8 1.9

個人の実質可処分所得 △0.2 1.0 1.8 2.3

個人の貯蓄率（可処分所得の％） 12.8 12.8 12.3 12.4

国内雇用（年平均変化・千人） 23.7 38.5 41.0 45.6

失業率（ヨーロッパ諸国国籍） 8.4 8.4 8.6 8.3

当座勘定残高（国際収支・国内総生産の％） 3.4 2.7 2.9 2.8

ユーロの対ドル為替相場（ドル対100ユーロ） 124.4 124.4 126.0 131.1

短期利率（銀行間相場・３か月）（％） 2.1 2.2 3.0 3.8

長期利率（OLO・10年）（％） 4.1 3.4 3.9 4.2
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要 約 

＜図１＞ 固定価格に対する国内総生産の四半期ごとの推移 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図２＞ 国内雇用の四半期ごとの推移 

（季節ごとの変動により修正された資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ■■ 四半期ごとの変動（千人） 

       ━━ 水準（千人・右側の縮尺） 
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1. わが国の最重要通商相手３国の商況 

＜図３＞ 四半期ベースの国内総生産の推移 

固定価格に対する四半期ごとの成長率 

（季節ごとの変動により修正された資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ ベルギー  ──ドイツ  ━━フランス  — — —オランダ 

 

2. ベルギー国内総生産の支出構成要素 

 個人消費支出 

＜図４＞ 個人消費支出 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 個人消費（４半期ごとに公示された平均成長率） 

        ━━ 連邦企画局の公示した指標 
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＜図２＞ 国内雇用の四半期ごとの推移 

（季節ごとの変動により修正された資料） 
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1. わが国の最重要通商相手３国の商況 

＜図３＞ 四半期ベースの国内総生産の推移 

固定価格に対する四半期ごとの成長率 

（季節ごとの変動により修正された資料） 
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＜図４＞ 個人消費支出 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 個人消費（４半期ごとに公示された平均成長率） 

        ━━ 連邦企画局の公示した指標 
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＜図５＞ 個人消費、可処分所得、貯蓄率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 固定価格に対する個人消費（成長ベース） 

        □□ 個人の実質可処分所得（成長ベース） 

        ━━ 個人の貯蓄率 

 

 企業投資 

＜図６＞ 企業投資 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正された資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 公共建設と船舶の購入以外の企業投資（４半期ごとに公示された平均成長率） 

        ━━ 連邦企画局の公示した指標 
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＜図７＞ 市場部門における投資と収益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 収益（付加価値中の％での企業の運営剰余金総額２年ごと公示の平均・右側目盛） 

        ━━ 投資率（固定価格に対する企業投資の国内総生産中の％） 

 

住宅建設投資 

＜図８＞ 住宅建設投資 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正された資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 住宅建設投資（４半期ごとに公示された平均成長率） 

        ━━ 連邦企画局の公示した指標 

 

 政府支出《略》 

 備蓄修正《略》 

 輸出入《略》 
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＜図５＞ 個人消費、可処分所得、貯蓄率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 固定価格に対する個人消費（成長ベース） 

        □□ 個人の実質可処分所得（成長ベース） 

        ━━ 個人の貯蓄率 

 

 企業投資 

＜図６＞ 企業投資 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正された資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 公共建設と船舶の購入以外の企業投資（４半期ごとに公示された平均成長率） 

        ━━ 連邦企画局の公示した指標 
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＜図７＞ 市場部門における投資と収益 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 収益（付加価値中の％での企業の運営剰余金総額２年ごと公示の平均・右側目盛） 

        ━━ 投資率（固定価格に対する企業投資の国内総生産中の％） 

 

住宅建設投資 

＜図８＞ 住宅建設投資 

（季節ごとの影響と暦年効果により修正された資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ■■ 住宅建設投資（４半期ごとに公示された平均成長率） 

        ━━ 連邦企画局の公示した指標 

 

 政府支出《略》 

 備蓄修正《略》 

 輸出入《略》 
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＜図９＞ 物資とサービスの輸出 

４半期ごとに公示された平均成長率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ■■ 物資とサービスの輸出 

       ── 連邦企画局の公示した指標 

       ━━ 海外市場・物資とサービス 

 

3. 物価と人件費の推移 

 国内物価の推移 

＜図10＞ インフレ：年度ごとの四半期ベースの推移 
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＜図11＞ 消費者物価指数の分解 

 消費者物価上昇への寄与度（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ■■ 基底の物価上昇  □□ エネルギー産業  ◆◆ その他の構成要素  ━━ 物価指数上昇 

 政府人件費と社会保障給付金の物価スライド制 

 

 市場部門における人件費の推移 

   ─ 人件費の推移 

＜表１＞ 市場部門における人件費の構成 

 
 2004 2005 2006 2007 

名目時間給 2.5 2.1 2.5 1.9 

以下の結果としての上昇   

  ─ 自動物価スライド制 1.6 2.1 1.8 2.0 

  ─ 雇用主寄与総額 △0.5 △0.5 0.1 △0.2 

  ─ スライド制前の時間給総額 1.4 0.5 0.6 0.1 

 

   ─ 人件費比率の推移 

＜図12＞ 企業部門の付加価値の％での人件費比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ─ 人件費比率   ━━ 1985～2004年の平均 
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＜図９＞ 物資とサービスの輸出 

４半期ごとに公示された平均成長率 
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       ── 連邦企画局の公示した指標 

       ━━ 海外市場・物資とサービス 

 

3. 物価と人件費の推移 

 国内物価の推移 

＜図10＞ インフレ：年度ごとの四半期ベースの推移 
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＜図11＞ 消費者物価指数の分解 

 消費者物価上昇への寄与度（％） 
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        ─ 人件費比率   ━━ 1985～2004年の平均 
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4. 労働の需要と供給 

＜図13＞ 市場部門の付加価値、雇用、生産性 ─ 年度ごとの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ■■ 固定価格に対する市場部門の付加価値 

      □□ 市場部門の雇用（人数） 

      ━━ 市場部門の一人当たり生産性 

 

＜図14＞ 雇用と雇用率の推移 ─ 年平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ■■ 労働従事人口（年度ごと変化・千人） 

      ━━ 雇用率（労働年齢人口の％・右側目盛） 
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＜図15＞ 労働従事人口、失業、就業人口 ─ 年度ごとの変化・千人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ■■ 労働従事人口   □□ 失業（連邦企画局定義）   ━━就業人口（連邦企画局定義） 

 

第３部 連邦政府予算報告 
 

第Ⅰ章 収支総括 

 本章は2005、2006、2007予算年についての連邦政府の収支の総括からなる。 

＜表１＞ 国家財源 

                                          （100万ユーロ） 

 2005 2006 2007 

 決 算 現 額 当 初 

税 収  

1. 直接税：  

 源泉徴収された税：  

  ─ 流動的源泉徴収 2,796.5 2,466.7 2,543.8 

  ─ 事業所源泉徴収 18,528.3 19,161.1 19,736.9 

 調整措置 0.0 400.0 50.0 

 予定納税で徴収された総合所得税 10,276.9 11,380.0 12,184.9 

 納税者名簿により徴収される総合所得税：  

  ─ 自然人 △1,519.3 △3,046.6 △3,378.6 

  ─ 法 人 823.0 977.0 952.9 

  ─ 非居住住宅保有者 189.6 199.4 204.6 

 消費税補填税 234.2 193.3 122.3 

 各 種 43.4 44.7 52.8 

 合 計 31,372.6 31,775.6 32.469.5 

2. 関税と消費税  

 消費税と各種税 6.164.9 6.361.1 6.521.3 

 合 計 6.164.9 6.361.1 6.521.3 

3. 登 録：  

 登録法と各種 845.5 834.9 978.8 

 付加価値税 1.886.5 2.397.4 2.689.2 

 合 計 2,732.1 3,232.4 3,668.0 

 税収合計 40,269.6 41,369.1 42,658.9 

税外収入  

 当 座 4,273.0 2.542.2 2.034.1 

 資 本 1.059.1 185.1 1.233.4 

 税外収入合計 5.432.1 2.727.3 3,287.5 

収入合計 45.701.7 44,069.4 45,926.4 

貸付金収益 24,072.0 24,010.5 25,480.5 

国家財政予算総合計 69,773.7 68,106.9 71,406.9 
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4. 労働の需要と供給 

＜図13＞ 市場部門の付加価値、雇用、生産性 ─ 年度ごとの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ■■ 固定価格に対する市場部門の付加価値 

      □□ 市場部門の雇用（人数） 

      ━━ 市場部門の一人当たり生産性 

 

＜図14＞ 雇用と雇用率の推移 ─ 年平均 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ■■ 労働従事人口（年度ごと変化・千人） 

      ━━ 雇用率（労働年齢人口の％・右側目盛） 
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＜図15＞ 労働従事人口、失業、就業人口 ─ 年度ごとの変化・千人 
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 2005 2006 2007 

 決 算 現 額 当 初 

税 収  

1. 直接税：  

 源泉徴収された税：  

  ─ 流動的源泉徴収 2,796.5 2,466.7 2,543.8 

  ─ 事業所源泉徴収 18,528.3 19,161.1 19,736.9 

 調整措置 0.0 400.0 50.0 

 予定納税で徴収された総合所得税 10,276.9 11,380.0 12,184.9 

 納税者名簿により徴収される総合所得税：  

  ─ 自然人 △1,519.3 △3,046.6 △3,378.6 

  ─ 法 人 823.0 977.0 952.9 

  ─ 非居住住宅保有者 189.6 199.4 204.6 

 消費税補填税 234.2 193.3 122.3 

 各 種 43.4 44.7 52.8 

 合 計 31,372.6 31,775.6 32.469.5 

2. 関税と消費税  

 消費税と各種税 6.164.9 6.361.1 6.521.3 

 合 計 6.164.9 6.361.1 6.521.3 

3. 登 録：  

 登録法と各種 845.5 834.9 978.8 

 付加価値税 1.886.5 2.397.4 2.689.2 

 合 計 2,732.1 3,232.4 3,668.0 

 税収合計 40,269.6 41,369.1 42,658.9 

税外収入  

 当 座 4,273.0 2.542.2 2.034.1 

 資 本 1.059.1 185.1 1.233.4 

 税外収入合計 5.432.1 2.727.3 3,287.5 

収入合計 45.701.7 44,069.4 45,926.4 

貸付金収益 24,072.0 24,010.5 25,480.5 

国家財政予算総合計 69,773.7 68,106.9 71,406.9 

－ 79 －



－ 80 － 

§1. 国家財源 

   国家財源の概念はその支出のために使用できる連邦政府の収入からなる。したがってそれは他の政（欧州連合、社会保障、共同

体、地域圏）への譲与金収入とその他の配分金を控除した後の全収入に関係する。 

   2007年の当初予算については当座と資本収入の合計で459億2640万ユーロに達する。さらに貸付金収益を加えれば国家財源予算

の総合計は714億690万ユーロに上る。 

§2. 支 出 

   表２は2005年に実行された支出命令と2006年の予算現額と2007年の当初予算からなる。2007年の当初予算では国債の返戻金を除

く当座と資本支出の合計は462億4260万ユーロに達する。さらに国債の返戻金を加えれば2007年当初予算では支出総合計は745億

5410万ユーロに上る。 

＜表２＞ 支出命令 

                                           （百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 

 決 算 現 額 当 初 

王室費 419.7 433.5 447.4 

総理大臣官房 113.4 107.5 96.4 

予算・経営管理 22.6 35.0 38.6 

人事・組織 52 58.2 60.0 

情報・通信技術 24.9 28.1 29.9 

司 法 1,352.5 1,460.5 1,535.5 

内政問題 465.0 488.7 531.8 

海外問題・開発協力 1,253.9 1,313.3 1,373.4 

国 防 2,535.3 2,687.8 2,762.6 

連邦警察・統合機能 1,444.8 1,527.0 1,559.3 

財 務 1,544.7 1,584.7 1,596.4 

建築規制 526.5 588.8 615.9 

官房部門合計 9,755.3 10,313.1 10,647.2 

年 金 7,340.0 5,831.7 6,842.1 

雇用・労働・労使協議 596.7 597.6 595.6 

社会保障 8,620.3 8,814.7 8,942.0 

国民健康・食物連鎖・生活環境保護 263.6 391.4 349.5 

社会福祉統合 1,002.9 1,106.0 1,147.7 

社会福祉部門合計 17,923.6 16,741.3 17,877.0 

経済・中小企業・中流階級・エネルギー 318.6 340.0 345.7 

流通・運輸 3,204.3 3,389.2 3,343.5 

科学政策 481.6 516.4 536.4 

経済部門合計 4,004.5 4,245.6 4,225.5 

包括的備蓄 0.0 134.3 140.6 

主要支出 31,583.4 31,434.3 32,590.2 

国債（返戻金なしの） 15,480.2 13,018.6 13,352.3 

支出合計 47,063.6 44,452.9 46,242.6 

国債返済 22,416.4 45,652.6 28,311.6 

総 計 69,480.0 70,105.5 74,554 

 

  

－ 81 － 

§3. 長期貸付 

   表３は2005年、2006年、2007年の予算の当初支出の長期貸付、すなわち分離貸付、非分離貸付、変動貸付の全体からなる。 

＜表３＞ 当初支出の長期貸付 

                                           （百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 

 決 算 現 額 当 初 

王室費 418.9 433.5 447.4 

総理大臣官房 117.4 107.5 96.4 

予算・経営管理 23.9 187.7 470.4 

人事・組織 50.0 88.8 86.7 

情報・通信技術 20.6 27.9 30.2 

司 法 1,364.0 1,458.9 1,536.2 

内政問題 464.4 504.5 546.0 

海外問題・開発協力 1,102.6 1,443.6 1,437.4 

国 防 2,842.0 2,473.2 2,591.3 

連邦警察・統合機能 1,390.3 1,527.7 1,556.0 

財 務 1,594.1 1,584.7 1,622.9 

建築規制 526.5 588.8 615.9 

官房部門合計 9,914.7 11,426.6 10,736.8 

年 金 7,339.0 5,831.7 6,842.1 

雇用・労働・労使協議 598.2 600.5 596.4 

社会保障 8,737.9 8,814.7 8,942.0 

国民健康・食物連鎖・生活環境保護 311.8 388.6 330.3 

社会福祉統合 1,226.4 1,061.6 1,108.8 

社会福祉部門合計 18,213.2 16,697.0 17,819.6 

経済・中小企業・中流階級・エネルギー 293.7 394.6 322.3 

流通・運輸 3,218.7 3,414.3 3.379.5 

科学政策 452.8 557.8 616.3 

経済部門合計 3,965.1 4,366.6 4,318.1 

主要支出 32,093.0 32,490.2 32,874.6 

 

§4. 連邦政府の予算執行の経済的分類 

   以下の幾つかの表は、2005年の収入決算、2006年と2007年の収入概算額とともに、2005年に行われた支出命令による支出の経済

的概算、2006年の支出命令貸付現額、2007年の支出命令貸付当初額を含む。これらの収入と支出は2000年10月の経済的分類の表題

群に従って分類されている。各省はこの分類を計画内の分類への基礎的な配分のために使用する。 

   収入は表１の当座と資本収入の額と一致し、支出は主要支出と見なされる経済的な分類において欧州連合への国民総所得割当金

が付加される表２の当座と資本支出の額と一致する。 

＜表４＞ 連邦政府の予算執行の経済的分類 

                                           （百万ユーロ） 

2005 2006 2007 

決 算 現 額 当 初 

1. 物資とサービスの当座の支出 10,203.6 7,709.1 7,883.9 

2. 公企業の損益 12,244.7 11,984.9 12,181.6 

3. 企業・家族・海外への所得移転 9,322.6 7,844.6 7,586.1 

4. 公共部門内の所得移転 12,860.8 16,752.2 18,418.1 

   ─ 内老齢基金への移転 442.7 616.1 900.0 

0.  ─ 各種 22.5 161.4 145.4 

当座支出合計 44,654.2 44,452.2 46,215.2 

5. 企業・家族・海外への財産移転 993.7 1,188.6 1,328.4 

6. 公共部門内の財産移転 2,139.2 398.0 371.8 

7. 出資（特定の軍事投資を含む） 446.0 518.3 577.3 

8. 貸付許可と分担 975.3 321.4 222.0 

0. 各種 0.0 0.0 0.0 

資本支出合計 4,554.3 2,426.3 2,499.5 

支出合計 49,208.5 46,878.5 48,714.7 

  

－ 80 －



－ 80 － 
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科学政策 452.8 557.8 616.3 
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主要支出 32,093.0 32,490.2 32,874.6 

 

§4. 連邦政府の予算執行の経済的分類 

   以下の幾つかの表は、2005年の収入決算、2006年と2007年の収入概算額とともに、2005年に行われた支出命令による支出の経済
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が付加される表２の当座と資本支出の額と一致する。 

＜表４＞ 連邦政府の予算執行の経済的分類 

                                           （百万ユーロ） 

2005 2006 2007 

決 算 現 額 当 初 

1. 物資とサービスの当座の支出 10,203.6 7,709.1 7,883.9 

2. 公企業の損益 12,244.7 11,984.9 12,181.6 

3. 企業・家族・海外への所得移転 9,322.6 7,844.6 7,586.1 

4. 公共部門内の所得移転 12,860.8 16,752.2 18,418.1 

   ─ 内老齢基金への移転 442.7 616.1 900.0 

0.  ─ 各種 22.5 161.4 145.4 

当座支出合計 44,654.2 44,452.2 46,215.2 

5. 企業・家族・海外への財産移転 993.7 1,188.6 1,328.4 

6. 公共部門内の財産移転 2,139.2 398.0 371.8 

7. 出資（特定の軍事投資を含む） 446.0 518.3 577.3 

8. 貸付許可と分担 975.3 321.4 222.0 

0. 各種 0.0 0.0 0.0 

資本支出合計 4,554.3 2,426.3 2,499.5 

支出合計 49,208.5 46,878.5 48,714.7 

  

－ 81 －



－ 82 － 

＜表４＞ 連邦政府の予算執行の経済的分類（続き） 

                                           （百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 

 決 算 現 額 当 初 

1. 物資とサービスの当座の支出 666.0 717.9 934.4 

2. 公企業の損益 503.8 632.1 563.5 

3. 企業・家族・海外への所得移転 42,669.3 41,942.1 43,134.7 

4. 公共部門内の所得移転 304.2 62.6 39.8 

0. 各種 209.5 156.5 20.6 

当座支出合計 44,352.8 43,511.3 44,693.0 

5. 企業・家族・海外への財産移転 851.4 415.5 514.1 

6. 公共部門内の財産移転 191.7 7.4 7.4 

7. 出資（特定の軍事投資を含む） 24.4 74.5 653.2 

8. 貸付許可と分担 295.3 87.0 59.7 

0. 各種 2.6 0.6 0.0 

資本支出合計 1,365.4 585.1 1,233.4 

支出合計 45,718.1 44,096.4 45,926.4 

経済的分類による予算執行残高 △3,490.4 △2,782.1 △2,788.7 

        (１) 他の政府財源に譲与、認定、配分された収入。 

第Ⅱ章 連邦政府の収入 

 第１節 2006年の収入 

Ⅰ．最初の９か月に執行された収入 

 この後の表に示されているように2006年最初の９月末の財政収入は618億5700万ユーロを徴収し、これは2005年９月の収入よりも10

億2950万ユーロ多かった。 

＜表５＞ 2005年と2006年の財政収入比較 

 
  2005年   2006年  差 額 

９か月 合 計 その他(１) 国家財源 合 計 その他(１) 国家財源 百万€ ％ 

直接税         

  ─ 動産源泉徴収 2,127.60 ─ 2,127.60 2,281.20 342.2 1,939.00 153.6 7.2

  ─ 事業所源泉徴収 24,842.60 10,744,７ 14,067.90 25,701.20 11,162.40 14,538.80 858.5 3.5

  ─ 予定納税 6,913.90 0 6,913.90 7,076.8 0 7,076.80 162.9 2.4

  ─ 納税者名簿 △689.1 32.6 △721.7 △2,361.8 201.5 △2,563.3 △1,672.7 242.8

  ─ その他 1,570.90 1,349.70 221.2 1,535.30 1,340.50 194.8 △35.6 △2.3

直接税合計 34,766.00 12,157.10 22,608.90 34,232.70 13,046.60 21,186.10 △533.3 △1.5

関 税 1,328.80 1,328.80 ─ 1,513.40 1,513.40 ─ 184.6 13.9

消費税と各種税 5,241.10 573 4,668.00 5,079.20 568 4,511.20 △161.9 △3.1

付加価値税印紙税相当税 15,595.60 14,767.20 828.4 16,681.20 15,651.00 1,030.30 1,085.60 7

登録税と各種税 2,856.60 2,146.50 710.1 3,205.20 2,535.80 669.3 348.6 12.2

当座税収 59,788.00 30,972.60 28,815.40 60,711.60 33,314.70 27,396.90 923.6 1.5

相続税 1,058.20 1,058.20 ─ 1,164.10 1,164.10 ─ 105.9 10

 

  

－ 83 － 

Ⅱ．2006年の収入の見積直し 

＜表６＞ 2006年収入の現額と予測額との比較 

                                                     （百万ユーロ） 

   現 額   予測額   差 額  

  合計 配分 国家財源 合計 配分 国家財源 合計 配分 国家財源

直接税          

  ─ 動産源泉徴収 2,902.1 435.3 2,466.7 2,929.7 439.5 2,490.2 27.6 4.1 23.6

  ─ 事業所源泉徴収 34,030.6 14,869.4 19,161.1 34,442.5 14,869.4 19,573.0 411.9 ─ 411.9

  ─ 予定納税 11,380.0 ─ 11,380.0 10,824.7 ─ 10,824.7 △555.3 ─ △555.3

  ─ 納税者名簿 △1,672.3 197.9 △1,870.2 △2,068.3 235.4 △2,303.7 △96.0 37.5 △433.5

  ─ その他 2,514.7 1,876.8 637.9 2,407.0 1,884.7 522.2 △107.7 8.0 △115.7

直接税合計 49,155.0 17,379.5 31,775.6 48,535.6 17,429.0 31,106.5 △619.5 49.6 △669.1

関 税 1,981.7 1,981.7 ─ 1,981.7 1,981.7 ─ ─ ─ ─

消費税と各種税 7,116.8 755.6 6,361.1 6,815.4 794.2 6,021.2 △301.4 38.6 △339.9

付加価値税等 23,941.7 21,544.3 2,397.4 24,046.5 21,644.4 2,402.1 104.8 100.1 4.6

登録税と各種税 4,328.2 3,493.2 835.0 4,390.8 3,550.9 839.9 62.6 57.7 5.0

相続税 1,542.9 1,542.9 ─ 1,556.1 1,556.1 ─ 13.2 13.2 ─

税 収 88,066.3 46,697.2 41,369.1 87,326.1 46,956.4 40,369.8 △740.2 259.1 △999.4

当座税外収入 2,563.1 20.8 2,542.2 2,741.9 70.6 2,671.2 178.8 49.8 129.0

税外資本収入 185.1 ─ 185.1 1,070.0 ─ 1,070.0 884.9 ─ 884.9

税外収入 2,748.1 20.8 2,727.3 3,811.9 70.6 3,741.2 1,063.7 49.8 1,013.9

収入合計 90,814.5 46,718.1 44,096.4 91,138.0 47,027.0 44,111.0 323.5 308.9 14.6

 (１) 他の政府財源に譲与、認定、配分された収入。 

 
第２節 2007年の収入 

Ⅰ．評価方法 

 2005年の収入のために評価された方法は根本的に修正され、拡大された機会にも説明された。この方法はすでに2006年の当初予算と

現額の編成の際に適用された。 

＜表７＞ 2006年の税収予測額 

                                    （百万ユーロ） 

 

 

＜表８＞ 2006年の収入補正と関連する技術的要因 

                                      （百万ユーロ） 

タバコ製品消費税 

 （判決の一環としての例外的還付） 17.9

ベルギー・ルクセンブルクEU協定 

 の枠内でのルクセンブルクから 

 支払われた消費税 △50.0

株式取引税 

 （欧州司法裁判所の判決による 

  2006年の税還付金） 76.0

  合 計 43.9

税の種類 

1.マクロ経済的方法により 

 評価された税 

  ─ 個人税 33,475.0

  ─ 法人税 10,523.9

  ─ 純粋付加価値税 22,610.2

  ─ 消費税 6,815.4

 小 計 73,424.5

2.マクロ経済的方法以外で 

 評価された税 

  ─ 直接税 4,536.7

  ─ 関税法 1,981.7

  ─ 印紙税相当の税 1,436.3

  ─ 登録税 4,390.8

  ─ 相続税 1,556.1

 小 計 13,901.6

総 計 87,326.1

－ 82 －
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＜表４＞ 連邦政府の予算執行の経済的分類（続き） 

                                           （百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 

 決 算 現 額 当 初 

1. 物資とサービスの当座の支出 666.0 717.9 934.4 

2. 公企業の損益 503.8 632.1 563.5 

3. 企業・家族・海外への所得移転 42,669.3 41,942.1 43,134.7 

4. 公共部門内の所得移転 304.2 62.6 39.8 

0. 各種 209.5 156.5 20.6 

当座支出合計 44,352.8 43,511.3 44,693.0 

5. 企業・家族・海外への財産移転 851.4 415.5 514.1 

6. 公共部門内の財産移転 191.7 7.4 7.4 

7. 出資（特定の軍事投資を含む） 24.4 74.5 653.2 

8. 貸付許可と分担 295.3 87.0 59.7 

0. 各種 2.6 0.6 0.0 

資本支出合計 1,365.4 585.1 1,233.4 

支出合計 45,718.1 44,096.4 45,926.4 

経済的分類による予算執行残高 △3,490.4 △2,782.1 △2,788.7 

        (１) 他の政府財源に譲与、認定、配分された収入。 

第Ⅱ章 連邦政府の収入 

 第１節 2006年の収入 

Ⅰ．最初の９か月に執行された収入 
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直接税合計 34,766.00 12,157.10 22,608.90 34,232.70 13,046.60 21,186.10 △533.3 △1.5
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相続税 1,058.20 1,058.20 ─ 1,164.10 1,164.10 ─ 105.9 10
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Ⅱ．2006年の収入の見積直し 

＜表６＞ 2006年収入の現額と予測額との比較 

                                                     （百万ユーロ） 
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  ─ 動産源泉徴収 2,902.1 435.3 2,466.7 2,929.7 439.5 2,490.2 27.6 4.1 23.6

  ─ 事業所源泉徴収 34,030.6 14,869.4 19,161.1 34,442.5 14,869.4 19,573.0 411.9 ─ 411.9

  ─ 予定納税 11,380.0 ─ 11,380.0 10,824.7 ─ 10,824.7 △555.3 ─ △555.3

  ─ 納税者名簿 △1,672.3 197.9 △1,870.2 △2,068.3 235.4 △2,303.7 △96.0 37.5 △433.5

  ─ その他 2,514.7 1,876.8 637.9 2,407.0 1,884.7 522.2 △107.7 8.0 △115.7
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付加価値税等 23,941.7 21,544.3 2,397.4 24,046.5 21,644.4 2,402.1 104.8 100.1 4.6

登録税と各種税 4,328.2 3,493.2 835.0 4,390.8 3,550.9 839.9 62.6 57.7 5.0
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税外収入 2,748.1 20.8 2,727.3 3,811.9 70.6 3,741.2 1,063.7 49.8 1,013.9

収入合計 90,814.5 46,718.1 44,096.4 91,138.0 47,027.0 44,111.0 323.5 308.9 14.6

 (１) 他の政府財源に譲与、認定、配分された収入。 
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＜表９＞ 徴税方法の2007年追加の影響 

                                                     （百万ユーロ） 

  個 人 法 人  その他   

  源泉徴収 納税名簿 納税名簿 付加価値 消費税 各種税 合 計 

Ⅰ．個人負担の税（物価指数表指数）   

  ─ 早期の修正の影響 △27.3   

  ─ 2007年１月１日のスライド △495.9   △507.9

 個人税の改正 △132.9   △132.9

 個人住宅控除 △63.8   △63.8

 労働不能給付金・養育休暇欠勤天引 △7.8   △7.8

 経歴中断手当天引 △6.7   △6.7

 2004年企業天引水準引上げ等 △11.2   △11.2

 ３～12歳児童ベビーシッター控除費 △5.7   △5.7

 高齢者介護 △2.1   △2.1

 若干の持続的発展計画控除可能配付金 △0.1   △0.1

 環境に優しい車の購入への減税 △7.9   △7.9

 特定市域の住宅優遇措置 △1.3   △1.3

 年金貯蓄に対する控除額引上げ △57.1   △57.1

 新興技術革新会社の研究・開発奨励 △10.0   △10.0

 法人の研究への助成措置 △27.0   △27.0

 2006.12.1の課税必要経費控除引上げ △77.2   △77.2

 COIVへの財務行政の直接介入   19

Ⅱ．法人税   

 法人研修助成   △6.0

 国際標準利子制度   △57.9

Ⅲ．間接税   

 消費税補填税の漸進的廃止   △81.0

 地域圏との協定締結エネ企業免税 pm  pm

    omgekeerd kliksysteem △91.8  △91.8

 職業用ディーゼル一部税還付 24  24

 パソコンの付加価値税制度変更 △12.0   △12.0

 石炭重油税 16.7  16.7

 タバコ製品最低消費税適用 12.5  12.5

 非使用発電所税 pm  pm

Ⅳ．最新の施策   

 農業労働優遇追加措置 △180.0   △180.0

 2007年の見積課税必要経費引上げ △69.0   △69.0

 大学と私企業の協力協定の利用不足 23   23

 時間外労働優遇拡大措置 △40.0   △40.0

 合理的なエネルギー投資控除拡大 pm   pm

 排ガス濾過付ディーゼル車購入減税 pm   pm

 適正家賃の賃貸住宅減税 pm 140   pm

 脱税摘発措置と良好な税金取立て 3 78.7 45   306.7

 賃貸契約の義務的無料登録 △6.7   △1.4

 福祉住宅建築付加価値税半額減税 △6.0   △6.7

 建替住宅建築の付加価値税額引下げ   △6.0

 休眠資本解放志向特定準備金受容減税 57.3   350

 2007.7.1.タバコ製品消費税引上げ 55.5 272.7  330

 2007.7.1.包装材料負担金導入 264.5  320

 二重課税防止協定締結国産天引免除拡大   △9.0

 2007.1.1定期購入税0.08％への引上げ  4.6 30

合 計 
△873.1 △245.1 45.0 140 498.6 4.6 △74.8

△1,130.2 △245.1 45.0 140 498.6 4.6 △74.8

 

 以上のほかに予定納税が個人税2007年１月１日のスライド＝△12百万ユーロ、法人税が法人研修助成＝△６百万ユーロ、国際標準利

子制度＝△57.9百万ユーロ、休眠資本解放志向特定準備金受容減税＝343百万ユーロあった。 
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＜表10＞ 当座税収のマクロ経済評価 

                                    （他の表示がない限り百万ユーロ） 

  2006年 2007年 

1. 個 人  

 説明変数  

 総所得 170,928.0 177,223.0 

 総所得の増加率 3.68％ 

 施策と変動を除く収入増加率 6.53％ 

 追加的影響措置 △1,130.2 

 変動と各種要因 0.0 0.0 

 自然人税収 33,475.0 34,531.2 

2. 法人税  

 説明変数  

 年間《ｔ》運営純益 73,199.0 80,046.0 

 増加率 9.35％ 

 長期利率《ｔ》～《ｔ－４》の平均 4.11％ 3.96％ 

 施策と変動を除く収入 5,909.9 6,573.1 

 施策と変動を除く収入増加率 11.22％ 

 追加的影響措置 324.1 

 変動と各種要因 0.0 0.0 

 法人税収概算 10,523.9 11,992.6 

3. 付加価値税  

 説明変数  

 マクロ経済基礎 199,969.0 208,393.0 

 年輸出《ｔ》と第１四半期《ｔ＋１》 361,246.1 383,862.2 

 同第４四半期《ｔ－１》～第３《ｔ》 280,037.1 299,335.5 

 同上増加率  

 マクロ経済基礎 5.42％ 4.21％ 

 輸出年《ｔ》と第１四半期《ｔ＋１》 9.08％ 6.26％ 

 同第４四半期《ｔ－１》～第３《ｔ》 9.35％ 6.89％ 

 施策と変動を除く収入増加率 6.23％ 4.59％ 

 追加的影響措置 0.0 228.1 

 変動と各種要因 0.0 0.0 

 付加価値税収入 22,610.2 23,876.7 

4. 消費税  

 説明変数  

 ディーゼル価格 1,158 1,153 

 増加率  

 不変価格での家庭消費 2.30％ 2.00％ 

 ディーゼル価格 0.46％ 

 施策と変動を除く収入増加率 2.34％ 1.97％ 

 追加的影響措置 498.6 

 変動と各種要因  

 ａ.タバコ製品消費税還付 17.9  

  ｂ.ルクセンブルク大公国よりの税 △50.0 0.0 

 消費税収入 8,815.4 7,415.2 
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  2006年 2007年 

1. 個 人  

 説明変数  

 総所得 170,928.0 177,223.0 

 総所得の増加率 3.68％ 

 施策と変動を除く収入増加率 6.53％ 

 追加的影響措置 △1,130.2 

 変動と各種要因 0.0 0.0 

 自然人税収 33,475.0 34,531.2 

2. 法人税  

 説明変数  

 年間《ｔ》運営純益 73,199.0 80,046.0 

 増加率 9.35％ 

 長期利率《ｔ》～《ｔ－４》の平均 4.11％ 3.96％ 

 施策と変動を除く収入 5,909.9 6,573.1 

 施策と変動を除く収入増加率 11.22％ 

 追加的影響措置 324.1 

 変動と各種要因 0.0 0.0 

 法人税収概算 10,523.9 11,992.6 

3. 付加価値税  

 説明変数  

 マクロ経済基礎 199,969.0 208,393.0 

 年輸出《ｔ》と第１四半期《ｔ＋１》 361,246.1 383,862.2 

 同第４四半期《ｔ－１》～第３《ｔ》 280,037.1 299,335.5 

 同上増加率  

 マクロ経済基礎 5.42％ 4.21％ 

 輸出年《ｔ》と第１四半期《ｔ＋１》 9.08％ 6.26％ 

 同第４四半期《ｔ－１》～第３《ｔ》 9.35％ 6.89％ 

 施策と変動を除く収入増加率 6.23％ 4.59％ 

 追加的影響措置 0.0 228.1 

 変動と各種要因 0.0 0.0 

 付加価値税収入 22,610.2 23,876.7 

4. 消費税  

 説明変数  

 ディーゼル価格 1,158 1,153 

 増加率  

 不変価格での家庭消費 2.30％ 2.00％ 

 ディーゼル価格 0.46％ 

 施策と変動を除く収入増加率 2.34％ 1.97％ 

 追加的影響措置 498.6 

 変動と各種要因  

 ａ.タバコ製品消費税還付 17.9  

  ｂ.ルクセンブルク大公国よりの税 △50.0 0.0 

 消費税収入 8,815.4 7,415.2 
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＜表11＞ 譲渡・配分・充当収入：2005年の決算と2006・2007年の予測 

                                            税による分類（百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 2007 

 決 算 現 額 予 測 当 初 

直接税 16,343,9 17,379.5 17,429.0 18,416.6

 不動産源泉徴収 41.2 42.0 43.2 44.6

 競技と賭博 48.3 57.9 61.5 57.2

 娯楽機械 49.5 53.1 53.2 57.2

 自動車税 1,221.4 1,269.0 1,269.0 1,307.1

 流通税 279.3 296.8 317.5 335.0

 欧州証紙 128.2 125.4 110.3 113.0

 動産源泉徴収 435.3 439.5 438.3

 個人納税名簿（ストック。オプ） 33.6 35.8 37.5 41.9

 被雇用者利益配分税 15.1 16.3 13.9 14.1

 ダイヤモンド業課税  15.0

 各種（税法罰） 14.7 14.9 14.9 14.9

 法人源泉徴収 14,366.3 14,752.4 14,752.4 15,790.7

 法人源泉徴収（重油） 111.9 117.0 117.0 0.0

 法人源泉徴収（社会福祉）  82.8

 個人納税名簿（金融の証券化） 14.8 108.8 138.8 60.7

 法人納税名簿（金融の証券化） 18.9 49.7 55.5 32.5

 NI納税名簿（金融の証券化） 0.6 3.6 3.6 2.4

 罰金（金融の証券化） 0.2 1.3 1.3 0.9

関 税 1,795.3 1,981.7 1,981.7 2,120.0

消費税 745.1 755.6 794.2 893.8

 タバコ消費税 611.9 622.4 623.0 722.6

 エネルギー製品消費税 38.0 38.0

 開店税 3.2 3.2 3.2 3.2

 包装税 130.0 130.0 130.0 130.0

付加価値税 20,637.9 21,516.1 21,616.2 22,842.7

印紙税同等の税 28.2 28.2 13.4

登録税と各種税 3,024.4 3,493.2 3,550.9 3,840.5

 登録法 2,408.9 2,677.2 2,782.7 2,995.6

 抵当権設定登録法 274.7 305.4 361.1 402.3

 贈与法 264.5 382.5 282.7 304.5

 財産分与法 44.1 51.3 49.3 56.6

 有罪判決罰金 21.0 65.7 63.8 70.0

 各種（税法罰） 11.1 11.1 11.3 11.5

当座税収 42,546.5 45,154.3 45,400.3 48,127.0

資本税収 1,454.6 1,542.9 1,556.10 1,669.70

税 収 44,001.2 46,687.2 46,956.4 49,796.6

 地域圏に移譲の地域圏税延滞利息 20.1 20.8 22.8 21.3

 金融の証券化延滞利息 47.8 76.5

 一度限りの自由申告の場合の義務寄金 75.0  

税外収入 95.1 20.8 70.6 97.8

合 計 44,096.3 46,718.1 47,027.0 49,894.5
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＜表12＞ 譲渡・配分・充当収入：2005年の決算と2006・2007年の予測 

                                        受領者による分類（百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 2007 

 決 算 現 額 予 測 当 初 

欧州連合  

 関 税 1,795.3 1,981.7 1,981.7 2,120.0

 付加価値税 626.5 405.5 445.8 459.1

欧州連合合計 2,421.8 2,387.3 2,427.6 2,579.1

地域圏  

ａ）地域圏税  

 直接税  

  ─ 不動産源泉徴収 41.2 42.0 43.2 44.6

  ─ 競技と賭博 48.3 57.9 61.5 55.6

  ─ 娯楽機械 49.5 53.1 53.2 57.2

  ─ 自動車税 1,221.4 1,269.0 1,269.0 1,307.1

  ─ 流通税 279.3 296.8 317.5 335.0

  ─ 欧州証紙 128.2 125.4 110.3 113.0

  ─ 税法罰（直接税） 14.7 14.9 14.9 14.9

 間接税  

  ─ 開店税 3.2 3.2 3.2 3.2

  ─ 登録法 2,408.9 2,677.2 2,782.7 2,995.6

  ─ 抵当権設定登録法 274.7 305.4 361.1 402.3

  ─ 贈与法 264.5 382.5 282.7 304.5

  ─ 財産分与法 44.1 51.3 49.3 56.6

  ─ 各種（税法罰） 11.1 11.1 11.3 11.5

 相続法 1,454.6 1,542.9 1,556.1 1,669.7

ｂ）個人税分与分 8,566.8 8,791.7 8,791.7 9,505.1

ｃ）税外収入  

 地域圏に移譲の地域圏税延滞利息 20.1 20.8 22.8 21.3

 一度限りの自由申告の場合の義務寄金 75.0 0.0 0.0 0.0

地域圏合計 14,905.7 15,645.40 15,730.5 16,907.1

基礎自治体  

分与分  

  ─ 個人税 5,799.6 5,960.8 5,960.8 6,285.60

  ─ 付加価値税 11,345.6 11,842.6 11,842.6 12,288.9

基礎自治体合計 17,145.2 17,803.4 17,803.4 18,574.5

社会福祉  

ａ）付加価値税  

 被雇用者  

  ─ RSZ全管理 6,856.1 7,331.1 7,318.7 7,742.9

  ─ 疾病障害保険政府機構日給補償 1,228.2 1,237.0 1,237.0 1,272.4

  ─ 国家労働供給局 26.5 90.7 90.7 95.5

  自営業者  

  ─ RSVZ全管理 225.2 228.0 235.6 422.6

  ─ RIZIV日給補償 106.6 111.2 111.2 114.4

 その他  

  ─ RSZ自治体と県 138.4 135.2 135.5 115.0

  ─ 統合警察の年金 76.1 81.1 81.1 81.1

  ─ 国家労働供給局 53.6 48.9 42.0

ｂ）個人税・法人税  

 被雇用者  

  ─ 納税名簿個人税・ストックオプ・全管理 32.1 34.3 35.9 40.1

  ─ 被雇用者利益配分税 15.1 16.3 13.9 14.1

  ─ 法人源泉徴収  82.8

  ─ ダイヤモンド業課税  13.5

 自営業者  

  ─ 納税名簿個人税・ストックオプ・全管理 1.4 1.5 1.6 1.8

  ─ ダイヤモンド業課税  1.5

ｃ）不動産源泉徴収 435.3 439.5 438.3
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＜表11＞ 譲渡・配分・充当収入：2005年の決算と2006・2007年の予測 

                                            税による分類（百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 2007 

 決 算 現 額 予 測 当 初 

直接税 16,343,9 17,379.5 17,429.0 18,416.6

 不動産源泉徴収 41.2 42.0 43.2 44.6

 競技と賭博 48.3 57.9 61.5 57.2

 娯楽機械 49.5 53.1 53.2 57.2

 自動車税 1,221.4 1,269.0 1,269.0 1,307.1

 流通税 279.3 296.8 317.5 335.0

 欧州証紙 128.2 125.4 110.3 113.0

 動産源泉徴収 435.3 439.5 438.3

 個人納税名簿（ストック。オプ） 33.6 35.8 37.5 41.9

 被雇用者利益配分税 15.1 16.3 13.9 14.1

 ダイヤモンド業課税  15.0

 各種（税法罰） 14.7 14.9 14.9 14.9

 法人源泉徴収 14,366.3 14,752.4 14,752.4 15,790.7

 法人源泉徴収（重油） 111.9 117.0 117.0 0.0

 法人源泉徴収（社会福祉）  82.8

 個人納税名簿（金融の証券化） 14.8 108.8 138.8 60.7

 法人納税名簿（金融の証券化） 18.9 49.7 55.5 32.5

 NI納税名簿（金融の証券化） 0.6 3.6 3.6 2.4

 罰金（金融の証券化） 0.2 1.3 1.3 0.9

関 税 1,795.3 1,981.7 1,981.7 2,120.0

消費税 745.1 755.6 794.2 893.8

 タバコ消費税 611.9 622.4 623.0 722.6

 エネルギー製品消費税 38.0 38.0

 開店税 3.2 3.2 3.2 3.2

 包装税 130.0 130.0 130.0 130.0

付加価値税 20,637.9 21,516.1 21,616.2 22,842.7

印紙税同等の税 28.2 28.2 13.4

登録税と各種税 3,024.4 3,493.2 3,550.9 3,840.5

 登録法 2,408.9 2,677.2 2,782.7 2,995.6

 抵当権設定登録法 274.7 305.4 361.1 402.3

 贈与法 264.5 382.5 282.7 304.5

 財産分与法 44.1 51.3 49.3 56.6

 有罪判決罰金 21.0 65.7 63.8 70.0

 各種（税法罰） 11.1 11.1 11.3 11.5

当座税収 42,546.5 45,154.3 45,400.3 48,127.0

資本税収 1,454.6 1,542.9 1,556.10 1,669.70

税 収 44,001.2 46,687.2 46,956.4 49,796.6

 地域圏に移譲の地域圏税延滞利息 20.1 20.8 22.8 21.3

 金融の証券化延滞利息 47.8 76.5

 一度限りの自由申告の場合の義務寄金 75.0  

税外収入 95.1 20.8 70.6 97.8

合 計 44,096.3 46,718.1 47,027.0 49,894.5
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＜表12＞ 譲渡・配分・充当収入：2005年の決算と2006・2007年の予測 

                                        受領者による分類（百万ユーロ） 

 2005 2006 2007 2007 

 決 算 現 額 予 測 当 初 

欧州連合  

 関 税 1,795.3 1,981.7 1,981.7 2,120.0

 付加価値税 626.5 405.5 445.8 459.1

欧州連合合計 2,421.8 2,387.3 2,427.6 2,579.1

地域圏  

ａ）地域圏税  

 直接税  

  ─ 不動産源泉徴収 41.2 42.0 43.2 44.6

  ─ 競技と賭博 48.3 57.9 61.5 55.6

  ─ 娯楽機械 49.5 53.1 53.2 57.2

  ─ 自動車税 1,221.4 1,269.0 1,269.0 1,307.1

  ─ 流通税 279.3 296.8 317.5 335.0

  ─ 欧州証紙 128.2 125.4 110.3 113.0

  ─ 税法罰（直接税） 14.7 14.9 14.9 14.9

 間接税  

  ─ 開店税 3.2 3.2 3.2 3.2

  ─ 登録法 2,408.9 2,677.2 2,782.7 2,995.6

  ─ 抵当権設定登録法 274.7 305.4 361.1 402.3

  ─ 贈与法 264.5 382.5 282.7 304.5

  ─ 財産分与法 44.1 51.3 49.3 56.6

  ─ 各種（税法罰） 11.1 11.1 11.3 11.5

 相続法 1,454.6 1,542.9 1,556.1 1,669.7

ｂ）個人税分与分 8,566.8 8,791.7 8,791.7 9,505.1

ｃ）税外収入  

 地域圏に移譲の地域圏税延滞利息 20.1 20.8 22.8 21.3

 一度限りの自由申告の場合の義務寄金 75.0 0.0 0.0 0.0

地域圏合計 14,905.7 15,645.40 15,730.5 16,907.1

基礎自治体  

分与分  

  ─ 個人税 5,799.6 5,960.8 5,960.8 6,285.60

  ─ 付加価値税 11,345.6 11,842.6 11,842.6 12,288.9

基礎自治体合計 17,145.2 17,803.4 17,803.4 18,574.5

社会福祉  

ａ）付加価値税  

 被雇用者  

  ─ RSZ全管理 6,856.1 7,331.1 7,318.7 7,742.9

  ─ 疾病障害保険政府機構日給補償 1,228.2 1,237.0 1,237.0 1,272.4

  ─ 国家労働供給局 26.5 90.7 90.7 95.5

  自営業者  

  ─ RSVZ全管理 225.2 228.0 235.6 422.6

  ─ RIZIV日給補償 106.6 111.2 111.2 114.4

 その他  

  ─ RSZ自治体と県 138.4 135.2 135.5 115.0

  ─ 統合警察の年金 76.1 81.1 81.1 81.1

  ─ 国家労働供給局 53.6 48.9 42.0

ｂ）個人税・法人税  

 被雇用者  

  ─ 納税名簿個人税・ストックオプ・全管理 32.1 34.3 35.9 40.1

  ─ 被雇用者利益配分税 15.1 16.3 13.9 14.1

  ─ 法人源泉徴収  82.8

  ─ ダイヤモンド業課税  13.5

 自営業者  

  ─ 納税名簿個人税・ストックオプ・全管理 1.4 1.5 1.6 1.8

  ─ ダイヤモンド業課税  1.5

ｃ）不動産源泉徴収 435.3 439.5 438.3
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 被雇用者 391.8 399.5 394.5

  自営業者 43.5 43.9 43.8

ｄ）タバコ消費税 611.9 622.4 623.0 722.6

 被雇用者  

  ─ RSZ全管理 52.1 53.4 53.9 54.4

  ─ 疾病障害保険政府機構 280.7 510.4 510.4 599.6

  ─ 入院追給 247.0  

  自営業者  

  ─ RSZ全管理 13.0 13.3 13.5 13.6

  ─ 疾病障害保険政府機構 19.1 45.2 45.2 55.0

ｅ）包装税 130.0 130.0 130.0 130.0

 被雇用者 121.7 121.5 121.5 121.5

  自営業者 8.3 8.5 8.5 8.5

ｆ）保険業税 1.5 1.5 1.5

小 計  

 被雇用者 8,869.5 9,786.5 9,777.5 10,431.3

  自営業者 373.7 452.9 461.1 662.7

 その他 214.4 269.9 265.5 238.2

社会福祉合計 9,447.6 10,509.3 10,504.2 11,332.3

各 種  

 交通安全警察管区配分基金 21.0 65.7 63.8 70.0

 燃料油ガス配当金配分基金融資 111.9 117.0 117.0 

 CR欧州共同体配分基金融資  

   ─ 付加価値税 8.7 pm 34.0 11.6

  ─ 消費税 38.0 38.0

 王室災害救済基金配分基金 26.7 26.7 11.9

 金融の証券化（資本直接税）  

 個人納税名簿（金融の証券化） 14.8 108.8 138.8 60.7

 法人納税名簿（金融の証券化） 18.9 49.7 55.5 32.5

 NI納税名簿（金融の証券化） 0.6 3.6 3.6 2.4

 罰金（金融の証券化） 0.2 1.3 1.3 0.9

 金融の証券化（資本付加価値税） 35.0 197.0

 税外収入（金融の証券化） 47.8 76.5

各種合計 176.1 372.8 561.5 501.5

総 計 44,096.3 46,718.1 47,027.0 49,894.5

     RSVZ＝国家自営業者社会保険業務、RSZ＝国家社会保障局 
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＜表13＞ 収入合計 

                                                 （百万ユーロ・％） 

 
2005 

決 算 

2006 

現 額 

2006 

予 測 

2007 

当 初 

差   額 

 2007/2006 予 測 

 百万ユーロ ％ 

自動車税 1,221.4 1,269.0 1,269.0 1,307.1 38.1 3.00

流通税 279.3 296.8 317.5 335.0 17.6 5.53

欧州証紙 128.2 125.4 110.3 113.0 2.6 2.37

消費税補填税 234.2 193.3 193.3 122.3 △71.0 △36.74

競技と賭博 48.3 57.9 61.5 55.6 4.1 6.69

自動娯楽機械 49.5 53.1 53.2 57.2 4.0 7.45

不動産源泉徴収 41.2 42.0 43.2 44.6 1.5 3.44

動産源泉徴収 2,796.5 2,902.1 2,929.7 2,982.1 52.5 1.79

 内動産分割 1,403.9 1,430.0 1,583.8 1,570.0 △13.8 △8.7

  その他 1,490.2 1,522.1 1,365.9 1,432.10 66.2 4.85

  納税者名簿 △97.6 △50.0 △20.0 △20.0 0.0 0.0

調 整 ─ 400.0 150.0 50.0 △100.0 △66.67

ダイヤモンド業課税 136.8 15.0 △121.8 △89.04

被雇用者利益配分税 30.1 32.6 27.7 28.0 0.3 1.16

予定納税 10,276.9 11,380.0 10,824.7 12,184.9 1,360.2 12.57

納税者名簿 △438.9 △1,672.3 △2,068.3 △2,083.6 △15.3 △0.74

 内企業納税者名簿 841.9 1,026.7 940.4 985.4 45.0 4.79

  自然人納税者名簿 △1,470.9 △2,902.0 △3,211.7 △3,276.0 △64.3 2.00

  NI納税者名簿 190.2 203.0 203.0 207.0 4.0 1.97

企業予定納税 33,006.5 34,030.6 34,442.5 35,610.4 1,167.9 3.39

 内源泉 32,640.3 33,646.0 34,089.7 35,257.6 1,167.9 3.43

  納税者名簿 366.2 384.5 352.8 352.8 0.0 0.0

その他 43.3 44.6 44.6 54.6 10.0 22.44

直接税合計 47,716.6 49,155.0 48,535.6 50,866.1 2,350.6 4.84

関 税 1,795.3 1,981.7 1,981.7 2,120.0 138.3 6.98

消費税その他 6,910.0 7,116.8 6,815.4 7,415.2 599.8 8.8

関税と消費税 8,705.3 9,098.5 8,797.1 9,535.2 738.1 8.39

付加価値税 22,524.4 23,941.7 24,046.5 25,545.2 1,498.7 6.23

 内純粋付加価値税 21,304.4 22,417.9 22,610.2 23,876.7 1,266.5 5.60

  印紙税相当の税 1,220.0 1,523.8 1,523.8 1,668.5 232.3 16.17

登録法 3,125.8 3,494.7 3,494.7 3,836.9 279.8 7.87

 内地域圏移管登録法 2,992.3 3,416.4 3,416.4 3,759.0 283.2 8.15

  地域圏非移管登録法 133.5 78.2 78.2 77.9 △3.4 △4.22

各種と罰金 744.1 833.5 833.5 982.4 148.7 17.84

 内地域圏移管罰 11.1 11.1 11.1 11.5 0.2 1.70

 地域圏非移管罰と各種法 733.0 822.4 822.4 970.9 148.5 18.06

付加価値税・登録・各種合計 26,394.3 28,269.9 28,437.3 30,364.5 1,927.2 6.78

相続法 1,454.6 1,542.9 1,556.1 1,669.7 113.6 7.30

税収合計 84,270.7 88,066.3 87,326.1 92,455.5 5,129.4 5.87

当座税外収入 4,482.7 2,563.1 2,741.9 2,131.9 △609.9 △22.24

資本税外収入 1,058.5 185.1 1,070.0 1,233.4 163.4 15.27

税外収入合計 5,541.2 2,748.1 3,811.9 3,365.4 △446.5 △11.71

総 計 89,811.9 90,814.5 91,138.0 95,320.9 4,682.9 5.14
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 被雇用者 391.8 399.5 394.5

  自営業者 43.5 43.9 43.8

ｄ）タバコ消費税 611.9 622.4 623.0 722.6

 被雇用者  

  ─ RSZ全管理 52.1 53.4 53.9 54.4

  ─ 疾病障害保険政府機構 280.7 510.4 510.4 599.6

  ─ 入院追給 247.0  

  自営業者  

  ─ RSZ全管理 13.0 13.3 13.5 13.6

  ─ 疾病障害保険政府機構 19.1 45.2 45.2 55.0

ｅ）包装税 130.0 130.0 130.0 130.0

 被雇用者 121.7 121.5 121.5 121.5

  自営業者 8.3 8.5 8.5 8.5

ｆ）保険業税 1.5 1.5 1.5

小 計  

 被雇用者 8,869.5 9,786.5 9,777.5 10,431.3

  自営業者 373.7 452.9 461.1 662.7

 その他 214.4 269.9 265.5 238.2

社会福祉合計 9,447.6 10,509.3 10,504.2 11,332.3

各 種  

 交通安全警察管区配分基金 21.0 65.7 63.8 70.0

 燃料油ガス配当金配分基金融資 111.9 117.0 117.0 

 CR欧州共同体配分基金融資  

   ─ 付加価値税 8.7 pm 34.0 11.6

  ─ 消費税 38.0 38.0

 王室災害救済基金配分基金 26.7 26.7 11.9

 金融の証券化（資本直接税）  

 個人納税名簿（金融の証券化） 14.8 108.8 138.8 60.7

 法人納税名簿（金融の証券化） 18.9 49.7 55.5 32.5

 NI納税名簿（金融の証券化） 0.6 3.6 3.6 2.4

 罰金（金融の証券化） 0.2 1.3 1.3 0.9

 金融の証券化（資本付加価値税） 35.0 197.0

 税外収入（金融の証券化） 47.8 76.5

各種合計 176.1 372.8 561.5 501.5

総 計 44,096.3 46,718.1 47,027.0 49,894.5

     RSVZ＝国家自営業者社会保険業務、RSZ＝国家社会保障局 
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＜表13＞ 収入合計 

                                                 （百万ユーロ・％） 

 
2005 

決 算 

2006 

現 額 

2006 

予 測 

2007 

当 初 

差   額 

 2007/2006 予 測 

 百万ユーロ ％ 

自動車税 1,221.4 1,269.0 1,269.0 1,307.1 38.1 3.00

流通税 279.3 296.8 317.5 335.0 17.6 5.53

欧州証紙 128.2 125.4 110.3 113.0 2.6 2.37

消費税補填税 234.2 193.3 193.3 122.3 △71.0 △36.74

競技と賭博 48.3 57.9 61.5 55.6 4.1 6.69

自動娯楽機械 49.5 53.1 53.2 57.2 4.0 7.45

不動産源泉徴収 41.2 42.0 43.2 44.6 1.5 3.44

動産源泉徴収 2,796.5 2,902.1 2,929.7 2,982.1 52.5 1.79

 内動産分割 1,403.9 1,430.0 1,583.8 1,570.0 △13.8 △8.7

  その他 1,490.2 1,522.1 1,365.9 1,432.10 66.2 4.85

  納税者名簿 △97.6 △50.0 △20.0 △20.0 0.0 0.0

調 整 ─ 400.0 150.0 50.0 △100.0 △66.67

ダイヤモンド業課税 136.8 15.0 △121.8 △89.04

被雇用者利益配分税 30.1 32.6 27.7 28.0 0.3 1.16

予定納税 10,276.9 11,380.0 10,824.7 12,184.9 1,360.2 12.57

納税者名簿 △438.9 △1,672.3 △2,068.3 △2,083.6 △15.3 △0.74

 内企業納税者名簿 841.9 1,026.7 940.4 985.4 45.0 4.79

  自然人納税者名簿 △1,470.9 △2,902.0 △3,211.7 △3,276.0 △64.3 2.00

  NI納税者名簿 190.2 203.0 203.0 207.0 4.0 1.97

企業予定納税 33,006.5 34,030.6 34,442.5 35,610.4 1,167.9 3.39

 内源泉 32,640.3 33,646.0 34,089.7 35,257.6 1,167.9 3.43

  納税者名簿 366.2 384.5 352.8 352.8 0.0 0.0

その他 43.3 44.6 44.6 54.6 10.0 22.44

直接税合計 47,716.6 49,155.0 48,535.6 50,866.1 2,350.6 4.84

関 税 1,795.3 1,981.7 1,981.7 2,120.0 138.3 6.98

消費税その他 6,910.0 7,116.8 6,815.4 7,415.2 599.8 8.8

関税と消費税 8,705.3 9,098.5 8,797.1 9,535.2 738.1 8.39

付加価値税 22,524.4 23,941.7 24,046.5 25,545.2 1,498.7 6.23

 内純粋付加価値税 21,304.4 22,417.9 22,610.2 23,876.7 1,266.5 5.60

  印紙税相当の税 1,220.0 1,523.8 1,523.8 1,668.5 232.3 16.17

登録法 3,125.8 3,494.7 3,494.7 3,836.9 279.8 7.87

 内地域圏移管登録法 2,992.3 3,416.4 3,416.4 3,759.0 283.2 8.15

  地域圏非移管登録法 133.5 78.2 78.2 77.9 △3.4 △4.22

各種と罰金 744.1 833.5 833.5 982.4 148.7 17.84

 内地域圏移管罰 11.1 11.1 11.1 11.5 0.2 1.70

 地域圏非移管罰と各種法 733.0 822.4 822.4 970.9 148.5 18.06

付加価値税・登録・各種合計 26,394.3 28,269.9 28,437.3 30,364.5 1,927.2 6.78

相続法 1,454.6 1,542.9 1,556.1 1,669.7 113.6 7.30

税収合計 84,270.7 88,066.3 87,326.1 92,455.5 5,129.4 5.87

当座税外収入 4,482.7 2,563.1 2,741.9 2,131.9 △609.9 △22.24

資本税外収入 1,058.5 185.1 1,070.0 1,233.4 163.4 15.27

税外収入合計 5,541.2 2,748.1 3,811.9 3,365.4 △446.5 △11.71

総 計 89,811.9 90,814.5 91,138.0 95,320.9 4,682.9 5.14
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＜表14＞ 国家財源収入 

                                                 （百万ユーロ・％） 

 
2005 

決 算 

2006 

現 額 

2006 

予 測 

2007 

当 初 

差   額 

 2007/2006 予 測 

 百万€ ％ 

自動車税 ─ ─ ─ ─ ─ ─

流通税 ─ ─ ─ ─ ─ ─

欧州証紙 ─ ─ ─ ─ ─ ─

消費税補填税 234.2 193.3 193.3 122.3 △71.0 △36.74

競技と賭博 ─ ─ ─ ─ ─ ─

自動娯楽機械 ─ ─ ─ ─ ─ ─

不動産源泉徴収 ─ ─ ─ ─ ─ ─

動産源泉徴収 2,796.5 2,466.7 2,490.2 2,543.8 53.6 2.15

調 整 ─ 400.0 150.0 50.0 △100.0 △66.67

ダイヤモンド業課税 136.8 0.0 △136.8 

被雇用者利益配分税 15.0 16.3 13.8 14.0 0.2 1.17

予定納税 10,276.9 11,380.0 10,824.7 12,184.9 1,360.2 12.57

納税者名簿 △506.7 △1,870.2 △2,303.7 △2,221.1 82.6 △3.59

 内企業納税者名簿 823.0 977.0 884.9 952.9 68.0 7.68

  自然人納税者名簿 △1,519.3 △3,046.6 △3,388.0 △3,378.6 9.4 △0.28

  NI納税者名簿 189.6 199.4 199.4 204.6 5.2 2.61

企業予定納税 18,528.3 19,161.1 19,573.0 19,736.9 163.9 0.84

 内源泉 18,162.1 18,776.6 19,220.2 19,384.1 163.9 0.85

  納税者名簿 366.2 384.5 352.8 352.8 0.0 0.00

その他 28.4 28.4 28.4 38.8 10.4 36.63

直接税合計 31,372.7 31,775.6 31,106.5 32,469.5 1,363.0 4.38

関税 ─ ─ ─ ─ ─ ─

消費税ほか 6,164.9 6,361.10 6,021.2 6,521.3 500.2 8.31

関税と消費税 6,164.9 6,361.10 6,021.2 6,521.3 500.2 8.31

付加価値税 1,886.5 2,397.4 2,402.1 2,689.2 287.1 11.95

 内純粋付加価値税 666.5 901.8 994.0 1,034.0 40.0 4.02

  印紙税相当の税 1,220.0 1,495.6 1,408.1 1,655.1 247.1 17.55

登録法 133.5 78.2 81.3 77.9 △3.4 △4.22

付加価値税・登録法外合計 2,732.1 3,232.4 3,242.0 3,267.5 425.9 13.14

相続法 ─ ─ ─ ─  

税収合計 40,269.8 41,369.1 40,369.7 42,658.9 2,289.1 5.67

当座税外収入 4,387.4 2,542.2 2,671.2 2,034.1 △637.1 △23.85

資本税外収入 1,058.5 185.1 1,070.0 1,233.4 163.4 15.27

税外収入合計 5,446.1 2,727.3 3,741.2 3,267.5 △473.7 △12.66

総 計 45,715.7 44,096.4 44,110.9 45,926.4 1,815.5 4.12
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＜表15＞ 連邦政府各省別税外収入分類 

 

 

連邦政府各省 

2005 

決 算 

2006 

現 額 

2007 

予 測 

2007 

当 初 

推   移 

百万€ ％ 

総理大臣官房 22.2 9.3 8.4 7.2 △1.1 △13.6

予算・行政管理 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.1

人事・組織 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ─

法 務 54.3 50.4 53.6 50.9 △2.8 △5.2

内 務 21.3 24.9 27.0 23.5 △3.4 △12.7

外 務 151.1 138.3 485.6 123.8 △361.7 △74.5

国 防 52.3 76.7 80.3 115.9 35.6 44.3

連邦警察・統合業務 36.4 36.9 42.1 43.5 1.4 3.3

財務 2,100.2 1,947.6 2,047.4 1,920.0 △127.4 △6.2

建築規制 0.0 35.8 559.6 600.0 40.4 7.2

年 金 1,794.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ─

雇用・労働・労使協議 16.9 11.7 11.7 25.4 13.7 116.8

社会保障 11.1 12.2 21.7 18.0 △3.7 △17.0

国民保健 31.2 34.5 35.1 15.5 △19.6 △56.0

経済・中流層・エネルギー 43.7 39.5 39.5 40.2 0.6 1.6

移動・交通 1,177.2 329.1 394.5 366.9 △27.6 △7.0

企業統合 6.4 0.3 0.2 9.9 9.6 4,305.8

科学政策 3.7 4.1 4.5 4.1 △0.4 △9.0

税外収入 5,523.6 2,748.1 3,811.9 3,365.4 △446.5 △11.7

法８合計 482.9 61.0 73.1 59.7 △13.4 △18.3

税外収入（法８以外）合計 5,040.7 2,687.0 3,738.8 3,305.6 △433.1 △11.6

配分税外収入 95.1 20.8 70.6 97.8 27.2 38.5

税外国家財源 5,428.5 2,727.3 3,741.2 3,267.5 △473.7 △12.7

 

第Ⅲ章 連邦政府の主要支出 

第１節 2006年予算の執行 

2006年の最初の９か月の資金投入と支出命令の動き 

＜表16＞ 予算の利用比率 ─ 2005～2006年９月末の状況（移転を除く） 

                                                   （百万ユーロ） 

 2005予算年 2006予算年 差  額 

 予 算 執 行 ％ 予 算 執 行 ％ 百万€ ％ 

資金投入    

 ─ 主要支出 33,250.3 26,226.9 78.6 32,480.2 27,995.5 86.2 1,768.6 7.6

 ─ 国債（除償還） 15,829.1 8,371.1 52.9 13,018.6 5,127.7 39.4 △3,243.4 △13.5

資金投入合計 49,179.4 34,598.0 70.4 45,498.8 33,123.2 72.8 △1,474.8 2.4

支出命令    

 ─ 主要支出 32,278.2 24,423.3 75.7 31,434.3 24,585.9 78.2 162.6 2.5

 ─ 国債（除償還） 15,829.1 8,370.5 52.9 13,018.6 5,126.9 39.4 △3,243.8 △13.5

支出命令合計 48,107.3 32,793.8 68.2 44,452.9 29,712.8 66.8 △3,081.0 △1.3

 

＜表17＞ 主要予算の年金を除く使用比率 ─ 2005～2006年９月末の状況（移転を除く） 

                                                   （百万ユーロ） 

  2005予算年 2006予算年 差  額 

  予 算 執 行 ％ 予 算 執 行 ％ 百万€ ％ 

資金投入    

 ─ 主要支出 33,350.0 26,226.9 78.6 32,480.2 27,995.5 86.2 1,768.6 7.6

 ─ 年 金 △7,402.3 △6,165.0 83.3 △5,831.7 △5,720.2 98.1 445.0 14.8

年金除く資金投入 25,948.0 20,061.0 77.3 26,648.5 22,275.5 83.6 2,213.6 6.3

支出命令    

 ─ 主要支出 32,278.2 24,423.3 75.7 31,434.3 24,585.9 78.2 162.6 2.5

 ─ 年 金 △7,402.2 △6,159.1 83.2 △5,831.7 △5,720.0 98.1 439.1 14.9

年金除く支出命令 24,876.0 18,264.2 73.4 25,602.6 18,865.9 73.7 601.7 0.3
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＜表14＞ 国家財源収入 

                                                 （百万ユーロ・％） 

 
2005 

決 算 

2006 

現 額 

2006 

予 測 

2007 

当 初 

差   額 

 2007/2006 予 測 

 百万€ ％ 

自動車税 ─ ─ ─ ─ ─ ─

流通税 ─ ─ ─ ─ ─ ─

欧州証紙 ─ ─ ─ ─ ─ ─

消費税補填税 234.2 193.3 193.3 122.3 △71.0 △36.74

競技と賭博 ─ ─ ─ ─ ─ ─

自動娯楽機械 ─ ─ ─ ─ ─ ─

不動産源泉徴収 ─ ─ ─ ─ ─ ─

動産源泉徴収 2,796.5 2,466.7 2,490.2 2,543.8 53.6 2.15

調 整 ─ 400.0 150.0 50.0 △100.0 △66.67

ダイヤモンド業課税 136.8 0.0 △136.8 

被雇用者利益配分税 15.0 16.3 13.8 14.0 0.2 1.17

予定納税 10,276.9 11,380.0 10,824.7 12,184.9 1,360.2 12.57

納税者名簿 △506.7 △1,870.2 △2,303.7 △2,221.1 82.6 △3.59

 内企業納税者名簿 823.0 977.0 884.9 952.9 68.0 7.68

  自然人納税者名簿 △1,519.3 △3,046.6 △3,388.0 △3,378.6 9.4 △0.28

  NI納税者名簿 189.6 199.4 199.4 204.6 5.2 2.61

企業予定納税 18,528.3 19,161.1 19,573.0 19,736.9 163.9 0.84

 内源泉 18,162.1 18,776.6 19,220.2 19,384.1 163.9 0.85

  納税者名簿 366.2 384.5 352.8 352.8 0.0 0.00

その他 28.4 28.4 28.4 38.8 10.4 36.63

直接税合計 31,372.7 31,775.6 31,106.5 32,469.5 1,363.0 4.38

関税 ─ ─ ─ ─ ─ ─

消費税ほか 6,164.9 6,361.10 6,021.2 6,521.3 500.2 8.31

関税と消費税 6,164.9 6,361.10 6,021.2 6,521.3 500.2 8.31

付加価値税 1,886.5 2,397.4 2,402.1 2,689.2 287.1 11.95

 内純粋付加価値税 666.5 901.8 994.0 1,034.0 40.0 4.02

  印紙税相当の税 1,220.0 1,495.6 1,408.1 1,655.1 247.1 17.55

登録法 133.5 78.2 81.3 77.9 △3.4 △4.22

付加価値税・登録法外合計 2,732.1 3,232.4 3,242.0 3,267.5 425.9 13.14

相続法 ─ ─ ─ ─  

税収合計 40,269.8 41,369.1 40,369.7 42,658.9 2,289.1 5.67

当座税外収入 4,387.4 2,542.2 2,671.2 2,034.1 △637.1 △23.85

資本税外収入 1,058.5 185.1 1,070.0 1,233.4 163.4 15.27

税外収入合計 5,446.1 2,727.3 3,741.2 3,267.5 △473.7 △12.66

総 計 45,715.7 44,096.4 44,110.9 45,926.4 1,815.5 4.12
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＜表15＞ 連邦政府各省別税外収入分類 

 

 

連邦政府各省 

2005 

決 算 

2006 

現 額 

2007 

予 測 

2007 

当 初 

推   移 

百万€ ％ 

総理大臣官房 22.2 9.3 8.4 7.2 △1.1 △13.6

予算・行政管理 0.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.1

人事・組織 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ─

法 務 54.3 50.4 53.6 50.9 △2.8 △5.2

内 務 21.3 24.9 27.0 23.5 △3.4 △12.7

外 務 151.1 138.3 485.6 123.8 △361.7 △74.5

国 防 52.3 76.7 80.3 115.9 35.6 44.3

連邦警察・統合業務 36.4 36.9 42.1 43.5 1.4 3.3

財務 2,100.2 1,947.6 2,047.4 1,920.0 △127.4 △6.2

建築規制 0.0 35.8 559.6 600.0 40.4 7.2

年 金 1,794.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ─

雇用・労働・労使協議 16.9 11.7 11.7 25.4 13.7 116.8

社会保障 11.1 12.2 21.7 18.0 △3.7 △17.0

国民保健 31.2 34.5 35.1 15.5 △19.6 △56.0

経済・中流層・エネルギー 43.7 39.5 39.5 40.2 0.6 1.6

移動・交通 1,177.2 329.1 394.5 366.9 △27.6 △7.0

企業統合 6.4 0.3 0.2 9.9 9.6 4,305.8

科学政策 3.7 4.1 4.5 4.1 △0.4 △9.0

税外収入 5,523.6 2,748.1 3,811.9 3,365.4 △446.5 △11.7

法８合計 482.9 61.0 73.1 59.7 △13.4 △18.3

税外収入（法８以外）合計 5,040.7 2,687.0 3,738.8 3,305.6 △433.1 △11.6

配分税外収入 95.1 20.8 70.6 97.8 27.2 38.5

税外国家財源 5,428.5 2,727.3 3,741.2 3,267.5 △473.7 △12.7

 

第Ⅲ章 連邦政府の主要支出 

第１節 2006年予算の執行 

2006年の最初の９か月の資金投入と支出命令の動き 

＜表16＞ 予算の利用比率 ─ 2005～2006年９月末の状況（移転を除く） 

                                                   （百万ユーロ） 

 2005予算年 2006予算年 差  額 

 予 算 執 行 ％ 予 算 執 行 ％ 百万€ ％ 

資金投入    

 ─ 主要支出 33,250.3 26,226.9 78.6 32,480.2 27,995.5 86.2 1,768.6 7.6

 ─ 国債（除償還） 15,829.1 8,371.1 52.9 13,018.6 5,127.7 39.4 △3,243.4 △13.5

資金投入合計 49,179.4 34,598.0 70.4 45,498.8 33,123.2 72.8 △1,474.8 2.4

支出命令    

 ─ 主要支出 32,278.2 24,423.3 75.7 31,434.3 24,585.9 78.2 162.6 2.5

 ─ 国債（除償還） 15,829.1 8,370.5 52.9 13,018.6 5,126.9 39.4 △3,243.8 △13.5

支出命令合計 48,107.3 32,793.8 68.2 44,452.9 29,712.8 66.8 △3,081.0 △1.3

 

＜表17＞ 主要予算の年金を除く使用比率 ─ 2005～2006年９月末の状況（移転を除く） 

                                                   （百万ユーロ） 

  2005予算年 2006予算年 差  額 

  予 算 執 行 ％ 予 算 執 行 ％ 百万€ ％ 

資金投入    

 ─ 主要支出 33,350.0 26,226.9 78.6 32,480.2 27,995.5 86.2 1,768.6 7.6

 ─ 年 金 △7,402.3 △6,165.0 83.3 △5,831.7 △5,720.2 98.1 445.0 14.8

年金除く資金投入 25,948.0 20,061.0 77.3 26,648.5 22,275.5 83.6 2,213.6 6.3

支出命令    

 ─ 主要支出 32,278.2 24,423.3 75.7 31,434.3 24,585.9 78.2 162.6 2.5

 ─ 年 金 △7,402.2 △6,159.1 83.2 △5,831.7 △5,720.0 98.1 439.1 14.9

年金除く支出命令 24,876.0 18,264.2 73.4 25,602.6 18,865.9 73.7 601.7 0.3
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＜表18＞ 資金投入予算使用比率（９月末） 

                                                    （百万ユーロ） 

  予算 現額 執行 終了 使用比 率終了 差  額 

連邦政府各省 2005年 2006年 09/2005 09/2006 09/2005 09/2006 100万€ ％ 

王室費 419.0 435.5 355.5 369.5 84.8 85.2 14.0 0.4

総理大臣官房 117.1 107.5 105.7 92.6 90.3 86.1 △13.1 △4.1

予算・経営管理 54.6 60.4 16.6 19.3 30.4 32.0 2.8 1.7

人事・組織 63.3 88.8 38.5 43.3 60.8 48.7 4.8 △12.0

情報・通信技術 27.6 27.9 18.4 14.9 66.5 53.4 △3.4 △13.0

司 法 1,389.6 1,458.9 1,081.5 1,150.1 77.8 78.8 68.6 1.0

内政問題 473.6 504.1 224.7 246.9 47.4 49.0 22.02 1.5

海外問題・開発協力 1,238.0 1,443.2 836.1 925.3 67.5 64.1 89.1 △3.4

国 防 3,476.2 3,743.1 2,235.2 2,486.3 64.3 71.6 251.1 7.3

連邦警察・統合機能 1,475.5 1,527.7 1,131.9 1,180.4 76.7 77.3 48.5 0.6

財 務 1,614.3 1,574.7 1,206.0 1,281.8 74.7 81.4 75.8 6.7

建築規制 546.5 588.8 526.5 563.8 96.3 95.8 37.3 △0.6

官房部門合計 10,895.4 11,288.6 7,776.6 8,374.3 71.4 74.2 597.6 2.8

年 金 7,402.3 5,831.7 5,863.9 5,720.0 79.2 98.1 △143.9 18.9

雇用・労働・労使協議 611.0 600.5 460.9 453.9 75.4 75.6 △7.0 0.2

社会保障 8,740.1 8,814.6 7,614.2 8,773.1 87.1 99.5 1,158.9 12.4

国民健康等(１) 309.6 388.6 202.5 225.2 65.4 58.0 22.7 △7.4

社会福祉統合 1,229.8 1,061.6 875.2 799.7 71.2 75.3 △75.5 4.2

社会福祉部門合計 18,292.8 16,697.0 15,016.7 15,971.9 82.1 95.7 955.2 13.6

経済等(２) 306.0 387.9 249.9 256.2 81.7 66.0 6.3 △15.6

流通・運輸 3,345.3 3,414.3 2,791.2 3,008.5 83.4 88.1 217.3 4.7

科学政策 460.0 557.2 392.4 383.9 85.3 68.9 △8.5 △16.4

経済部門合計 4,111.3 4,359.4 3,433.5 3,648.6 83.5 83.7 215.1 0.2

損失準備金 50.5 134.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前年度債務支払金 0.3 0.9 0.1 0.7 15.4 71.7 0.6 56.2

その他合計 50.8 135.2 0.1 0.7 0.1 0.5 0.6 0.4

主要支出 33,350.3 32,480.2 26,226.9 27,995.5 78.6 86.2 1,768.5 7.6

   注 (１)国民健康・食物連鎖・生活環境保護、(２)経済・中小企業・中流階級・エネルギー 

＜表19＞ 支出命令予算使用比率（９月末） 

                                                     （百万ユーロ） 

連邦政府各省 
予算 現額 執行 終了 使用比 率終了 差  額 

2005年 2006年 09/2005 09/2006 09/2005 09/2006 100万€ ％ 

王室費 419.0 435.5 355.5 369.5 84.8 85.2 14.0 0.4

総理大臣官房 117.1 107.5 90.4 75.0 77.2 69.8 △15.4 △7.4

予算・経営管理 23.3 34.8 14.9 17.3 63.8 49.7 2.5 △14.1

人事・組織 60.3 58.2 35.8 31.9 59.3 54.8 △3.8 △4.5

情報・通信技術 27.3 28.1 14.0 14.8 51.1 52.7 0.8 1.6

司 法 1,381.1 1,460.5 1,015.1 1,038.1 73.5 71.1 23.0 △2.4

内政問題 467.4 488.3 194.4 223.4 41.6 45.7 28.9 4.1

海外問題・開発協力 1,267.9 1,312.9 796.9 827.4 62.8 63.0 30.5 0.2

国 防 2,659.7 2,687.8 1,828.4 1,683.6 68.7 62.6 △144.9 △6.1

連邦警察・統合機能 1,474.9 1,517.0 1,048.6 1,090.8 71.1 71.4 42.2 0.3

財 務 1,577.2 1,584.7 1,089.6 1,175.9 69.1 74.2 86.3 5.1

建築規制 546.5 588.8 442.8 466.5 81.0 79.2 23.8 △1.8

官房部門合計 10,021.8 10,312.2 6,926.2 7,014.1 69.1 68.0 87.9 △1.1

年 金 7,402.3 5,831.7 5,858.4 5,720.0 79.1 98.1 △138.4 18.9

雇用・労働・労使協議 609.4 597.6 443.3 438.7 72.7 73.4 △4.5 0.7

社会保障 8,740.1 8,814.60 6,955.1 7,106.7 79.6 80.6 151.6 1.0

国民健康等(１) 285.8 391.4 184.9 203.2 64.7 51.9 18.3 △12.8

社会福祉統合 1,073.5 1,106.0 639.5 697.4 59.6 63.1 57.9 3.5

社会福祉部門合計 18,111.0 16,741.3 14,081.2 14,166.1 77.7 84.6 84.9 6.9

経済等(２) 330.8 340.0 230.6 231.3 69.7 68.0 0.7 △1.7

流通・運輸 3,294.6 3,389.2 2,774.0 2,742.6 84.2 80.9 △31.4 △3.3

科学政策 469.2 516.4 411.2 431.2 87.7 83.5 20.0 △4.2

経済部門合計 4,094.6 4,245.6 3,415.9 3,405.1 83.4 80.2 △10.8 △3.2

損失準備金 50.5 134.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前年度債務支払金 0.3 0.9 0.1 0.6 13.3 68.9 0.6 55.6

その他合計 50.8 135.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.6 0.4

主要支出 32,278.2 31,434.3 24,423.3 24,585.9 75.7 78.2 162.6 2.5

 注 (１)国民健康・食物連鎖・生活環境保護、(２)経済・中小企業・中流階級・エネルギー 
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＜表20＞ 2007年の主要支出 

 

予  算 
2006年 

予算現額 

2007年 

当初予算 
推 移 ％ 

王室費 435.5 447.4 13.9 3.2

総理大臣官房 107.5 96.4 △11.1 △10.3

予算・経営管理 35.0 38.6 3.6 10.2

人事・組織 58.2 60.0 1.7 3.0

情報・通信技術 28.1 29.9 1.8 6.5

司 法 1,460.5 1,535.5 75.0 5.1

内政問題 488.3 531.8 43.1 8.8

海外問題・開発協力 1,313.3 1,373.4 60.2 4.6

国 防 2,687.8 2,762.6 74.8 2.8

連邦警察・統合機能 1,527.0 1,559.3 32.3 2.1

財 務 1,584.7 1,596.4 11.7 0.7

建築規制 588.8 615.9 27.1 4.6

官房部門合計 10,313.1 10,647.2 △334.1 3.2

年 金 5,831.7 6,842.1 1,010.4 17.3

雇用・労働・労使協議 597.6 595.6 △1.9 △0.3

社会保障 8,814.60 8,942.0 127.3 1.4

国民健康・食物連鎖・生活環境保護 391.4 349.5 △42.0 △10.7

社会福祉統合 1,106.0 1,147.7 41.8 3.8

社会福祉部門合計 16,741.3 17,877.0 1,135.60 6.8

経済・中小企業・中流階級・エネルギー 340.0 345.7 5.7 

流通・運輸 3,389.2 3,343.5 △45.7 △1.3

科学政策 516.4 536.4 20.0 

経済部門合計 4,245.6 4,225.5 △40.0 △0.5

損失準備金 134.3 140.6 6.3 4.7

主要支出 31,434.3 32,890.2 1,455.9 4.6

未使用 △659.0 △832.0 △173.0 26.3

主要支出合計 30,775.3 32,058.2 1,282.9 4.2

 

2007年予算の主要支出の構成 

＜表21＞ 2007年当初予算の構成 

                                           （百万ユーロ） 

 2007年当初 2007年％ 

給与・社会保障負担 5,909.9 18.0 

業務支出 1,687.5 5.1 

企業への移転 3,279.5 10.0 

家族・海外への移転 2,021.0 6.1 

海外への移転 1,134.3 3.4 

独立部門への移転 8,062.2 24.5 

 内政府部門の年金業務 5,841.20 20.8 

社会保障への移転 6,951.7 21.1 

地方政府への移転 1,698.4 5.2 

地域圏と共同体 929.2 2.8 

出資（特定の軍事投資を含む） 577.3 1.8 

貸付許可と分担 187.0 0.6 

その他各種 452.1 1.4 

当初支出合計 32,890.2 100.0 
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＜表18＞ 資金投入予算使用比率（９月末） 

                                                    （百万ユーロ） 

  予算 現額 執行 終了 使用比 率終了 差  額 

連邦政府各省 2005年 2006年 09/2005 09/2006 09/2005 09/2006 100万€ ％ 

王室費 419.0 435.5 355.5 369.5 84.8 85.2 14.0 0.4

総理大臣官房 117.1 107.5 105.7 92.6 90.3 86.1 △13.1 △4.1

予算・経営管理 54.6 60.4 16.6 19.3 30.4 32.0 2.8 1.7

人事・組織 63.3 88.8 38.5 43.3 60.8 48.7 4.8 △12.0

情報・通信技術 27.6 27.9 18.4 14.9 66.5 53.4 △3.4 △13.0

司 法 1,389.6 1,458.9 1,081.5 1,150.1 77.8 78.8 68.6 1.0

内政問題 473.6 504.1 224.7 246.9 47.4 49.0 22.02 1.5

海外問題・開発協力 1,238.0 1,443.2 836.1 925.3 67.5 64.1 89.1 △3.4

国 防 3,476.2 3,743.1 2,235.2 2,486.3 64.3 71.6 251.1 7.3

連邦警察・統合機能 1,475.5 1,527.7 1,131.9 1,180.4 76.7 77.3 48.5 0.6

財 務 1,614.3 1,574.7 1,206.0 1,281.8 74.7 81.4 75.8 6.7

建築規制 546.5 588.8 526.5 563.8 96.3 95.8 37.3 △0.6

官房部門合計 10,895.4 11,288.6 7,776.6 8,374.3 71.4 74.2 597.6 2.8

年 金 7,402.3 5,831.7 5,863.9 5,720.0 79.2 98.1 △143.9 18.9

雇用・労働・労使協議 611.0 600.5 460.9 453.9 75.4 75.6 △7.0 0.2

社会保障 8,740.1 8,814.6 7,614.2 8,773.1 87.1 99.5 1,158.9 12.4

国民健康等(１) 309.6 388.6 202.5 225.2 65.4 58.0 22.7 △7.4

社会福祉統合 1,229.8 1,061.6 875.2 799.7 71.2 75.3 △75.5 4.2

社会福祉部門合計 18,292.8 16,697.0 15,016.7 15,971.9 82.1 95.7 955.2 13.6

経済等(２) 306.0 387.9 249.9 256.2 81.7 66.0 6.3 △15.6

流通・運輸 3,345.3 3,414.3 2,791.2 3,008.5 83.4 88.1 217.3 4.7

科学政策 460.0 557.2 392.4 383.9 85.3 68.9 △8.5 △16.4

経済部門合計 4,111.3 4,359.4 3,433.5 3,648.6 83.5 83.7 215.1 0.2

損失準備金 50.5 134.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前年度債務支払金 0.3 0.9 0.1 0.7 15.4 71.7 0.6 56.2

その他合計 50.8 135.2 0.1 0.7 0.1 0.5 0.6 0.4

主要支出 33,350.3 32,480.2 26,226.9 27,995.5 78.6 86.2 1,768.5 7.6

   注 (１)国民健康・食物連鎖・生活環境保護、(２)経済・中小企業・中流階級・エネルギー 

＜表19＞ 支出命令予算使用比率（９月末） 

                                                     （百万ユーロ） 

連邦政府各省 
予算 現額 執行 終了 使用比 率終了 差  額 

2005年 2006年 09/2005 09/2006 09/2005 09/2006 100万€ ％ 

王室費 419.0 435.5 355.5 369.5 84.8 85.2 14.0 0.4

総理大臣官房 117.1 107.5 90.4 75.0 77.2 69.8 △15.4 △7.4

予算・経営管理 23.3 34.8 14.9 17.3 63.8 49.7 2.5 △14.1

人事・組織 60.3 58.2 35.8 31.9 59.3 54.8 △3.8 △4.5

情報・通信技術 27.3 28.1 14.0 14.8 51.1 52.7 0.8 1.6

司 法 1,381.1 1,460.5 1,015.1 1,038.1 73.5 71.1 23.0 △2.4

内政問題 467.4 488.3 194.4 223.4 41.6 45.7 28.9 4.1

海外問題・開発協力 1,267.9 1,312.9 796.9 827.4 62.8 63.0 30.5 0.2

国 防 2,659.7 2,687.8 1,828.4 1,683.6 68.7 62.6 △144.9 △6.1

連邦警察・統合機能 1,474.9 1,517.0 1,048.6 1,090.8 71.1 71.4 42.2 0.3

財 務 1,577.2 1,584.7 1,089.6 1,175.9 69.1 74.2 86.3 5.1

建築規制 546.5 588.8 442.8 466.5 81.0 79.2 23.8 △1.8

官房部門合計 10,021.8 10,312.2 6,926.2 7,014.1 69.1 68.0 87.9 △1.1

年 金 7,402.3 5,831.7 5,858.4 5,720.0 79.1 98.1 △138.4 18.9

雇用・労働・労使協議 609.4 597.6 443.3 438.7 72.7 73.4 △4.5 0.7

社会保障 8,740.1 8,814.60 6,955.1 7,106.7 79.6 80.6 151.6 1.0

国民健康等(１) 285.8 391.4 184.9 203.2 64.7 51.9 18.3 △12.8

社会福祉統合 1,073.5 1,106.0 639.5 697.4 59.6 63.1 57.9 3.5

社会福祉部門合計 18,111.0 16,741.3 14,081.2 14,166.1 77.7 84.6 84.9 6.9

経済等(２) 330.8 340.0 230.6 231.3 69.7 68.0 0.7 △1.7

流通・運輸 3,294.6 3,389.2 2,774.0 2,742.6 84.2 80.9 △31.4 △3.3

科学政策 469.2 516.4 411.2 431.2 87.7 83.5 20.0 △4.2

経済部門合計 4,094.6 4,245.6 3,415.9 3,405.1 83.4 80.2 △10.8 △3.2

損失準備金 50.5 134.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

前年度債務支払金 0.3 0.9 0.1 0.6 13.3 68.9 0.6 55.6

その他合計 50.8 135.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.6 0.4

主要支出 32,278.2 31,434.3 24,423.3 24,585.9 75.7 78.2 162.6 2.5

 注 (１)国民健康・食物連鎖・生活環境保護、(２)経済・中小企業・中流階級・エネルギー 
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＜表20＞ 2007年の主要支出 

 

予  算 
2006年 

予算現額 

2007年 

当初予算 
推 移 ％ 

王室費 435.5 447.4 13.9 3.2

総理大臣官房 107.5 96.4 △11.1 △10.3

予算・経営管理 35.0 38.6 3.6 10.2

人事・組織 58.2 60.0 1.7 3.0

情報・通信技術 28.1 29.9 1.8 6.5

司 法 1,460.5 1,535.5 75.0 5.1

内政問題 488.3 531.8 43.1 8.8

海外問題・開発協力 1,313.3 1,373.4 60.2 4.6

国 防 2,687.8 2,762.6 74.8 2.8

連邦警察・統合機能 1,527.0 1,559.3 32.3 2.1

財 務 1,584.7 1,596.4 11.7 0.7

建築規制 588.8 615.9 27.1 4.6

官房部門合計 10,313.1 10,647.2 △334.1 3.2

年 金 5,831.7 6,842.1 1,010.4 17.3

雇用・労働・労使協議 597.6 595.6 △1.9 △0.3

社会保障 8,814.60 8,942.0 127.3 1.4

国民健康・食物連鎖・生活環境保護 391.4 349.5 △42.0 △10.7

社会福祉統合 1,106.0 1,147.7 41.8 3.8

社会福祉部門合計 16,741.3 17,877.0 1,135.60 6.8

経済・中小企業・中流階級・エネルギー 340.0 345.7 5.7 

流通・運輸 3,389.2 3,343.5 △45.7 △1.3

科学政策 516.4 536.4 20.0 

経済部門合計 4,245.6 4,225.5 △40.0 △0.5

損失準備金 134.3 140.6 6.3 4.7

主要支出 31,434.3 32,890.2 1,455.9 4.6

未使用 △659.0 △832.0 △173.0 26.3

主要支出合計 30,775.3 32,058.2 1,282.9 4.2

 

2007年予算の主要支出の構成 

＜表21＞ 2007年当初予算の構成 

                                           （百万ユーロ） 

 2007年当初 2007年％ 

給与・社会保障負担 5,909.9 18.0 

業務支出 1,687.5 5.1 

企業への移転 3,279.5 10.0 

家族・海外への移転 2,021.0 6.1 

海外への移転 1,134.3 3.4 

独立部門への移転 8,062.2 24.5 

 内政府部門の年金業務 5,841.20 20.8 

社会保障への移転 6,951.7 21.1 

地方政府への移転 1,698.4 5.2 

地域圏と共同体 929.2 2.8 

出資（特定の軍事投資を含む） 577.3 1.8 

貸付許可と分担 187.0 0.6 

その他各種 452.1 1.4 

当初支出合計 32,890.2 100.0 
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Ⅱ 連邦特別計画 

1. 政府投資 

支出：投資計画の予算部門の支出《略・主要項目のみ》 

（＜表22＞ 1996年～2005年の決算と2006年以降の予算）（千ユーロ） 

 Ⅰ 各省投資 

  1. 基盤整備事業 

   1.1. 移動・交通            1.14. 財務 

    1.1.1. 本省             1.15. 雇用・労働 

    1.1.2. 建築規制           1.18. 国際協力 

    1.1.3. 補助事業           1.19. 公務員関係 

   1.5. 社会福祉・国民保健・生活環境    1.19.1. 本省 

   1.6. 農業中流階級            1.19.2. 建築規制 

   1.7. 経済関係             1.20. 連邦人事組織省 

   1.8. 内務関係             1.21. 連邦科学政策省 

   1.9. 外務関係            2. 行政施設 

   1.10. 連邦警察            総 計 

   1.11. 国防（民間事業） 

   1.12. 総理大臣 

     内閣官房 

   1.13. 法務 

政府投資計画《略・主要項目のみ》 

（＜表23＞ 1996年～2005年の決算と2006年・2007年の予算）（千ユーロ） 

 Ⅱ．各省投資 

  1. 基盤整備事業 

   1.1. 移動・交通                 1.15. 連邦人事組織省  

    1.1.1. 本省                  1.16. 連邦科学政策省 

    1.1.2. 建築規制               2. 行政施設 

    1.1.3. 補助事業               総 計 

   1.2. 連邦政府国民保健省 

   1.3. 農業中流階級 

   1.4. 連邦政府経済省 

   1.5. 連邦政府内務省 

   1.6. 連邦外務省 

   1.7. 連邦警察 

   1.8. 国防（民間事業） 

   1.9. 総理大臣 

      内閣官房 

   1.10. 連邦法務省 

   1.11. 連邦財務省 

   1.12. 連邦雇用省 

   1.13. 国際協力 

   1.14. 公務員関係 

    1.14.1. 本省 

    1.14.2. 建築規制 

政府投資計画（続き）《略・主要項目のみ》 

（＜表24＞ 1996年～2005年の決算と2006年・2007年の予算）（千ユーロ） 

 Ⅲ. 公益機関 

  1. 内陸水運統制庁 

  2. 海運監督庁 

 Ⅳ. 代替財源投資 

 Ⅴ. 総 計 
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   内 恒例の投資計画 

     ─ 予算部門 

     ─ 国家予算以外の部門 

     ─ 公益機関 

 

 

 

 

    科学政策省際予算計画 

＜表25＞ 科学政策省際予算計画 ― 各省別財源配分 

                                                 （千ユーロ） 

省 2006年現額 2007年当初 2007/2006％ 

科学政策 415,261 441,434 6.3 

法 務 9,042 9,905 9.5 

内務関係 861 654 △24.0 

外務関係・海外貿易・開発協力事業 91,101 98,965 8.6 

国 防 56,875 58,787 3.4 

連邦警察・統合機能 150 152 1.3 

雇用・労働・労使協議 65 201 209.2 

社会保障 841 925 10.0 

国民健康・食物連鎖・生活環境保護 30,994 30,833 △0.5 

経済・中小企業・中流階級・エネルギー 94,516 99,039 4.8 

科学政策予算計画総計 699,706 740,895 5.9 

 

＜表26＞ 科学政策省際予算計画 ― 行動計画別財源配分 

                                               （千ユーロ） 

計 画 2006年現額 2007年当初 2007/2006％ 

繰越財源 17,247 17,721 2.7 

全国水準の研究と開発 99,691 100,635 0.9 

国際水準の研究と開発 278,994 306,370 9.8 

国立科学研究機関 145,357 150,284 3.4 

教育と研修 73,215 73,183 0.0 

その他の計画 85,202 92,702 8.8 

科学政策予算計画総計 699,706 740,895 5.9 

 

第３節 主要支出の長期見積 

＜表27＞ 主要支出の2006～2010年の長期見積 

 
 100万ユーロ 成長率  

 2006 

調整 

2007 

当初 

2008 

予測 

2009 

予測 

2010 

予測 
2007 2008 2009 2010 平均 

 

給与・社会保障負担 5,854.9 5,909.9 5,909.9 5,909.9 5,909.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2

年金業務 5,942.5 6,841.2 7,212.7 7,547.0 7,894.0 15.1 5.4 4.6 4.6 7.4

業務支出 1,634.3 1,687.5 1,668.5 1,676.8 1,685.1 3.3 △1.1 0.5 0.5 0.5

企業への移転 3,414.1 3,279.5 3,173.7 3,238.7 3,294.4 △3.9 △3.2 2.1 1.7 △0.9

家族・海外への移転 2,159.1 2,021.0 1,978.2 1,963.9 1,955.6 △6.4 △2.1 △0.7 △0.4 △2.4

海外への移転 1,084.8 1,120.0 1,140.9 1,185.7 1,217.8 3.2 1.9 3.9 2.7 2.9

独立部門への移転 1,186.8 1,221.0 1,412.3 1,433.1 1,386.0 2.9 15.7 1.5 △3.3 4.2

社会保障への移転 6,953.9 6,951.7 6,955.2 6,955.6 6,955.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

地方政府への移転 1,683.7 1,698.4 1,745.0 1,755.5 1,734.9 0.9 2.7 0.6 △1.2 0.8

地域圏と共同体 924.8 929.2 921.9 924.9 927.9 0.5 △0.8 0.3 0.3 0.1

出資軍事も 518.3 577.3 623.0 537.9 514.7 11.4 7.9 △13.7 △4.3 0.3

貸付許可と分担 196.5 201.3 201.0 201.0 201.0 2.5 △0.2 0.0 0.0 0.6

その他各種 477.9 452.1 475.8 474.7 474.3 △5.4 5.3 △0.2 △0.1 △0.1

当初支出合計 32,031.7 32,890.2 33,418.2 33,804.7 34,150.8 2.7 1.6 1.2 1.0 1.6
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Ⅱ 連邦特別計画 

1. 政府投資 

支出：投資計画の予算部門の支出《略・主要項目のみ》 

（＜表22＞ 1996年～2005年の決算と2006年以降の予算）（千ユーロ） 

 Ⅰ 各省投資 

  1. 基盤整備事業 

   1.1. 移動・交通            1.14. 財務 

    1.1.1. 本省             1.15. 雇用・労働 

    1.1.2. 建築規制           1.18. 国際協力 

    1.1.3. 補助事業           1.19. 公務員関係 

   1.5. 社会福祉・国民保健・生活環境    1.19.1. 本省 

   1.6. 農業中流階級            1.19.2. 建築規制 

   1.7. 経済関係             1.20. 連邦人事組織省 

   1.8. 内務関係             1.21. 連邦科学政策省 

   1.9. 外務関係            2. 行政施設 

   1.10. 連邦警察            総 計 

   1.11. 国防（民間事業） 

   1.12. 総理大臣 

     内閣官房 

   1.13. 法務 

政府投資計画《略・主要項目のみ》 

（＜表23＞ 1996年～2005年の決算と2006年・2007年の予算）（千ユーロ） 

 Ⅱ．各省投資 

  1. 基盤整備事業 

   1.1. 移動・交通                 1.15. 連邦人事組織省  

    1.1.1. 本省                  1.16. 連邦科学政策省 

    1.1.2. 建築規制               2. 行政施設 

    1.1.3. 補助事業               総 計 

   1.2. 連邦政府国民保健省 

   1.3. 農業中流階級 

   1.4. 連邦政府経済省 

   1.5. 連邦政府内務省 

   1.6. 連邦外務省 

   1.7. 連邦警察 

   1.8. 国防（民間事業） 

   1.9. 総理大臣 

      内閣官房 

   1.10. 連邦法務省 

   1.11. 連邦財務省 

   1.12. 連邦雇用省 

   1.13. 国際協力 

   1.14. 公務員関係 

    1.14.1. 本省 

    1.14.2. 建築規制 

政府投資計画（続き）《略・主要項目のみ》 

（＜表24＞ 1996年～2005年の決算と2006年・2007年の予算）（千ユーロ） 

 Ⅲ. 公益機関 

  1. 内陸水運統制庁 

  2. 海運監督庁 

 Ⅳ. 代替財源投資 

 Ⅴ. 総 計 
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   内 恒例の投資計画 

     ─ 予算部門 

     ─ 国家予算以外の部門 

     ─ 公益機関 

 

 

 

 

    科学政策省際予算計画 

＜表25＞ 科学政策省際予算計画 ― 各省別財源配分 

                                                 （千ユーロ） 

省 2006年現額 2007年当初 2007/2006％ 

科学政策 415,261 441,434 6.3 

法 務 9,042 9,905 9.5 

内務関係 861 654 △24.0 

外務関係・海外貿易・開発協力事業 91,101 98,965 8.6 

国 防 56,875 58,787 3.4 

連邦警察・統合機能 150 152 1.3 

雇用・労働・労使協議 65 201 209.2 

社会保障 841 925 10.0 

国民健康・食物連鎖・生活環境保護 30,994 30,833 △0.5 

経済・中小企業・中流階級・エネルギー 94,516 99,039 4.8 

科学政策予算計画総計 699,706 740,895 5.9 

 

＜表26＞ 科学政策省際予算計画 ― 行動計画別財源配分 

                                               （千ユーロ） 

計 画 2006年現額 2007年当初 2007/2006％ 

繰越財源 17,247 17,721 2.7 

全国水準の研究と開発 99,691 100,635 0.9 

国際水準の研究と開発 278,994 306,370 9.8 

国立科学研究機関 145,357 150,284 3.4 

教育と研修 73,215 73,183 0.0 

その他の計画 85,202 92,702 8.8 

科学政策予算計画総計 699,706 740,895 5.9 

 

第３節 主要支出の長期見積 

＜表27＞ 主要支出の2006～2010年の長期見積 

 
 100万ユーロ 成長率  

 2006 

調整 

2007 

当初 

2008 

予測 

2009 

予測 

2010 

予測 
2007 2008 2009 2010 平均 

 

給与・社会保障負担 5,854.9 5,909.9 5,909.9 5,909.9 5,909.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2

年金業務 5,942.5 6,841.2 7,212.7 7,547.0 7,894.0 15.1 5.4 4.6 4.6 7.4

業務支出 1,634.3 1,687.5 1,668.5 1,676.8 1,685.1 3.3 △1.1 0.5 0.5 0.5

企業への移転 3,414.1 3,279.5 3,173.7 3,238.7 3,294.4 △3.9 △3.2 2.1 1.7 △0.9

家族・海外への移転 2,159.1 2,021.0 1,978.2 1,963.9 1,955.6 △6.4 △2.1 △0.7 △0.4 △2.4

海外への移転 1,084.8 1,120.0 1,140.9 1,185.7 1,217.8 3.2 1.9 3.9 2.7 2.9

独立部門への移転 1,186.8 1,221.0 1,412.3 1,433.1 1,386.0 2.9 15.7 1.5 △3.3 4.2

社会保障への移転 6,953.9 6,951.7 6,955.2 6,955.6 6,955.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

地方政府への移転 1,683.7 1,698.4 1,745.0 1,755.5 1,734.9 0.9 2.7 0.6 △1.2 0.8

地域圏と共同体 924.8 929.2 921.9 924.9 927.9 0.5 △0.8 0.3 0.3 0.1

出資軍事も 518.3 577.3 623.0 537.9 514.7 11.4 7.9 △13.7 △4.3 0.3

貸付許可と分担 196.5 201.3 201.0 201.0 201.0 2.5 △0.2 0.0 0.0 0.6

その他各種 477.9 452.1 475.8 474.7 474.3 △5.4 5.3 △0.2 △0.1 △0.1

当初支出合計 32,031.7 32,890.2 33,418.2 33,804.7 34,150.8 2.7 1.6 1.2 1.0 1.6
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第Ⅳ章 公 債 

第１節 連邦政府の純財源残高 

1. ８か月後の純財源残高 

＜表28＞ 2005と2006年の８か月後の連邦政府の予算執行 

                                                （百万ユーロ） 

 
2005年 2006年 

差  額 

 絶対値 ％ 

1.国家財政収入  

  ─ 税収 25,769 23,526 △2,243 △8.7 

  ─ 税外収入 2,550 1,131 △1,419 △55.6 

 合 計 28,319 24,657 △3,662 △12.9 

2.支出  

  ─ 当初 26,204 22,974 △3,230 △12.3 

  ─ 利子 6,178 5,680 △498 △8.1 

 合 計 32,382 28,654 △3,728 △11.5 

予算残高（１－２） △4,063 △3,997 66 △1.6 

3.資金繰り 1,744 797 △947 △54.3 

純予算残高（１＋２＋３） △2,319 △3,200 △881 38.0 

 

2. 各年度ごとの予算残高の推移 

＜表29＞ 1993～2005年純予算残高の推移 ― 決算《略・主要項目のみ》 

                 （百万ユーロ） 

項 目（以下の表） 

予 算                  Ⅴ. 純予算残高 

Ⅰ. 収入                 Ⅵ. 国債返済（確定） 

   ─ 税収               Ⅶ. 予算残高総計 

   ─ 税外収入               国内総生産 

   収入合計                 国内総生産の％での純予算残高 

Ⅱ. 支出                   純予算残高 

   支出合計                 国内総生産の％での純予算残高 

Ⅲ. 決算                    （老齢年金への移転と連邦SIの返済を除く） 

Ⅳ. その他の執行 

  第３者資金 

  郵政公社予算執行・第３者資金 

  各種出版 

  返済執行その他 

  その他の執行合計 
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＜表30＞ 予算残高2006年と2007年の純予算残高 

                                                （百万ユーロ） 

2006 2007 

当初 調整 当初 

  Ⅰ. 収入 

41,182.2 41,369.1 42,658.9    ─ 税収 

2,637.5 2,727.3 3,267.5    ─ 税外収入 

43,819.7 44,096.4 45,926.4    収入合計 

  Ⅱ. 支出 

44,415.9 44.452.9 46,242.6     支出合計 

△793.8 △793.8 △900.0   老齢年金への移転と連邦SIの返済による修正 

43,622.1 43,659.1 45,342.6   老齢年金への移転と連邦SIの返済による修正後の支出合計 

△596.2 △356.5 △316.2 Ⅲ. 見積による残高 

197.6 437.3 583.8 Ⅲ. 見積による残高 

△2,043.7 △2,144.0 △2,294.0 Ⅳ. 国庫業務 

△2,639.9 △2,500.5 △2,610.2 Ⅴ. 純予算残高 

△1,846.1 △1,706.7 △1,710.2 Ⅴ. 純予算残高（老齢年金への移転と連邦SIの返済による修正後） 

25,533.3 25,652.6 28,311.6 Ⅵ. 国債返済 

△28,173.3 △28,153.1 △30,921.8 Ⅶ. 予算残高総計 

△27,379.5 △27,359.3 △30,021.8 Ⅶ. 予算残高総計 

312,810.0 310,448.0 326,532.9    国内総生産総計 

△0.8 △0.8 △0.8    国内総生産の％での純予算残高 

△0.6 △0.5 △0.5    国内総生産の％での純予算残高 
 

第２節 負債と利子負担 

＜表31＞ 国債：大項目により発行されたか買い戻された国債 

                                                     （百万ユーロ) 

年 

長期国債   借  入  金 合     計 

UR 
外貨

中 期 短期借入UR 
UR 

外貨

合計
総計 

間接 

負債 
資産

純 

負債合計 OLO UR 外貨 合計 IMF 外貨

1960 5.73 ─ 0.47 0.45 0.04 2.50 0.31 0.63 8.68 1,14 9.82 0.52 ─ 9.82

1965 8.08 ─ 0.53 0.17 0.28 2.60 0.20 0.46 10.85 1.27 12.12 0.95 ─ 12.12

1970 10.39 ─ 0.35 0.31 0.27 3.36 0.31 0.73 14.06 1.35 15.41 1.58 ─ 15.41

1975 18.99 ─ 0.12 0.43 ─ 3.48 0.12 0.00 22.90 0.13 23.02 2.12 ─ 23.02

1980 32.78 ─ 2.09 0.14 ─ 11.78 0.92 1.71 44.70 3.81 48.51 5.14 ─ 48.51

1981 33.44 ─ 4.55 0.14 ─ 17.25 1.09 5.08 50.84 9.63 60.46 5.60 ─ 60.46

1982 37.42 ─ 8.26 0.08 ─ 23.05 1.27 7.66 60.55 15.92 76.46 8.18 ─ 76.48

1983 44.87 ─ 10.89 1.13 0.04 25.70 2.09 9.49 71.69 20.42 92.12 10.23 ─ 92.12

1984 48.86 ─ 15.85 3.54 0.04 28.08 2.24 9.35 80.48 25.24 105.72 10.27 ─ 105.72

1985 62.80 ─ 14.23 3.87 0.02 30.62 2.46 10.29 97.28 24.55 121.83 12.48 ─ 121.83

1986 68.79 ─ 12.51 2.45 0.02 37.78 2.10 12.76 109.02 25.29 134.22 13.62 ─ 134.32

1987 77.35 ─ 12.32 1.99 0.02 40.31 2.02 13.59 119.65 25.93 145.58 14.68 ─ 145.58

1988 88.34 ─ 13.42 1.28 0.52 41.14 2.07 13.02 130.76 26.96 157.72 15.89 ─ 157.72

1989 93.99 2.03 13.68 0.88 0.50 45.36 2.19 13.85 140.24 28.04 168.27 13.54 ─ 168.27

1990 103.31 8.80 13.93 0.48 0.45 47.75 1.06 13.18 151.54 37.56 179.09 13.68 ─ 170.00

1991 117.27 31.97 14.98 0.03 0.37 47.41 2.03 12.09 164.70 27.44 192.14 9.99 3.08 189.06

1992 132.73 55.83 14.96 0.02 0.28 47.67 2.86 9.81 180.42 25.05 205.47 11.15 3.72 201.75

1993 145.03 83.65 16.95 0.02 0.05 42.18 2.91 20.69 187.24 37.68 224.91 12.03 6.62 218.30

1994 143.67 103.25 18.44 0.01 0.03 54.30 3.06 14.98 197.98 33.45 231.43 6.08 3.71 227.72

1995 166.22 127.64 19.80 0.01 0.03 43.09 2.67 7.07 209.33 26.90 236.23 5.83 0.22 236.01

1996 173.49 119.57 16.33 0.01 0.00 46.42 2.65 1.87 219.92 18.20 238.12 5.28 1.92 236.21

1997 175.74 131.97 18.11 0.01 0.00 47.89 2.67 1.34 223.64 19.44 243.08 3.24 1.05 242.03

1998 182.63 140.52 16.91 0.01 0.00 41.89 2.34 0.47 224.52 17.38 241.90 1.72 1.17 240.73

1999 196.30 158.08 8.42 0.01 0.00 36.56 3.71 2.02 232.86 10.44 246.76 1.14 0.15 246.61

2000 209.14 173.16 6.93 0.01 0.00 33.32 4.78 1.68 242.45 8.61 251.06 0.78 1.23 249.83

2001 215.23 185.81 5.00 0.00 0.00 34.85 4.22 2.08 250.08 7.08 257.16 1.42 3.33 253.83

2002 226.17 197.36 3.59 0.00 0.00 31.11 4.00 1.87 257.29 5.46 262.75 2.21 7.37 255.38

2003 229.07 205.15 2.79 0.00 0.00 30.20 3.46 0.94 259.29 3.72 263.02 5.77 5.15 257.87

2004 232.72 210.11 1.50 0.00 0.00 30.35 0.00 0.94 263.07 2.44 265.52 13.65 4.43 261.09

2005 236.38 214.24 1.13 0.00 0.00 31.04 0.00 0.61 267.42 1.74 269.16 14.35 5.03 264.13

2006.9 234.73 213.12 1.08 0.00 0.00 36.60 0.00 1.58 271.32 2.66 273.99 14.20 2.58 271.41

IMF＝国際通貨基金 OLO＝第１次責任 
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第Ⅳ章 公 債 

第１節 連邦政府の純財源残高 

1. ８か月後の純財源残高 

＜表28＞ 2005と2006年の８か月後の連邦政府の予算執行 

                                                （百万ユーロ） 

 
2005年 2006年 

差  額 

 絶対値 ％ 

1.国家財政収入  

  ─ 税収 25,769 23,526 △2,243 △8.7 

  ─ 税外収入 2,550 1,131 △1,419 △55.6 

 合 計 28,319 24,657 △3,662 △12.9 

2.支出  

  ─ 当初 26,204 22,974 △3,230 △12.3 

  ─ 利子 6,178 5,680 △498 △8.1 

 合 計 32,382 28,654 △3,728 △11.5 

予算残高（１－２） △4,063 △3,997 66 △1.6 

3.資金繰り 1,744 797 △947 △54.3 

純予算残高（１＋２＋３） △2,319 △3,200 △881 38.0 

 

2. 各年度ごとの予算残高の推移 

＜表29＞ 1993～2005年純予算残高の推移 ― 決算《略・主要項目のみ》 

                 （百万ユーロ） 

項 目（以下の表） 

予 算                  Ⅴ. 純予算残高 

Ⅰ. 収入                 Ⅵ. 国債返済（確定） 

   ─ 税収               Ⅶ. 予算残高総計 

   ─ 税外収入               国内総生産 

   収入合計                 国内総生産の％での純予算残高 

Ⅱ. 支出                   純予算残高 

   支出合計                 国内総生産の％での純予算残高 

Ⅲ. 決算                    （老齢年金への移転と連邦SIの返済を除く） 

Ⅳ. その他の執行 

  第３者資金 

  郵政公社予算執行・第３者資金 

  各種出版 

  返済執行その他 

  その他の執行合計 
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＜表30＞ 予算残高2006年と2007年の純予算残高 

                                                （百万ユーロ） 

2006 2007 

当初 調整 当初 

  Ⅰ. 収入 

41,182.2 41,369.1 42,658.9    ─ 税収 

2,637.5 2,727.3 3,267.5    ─ 税外収入 

43,819.7 44,096.4 45,926.4    収入合計 

  Ⅱ. 支出 

44,415.9 44.452.9 46,242.6     支出合計 

△793.8 △793.8 △900.0   老齢年金への移転と連邦SIの返済による修正 

43,622.1 43,659.1 45,342.6   老齢年金への移転と連邦SIの返済による修正後の支出合計 

△596.2 △356.5 △316.2 Ⅲ. 見積による残高 

197.6 437.3 583.8 Ⅲ. 見積による残高 

△2,043.7 △2,144.0 △2,294.0 Ⅳ. 国庫業務 

△2,639.9 △2,500.5 △2,610.2 Ⅴ. 純予算残高 

△1,846.1 △1,706.7 △1,710.2 Ⅴ. 純予算残高（老齢年金への移転と連邦SIの返済による修正後） 

25,533.3 25,652.6 28,311.6 Ⅵ. 国債返済 

△28,173.3 △28,153.1 △30,921.8 Ⅶ. 予算残高総計 

△27,379.5 △27,359.3 △30,021.8 Ⅶ. 予算残高総計 

312,810.0 310,448.0 326,532.9    国内総生産総計 

△0.8 △0.8 △0.8    国内総生産の％での純予算残高 

△0.6 △0.5 △0.5    国内総生産の％での純予算残高 
 

第２節 負債と利子負担 

＜表31＞ 国債：大項目により発行されたか買い戻された国債 

                                                     （百万ユーロ) 

年 

長期国債   借  入  金 合     計 

UR 
外貨

中 期 短期借入UR 
UR 

外貨

合計
総計 

間接 

負債 
資産

純 

負債合計 OLO UR 外貨 合計 IMF 外貨

1960 5.73 ─ 0.47 0.45 0.04 2.50 0.31 0.63 8.68 1,14 9.82 0.52 ─ 9.82

1965 8.08 ─ 0.53 0.17 0.28 2.60 0.20 0.46 10.85 1.27 12.12 0.95 ─ 12.12

1970 10.39 ─ 0.35 0.31 0.27 3.36 0.31 0.73 14.06 1.35 15.41 1.58 ─ 15.41

1975 18.99 ─ 0.12 0.43 ─ 3.48 0.12 0.00 22.90 0.13 23.02 2.12 ─ 23.02

1980 32.78 ─ 2.09 0.14 ─ 11.78 0.92 1.71 44.70 3.81 48.51 5.14 ─ 48.51

1981 33.44 ─ 4.55 0.14 ─ 17.25 1.09 5.08 50.84 9.63 60.46 5.60 ─ 60.46

1982 37.42 ─ 8.26 0.08 ─ 23.05 1.27 7.66 60.55 15.92 76.46 8.18 ─ 76.48

1983 44.87 ─ 10.89 1.13 0.04 25.70 2.09 9.49 71.69 20.42 92.12 10.23 ─ 92.12

1984 48.86 ─ 15.85 3.54 0.04 28.08 2.24 9.35 80.48 25.24 105.72 10.27 ─ 105.72

1985 62.80 ─ 14.23 3.87 0.02 30.62 2.46 10.29 97.28 24.55 121.83 12.48 ─ 121.83

1986 68.79 ─ 12.51 2.45 0.02 37.78 2.10 12.76 109.02 25.29 134.22 13.62 ─ 134.32

1987 77.35 ─ 12.32 1.99 0.02 40.31 2.02 13.59 119.65 25.93 145.58 14.68 ─ 145.58

1988 88.34 ─ 13.42 1.28 0.52 41.14 2.07 13.02 130.76 26.96 157.72 15.89 ─ 157.72

1989 93.99 2.03 13.68 0.88 0.50 45.36 2.19 13.85 140.24 28.04 168.27 13.54 ─ 168.27

1990 103.31 8.80 13.93 0.48 0.45 47.75 1.06 13.18 151.54 37.56 179.09 13.68 ─ 170.00

1991 117.27 31.97 14.98 0.03 0.37 47.41 2.03 12.09 164.70 27.44 192.14 9.99 3.08 189.06

1992 132.73 55.83 14.96 0.02 0.28 47.67 2.86 9.81 180.42 25.05 205.47 11.15 3.72 201.75

1993 145.03 83.65 16.95 0.02 0.05 42.18 2.91 20.69 187.24 37.68 224.91 12.03 6.62 218.30

1994 143.67 103.25 18.44 0.01 0.03 54.30 3.06 14.98 197.98 33.45 231.43 6.08 3.71 227.72

1995 166.22 127.64 19.80 0.01 0.03 43.09 2.67 7.07 209.33 26.90 236.23 5.83 0.22 236.01

1996 173.49 119.57 16.33 0.01 0.00 46.42 2.65 1.87 219.92 18.20 238.12 5.28 1.92 236.21

1997 175.74 131.97 18.11 0.01 0.00 47.89 2.67 1.34 223.64 19.44 243.08 3.24 1.05 242.03

1998 182.63 140.52 16.91 0.01 0.00 41.89 2.34 0.47 224.52 17.38 241.90 1.72 1.17 240.73

1999 196.30 158.08 8.42 0.01 0.00 36.56 3.71 2.02 232.86 10.44 246.76 1.14 0.15 246.61

2000 209.14 173.16 6.93 0.01 0.00 33.32 4.78 1.68 242.45 8.61 251.06 0.78 1.23 249.83

2001 215.23 185.81 5.00 0.00 0.00 34.85 4.22 2.08 250.08 7.08 257.16 1.42 3.33 253.83

2002 226.17 197.36 3.59 0.00 0.00 31.11 4.00 1.87 257.29 5.46 262.75 2.21 7.37 255.38

2003 229.07 205.15 2.79 0.00 0.00 30.20 3.46 0.94 259.29 3.72 263.02 5.77 5.15 257.87

2004 232.72 210.11 1.50 0.00 0.00 30.35 0.00 0.94 263.07 2.44 265.52 13.65 4.43 261.09

2005 236.38 214.24 1.13 0.00 0.00 31.04 0.00 0.61 267.42 1.74 269.16 14.35 5.03 264.13

2006.9 234.73 213.12 1.08 0.00 0.00 36.60 0.00 1.58 271.32 2.66 273.99 14.20 2.58 271.41

IMF＝国際通貨基金 OLO＝第１次責任 
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1. 連邦政府により発行されもしくは買い戻された国債の中身・構成・推移 

＜表32＞ 連邦政府により発行されたか買い戻された国債の中身・構成・推移《略・項目のみ》 

 

年度末 

未償還負債 未 償 還 負 債 総 計 の ％ 

平均的

期間 
百万 
UR 

純負債 

BBP 
の％ 

期  間  別 年利率別 貨幣別 

長期債 
一時借入金 変動 

利息 

固定 

利息 
UR 外貨 

中期債 短期債

 

2. 利子負担 

＜表33＞ 利子負担 ― 国債《略・項目のみ》 
 

年 
 百万ユーロ  負担合計/経済予算 暗黙の 

国債年利率 予算利子 利子合計 経済予算ESR95 BBPの％ 支出合計の％ 

 

3. 負債管理 

§2. 一定の外部機関の負債以前の«国家予算外負債»） 

＜表33＞ 一定の外部機関の負債《略・項目のみ》 

項 目（表） 

Ａ. 建築規制 

Ｂ. 地方政府 

Ｃ. 科学研究 

Ｄ. 全国信用保証協会 

Ｅ. Belfin（工作機械製造） 

Ｆ. 財政刷新国立農業信用協会・中央抵当信用局 

Ｇ. 連邦投資会社 

Ｈ. ALESH（公共住宅債減債基金） 

Ｉ. 鉄道基盤整備基金 

Ｋ. 合計 
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第Ⅴ章 連邦政府と他の諸政府との関係の予算上の影響 

 

 ｛この章はベルギー国家当初予算の中で共同体、地域圏、県や基礎自治体の関係を記述したものである。原文は公用文なのでオラン

ダ語とフランス語の併記だが、両方を比較しながら飜訳した。｝ 

 本章では連邦政府によって記述された財源が収入の譲与の形でか天引によって他の諸政府の資金に割り当てられるであろう。 

 本章は５節からなる。 

 第１節は共同体と地域圏への支出若しくは収入の譲与の全てを含む。 

 第２節は社会保障への連邦政府の補助金に関係する。 

 第３節は地方政府の裁量に委ねられる財政上の財源に関係する。 

 第４節は欧州連合の財源に関係する。 

 第５節は連邦政府が評価した地方政府の財源についての補助金の総額に影響する前の第４節の要約である。 

第１節 共同体と地域圏の財源における連邦政府の補助金 

 本節は共同体（§１）と地域圏（§２）の財源への連邦政府の影響を記述する。 

 共同体と地域圏の財源は連邦政府によって徴収される税収の分与の方法と併せて予算上の貸付の方法によっても生じる。 

 本節は共同体と地域圏に認められる全収入、及び連邦政府の経済予算においてそのようなものと見なされる共同体と地域圏への連邦

政府からの全ての予算割当額を含む。 

 この後の表は共同体と地域圏に付与された財源の1998年以降の推移を記述する。 

＜表１＞ 共同体と地域圏に譲与された連邦政府の財源の総額 

（百万ユーロ) 

年 

地 域 圏 共 同 体 合   計 

収 入 貸 付 合 計 収 入 貸 付 合 計 収 入 貸 付 合 計 

(１) (２) (１)＋(２)＝(３) (４) (５) (４)＋(５)＝(６) (１)＋(４)＝(７) (２)＋(５)＝(８) (７)＋(８)＝(９)

1998 10,607.4 404.1 11,011.4 12,724.4 208.2 12,932.6 23,331.7 612.3 23,944.0

1999 11,425.4 381.8 11,807.2 13,108.6 225.6 13,334.2 24,534.0 607.3 25,141.4

2000 11,620.3 418.7 12,039.0 13,284.4 276.4 13,560.8 24,904.7 695.1 25,599.8

2001 12,958.9 480.9 13,439.8 14,275.4 282.3 14,557.7 27,234.3 763.2 27,997.5

2002 12,097.8 537.1 12,634.8 15,103.4 287.8 15,391.2 27,201.2 824.8 28,026.0

2003 12.870.0 606.7 13,476.7 15,700.5 290.0 15,990.5 28,570.5 896.7 29,467.2

2004 13,605.9 1,025.7 14,631.6 16,138.9 311.0 16,449.9 29,744.8 1,336.7 31,081.5

2005 14,906.0 561.3 15,467.3 17,145.2 323.7 17,468.9 32,051.2 885.1 32,936.2

2006 15,645.4 622.7 16,268.0 17,803.4 323.7 18,127.1 33,448.7 946.3 34,395.1

2007 16,907.1 626.9 17,534.0 18,574.5 349.9 18,924.4 35,481.6 976.9 36,458.5
 
 この数値が得られた方法はこの後のそれぞれ共同体と地域圏に当てられた§§１・２で記述される。 

§1. 共同体 

 共同体に関係する財源は以下のものから構成される： 

  ─ フランス語共同体とフラーンデレン共同体については連邦政府によって徴収された個人税と付加価値税の収入から天引される分

与税の配分された部分； 

  ─ 2002年以降はフランス語共同体委員会とフラーンデレン共同体委員会については個人税収入の天引； 

  ─ 大学の協働のための予算上の貸付； 

  ─ フランス語共同体とフラーンデレン共同体によって負担される外国人学生についての支出に振り向けられる予算上の貸付； 

  ─ 失業者の指導計画の財源に振り向けられる連合実体のための予算上の貸付。この任務は2004年７月１日以降RVAによって実施

されてきた； 

  ─ ドイツ語共同体と共同体の共同体委員会に支払われる予算割当額。 

   共同体の自由裁量に任されてよい財源の計算に用いられる技術的媒介変数は国家財源予算（第３部 ─ 責任）で記述される。 

   分与税の天引によってか若しくは予算上の貸付の方法によって共同体の自由裁量に任される財源は以下のように展開される： 
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1. 連邦政府により発行されもしくは買い戻された国債の中身・構成・推移 

＜表32＞ 連邦政府により発行されたか買い戻された国債の中身・構成・推移《略・項目のみ》 

 

年度末 

未償還負債 未 償 還 負 債 総 計 の ％ 

平均的

期間 
百万 
UR 

純負債 

BBP 
の％ 

期  間  別 年利率別 貨幣別 

長期債 
一時借入金 変動 

利息 

固定 

利息 
UR 外貨 

中期債 短期債

 

2. 利子負担 

＜表33＞ 利子負担 ― 国債《略・項目のみ》 
 

年 
 百万ユーロ  負担合計/経済予算 暗黙の 

国債年利率 予算利子 利子合計 経済予算ESR95 BBPの％ 支出合計の％ 

 

3. 負債管理 

§2. 一定の外部機関の負債以前の«国家予算外負債»） 

＜表33＞ 一定の外部機関の負債《略・項目のみ》 

項 目（表） 

Ａ. 建築規制 

Ｂ. 地方政府 

Ｃ. 科学研究 

Ｄ. 全国信用保証協会 

Ｅ. Belfin（工作機械製造） 

Ｆ. 財政刷新国立農業信用協会・中央抵当信用局 

Ｇ. 連邦投資会社 

Ｈ. ALESH（公共住宅債減債基金） 

Ｉ. 鉄道基盤整備基金 

Ｋ. 合計 
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第Ⅴ章 連邦政府と他の諸政府との関係の予算上の影響 

 

 ｛この章はベルギー国家当初予算の中で共同体、地域圏、県や基礎自治体の関係を記述したものである。原文は公用文なのでオラン

ダ語とフランス語の併記だが、両方を比較しながら飜訳した。｝ 

 本章では連邦政府によって記述された財源が収入の譲与の形でか天引によって他の諸政府の資金に割り当てられるであろう。 

 本章は５節からなる。 

 第１節は共同体と地域圏への支出若しくは収入の譲与の全てを含む。 

 第２節は社会保障への連邦政府の補助金に関係する。 

 第３節は地方政府の裁量に委ねられる財政上の財源に関係する。 

 第４節は欧州連合の財源に関係する。 

 第５節は連邦政府が評価した地方政府の財源についての補助金の総額に影響する前の第４節の要約である。 

第１節 共同体と地域圏の財源における連邦政府の補助金 

 本節は共同体（§１）と地域圏（§２）の財源への連邦政府の影響を記述する。 

 共同体と地域圏の財源は連邦政府によって徴収される税収の分与の方法と併せて予算上の貸付の方法によっても生じる。 

 本節は共同体と地域圏に認められる全収入、及び連邦政府の経済予算においてそのようなものと見なされる共同体と地域圏への連邦

政府からの全ての予算割当額を含む。 

 この後の表は共同体と地域圏に付与された財源の1998年以降の推移を記述する。 

＜表１＞ 共同体と地域圏に譲与された連邦政府の財源の総額 

（百万ユーロ) 

年 

地 域 圏 共 同 体 合   計 

収 入 貸 付 合 計 収 入 貸 付 合 計 収 入 貸 付 合 計 

(１) (２) (１)＋(２)＝(３) (４) (５) (４)＋(５)＝(６) (１)＋(４)＝(７) (２)＋(５)＝(８) (７)＋(８)＝(９)

1998 10,607.4 404.1 11,011.4 12,724.4 208.2 12,932.6 23,331.7 612.3 23,944.0

1999 11,425.4 381.8 11,807.2 13,108.6 225.6 13,334.2 24,534.0 607.3 25,141.4

2000 11,620.3 418.7 12,039.0 13,284.4 276.4 13,560.8 24,904.7 695.1 25,599.8

2001 12,958.9 480.9 13,439.8 14,275.4 282.3 14,557.7 27,234.3 763.2 27,997.5

2002 12,097.8 537.1 12,634.8 15,103.4 287.8 15,391.2 27,201.2 824.8 28,026.0

2003 12.870.0 606.7 13,476.7 15,700.5 290.0 15,990.5 28,570.5 896.7 29,467.2

2004 13,605.9 1,025.7 14,631.6 16,138.9 311.0 16,449.9 29,744.8 1,336.7 31,081.5

2005 14,906.0 561.3 15,467.3 17,145.2 323.7 17,468.9 32,051.2 885.1 32,936.2

2006 15,645.4 622.7 16,268.0 17,803.4 323.7 18,127.1 33,448.7 946.3 34,395.1

2007 16,907.1 626.9 17,534.0 18,574.5 349.9 18,924.4 35,481.6 976.9 36,458.5
 
 この数値が得られた方法はこの後のそれぞれ共同体と地域圏に当てられた§§１・２で記述される。 

§1. 共同体 

 共同体に関係する財源は以下のものから構成される： 

  ─ フランス語共同体とフラーンデレン共同体については連邦政府によって徴収された個人税と付加価値税の収入から天引される分

与税の配分された部分； 

  ─ 2002年以降はフランス語共同体委員会とフラーンデレン共同体委員会については個人税収入の天引； 

  ─ 大学の協働のための予算上の貸付； 

  ─ フランス語共同体とフラーンデレン共同体によって負担される外国人学生についての支出に振り向けられる予算上の貸付； 

  ─ 失業者の指導計画の財源に振り向けられる連合実体のための予算上の貸付。この任務は2004年７月１日以降RVAによって実施

されてきた； 

  ─ ドイツ語共同体と共同体の共同体委員会に支払われる予算割当額。 

   共同体の自由裁量に任されてよい財源の計算に用いられる技術的媒介変数は国家財源予算（第３部 ─ 責任）で記述される。 

   分与税の天引によってか若しくは予算上の貸付の方法によって共同体の自由裁量に任される財源は以下のように展開される： 
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＜表２＞ 共同体の自由裁量に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

見出 
蘭 語 圏 仏 語 圏 独 語 圏 合   計 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

a)計 10,245.5 10,644.0 11,187.2 6,866.9 7,125.7 7,351.8 5.2 5.4 5.4 17,145.2 17,803.4 18,574.5

1 6,486.5 67,884.4 7,071.7 4,859.1 5,054.2 5,217.2 0.0 0.0 0.0 11,345.6 11,842.6 12,288.9

2 3,759.1 3,855.5 4,115.6 2,007.7 2,071.6 2,134.6 5.2 5.4 5.4 5,772.0 5,932.5 6,355.6

3     27.5 28.3 30.0

b)計 57.6 61.3 62.7 83.7 90.0 91.9 114.9 118.9 124.7 323.7 323.7 349.9

1     114.9 118.9 124.7 114.9 118.9 124.7

2 30.8 31.5 32.8 62.6 64.0 64.5 93.4 95.5 96.3

3 26.8 29.8 30.9 21.1 26.1 27.4 47.9 55.9 58.3

4     35.4 20.4 37.0

5     32.2 33.1 33.5

計 10,303.2 10,705.3 11,250.0 6,950.6 7,215.8 7,443.7 120.1 124.3 130.2 17,468.9 18,127.1 18,924.4
 
見出し 

 以下による資金調達： 

 ａ）分与税                     3. 大学協働 

  1. 付加価値税                  4. その他各種 

  2. 個人税                    5. 共同体の共同体委員会 

  3. フランスとフラーンデレン共同体委員会の個人税 

 ｂ）予算上の貸付 

  1. ドイツ語共同体への予算割当額 

  2. 外国人大学生 

§2. 地域圏に付与された財源は以下のものから構成される： 

  ─ 地域圏税収入； 

  ─ 個人税収入の配分された部分 ─ 2002年以降はブリュッセル首都地域圏の若干の基礎自治体間に配分される連邦政府負担の特別

財源からなる； 

  ─ 2005年については一度限りの任意の申告の収入の部分； 

  ─ 以下のための予算上の貸付： 

    ─ 失業者雇用計画 

    ─ 2004年までは失業者指導計画、2004年７月１日以降はこの任務はRVAによって引き継がれた 

    ─ «死手権»を受け取るブリュッセル首都地域圏 

    ─ 連邦政府とブリュッセル首都地域圏協働協定に従ったこの地域圏の投資への連邦政府の補助金を受け取るブリュッセル首都

地域圏 

    ─ 2004年にはAleshの稼働で締結した財政上の収益の損害の補償への予算割当額。 

 地域圏の自由裁量に任されてよい財源の計算に用いられる技術的媒介変数は国家財源予算（第３部 ─ 責任）で記述される。 

＜表３＞ 地域圏の自由裁量に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

 FL ワ ロ ン 首都地域圏 合   計 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

1 4,857.9 8,896.4 9,609.3 3,002.5 4,901.1 5,350.5 699.3 1,848.0 1,917.3 14,906.0 15,645.4 16,907.1

2 3,601.3 3,916.7 4,186.1 1,661.5 1,825.7 2,028.7 981.0 1,090.5 1,166.0 6,243.8 6,832.9 7,380.7

3 4,848.6 4,970.7 5,414.7 2,996.3 3,068.7 3,314.5 694.4 723.9 745.8 8,539.2 8,763.4 9,475.1

4 9.2 8.9 8.5 6.3 6.6 7.3 4.9 5.2 5.5 20.4 20.8 21.3

5     27.5 28.3 30.0 27.5 28.3 30.0

6 39.2   20.3 15.5 75 

7 261.6 261.6 261.6 185.3 185.3 185.3 114.5 175.8 180.1 561.3 622.7 626.9

8     39.0 39.0 39.0 485.8 485.8 485.8

9     35.1 35.1 35.7 35.1 35.1 35.7

10     40.4 101.7 105.5 40.4 101.7 105.5

計 5,119.4 9,157.9 9,870.9 3,187.8 5,086.3 5,535.8 813.8 2,023.8 2,097.4 15,467.3 16,268.0 17,534.0
 
見出し 

 以下による資金調達： 

 1. 税 収   4. 地域圏の利子    7. 予算上の貸付    10.首都地域圏の投資 

 2. 地域圏税  5. 基礎自治体個人税  8. 引出権・雇用計画 

 3. 統合税   6. EBA        9. 死手権の補償 
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第２節 連邦政府により社会福祉の自由裁量に任される資金調達手段 

 本節は譲与の形（予算上の貸付）でかまたは収入の天引（代替財源）によってかで社会福祉の自由裁量に任される全ての資金調達手

段を含む。 

 下の表４は一方では最大の移転、特に被雇用者の社会保障への全ての助成金、自営業者の社会保障への全ての助成金、海外社会保障

局（DOSZ）への助成金と、他方では社会保障の代替財源とを含む。 

＜表４＞ 連邦政府により社会福祉の自由裁量に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

年 
非雇用者 

全助成金 

自営業者 

全助成金 

海外社会保障局

助成金 
その他各種 支出合計 代替財源 総 計 

1998 4,726.0 957.5 241.2 90.1 6,014.8 3,033.2 9,048.0

1999 4,780.6 969.0 252.6 72.7 6,074.9 3,287.1 9,362.0

2000 4,840.2 980.6 263.4 147.9 6,232.1 3,757.2 9,989.3

2001 4,944.3 1,002.2 255.1 59.6 6,261.1 3,482.2 9,743.0

2002 4,967.5 992.5 258.3 44.6 6,263.0 4,586.6 10,849.5

2003 5,234.7 1,088.5 245.9 42.7 6,611.7 4,654.7 11,266.4

2004 5,206.4 1,061.7 269.4 56.2 6,593.6 8,150.6 14,744.2

2005 5,309.3 1,080.0 255.4 36.0 6,680.7 9,309.2 15,989.9

2006 5,403.6 1,102.4 292.9 27.6 6,826.7 10,374.1 17,200.6

2007 5,507.9 1,123.8 296.8 22.9 6,951.5 11,217.3 18,168.8

 代替財源は2007年では以下の天引によって保証される： 

                 （百万ユーロ） 

  ─ 付加価値税           9,771.1 

  ─ 個人税              152.2 

  ─ 動産源泉徴収           438.3 

  ─ タバコ消費税           722.6 

  ─ 包装税              130.0 

  ─ 保険業税              1.5 

第３節 連邦政府により基礎自治体の自由裁量に任される資金調達手段 

 下の表５は1998年以降の連邦政府の基礎自治体への当座と資本の移転の発展を描く。当座の移転は主として警察管区への予算割当額

に関係し、資本移転は地方政府（県と基礎自治体）の教育職員に支払われる年金のための年金予算の支払と、同化収入や難民救済のた

めのOCMWへの助成金に充当される。 

 2006年以降政府部門の年金の支払はＡ種の公益施設（ION）である政府部門年金局により行われる。このIONは主要支出の負担への

予算割当額を受ける。 

 基礎自治体への代替財源は以下のものからなる： 

  ─ 治安契約の枠内での付加価値税収入の天引； 

  ─ 社会的貢献には属さない地方警察管区の警官たちに支払われる一定の賞与の補償； 

  ─ 2004年以降交通安全の枠内での配分基金によって割り当てられる犯罪の罰金の天引。 

＜表５＞ 地方政府の自由に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

年 

当 座 移 転 

資本移転 支出合計 代替財源 総  計 
年  金 

OCMW 
助成金 

OCMW 
難民救済 

警察管区 

予算配分 

その他の 

当座移転 

1998 489.1 213.8 119.2 ─ 165.6 76.2 1,063.9 83.0 1,146.9

1999 499.5 241.5 143.8 ─ 135.5 74.7 1,095.0 94.5 1,189.5

2000 516.4 230.0 280.3 ─ 174.2 80.8 1,281.7 94.4 1,376.1

2001 547.3 261.4 349.2 ─ 192.8 80.5 1,431.2 77.5 1,508.7

2002 592.2 327.1 435.5 363.8 149.8 56.2 1,924.6 40.9 1,965.5

2003 624.0 313.6 345.2 565.7 203.7 117 2,064.0 135.3 2,199.3

2004 669.3 355.5 353.8 563.2 183.3 13.4 2,138.4 177.8 2,316.2

2005 717.2 335.7 359.1 594.0 234.9 41.8 2,282.5 159.4 2,441.9

2006 764.8 386.7 367.7 598.5 257.7 47.2 2,422.6 200.9 2,623.5

2007 817.7 426.5 377.7 605.1 271.4 40.1 2,538.6 185.0 2,723.6
 
第４節 連邦政府の予算上の欧州連合の資金調達の影響 

 本節では欧州連合の資金調達へのベルギーの協力の影響が検討される。 

 欧州連合の全予算はそれぞれの財源の仕組みによって資金調達される。 

 最初の二つの源泉（慣例の個々の財源）は関税、農業に由来する財源（農業課徴金と《砂糖》《イソグルコース》分担金）からなる。 

 第三の源泉は各構成国の付加価値税収入からなる。 
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＜表２＞ 共同体の自由裁量に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

見出 
蘭 語 圏 仏 語 圏 独 語 圏 合   計 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

a)計 10,245.5 10,644.0 11,187.2 6,866.9 7,125.7 7,351.8 5.2 5.4 5.4 17,145.2 17,803.4 18,574.5

1 6,486.5 67,884.4 7,071.7 4,859.1 5,054.2 5,217.2 0.0 0.0 0.0 11,345.6 11,842.6 12,288.9

2 3,759.1 3,855.5 4,115.6 2,007.7 2,071.6 2,134.6 5.2 5.4 5.4 5,772.0 5,932.5 6,355.6

3     27.5 28.3 30.0

b)計 57.6 61.3 62.7 83.7 90.0 91.9 114.9 118.9 124.7 323.7 323.7 349.9

1     114.9 118.9 124.7 114.9 118.9 124.7

2 30.8 31.5 32.8 62.6 64.0 64.5 93.4 95.5 96.3

3 26.8 29.8 30.9 21.1 26.1 27.4 47.9 55.9 58.3

4     35.4 20.4 37.0

5     32.2 33.1 33.5

計 10,303.2 10,705.3 11,250.0 6,950.6 7,215.8 7,443.7 120.1 124.3 130.2 17,468.9 18,127.1 18,924.4
 
見出し 

 以下による資金調達： 

 ａ）分与税                     3. 大学協働 

  1. 付加価値税                  4. その他各種 

  2. 個人税                    5. 共同体の共同体委員会 

  3. フランスとフラーンデレン共同体委員会の個人税 

 ｂ）予算上の貸付 

  1. ドイツ語共同体への予算割当額 

  2. 外国人大学生 

§2. 地域圏に付与された財源は以下のものから構成される： 

  ─ 地域圏税収入； 

  ─ 個人税収入の配分された部分 ─ 2002年以降はブリュッセル首都地域圏の若干の基礎自治体間に配分される連邦政府負担の特別

財源からなる； 

  ─ 2005年については一度限りの任意の申告の収入の部分； 

  ─ 以下のための予算上の貸付： 

    ─ 失業者雇用計画 

    ─ 2004年までは失業者指導計画、2004年７月１日以降はこの任務はRVAによって引き継がれた 

    ─ «死手権»を受け取るブリュッセル首都地域圏 

    ─ 連邦政府とブリュッセル首都地域圏協働協定に従ったこの地域圏の投資への連邦政府の補助金を受け取るブリュッセル首都

地域圏 

    ─ 2004年にはAleshの稼働で締結した財政上の収益の損害の補償への予算割当額。 

 地域圏の自由裁量に任されてよい財源の計算に用いられる技術的媒介変数は国家財源予算（第３部 ─ 責任）で記述される。 

＜表３＞ 地域圏の自由裁量に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

 FL ワ ロ ン 首都地域圏 合   計 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

1 4,857.9 8,896.4 9,609.3 3,002.5 4,901.1 5,350.5 699.3 1,848.0 1,917.3 14,906.0 15,645.4 16,907.1

2 3,601.3 3,916.7 4,186.1 1,661.5 1,825.7 2,028.7 981.0 1,090.5 1,166.0 6,243.8 6,832.9 7,380.7

3 4,848.6 4,970.7 5,414.7 2,996.3 3,068.7 3,314.5 694.4 723.9 745.8 8,539.2 8,763.4 9,475.1

4 9.2 8.9 8.5 6.3 6.6 7.3 4.9 5.2 5.5 20.4 20.8 21.3

5     27.5 28.3 30.0 27.5 28.3 30.0

6 39.2   20.3 15.5 75 

7 261.6 261.6 261.6 185.3 185.3 185.3 114.5 175.8 180.1 561.3 622.7 626.9

8     39.0 39.0 39.0 485.8 485.8 485.8

9     35.1 35.1 35.7 35.1 35.1 35.7

10     40.4 101.7 105.5 40.4 101.7 105.5

計 5,119.4 9,157.9 9,870.9 3,187.8 5,086.3 5,535.8 813.8 2,023.8 2,097.4 15,467.3 16,268.0 17,534.0
 
見出し 

 以下による資金調達： 

 1. 税 収   4. 地域圏の利子    7. 予算上の貸付    10.首都地域圏の投資 

 2. 地域圏税  5. 基礎自治体個人税  8. 引出権・雇用計画 

 3. 統合税   6. EBA        9. 死手権の補償 
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第２節 連邦政府により社会福祉の自由裁量に任される資金調達手段 

 本節は譲与の形（予算上の貸付）でかまたは収入の天引（代替財源）によってかで社会福祉の自由裁量に任される全ての資金調達手

段を含む。 

 下の表４は一方では最大の移転、特に被雇用者の社会保障への全ての助成金、自営業者の社会保障への全ての助成金、海外社会保障

局（DOSZ）への助成金と、他方では社会保障の代替財源とを含む。 

＜表４＞ 連邦政府により社会福祉の自由裁量に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

年 
非雇用者 

全助成金 

自営業者 

全助成金 

海外社会保障局

助成金 
その他各種 支出合計 代替財源 総 計 

1998 4,726.0 957.5 241.2 90.1 6,014.8 3,033.2 9,048.0

1999 4,780.6 969.0 252.6 72.7 6,074.9 3,287.1 9,362.0

2000 4,840.2 980.6 263.4 147.9 6,232.1 3,757.2 9,989.3

2001 4,944.3 1,002.2 255.1 59.6 6,261.1 3,482.2 9,743.0

2002 4,967.5 992.5 258.3 44.6 6,263.0 4,586.6 10,849.5

2003 5,234.7 1,088.5 245.9 42.7 6,611.7 4,654.7 11,266.4

2004 5,206.4 1,061.7 269.4 56.2 6,593.6 8,150.6 14,744.2

2005 5,309.3 1,080.0 255.4 36.0 6,680.7 9,309.2 15,989.9

2006 5,403.6 1,102.4 292.9 27.6 6,826.7 10,374.1 17,200.6

2007 5,507.9 1,123.8 296.8 22.9 6,951.5 11,217.3 18,168.8

 代替財源は2007年では以下の天引によって保証される： 

                 （百万ユーロ） 

  ─ 付加価値税           9,771.1 

  ─ 個人税              152.2 

  ─ 動産源泉徴収           438.3 

  ─ タバコ消費税           722.6 

  ─ 包装税              130.0 

  ─ 保険業税              1.5 

第３節 連邦政府により基礎自治体の自由裁量に任される資金調達手段 

 下の表５は1998年以降の連邦政府の基礎自治体への当座と資本の移転の発展を描く。当座の移転は主として警察管区への予算割当額

に関係し、資本移転は地方政府（県と基礎自治体）の教育職員に支払われる年金のための年金予算の支払と、同化収入や難民救済のた

めのOCMWへの助成金に充当される。 

 2006年以降政府部門の年金の支払はＡ種の公益施設（ION）である政府部門年金局により行われる。このIONは主要支出の負担への

予算割当額を受ける。 

 基礎自治体への代替財源は以下のものからなる： 

  ─ 治安契約の枠内での付加価値税収入の天引； 

  ─ 社会的貢献には属さない地方警察管区の警官たちに支払われる一定の賞与の補償； 

  ─ 2004年以降交通安全の枠内での配分基金によって割り当てられる犯罪の罰金の天引。 

＜表５＞ 地方政府の自由に任される資金調達手段 

（百万ユーロ) 

年 

当 座 移 転 

資本移転 支出合計 代替財源 総  計 
年  金 

OCMW 
助成金 

OCMW 
難民救済 

警察管区 

予算配分 

その他の 

当座移転 

1998 489.1 213.8 119.2 ─ 165.6 76.2 1,063.9 83.0 1,146.9

1999 499.5 241.5 143.8 ─ 135.5 74.7 1,095.0 94.5 1,189.5

2000 516.4 230.0 280.3 ─ 174.2 80.8 1,281.7 94.4 1,376.1

2001 547.3 261.4 349.2 ─ 192.8 80.5 1,431.2 77.5 1,508.7

2002 592.2 327.1 435.5 363.8 149.8 56.2 1,924.6 40.9 1,965.5

2003 624.0 313.6 345.2 565.7 203.7 117 2,064.0 135.3 2,199.3

2004 669.3 355.5 353.8 563.2 183.3 13.4 2,138.4 177.8 2,316.2

2005 717.2 335.7 359.1 594.0 234.9 41.8 2,282.5 159.4 2,441.9

2006 764.8 386.7 367.7 598.5 257.7 47.2 2,422.6 200.9 2,623.5

2007 817.7 426.5 377.7 605.1 271.4 40.1 2,538.6 185.0 2,723.6
 
第４節 連邦政府の予算上の欧州連合の資金調達の影響 

 本節では欧州連合の資金調達へのベルギーの協力の影響が検討される。 

 欧州連合の全予算はそれぞれの財源の仕組みによって資金調達される。 

 最初の二つの源泉（慣例の個々の財源）は関税、農業に由来する財源（農業課徴金と《砂糖》《イソグルコース》分担金）からなる。 

 第三の源泉は各構成国の付加価値税収入からなる。 
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 第四の源泉（補充源泉）は各構成国の国民総所得を考慮した比率で個々の財源の不測の欠損の補填について決められる。この第四の

源泉はいわゆる国庫証券の運用によって資金調達され、他の個々の財源は法定の国庫財源予算の一覧表には含まれない配分収入によっ

て構成されるけれども一般的な支出予算への登録によって補填される。 

 以下の表６は1998年以降の連邦政府予算の負担での関与もしくは国家財源の欧州連合の財源への影響減少の展開を描く。 

＜表６＞ 欧州連合の財源へのベルギーの協力の影響 

（百万ユーロ）       

年 
関   税 付加価値税 収入の天引 国庫証券運用 合   計 

(１) (２) (３)＝(１)＋(２) (４) (５)＝(３)＋(４) 

1998 1,215.9 962.2 2,178.1 1,036.2 3,214.3 

1999 1,163.6 937.9 2,101.5 1,127.9 3,229.5 

2000 1,295.4 1,011.5 2,306.9 1,121.1 3,428.0 

2001 1,340.5 1,089.4 2,429.8 1,146.3 3,576.1 

2002 1,388.1 826.3 2,214.4 1,365.8 3,580.2 

2003 1,542.2 822.6 2,365.0 1,638.6 4,003.6 

2004 1,693.6 566.5 2,260.1 1,846.4 4,106.5 

2005 1,795.3 626.5 2,421.8 2,146.7 4,568.5 

2006 1,981.7 405.5 2,387.3 2,453.4 4,840.7 

2007 2,120.0 459.1 2,579.10 2,472.2 5,051.3 

第５節 連邦政府予算上の他の政府のための連邦政府の関与の影響 

 本節は二つのまとめた表からなる。一つは収入面に沿ったもの、いま一つは支出面に沿ったものの、共同体、地域圏、社会福祉、地

方政府、欧州連合のための連邦政府の関与の合計である。 

 表７は他の政府への配分財源控除後の連邦政府の国庫財源予算の収入に入ってきた収入の合計を起点にする。その他への配分は連邦

の諸機関への譲与に関係している。 

＜表７＞ 他の政府の財源ための収入合計の控除 

（百万ユーロ）           

年 収入合計 
共同体・ 

地域圏 
社会福祉 地方政府 欧州連合

その他

への配分
国家財源 

1998 67,965.6 23,331.7 3,033.2 83.0 2,178.1 0.0 39.339.5 

1999 69,673.4 24,534.0 3,287.1 94.5 2,101.5 0.0 39,656.3 

2000 73,314.5 24,904.7 3,757.2 94.4 2,306.9 0.0 42,251.3 

2001 75,861.3 27,234.3 3,482.2 77.5 2,429.8 0.0 42,637.4 

2002 79,431.4 27,201.2 4,586.6 40.9 2,214.4 0.0 45,388.3 

2003 86,322.0 28,570.5 4,654.7 135.3 2,365.0 0.0 50,596.5 

2004 88,433.3 29,744.8 8,150.6 177.8 2,260.1 0.0 38,099.9 

2005 89,811.7 32,051.2 9,309.2 159.4 2,421.8 155.1 45,715.1 

2006 90,814.5 33,448.7 10,374.1 200.9 2,387.3 307.1 44,096.4 

2007 95,820.9 35,481.6 11,217.3 185.0 2,579.1 431.5 45,926.3 

          国家財源は他の６項目の合計 

 表８は他の諸政府への移転と見なされる支出の控除後の連邦政府の主要支出の評価の推移を可能にする。 

＜表８＞ 他の諸政府の財源調達の支出合計への影響 

（百万ユーロ）        

年 支出合計 負債予算 欧州連合 主要支出
共同体・

地域圏
社会保障 地方政府 他の支出 

1998 42,309.8 15,942.0 1,036.2 25,331.6 612.3 6,014.8 1,063.9 17,640.6 

1999 43,561.9 14,850.6 1,127.9 27,583.4 607.3 6,074.9 1.095.0 19,806.1 

2000 44,420.9 15,117.1 1,121.1 28,182.7 695.1 6,232.1 1,281.7 19,973.8 

2001 44,613.2 15,492.1 1,146.3 27,974.8 763.2 6,261.1 1,431.2 19,519.3 

2002 46,024.7 15,639.4 1,365.8 29,019.5 824.8 6,263.0 1,924.6 20,007.1 

2003 50,609.3 17,876.3 1,638.6 31,094.4 896.7 6,611.7 2,064.0 21,522.0 

2004 42,800.9 21,661.1 1,846.4 29,293.4 1,336.7 6,593.6 2,138.4 19,224.6 

2005 49,208.3 15,480.2 2,146.7 31,581.4 885.1 6,680.7 2,282.5 21,733.1 

2006 46,906.3 13,018.6 2,453.4 31,434.3 946.3 6,826.5 2,422.6 21,238.9 

2007 48,715.2 13,352.3 2,472.2 32,890.2 976.9 6,951.5 2,538.6 22,423.8 

 

 

－ 103 － 

 

Ⅱ ワロン地方民主制・分権法典 
基礎自治体相互間 

   県 法 

 基礎自治体新法 
 

 

 ワロン地方民主制・分権法典（2004年８月12日のベルギー官報(注)59,699ページ；正誤表：2005年３月22日のベルギー官報12,622

ページ） 

 
 

 2004年５月27日の地域圏法により追認され、「地方民主制・分権法典」の名称で自治体の権限に関する立法の編纂がなされた

2004年４月22日のワロン政府規則。 

 
 
 

 

この法典の若干の規定の発効の日付を知るためには下記の第５部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条を見よ。 

 
 
 

 

以下により修正された法典： 

 ― 2005年12月８日の地域圏法（第１本文）； 

 ― 2005年12月８日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年２月23日の地域圏法予定； 

 ― 2006年３月16日の地域圏法； 

 ― 2006年６月１日の地域圏法； 

 ― 2006年６月８日の地域圏法； 

 ― 2006年７月19日の地域圏法（第１本文）； 

 ― 2006年７月19日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年12月21日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年12月21日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年12月22日の地域圏法； 

 ― 2007年２月15日の地域圏法； 

 ― 2007年２月18日の地域圏法； 

 ― 2007年３月９日の地域圏法； 

 ― 2007年６月27日の地域圏法； 

 ― 2008年６月19日の地域圏法； 

 ― 2008年７月15日の地域圏法。 

 
 
 

非公式な調整 
 

 
 

注 この法典の規定の中では「長助役参事会」（collège des bourgmestre et échevins）の語や「行政官団」（collège échevins）の語は

2005年12月８日の地域圏法第51条の適用により「基礎自治体理事会」（collège communal）の語に置き換えられている。 

 
 
 

 

 基礎自治体の区域内の諸機関に関するこの法典の規定の中では「地区」（district）は2006年６月１日の地域圏法第４条の適用に

より「地区」（secteur）の語に置き換えられている。 

 
 

 この法律は、2002年の憲法改正で地方自治に関する事項が連邦政府から地域圏政府に移管されたことにより、ベルギーの２大地域の

一つのワロン地域圏が2004年に初めて制定し、同地域にのみ施行された地方自治に関する基本法である。本来ならば国により制定され

るべきこのような法律が、その一部である地域圏により制定されたのは、連邦化に伴い国がワロンとフラーンデレンの南北二つの共同

                                                                                                                         
(注) “Moniteur Belge”ベルギー国家の正規の法律その他を布告する官報。1831年（独立の翌年）６月16日に当時のフランスの“Moniteur universel”『世界報知』{1789年のフラ

ンス革命時から発行}に倣った。2003年からは紙への印刷をやめてインターネットへ切り替えた。 
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 第四の源泉（補充源泉）は各構成国の国民総所得を考慮した比率で個々の財源の不測の欠損の補填について決められる。この第四の

源泉はいわゆる国庫証券の運用によって資金調達され、他の個々の財源は法定の国庫財源予算の一覧表には含まれない配分収入によっ

て構成されるけれども一般的な支出予算への登録によって補填される。 

 以下の表６は1998年以降の連邦政府予算の負担での関与もしくは国家財源の欧州連合の財源への影響減少の展開を描く。 

＜表６＞ 欧州連合の財源へのベルギーの協力の影響 

（百万ユーロ）       

年 
関   税 付加価値税 収入の天引 国庫証券運用 合   計 

(１) (２) (３)＝(１)＋(２) (４) (５)＝(３)＋(４) 

1998 1,215.9 962.2 2,178.1 1,036.2 3,214.3 

1999 1,163.6 937.9 2,101.5 1,127.9 3,229.5 

2000 1,295.4 1,011.5 2,306.9 1,121.1 3,428.0 

2001 1,340.5 1,089.4 2,429.8 1,146.3 3,576.1 

2002 1,388.1 826.3 2,214.4 1,365.8 3,580.2 

2003 1,542.2 822.6 2,365.0 1,638.6 4,003.6 

2004 1,693.6 566.5 2,260.1 1,846.4 4,106.5 

2005 1,795.3 626.5 2,421.8 2,146.7 4,568.5 

2006 1,981.7 405.5 2,387.3 2,453.4 4,840.7 

2007 2,120.0 459.1 2,579.10 2,472.2 5,051.3 

第５節 連邦政府予算上の他の政府のための連邦政府の関与の影響 

 本節は二つのまとめた表からなる。一つは収入面に沿ったもの、いま一つは支出面に沿ったものの、共同体、地域圏、社会福祉、地

方政府、欧州連合のための連邦政府の関与の合計である。 

 表７は他の政府への配分財源控除後の連邦政府の国庫財源予算の収入に入ってきた収入の合計を起点にする。その他への配分は連邦

の諸機関への譲与に関係している。 

＜表７＞ 他の政府の財源ための収入合計の控除 

（百万ユーロ）           

年 収入合計 
共同体・ 

地域圏 
社会福祉 地方政府 欧州連合

その他

への配分
国家財源 

1998 67,965.6 23,331.7 3,033.2 83.0 2,178.1 0.0 39.339.5 

1999 69,673.4 24,534.0 3,287.1 94.5 2,101.5 0.0 39,656.3 

2000 73,314.5 24,904.7 3,757.2 94.4 2,306.9 0.0 42,251.3 

2001 75,861.3 27,234.3 3,482.2 77.5 2,429.8 0.0 42,637.4 

2002 79,431.4 27,201.2 4,586.6 40.9 2,214.4 0.0 45,388.3 

2003 86,322.0 28,570.5 4,654.7 135.3 2,365.0 0.0 50,596.5 

2004 88,433.3 29,744.8 8,150.6 177.8 2,260.1 0.0 38,099.9 

2005 89,811.7 32,051.2 9,309.2 159.4 2,421.8 155.1 45,715.1 

2006 90,814.5 33,448.7 10,374.1 200.9 2,387.3 307.1 44,096.4 

2007 95,820.9 35,481.6 11,217.3 185.0 2,579.1 431.5 45,926.3 

          国家財源は他の６項目の合計 

 表８は他の諸政府への移転と見なされる支出の控除後の連邦政府の主要支出の評価の推移を可能にする。 

＜表８＞ 他の諸政府の財源調達の支出合計への影響 

（百万ユーロ）        

年 支出合計 負債予算 欧州連合 主要支出
共同体・

地域圏
社会保障 地方政府 他の支出 

1998 42,309.8 15,942.0 1,036.2 25,331.6 612.3 6,014.8 1,063.9 17,640.6 

1999 43,561.9 14,850.6 1,127.9 27,583.4 607.3 6,074.9 1.095.0 19,806.1 

2000 44,420.9 15,117.1 1,121.1 28,182.7 695.1 6,232.1 1,281.7 19,973.8 

2001 44,613.2 15,492.1 1,146.3 27,974.8 763.2 6,261.1 1,431.2 19,519.3 

2002 46,024.7 15,639.4 1,365.8 29,019.5 824.8 6,263.0 1,924.6 20,007.1 

2003 50,609.3 17,876.3 1,638.6 31,094.4 896.7 6,611.7 2,064.0 21,522.0 

2004 42,800.9 21,661.1 1,846.4 29,293.4 1,336.7 6,593.6 2,138.4 19,224.6 

2005 49,208.3 15,480.2 2,146.7 31,581.4 885.1 6,680.7 2,282.5 21,733.1 

2006 46,906.3 13,018.6 2,453.4 31,434.3 946.3 6,826.5 2,422.6 21,238.9 

2007 48,715.2 13,352.3 2,472.2 32,890.2 976.9 6,951.5 2,538.6 22,423.8 
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Ⅱ ワロン地方民主制・分権法典 
基礎自治体相互間 

   県 法 

 基礎自治体新法 
 

 

 ワロン地方民主制・分権法典（2004年８月12日のベルギー官報(注)59,699ページ；正誤表：2005年３月22日のベルギー官報12,622

ページ） 

 
 

 2004年５月27日の地域圏法により追認され、「地方民主制・分権法典」の名称で自治体の権限に関する立法の編纂がなされた

2004年４月22日のワロン政府規則。 

 
 
 

 

この法典の若干の規定の発効の日付を知るためには下記の第５部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条を見よ。 

 
 
 

 

以下により修正された法典： 

 ― 2005年12月８日の地域圏法（第１本文）； 

 ― 2005年12月８日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年２月23日の地域圏法予定； 

 ― 2006年３月16日の地域圏法； 

 ― 2006年６月１日の地域圏法； 

 ― 2006年６月８日の地域圏法； 

 ― 2006年７月19日の地域圏法（第１本文）； 

 ― 2006年７月19日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年12月21日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年12月21日の地域圏法（第２本文）； 

 ― 2006年12月22日の地域圏法； 

 ― 2007年２月15日の地域圏法； 

 ― 2007年２月18日の地域圏法； 

 ― 2007年３月９日の地域圏法； 

 ― 2007年６月27日の地域圏法； 

 ― 2008年６月19日の地域圏法； 

 ― 2008年７月15日の地域圏法。 

 
 
 

非公式な調整 
 

 
 

注 この法典の規定の中では「長助役参事会」（collège des bourgmestre et échevins）の語や「行政官団」（collège échevins）の語は

2005年12月８日の地域圏法第51条の適用により「基礎自治体理事会」（collège communal）の語に置き換えられている。 

 
 
 

 

 基礎自治体の区域内の諸機関に関するこの法典の規定の中では「地区」（district）は2006年６月１日の地域圏法第４条の適用に

より「地区」（secteur）の語に置き換えられている。 

 
 

 この法律は、2002年の憲法改正で地方自治に関する事項が連邦政府から地域圏政府に移管されたことにより、ベルギーの２大地域の

一つのワロン地域圏が2004年に初めて制定し、同地域にのみ施行された地方自治に関する基本法である。本来ならば国により制定され

るべきこのような法律が、その一部である地域圏により制定されたのは、連邦化に伴い国がワロンとフラーンデレンの南北二つの共同

                                                                                                                         
(注) “Moniteur Belge”ベルギー国家の正規の法律その他を布告する官報。1831年（独立の翌年）６月16日に当時のフランスの“Moniteur universel”『世界報知』{1789年のフラ

ンス革命時から発行}に倣った。2003年からは紙への印刷をやめてインターネットへ切り替えた。 
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体・地域圏に連邦と対等同格に近い強力な自治権を付与し、1993年に憲法が改正されてそれまでの単一国家から「共同体と地域圏から

なる」連邦国家に移行したことによる。したがって、当然フラーンデレンにも同様な法律が別途制定された（“ONTWERP VAN 

GEMEENTEDECREET”VRAAMS PARLEMENT 2005年５月26日公布）が、これまた膨大でオランダ語なので本書への登載は断念せざ

るをえなかった。ただし、両地域の歴史的事情から、ワロンでは共同体は地域圏に吸収併合されているところから、地域圏法となって

いるが、逆にフラーンデレンでは共同体が地域圏より優位で、その両者を併せた名称がフラーンデレンであり、いわば共同体法の形を

採ることになった。 

 ところで、ワロン地域圏のこの法律はフランス語で次の６部から成り、条文は章ごとに変わるので数えてみると999条、内容も膨大

な量に上り、以下に見るように、全訳した日本語の字数は25万8200字に達する。なお、この法律は制定以後頻繁に改正されているが飜

訳した原文は2008年７月15日までの修正を加えた版を用いた。 

 第１部：基礎自治体（384か条、全訳字数９万9500字） 

 第２部：超基礎自治体（202か条、４万7468字） 

 第３部：基礎自治体と超基礎自治体に対する共通規定（98か条、２万85字） 

 第４部：選 挙（300か条、第５部第６部を加えて９万1007字） 

 第５部：受任と報酬の申告事項の受任者の義務について（10か条） 

 第６部：雑 則（５か条） 

 つぎに、各部（partie）は、順に巻（livre）、編（titre）、章（chapitre）に分けられ、必要に応じてさらに章の中が順に節（section）、

小節（sub-section）へと細分化されている。そして、各条は例えばＬ1111－１条と表記され、1111は最初の１が部、２番目が巻、３番

目が編、４番目が章で、－１は章ごとに順番に数字が振られている。 

 なお、この法典を理解するに当たってあらかじめ知っておいた方がよいことを２〜３挙げておく。 

 まず、法典に出てくるワロン地域の地方自治構造は、日本と同様基礎自治体（commune）と広域の県（province）の２層であるが、

前者は日本と違って市町村といった区別がないので、ここではやや煩雑の感が否めないものの「基礎自治体」の訳を当てる。この基礎

自治体は、議会と公選首長の並立する日本のアメリカ型首長制とは異なり、議会に全権があって、議会は多くは小党分立のため多数派

協定が締結されて｛県も同様｝その中から執行部の長（bourgmestre）｛ただし議員以外でもよい｝と、その長と一緒に基礎自治体理事

会（collège communal）を構成する複数の助役｛ただし議員以外でもよい｝などの理事たちが選出される。 

 つぎに、基礎自治体の広域組織として、基礎自治体一部事務組合（intercommune）、都市圏（agglomération）、 基礎自治体連合

（fédération de communes）があり、またこの法典には特殊法人の基礎自治体普通公社（régie communale ordinaire）と独立基礎自治体公

社（régie communale autonome）が規定されており、この公社は県にも同様な規定が置かれている。 

 一方、広域の中間団体である県は、フランスのナポレオン法典に範を採った自治体と国の出先機関の二重性格を有し、県議会とは別

個に地域圏の官吏である県知事が任命されるが、ここにも県理事会が置かれる。 

 第４部の選挙は、日本の地方自治法も1947年の制定時に選挙の条文が第20条から第73条まで設けられていたが、公職選挙法が制定さ

れて1956年の改正時にそちらに統一されて全文削除となった。 

 なお、この法典で使われる「政府」（Gouvernement）の語はワロン地域圏政府を指す。 

最後に、ベルギーの地方自治法典の紹介は本邦で初めての試みであり、合併後の10万以上の基礎自治体に完全な分権地区組織を設ける

など、いろいろわが国の地方自治改革に参考になる事項が含まれているように思われることを指摘しておきたい。また、以下本法典を

４つに分けて掲載することにする（第５・６部はⅡ－４に入れる）。 
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Ⅱ－１ ワロン自治法(１) 
 

第１部 基礎自治体 
 

第Ⅰ巻 基礎自治体の組織 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 名 称 

第１条 政府が基礎自治体及び集落の名称の綴りを決定する。 

第Ⅱ章 区 域 

第１条 基礎自治体の一部分が基礎自治体に昇格したいときには、政府{以下地域圏政府を指す}の規則が、その部分の有権者の即時招

集を命じ、最初の選挙に関係のあるその全てを決め、本法第４部第Ⅰ巻の第Ⅱ編及び第Ⅲ編により規定された改選命令に合致した最

初の改選の日取りを決める。 

 基礎自治体議会が、世帯、すなわちこれらの地域内に住所を有する世帯主の数を基にとらえて分離する両地域の住民間の基礎自治体

財産の分割を決め、基礎自治体が承認する。同議会は又負債や記録文書に関する分割も決める。 

 基礎自治体の議会間に不一致が生じた場合には、紛争は国務院により解決される。 

 名称若しくは所有の権利に関する紛争が生じた場合には、両基礎自治体は裁判所に付託する。 

第２条 基礎自治体若しくは基礎自治体の一部分が他の基礎自治体との合併を表明したときは、基礎自治体に関しては本巻第Ⅰ編第Ⅱ

章第１条の規定の下で進められる。この基礎自治体若しくはその一部分の併合により基礎自治体の基礎自治体議会議員数の増員が必

要な場合には、同様に同条により進められる。 

第３条 本章は1980年８月８日の制度改革特別法のⅧの２º第６条§１に従ってComines-Warnetonの基礎自治体には適用できない。 

第Ⅲ章 基礎自治体の権限一般 

第１条 基礎自治体の権限は以下のとおり：基礎自治体の財産及び収入を管理する；基礎自治体の資金で支払われなければならない地

方的支出のそれを決定し支払う；基礎自治体の負担となる公共事業を運営し実施させる；その負担で維持されるか若しくは特にその

住民の利用に供される基礎自治体に帰属する施設を管理する。 

第Ⅱ編 基礎自治体の中枢機関 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各基礎自治体には議員たち、長及び助役たちで構成される機関が置かれる。 

第２条 （統一改選時に任期満了となった基礎自治体の議員たち及び辞職者たちは彼らの後任たちの就任が行われるまではその職にと

どまる。 

 統一改選時に任期満了となった基礎自治体の理事会の構成員たち及び辞職者たちはその交代までは引き続きその権限を行使する。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§４にもかかわらず、議会及び理事会はその後任たちの就任まで日常の業務を遂行する ― 2005年12月８日

の地域圏法）。 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条及び第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条に従った基礎自治体の分類は基礎自治体議会の各統一改選時に

政府により人口数と共に報告される。 

 考慮される住民数は統一改選の年の１月１日に当該基礎自治体内にその主たる住居を保有している自然人の全国登録局に登録されて

いた人数である。 

この段落は2005年10月13日にワロン政府規則により施行された。 

 第１段落により確定される人口数はまた同日に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条乃至第８条の、同様に人口数に基づく基礎自治体の等級に関

する限りで本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条§１、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第１条、第11条、第15条、第21条、第35条、第37条、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章

第４条及び第８条の対象となる分類に適用される。 

 第１段落に従って確定される地域圏の各基礎自治体の人口数は政府の措置により遅くとも基礎自治体の議会の統一改選が執行される

までの間の年の５月１日までにベルギー官報に公表される。 

第４条 各基礎自治体には書記及び収入役が置かれる。 

第Ⅱ章 基礎自治体の議会 

第１節 基礎自治体議員の選任方法及び規則 

第１条 （……2005年12月８日の地域圏法第２条） 

 議会は６年ごとに統一改選される。 

第２条 議員たちは基礎自治体の有権者たちの集りにより直接選挙される。 

第３条 基礎自治体の議会は人口1,000人以下の基礎自治体では長と助役を含め７人の構成員により構成される； 

 住民1,000人から1,999人までのそれは９人； 
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体・地域圏に連邦と対等同格に近い強力な自治権を付与し、1993年に憲法が改正されてそれまでの単一国家から「共同体と地域圏から

なる」連邦国家に移行したことによる。したがって、当然フラーンデレンにも同様な法律が別途制定された（“ONTWERP VAN 

GEMEENTEDECREET”VRAAMS PARLEMENT 2005年５月26日公布）が、これまた膨大でオランダ語なので本書への登載は断念せざ

るをえなかった。ただし、両地域の歴史的事情から、ワロンでは共同体は地域圏に吸収併合されているところから、地域圏法となって

いるが、逆にフラーンデレンでは共同体が地域圏より優位で、その両者を併せた名称がフラーンデレンであり、いわば共同体法の形を

採ることになった。 

 ところで、ワロン地域圏のこの法律はフランス語で次の６部から成り、条文は章ごとに変わるので数えてみると999条、内容も膨大

な量に上り、以下に見るように、全訳した日本語の字数は25万8200字に達する。なお、この法律は制定以後頻繁に改正されているが飜

訳した原文は2008年７月15日までの修正を加えた版を用いた。 

 第１部：基礎自治体（384か条、全訳字数９万9500字） 

 第２部：超基礎自治体（202か条、４万7468字） 

 第３部：基礎自治体と超基礎自治体に対する共通規定（98か条、２万85字） 

 第４部：選 挙（300か条、第５部第６部を加えて９万1007字） 

 第５部：受任と報酬の申告事項の受任者の義務について（10か条） 

 第６部：雑 則（５か条） 

 つぎに、各部（partie）は、順に巻（livre）、編（titre）、章（chapitre）に分けられ、必要に応じてさらに章の中が順に節（section）、

小節（sub-section）へと細分化されている。そして、各条は例えばＬ1111－１条と表記され、1111は最初の１が部、２番目が巻、３番

目が編、４番目が章で、－１は章ごとに順番に数字が振られている。 

 なお、この法典を理解するに当たってあらかじめ知っておいた方がよいことを２〜３挙げておく。 

 まず、法典に出てくるワロン地域の地方自治構造は、日本と同様基礎自治体（commune）と広域の県（province）の２層であるが、

前者は日本と違って市町村といった区別がないので、ここではやや煩雑の感が否めないものの「基礎自治体」の訳を当てる。この基礎

自治体は、議会と公選首長の並立する日本のアメリカ型首長制とは異なり、議会に全権があって、議会は多くは小党分立のため多数派

協定が締結されて｛県も同様｝その中から執行部の長（bourgmestre）｛ただし議員以外でもよい｝と、その長と一緒に基礎自治体理事

会（collège communal）を構成する複数の助役｛ただし議員以外でもよい｝などの理事たちが選出される。 

 つぎに、基礎自治体の広域組織として、基礎自治体一部事務組合（intercommune）、都市圏（agglomération）、 基礎自治体連合

（fédération de communes）があり、またこの法典には特殊法人の基礎自治体普通公社（régie communale ordinaire）と独立基礎自治体公

社（régie communale autonome）が規定されており、この公社は県にも同様な規定が置かれている。 

 一方、広域の中間団体である県は、フランスのナポレオン法典に範を採った自治体と国の出先機関の二重性格を有し、県議会とは別

個に地域圏の官吏である県知事が任命されるが、ここにも県理事会が置かれる。 

 第４部の選挙は、日本の地方自治法も1947年の制定時に選挙の条文が第20条から第73条まで設けられていたが、公職選挙法が制定さ

れて1956年の改正時にそちらに統一されて全文削除となった。 

 なお、この法典で使われる「政府」（Gouvernement）の語はワロン地域圏政府を指す。 

最後に、ベルギーの地方自治法典の紹介は本邦で初めての試みであり、合併後の10万以上の基礎自治体に完全な分権地区組織を設ける

など、いろいろわが国の地方自治改革に参考になる事項が含まれているように思われることを指摘しておきたい。また、以下本法典を

４つに分けて掲載することにする（第５・６部はⅡ－４に入れる）。 
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Ⅱ－１ ワロン自治法(１) 
 

第１部 基礎自治体 
 

第Ⅰ巻 基礎自治体の組織 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 名 称 

第１条 政府が基礎自治体及び集落の名称の綴りを決定する。 

第Ⅱ章 区 域 

第１条 基礎自治体の一部分が基礎自治体に昇格したいときには、政府{以下地域圏政府を指す}の規則が、その部分の有権者の即時招

集を命じ、最初の選挙に関係のあるその全てを決め、本法第４部第Ⅰ巻の第Ⅱ編及び第Ⅲ編により規定された改選命令に合致した最

初の改選の日取りを決める。 

 基礎自治体議会が、世帯、すなわちこれらの地域内に住所を有する世帯主の数を基にとらえて分離する両地域の住民間の基礎自治体

財産の分割を決め、基礎自治体が承認する。同議会は又負債や記録文書に関する分割も決める。 

 基礎自治体の議会間に不一致が生じた場合には、紛争は国務院により解決される。 

 名称若しくは所有の権利に関する紛争が生じた場合には、両基礎自治体は裁判所に付託する。 

第２条 基礎自治体若しくは基礎自治体の一部分が他の基礎自治体との合併を表明したときは、基礎自治体に関しては本巻第Ⅰ編第Ⅱ

章第１条の規定の下で進められる。この基礎自治体若しくはその一部分の併合により基礎自治体の基礎自治体議会議員数の増員が必

要な場合には、同様に同条により進められる。 

第３条 本章は1980年８月８日の制度改革特別法のⅧの２º第６条§１に従ってComines-Warnetonの基礎自治体には適用できない。 

第Ⅲ章 基礎自治体の権限一般 

第１条 基礎自治体の権限は以下のとおり：基礎自治体の財産及び収入を管理する；基礎自治体の資金で支払われなければならない地

方的支出のそれを決定し支払う；基礎自治体の負担となる公共事業を運営し実施させる；その負担で維持されるか若しくは特にその

住民の利用に供される基礎自治体に帰属する施設を管理する。 

第Ⅱ編 基礎自治体の中枢機関 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各基礎自治体には議員たち、長及び助役たちで構成される機関が置かれる。 

第２条 （統一改選時に任期満了となった基礎自治体の議員たち及び辞職者たちは彼らの後任たちの就任が行われるまではその職にと

どまる。 

 統一改選時に任期満了となった基礎自治体の理事会の構成員たち及び辞職者たちはその交代までは引き続きその権限を行使する。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§４にもかかわらず、議会及び理事会はその後任たちの就任まで日常の業務を遂行する ― 2005年12月８日

の地域圏法）。 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条及び第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条に従った基礎自治体の分類は基礎自治体議会の各統一改選時に

政府により人口数と共に報告される。 

 考慮される住民数は統一改選の年の１月１日に当該基礎自治体内にその主たる住居を保有している自然人の全国登録局に登録されて

いた人数である。 

この段落は2005年10月13日にワロン政府規則により施行された。 

 第１段落により確定される人口数はまた同日に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条乃至第８条の、同様に人口数に基づく基礎自治体の等級に関

する限りで本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条§１、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第１条、第11条、第15条、第21条、第35条、第37条、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章

第４条及び第８条の対象となる分類に適用される。 

 第１段落に従って確定される地域圏の各基礎自治体の人口数は政府の措置により遅くとも基礎自治体の議会の統一改選が執行される

までの間の年の５月１日までにベルギー官報に公表される。 

第４条 各基礎自治体には書記及び収入役が置かれる。 

第Ⅱ章 基礎自治体の議会 

第１節 基礎自治体議員の選任方法及び規則 

第１条 （……2005年12月８日の地域圏法第２条） 

 議会は６年ごとに統一改選される。 

第２条 議員たちは基礎自治体の有権者たちの集りにより直接選挙される。 

第３条 基礎自治体の議会は人口1,000人以下の基礎自治体では長と助役を含め７人の構成員により構成される； 

 住民1,000人から1,999人までのそれは９人； 
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 住民2,000人から2,999人までのそれは11人； 

 住民3,000人から3,999人までのそれは13人； 

 住民4,000人から4,999人までのそれは15人； 

 住民5,000人から6,999人までのそれは17人； 

 住民7,000人から8,999人までのそれは19人； 

 住民9,000人から11,999人までのそれは21人； 

 住民12,000人から14,999人までのそれは23人； 

 住民15,000人から19,999人までのそれは25人； 

 住民20,000人から24,999人までのそれは27人； 

 住民25,000人から29,999人までのそれは29人； 

 住民30,000人から34,999人までのそれは31人； 

 住民35,000人から39,999人までのそれは33人； 

 住民40,000人から49,999人までのそれは35人； 

 住民50,000人から59,999人までのそれは37人； 

 住民60,000人から69,999人までのそれは39人； 

 住民70,000人から79,999人までのそれは41人； 

 住民80,000人から89,999人までのそれは43人； 

 住民90,000人から99,999人までのそれは45人； 

 住民100,000人から149,999人までのそれは47人； 

 住民150,000人から199,999人までのそれは49人； 

 住民200,000人から249,999人までのそれは51人； 

 住民250,000人から299,999人までのそれは53人； 

 住民300,000人以上のそれは55人； 

 議会は、（その中に基礎自治体の理事会の構成員が選挙されなかったとき ― 2005年12月８日の地域圏法第３条１º）、なお上記で

決められた議員数は残される。 

 （基礎自治体の議会は選挙の後の12月の第１月曜日に発足する。それが法定の祝日に当たるときは、次の最初の就業日に発足する。 

― 2005年12月８日の地域圏法第３条２º） 

第４条 （候補者は誰でもその当選の法的有効性認証の後その就任の前に与えられた受任を断念できる。この辞退は、有効であるため

には、書面で基礎自治体議会に通告しなければならず、議会はそれを正式の決定により法的な正当性を確認する。この決定は基礎自

治体書記により当事者に通告される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日

以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第３条）。 

第５条 （被選挙資格の条件のいずれか一つを失った議会の構成員は議会の一員でなくなる。 

 理事会は失格を引き起こした性質の事実を議会に通告し直ちに政府に報告する。 

 政府若しくはその代表は前段落に従ってか又は職権により把握し、受領証と引替えに失格を引き起こした性質の事実送達証書を当事

者に伝達する。 

 失格の理由を認識していても、全く送達証書がなく、当事者がその職務に引き続き従事した場合には、その者は刑法第262条により

減刑される可能性がある。 

 第２段落の対象となる通告受領後少なくとも８日以内に、且つその者が実際に要求すれば、必要があればその選択により議会と一緒

に当事者に聴聞した後で、政府若しくはその代表は正式の決定により失格を確認する。この決定は政府若しくはその代表の措置によ

り当該議会の構成員たち又はそこから議会に通告する理事会に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基づきこの決定に対

して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第５条）。 

第６条 （ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の１º） 

 子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい基礎自治体の議員は、書面により（基礎自治体の理事会）に宛てたその請求に

よって、早くても誕生若しくは養育の予定された日から始まり誕生若しくは養育に続く８週間の終わりまで交代させられる。任務の

遂行の中断は書面によるその請求で、８週間を超えて、誕生若しくは養育の日以前の７週間期間中にその任務を引き続き遂行してい

た間のそれに等しい期間延長される。 

 育児休暇のためにその交代を請求する出席できない基礎自治体の議員（ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の２º）は、その名簿

に属し本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第42条に表示された順位中第１位の補欠者により、基礎自治体議会によるこの人物の代理権承認後に交代と

なる。 

 （但し第１段落は出席できない基礎自治体議員がその間に就任した者に続く基礎自治体議会の初会からしか適用できない ― 2005年

12月８日の地域圏法第６条の３º）。 
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第７条 

 §1. 基礎自治体の議員たちはいかなる俸給も受け取らない。 

    （政府により決められた条件により方法で、基礎自治体の本会議、委員会及び部会に出席した際に出席手当を受け取る ― 

2005年12月８日の地域圏法第７条の１º）。 

    出席手当の額は基礎自治体議会により決められる。 

    この額は最低37.18ユーロと県議会議員たちが県議会の本会議に出席する際にその受け取る出席手当の額に等しい最高額との

間とされ、規則の適用は物価指数に連結して増減する。 

（§2. 基礎自治体議員の出席手当及びその議員がその本来の任務、その派生的任務、並びに本法第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に

定義されているその公的な任務、職務並びに政治的種類の責務のために享受する報酬及び現物給与は下院及び上院の議員たちが

受け取っている議員歳費の１倍半相当かそれよりも低い額である。 

    段落１に決められた限界の超過の場合には、その派生的職務、公的な任務、職務並びに政治的類の責務により基礎自治体議員

により受領される手当及び/又は報酬、現物給与の額は競合分を減らされる ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第１段

落）。 

 §3. （ ― 2005年12月８日の地域圏法第７条の３º）。基礎自治体は、政府が決める方式に従って、法定若しくは規則によるその

他の俸給、年金若しくは諸手当を享受する基礎自治体議員の出席手当を、受任者が要求を自ら行うことを条件に、当事者により

受領されている収入の損失を補償する額に増額することができる。 

    収入の損失を補償する額を増額する出席手当の額は絶対に住民５万人の基礎自治体の助役の俸給を超えてはならない。 

 §4. （…… ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第２段落） 

第８条 障害を理由に、一人ではその任務に従事できない議員は、その任務の遂行のために、基礎自治体議会議員の任務のための被選

挙権者の条件を満たし、基礎自治体の職員の一員でもなければ関係基礎自治体の公共社会福祉センターの職員でもない基礎自治体議

会議員の有権者の中からの選出が可能な信頼の置ける人物に補佐される。 

 第１段落の適用のために、政府は障害のある議員の資格を設けるのに役立つ基準を決める。 

 この補佐をする際は、信頼の置ける人物は同種の能力を提供し、議員と同じ義務に服する。但し、補佐人には出席手当を受け取る権

利はない。 

第９条 （議員の辞職は書面で議会に通告され、議会はこの通告後の最初の会議のときに正式の決定により承諾する。 

 辞職は議会が受諾したときに発効し、この決定は基礎自治体書記により当事者に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基

づきこの決定に対して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第８条）。 

第２節 基礎自治体議会の会議と審議 

第10条 

 §1. 行政に関するいかなる行為も、そのいかなる部分も議会の審理を免れることはできない。 

 §2. 基礎自治体の議員たちは議会により作成された内規により決められた条件内で基礎自治体の行政に関する行為及びその一部分

の写しを入手できる。この内規は同じく基礎自治体の施設及び業務を検査する諸条件をも明確にする。 

 §3. 基礎自治体の議員たちは（基礎自治体理事会）に質問を書面や口頭で提出する権利を有する。内規はこの権利を行使する諸条

件を決める。 

第11条 議会はその権限に含まれる問題が必要とするたびに、また少なくとも年10回は招集される。 

  │１年間に、議会が10回より少なく招集されたときは、翌年中は第86条第２段落で議会の招集のための請求をする議員数（第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第12条第２段落を読め) 

  │は基礎自治体議会のメンバーの４分の１に減らされる。 

  │2004年５月27日の地域圏法により導入された新基礎自治体法第85条の第２段落は、修正が法典化の最終期限である2004年３月31日以後にずれ込んだために、まだ法典に組 

  └み込まれていない。 

 （1976年７月８日の公共福祉センター組織法第26条の２の§５、段落２により課せられた義務に加えて、基礎自治体議会は社会福祉

協議会との合同会議を開催することができる ― 2005年12月８日の地域圏法第９条）。 

第12条 議会は（基礎自体理事会）により招集される。 

 関係する構成員の３分の１の請求により、（基礎自治体理事会）により指定された日と時刻に招集しなければならない。 

第13条 

 §1. 緊急の場合を除き、招集状は書面に作成されて会議の満７日前までに住所に送られる； 

    それには議事日程が含まれる。この期限は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第17条第３段落適用のためには満２日に短縮される。 

    議事日程の項目は十分に明解に決められる。 

 §2. 議事日程の各項目については、通告された全ての部分が議事日程を送付された基礎自治体議会の構成員により自由にそのまま

の形で使えるようになる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規は、基礎自治体の書記若しくはその指名した職員たちが一件書類に出てくる資料に

ついての専門的知識を求める議員たちに提供する準備を可能にする；この場合には、内規は同様にそれに従ってこの専門的知識
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 住民2,000人から2,999人までのそれは11人； 

 住民3,000人から3,999人までのそれは13人； 

 住民4,000人から4,999人までのそれは15人； 

 住民5,000人から6,999人までのそれは17人； 

 住民7,000人から8,999人までのそれは19人； 

 住民9,000人から11,999人までのそれは21人； 

 住民12,000人から14,999人までのそれは23人； 

 住民15,000人から19,999人までのそれは25人； 

 住民20,000人から24,999人までのそれは27人； 

 住民25,000人から29,999人までのそれは29人； 

 住民30,000人から34,999人までのそれは31人； 

 住民35,000人から39,999人までのそれは33人； 

 住民40,000人から49,999人までのそれは35人； 

 住民50,000人から59,999人までのそれは37人； 

 住民60,000人から69,999人までのそれは39人； 

 住民70,000人から79,999人までのそれは41人； 

 住民80,000人から89,999人までのそれは43人； 

 住民90,000人から99,999人までのそれは45人； 

 住民100,000人から149,999人までのそれは47人； 

 住民150,000人から199,999人までのそれは49人； 

 住民200,000人から249,999人までのそれは51人； 

 住民250,000人から299,999人までのそれは53人； 

 住民300,000人以上のそれは55人； 

 議会は、（その中に基礎自治体の理事会の構成員が選挙されなかったとき ― 2005年12月８日の地域圏法第３条１º）、なお上記で

決められた議員数は残される。 

 （基礎自治体の議会は選挙の後の12月の第１月曜日に発足する。それが法定の祝日に当たるときは、次の最初の就業日に発足する。 

― 2005年12月８日の地域圏法第３条２º） 

第４条 （候補者は誰でもその当選の法的有効性認証の後その就任の前に与えられた受任を断念できる。この辞退は、有効であるため

には、書面で基礎自治体議会に通告しなければならず、議会はそれを正式の決定により法的な正当性を確認する。この決定は基礎自

治体書記により当事者に通告される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日

以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第３条）。 

第５条 （被選挙資格の条件のいずれか一つを失った議会の構成員は議会の一員でなくなる。 

 理事会は失格を引き起こした性質の事実を議会に通告し直ちに政府に報告する。 

 政府若しくはその代表は前段落に従ってか又は職権により把握し、受領証と引替えに失格を引き起こした性質の事実送達証書を当事

者に伝達する。 

 失格の理由を認識していても、全く送達証書がなく、当事者がその職務に引き続き従事した場合には、その者は刑法第262条により

減刑される可能性がある。 

 第２段落の対象となる通告受領後少なくとも８日以内に、且つその者が実際に要求すれば、必要があればその選択により議会と一緒

に当事者に聴聞した後で、政府若しくはその代表は正式の決定により失格を確認する。この決定は政府若しくはその代表の措置によ

り当該議会の構成員たち又はそこから議会に通告する理事会に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基づきこの決定に対

して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第５条）。 

第６条 （ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の１º） 

 子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい基礎自治体の議員は、書面により（基礎自治体の理事会）に宛てたその請求に

よって、早くても誕生若しくは養育の予定された日から始まり誕生若しくは養育に続く８週間の終わりまで交代させられる。任務の

遂行の中断は書面によるその請求で、８週間を超えて、誕生若しくは養育の日以前の７週間期間中にその任務を引き続き遂行してい

た間のそれに等しい期間延長される。 

 育児休暇のためにその交代を請求する出席できない基礎自治体の議員（ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の２º）は、その名簿

に属し本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第42条に表示された順位中第１位の補欠者により、基礎自治体議会によるこの人物の代理権承認後に交代と

なる。 

 （但し第１段落は出席できない基礎自治体議員がその間に就任した者に続く基礎自治体議会の初会からしか適用できない ― 2005年

12月８日の地域圏法第６条の３º）。 
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第７条 

 §1. 基礎自治体の議員たちはいかなる俸給も受け取らない。 

    （政府により決められた条件により方法で、基礎自治体の本会議、委員会及び部会に出席した際に出席手当を受け取る ― 

2005年12月８日の地域圏法第７条の１º）。 

    出席手当の額は基礎自治体議会により決められる。 

    この額は最低37.18ユーロと県議会議員たちが県議会の本会議に出席する際にその受け取る出席手当の額に等しい最高額との

間とされ、規則の適用は物価指数に連結して増減する。 

（§2. 基礎自治体議員の出席手当及びその議員がその本来の任務、その派生的任務、並びに本法第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に

定義されているその公的な任務、職務並びに政治的種類の責務のために享受する報酬及び現物給与は下院及び上院の議員たちが

受け取っている議員歳費の１倍半相当かそれよりも低い額である。 

    段落１に決められた限界の超過の場合には、その派生的職務、公的な任務、職務並びに政治的類の責務により基礎自治体議員

により受領される手当及び/又は報酬、現物給与の額は競合分を減らされる ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第１段

落）。 

 §3. （ ― 2005年12月８日の地域圏法第７条の３º）。基礎自治体は、政府が決める方式に従って、法定若しくは規則によるその

他の俸給、年金若しくは諸手当を享受する基礎自治体議員の出席手当を、受任者が要求を自ら行うことを条件に、当事者により

受領されている収入の損失を補償する額に増額することができる。 

    収入の損失を補償する額を増額する出席手当の額は絶対に住民５万人の基礎自治体の助役の俸給を超えてはならない。 

 §4. （…… ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第２段落） 

第８条 障害を理由に、一人ではその任務に従事できない議員は、その任務の遂行のために、基礎自治体議会議員の任務のための被選

挙権者の条件を満たし、基礎自治体の職員の一員でもなければ関係基礎自治体の公共社会福祉センターの職員でもない基礎自治体議

会議員の有権者の中からの選出が可能な信頼の置ける人物に補佐される。 

 第１段落の適用のために、政府は障害のある議員の資格を設けるのに役立つ基準を決める。 

 この補佐をする際は、信頼の置ける人物は同種の能力を提供し、議員と同じ義務に服する。但し、補佐人には出席手当を受け取る権

利はない。 

第９条 （議員の辞職は書面で議会に通告され、議会はこの通告後の最初の会議のときに正式の決定により承諾する。 

 辞職は議会が受諾したときに発効し、この決定は基礎自治体書記により当事者に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基

づきこの決定に対して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第８条）。 

第２節 基礎自治体議会の会議と審議 

第10条 

 §1. 行政に関するいかなる行為も、そのいかなる部分も議会の審理を免れることはできない。 

 §2. 基礎自治体の議員たちは議会により作成された内規により決められた条件内で基礎自治体の行政に関する行為及びその一部分

の写しを入手できる。この内規は同じく基礎自治体の施設及び業務を検査する諸条件をも明確にする。 

 §3. 基礎自治体の議員たちは（基礎自治体理事会）に質問を書面や口頭で提出する権利を有する。内規はこの権利を行使する諸条

件を決める。 

第11条 議会はその権限に含まれる問題が必要とするたびに、また少なくとも年10回は招集される。 

  │１年間に、議会が10回より少なく招集されたときは、翌年中は第86条第２段落で議会の招集のための請求をする議員数（第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第12条第２段落を読め) 

  │は基礎自治体議会のメンバーの４分の１に減らされる。 

  │2004年５月27日の地域圏法により導入された新基礎自治体法第85条の第２段落は、修正が法典化の最終期限である2004年３月31日以後にずれ込んだために、まだ法典に組 

  └み込まれていない。 

 （1976年７月８日の公共福祉センター組織法第26条の２の§５、段落２により課せられた義務に加えて、基礎自治体議会は社会福祉

協議会との合同会議を開催することができる ― 2005年12月８日の地域圏法第９条）。 

第12条 議会は（基礎自体理事会）により招集される。 

 関係する構成員の３分の１の請求により、（基礎自治体理事会）により指定された日と時刻に招集しなければならない。 

第13条 

 §1. 緊急の場合を除き、招集状は書面に作成されて会議の満７日前までに住所に送られる； 

    それには議事日程が含まれる。この期限は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第17条第３段落適用のためには満２日に短縮される。 

    議事日程の項目は十分に明解に決められる。 

 §2. 議事日程の各項目については、通告された全ての部分が議事日程を送付された基礎自治体議会の構成員により自由にそのまま

の形で使えるようになる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規は、基礎自治体の書記若しくはその指名した職員たちが一件書類に出てくる資料に

ついての専門的知識を求める議員たちに提供する準備を可能にする；この場合には、内規は同様にそれに従ってこの専門的知識

－ 107 －



－ 108 － 

が提供される方式を決める。 

第14条 基礎自治体議会の会議の場所、日、時刻及び議事日程は基礎自治体庁舎に掲示する方法で、同時に議会の招集に関係のある本

巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条、第23条、第24条の第３段落に予定されるものも一般への周知が図られる。 

 報道陣及び利害関係住民たちは、その要求により有効期限内に、必要があれば原価を超えない手数料を払って基礎自治体議会の議事

日程を知らされる。この有効期限は本巻第Ⅱ編第13条に従った召集状の送達後に追加された議事日程の項目には適用されない。 

 内規はその他の公示方法を準備することができる。 

第15条 長若しくはその代理者が議会の議長を務める。 

 会議は議長により開閉される。 

 （議会による本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の対象となる多数派協定の可決以前は、議会は前の立法部の最後に長の職務又は不在なら助役

の職務を、又順位が最上級若しくは不在なら議会の最年長の議員としての職務を行使していた基礎自治体の議員により主宰される。

同年齢の場合には、最年長者が、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、人種

差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２次世界大戦中の

国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧することを意

図した1995年３月23日の国法により民主的な内容の諸原則を尊重する政治集団の中から選ばれる。これが不在なら、議会は直近の選

挙で最高得票数を獲得した名簿上で最多得票を獲得した候補者により主宰される ― 2005年12月８日の地域圏法第10条）。 

第16条 内規に反する条項がなければ、前回の会議の議事録の朗読が各会議の冒頭に行われる。 

 全ての場合に、議事録は少なくとも会議の満７日前に議員が自由に使えるようになる。本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条の対象となる緊急の

場合には、同時に議事日程も自由に使えるようになる。 

 構成員は誰でも会議の最中に議事録について所見を述べる権利を有する。その所見が採択されれば、書記が、開会中か遅くとも次の

会議に、議会の決定に従って、新たな法文を提出する責任を負う。 

 会議が所見なしに過ぎれば、議事録が採択されたものと見なされて長及び書記により署名される。 

 議会が適切と判断するたびごとに、議事録が開会中に全部か一部が作成され、出席構成員により署名がなされる。 

第17条 議会はその現職構成員の過半数が出席していなければ議決することはできない。 

 但し、議会が仮に有資格の構成員が必要な数を得ることなく再度招集される場合には、新たな最終の招集の後、議事日程に３度目の

ために配置された諸問題について審議することができる。 

 ２度目及び３度目の招集は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条により定められた規則に従って行われ、その招集が２度目か３度目に開催される

事情についての言及がなされる；その上、３度目の招集は本条の第２段落の本文通りに再招集されなければならない。 

第18条 基礎自治体議会は内規を採択する。 

 本法の第１部が記載しているものの規定に加えて、この規則は議会の業務に関係のある規定を含めることができる。 

 （内規はその中で基礎自治体議員たちの席次表が確定される諸条件を決める。 

 内規はその中で基礎自治体議会及び社会福祉活動委員会の定例会が準備される諸条件を決める。 

 内規は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§１の第２段落の適用方法を決め、対象となる派生的権限を列挙する。 

 基礎的自治体は、その内規により、職業倫理規定と倫理規定を決める。 

 これらの規定はとりわけ絶対に引き受けてはならない任務の受入の拒否、議会、理事会及び委員会の会議への定期的出席、当選者と

地方行政との関係、住民の監視及び通報を神聖視する ― 2005年12月８日の地域圏法第11条）。） 

第19条 議会（及び理事会 ― 2006年12月８日の地域圏法第12条）の全員は以下のことが禁じられる： 

   １º 選挙の前か後に、個人としてであれ、事業の責任者としてであれ、自分が直接利害関係を有するか、又はその４親等以内の

親族若しくは姻族が個人的にか直接にかそれに利害関係を有する対象の審議に出席する。 

    この禁止は、候補者の推薦、職への任命、及び懲戒手続の場合には２親等の親族若しくは姻族以下には拡張されることはない。 

   ２º 基礎自治体に帰属する公行政の会計検査を補佐してその一員となること。 

第20条 議会の会議は公開である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の条件付きで、基礎自治体議会は、出席構成員の３分の２の多数決で決定を下すが、治安上の利益のために

且つ重大な支障の理由で、会議が公開されないことを決定する。 

第21条 会議は個人の問題に関係するときは公開されない。 

 この種の問題が提起されたときは議長は直ちに非公開を宣告する。 

第22条 懲戒事項を除き、非公開の会議は公開の会議後でなければ行うことはできない。 

 必要と思われれば、公開の会議の間に、非公開の会議の項目の審査を続行して、公開の会議が中断されてこれを終了できる。 

第23条 基礎自治体の議会が、予算、予算若しくは会計の修正を審議するために招集されてから遅くとも満７日には、理事会は、基礎

自治体各議員に予算案、予算若しくは会計の修正案の写しを届ける。 

 案は議会の審議に付されるように、規定の形式でその最終判定に必要な付属文書、例外として会計に関する審議のためには証拠書類

の写しを添えて提出される。予算案及び会計案には報告書が添えられる。 
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 報告書は予算若しくは会計の概要を含む。加えて、予算を取り扱う報告書は、基礎自治体の一般方針と財政を明示し、情報として役

立つ全ての要素と併せて基礎自治体の行政及び財政の状況を概括し、又会計を取り扱うものはこの会計自体が報告される会計年度中

の基礎自治体の財政運営を概括する。 

 基礎自治体議会の会議は公開である。 

 議会が審議する前に、（基礎自治体理事会）報告書の内容について注釈を加える。 

第24条 議事日程とは無関係の対象はいずれも、少しでも遅れれば危険を引き起こす虞のある緊急事態の場合を除き議題に加えること

はできない。 

 緊急事態は少なくとも出席構成員の３分の２によってしか決定することはできない；その氏名は議事録に記載される。 

 議事日程に無関係の提案の全ては、少なくとも会議の満10日前に長若しくはそれに代わる者に引き渡されなければならない；それに

は説明文か又は議会に明らかにできる全ての資料を添えなければならない。（基礎自治体理事会）の構成員はこの権能を行使するの

を禁じられる。 

 長は直ちに議事日程を補足する項目を議会の構成員たちに伝達する。 

 （議事日程に記載される決定をする理由がある各項目には、内規により決められた条件で、審議計画が付け加えられなければならな

い。 

 議事日程に決定の原因となる項目の記載を要求する基礎自治体議会議員はその要求に審議計画を付け加える ― 2005年12月８日の地

域圏法第13条）。 

第25条 議長は議場の取締権を持つ；議長は、賛成、不賛成を問わず公然たる意思表示をしたか又は何らかの方法でこのいずれかの騒

ぎを引き起こした個人は全て、警告を与えた後、直ちに退去させる。 

 議長は、その上、違反者を訴追する調書を作成して、もしもそこで事実に理由があれば、他の告訴がなければ15ユーロの罰金刑か３

日の拘留を宣告できる違警罪裁判所に送付することができる。 

第26条 

 §1. 議決は絶対過半数の投票で決められる；投票が可否同数の場合には提案は否決される。 

 §2. 基礎自治体議会は年次予算全体及び会計全体について可決する。 

    但し、その構成員は誰でも、予算の場合には、その指定する款の一つ乃至複数又は款若しくは項の数群、会計の場合には、そ

の指定する款又は項の一つ乃至複数の分離投票を要求することができる。 

    この場合には、全体の投票は、指定したいずれかの款若しくは複数の款、又は款若しくは項の数群についての投票の後でなけ

れば行えないし、又それは構成員の誰もが分割投票を要求しなかった款、若しくは項と、すでに分離投票により可決されている

款とを対象とする。 

第27条 第４段落以外は議会の構成員は大声で投票する。 

 内規は発声での投票に見合う投票方法を準備することができる。そのようなものと見なされるのは、コンピュータで表現される記名

投票及び着席か起立での投票がある。 

 但し、内規の規定は、出席議員の３分の１が要求すればいつでも投票は発声で行われる。 

 候補者の推薦、役職への任命、休職措置、勤務関係の予防的中断及び懲罰だけは絶対過半数の投票で秘密投票の対象となる。 

 対象が議会の構成員のときは、議長は最後に投票する。 

 前段落は秘密投票には適用されない。 

第28条 任命若しくは候補者の推薦の場合、必要な絶対多数が第１回投票で得られない場合は、最高投票数を得ている候補者間で第２

回投票が行われる。 

 そのために、議長は任命若しくは推薦が行われる数の２倍を含む名簿を作成する。 

 投票はこの名簿に記載された候補者たちにしか行えない。 

 任命若しくは推薦は多数票に行われる。可否同数の場合は候補者中の最年長者が選ばれる。 

第29条 基礎自治体の住民個々人にも、又そのために知事若しくは県理事会から委任を受けた公務員に対して基礎自治体の審議をあり

のまま伝えるのを拒んではならない。 

 但し、議会は非公開を重んじる決議が一定時間秘密を守られる義務があると決定することができる。 

第３節 基礎自治体議会の権限 

第30条 議会は基礎自治体の利益であるもの全てを決定する；議会は上級庁から付託されるその他の対象全てについて審議する。 

 議会の審議は国法若しくは地域圏法により明白に予定された場合だけしか監督庁の承認を受けてはならない。 

第31条 審議は政府が適切と判断すればいつでも又規則により定められているときは事前審査を先に行う。 

 県理事会も同様に基礎自治体議会の審議がその承認に服する場合はいつでもこの事前審査を規定することができる。 

第32条 議会は基礎自治体の内部管理諸規則を作成する。 

 これらの規則は国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則、命令に違反してはならない。 

 議会はそれから48時間以内に写しを県理事会に送付する。 
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が提供される方式を決める。 

第14条 基礎自治体議会の会議の場所、日、時刻及び議事日程は基礎自治体庁舎に掲示する方法で、同時に議会の招集に関係のある本

巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条、第23条、第24条の第３段落に予定されるものも一般への周知が図られる。 

 報道陣及び利害関係住民たちは、その要求により有効期限内に、必要があれば原価を超えない手数料を払って基礎自治体議会の議事

日程を知らされる。この有効期限は本巻第Ⅱ編第13条に従った召集状の送達後に追加された議事日程の項目には適用されない。 

 内規はその他の公示方法を準備することができる。 

第15条 長若しくはその代理者が議会の議長を務める。 

 会議は議長により開閉される。 

 （議会による本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の対象となる多数派協定の可決以前は、議会は前の立法部の最後に長の職務又は不在なら助役

の職務を、又順位が最上級若しくは不在なら議会の最年長の議員としての職務を行使していた基礎自治体の議員により主宰される。

同年齢の場合には、最年長者が、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、人種

差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２次世界大戦中の

国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧することを意

図した1995年３月23日の国法により民主的な内容の諸原則を尊重する政治集団の中から選ばれる。これが不在なら、議会は直近の選

挙で最高得票数を獲得した名簿上で最多得票を獲得した候補者により主宰される ― 2005年12月８日の地域圏法第10条）。 

第16条 内規に反する条項がなければ、前回の会議の議事録の朗読が各会議の冒頭に行われる。 

 全ての場合に、議事録は少なくとも会議の満７日前に議員が自由に使えるようになる。本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条の対象となる緊急の

場合には、同時に議事日程も自由に使えるようになる。 

 構成員は誰でも会議の最中に議事録について所見を述べる権利を有する。その所見が採択されれば、書記が、開会中か遅くとも次の

会議に、議会の決定に従って、新たな法文を提出する責任を負う。 

 会議が所見なしに過ぎれば、議事録が採択されたものと見なされて長及び書記により署名される。 

 議会が適切と判断するたびごとに、議事録が開会中に全部か一部が作成され、出席構成員により署名がなされる。 

第17条 議会はその現職構成員の過半数が出席していなければ議決することはできない。 

 但し、議会が仮に有資格の構成員が必要な数を得ることなく再度招集される場合には、新たな最終の招集の後、議事日程に３度目の

ために配置された諸問題について審議することができる。 

 ２度目及び３度目の招集は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条により定められた規則に従って行われ、その招集が２度目か３度目に開催される

事情についての言及がなされる；その上、３度目の招集は本条の第２段落の本文通りに再招集されなければならない。 

第18条 基礎自治体議会は内規を採択する。 

 本法の第１部が記載しているものの規定に加えて、この規則は議会の業務に関係のある規定を含めることができる。 

 （内規はその中で基礎自治体議員たちの席次表が確定される諸条件を決める。 

 内規はその中で基礎自治体議会及び社会福祉活動委員会の定例会が準備される諸条件を決める。 

 内規は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§１の第２段落の適用方法を決め、対象となる派生的権限を列挙する。 

 基礎的自治体は、その内規により、職業倫理規定と倫理規定を決める。 

 これらの規定はとりわけ絶対に引き受けてはならない任務の受入の拒否、議会、理事会及び委員会の会議への定期的出席、当選者と

地方行政との関係、住民の監視及び通報を神聖視する ― 2005年12月８日の地域圏法第11条）。） 

第19条 議会（及び理事会 ― 2006年12月８日の地域圏法第12条）の全員は以下のことが禁じられる： 

   １º 選挙の前か後に、個人としてであれ、事業の責任者としてであれ、自分が直接利害関係を有するか、又はその４親等以内の

親族若しくは姻族が個人的にか直接にかそれに利害関係を有する対象の審議に出席する。 

    この禁止は、候補者の推薦、職への任命、及び懲戒手続の場合には２親等の親族若しくは姻族以下には拡張されることはない。 

   ２º 基礎自治体に帰属する公行政の会計検査を補佐してその一員となること。 

第20条 議会の会議は公開である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の条件付きで、基礎自治体議会は、出席構成員の３分の２の多数決で決定を下すが、治安上の利益のために

且つ重大な支障の理由で、会議が公開されないことを決定する。 

第21条 会議は個人の問題に関係するときは公開されない。 

 この種の問題が提起されたときは議長は直ちに非公開を宣告する。 

第22条 懲戒事項を除き、非公開の会議は公開の会議後でなければ行うことはできない。 

 必要と思われれば、公開の会議の間に、非公開の会議の項目の審査を続行して、公開の会議が中断されてこれを終了できる。 

第23条 基礎自治体の議会が、予算、予算若しくは会計の修正を審議するために招集されてから遅くとも満７日には、理事会は、基礎

自治体各議員に予算案、予算若しくは会計の修正案の写しを届ける。 

 案は議会の審議に付されるように、規定の形式でその最終判定に必要な付属文書、例外として会計に関する審議のためには証拠書類

の写しを添えて提出される。予算案及び会計案には報告書が添えられる。 
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 報告書は予算若しくは会計の概要を含む。加えて、予算を取り扱う報告書は、基礎自治体の一般方針と財政を明示し、情報として役

立つ全ての要素と併せて基礎自治体の行政及び財政の状況を概括し、又会計を取り扱うものはこの会計自体が報告される会計年度中

の基礎自治体の財政運営を概括する。 

 基礎自治体議会の会議は公開である。 

 議会が審議する前に、（基礎自治体理事会）報告書の内容について注釈を加える。 

第24条 議事日程とは無関係の対象はいずれも、少しでも遅れれば危険を引き起こす虞のある緊急事態の場合を除き議題に加えること

はできない。 

 緊急事態は少なくとも出席構成員の３分の２によってしか決定することはできない；その氏名は議事録に記載される。 

 議事日程に無関係の提案の全ては、少なくとも会議の満10日前に長若しくはそれに代わる者に引き渡されなければならない；それに

は説明文か又は議会に明らかにできる全ての資料を添えなければならない。（基礎自治体理事会）の構成員はこの権能を行使するの

を禁じられる。 

 長は直ちに議事日程を補足する項目を議会の構成員たちに伝達する。 

 （議事日程に記載される決定をする理由がある各項目には、内規により決められた条件で、審議計画が付け加えられなければならな

い。 

 議事日程に決定の原因となる項目の記載を要求する基礎自治体議会議員はその要求に審議計画を付け加える ― 2005年12月８日の地

域圏法第13条）。 

第25条 議長は議場の取締権を持つ；議長は、賛成、不賛成を問わず公然たる意思表示をしたか又は何らかの方法でこのいずれかの騒

ぎを引き起こした個人は全て、警告を与えた後、直ちに退去させる。 

 議長は、その上、違反者を訴追する調書を作成して、もしもそこで事実に理由があれば、他の告訴がなければ15ユーロの罰金刑か３

日の拘留を宣告できる違警罪裁判所に送付することができる。 

第26条 

 §1. 議決は絶対過半数の投票で決められる；投票が可否同数の場合には提案は否決される。 

 §2. 基礎自治体議会は年次予算全体及び会計全体について可決する。 

    但し、その構成員は誰でも、予算の場合には、その指定する款の一つ乃至複数又は款若しくは項の数群、会計の場合には、そ

の指定する款又は項の一つ乃至複数の分離投票を要求することができる。 

    この場合には、全体の投票は、指定したいずれかの款若しくは複数の款、又は款若しくは項の数群についての投票の後でなけ

れば行えないし、又それは構成員の誰もが分割投票を要求しなかった款、若しくは項と、すでに分離投票により可決されている

款とを対象とする。 

第27条 第４段落以外は議会の構成員は大声で投票する。 

 内規は発声での投票に見合う投票方法を準備することができる。そのようなものと見なされるのは、コンピュータで表現される記名

投票及び着席か起立での投票がある。 

 但し、内規の規定は、出席議員の３分の１が要求すればいつでも投票は発声で行われる。 

 候補者の推薦、役職への任命、休職措置、勤務関係の予防的中断及び懲罰だけは絶対過半数の投票で秘密投票の対象となる。 

 対象が議会の構成員のときは、議長は最後に投票する。 

 前段落は秘密投票には適用されない。 

第28条 任命若しくは候補者の推薦の場合、必要な絶対多数が第１回投票で得られない場合は、最高投票数を得ている候補者間で第２

回投票が行われる。 

 そのために、議長は任命若しくは推薦が行われる数の２倍を含む名簿を作成する。 

 投票はこの名簿に記載された候補者たちにしか行えない。 

 任命若しくは推薦は多数票に行われる。可否同数の場合は候補者中の最年長者が選ばれる。 

第29条 基礎自治体の住民個々人にも、又そのために知事若しくは県理事会から委任を受けた公務員に対して基礎自治体の審議をあり

のまま伝えるのを拒んではならない。 

 但し、議会は非公開を重んじる決議が一定時間秘密を守られる義務があると決定することができる。 

第３節 基礎自治体議会の権限 

第30条 議会は基礎自治体の利益であるもの全てを決定する；議会は上級庁から付託されるその他の対象全てについて審議する。 

 議会の審議は国法若しくは地域圏法により明白に予定された場合だけしか監督庁の承認を受けてはならない。 

第31条 審議は政府が適切と判断すればいつでも又規則により定められているときは事前審査を先に行う。 

 県理事会も同様に基礎自治体議会の審議がその承認に服する場合はいつでもこの事前審査を規定することができる。 

第32条 議会は基礎自治体の内部管理諸規則を作成する。 

 これらの規則は国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則、命令に違反してはならない。 

 議会はそれから48時間以内に写しを県理事会に送付する。 
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 これらの規則の写しは直ちにこの結果が記録簿に登録される小審裁判所の事務総長と違警罪裁判所の事務総長に送付される。 

 これらの規則の記事は県公報に登載される。 

第33条 

 §1. 議会は国法、地域圏・共同体法、県条例が決めていない限りそれらの規則への違反に対する罰則を規定することができる。こ

れらの罰則は違警罪の罰則を超えることできない。 

    本法第１部第Ⅰ巻から第Ⅳ巻までに認められるものより強い罰金刑が、現に効力のある諸規則に支えられて、当然違警罪の罰

金の最高まで減刑することができる。 

 §2. 議会はまた法律若しくは命令が刑罰若しくは行政罰を準備していない限り、それらの規則への違反に対して以下の行政罰を規

定することができる： 

   １º 最高247.89ユーロに上る科料： 

   ２º 基礎自治体により任意に行える若しくは許可の行政上の一時停止； 

   ３º 基礎自治体により任意に行える承認若しくは許可の行政上の取消； 

   ４º 一時的又は永久の行政上の施設閉鎖。 

    科料はこのために指定された、以下では「執行官」（“fonctionnaire”）と呼ばれる公務員により課せられる。この執行官は、

§６の適用により違反を証明する者と同一人物であってはならない。 

    上記の対象となる一時停止、取消及び閉鎖は（基礎自治体理事会）により課せられる。 

 §3. 議会は同時に刑罰と行政罰をそれらの規則及び命令への同一の違反のために規定できず、二つの内の一つだけ規定することが

できる。 

 §4. §２の第１段落の２ºから４ºまでに準備された制裁は違反者が事前の警告を受けた後でしか課せられない。この警告は違反し

た規則若しくは命令の写しを含む。 

 §5. 行政罰は動機となった行為の重さに比例し、又再犯の可能性にも関連する。 

    同一の規則若しくは命令への併存する複数の違反の確認は単一の行政罰の理由となり、行為全体の重さに比例する。 

 §6. 違反は警察官によるか又は警察補助職員の調書により確認される。 

 §7. 行為が同時に刑事上の違反と行政上の違反とを構成している場合には、調書の原本は王室検事に送付される。写しが執行官に

送付される。 

    違反が行政罰による処罰だけのときは、調書の原本は執行官だけに送達される。 

 §8. §７の第１段落の対象となる場合には、裁判所の調査若しくは予審が始まったことか又は刑事事項の追及が始まったことを執

行官に知らせるために、王室検事は調書の原本を受理してから１か月で処理する。この通告により執行官が科料を科する可能性

は消える。 

    王室検事による前述の通告が行為の追及を控えるつもりはないと否認する限り、執行官はこの期間の期限前に行政罰を科すこ

とはできない。この期間が過ぎれば、もはや行政的方法で処罰することはできない。 

 §9. 執行官は、行政訴訟を開始する理由があると決定すると、違反者に書留郵便で以下のことを通知する： 

   １º それに関して訴訟が開始された行為； 

   ２º 違反者が書面により書留郵便でその抗弁の理由を書留の通告から15日の期限内に開陳できること、及びこの機会にその抗弁

の口頭での説明を要求する権利を有すること； 

   ３º 違反者が助言者の援助を受け代理される権利を有すること； 

   ４º 違反者がその関係書類を見る権利を有すること； 

   ５º §６の対象となる調書の付属資料の写し。 

    執行官は、場合により、違反者がその抗弁を口頭で開陳するために招かれる日を決定する。 

    執行官が61.97ユーロを超えない罰金が課せられるはずだと見積もった場合には、違反者はその抗弁の口頭での開陳を要求す

る権利を有しない。 

 §10. §９に規定された期間の最終期限日に、若しくは期間の期限前に、違反者が通告を受けた違反者の行為に異議を唱えないとき

又は場合により違反者若しくはその助言者による訴訟事件の口頭弁論の後に、執行官は規則により予定された科料を課すことが

できる。 

    この決定は違反者に書留郵便で通知される。 

    執行官は行為が犯された日から６か月の期間の最終期限日までは科料を課すことはできないが、これにはいずれの上訴手続も

含まれない。 

 §11. 科料を課する決定は§12による上訴の場合を除き、その通知日から１か月の期間の最終期限日に執行力を持つ。 

 §12. 基礎自治体は、科料を課さない場合、又は違反者は書面の申請により違警罪裁判所に対して決定の通知から１か月以内に上訴

を申し立てすることができる。 

    違警罪裁判所は課せられた罰金の適法性及び権衡を判定する。 
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    違警罪裁判所は執行官の決定を確認することも破棄することもできる。 

    違警罪裁判所の決定は上訴することはできない。 

    前段落とは別に、裁判法の規定が違警罪裁判所への上訴に通用する。 

 §13. 政府は基礎自治体による科料を科する執行官の任命手続と併せて科料の徴収方法を決める。 

    科料は基礎自治体の収益として徴収される。 

第34条 

 §1. 基礎自治体議会は基礎自治体議会の会議のときに討議の準備をする任務を持つ委員会をその内部に設置することができる。 

    各委員会委員の任務は基礎自治体議会を形成する諸会派間に比例配分される；同一名簿上で選挙されたか又は一会派を形成す

るための連合名簿上で選挙された議会の構成員は一会派と見なされる；本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規が委員会の構

成方法及び任務を決定する。 

    委員会はいつでも専門家及び利害関係人の意見を聞くことができる。 

 §2. 基礎自治体議会は基礎自治体の行政に関係する全委員会の委員、併せて基礎自治体事務組合内及び基礎自治体がその構成員で

ある外部法人内の基礎自治体議会代表を選任する。議会はこれらの任務を取り上げることができる。 

第35条 基礎自治体議会は審議会を設置することができる。「審議会」により、議会は「年齢のいかんを問わず基礎自治体議会により

一つか乃至複数の問題についての意見を返す責任を負わされる人々の全ての集まり」に意見を聞くために招く。 

 基礎自治体議会が審議会を設置するときは、議会はそれらの任務に応じた構成を決め、そのなかでこれらの審議会の協議が義務づけ

られる場合を定める。 

 審議会委員の同性の最大限は３分の２である。 

 前段落に予定された条件を尊重しない場合は、審議会の意見は表明されても無効となる。 

 基礎自治体議会は、審議会の正当な理由のある要請に基づき、職務上の理由のためか又はこの最後のものが特殊性を有するためにも、

第２段落の対象となる条件を満たすことができないときにも、例外を承認できる。基礎自治体議会はこの要請が満たさなければなら

ない諸条件を決め、手続を定める。 

 いかなる要請も前段落に基づき承認されない場合は、審議会は第２段落に予定された条件を満たすために、例外の許可の拒否の日か

ら始まる期間内に処理する。審議会がこの期間の終了までに第２段落に記載された諸条件を満たせない場合には、この日からもはや

有効な意見は表明できなくなる。 

 基礎自治体議会の全面改選の年には、（基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に評価報告を提出する。 

 審議会はその任務の遂行に必要な手段を自由に使える。 

第36条 基礎自治体議会は、上級庁の監督下で森林法を作成する権限を有する官署により定められた方法で基礎自治体の樹木及び森林

を管理する。 

（第Ⅲ章 基礎自治体の長及び基礎自治体の理事会 

第１節 政治諸会派及び多数派協定 

第１条 

 §1. 選挙の際に同一名簿上で選出された議員若しくは議員たちは名称が当該名簿のそれの政治会派を構成する。 

    会期中にその政治会派を離脱した議員は当然その基礎自治体議員の資格により生じた権利を行使する全ての任務を放棄するこ

とになる。但し、この議員は、本条及び本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の適用により離脱した政治会派と同一会派と見なされる。 

 §2. 選挙の後の遅くとも12月15日までに協定の草案若しくは諸草案が基礎自治体の書記の手元に提出される。 

    それらが適用できる立法が基礎自治体理事会の中で存在していると予想されれば協定草案は提示される政党と解される政治諸

会派の表示、長、助役の身元紹介と併せて社会福祉協議会会長の身元紹介を含める。 

    協定草案はそれに指名された人々の集まりで少なくとも構成員一人が理事会に参加するよう提案される各政治会派の多数によ

り署名される。 

    会派が二人の構成員でしか構成されていないときは、協定草案はそのうちの一人により署名される。 

    前段落に合致しない協定草案は無効である。 

    その政治会派の多数により署名されない協定草案への議員によりなされた署名は無効である。 

 §3. 多数派協定は選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに議会の出席議員の多数により採択される。（多数派協定

は公開の会議で発声で票決される ― 2006年６月８日の地域圏法第１条）。 

 §4. 多数派協定がいずれも選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに提案されず評決されなかった場合には、政府委

員が任命できる。政府委員は第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条によりこの任務を負っている理事会に代わって現下の難題を迅速

に処理する。 

    多数派協定の採択に関する事項は、その採択まで各議会の議事日程に記載される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

    （§5.会期中に、理事会の構成員全員が辞職した場合には、多数派協定は破棄されたと見なされる。 

    新協定草案は前段落の対象となる基礎自治体理事会の構成員たちの直近の辞職を基礎自治体議会が受理した日から30日以内に
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 これらの規則の写しは直ちにこの結果が記録簿に登録される小審裁判所の事務総長と違警罪裁判所の事務総長に送付される。 

 これらの規則の記事は県公報に登載される。 

第33条 

 §1. 議会は国法、地域圏・共同体法、県条例が決めていない限りそれらの規則への違反に対する罰則を規定することができる。こ

れらの罰則は違警罪の罰則を超えることできない。 

    本法第１部第Ⅰ巻から第Ⅳ巻までに認められるものより強い罰金刑が、現に効力のある諸規則に支えられて、当然違警罪の罰

金の最高まで減刑することができる。 

 §2. 議会はまた法律若しくは命令が刑罰若しくは行政罰を準備していない限り、それらの規則への違反に対して以下の行政罰を規

定することができる： 

   １º 最高247.89ユーロに上る科料： 

   ２º 基礎自治体により任意に行える若しくは許可の行政上の一時停止； 

   ３º 基礎自治体により任意に行える承認若しくは許可の行政上の取消； 

   ４º 一時的又は永久の行政上の施設閉鎖。 

    科料はこのために指定された、以下では「執行官」（“fonctionnaire”）と呼ばれる公務員により課せられる。この執行官は、

§６の適用により違反を証明する者と同一人物であってはならない。 

    上記の対象となる一時停止、取消及び閉鎖は（基礎自治体理事会）により課せられる。 

 §3. 議会は同時に刑罰と行政罰をそれらの規則及び命令への同一の違反のために規定できず、二つの内の一つだけ規定することが

できる。 

 §4. §２の第１段落の２ºから４ºまでに準備された制裁は違反者が事前の警告を受けた後でしか課せられない。この警告は違反し

た規則若しくは命令の写しを含む。 

 §5. 行政罰は動機となった行為の重さに比例し、又再犯の可能性にも関連する。 

    同一の規則若しくは命令への併存する複数の違反の確認は単一の行政罰の理由となり、行為全体の重さに比例する。 

 §6. 違反は警察官によるか又は警察補助職員の調書により確認される。 

 §7. 行為が同時に刑事上の違反と行政上の違反とを構成している場合には、調書の原本は王室検事に送付される。写しが執行官に

送付される。 

    違反が行政罰による処罰だけのときは、調書の原本は執行官だけに送達される。 

 §8. §７の第１段落の対象となる場合には、裁判所の調査若しくは予審が始まったことか又は刑事事項の追及が始まったことを執

行官に知らせるために、王室検事は調書の原本を受理してから１か月で処理する。この通告により執行官が科料を科する可能性

は消える。 

    王室検事による前述の通告が行為の追及を控えるつもりはないと否認する限り、執行官はこの期間の期限前に行政罰を科すこ

とはできない。この期間が過ぎれば、もはや行政的方法で処罰することはできない。 

 §9. 執行官は、行政訴訟を開始する理由があると決定すると、違反者に書留郵便で以下のことを通知する： 

   １º それに関して訴訟が開始された行為； 

   ２º 違反者が書面により書留郵便でその抗弁の理由を書留の通告から15日の期限内に開陳できること、及びこの機会にその抗弁

の口頭での説明を要求する権利を有すること； 

   ３º 違反者が助言者の援助を受け代理される権利を有すること； 

   ４º 違反者がその関係書類を見る権利を有すること； 

   ５º §６の対象となる調書の付属資料の写し。 

    執行官は、場合により、違反者がその抗弁を口頭で開陳するために招かれる日を決定する。 

    執行官が61.97ユーロを超えない罰金が課せられるはずだと見積もった場合には、違反者はその抗弁の口頭での開陳を要求す

る権利を有しない。 

 §10. §９に規定された期間の最終期限日に、若しくは期間の期限前に、違反者が通告を受けた違反者の行為に異議を唱えないとき

又は場合により違反者若しくはその助言者による訴訟事件の口頭弁論の後に、執行官は規則により予定された科料を課すことが

できる。 

    この決定は違反者に書留郵便で通知される。 

    執行官は行為が犯された日から６か月の期間の最終期限日までは科料を課すことはできないが、これにはいずれの上訴手続も

含まれない。 

 §11. 科料を課する決定は§12による上訴の場合を除き、その通知日から１か月の期間の最終期限日に執行力を持つ。 

 §12. 基礎自治体は、科料を課さない場合、又は違反者は書面の申請により違警罪裁判所に対して決定の通知から１か月以内に上訴

を申し立てすることができる。 

    違警罪裁判所は課せられた罰金の適法性及び権衡を判定する。 
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    違警罪裁判所は執行官の決定を確認することも破棄することもできる。 

    違警罪裁判所の決定は上訴することはできない。 

    前段落とは別に、裁判法の規定が違警罪裁判所への上訴に通用する。 

 §13. 政府は基礎自治体による科料を科する執行官の任命手続と併せて科料の徴収方法を決める。 

    科料は基礎自治体の収益として徴収される。 

第34条 

 §1. 基礎自治体議会は基礎自治体議会の会議のときに討議の準備をする任務を持つ委員会をその内部に設置することができる。 

    各委員会委員の任務は基礎自治体議会を形成する諸会派間に比例配分される；同一名簿上で選挙されたか又は一会派を形成す

るための連合名簿上で選挙された議会の構成員は一会派と見なされる；本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規が委員会の構

成方法及び任務を決定する。 

    委員会はいつでも専門家及び利害関係人の意見を聞くことができる。 

 §2. 基礎自治体議会は基礎自治体の行政に関係する全委員会の委員、併せて基礎自治体事務組合内及び基礎自治体がその構成員で

ある外部法人内の基礎自治体議会代表を選任する。議会はこれらの任務を取り上げることができる。 

第35条 基礎自治体議会は審議会を設置することができる。「審議会」により、議会は「年齢のいかんを問わず基礎自治体議会により

一つか乃至複数の問題についての意見を返す責任を負わされる人々の全ての集まり」に意見を聞くために招く。 

 基礎自治体議会が審議会を設置するときは、議会はそれらの任務に応じた構成を決め、そのなかでこれらの審議会の協議が義務づけ

られる場合を定める。 

 審議会委員の同性の最大限は３分の２である。 

 前段落に予定された条件を尊重しない場合は、審議会の意見は表明されても無効となる。 

 基礎自治体議会は、審議会の正当な理由のある要請に基づき、職務上の理由のためか又はこの最後のものが特殊性を有するためにも、

第２段落の対象となる条件を満たすことができないときにも、例外を承認できる。基礎自治体議会はこの要請が満たさなければなら

ない諸条件を決め、手続を定める。 

 いかなる要請も前段落に基づき承認されない場合は、審議会は第２段落に予定された条件を満たすために、例外の許可の拒否の日か

ら始まる期間内に処理する。審議会がこの期間の終了までに第２段落に記載された諸条件を満たせない場合には、この日からもはや

有効な意見は表明できなくなる。 

 基礎自治体議会の全面改選の年には、（基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に評価報告を提出する。 

 審議会はその任務の遂行に必要な手段を自由に使える。 

第36条 基礎自治体議会は、上級庁の監督下で森林法を作成する権限を有する官署により定められた方法で基礎自治体の樹木及び森林

を管理する。 

（第Ⅲ章 基礎自治体の長及び基礎自治体の理事会 

第１節 政治諸会派及び多数派協定 

第１条 

 §1. 選挙の際に同一名簿上で選出された議員若しくは議員たちは名称が当該名簿のそれの政治会派を構成する。 

    会期中にその政治会派を離脱した議員は当然その基礎自治体議員の資格により生じた権利を行使する全ての任務を放棄するこ

とになる。但し、この議員は、本条及び本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の適用により離脱した政治会派と同一会派と見なされる。 

 §2. 選挙の後の遅くとも12月15日までに協定の草案若しくは諸草案が基礎自治体の書記の手元に提出される。 

    それらが適用できる立法が基礎自治体理事会の中で存在していると予想されれば協定草案は提示される政党と解される政治諸

会派の表示、長、助役の身元紹介と併せて社会福祉協議会会長の身元紹介を含める。 

    協定草案はそれに指名された人々の集まりで少なくとも構成員一人が理事会に参加するよう提案される各政治会派の多数によ

り署名される。 

    会派が二人の構成員でしか構成されていないときは、協定草案はそのうちの一人により署名される。 

    前段落に合致しない協定草案は無効である。 

    その政治会派の多数により署名されない協定草案への議員によりなされた署名は無効である。 

 §3. 多数派協定は選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに議会の出席議員の多数により採択される。（多数派協定

は公開の会議で発声で票決される ― 2006年６月８日の地域圏法第１条）。 

 §4. 多数派協定がいずれも選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに提案されず評決されなかった場合には、政府委

員が任命できる。政府委員は第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条によりこの任務を負っている理事会に代わって現下の難題を迅速

に処理する。 

    多数派協定の採択に関する事項は、その採択まで各議会の議事日程に記載される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

    （§5.会期中に、理事会の構成員全員が辞職した場合には、多数派協定は破棄されたと見なされる。 

    新協定草案は前段落の対象となる基礎自治体理事会の構成員たちの直近の辞職を基礎自治体議会が受理した日から30日以内に
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基礎自治体書記の手元に提出されなければならない。 

    長は多数派協定の政党である政治会派出のベルギー国籍を有する議員であり、新多数派協定の中で身元紹介が繰り返される。 

    長は又議会外からも任命することができる。 

    議会外から任命される長は理事会での発言権を有する。長は議会内に議席を占め発言権を有する。長はベルギー国籍で、第４

部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなければならない。 

    多数派協定は議会外から任命される長が関係する政治会派を指定する。 

    第２段落の対象となる30日の期間の後で、新多数派協定が採択されなかった場合に限り、政府は新たな選挙を執行させること

ができる。この場合には政府は議会への政府の決定の通知の日に基礎自治体の有権者の登録簿を作成し、この通知の15日以内に

新たな選挙を執行するために基礎自治体の有権者たちを招集する責任を知事に負わせる。選挙の運営をはっきりさせる予定表は

政府により決められる ― 2007年６月27日の地域圏法第２条）。 

（第２条 会期中に、多数派協定の加証書が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第６条、第７条、第12条、本編第Ⅴ章第２条、第７条の対象となる場合

理事会構成員の一部交代が、又はそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に社会福祉協議会会長

の任命ができるようにするために採択することができる。 

    加証書は議会の出席構成員の多数で可決される。理事会の新構成員は交代した者の任務を全うする）。 

（第２節 基礎自治体理事会 

第３条 理事会は長、助役及びそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合の社会福祉協議会会長から

なる。 

 理事会の構成員は異性からなる。 

 理事会は議会に責任を負う ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第４条 

 §1. 長は本巻第第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定の政党である政治諸会派の中で多数を獲得した名簿上で特に多

数票を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙される。 

    可否同数の場合には、名簿の順序が優先する。 

 §2. §１の対象となる議員がこの職務への従事を断念した場合、又は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条にもかかわらず、その職務への従事

を中止した場合は、同一政治会派の中で直近の選挙の際にその次に最多数を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙され、以下

同様である。 

    直近の選挙の際に特に最高得票をした多数派協定の政党である政治会派の議員が全てこの職務への従事を断念した場合は、直

近の選挙の際に第２位の得票数を確保した多数派協定の政党である政治会派の中で特に最多数を獲得した議員が長に選ばれる。 

 §3. （本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§５により対象となる場合を除き、割り当てられた長の職務への従事を断念したか若しくは従事

した後で断念した§１若しくは§２の対象となる議員は会期中は基礎自治体理事会の構成員とはなれない ― 2007年６月27日の

地域圏法第３条） ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第５条 長が欠勤するか支障がある場合、その職務はベルギー国籍の長により委任された助役により遂行される。さもなければ、ベ

ルギー国籍の第１順位の助役により代理される。大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する長は、この職

に従事する期間支障があると見なされる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第６条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で長を一時停職させるか若しくは

解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された長は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第７条 長の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する。 

 長は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う。 

（第８条  

 §1. 社会福祉協議会会長は、それが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に、社会福祉協議会の決

定に監督権を行使するとき以外議会内で議席を占め発言権を有する。この場合、その要求で若しくは理事会の要求で聴聞は受け

るが、審議へは参加できない。 

    同会長構成員でない場合には、基礎自治体議会内で議席を占め発言権を有する。 

    基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条で予定されている基礎自治体理事会に出席する助役の人数を一人減らす決定をする

ことができる。 

    基礎自治体議会の統一改選の際には、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の適用で同第９条で決定された助役の人数は少なくとも住民２

万人を数える基礎自治体では一人減らすことができる。 

  （注 この段落は2012年10月１日に発効する。） 

    社会福祉協議会会長はその固有の権限を行使する。理事会のその他の構成員と同様に、それが適用できる立法が基礎自治体理
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事会へのその出席を予定している場合には、助役の権限の割当てに加わる。 

 §2. 助役は議会の構成員の間で選出される。 

    多数派協定により拘束される政治諸会派の議員全員が同性である場合には、助役の一人については助役について前段落で予定

された規定の例外となる。そのように｛議員内から｝任命された助役はあらゆる場合に理事会内で投票権を有する。助役は理事

会内で議席を占め発言権を有する。 

    助役が議会の構成員でないときは、第Ⅳ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなけれ

ばならない。 

    多数派協定は議会外から任命される助役が関係する政治会派を指定する。 

 §3. その身元紹介が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定に含まれる名簿に表示される議員の助役たちは当然選

出される。助役たちの序列は多数派協定に表示される名簿の位置により決められる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第９条 基礎自治体の助役の人数： 

  ― 住民1,000人未満には２人 

  ― 住民1,000人から4,999人には３人 

  ― 住民5,000人から9,999人には４人 

  ― 住民10,000人から19,999人には５人 

  ― 住民20,000人から29,999人には６人 

  ― 住民30,000人から49,999人には７人 

  ― 住民50,000人から99,999人には８人 

  ― 住民100,000人から199,999人には９人 

  ― 住民200,000人以上には10人 ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第10条 

 §1. 欠勤するか若しくは支障がある助役は、支障に相応する期間について、理事会の提案により議員たちの中から議会により指名

されたその所属の政治会派の議員により代理される。さもなければ、多数派協定により拘束されるその他の政治会派出の議員に

より代理される。 

    この規定の適用には本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条に記載された兼職禁止が考慮される。 

    欠勤するか若しくは支障がある助役は、多数派協定により拘束される政治諸会派の理事会の構成員全員及び議員全員が同性で

ある場合には、本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条の§２の第２段落により決められた諸条件の下で、議会外の同一政治会派に所属する議

会外の助役により代理される。 

 §2. 大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する助役は、この職に従事する期間支障があると見なされる。 

    子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい助役は、書面により理事会に宛てたその請求によって、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章

第６条の対象となる期間について代理される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第11条 助役の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第12条 その選挙のときに議会の構成員だった助役は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う ― 2005年12月８日の地域圏法

第14条）。 

（第13条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で助役を一時停職させるか若しく

は解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された助役は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第３節 基礎自治体理事会の責任の実行 

第14条 

 §1. 理事会は、その構成員各自が一様に、議会に責任を負っている。 

    議会は理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人に関する不信任の動議を可決することができる。 

    この動議は、理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の後任を、それぞれの場合に応じて提示した場合にしか受け入れら

れない。 

    それが理事会全員に関係するときは、代わりの多数を形成する各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提出される場合

にしか受け入れられない。 

    （不信任についての討論及び投票は、この提出後少なくとも満７日を経た場合に限り、基礎自治体の書記の手元にそれが提出

された後の次回の基礎自治体議会の議事日程に記載される。不信任動議の原文は、直ちに基礎自治体書記により議会及び理事会

の各構成員に送られる。不信任動議の提出は直ちに基礎自治体庁舎での掲示により周知が図られる ― 2006年６月８日の地域圏

法第２条の１）。 

    不信任の動議が理事会の一人乃至複数人に向けられるときは、この者たちは、出席していれば、自分で議会に、あらゆる場合
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基礎自治体書記の手元に提出されなければならない。 

    長は多数派協定の政党である政治会派出のベルギー国籍を有する議員であり、新多数派協定の中で身元紹介が繰り返される。 

    長は又議会外からも任命することができる。 

    議会外から任命される長は理事会での発言権を有する。長は議会内に議席を占め発言権を有する。長はベルギー国籍で、第４

部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなければならない。 

    多数派協定は議会外から任命される長が関係する政治会派を指定する。 

    第２段落の対象となる30日の期間の後で、新多数派協定が採択されなかった場合に限り、政府は新たな選挙を執行させること

ができる。この場合には政府は議会への政府の決定の通知の日に基礎自治体の有権者の登録簿を作成し、この通知の15日以内に

新たな選挙を執行するために基礎自治体の有権者たちを招集する責任を知事に負わせる。選挙の運営をはっきりさせる予定表は

政府により決められる ― 2007年６月27日の地域圏法第２条）。 

（第２条 会期中に、多数派協定の加証書が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第６条、第７条、第12条、本編第Ⅴ章第２条、第７条の対象となる場合

理事会構成員の一部交代が、又はそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に社会福祉協議会会長

の任命ができるようにするために採択することができる。 

    加証書は議会の出席構成員の多数で可決される。理事会の新構成員は交代した者の任務を全うする）。 

（第２節 基礎自治体理事会 

第３条 理事会は長、助役及びそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合の社会福祉協議会会長から

なる。 

 理事会の構成員は異性からなる。 

 理事会は議会に責任を負う ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第４条 

 §1. 長は本巻第第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定の政党である政治諸会派の中で多数を獲得した名簿上で特に多

数票を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙される。 

    可否同数の場合には、名簿の順序が優先する。 

 §2. §１の対象となる議員がこの職務への従事を断念した場合、又は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条にもかかわらず、その職務への従事

を中止した場合は、同一政治会派の中で直近の選挙の際にその次に最多数を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙され、以下

同様である。 

    直近の選挙の際に特に最高得票をした多数派協定の政党である政治会派の議員が全てこの職務への従事を断念した場合は、直

近の選挙の際に第２位の得票数を確保した多数派協定の政党である政治会派の中で特に最多数を獲得した議員が長に選ばれる。 

 §3. （本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§５により対象となる場合を除き、割り当てられた長の職務への従事を断念したか若しくは従事

した後で断念した§１若しくは§２の対象となる議員は会期中は基礎自治体理事会の構成員とはなれない ― 2007年６月27日の

地域圏法第３条） ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第５条 長が欠勤するか支障がある場合、その職務はベルギー国籍の長により委任された助役により遂行される。さもなければ、ベ

ルギー国籍の第１順位の助役により代理される。大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する長は、この職

に従事する期間支障があると見なされる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第６条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で長を一時停職させるか若しくは

解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された長は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第７条 長の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する。 

 長は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う。 

（第８条  

 §1. 社会福祉協議会会長は、それが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に、社会福祉協議会の決

定に監督権を行使するとき以外議会内で議席を占め発言権を有する。この場合、その要求で若しくは理事会の要求で聴聞は受け

るが、審議へは参加できない。 

    同会長構成員でない場合には、基礎自治体議会内で議席を占め発言権を有する。 

    基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条で予定されている基礎自治体理事会に出席する助役の人数を一人減らす決定をする

ことができる。 

    基礎自治体議会の統一改選の際には、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の適用で同第９条で決定された助役の人数は少なくとも住民２

万人を数える基礎自治体では一人減らすことができる。 

  （注 この段落は2012年10月１日に発効する。） 

    社会福祉協議会会長はその固有の権限を行使する。理事会のその他の構成員と同様に、それが適用できる立法が基礎自治体理
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事会へのその出席を予定している場合には、助役の権限の割当てに加わる。 

 §2. 助役は議会の構成員の間で選出される。 

    多数派協定により拘束される政治諸会派の議員全員が同性である場合には、助役の一人については助役について前段落で予定

された規定の例外となる。そのように｛議員内から｝任命された助役はあらゆる場合に理事会内で投票権を有する。助役は理事

会内で議席を占め発言権を有する。 

    助役が議会の構成員でないときは、第Ⅳ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなけれ

ばならない。 

    多数派協定は議会外から任命される助役が関係する政治会派を指定する。 

 §3. その身元紹介が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定に含まれる名簿に表示される議員の助役たちは当然選

出される。助役たちの序列は多数派協定に表示される名簿の位置により決められる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第９条 基礎自治体の助役の人数： 

  ― 住民1,000人未満には２人 

  ― 住民1,000人から4,999人には３人 

  ― 住民5,000人から9,999人には４人 

  ― 住民10,000人から19,999人には５人 

  ― 住民20,000人から29,999人には６人 

  ― 住民30,000人から49,999人には７人 

  ― 住民50,000人から99,999人には８人 

  ― 住民100,000人から199,999人には９人 

  ― 住民200,000人以上には10人 ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第10条 

 §1. 欠勤するか若しくは支障がある助役は、支障に相応する期間について、理事会の提案により議員たちの中から議会により指名

されたその所属の政治会派の議員により代理される。さもなければ、多数派協定により拘束されるその他の政治会派出の議員に

より代理される。 

    この規定の適用には本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条に記載された兼職禁止が考慮される。 

    欠勤するか若しくは支障がある助役は、多数派協定により拘束される政治諸会派の理事会の構成員全員及び議員全員が同性で

ある場合には、本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条の§２の第２段落により決められた諸条件の下で、議会外の同一政治会派に所属する議

会外の助役により代理される。 

 §2. 大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する助役は、この職に従事する期間支障があると見なされる。 

    子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい助役は、書面により理事会に宛てたその請求によって、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章

第６条の対象となる期間について代理される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第11条 助役の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第12条 その選挙のときに議会の構成員だった助役は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う ― 2005年12月８日の地域圏法

第14条）。 

（第13条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で助役を一時停職させるか若しく

は解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された助役は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第３節 基礎自治体理事会の責任の実行 

第14条 

 §1. 理事会は、その構成員各自が一様に、議会に責任を負っている。 

    議会は理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人に関する不信任の動議を可決することができる。 

    この動議は、理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の後任を、それぞれの場合に応じて提示した場合にしか受け入れら

れない。 

    それが理事会全員に関係するときは、代わりの多数を形成する各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提出される場合

にしか受け入れられない。 

    （不信任についての討論及び投票は、この提出後少なくとも満７日を経た場合に限り、基礎自治体の書記の手元にそれが提出

された後の次回の基礎自治体議会の議事日程に記載される。不信任動議の原文は、直ちに基礎自治体書記により議会及び理事会

の各構成員に送られる。不信任動議の提出は直ちに基礎自治体庁舎での掲示により周知が図られる ― 2006年６月８日の地域圏

法第２条の１）。 

    不信任の動議が理事会の一人乃至複数人に向けられるときは、この者たちは、出席していれば、自分で議会に、あらゆる場合
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に投票に入る直前にその所見を自由に強調する権利がある ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の２）。 

    不信任動議は議会の構成員の多数でしか可決することはできない。（基礎自治体議会は、その投票により、絶対の権限を持っ

て根拠づけられた理由を評価する ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の３）。 

    不信任動議は基礎自治体議会により公開の会議で検討される ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の４）。 

    動議の可決は疑義を差し挟まれた理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の辞職と、併せて新理事会又は一人乃至複数人

の新構成員の選挙とをもたらす。 

 §2. §１の対象となる動議が長に向けられたときは、この後者の交代のために、第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第４条に含まれる諸規

定が適用され、それに対して不信任動議が投票されるに至る長はもはや考慮に値しないと解される。 

 §3. 理事会全員に関する不信任動議は基礎自治体理事会の設置から１年半の期限が切れる前には提出することはできない。 

    理事会全員に対する不信任動議が議会により可決されると、いかなる新たな集合的不信任動議も１年の期間の期限切れ前には

提出することはできない。 

    いかなる理事会全員に関する不信任動議も選挙の前年６月30日以後には提出することはできない ― 2005年12月８日の地域圏

法第14条）。 

第（４節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長及び助役の俸給及び服装 

第15条 

 §1. 長の俸給は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に決められた、適合する基礎自治体の基礎自治体書記の俸給の等級の最高水準の以下の

パーセンテージを適用して決められる； 

   １º 住民5,000人までの基礎自治体：75％ 

   ２º 住民5,001人から10,000人までの基礎自治体：80％； 

   ３º 住民10,001人から20,000人までの基礎自治体：85％； 

   ４º 住民20,001人から50,000人までの基礎自治体：95％； 

   ５º 住民50,001人から80,000人までの基礎自治体：105％； 

   ６º 住民80,000人以上の基礎自治体：120％。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条により、上の等級に格上げされる基礎自治体は新しい等級の平均相当の住民数を数えると見なされる。 

    §１及び２の段標の対象となる俸給は、基礎自治体書記の俸給に適用できる物価指数と連動する制度に応じて上下する。 

    助役の俸給は、基礎自治体の住民数が50,000人以下か等しいかこの数字以上かに応じて、適合する基礎自治体の長のそれの

60％若しくは75％に決められる。 

    段落１の適用のために、人口はベルギー官報に公表された最新の数字に由来するものである。但し、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条

により上の等級に格上げされる基礎自治体は、以下により住民数を数えると見なされる。 

     ― 政府により格上げされたときは新等級の平均に等しい；  

     ― 職責により格上げされたときは新等級の最小人口の102％に等しい。 

    政府がこれらの俸給の支払方法を決める。 

    前の各段落に応じて行われる俸給の決定が法定の又は規則の定めるその他の俸給、諸手当の減額若しくは廃止をもたらすとき

は、それが要求されたものである限り、政府はその決定した方法に応じて長若しくは助役の俸給を減額することができる。 

    住民50,000人以下の諸基礎自治体では、基礎自治体は、受任者が実際に自ら要求する限り、政府の定める方法に従って、法定

の又は規則の定める俸給、年金若しくは諸手当を享受する長若しくは助役の俸給に当事者の受けられる収入の損失を補償する総

額を加算することができる。 

    収入の損失を補償される長若しくは助役の俸給は、それぞれ住民50,000人の基礎自治体の長若しくは助役の俸給を決して超え

てはならない。 

 §2. 長若しくは助役の休暇給与と年間賞与は政府により決められる。 

 §3. これらの給与以外に、長若しくは助役は、これが仮にどのような理由であろうとどのような名目であろうと基礎自治体の負担

するいかなる報酬も受け取ってはならない。 

第16条 助役が１か月乃至それ以上長の代理をする場合はこれらの職務に結びついた俸給はその助役に支払われる（…… ― 2005年12

月８日の地域圏法第16条の１º）。代理を務める助役は長の俸給と助役の俸給とを同時に受け取ることはできない。 

 議会の構成員が助役の職務を１か月若しくはそれ以上の長期にわたり果たす場合も同様である；この場合にはその代理に結びついた

俸給はその果たしてきた全期間に対して支払われる。 

 （長若しくは代理を務める助役は病気が理由で代理された場合でない限り支障の期間の俸給は支払われない ― 2005年12月８日の地

域圏法第16条の２º）。 

第17条 （長若しくは助役の俸給及びその本来の任務、その派生的任務、及び本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に定められた政

治的類の任務、職務及び責任により享受する報酬並びに現物給与の総計は、下院及び上院の構成員により受領される議員歳費の額に

等しいか又は１倍半以下かである。 
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 前段落に決められた制限を超える額の場合には、長若しくは助役の俸給及び/又は長若しくは助役により受領されるその派生的任務

並びに政治的類の任務、職務及び責任報酬並びに現物給与の額は同額まで引き下げられる ― 2007年12月20日のワロン政府法第２

条）。 

第18条 政府は長及び助役の衣装及び識別標を決める。 

  └本条は2006年４月28日のワロン政府法により発効した。 

第（５節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の会議と審議 

第19条 長は（基礎自治体理事会）の正当な議長である。 

第20条 （基礎自治体理事会）は規則により決められた日時に、又事案の迅速な処理を必要とするたびに開催される。 

 理事会はその構成員の半数以上が出席していなければ審議することはできない。 

 基礎自治体新法第104条第３段落に従って、（基礎自治体理事会）の会議は公開されなければならない。諸決定だけが議事録と本巻

第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の対象となる審議の登録簿に記録される。：それらは単独で法律の効力を有することができる。 

第21条 臨時会の招集は会議の招集の少なくとも満２日前に書面により住所へなされる。 

 但し、緊急の場合には、長が開催日時の判断をしなければならない。 

第22条 決は投票の過半数で採られる；可否同数の場合には、名簿に記載された順位の後の議会の構成員一人を招集する選択をしない

限り、事案は別の会議まで延期される。 

 但し、理事会の多数が討議に先立って緊急性を認めた場合には、理事会議長の投票が決め手になる。３度目の会議で同一事案につい

て可否同数が生じた場合にも、議会の構成員一人を招集することによって理事会内に多数派が構成されない限り同様である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条、及び第27条並びに第29条は（基礎自治体理事会）の会議に適用できる。 

第（６節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の権限 

第23条 （基礎自治体理事会）は以下について責任を負う： 

   １º 特別に委任されたときに、国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則及び条例の執行； 

   ２º 基礎自治体議会の決議の公布及び執行； 

   ３º 基礎自治体の施設の管理； 

   ４º 基礎自治体の収入の管理、支出の支払命令及び会計の監督； 

   ５º 基礎自治体の工事の指揮； 

   ６º 上級庁により採択されている全体計画が存在すれば、基礎自治体の役所によりその信頼が損なわれたと信ずる人々による必

要に応じてこの上級庁及び裁判所への上訴の留保付でのそれに従った自らの道路の調整； 

   ７º 原告にせよ被告にせよ基礎自治体の司法行為； 

   ８º 基礎自治体の財産管理、それにその権利の保全； 

   ９º 基礎自治体による地方警察集団構成員たち以外の賃金雇用者たちの管理； 

   10º 法規や県庁の規則に従った公道及び水路の保守の実施； 

   11º 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第33条の§２の対象となる一時停止、取消及び閉鎖の実施。 

第24条 工業都市では、（基礎自治体理事会）はここに貯蓄銀行を設立するのを世話する。毎年本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条に定められた

会議でこの銀行の状況を報告する。 

第25条 長及び戸籍統括官は、関係する以下のそれぞれを、基礎自治体の公務員に委任することができる： 

   １º 戸籍抄本若しくはそれ以外の証明書の写しの交付； 

   ２º 署名の公的証明； 

   ３º 原本に相違ないことの証明。 

 この機能は、連邦外務大臣若しくはその大臣がこのために委任した公務員たちによって証明しなければならないものを除き、ベル

ギー国内で若しくは外国で使われる予定の文書のために役立つ。 

 基礎自治体公務員たちの署名はその受けている委任の言及に民法第45条が先行していなければならないよりもずっと多く本条により

委任される。 

第26条 （基礎自治体理事会）は公益質屋を監督する。 

 このために、理事会は適切と判断するたびに当該施設を視察し、寄託者や遺言者の意志に沿っているか否かに留意し、そこに取り入

れる改善とそこで見つかった濫用とを議会に報告する。 

第27条 助役の選挙から３か月以内に、理事会は基礎自治体議会にその任期中を網羅し少なくとも主要政策草案を含む一般政策綱領を

提出する。 

 議会による承認の後、この一般政策綱領は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の規定に従って基礎自治体議会により決められた方法で公表され

る。 

第28条 （基礎自治体理事会）は古文書や証書の保存に留意する；理事会は、基礎自治体の証書そのほかの古文書はもとより複式謄本

の一覧表を作成し急いで１枚たりとも売却されたり散逸したりしないようにする。 
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に投票に入る直前にその所見を自由に強調する権利がある ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の２）。 

    不信任動議は議会の構成員の多数でしか可決することはできない。（基礎自治体議会は、その投票により、絶対の権限を持っ

て根拠づけられた理由を評価する ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の３）。 

    不信任動議は基礎自治体議会により公開の会議で検討される ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の４）。 

    動議の可決は疑義を差し挟まれた理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の辞職と、併せて新理事会又は一人乃至複数人

の新構成員の選挙とをもたらす。 

 §2. §１の対象となる動議が長に向けられたときは、この後者の交代のために、第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第４条に含まれる諸規

定が適用され、それに対して不信任動議が投票されるに至る長はもはや考慮に値しないと解される。 

 §3. 理事会全員に関する不信任動議は基礎自治体理事会の設置から１年半の期限が切れる前には提出することはできない。 

    理事会全員に対する不信任動議が議会により可決されると、いかなる新たな集合的不信任動議も１年の期間の期限切れ前には

提出することはできない。 

    いかなる理事会全員に関する不信任動議も選挙の前年６月30日以後には提出することはできない ― 2005年12月８日の地域圏

法第14条）。 

第（４節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長及び助役の俸給及び服装 

第15条 

 §1. 長の俸給は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に決められた、適合する基礎自治体の基礎自治体書記の俸給の等級の最高水準の以下の

パーセンテージを適用して決められる； 

   １º 住民5,000人までの基礎自治体：75％ 

   ２º 住民5,001人から10,000人までの基礎自治体：80％； 

   ３º 住民10,001人から20,000人までの基礎自治体：85％； 

   ４º 住民20,001人から50,000人までの基礎自治体：95％； 

   ５º 住民50,001人から80,000人までの基礎自治体：105％； 

   ６º 住民80,000人以上の基礎自治体：120％。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条により、上の等級に格上げされる基礎自治体は新しい等級の平均相当の住民数を数えると見なされる。 

    §１及び２の段標の対象となる俸給は、基礎自治体書記の俸給に適用できる物価指数と連動する制度に応じて上下する。 

    助役の俸給は、基礎自治体の住民数が50,000人以下か等しいかこの数字以上かに応じて、適合する基礎自治体の長のそれの

60％若しくは75％に決められる。 

    段落１の適用のために、人口はベルギー官報に公表された最新の数字に由来するものである。但し、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条

により上の等級に格上げされる基礎自治体は、以下により住民数を数えると見なされる。 

     ― 政府により格上げされたときは新等級の平均に等しい；  

     ― 職責により格上げされたときは新等級の最小人口の102％に等しい。 

    政府がこれらの俸給の支払方法を決める。 

    前の各段落に応じて行われる俸給の決定が法定の又は規則の定めるその他の俸給、諸手当の減額若しくは廃止をもたらすとき

は、それが要求されたものである限り、政府はその決定した方法に応じて長若しくは助役の俸給を減額することができる。 

    住民50,000人以下の諸基礎自治体では、基礎自治体は、受任者が実際に自ら要求する限り、政府の定める方法に従って、法定

の又は規則の定める俸給、年金若しくは諸手当を享受する長若しくは助役の俸給に当事者の受けられる収入の損失を補償する総

額を加算することができる。 

    収入の損失を補償される長若しくは助役の俸給は、それぞれ住民50,000人の基礎自治体の長若しくは助役の俸給を決して超え

てはならない。 

 §2. 長若しくは助役の休暇給与と年間賞与は政府により決められる。 

 §3. これらの給与以外に、長若しくは助役は、これが仮にどのような理由であろうとどのような名目であろうと基礎自治体の負担

するいかなる報酬も受け取ってはならない。 

第16条 助役が１か月乃至それ以上長の代理をする場合はこれらの職務に結びついた俸給はその助役に支払われる（…… ― 2005年12

月８日の地域圏法第16条の１º）。代理を務める助役は長の俸給と助役の俸給とを同時に受け取ることはできない。 

 議会の構成員が助役の職務を１か月若しくはそれ以上の長期にわたり果たす場合も同様である；この場合にはその代理に結びついた

俸給はその果たしてきた全期間に対して支払われる。 

 （長若しくは代理を務める助役は病気が理由で代理された場合でない限り支障の期間の俸給は支払われない ― 2005年12月８日の地

域圏法第16条の２º）。 

第17条 （長若しくは助役の俸給及びその本来の任務、その派生的任務、及び本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に定められた政

治的類の任務、職務及び責任により享受する報酬並びに現物給与の総計は、下院及び上院の構成員により受領される議員歳費の額に

等しいか又は１倍半以下かである。 
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 前段落に決められた制限を超える額の場合には、長若しくは助役の俸給及び/又は長若しくは助役により受領されるその派生的任務

並びに政治的類の任務、職務及び責任報酬並びに現物給与の額は同額まで引き下げられる ― 2007年12月20日のワロン政府法第２

条）。 

第18条 政府は長及び助役の衣装及び識別標を決める。 

  └本条は2006年４月28日のワロン政府法により発効した。 

第（５節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の会議と審議 

第19条 長は（基礎自治体理事会）の正当な議長である。 

第20条 （基礎自治体理事会）は規則により決められた日時に、又事案の迅速な処理を必要とするたびに開催される。 

 理事会はその構成員の半数以上が出席していなければ審議することはできない。 

 基礎自治体新法第104条第３段落に従って、（基礎自治体理事会）の会議は公開されなければならない。諸決定だけが議事録と本巻

第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の対象となる審議の登録簿に記録される。：それらは単独で法律の効力を有することができる。 

第21条 臨時会の招集は会議の招集の少なくとも満２日前に書面により住所へなされる。 

 但し、緊急の場合には、長が開催日時の判断をしなければならない。 

第22条 決は投票の過半数で採られる；可否同数の場合には、名簿に記載された順位の後の議会の構成員一人を招集する選択をしない

限り、事案は別の会議まで延期される。 

 但し、理事会の多数が討議に先立って緊急性を認めた場合には、理事会議長の投票が決め手になる。３度目の会議で同一事案につい

て可否同数が生じた場合にも、議会の構成員一人を招集することによって理事会内に多数派が構成されない限り同様である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条、及び第27条並びに第29条は（基礎自治体理事会）の会議に適用できる。 

第（６節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の権限 

第23条 （基礎自治体理事会）は以下について責任を負う： 

   １º 特別に委任されたときに、国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則及び条例の執行； 

   ２º 基礎自治体議会の決議の公布及び執行； 

   ３º 基礎自治体の施設の管理； 

   ４º 基礎自治体の収入の管理、支出の支払命令及び会計の監督； 

   ５º 基礎自治体の工事の指揮； 

   ６º 上級庁により採択されている全体計画が存在すれば、基礎自治体の役所によりその信頼が損なわれたと信ずる人々による必

要に応じてこの上級庁及び裁判所への上訴の留保付でのそれに従った自らの道路の調整； 

   ７º 原告にせよ被告にせよ基礎自治体の司法行為； 

   ８º 基礎自治体の財産管理、それにその権利の保全； 

   ９º 基礎自治体による地方警察集団構成員たち以外の賃金雇用者たちの管理； 

   10º 法規や県庁の規則に従った公道及び水路の保守の実施； 

   11º 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第33条の§２の対象となる一時停止、取消及び閉鎖の実施。 

第24条 工業都市では、（基礎自治体理事会）はここに貯蓄銀行を設立するのを世話する。毎年本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条に定められた

会議でこの銀行の状況を報告する。 

第25条 長及び戸籍統括官は、関係する以下のそれぞれを、基礎自治体の公務員に委任することができる： 

   １º 戸籍抄本若しくはそれ以外の証明書の写しの交付； 

   ２º 署名の公的証明； 

   ３º 原本に相違ないことの証明。 

 この機能は、連邦外務大臣若しくはその大臣がこのために委任した公務員たちによって証明しなければならないものを除き、ベル

ギー国内で若しくは外国で使われる予定の文書のために役立つ。 

 基礎自治体公務員たちの署名はその受けている委任の言及に民法第45条が先行していなければならないよりもずっと多く本条により

委任される。 

第26条 （基礎自治体理事会）は公益質屋を監督する。 

 このために、理事会は適切と判断するたびに当該施設を視察し、寄託者や遺言者の意志に沿っているか否かに留意し、そこに取り入

れる改善とそこで見つかった濫用とを議会に報告する。 

第27条 助役の選挙から３か月以内に、理事会は基礎自治体議会にその任期中を網羅し少なくとも主要政策草案を含む一般政策綱領を

提出する。 

 議会による承認の後、この一般政策綱領は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の規定に従って基礎自治体議会により決められた方法で公表され

る。 

第28条 （基礎自治体理事会）は古文書や証書の保存に留意する；理事会は、基礎自治体の証書そのほかの古文書はもとより複式謄本

の一覧表を作成し急いで１枚たりとも売却されたり散逸したりしないようにする。 
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第（７節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長の権限 

第29条 長は、明白に（基礎自治体理事会）若しくは基礎自治体議会に付与されていない限り、国、地域圏及び共同体、県議会及び県

理事会の法律、地域圏・共同体法、規則及び条例の執行に責任を負う。 

第30条 社会福祉協議会会長の正当な要請に基づき、長は無宿の人々に自由に使えるよう、６か月以上放棄された全ての大きい建物の

徴発権を所有者の建物に設定することから出てくる処分をする。徴発権は長から所有者に出された通告の日から始まって６か月の期

間内に正当な損失補償をするのと引き替えでのみ行使することができる。 

 政府は徴発権がそこで行使できる限界、条件及び方法を決めることができる。政府はまた損失補償の算定方法はもとより、手続、占

有期間、所有者の通告方法並びにその徴発権への反対の可能性も決める。 

（第８節 ― 基礎自治体理事会構成員の秘書 ― 2007年11月22日の地域圏法第20条） 

（第31条 基礎自治体理事会の各構成員は秘書一人により補佐を受けられる。基礎自治体議会は秘書たちの構成及び資金調達、併せて

その募集方法、行政上の地位、報酬及び秘書たちの協力者たちの不確定な手当を決める ― 2007年11月22日の地域圏法第20条）。 

第Ⅳ章 書記及び収入役 

第１節 書 記 

第１条 

 §1. 住民1,000人若しくはそれ以下の基礎自治体内の書記の職の欠員の場合は、県知事は基礎自治体議会に地域圏の基礎自治体内

の現職の書記の中からその職の資格保持者を選ぶよう命ずることができる。 

 §2. §１の適用の場合に、必要があれば決められた基礎自治体内に居住する義務を書記に課するのは専ら県知事の役目である。 

第２条 書記は基礎自治体議会により第１部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件で任命される。 

 任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

第３条 書記は、議会によってか、（基礎自治体理事会）によってか、長によってか、それぞれの権限に応じて支配される指揮に従う

義務がある。 

第４条 

 §1. 書記は基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）に提出される事案の準備の責任を負う。 

 §2. （基礎自治体理事会）の権限下で、書記は基礎自治体の業務を指揮し、調整し、法令により予定された例外がなければ職員の

長となる。 

第５条 基礎自治体の書記は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

第６条 基礎自治体議会が下記に定められた下限と上限の範囲内で書記の俸給の等級を決める： 

 1. 住民300人かそれ以下：12,125,44ユーロ〜18,380ユーロ； 

 2. 住民301人から500人：12,858.24ユーロ〜20,322.71ユーロ； 

 3. 住民501人から750人：14,036.08ユーロ〜22,263.69ユーロ； 

 4. 住民751人から1,000人：15,605ユーロ〜24,852ユーロ； 

 5. 住民1,001人から1,250人：17,094.74ユーロ〜27,440.9ユーロ； 

 6. 住民1,251人から1,500人：17,628.63ユーロ〜28,249.23ユーロ； 

 7. 住民1,501人から2,000人：18,315.29ユーロ〜29,058.15ユーロ； 

 8. 住民2,001人から2,500人：19,222.18ユーロ〜30,109.77ユーロ； 

 9. 住民2,501人から3,000人：20,176.67ユーロ〜31,323.45ユーロ； 

 10. 住民3,001人から4,000人：21,260.61ユーロ〜32,698.32ユーロ； 

 11. 住民4,001人から5,000人：22,344.55ユーロ〜33,911.60ユーロ； 

 12. 住民5,001人から6,000人：23,428.52ユーロ〜35,125.03ユーロ； 

 13. 住民6,001人から8,000人：25,386.03ユーロ〜37,390.13ユーロ； 

 14. 住民8,001人から10,000人：27,117.1ユーロ〜39,979.51ユーロ； 

 15. 住民10,001人から15,000人：29,204.06ユーロ〜43,133.6ユーロ； 

 16. 住民15,001人から20,000人：31,663.12ユーロ〜46,207.43ユーロ； 

 17. 住民20,001人から25,000人：33,475.07ユーロ〜49,281.46ユーロ； 

 18. 住民25,001人から35,000人：35,562.09ユーロ〜52,516.86ユーロ； 

 19. 住民35,001人から50,000人：37,729.92ユーロ〜55,590.45ユーロ； 

 20. 住民50,001人から80,000人：40,334.58ユーロ〜58,988.12ユーロ； 

 21. 住民80,001人から150,000人：42,712.75ユーロ〜62,223.75ユーロ； 

 22. 住民150,000人以上：46,320.47ユーロ〜67,076.74ユーロ。 

 書記の俸給の等級の最低及び最高の額は指数軸138.01に連動させられる。 

 政府はこれらの額を県及び地方の行政職員の職階の等級を改訂する規則全てのベルギー官報への公示に３か月間当てることができる。 
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 １から４の等級の基礎自治体については、書記は少なくとも17,005.5ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の

制限内で承認される定期昇給の働きにより超えられる額までの俸給を受ける。 

 そのほかの基礎自治体については、書記は少なくとも20,773.48ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の制限

内で承認される定期昇給の働きにより超えられる。 

第７条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に予定される１から19の等級に属する基礎自治体は、その要求により基礎自治体の書記の職

務に帰属する等級の決定のために、政府によりその中に人口に比例して含まれる等級を超える等級に分類される。 

 住民35,001人から50,000人の基礎自治体は直ぐ上の等級にしか分類されることはできない。その他の基礎自治体は、その人口が住民

10,001人から35,000人、5,001人から10,000人、又は住民5,001人以下に応じて、直ぐ上の２、３若しくは４の内の一つにしか分類さ

れることはできない。 

第８条 書記は、住民2,000人以下の基礎自治体については最低の５％以下、住民2,001人から4,000人の基礎自治体については最低の

４％以下、そのほかの基礎自治体については３％以下とはならない２年ごとの昇給の権利を有する。 

 昇給は就職した記念日の翌月の初日に発効する。 

 書記の職歴の幅は25年を超えられないが、15年以下であってはならない。 

 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で再分類の対象とならない限り、基礎自治体は人口数に従って分類される。 

 但し、下位の等級への基礎自治体の移行はこの等級変更の時点で職にあった書記の俸給の最低最高には影響がない。 

第９条 基礎自治体の書記の最低の俸給は、国、地域圏、共同体、基礎自治体、県及びその他の政府が定めた公共企業体の職で得られ

た勤続年数に応じた補完で増額される。この補完は政府により制定される規則に従って算定される。 

第10条 基礎自治体は、その書記たちに、連邦公共事業の職員に適用できるヴァカンスの年次休暇に関する措置を講じさせる責任があ

る。 

第11条 書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するときは、連携している基礎自治体の総計人口に応じた等級によ

り予定される最低最高が、書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するのに応じて25％若しくは30％増額される。 

 この場合、各関係基礎自治体は、第１段落の限界に従って、連携している基礎自治体の総計人口についての報告による基礎自治体の

人口に比例して書記の俸給を決める。 

 最高は住民6,001人から8,000人の等級について予定された最高を超えられない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で上位の等級に分類される基礎自治体の人口はこの等級の人口の最低及び最高の算術平均相当と見な

される。 

第12条 書記の俸給は、通常なら関係者がそれを要求することができる手当の全てを網羅し、そこにはこの仕事が他の公務員には任せ

られない基礎自治体の戸籍登記所の管理が必要とするものも含む。 

第13条 一定の資格で任命される書記の俸給は毎月先払いにより支払われる。それは就任の日に確定する。これが月の途中で起これば、

書記はこの月について就任の日を含むその日から残りの日割で30分の１ずつ手に入れる。職務の停止の場合、始まった月の全額が完

全に支払われる。 

第14条 基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条に違反した書記に懲罰を課す。 

第15条 住民60,000人以上の基礎自治体には、基礎自治体議会は書記補の資格を付与された公務員の一人を書記に就けることができる。 

第16条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条及び同第14条は書記補に適用できる。 

第17条 書記補はその職務の遂行について書記を補佐する。 

 書記補は書記が欠勤若しくは支障がある場合にその職務の全てを遂行する。 

第18条 書記補の俸給は基礎自治体議会により決められる。 

 この俸給は基礎自治体の書記について決められたそれよりも下にとどめられなければならない。 

第19条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第17条の規定の適用とは別に、基礎自治体議会は、書記に支障のある場合若しくは職の欠員の場合に職務を

行う書記を一人任命する。急ぐ場合には、その任命は（基礎自治体理事会）により行われ、その直後の会議の最中に基礎自治体議会

により承認される。 

第20条 その職務を行う書記は、毎日の手当として、基礎自治体の公務員の中から選ばれない限り、職の等級の平均の俸給の300分の

１に相当する報酬を受ける。この場合、この書記が１か月以上の期間職務を遂行するならば、政府により決められた規則に従って算

定された手当を受ける。 

第２節 収入役 

第21条 

 §1. 基礎自治体の収入役の職務は下記の規定に従って付与され実行される： 

   １º 住民10,000人以上を数える基礎自治体においては地方収入役により； 

   ２º 住民5,001人から10,000人までを数える基礎自治体においては地域圏収入役により；但し、基礎自治体議会は地方収入役の

職を設置することができる； 

   ３º 住民5,000人以下を数える基礎自治体においては地域圏収入役により。 
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第（７節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長の権限 

第29条 長は、明白に（基礎自治体理事会）若しくは基礎自治体議会に付与されていない限り、国、地域圏及び共同体、県議会及び県

理事会の法律、地域圏・共同体法、規則及び条例の執行に責任を負う。 

第30条 社会福祉協議会会長の正当な要請に基づき、長は無宿の人々に自由に使えるよう、６か月以上放棄された全ての大きい建物の

徴発権を所有者の建物に設定することから出てくる処分をする。徴発権は長から所有者に出された通告の日から始まって６か月の期

間内に正当な損失補償をするのと引き替えでのみ行使することができる。 

 政府は徴発権がそこで行使できる限界、条件及び方法を決めることができる。政府はまた損失補償の算定方法はもとより、手続、占

有期間、所有者の通告方法並びにその徴発権への反対の可能性も決める。 

（第８節 ― 基礎自治体理事会構成員の秘書 ― 2007年11月22日の地域圏法第20条） 

（第31条 基礎自治体理事会の各構成員は秘書一人により補佐を受けられる。基礎自治体議会は秘書たちの構成及び資金調達、併せて

その募集方法、行政上の地位、報酬及び秘書たちの協力者たちの不確定な手当を決める ― 2007年11月22日の地域圏法第20条）。 

第Ⅳ章 書記及び収入役 

第１節 書 記 

第１条 

 §1. 住民1,000人若しくはそれ以下の基礎自治体内の書記の職の欠員の場合は、県知事は基礎自治体議会に地域圏の基礎自治体内

の現職の書記の中からその職の資格保持者を選ぶよう命ずることができる。 

 §2. §１の適用の場合に、必要があれば決められた基礎自治体内に居住する義務を書記に課するのは専ら県知事の役目である。 

第２条 書記は基礎自治体議会により第１部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件で任命される。 

 任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

第３条 書記は、議会によってか、（基礎自治体理事会）によってか、長によってか、それぞれの権限に応じて支配される指揮に従う

義務がある。 

第４条 

 §1. 書記は基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）に提出される事案の準備の責任を負う。 

 §2. （基礎自治体理事会）の権限下で、書記は基礎自治体の業務を指揮し、調整し、法令により予定された例外がなければ職員の

長となる。 

第５条 基礎自治体の書記は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

第６条 基礎自治体議会が下記に定められた下限と上限の範囲内で書記の俸給の等級を決める： 

 1. 住民300人かそれ以下：12,125,44ユーロ〜18,380ユーロ； 

 2. 住民301人から500人：12,858.24ユーロ〜20,322.71ユーロ； 

 3. 住民501人から750人：14,036.08ユーロ〜22,263.69ユーロ； 

 4. 住民751人から1,000人：15,605ユーロ〜24,852ユーロ； 

 5. 住民1,001人から1,250人：17,094.74ユーロ〜27,440.9ユーロ； 

 6. 住民1,251人から1,500人：17,628.63ユーロ〜28,249.23ユーロ； 

 7. 住民1,501人から2,000人：18,315.29ユーロ〜29,058.15ユーロ； 

 8. 住民2,001人から2,500人：19,222.18ユーロ〜30,109.77ユーロ； 

 9. 住民2,501人から3,000人：20,176.67ユーロ〜31,323.45ユーロ； 

 10. 住民3,001人から4,000人：21,260.61ユーロ〜32,698.32ユーロ； 

 11. 住民4,001人から5,000人：22,344.55ユーロ〜33,911.60ユーロ； 

 12. 住民5,001人から6,000人：23,428.52ユーロ〜35,125.03ユーロ； 

 13. 住民6,001人から8,000人：25,386.03ユーロ〜37,390.13ユーロ； 

 14. 住民8,001人から10,000人：27,117.1ユーロ〜39,979.51ユーロ； 

 15. 住民10,001人から15,000人：29,204.06ユーロ〜43,133.6ユーロ； 

 16. 住民15,001人から20,000人：31,663.12ユーロ〜46,207.43ユーロ； 

 17. 住民20,001人から25,000人：33,475.07ユーロ〜49,281.46ユーロ； 

 18. 住民25,001人から35,000人：35,562.09ユーロ〜52,516.86ユーロ； 

 19. 住民35,001人から50,000人：37,729.92ユーロ〜55,590.45ユーロ； 

 20. 住民50,001人から80,000人：40,334.58ユーロ〜58,988.12ユーロ； 

 21. 住民80,001人から150,000人：42,712.75ユーロ〜62,223.75ユーロ； 

 22. 住民150,000人以上：46,320.47ユーロ〜67,076.74ユーロ。 

 書記の俸給の等級の最低及び最高の額は指数軸138.01に連動させられる。 

 政府はこれらの額を県及び地方の行政職員の職階の等級を改訂する規則全てのベルギー官報への公示に３か月間当てることができる。 
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 １から４の等級の基礎自治体については、書記は少なくとも17,005.5ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の

制限内で承認される定期昇給の働きにより超えられる額までの俸給を受ける。 

 そのほかの基礎自治体については、書記は少なくとも20,773.48ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の制限

内で承認される定期昇給の働きにより超えられる。 

第７条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に予定される１から19の等級に属する基礎自治体は、その要求により基礎自治体の書記の職

務に帰属する等級の決定のために、政府によりその中に人口に比例して含まれる等級を超える等級に分類される。 

 住民35,001人から50,000人の基礎自治体は直ぐ上の等級にしか分類されることはできない。その他の基礎自治体は、その人口が住民

10,001人から35,000人、5,001人から10,000人、又は住民5,001人以下に応じて、直ぐ上の２、３若しくは４の内の一つにしか分類さ

れることはできない。 

第８条 書記は、住民2,000人以下の基礎自治体については最低の５％以下、住民2,001人から4,000人の基礎自治体については最低の

４％以下、そのほかの基礎自治体については３％以下とはならない２年ごとの昇給の権利を有する。 

 昇給は就職した記念日の翌月の初日に発効する。 

 書記の職歴の幅は25年を超えられないが、15年以下であってはならない。 

 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で再分類の対象とならない限り、基礎自治体は人口数に従って分類される。 

 但し、下位の等級への基礎自治体の移行はこの等級変更の時点で職にあった書記の俸給の最低最高には影響がない。 

第９条 基礎自治体の書記の最低の俸給は、国、地域圏、共同体、基礎自治体、県及びその他の政府が定めた公共企業体の職で得られ

た勤続年数に応じた補完で増額される。この補完は政府により制定される規則に従って算定される。 

第10条 基礎自治体は、その書記たちに、連邦公共事業の職員に適用できるヴァカンスの年次休暇に関する措置を講じさせる責任があ

る。 

第11条 書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するときは、連携している基礎自治体の総計人口に応じた等級によ

り予定される最低最高が、書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するのに応じて25％若しくは30％増額される。 

 この場合、各関係基礎自治体は、第１段落の限界に従って、連携している基礎自治体の総計人口についての報告による基礎自治体の

人口に比例して書記の俸給を決める。 

 最高は住民6,001人から8,000人の等級について予定された最高を超えられない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で上位の等級に分類される基礎自治体の人口はこの等級の人口の最低及び最高の算術平均相当と見な

される。 

第12条 書記の俸給は、通常なら関係者がそれを要求することができる手当の全てを網羅し、そこにはこの仕事が他の公務員には任せ

られない基礎自治体の戸籍登記所の管理が必要とするものも含む。 

第13条 一定の資格で任命される書記の俸給は毎月先払いにより支払われる。それは就任の日に確定する。これが月の途中で起これば、

書記はこの月について就任の日を含むその日から残りの日割で30分の１ずつ手に入れる。職務の停止の場合、始まった月の全額が完

全に支払われる。 

第14条 基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条に違反した書記に懲罰を課す。 

第15条 住民60,000人以上の基礎自治体には、基礎自治体議会は書記補の資格を付与された公務員の一人を書記に就けることができる。 

第16条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条及び同第14条は書記補に適用できる。 

第17条 書記補はその職務の遂行について書記を補佐する。 

 書記補は書記が欠勤若しくは支障がある場合にその職務の全てを遂行する。 

第18条 書記補の俸給は基礎自治体議会により決められる。 

 この俸給は基礎自治体の書記について決められたそれよりも下にとどめられなければならない。 

第19条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第17条の規定の適用とは別に、基礎自治体議会は、書記に支障のある場合若しくは職の欠員の場合に職務を

行う書記を一人任命する。急ぐ場合には、その任命は（基礎自治体理事会）により行われ、その直後の会議の最中に基礎自治体議会

により承認される。 

第20条 その職務を行う書記は、毎日の手当として、基礎自治体の公務員の中から選ばれない限り、職の等級の平均の俸給の300分の

１に相当する報酬を受ける。この場合、この書記が１か月以上の期間職務を遂行するならば、政府により決められた規則に従って算

定された手当を受ける。 

第２節 収入役 

第21条 

 §1. 基礎自治体の収入役の職務は下記の規定に従って付与され実行される： 

   １º 住民10,000人以上を数える基礎自治体においては地方収入役により； 

   ２º 住民5,001人から10,000人までを数える基礎自治体においては地域圏収入役により；但し、基礎自治体議会は地方収入役の

職を設置することができる； 

   ３º 住民5,000人以下を数える基礎自治体においては地域圏収入役により。 
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    但し、等級の変更された基礎自治体においては、一定の資格を有する現職の収入役はその職歴か基礎自治体における任務の完

了まで負い続ける。 

 §2. 住民10,000人かそれ以下を数える基礎自治体の地方収入役は社会福祉地方公共センター収入役に任命されることができる；但

し、他の基礎自治体の収入役にも、他の基礎自治体の社会福祉公共センター収入役にも、社会福祉基礎自治体事務組合公共セン

ター収入役にも任命されることはできない。 

第22条  

 §1. 地方収入役は本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件により任命される。 

    任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

 §2. 地方収入役は（基礎自治体理事会）の権限下に置かれる。 

 §3. 正当な欠勤の場合には、地方収入役は、３日以内に、その責任の下で、多くても30日の期間（基礎自治体理事会）の承認を得

て代役を指名できる。この措置は同一の欠勤について２度繰り返し更新することができる。 

    その他の場合は全て基礎自治体議会が代わりを務める地方収入役を任命することができる。 

    欠勤が３か月を超えるときにはそうする責任を負う。 

    代役の地方収入役は地方収入役の職務に従事するのに必要な諸条件を併せ有していなければならない。本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第４

条及び第25条から第35条までの諸規定は代役収入役に適用できる。 

    代役の地方収入役は地方収入役に帰属する権限を全て行使する。 

    その任命やその職務の停止のときには、（基礎自治体理事会）の監督下で、管理終了の会計報告の作成及び現金、受取証書の

引渡しが行われる。 

第23条  

 §1. 地域圏収入役たちは、関係郡長若しくは郡長たちによる複数の候補者の推薦を受けて政府により決められた条件及び方法に

従って知事により任命される。公募は知事の事前の承認を得て決められる。 

    知事が、そのそれぞれがそこにおいてその権限を行使する基礎自治体を指定する。 

 §2. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºの対象となる場合には、基礎自治体における地方収入役の職を創設する議決は

知事に予審のために報告される。 

    この議決は基礎自治体における地域圏収入役全員の任務のために行われるその決定を通知した後で発効する。 

    但し、地方収入役の職を創設する基礎自治体はこの職に地域圏収入役を直接任命することができる；この決議は、監督官庁の

権限に抵触することなしにその効果を生む。 

    地域圏収入役は地方収入役の職への任命の諸条件を全て満たしていると見なされる；専ら基礎自治体において地方収入役に任

命された前地域圏収入役に支給される俸給は、本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第35条の対象となる最高額を超えることはできるが、但し地域

圏収入役の職務を続けていたならば守られていた額は超えることはできない。 

第24条 地域圏収入役の欠員の場合は、知事は、必要があれば、代わりを務める地域圏収入役の任命を行う。 

 その設置及びその職務の停止のときは、知事の監督下で、その管轄の各基礎自治体について管理終了の会計報告の作成及び現金、受

取証書の引渡しが行われる。 

第25条 基礎自治体の地方収入役は、その管理を保証するために、一つ乃至複数の抵当権の名義でか若しくは形式で、法定額の保証金

を拠出する義務を負う。 

 政府は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条の対象となる基礎自治体の等級に従って保証金の最高額及び最低額を決める。 

第26条 遅くともその最中に地方収入役が宣誓をする会議のときまでに、基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第25条の第２段落の対象

となる限度内で、地方収入役がこの履行のために与えられる期限と併せて、設定しなければならない保証金の額を決める。保証金は

供託局に預託される；それがもたらす利子は収入役のものとなる。 

第27条 知事は地域圏収入役により拠出される保証金の性質及び金額を定める；知事は地域圏収入役が履行するために猶予される期限

を決める。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落の諸規定が適用できる。 

第28条 保証金証書は、基礎自治体の出費なしに長に手渡される。 

 保証金の手数料を支払う必要があれば、それは一般的に決められた手数料に減らされ、収入役の負担となる。 

第29条 収入役は政府により認可された団体の連帯保証による保証金に代えることができる。 

 その団体は協同組合の形態を備え、組合法の第65条、第78条、第80条、第166条、第167条、第350条乃至第358条、第361条乃至第380

条、第382条乃至第386条、第390条乃至第392条、第394条乃至第406条、第408条乃至第414条、第416条乃至第432条、第435条、第436

条、第665条及び第666条に適応していなければならない。 

 但し、それはその民事的性格を失わない。 

 承認された定款同様に団体の認可された法規もベルギー官報で公布される。 

 その団体は、この権利及びその執行方法を確立した契約条項の下で（基礎自治体理事会）の協定により、保証される収入役の現金及
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び帳簿を管理できる。 

 収入役は同様に保証金を政府により決められた諸条件に応えている銀行若しくは保険会社の保証に代えることができる。 

第30条 地域圏収入役への本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第29条の適用は諸条件を決めた政府の命令により承認される。 

第31条 毎年の集金額の増加のために又はその他のいずれかの原因のために、所管庁により決められた保証金が十分でないと判断され

たときは、限界に達した時点で、最初の保証金に対するのと同じ規定に従って追加の保証金を提供しなければならない。 

第32条 地方収入役の関係では理事会が、地域圏収入役の関係では知事が、保証金が実際に拠出され必要なときに更新されるのを監視

する。 

第33条 決められた期限内にその保証金を拠出しないか若しくは保証金の追加をせず、この遅延を十分な理由により弁明できない収入

役は誰も辞職したものと見なされその代りを用意されることになろう。 

 保証金の設定に関する費用は全て収入役の負担となる。 

第34条 基礎自治体の金庫に欠損が生じた場合には、基礎自治体は、この保証が現金で拠出されたとき、地方収入役の保証金について、

又地域圏は地域圏収入役のそれについて先取特権を有する。 

第35条 基礎自治体議会は、住民5,001人以上の基礎自治体についての地方収入役の俸給表の等級を決める；これは同一基礎自治体の

基礎自治体書記の俸給表の等級の97.5％に相当する。 

 省庁の職員の俸給に適用できる変動制度は収入役の俸給にも適用できる。それは指数軸138.01に連動させられる。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第８条から第13条までの規定は必要な変更を施して基礎自治体収入役に適用できる。 

第36条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条は地方収入役に適用できる。 

第37条 地域圏収入役の財務に関する法規は政府により決められる。 

 俸給の等級の最低及び最高は住民15,001人から20,000人の基礎自治体の地方収入役の俸給の等級の最低及び最高に相当する。 

第38条 基礎自治体の地方収入役は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

 基礎自治体議会は第１段落の対象となる禁止令に違反した地方収入役に懲罰を課す。 

第39条 地域圏収入役は、例え人を介してであってもその他のいずれかの専門的職業に従事し営利的職業を営むのは禁じられる；県知

事はこの禁止令に違反した地域圏収入役に懲罰を課す。 

 反証がなければ、配偶者が従事する専門的職業は人により介在されたと見なされる。 

第40条 基礎自治体の収入役は、単独でその責任の下で、基礎自治体の徴収を実施する、正規の支払命令書の下での、予算の各款の特

別の金額、特別な貸付若しくは臨時の貸付であろうと、第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第４条を適用した転移された手当であろうと、金

額に達するまでの費用の支払命令を履行する責任がある。 

 そのような場合には、基礎自治体の収入役の側は、例えば直接税に関しては、地域圏収入役を招集して自ら出向く場合に事前の意見

聴取をする県理事会の支払命令の下でのその収入役による正規の支払命令書の金額、続けられるはずの支払を拒否若しくは延期する。 

第41条 収入役は財政若しくは予算に影響する問題について全て（基礎自治体理事会）により意見を聞き届けられる。 

第42条 

 §1. （基礎自治体理事会）、若しくはこのために指名されるその構成員の一人は、暦年の各四半期内に少なくとも一度地方収入役

の手持ち現金を検査し、検査の調書を作成するが、それにはその所見及び収入役により作成された所見が述べられる；調書は収

入役及びそれを行った基礎自治体理事会の構成員たちにより署名される。 

    （基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に調書を伝達する。 

    地方収入役が複数の公的な手持ち現金を管理しているときは、それらは県知事により決められた日時に同時に検査される。 

 §2. 地方収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて（基礎自治体理事会）に直ちに通報する。 

    その地方収入役は欠損額を確定するために、§１に従って、直ちに手持ち現金の検査を実施する。 

    検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

 §3. 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたときは、（基礎自治体

理事会）は収入役に郵送の勧告状により基礎自治体の金庫にその相当額を払い込むよう勧告する。 

    §２の対象となる場合には、勧告は、収入役が盗難若しくは紛失の責任を負わなければならないかどうか及びどのような方法

によるかが明らかにされ、結果として収入役が精算しなければならない欠損額が確定される基礎自治体議会の決定により行われ

なければならない。 

 §4. この通告の日から60日以内に、収入役は県理事会に提訴できる；この上訴は執行を停止する。 

    県理事会は収入役に負わされた責任について行政裁判所として裁定し、その結果その負担をしなければならない欠損額を決定

する；政府は県法第104条の２の主文に従って手続を定める。 

    収入役は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条の第１段落に従って履行したときの、欠損が最終的に確定される会計報告の若干の支出を

拒絶した結果生じたときは、責任を全て免除される。 

    欠損が若干の支出の最終的拒絶に帰せられねばならない限り、収入役は、自らが基礎自治体に表明し異議を唱える決定のため

に、不法に約束させるか若しくはこの支出の支払命令をした（基礎自治体理事会）の構成員たちの介入を訴えることができる；
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    但し、等級の変更された基礎自治体においては、一定の資格を有する現職の収入役はその職歴か基礎自治体における任務の完

了まで負い続ける。 

 §2. 住民10,000人かそれ以下を数える基礎自治体の地方収入役は社会福祉地方公共センター収入役に任命されることができる；但

し、他の基礎自治体の収入役にも、他の基礎自治体の社会福祉公共センター収入役にも、社会福祉基礎自治体事務組合公共セン

ター収入役にも任命されることはできない。 

第22条  

 §1. 地方収入役は本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件により任命される。 

    任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

 §2. 地方収入役は（基礎自治体理事会）の権限下に置かれる。 

 §3. 正当な欠勤の場合には、地方収入役は、３日以内に、その責任の下で、多くても30日の期間（基礎自治体理事会）の承認を得

て代役を指名できる。この措置は同一の欠勤について２度繰り返し更新することができる。 

    その他の場合は全て基礎自治体議会が代わりを務める地方収入役を任命することができる。 

    欠勤が３か月を超えるときにはそうする責任を負う。 

    代役の地方収入役は地方収入役の職務に従事するのに必要な諸条件を併せ有していなければならない。本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第４

条及び第25条から第35条までの諸規定は代役収入役に適用できる。 

    代役の地方収入役は地方収入役に帰属する権限を全て行使する。 

    その任命やその職務の停止のときには、（基礎自治体理事会）の監督下で、管理終了の会計報告の作成及び現金、受取証書の

引渡しが行われる。 

第23条  

 §1. 地域圏収入役たちは、関係郡長若しくは郡長たちによる複数の候補者の推薦を受けて政府により決められた条件及び方法に

従って知事により任命される。公募は知事の事前の承認を得て決められる。 

    知事が、そのそれぞれがそこにおいてその権限を行使する基礎自治体を指定する。 

 §2. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºの対象となる場合には、基礎自治体における地方収入役の職を創設する議決は

知事に予審のために報告される。 

    この議決は基礎自治体における地域圏収入役全員の任務のために行われるその決定を通知した後で発効する。 

    但し、地方収入役の職を創設する基礎自治体はこの職に地域圏収入役を直接任命することができる；この決議は、監督官庁の

権限に抵触することなしにその効果を生む。 

    地域圏収入役は地方収入役の職への任命の諸条件を全て満たしていると見なされる；専ら基礎自治体において地方収入役に任

命された前地域圏収入役に支給される俸給は、本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第35条の対象となる最高額を超えることはできるが、但し地域

圏収入役の職務を続けていたならば守られていた額は超えることはできない。 

第24条 地域圏収入役の欠員の場合は、知事は、必要があれば、代わりを務める地域圏収入役の任命を行う。 

 その設置及びその職務の停止のときは、知事の監督下で、その管轄の各基礎自治体について管理終了の会計報告の作成及び現金、受

取証書の引渡しが行われる。 

第25条 基礎自治体の地方収入役は、その管理を保証するために、一つ乃至複数の抵当権の名義でか若しくは形式で、法定額の保証金

を拠出する義務を負う。 

 政府は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条の対象となる基礎自治体の等級に従って保証金の最高額及び最低額を決める。 

第26条 遅くともその最中に地方収入役が宣誓をする会議のときまでに、基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第25条の第２段落の対象

となる限度内で、地方収入役がこの履行のために与えられる期限と併せて、設定しなければならない保証金の額を決める。保証金は

供託局に預託される；それがもたらす利子は収入役のものとなる。 

第27条 知事は地域圏収入役により拠出される保証金の性質及び金額を定める；知事は地域圏収入役が履行するために猶予される期限

を決める。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落の諸規定が適用できる。 

第28条 保証金証書は、基礎自治体の出費なしに長に手渡される。 

 保証金の手数料を支払う必要があれば、それは一般的に決められた手数料に減らされ、収入役の負担となる。 

第29条 収入役は政府により認可された団体の連帯保証による保証金に代えることができる。 

 その団体は協同組合の形態を備え、組合法の第65条、第78条、第80条、第166条、第167条、第350条乃至第358条、第361条乃至第380

条、第382条乃至第386条、第390条乃至第392条、第394条乃至第406条、第408条乃至第414条、第416条乃至第432条、第435条、第436

条、第665条及び第666条に適応していなければならない。 

 但し、それはその民事的性格を失わない。 

 承認された定款同様に団体の認可された法規もベルギー官報で公布される。 

 その団体は、この権利及びその執行方法を確立した契約条項の下で（基礎自治体理事会）の協定により、保証される収入役の現金及
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び帳簿を管理できる。 

 収入役は同様に保証金を政府により決められた諸条件に応えている銀行若しくは保険会社の保証に代えることができる。 

第30条 地域圏収入役への本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第29条の適用は諸条件を決めた政府の命令により承認される。 

第31条 毎年の集金額の増加のために又はその他のいずれかの原因のために、所管庁により決められた保証金が十分でないと判断され

たときは、限界に達した時点で、最初の保証金に対するのと同じ規定に従って追加の保証金を提供しなければならない。 

第32条 地方収入役の関係では理事会が、地域圏収入役の関係では知事が、保証金が実際に拠出され必要なときに更新されるのを監視

する。 

第33条 決められた期限内にその保証金を拠出しないか若しくは保証金の追加をせず、この遅延を十分な理由により弁明できない収入

役は誰も辞職したものと見なされその代りを用意されることになろう。 

 保証金の設定に関する費用は全て収入役の負担となる。 

第34条 基礎自治体の金庫に欠損が生じた場合には、基礎自治体は、この保証が現金で拠出されたとき、地方収入役の保証金について、

又地域圏は地域圏収入役のそれについて先取特権を有する。 

第35条 基礎自治体議会は、住民5,001人以上の基礎自治体についての地方収入役の俸給表の等級を決める；これは同一基礎自治体の

基礎自治体書記の俸給表の等級の97.5％に相当する。 

 省庁の職員の俸給に適用できる変動制度は収入役の俸給にも適用できる。それは指数軸138.01に連動させられる。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第８条から第13条までの規定は必要な変更を施して基礎自治体収入役に適用できる。 

第36条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条は地方収入役に適用できる。 

第37条 地域圏収入役の財務に関する法規は政府により決められる。 

 俸給の等級の最低及び最高は住民15,001人から20,000人の基礎自治体の地方収入役の俸給の等級の最低及び最高に相当する。 

第38条 基礎自治体の地方収入役は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

 基礎自治体議会は第１段落の対象となる禁止令に違反した地方収入役に懲罰を課す。 

第39条 地域圏収入役は、例え人を介してであってもその他のいずれかの専門的職業に従事し営利的職業を営むのは禁じられる；県知

事はこの禁止令に違反した地域圏収入役に懲罰を課す。 

 反証がなければ、配偶者が従事する専門的職業は人により介在されたと見なされる。 

第40条 基礎自治体の収入役は、単独でその責任の下で、基礎自治体の徴収を実施する、正規の支払命令書の下での、予算の各款の特

別の金額、特別な貸付若しくは臨時の貸付であろうと、第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第４条を適用した転移された手当であろうと、金

額に達するまでの費用の支払命令を履行する責任がある。 

 そのような場合には、基礎自治体の収入役の側は、例えば直接税に関しては、地域圏収入役を招集して自ら出向く場合に事前の意見

聴取をする県理事会の支払命令の下でのその収入役による正規の支払命令書の金額、続けられるはずの支払を拒否若しくは延期する。 

第41条 収入役は財政若しくは予算に影響する問題について全て（基礎自治体理事会）により意見を聞き届けられる。 

第42条 

 §1. （基礎自治体理事会）、若しくはこのために指名されるその構成員の一人は、暦年の各四半期内に少なくとも一度地方収入役

の手持ち現金を検査し、検査の調書を作成するが、それにはその所見及び収入役により作成された所見が述べられる；調書は収

入役及びそれを行った基礎自治体理事会の構成員たちにより署名される。 

    （基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に調書を伝達する。 

    地方収入役が複数の公的な手持ち現金を管理しているときは、それらは県知事により決められた日時に同時に検査される。 

 §2. 地方収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて（基礎自治体理事会）に直ちに通報する。 

    その地方収入役は欠損額を確定するために、§１に従って、直ちに手持ち現金の検査を実施する。 

    検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

 §3. 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたときは、（基礎自治体

理事会）は収入役に郵送の勧告状により基礎自治体の金庫にその相当額を払い込むよう勧告する。 

    §２の対象となる場合には、勧告は、収入役が盗難若しくは紛失の責任を負わなければならないかどうか及びどのような方法

によるかが明らかにされ、結果として収入役が精算しなければならない欠損額が確定される基礎自治体議会の決定により行われ

なければならない。 

 §4. この通告の日から60日以内に、収入役は県理事会に提訴できる；この上訴は執行を停止する。 

    県理事会は収入役に負わされた責任について行政裁判所として裁定し、その結果その負担をしなければならない欠損額を決定

する；政府は県法第104条の２の主文に従って手続を定める。 

    収入役は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条の第１段落に従って履行したときの、欠損が最終的に確定される会計報告の若干の支出を

拒絶した結果生じたときは、責任を全て免除される。 

    欠損が若干の支出の最終的拒絶に帰せられねばならない限り、収入役は、自らが基礎自治体に表明し異議を唱える決定のため

に、不法に約束させるか若しくはこの支出の支払命令をした（基礎自治体理事会）の構成員たちの介入を訴えることができる；
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この場合には県理事会は介入者の責任についても宣告する。 

    県理事会の決定は、あらゆる場合に、国務院行政部での手続を定めた1948年８月23日の摂政令の第４条第３段落の対象となる

期限満了後に初めて実施される；そのとき収入役が頑なに実施しない場合は、国務院調整法第14条の対象となる上訴の対象とな

らない限り、決定は保証金の中から、又不確実な不足分については収入役の私有財産の中から実施される。収入役が県理事会へ

の上訴を提起せず、これを行うために与えられた期限が満了しても、自らに当てられた支払勧告を満足させる意思表示をしない

場合は、強制手段による執行と同様な方法で行われる。 

第43条 ある基礎自治体の収入役の要請で、それに支払われなければならなかった税金の徴収が、別の基礎自治体内に居住する納税者

に対してそこの収入役により続けられる。 

 続行される基礎自治体により当てられ納税者の負担には含まれない経費は依頼者の基礎自治体により負担される。 

第44条 

 §1. 収入役の責任は、基礎自治体議会が特殊な公務員たちにより行われる必要があると判断する諸収入には及ばない；これらの公

務員たちは徴収が自らに任される諸収入に責任を負い、これらの諸収入の徴収については収入役同様の義務が課せられる。 

    基礎自治体議会は、性質と金額とを決める保証金の設定を命ずることができる；同じ決定は収入役たちが履行するために猶予

される期限を定める；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落、第28条、第29条及び第32条乃至第34条は、必要な変更を施して適用

できる。 

    それらの公務員たちは、宣誓、代理、管理を終了する会計報告の作成、県理事会へ開かれた上訴について地方収入役と同じ規

則に従わされる；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第22条の§３、同編第Ⅵ章第４条及び同編第Ⅳ章第45条は、必要な変更を施して適用できる。 

    それらの公務員たちはその管理する会計について支出の処理は全く行うことができない。 

    現金化された諸収入は定期的に、少なくとも２週間ごとに基礎自治体収入役に支払われ、会計年度の最終の支払は12月最終平

日に行われる。 

    それぞれの支払時に、特殊公務員は基礎自治体収入役に予算の繰入、支払額及び借りのある相手方の詳細な一覧表を手渡す。 

    特殊公務員の諸会計報告は、証拠書類を添えて（基礎自治体理事会）の検査及び検印を受ける。 

    それらは次いで全ての証拠書類とともに予算報告に添付されるために基礎自治体収入役に手渡される。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§２の第１段落は、必要な変更を施して特殊公務員に適用できる；（基礎自治体理事会）が欠損を確

認したときは、必要な変更を施して同第42条§３及び§４の第１段落の２、５及び６に従って処理される。 

 §2. その専属責任の下で、（基礎自治体理事会）は、一定の特殊公務員たちに、徴収される税が確定されているときに、その職務

の遂行に付随している限り、現金での税の徴収を担当させることができる。 

    これらの公務員たちは§１の対象となる特殊公務員たちに課された義務を負わされることはない。 

    これらの公務員たちは毎日か若しくは短い間隔でその徴収した全額を自らに与えられた指示に従って予算項目により細かく覆

われた状態で裏付けられて基礎自治体の収入役に支払う。 

第45条 

 §1. 管理を終了する会計報告は、収入役若しくは本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第44条§１の対象となる特殊公務員がその職務の遂行を最終的

に辞めたとき及び同章第22条§３の第５段落及び第24条の第２段落の対象となる場合に作成される。 

 §2. 地方収入役若しくは特殊公務員の管理を終了する会計報告は、必要があればその所見を、又は死亡の場合はその承継人の所見

を添えて、（基礎自治体理事会）により、会計係が欠損を放棄するか若しくは確定する決定をして表明する基礎自治体議会に提

出される。 

    地方収入役の管理を終了する会計報告がそれにより最終的に確定される決定は、会計係に、又は死亡の場合にはその承継人に

（基礎自治体理事会）の処置により、必要があれば、欠損を精算する勧告を添えて、封書にして書留郵便で通知される。 

 §3. 知事は、指定された期限内にその所見を送るよう依頼された基礎自治体議会に会計報告を転送した後で、地域圏収入役の管理

を終了する会計報告並びに欠損を放棄するか若しくは確定するかの宣告を決定する。 

    知事は、その決定を封書にして書留郵便で収入役に、又は死亡の場合はその承継人に連絡が付けば必要に応じて通知する。 

 §4. 管理を終了する会計報告を最終的に確定し最終的に会計係に表明する決定は当然の権利としての保証金の返却の剥奪を免除す

る。 

 §5. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４は会計係が欠損を精算するよう勧告されるときに適用できる。 

第46条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条第１段落の諸規定にもかかわらず、場合により、以下のものは、貸付の開設の法規及び規制に関する

1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関のために基礎自治体の名義で開設された口座に直接払い

込める： 

   １º 国税収益についてはもとより、基礎自治体のための国法、地域圏法、共同体法により設けられた基金のその割当額； 

   ２º 国営事業により徴収される基礎自治体の課税収益； 

   ３º 国、共同体、地域圏法及び県から基礎自治体に無償で与えられる補助金、基礎自治体の支出への介在並びに一般に金額の全

体。 
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 第１段落の対象となる金融機関は、基礎自治体の名義で開設している口座を一つ乃至幾つか有していて、この自治体がそれらに対し

て負っている返済期限のきた負債の総額を職責により徴収する権限を与えられる。 

第47条 俸給、県・地方公務員国家社会保障事務所と提携している基礎自治体公務員年金制度に予定されている年金に対する雇用者分

担金の補填、地域圏収入役の分担金や雇用の経費を含む経費の全ては、全ての経費と併せて、地域圏収入役により連絡が取られてい

る同一県の全公務員たちにより分担されている。 

 これらの諸経費は政府により決められる割合で県知事により配分される。 

 それらは場合により貸付の開設の法規と規制に関する1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関の

不確定な介在を得て、地域圏の会計のために行われる全ての収入への各基礎自治体の分担金を徴収する地域圏により精算される。 

 俸給の分担のために、この天引きは政府が決めた方法の毎月の前払いの形で行われる。 

 年金の資金調達に予定される雇用者分担及び個人の払込は、地域圏により県・地方公務員国家社会保障事務所から、俸給の支払に責

任のある公共機関を介して支払月の間に支払われる。但し、特定の基礎自治体の固有の会計のためになされる支出はその負担となる。 

第48条 加えて、それは、政府の行政命令により、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第49条により地域圏により責任を負われる危険に対して保証する

ことになる毎年の掛金を関係基礎自治体の負担にすることができる。この掛金は実収入に比例して関係基礎自治体間に配分される。 

 掛金の総額は、いかなる場合にも、危険の範囲に責任を負うと見なされる必要性、並びに収入役により提示される実質的な個人の保

証を超えることはできない。必要ならば、掛金は減額が黒字により形成される積立金の高さにより正当化されるときには適正な金額

に減額される。 

第49条 

 §1. 地域圏収入役たちは知事若しくは委任された郡長の権限下でその職務を遂行する。 

    地域圏は、関係基礎自治体に関して、その会計係の管理責任を負う。 

 §2. 暦年の各四半期内の少なくとも一度は地域圏収入役の手持ち現金が知事により検査され、知事は検査の調書を作成するが、そ

れにはその所見並びに収入役により作成された所見が述べられ、そのどちらからも署名される；知事はこの調書を基礎自治体議

会に通知する。 

    同時にその管轄の基礎自治体の全てについて地域圏収入役の手持ち現金、並びに自らが責任を持っているその他の公的な手持

ち現金の検査が行われる。 

    地域圏収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて知事と（基礎自治体理事会）に直ちに通報する；知事は直ち

に第１段落に従って手持ち現金の検査を行う；検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

    知事は、指定された期限内にその所見を知らされた基礎自治体議会の要求を入手した後で、収入役が（基礎自治体理事会）に

その写しを手渡した書留郵便の書簡で収入役に基礎自治体の金庫に以下の金額を払い込むよう勧告する： 

   １º 第３段落の対象となる場合に、知事が、収入役が盗難若しくは紛失の全額若しくは一部に責任を負わなければならないと評

価したときは知事がその責任を取る結果として決定する欠損総額に相当する合計額； 

   ２º 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたその他の場合は欠損

総額に相当する合計額。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４が適用できる。 

第Ⅴ章 兼職禁止及び利害の抵触 

第１条 以下の者は基礎自治体議会の一員にはなれない（基礎自治体理事会にも ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の１º）： 

   １º 県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の長官と副長官及びフラーデレン・ブラバン県の副知事； 

   ２º 県理事会構成員及びブリュッセル制度に関する1989年１月12日の国法第83条の５の§２により構成される理事会の構成員； 

   ３º 県事務総長たち； 

   ４º 郡長たち； 

   ５º 軍隊に招集されている予備役を除く現役の軍人たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の２º）； 

   ６º 義勇消防団員を除く基礎自治体の職員の一員若しくは補助金乃至俸給を受けている者全員； 

   ７º その権限が、森林監視員制度に従属し自らがそこでのその職務に従事したい基礎自治体に所有される林地に展開されるとき

の森林管理作業員； 

   ８º 欧州連合の他の構成国の下にある地方自治体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長の職に相当する職務若しくは任務に従

事する者全員。政府は大雑把な一覧表を作成する； 

  （９º 司法裁判機構の上級裁判所、下級裁判所、検察庁の構成員たち及び事務総長たち； 

   10º 国務院判事たち； 

   11º 基礎自治体の管轄する公共社会福祉センターの書記たち及び収入役たち ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の３º）。 

 第１段落の１º（11ºまで ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の４º）の諸規定は又、これらの諸規定の対象とされるものに相当す

る職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適用できる。 

第２条 （第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条の対象となる兼職禁止以外にも、以下の者は基礎自治体理事会の構成員になれない： 

－ 120 －



－ 120 － 

この場合には県理事会は介入者の責任についても宣告する。 

    県理事会の決定は、あらゆる場合に、国務院行政部での手続を定めた1948年８月23日の摂政令の第４条第３段落の対象となる

期限満了後に初めて実施される；そのとき収入役が頑なに実施しない場合は、国務院調整法第14条の対象となる上訴の対象とな

らない限り、決定は保証金の中から、又不確実な不足分については収入役の私有財産の中から実施される。収入役が県理事会へ

の上訴を提起せず、これを行うために与えられた期限が満了しても、自らに当てられた支払勧告を満足させる意思表示をしない

場合は、強制手段による執行と同様な方法で行われる。 

第43条 ある基礎自治体の収入役の要請で、それに支払われなければならなかった税金の徴収が、別の基礎自治体内に居住する納税者

に対してそこの収入役により続けられる。 

 続行される基礎自治体により当てられ納税者の負担には含まれない経費は依頼者の基礎自治体により負担される。 

第44条 

 §1. 収入役の責任は、基礎自治体議会が特殊な公務員たちにより行われる必要があると判断する諸収入には及ばない；これらの公

務員たちは徴収が自らに任される諸収入に責任を負い、これらの諸収入の徴収については収入役同様の義務が課せられる。 

    基礎自治体議会は、性質と金額とを決める保証金の設定を命ずることができる；同じ決定は収入役たちが履行するために猶予

される期限を定める；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落、第28条、第29条及び第32条乃至第34条は、必要な変更を施して適用

できる。 

    それらの公務員たちは、宣誓、代理、管理を終了する会計報告の作成、県理事会へ開かれた上訴について地方収入役と同じ規

則に従わされる；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第22条の§３、同編第Ⅵ章第４条及び同編第Ⅳ章第45条は、必要な変更を施して適用できる。 

    それらの公務員たちはその管理する会計について支出の処理は全く行うことができない。 

    現金化された諸収入は定期的に、少なくとも２週間ごとに基礎自治体収入役に支払われ、会計年度の最終の支払は12月最終平

日に行われる。 

    それぞれの支払時に、特殊公務員は基礎自治体収入役に予算の繰入、支払額及び借りのある相手方の詳細な一覧表を手渡す。 

    特殊公務員の諸会計報告は、証拠書類を添えて（基礎自治体理事会）の検査及び検印を受ける。 

    それらは次いで全ての証拠書類とともに予算報告に添付されるために基礎自治体収入役に手渡される。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§２の第１段落は、必要な変更を施して特殊公務員に適用できる；（基礎自治体理事会）が欠損を確

認したときは、必要な変更を施して同第42条§３及び§４の第１段落の２、５及び６に従って処理される。 

 §2. その専属責任の下で、（基礎自治体理事会）は、一定の特殊公務員たちに、徴収される税が確定されているときに、その職務

の遂行に付随している限り、現金での税の徴収を担当させることができる。 

    これらの公務員たちは§１の対象となる特殊公務員たちに課された義務を負わされることはない。 

    これらの公務員たちは毎日か若しくは短い間隔でその徴収した全額を自らに与えられた指示に従って予算項目により細かく覆

われた状態で裏付けられて基礎自治体の収入役に支払う。 

第45条 

 §1. 管理を終了する会計報告は、収入役若しくは本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第44条§１の対象となる特殊公務員がその職務の遂行を最終的

に辞めたとき及び同章第22条§３の第５段落及び第24条の第２段落の対象となる場合に作成される。 

 §2. 地方収入役若しくは特殊公務員の管理を終了する会計報告は、必要があればその所見を、又は死亡の場合はその承継人の所見

を添えて、（基礎自治体理事会）により、会計係が欠損を放棄するか若しくは確定する決定をして表明する基礎自治体議会に提

出される。 

    地方収入役の管理を終了する会計報告がそれにより最終的に確定される決定は、会計係に、又は死亡の場合にはその承継人に

（基礎自治体理事会）の処置により、必要があれば、欠損を精算する勧告を添えて、封書にして書留郵便で通知される。 

 §3. 知事は、指定された期限内にその所見を送るよう依頼された基礎自治体議会に会計報告を転送した後で、地域圏収入役の管理

を終了する会計報告並びに欠損を放棄するか若しくは確定するかの宣告を決定する。 

    知事は、その決定を封書にして書留郵便で収入役に、又は死亡の場合はその承継人に連絡が付けば必要に応じて通知する。 

 §4. 管理を終了する会計報告を最終的に確定し最終的に会計係に表明する決定は当然の権利としての保証金の返却の剥奪を免除す

る。 

 §5. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４は会計係が欠損を精算するよう勧告されるときに適用できる。 

第46条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条第１段落の諸規定にもかかわらず、場合により、以下のものは、貸付の開設の法規及び規制に関する

1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関のために基礎自治体の名義で開設された口座に直接払い

込める： 

   １º 国税収益についてはもとより、基礎自治体のための国法、地域圏法、共同体法により設けられた基金のその割当額； 

   ２º 国営事業により徴収される基礎自治体の課税収益； 

   ３º 国、共同体、地域圏法及び県から基礎自治体に無償で与えられる補助金、基礎自治体の支出への介在並びに一般に金額の全

体。 
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 第１段落の対象となる金融機関は、基礎自治体の名義で開設している口座を一つ乃至幾つか有していて、この自治体がそれらに対し

て負っている返済期限のきた負債の総額を職責により徴収する権限を与えられる。 

第47条 俸給、県・地方公務員国家社会保障事務所と提携している基礎自治体公務員年金制度に予定されている年金に対する雇用者分

担金の補填、地域圏収入役の分担金や雇用の経費を含む経費の全ては、全ての経費と併せて、地域圏収入役により連絡が取られてい

る同一県の全公務員たちにより分担されている。 

 これらの諸経費は政府により決められる割合で県知事により配分される。 

 それらは場合により貸付の開設の法規と規制に関する1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関の

不確定な介在を得て、地域圏の会計のために行われる全ての収入への各基礎自治体の分担金を徴収する地域圏により精算される。 

 俸給の分担のために、この天引きは政府が決めた方法の毎月の前払いの形で行われる。 

 年金の資金調達に予定される雇用者分担及び個人の払込は、地域圏により県・地方公務員国家社会保障事務所から、俸給の支払に責

任のある公共機関を介して支払月の間に支払われる。但し、特定の基礎自治体の固有の会計のためになされる支出はその負担となる。 

第48条 加えて、それは、政府の行政命令により、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第49条により地域圏により責任を負われる危険に対して保証する

ことになる毎年の掛金を関係基礎自治体の負担にすることができる。この掛金は実収入に比例して関係基礎自治体間に配分される。 

 掛金の総額は、いかなる場合にも、危険の範囲に責任を負うと見なされる必要性、並びに収入役により提示される実質的な個人の保

証を超えることはできない。必要ならば、掛金は減額が黒字により形成される積立金の高さにより正当化されるときには適正な金額

に減額される。 

第49条 

 §1. 地域圏収入役たちは知事若しくは委任された郡長の権限下でその職務を遂行する。 

    地域圏は、関係基礎自治体に関して、その会計係の管理責任を負う。 

 §2. 暦年の各四半期内の少なくとも一度は地域圏収入役の手持ち現金が知事により検査され、知事は検査の調書を作成するが、そ

れにはその所見並びに収入役により作成された所見が述べられ、そのどちらからも署名される；知事はこの調書を基礎自治体議

会に通知する。 

    同時にその管轄の基礎自治体の全てについて地域圏収入役の手持ち現金、並びに自らが責任を持っているその他の公的な手持

ち現金の検査が行われる。 

    地域圏収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて知事と（基礎自治体理事会）に直ちに通報する；知事は直ち

に第１段落に従って手持ち現金の検査を行う；検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

    知事は、指定された期限内にその所見を知らされた基礎自治体議会の要求を入手した後で、収入役が（基礎自治体理事会）に

その写しを手渡した書留郵便の書簡で収入役に基礎自治体の金庫に以下の金額を払い込むよう勧告する： 

   １º 第３段落の対象となる場合に、知事が、収入役が盗難若しくは紛失の全額若しくは一部に責任を負わなければならないと評

価したときは知事がその責任を取る結果として決定する欠損総額に相当する合計額； 

   ２º 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたその他の場合は欠損

総額に相当する合計額。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４が適用できる。 

第Ⅴ章 兼職禁止及び利害の抵触 

第１条 以下の者は基礎自治体議会の一員にはなれない（基礎自治体理事会にも ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の１º）： 

   １º 県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の長官と副長官及びフラーデレン・ブラバン県の副知事； 

   ２º 県理事会構成員及びブリュッセル制度に関する1989年１月12日の国法第83条の５の§２により構成される理事会の構成員； 

   ３º 県事務総長たち； 

   ４º 郡長たち； 

   ５º 軍隊に招集されている予備役を除く現役の軍人たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の２º）； 

   ６º 義勇消防団員を除く基礎自治体の職員の一員若しくは補助金乃至俸給を受けている者全員； 

   ７º その権限が、森林監視員制度に従属し自らがそこでのその職務に従事したい基礎自治体に所有される林地に展開されるとき

の森林管理作業員； 

   ８º 欧州連合の他の構成国の下にある地方自治体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長の職に相当する職務若しくは任務に従

事する者全員。政府は大雑把な一覧表を作成する； 

  （９º 司法裁判機構の上級裁判所、下級裁判所、検察庁の構成員たち及び事務総長たち； 

   10º 国務院判事たち； 

   11º 基礎自治体の管轄する公共社会福祉センターの書記たち及び収入役たち ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の３º）。 

 第１段落の１º（11ºまで ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の４º）の諸規定は又、これらの諸規定の対象とされるものに相当す

る職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適用できる。 

第２条 （第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条の対象となる兼職禁止以外にも、以下の者は基礎自治体理事会の構成員になれない： 
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   １º 宗教の聖職者及び非聖職者代表； 

   ２º その区域若しくは管轄の一部となっている基礎自治体の政府による承認の例外のない財務管理公務員； 

   ３º 基礎自治体の書記若しくは収入役の配偶者若しくは合法的同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の１º）。 

 これらの諸規定は又、助役の職務に関するこれ（のために ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の２º）これらの諸規定の対象とさ

れる者に相当する職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適

用できる。 

第３条 議会の構成員たちは、２親等までの親族若しくは姻族であってはならないし、結婚（若しくは法定同棲 ― 2005年12月８日の

地域圏法第20条の１º）の絆により結ばれてはならない。この親等の親族若しくは姻族（、２人の配偶者若しくは２人の法定同棲者 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の１º）が同じ選挙で選ばれた場合には、優先順位はこれらの候補者たちに割り当てられた議

席名簿への配分を決定している当選基数の重要度により決められる。 

 禁止された親等の二人の親族若しくは姻族（、二人の配偶者若しくは二人の法定同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の２º）

が、現職議員、その他の補欠議員に選ばれた場合には、議席占有禁止は、その空席がその親族、姻族若しくは配偶者の選挙の前に占

有していたと訴えない限り、この後者について異議申立するしかない。 

 空席が占有されていたと訴える補欠者間では、優先権は空席の有無よりは重要の順番で決められる。 

 夫婦が２親等までの者たちの間の親族である者たちは同時に住民1,200人以上の基礎自治体の基礎自治体議会の一員となることはで

きない。 

 議会の構成員たちの間に後日生じた姻戚関係はその職務の解任をもたらさない。それは議会の構成員間の結婚（若しくは法定同棲 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の３º）についても同様にもたらさない。 

 姻戚関係は個人の死亡によりそれが生じた権利移譲によって解消したと見なされる。 

 長及び助役たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の４º）は３親等までの親族若しくは姻族であってはならない。 

第４条 一方での書記及び収入役の職務と、他方での長、助役、基礎自治体議会の構成員との間には兼職禁止がある。 

 但し、住民1,000人以下の基礎自治体については、知事は、いかなる場合にも同一自治体内での収入役の職と兼職できない長以外は、

これらの職務の兼職を認めることができる。 

 本条の対象となる兼職の承認はいつでも取り消すことができる。 

第５条 兼職禁止の原因が続く限り、議員の職務との兼職が禁止されている職務に従事し、基礎自治体の俸給若しくは補助金を受ける

理由のある企業に参加するか若しくは専門的職業又は職業に従事する基礎自治体議員に選挙される候補者が{就任の}宣誓をするのは

認められない。 

 （基礎自治体理事会）が送る勧告の期限の月の内に兼職禁止の職務を辞任するか又は基礎自治体により与えられる俸給若しくは補助

金を断念しない選挙された候補者は与えられた職務を受け入れなかったものと見なされる。 

第６条 その任務との兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体の俸給若しくは補助金であろうと承諾する基礎自治体議員は何人も、

（基礎自治体理事会）が送る勧告の期限から15日以内に、兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体により与えられる俸給若しくは補

助金であろうと断念しない場合は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条に従って議会の一員になるのを辞める。 

第７条 （第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条及び６条の対象となる兼職禁止を引き起こした性質の事実を確認した理事会は、議会に通

知し直ちにこの事実を政府に伝える。 

 政府は、前段落によるか若しくは職責で把握し、受領証と引き替えに、兼職禁止を引き起こした性質の事実の通知を当事者に渡す。 

 前段落の対象となる通知の受領後遅くとも８日で、要求がなされれば、当事者に聴聞をした後で、必要ならばその選択をした議会と

一緒に、政府若しくはその代表は正当な決定において資格剥奪を確認する。この決定は政府の処置により関係議会と議会に通知する

理事会の構成員たちに通知される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日以

内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第21条）。 

第８条 同一基礎自治体内では書記と収入役の職務の間に兼職禁止がある。 

 但し、暫定的に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºに反して、住民5,000人以下を数える基礎自治体については、県知事の

承認により、書記と収入役の職務は兼職することができる。 

 第２段落の予定される場合には、収入役の職務に与えられる俸給は半分に減額される。 

 収入役の職務が基礎自治体の書記の職務と兼職されている基礎自治体においては、その経費は（基礎自治体理事会）の会議で支出命

令が出される。支払命令は会議の出席構成員全員により署名される。 

 構成員の誰か一人がそれを拒否した場合には、命令は管轄の郡長に付託され、その署名により執行力が付与される。 

 ２週間ごとに、書記 ― 収入役は管轄郡長に発せられた命令の全ての記録を届けることになる。 

第９条 県知事及び郡長の被用者たちは地方の基礎自治体の書記若しくは収入役の職務に従事することはできない。 

第10条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条の対象となる禁止に加えて、議会（及び理事会 ― 2005年12月８日の地域圏法第22条）の全員には以

下のものが禁止される： 

   １º 基礎自治体のための何らかの業務、税の徴収、調達若しくは何らかの入札への直接若しくは間接に参加する； 
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   ２º 基礎自治体を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加する。 

     無報酬でなければ、同じ資格で、基礎自治体の利益になる何らかの係争事件において弁護し、意見を述べるか出席すること

はできない； 

   ３º 懲罰事項に職員の相談役として参加する； 

   ４º 基礎自治体の交渉若しくは協議委員会に組合組織の代表若しくは専従として参加する。 

 前述の諸規定は書記たちにも適用できる。 

第Ⅵ章 宣 誓 

第１条 

 （§1. 基礎自治体議員たち及び第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼の置ける人物たち、及び基礎自治体理事会の構

成員たちは職務に就く前に以下の宣誓を行う： 

  《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 §2. この宣誓は公開議場で行われる。 

    基礎自治体議員たちは議会議長の掌中で宣誓する。 

    多数派協定の採択後に、長の候補者は議会議長の掌中で宣誓する。 

    採択された多数派協定の中にその名前が記載されている長が在任中の場合には、その長は在任中の第１助役の掌中で宣誓する。 

    助役たちはその就任に先立って長の掌中で宣誓する ― 2005年12月８日の地域圏法第23条）。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条により任命された受任者たちが、宣誓をするために引き続き再度の招集令状を受理した後、正当な理

由なしに欠席し、この手続を満たした場合は、辞職したものと見なされる。 

第３条 就任する前に、書記は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった書記は、その任命

を諦めたものと見なされる。 

第４条 就任する前に、地方収入役は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった収入役は、その任

命を諦めたものと見なされる。 

第５条 地域圏収入役は知事の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

第Ⅲ編 基礎自治体当局の法令 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体当局の法令は、それらの当局にその執行を担当させられる地域圏及び共同体の法、規則及び命令を含めることはで

きない。 

第Ⅱ章 議事録の作成 

第１条 書記は基礎自治体議会と（基礎自治体理事会）の会議を補佐する。 

 書記は議事録を作成しその転写を確認する。 

 確認された議事録は長と書記により署名される。 

 基礎自治体議会の議事録の署名は基礎自治体議会によるその可決の後１か月以内に行われる。 

第２条 議事録は、年代順に、討議された対象並びにそれについて議会が決定に至らなかった全ての項目について留保された結果を記

載する。 

第３条 議会と（基礎自治体理事会）の規則及び条例、布告、基礎自治体の議事録及び書簡は長により署名され書記により連署される。 

第４条 長は書面により一定の文書の署名を（基礎自治体理事会）の構成員の一人乃至複数人に委任することができるが、この委任は

いつでも撤回することができる。 

 委任の記載事項は委任の権限を有する助役の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第５条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体の公務員の一人乃至複数人に一定の文書の連署を委任することを書記に許可できる。 

 この委任は書面で行われる；基礎自治体理事会はその直後の会議で報告を受ける。 

 委任の記載事項はその署名する文書の全ての上に委任された公務員の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第Ⅲ章 法令の公布 

第１条 基礎自治体議会、（基礎自治体理事会）及び長の規則及び条例は、この最後の者{長}により、規則若しくは条例の目的が表示

される掲示の方法で、それがそれにより採択される決定と、万一の場合には、監督庁の決定の日に公布される。 

 掲示は同様に規則若しくは条例の本文を一般公衆が閲覧できる一つ乃至複数の場所を記載する。 

第２条 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる規則及び条例は、別の措置が執られなければ掲示の方法による公布の日の後５日で施行

となる。 
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   １º 宗教の聖職者及び非聖職者代表； 

   ２º その区域若しくは管轄の一部となっている基礎自治体の政府による承認の例外のない財務管理公務員； 

   ３º 基礎自治体の書記若しくは収入役の配偶者若しくは合法的同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の１º）。 

 これらの諸規定は又、助役の職務に関するこれ（のために ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の２º）これらの諸規定の対象とさ

れる者に相当する職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適

用できる。 

第３条 議会の構成員たちは、２親等までの親族若しくは姻族であってはならないし、結婚（若しくは法定同棲 ― 2005年12月８日の

地域圏法第20条の１º）の絆により結ばれてはならない。この親等の親族若しくは姻族（、２人の配偶者若しくは２人の法定同棲者 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の１º）が同じ選挙で選ばれた場合には、優先順位はこれらの候補者たちに割り当てられた議

席名簿への配分を決定している当選基数の重要度により決められる。 

 禁止された親等の二人の親族若しくは姻族（、二人の配偶者若しくは二人の法定同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の２º）

が、現職議員、その他の補欠議員に選ばれた場合には、議席占有禁止は、その空席がその親族、姻族若しくは配偶者の選挙の前に占

有していたと訴えない限り、この後者について異議申立するしかない。 

 空席が占有されていたと訴える補欠者間では、優先権は空席の有無よりは重要の順番で決められる。 

 夫婦が２親等までの者たちの間の親族である者たちは同時に住民1,200人以上の基礎自治体の基礎自治体議会の一員となることはで

きない。 

 議会の構成員たちの間に後日生じた姻戚関係はその職務の解任をもたらさない。それは議会の構成員間の結婚（若しくは法定同棲 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の３º）についても同様にもたらさない。 

 姻戚関係は個人の死亡によりそれが生じた権利移譲によって解消したと見なされる。 

 長及び助役たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の４º）は３親等までの親族若しくは姻族であってはならない。 

第４条 一方での書記及び収入役の職務と、他方での長、助役、基礎自治体議会の構成員との間には兼職禁止がある。 

 但し、住民1,000人以下の基礎自治体については、知事は、いかなる場合にも同一自治体内での収入役の職と兼職できない長以外は、

これらの職務の兼職を認めることができる。 

 本条の対象となる兼職の承認はいつでも取り消すことができる。 

第５条 兼職禁止の原因が続く限り、議員の職務との兼職が禁止されている職務に従事し、基礎自治体の俸給若しくは補助金を受ける

理由のある企業に参加するか若しくは専門的職業又は職業に従事する基礎自治体議員に選挙される候補者が{就任の}宣誓をするのは

認められない。 

 （基礎自治体理事会）が送る勧告の期限の月の内に兼職禁止の職務を辞任するか又は基礎自治体により与えられる俸給若しくは補助

金を断念しない選挙された候補者は与えられた職務を受け入れなかったものと見なされる。 

第６条 その任務との兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体の俸給若しくは補助金であろうと承諾する基礎自治体議員は何人も、

（基礎自治体理事会）が送る勧告の期限から15日以内に、兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体により与えられる俸給若しくは補

助金であろうと断念しない場合は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条に従って議会の一員になるのを辞める。 

第７条 （第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条及び６条の対象となる兼職禁止を引き起こした性質の事実を確認した理事会は、議会に通

知し直ちにこの事実を政府に伝える。 

 政府は、前段落によるか若しくは職責で把握し、受領証と引き替えに、兼職禁止を引き起こした性質の事実の通知を当事者に渡す。 

 前段落の対象となる通知の受領後遅くとも８日で、要求がなされれば、当事者に聴聞をした後で、必要ならばその選択をした議会と

一緒に、政府若しくはその代表は正当な決定において資格剥奪を確認する。この決定は政府の処置により関係議会と議会に通知する

理事会の構成員たちに通知される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日以

内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第21条）。 

第８条 同一基礎自治体内では書記と収入役の職務の間に兼職禁止がある。 

 但し、暫定的に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºに反して、住民5,000人以下を数える基礎自治体については、県知事の

承認により、書記と収入役の職務は兼職することができる。 

 第２段落の予定される場合には、収入役の職務に与えられる俸給は半分に減額される。 

 収入役の職務が基礎自治体の書記の職務と兼職されている基礎自治体においては、その経費は（基礎自治体理事会）の会議で支出命

令が出される。支払命令は会議の出席構成員全員により署名される。 

 構成員の誰か一人がそれを拒否した場合には、命令は管轄の郡長に付託され、その署名により執行力が付与される。 

 ２週間ごとに、書記 ― 収入役は管轄郡長に発せられた命令の全ての記録を届けることになる。 

第９条 県知事及び郡長の被用者たちは地方の基礎自治体の書記若しくは収入役の職務に従事することはできない。 

第10条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条の対象となる禁止に加えて、議会（及び理事会 ― 2005年12月８日の地域圏法第22条）の全員には以

下のものが禁止される： 

   １º 基礎自治体のための何らかの業務、税の徴収、調達若しくは何らかの入札への直接若しくは間接に参加する； 
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   ２º 基礎自治体を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加する。 

     無報酬でなければ、同じ資格で、基礎自治体の利益になる何らかの係争事件において弁護し、意見を述べるか出席すること

はできない； 

   ３º 懲罰事項に職員の相談役として参加する； 

   ４º 基礎自治体の交渉若しくは協議委員会に組合組織の代表若しくは専従として参加する。 

 前述の諸規定は書記たちにも適用できる。 

第Ⅵ章 宣 誓 

第１条 

 （§1. 基礎自治体議員たち及び第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼の置ける人物たち、及び基礎自治体理事会の構

成員たちは職務に就く前に以下の宣誓を行う： 

  《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 §2. この宣誓は公開議場で行われる。 

    基礎自治体議員たちは議会議長の掌中で宣誓する。 

    多数派協定の採択後に、長の候補者は議会議長の掌中で宣誓する。 

    採択された多数派協定の中にその名前が記載されている長が在任中の場合には、その長は在任中の第１助役の掌中で宣誓する。 

    助役たちはその就任に先立って長の掌中で宣誓する ― 2005年12月８日の地域圏法第23条）。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条により任命された受任者たちが、宣誓をするために引き続き再度の招集令状を受理した後、正当な理

由なしに欠席し、この手続を満たした場合は、辞職したものと見なされる。 

第３条 就任する前に、書記は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった書記は、その任命

を諦めたものと見なされる。 

第４条 就任する前に、地方収入役は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった収入役は、その任

命を諦めたものと見なされる。 

第５条 地域圏収入役は知事の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

第Ⅲ編 基礎自治体当局の法令 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体当局の法令は、それらの当局にその執行を担当させられる地域圏及び共同体の法、規則及び命令を含めることはで

きない。 

第Ⅱ章 議事録の作成 

第１条 書記は基礎自治体議会と（基礎自治体理事会）の会議を補佐する。 

 書記は議事録を作成しその転写を確認する。 

 確認された議事録は長と書記により署名される。 

 基礎自治体議会の議事録の署名は基礎自治体議会によるその可決の後１か月以内に行われる。 

第２条 議事録は、年代順に、討議された対象並びにそれについて議会が決定に至らなかった全ての項目について留保された結果を記

載する。 

第３条 議会と（基礎自治体理事会）の規則及び条例、布告、基礎自治体の議事録及び書簡は長により署名され書記により連署される。 

第４条 長は書面により一定の文書の署名を（基礎自治体理事会）の構成員の一人乃至複数人に委任することができるが、この委任は

いつでも撤回することができる。 

 委任の記載事項は委任の権限を有する助役の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第５条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体の公務員の一人乃至複数人に一定の文書の連署を委任することを書記に許可できる。 

 この委任は書面で行われる；基礎自治体理事会はその直後の会議で報告を受ける。 

 委任の記載事項はその署名する文書の全ての上に委任された公務員の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第Ⅲ章 法令の公布 

第１条 基礎自治体議会、（基礎自治体理事会）及び長の規則及び条例は、この最後の者{長}により、規則若しくは条例の目的が表示

される掲示の方法で、それがそれにより採択される決定と、万一の場合には、監督庁の決定の日に公布される。 

 掲示は同様に規則若しくは条例の本文を一般公衆が閲覧できる一つ乃至複数の場所を記載する。 

第２条 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる規則及び条例は、別の措置が執られなければ掲示の方法による公布の日の後５日で施行

となる。 
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 これらの規則及び条例の公布の事実並びに日付は、政府の命令により決められる形式で、特にこれの施行に責任を持つ記録簿の注釈

により確認される。 

第３条 これからは、掲示若しくは宣言の方法により公布されなかったという理由で、1888年１月14日以前の規則及び条例の合法性に

異議を唱えることは禁じられることになろう。 

第Ⅳ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 

 §1. 基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第30条、第31条及び第

36条の対象となる事項について基礎自治体の住民の意向を求める決定をすることができる。 

    住民から出された発議は少なくとも以下により支持されなければならない： 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §2. {前述の}事項に連結する諸規定に従って基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、

基礎自治体警察条例を対象とする基礎自治体新法第119条、第121条及び第135条の§２の対象となる事項について基礎自治体の

住民の意向を求める決定をすることができる。 

第２条 基礎自治体住民の発議への意向を聞く仕組みの請求は全て書留郵便で（基礎自治体理事会）に送られなければならない。 

 その請求には理由書と基礎自治体議会に情報を伝える性質の文書が付け加えられる。 

第３条 基礎自治体により交付される書式により申し立てられて、基礎自治体名と刑法第196条の写しに加えて、以下の記載事項を含

む限り受理できる： 

   １º 提案される投票の対象となる問題若しくは諸問題； 

   ２º 請求署名人各自の姓、名、誕生日及び住所； 

   ３º 住民投票を請求する発議に参加する者たちの姓、名、誕生日及び住所。 

第４条 請求を受理したら直ちに（基礎自治体理事会）は請求が十分な有効署名数により支持されているかどうかを審査する。 

 （基礎自治体理事会）はこの審査のときに以下のものを抹消する： 

   １º 二重署名； 

   ２º 第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅵ章第５条§１に決められた諸条件を満たしていない者たちの署名； 

   ３º 身元確認できるだけの十分なものを示せなかった者たちの署名。 

 有効署名数に達したときに審査は終了する。この場合、基礎自治体議会は住民投票を準備する。 

第５条 

 §1. 住民投票を請求するかその参加者になるためには以下のことが必要である： 

   １º 基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されている； 

   ２º 16歳の年齢に達している； 

   ３º 有罪判決か又は基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び掛けられている対象で選挙権の剥奪か若しくは停止を伴う決定の対

象となっていないこと。 

 §2. 住民投票を請求できるためには、§１に予定された諸条件を請求開始時までに併せ有していなければならない。 

    住民投票に参加できるためには、§１の２º及び３ºに予定された諸条件を投票日に併せ有していなければならないし、住民投

票への参加者の名簿が確定される期限までに§１の１ºに予定された条件が存在していなければならない。 

    前述の名簿が確定された日以後に、有罪判決か又は選挙権の剥奪であれ停止であれ、基礎自治体の各選挙で投票するのに必要

とされるものについて剥奪される決定の対象となっている参加者たちは、投票の日までにこれと同様当然に前述の名簿から削除

される。 

 §3. 選挙法第13条は§１に規定された諸条件を満たした類の者全てに対して適用する。ベルギー国民でない者について並びに18歳

以下のベルギー人については、もはや上告が受け入れられない有罪か若しくは強制収容の場合には、上級裁判所及び下級裁判所

の検察官たちの発案で通告書が発せられ、基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び出されている者を訴追する宣告がなされてい

る場合には選挙権の剥奪か停止を伴うことになる。 

    仮に通告書が住民投票に参加する者の名簿が確定されてしまった後に発せられたならば、当事者はこの名簿から削除される。 

 §4. 投票の30日前に（基礎自治体の理事会は）住民投票参加者たちの名簿を作成する。 

    この名簿上では以下のことが繰り返される： 

   １º 上述の日までに基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されていて§１に予定されている参加のその他の諸条件を満た

している者たち； 
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   ２º この日と投票日との間に16歳に達するはずの参加者たち； 

   ３º 選挙権の停止が投票の確定される日までに終了するか終了すると思われる者たち。 

    参加の諸条件を満たす各人については、参加者名簿は姓、名、誕生日、性別及び主たる住所を記載する。その名簿は基礎自治

体の地区が必要な場合には参加者たちのアルファベット順でも街路の地理上の順序でも連続した番号付けに従って作成される。 

 §5. 住民投票への参加は義務ではない。 

    各参加者は投票権を有する。 

    投票は秘密である。 

    住民投票は日曜日にしか行うことができない。参加者たちは８時から13時まで投票が認められる。13時前に投票所にいた者は

その後投票が認められる。 

 §6. 少なくとも以下の者が投票に参加していなければ開票には進めない。 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §7. 基礎自治体の住民投票に適用できる選挙法第147条の２の規定は、《選挙人》の語は《参加者》の語により置き換えられ、

《選挙人》及び《選挙人たち》の語はそのつど「参加者」及び《参加者たち》の語により、又《のための選挙》の語は《のため

の住民投票》の語によりそれぞれ置き換えられるものと解される。 

第６条 個人の問題及び基礎自治体の会計、予算、租税並びに給与に関する問題は投票の対象とはなりえない。 

 ｛前述の｝事項に連結する諸規定に従って、外国人の地区、滞留、施設及び隔離に関与する1980年12月15日の国法の第18条の２の適

用は投票の対象とはなりえない。 

 いかなる住民投票も県議会の改選のための有権者の通常の会合の前16か月の間は実施できない。さらに、いかなる住民投票も、下院、

上院、諸議会及び欧州議会の議員たちの直接選挙の前40日間は実施することができない。 

 基礎自治体の住民たちは６か月に１度、１立法期に多くても６度しか住民投票が行えない。基礎自治体議会の改選が延期されている

間は、同じ対象については唯１度の投票しか実施することができない。 

第７条 住民投票の実施請求は直後の（基礎自治体理事会）及び基礎自治体議会の議事録に記載される。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第４条の対象となる審査の終了後に記載が行われる。 

 理事会は、これがいかなる点についても請求を決定する権限がないことが明らかでなければ基礎自治体議会議事録への記載を行う義

務がある。 

 この問題に疑義があれば決定するのは基礎自治体議会である。 

第８条 住民投票の実施についての決定は全て明白な正当化の対象となる。 

 前段落は投票の対象となった問題に直接関係のある全ての決定にも同様に適用される。 

第９条 投票日の少なくとも１か月前に、基礎自治体当局は対象となる事項の住民投票の題目を紹介した小冊子を住民が自由に使える

ようにする。この小冊子はさらに本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第２条第２段落の対象となる理由を付した文書、並びに住民たちがそれについて

投票を求められる問題か諸問題を含む。 

第10条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第10条》と読む）{原文は第１部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章とあり誤植、以下第12条まで同じ}諸問題はこれに

対してイエスかノーで答えられるような方法で言い表されなければならない。 

第11条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第11条》と読む）政府は基礎自治体議会議員選挙のための本法第４部第１巻第Ⅱ編の対象となる手続に

類似した基礎自治体の住民投票の実施手続に関する特別諸規定を決める。 

第12条 （《第本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第12条》と読む）政府はそれに従って投票の結果が周知させられる様式を決める。 

第Ⅱ巻 基礎自治体の行政 
第Ⅰ編 基礎自治体の人事 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体新法の本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条、第２条、第３条及び第Ⅲ章第１条並びに第150条から第152条までは、教育につい

ての法律、勅令、規則及び命令に違反しない限り、憲法第24条の対象となる人事に適用できる。 

第Ⅱ章 行財政法規 

第１条 基礎自治体議会は以下を決める： 

   １º 基礎自治体公務員の募集と昇進の範囲及び諸条件； 

   ２º 本法第１部により又は教育立法の若干の諸規定を修正する1959年５月29日の国法により決められるものを除く財政法規及び

基礎自治体公務員の俸給表。 

 基礎自治体の職員たちの最終の任命のときは常に、当事者たちがその基礎自治体の区域にその住所及び実在の住宅を有して維持する

よう要求することができる。基礎自治体議会はその決定を正当化する。 

第２条 基礎自治体の公務員の財政上の地位及び俸給表は、基礎自治体の行政位階制内の公務員によって占められる地位を考慮に入れ
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 これらの規則及び条例の公布の事実並びに日付は、政府の命令により決められる形式で、特にこれの施行に責任を持つ記録簿の注釈

により確認される。 

第３条 これからは、掲示若しくは宣言の方法により公布されなかったという理由で、1888年１月14日以前の規則及び条例の合法性に

異議を唱えることは禁じられることになろう。 

第Ⅳ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 

 §1. 基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第30条、第31条及び第

36条の対象となる事項について基礎自治体の住民の意向を求める決定をすることができる。 

    住民から出された発議は少なくとも以下により支持されなければならない： 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §2. {前述の}事項に連結する諸規定に従って基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、

基礎自治体警察条例を対象とする基礎自治体新法第119条、第121条及び第135条の§２の対象となる事項について基礎自治体の

住民の意向を求める決定をすることができる。 

第２条 基礎自治体住民の発議への意向を聞く仕組みの請求は全て書留郵便で（基礎自治体理事会）に送られなければならない。 

 その請求には理由書と基礎自治体議会に情報を伝える性質の文書が付け加えられる。 

第３条 基礎自治体により交付される書式により申し立てられて、基礎自治体名と刑法第196条の写しに加えて、以下の記載事項を含

む限り受理できる： 

   １º 提案される投票の対象となる問題若しくは諸問題； 

   ２º 請求署名人各自の姓、名、誕生日及び住所； 

   ３º 住民投票を請求する発議に参加する者たちの姓、名、誕生日及び住所。 

第４条 請求を受理したら直ちに（基礎自治体理事会）は請求が十分な有効署名数により支持されているかどうかを審査する。 

 （基礎自治体理事会）はこの審査のときに以下のものを抹消する： 

   １º 二重署名； 

   ２º 第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅵ章第５条§１に決められた諸条件を満たしていない者たちの署名； 

   ３º 身元確認できるだけの十分なものを示せなかった者たちの署名。 

 有効署名数に達したときに審査は終了する。この場合、基礎自治体議会は住民投票を準備する。 

第５条 

 §1. 住民投票を請求するかその参加者になるためには以下のことが必要である： 

   １º 基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されている； 

   ２º 16歳の年齢に達している； 

   ３º 有罪判決か又は基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び掛けられている対象で選挙権の剥奪か若しくは停止を伴う決定の対

象となっていないこと。 

 §2. 住民投票を請求できるためには、§１に予定された諸条件を請求開始時までに併せ有していなければならない。 

    住民投票に参加できるためには、§１の２º及び３ºに予定された諸条件を投票日に併せ有していなければならないし、住民投

票への参加者の名簿が確定される期限までに§１の１ºに予定された条件が存在していなければならない。 

    前述の名簿が確定された日以後に、有罪判決か又は選挙権の剥奪であれ停止であれ、基礎自治体の各選挙で投票するのに必要

とされるものについて剥奪される決定の対象となっている参加者たちは、投票の日までにこれと同様当然に前述の名簿から削除

される。 

 §3. 選挙法第13条は§１に規定された諸条件を満たした類の者全てに対して適用する。ベルギー国民でない者について並びに18歳

以下のベルギー人については、もはや上告が受け入れられない有罪か若しくは強制収容の場合には、上級裁判所及び下級裁判所

の検察官たちの発案で通告書が発せられ、基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び出されている者を訴追する宣告がなされてい

る場合には選挙権の剥奪か停止を伴うことになる。 

    仮に通告書が住民投票に参加する者の名簿が確定されてしまった後に発せられたならば、当事者はこの名簿から削除される。 

 §4. 投票の30日前に（基礎自治体の理事会は）住民投票参加者たちの名簿を作成する。 

    この名簿上では以下のことが繰り返される： 

   １º 上述の日までに基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されていて§１に予定されている参加のその他の諸条件を満た

している者たち； 
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   ２º この日と投票日との間に16歳に達するはずの参加者たち； 

   ３º 選挙権の停止が投票の確定される日までに終了するか終了すると思われる者たち。 

    参加の諸条件を満たす各人については、参加者名簿は姓、名、誕生日、性別及び主たる住所を記載する。その名簿は基礎自治

体の地区が必要な場合には参加者たちのアルファベット順でも街路の地理上の順序でも連続した番号付けに従って作成される。 

 §5. 住民投票への参加は義務ではない。 

    各参加者は投票権を有する。 

    投票は秘密である。 

    住民投票は日曜日にしか行うことができない。参加者たちは８時から13時まで投票が認められる。13時前に投票所にいた者は

その後投票が認められる。 

 §6. 少なくとも以下の者が投票に参加していなければ開票には進めない。 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §7. 基礎自治体の住民投票に適用できる選挙法第147条の２の規定は、《選挙人》の語は《参加者》の語により置き換えられ、

《選挙人》及び《選挙人たち》の語はそのつど「参加者」及び《参加者たち》の語により、又《のための選挙》の語は《のため

の住民投票》の語によりそれぞれ置き換えられるものと解される。 

第６条 個人の問題及び基礎自治体の会計、予算、租税並びに給与に関する問題は投票の対象とはなりえない。 

 ｛前述の｝事項に連結する諸規定に従って、外国人の地区、滞留、施設及び隔離に関与する1980年12月15日の国法の第18条の２の適

用は投票の対象とはなりえない。 

 いかなる住民投票も県議会の改選のための有権者の通常の会合の前16か月の間は実施できない。さらに、いかなる住民投票も、下院、

上院、諸議会及び欧州議会の議員たちの直接選挙の前40日間は実施することができない。 

 基礎自治体の住民たちは６か月に１度、１立法期に多くても６度しか住民投票が行えない。基礎自治体議会の改選が延期されている

間は、同じ対象については唯１度の投票しか実施することができない。 

第７条 住民投票の実施請求は直後の（基礎自治体理事会）及び基礎自治体議会の議事録に記載される。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第４条の対象となる審査の終了後に記載が行われる。 

 理事会は、これがいかなる点についても請求を決定する権限がないことが明らかでなければ基礎自治体議会議事録への記載を行う義

務がある。 

 この問題に疑義があれば決定するのは基礎自治体議会である。 

第８条 住民投票の実施についての決定は全て明白な正当化の対象となる。 

 前段落は投票の対象となった問題に直接関係のある全ての決定にも同様に適用される。 

第９条 投票日の少なくとも１か月前に、基礎自治体当局は対象となる事項の住民投票の題目を紹介した小冊子を住民が自由に使える

ようにする。この小冊子はさらに本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第２条第２段落の対象となる理由を付した文書、並びに住民たちがそれについて

投票を求められる問題か諸問題を含む。 

第10条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第10条》と読む）{原文は第１部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章とあり誤植、以下第12条まで同じ}諸問題はこれに

対してイエスかノーで答えられるような方法で言い表されなければならない。 

第11条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第11条》と読む）政府は基礎自治体議会議員選挙のための本法第４部第１巻第Ⅱ編の対象となる手続に

類似した基礎自治体の住民投票の実施手続に関する特別諸規定を決める。 

第12条 （《第本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第12条》と読む）政府はそれに従って投票の結果が周知させられる様式を決める。 

第Ⅱ巻 基礎自治体の行政 
第Ⅰ編 基礎自治体の人事 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体新法の本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条、第２条、第３条及び第Ⅲ章第１条並びに第150条から第152条までは、教育につい

ての法律、勅令、規則及び命令に違反しない限り、憲法第24条の対象となる人事に適用できる。 

第Ⅱ章 行財政法規 

第１条 基礎自治体議会は以下を決める： 

   １º 基礎自治体公務員の募集と昇進の範囲及び諸条件； 

   ２º 本法第１部により又は教育立法の若干の諸規定を修正する1959年５月29日の国法により決められるものを除く財政法規及び

基礎自治体公務員の俸給表。 

 基礎自治体の職員たちの最終の任命のときは常に、当事者たちがその基礎自治体の区域にその住所及び実在の住宅を有して維持する

よう要求することができる。基礎自治体議会はその決定を正当化する。 

第２条 基礎自治体の公務員の財政上の地位及び俸給表は、基礎自治体の行政位階制内の公務員によって占められる地位を考慮に入れ
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た、特に権限の重要度、責任の度合い並びに全般的な取組み方及び必要とされる専門性に従って決められる。 

第３条 基礎自治体の公務員は、連邦公共機関の職員と同じ条件で、以下の手当を受ける： 

 家庭住宅手当、家族手当、休暇賞与及び家族休暇賞与。 

第Ⅲ章 任 命 

第１条 基礎自治体議会は、本法が任命を決めていない公務員たちを任命する。議会はこの権限を以下の関係の者を除いて（基礎自治

体理事会）に委任することができる： 

   １º 基礎自治体の利益になるように特殊な職務を託す医師、外科医、産科医、及び獣医； 

   ２º 教育職員の成員たち。 

第Ⅳ章 禁 止 

第１条 基礎自治体議会は、事務職員、雇用人に、直接若しくは人を介してどのような営業にも従事したり、それに従事するのがその

職務と両立しないと見なされるどのような職にでも従事したりすることは禁じられる。 

 この禁止に違反の場合、懲罰が関係職員に課せられる。 

第Ⅴ章 懲戒制度 

第１条 本章の諸規定は、雇用契約により従事する職員と憲法第24条の対象となる職員を除き基礎自治体職員全員に適用できる。 

第２条 本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の対象となる懲罰は以下の理由で課せられる： 

   １º 職務専念義務違反； 

   ２º 職務の品位を傷つける不正行為； 

   ３º 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条、第38条、第39条及び第Ⅰ編第Ⅵ章第１条の対象となる禁止違反。 

第３条 以下の懲罰が基礎自治体職員たちに課せられる： 

   １º 比較的小さい懲戒 

      ― 警告 

      ― 戒告 

   ２º 比較的大きい懲戒 

      ― 減俸 

      ― 停職 

      ― 降格 

   ３º 最大の懲戒 

      ― 辞職 

      ― 免職 

第４条 減俸は俸給の３か月分を超えることはできない。 

 減俸は俸給総計の最大20％まで高められる。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第５条 停職罰は最大３か月の期間言い渡される。 

 停職罰はその間俸給の剥奪をもたらす。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第６条 降格は俸給表の低い若しくは位階制中で低い階級を占める等級の付与となる。 

 全ての場合に、降格に適用される等級は当事者が属する範囲の等級の位階制の等級内に存在しなければならない。 

 降格は基礎自治体の書記、書記補、地方収入役、地域圏収入役には適用されない。 

第７条 基礎自治体議会は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されている職

員に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の予定する懲罰を課することができる。 

 基礎自治体の書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に課せられる懲戒についての基礎自治体の書記の報告は必要ない。 

第８条 （基礎自治体理事会）は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されて

いる職員に、警告、戒告、減俸及び１か月を超えない期間についての停職の懲罰を課すことができる。 

 第１段落は書記、書記補、地方収入役及び特別会計係には適用されない。 

第９条 県知事は地域圏収入役に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条に記載された懲罰を課すことができる。 

第10条 いかなる懲罰も、職員たちが言い渡した当局によりその責任ありとされた行為の全てについて弁明の理由を聞かれていなけれ

ば、言い渡しすることはできない。 
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 手続の進行中は、当事者は選んだ弁護人により支援を受けられる。 

第11条 聴聞の前に、懲戒当局は懲戒の一件書類を作成する。 

 懲戒の一件書類は責任ありとされた行為に関係のある全ての書類からなる。 

第12条 出頭の12平日前に、当事者は、書留郵便の書簡によるか、受領書と引替えの召喚状の配達により聴聞のために召喚される。 

 召喚状は以下のことを記載しなければならない： 

   １º 責任ありとされた全ての行為； 

   ２º 懲罰が予想され一件書類が作成された行為； 

   ３º 聴聞の場所、日及び時間； 

   ４º 当事者のその選んだ弁護人により支援される権利； 

   ５º 懲罰の一件書類が閲覧できる場所及び期間；  

   ６º 当事者が基礎自治体議会に出頭しなければならないならば、聴聞の公開を要求することができる権利； 

   ７º 当事者がこの聴聞の公開と同様に証人の聴聞を要求する権利。 

第13条 出頭を手配している懲戒当局に出頭する召喚から当事者及びその弁護人は一件書類を参照し、願えば書面により弁明の理由を

懲戒当局に通告できる。 

第14条 聴聞の調書が作成され、それには聴聞された職員の宣言が正確に再現される。 

 調書が聴聞の最後に作成されれば、直ちに読み上げられ当事者は署名するよう促される。 

 調書が聴聞の後に作成されれば、当事者は聴聞から８日以内に署名する催促と一緒に通知される。 

 いずれの場合にも、署名のときに、当事者は、署名を拒否する場合には、言及される留保条件を表明することができる。 

 当事者が書面で聴聞されるのを放棄しているか若しくは聴聞に出席しない場合には、聴聞当局は、場合に応じて、放棄か若しくは不

出頭の調書を作成する。 

 聴聞、放棄若しくは不出頭の調書は、本法により必要とされる手続行為とそれらのいずれもが完了した旨の記載とを含む。 

第15条 懲戒当局は、職権でか又は当事者若しくは弁護人の要求で証人の聴聞を決定することができる。 

 この場合には、証人の聴聞は当事者の面前で行われ、この後者｛当事者｝が要求して懲戒当局がそれを承諾すれば公開される。 

 証人は公開での聴聞に反対することができる。 

第16条  

 §1. 懲戒当局自体は、課せられるべき懲罰について、最終聴聞終了、放棄若しくは不出頭か２か月以内に言い渡すことができる。 

    上述の期限内に決定が行われなかった場合は、懲戒当局は当事者に責任ありとされた行為についての追及を断念したと見なさ

れる。 

 §2. 全ての会議の最中出席しなかった基礎自治体議会又は長及び助役の理事会の構成員たちは、審議に加われないし、言い渡され

る懲戒措置の投票にも参加することはできない。 

 §3. 懲罰を課す決定は正式に正当化される。 

第17条 基礎自治体が懲罰を課する権限を持っている場合は、聴聞は当事者が要求するときは公開で行われる。 

第18条 正当化された決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引き替えの配達によってであれ通知される。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。同じ行為についての上述の懲戒は始められない。 

 決定通知は国法により若しくは勅令により予定された上訴及びそれがそのときまでに実行される期限が記載される。 

第19条 その執行は別として、警告、戒告及び減俸は職員たちの個人的な一件書類は、期限が以下に決められた期間の前に職権で抹消

される： 

   １º 警告については１年； 

   ２º 戒告については18か月； 

   ３º 減俸については３年。 

 その執行は別として、停職と降格の懲罰は、当事者の要求で、課した当局により以下に決められた期間の前に抹消される： 

   １º 停職については４年； 

   ２º 降格については５年。 

 懲戒当局は、そのような拒否を正当化する余地のある新たな要因が現れない限り第２段落の対象となる抹消を拒否できない。 

 第１及び第２段落の対象となる期限は懲罰が言い渡された日から進行する。 

第20条 職員が刑罰若しくは懲戒追及の対象となりその在席が公共機関の利益と相容れないときは、関係者は命令措置として予防的に

休職させることができる。 

第21条 懲罰を課す権限のある当局はまた予防的休職を言い渡す権限もある。 

 第１段落により、基礎自治体議会と同様に（基礎自治体理事会）も書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に関する予防的休職を

言い渡す権限を有する。 

 （基礎自治体理事会）により言い渡された予防的休職は全て、基礎自治体議会によりその直後の会議で確認されない場合は、直ちに
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た、特に権限の重要度、責任の度合い並びに全般的な取組み方及び必要とされる専門性に従って決められる。 

第３条 基礎自治体の公務員は、連邦公共機関の職員と同じ条件で、以下の手当を受ける： 

 家庭住宅手当、家族手当、休暇賞与及び家族休暇賞与。 

第Ⅲ章 任 命 

第１条 基礎自治体議会は、本法が任命を決めていない公務員たちを任命する。議会はこの権限を以下の関係の者を除いて（基礎自治

体理事会）に委任することができる： 

   １º 基礎自治体の利益になるように特殊な職務を託す医師、外科医、産科医、及び獣医； 

   ２º 教育職員の成員たち。 

第Ⅳ章 禁 止 

第１条 基礎自治体議会は、事務職員、雇用人に、直接若しくは人を介してどのような営業にも従事したり、それに従事するのがその

職務と両立しないと見なされるどのような職にでも従事したりすることは禁じられる。 

 この禁止に違反の場合、懲罰が関係職員に課せられる。 

第Ⅴ章 懲戒制度 

第１条 本章の諸規定は、雇用契約により従事する職員と憲法第24条の対象となる職員を除き基礎自治体職員全員に適用できる。 

第２条 本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の対象となる懲罰は以下の理由で課せられる： 

   １º 職務専念義務違反； 

   ２º 職務の品位を傷つける不正行為； 

   ３º 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条、第38条、第39条及び第Ⅰ編第Ⅵ章第１条の対象となる禁止違反。 

第３条 以下の懲罰が基礎自治体職員たちに課せられる： 

   １º 比較的小さい懲戒 

      ― 警告 

      ― 戒告 

   ２º 比較的大きい懲戒 

      ― 減俸 

      ― 停職 

      ― 降格 

   ３º 最大の懲戒 

      ― 辞職 

      ― 免職 

第４条 減俸は俸給の３か月分を超えることはできない。 

 減俸は俸給総計の最大20％まで高められる。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第５条 停職罰は最大３か月の期間言い渡される。 

 停職罰はその間俸給の剥奪をもたらす。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第６条 降格は俸給表の低い若しくは位階制中で低い階級を占める等級の付与となる。 

 全ての場合に、降格に適用される等級は当事者が属する範囲の等級の位階制の等級内に存在しなければならない。 

 降格は基礎自治体の書記、書記補、地方収入役、地域圏収入役には適用されない。 

第７条 基礎自治体議会は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されている職

員に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の予定する懲罰を課することができる。 

 基礎自治体の書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に課せられる懲戒についての基礎自治体の書記の報告は必要ない。 

第８条 （基礎自治体理事会）は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されて

いる職員に、警告、戒告、減俸及び１か月を超えない期間についての停職の懲罰を課すことができる。 

 第１段落は書記、書記補、地方収入役及び特別会計係には適用されない。 

第９条 県知事は地域圏収入役に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条に記載された懲罰を課すことができる。 

第10条 いかなる懲罰も、職員たちが言い渡した当局によりその責任ありとされた行為の全てについて弁明の理由を聞かれていなけれ

ば、言い渡しすることはできない。 
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 手続の進行中は、当事者は選んだ弁護人により支援を受けられる。 

第11条 聴聞の前に、懲戒当局は懲戒の一件書類を作成する。 

 懲戒の一件書類は責任ありとされた行為に関係のある全ての書類からなる。 

第12条 出頭の12平日前に、当事者は、書留郵便の書簡によるか、受領書と引替えの召喚状の配達により聴聞のために召喚される。 

 召喚状は以下のことを記載しなければならない： 

   １º 責任ありとされた全ての行為； 

   ２º 懲罰が予想され一件書類が作成された行為； 

   ３º 聴聞の場所、日及び時間； 

   ４º 当事者のその選んだ弁護人により支援される権利； 

   ５º 懲罰の一件書類が閲覧できる場所及び期間；  

   ６º 当事者が基礎自治体議会に出頭しなければならないならば、聴聞の公開を要求することができる権利； 

   ７º 当事者がこの聴聞の公開と同様に証人の聴聞を要求する権利。 

第13条 出頭を手配している懲戒当局に出頭する召喚から当事者及びその弁護人は一件書類を参照し、願えば書面により弁明の理由を

懲戒当局に通告できる。 

第14条 聴聞の調書が作成され、それには聴聞された職員の宣言が正確に再現される。 

 調書が聴聞の最後に作成されれば、直ちに読み上げられ当事者は署名するよう促される。 

 調書が聴聞の後に作成されれば、当事者は聴聞から８日以内に署名する催促と一緒に通知される。 

 いずれの場合にも、署名のときに、当事者は、署名を拒否する場合には、言及される留保条件を表明することができる。 

 当事者が書面で聴聞されるのを放棄しているか若しくは聴聞に出席しない場合には、聴聞当局は、場合に応じて、放棄か若しくは不

出頭の調書を作成する。 

 聴聞、放棄若しくは不出頭の調書は、本法により必要とされる手続行為とそれらのいずれもが完了した旨の記載とを含む。 

第15条 懲戒当局は、職権でか又は当事者若しくは弁護人の要求で証人の聴聞を決定することができる。 

 この場合には、証人の聴聞は当事者の面前で行われ、この後者｛当事者｝が要求して懲戒当局がそれを承諾すれば公開される。 

 証人は公開での聴聞に反対することができる。 

第16条  

 §1. 懲戒当局自体は、課せられるべき懲罰について、最終聴聞終了、放棄若しくは不出頭か２か月以内に言い渡すことができる。 

    上述の期限内に決定が行われなかった場合は、懲戒当局は当事者に責任ありとされた行為についての追及を断念したと見なさ

れる。 

 §2. 全ての会議の最中出席しなかった基礎自治体議会又は長及び助役の理事会の構成員たちは、審議に加われないし、言い渡され

る懲戒措置の投票にも参加することはできない。 

 §3. 懲罰を課す決定は正式に正当化される。 

第17条 基礎自治体が懲罰を課する権限を持っている場合は、聴聞は当事者が要求するときは公開で行われる。 

第18条 正当化された決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引き替えの配達によってであれ通知される。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。同じ行為についての上述の懲戒は始められない。 

 決定通知は国法により若しくは勅令により予定された上訴及びそれがそのときまでに実行される期限が記載される。 

第19条 その執行は別として、警告、戒告及び減俸は職員たちの個人的な一件書類は、期限が以下に決められた期間の前に職権で抹消

される： 

   １º 警告については１年； 

   ２º 戒告については18か月； 

   ３º 減俸については３年。 

 その執行は別として、停職と降格の懲罰は、当事者の要求で、課した当局により以下に決められた期間の前に抹消される： 

   １º 停職については４年； 

   ２º 降格については５年。 

 懲戒当局は、そのような拒否を正当化する余地のある新たな要因が現れない限り第２段落の対象となる抹消を拒否できない。 

 第１及び第２段落の対象となる期限は懲罰が言い渡された日から進行する。 

第20条 職員が刑罰若しくは懲戒追及の対象となりその在席が公共機関の利益と相容れないときは、関係者は命令措置として予防的に

休職させることができる。 

第21条 懲罰を課す権限のある当局はまた予防的休職を言い渡す権限もある。 

 第１段落により、基礎自治体議会と同様に（基礎自治体理事会）も書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に関する予防的休職を

言い渡す権限を有する。 

 （基礎自治体理事会）により言い渡された予防的休職は全て、基礎自治体議会によりその直後の会議で確認されない場合は、直ちに
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効力を失う。 

第22条 

 §1. 予防的休職は少なくとも４か月の期限について言い渡される。 

    刑罰追及の場合には、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第24条の対象となる手続の尊重と引替えに、刑罰追及の期間中少なくとも４か月間の

期間についてこの期間を延長することができる。 

 §2. 上述の期間中何らの懲罰も課されない場合には、予防的休職の効力は全く消滅する。 

第23条 職員が刑罰追及の対象となるとき又は懲戒追及の対象となるときは、予防的休職を言い渡す当局は俸給の留置き及び昇進の資

格剥奪を含む言い渡しを決定することができる。 

 俸給の留置きはその半分を超えることはできない。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第24条 予防的休職を言い渡すことができる前に、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第10条乃至第18条の対象となる手続に従って当事者に聴聞をする

のは当局の役目であるが、但し同第12条に決められた12平日の期限は５平日に短縮される。 

 極度に緊急の場合には、第１段落の対象となる手続に従って、決定の直前に、当局は直ちに予防的休職を言い渡すことができる。 

第25条 予防的休職を言い渡す決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引替えの配達によってであれ通知さ

れる。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。当局は同じ行為について予防的休職を言い渡すことはできない。 

第26条 全額の俸給が維持される予防的休職が懲罰に先行する場合には、これは言い渡される日に発効する。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、警告若しくは戒告が課せられる場合には、それはそれが言い渡される日

に発効する；予防的休職は撤回されたと見なされて留め置かれた俸給は当事者に払い戻される。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、俸給の留置き、休職、降格、辞職若しくは免職の懲罰が課せられる場合

には、可及的速やかにその休職の発効の日にその効果を生むことができる；休職中に留め置かれた俸給の総額は懲罰と連結した俸給

の損失額が差し引かれる；留め置かれた額が懲罰と連結した俸給の損失額以上であれば、当局は当事者に差額を払い戻す。 

第27条 懲戒当局はとがめるべき行為を確認するか若しくは認識した日の後６か月の期限満了後はもはや懲戒の追及を提起することは

できない。 

 同じ行為についての刑罰の追及の場合には、この期限は司法当局が懲戒当局に、最終決定が行われたか又は刑事手続が続けられない

旨通告した日から進行する。 

 懲戒当局の決定が国務院により破棄されるか若しくは監督庁により否認される場合には懲戒当局は、追及が提起されている期間が残

されている第１段落の対象となる期限の部分の間に国務院命令の通知若しくは監督庁の決定から懲戒の追及を取り戻すことができる。 

第Ⅵ章 特別法による人事 

第１条 戸籍吏の職務を果たす責任を負う長若しくは助役は、そのために、その命令の下で業務の要求に応じて、基礎自治体により給

与が支払われ、常にその雇用人の数及び給与を決定する議会に付託することなく任免する一人乃至複数の雇用人を持つことができる。 

第２条 一人乃至複数の戸籍担当雇用人が実在する基礎自治体においては、これらの雇用人たちの人数とそのそれぞれに付与される俸

給は、戸籍吏の意見を聞いた後でない限り基礎自治体議会により減額することはできない。 

第Ⅱ編 基礎自治体の財産管理 

第Ⅰ章 基礎自治体への贈与と遺贈及び基礎自治体内の公共施設 

第１条 生存中の行為によりなされる贈与はいつでも1931年７月12日の国法の諸規定により暫定的に受け入れられる。 

 埋葬権料は贈与とは見なされない。 

第２条 1939年11月30日の勅令第87号により修正され、1947年６月16日の国法により確認された1933年８月14日の勅令に抵触すること

なく、基礎自治体内に実在する公共施設及びこれらの施設に対してなされる寄付行為並びに遺贈に基づく個人の贈与が2,500ユーロ

を超える価値のときはその審議は基礎自治体議会及び県理事会の意見及び政府の認可に付される。 

 寄付若しくは遺贈の価値がこの金額を超えないときは県理事会の認可で足りる。この場合には、反対があれば行政手段により異議申

立をその日から８日以内に通知しなければならない。 

 その認可に対する異議申立は全て、遅くとも、この通知の後30日以内になされなければならない。 

 全体若しくは一部について認可を却下する場合は、異議申立は却下が基礎自治体当局に伝えられた日から30日以内になされなければ

ならない。 

 異議申立の場合は、政府により常に寄付若しくは遺贈の受入、削減、拒否についての裁定が下される。 

 生存者間の無償贈与は常に1931年７月12日の国法に従って暫定的に受け入れられる。 

第Ⅱ章 契 約 

第１条 議会は基礎自治体の財産及び権利の収益及び収入の賃貸料、小作料及びその他の全ての使用の諸条件を決める。 
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第２条 基礎自治体議会は、必要があれば、基礎自治体の賃借人若しくは小作人に対して、この者たちが法律の表現に従って若しくは

契約により要求する権利を有していても、この者たちが衡平の理由で願い出ても、この者たちが要求する減免を承認する。 

第３条 労働取引、調達若しくは業務の契約締結の方法を選択した議会は諸条件を決める。 

 議会は、そのために経常予算に計上された予算額の限界内で、基礎自治体の日常の管理に関する取引契約のために、この権限を（基

礎自治体理事会）に委任することができる。 

 不測の事態を引き起こす差し迫った緊急の場合には、（基礎自治体理事会）は第１段落の対象となる議会の権限の発動を行うことが

できる。その決定は基礎自治体議会に報告され、基礎自治体議会はその直後の会議のときに行為を確認する。 

第４条 （基礎自治体理事会）は手続を開始して取引契約を取得する。理事会は、その結果が10％以下の追加支出である限り、実施の

途中で必要と判断したどのような修正でも加えることができる。 

第Ⅲ章 基礎自治体の道路 

第１条 政府は、基礎自治体議会及び県理事会の意見を聴取した後で、都市部と農村基礎自治体の密集部分を貫通する幹線道路を決め

る。 

 地域圏により若しくは県により放棄された場合に、現存の道路若しくはその一部は、且つ基礎自治体議会の承認により、それ以降は

基礎自治体の道路の一部となったと見なされる。この移管は、これらの道路の敷地の無償での付与を含み、放棄のときに、良好な状

態で保守されていなければならない。 

第Ⅲ編 基礎自治体の一定の事務事業の管理 

第Ⅰ章 基礎自治体の公社 

第１節 基礎自治体の普通公社 

第１条 基礎自治体の施設及び業務は、公社として組織されて基礎自治体の一般業務の外で管理されることが可能である。 

第２条 公社の管理自体は商工業の方法に従って行われる。 

 公社の会計年度は暦年と一致する。 

 公社の会計は毎年12月31日に締め切られる貸借対照表、営業会計及び収支決算を含む。 

 公社の純利益は毎年基礎自治体の金庫に繰り入れられる。 

 公社の財務管理に固有のその他の規則は政府により定められる。 

第３条 基礎自治体の公社の収支は特別会計により行われることができる。この会計は、任命、懲罰、それに併せて責任及び管理の保

証のために提供される担保に関する基礎自治体収入役と同一の規則に委ねられる。 

第２節 独立基礎自治体公社 

第４条 政府はそのために法人格を付与された独立基礎自治体公社を創設できる商工業的性格の活動を定める。 

第５条  

 §1. 独立基礎自治体公社は理事会と経営委員会によって運営される。 

 §2. 理事会は県独立公社の目的の実現に有用か若しくは必要な活動の全てを達成する権限を有する。 

    理事会は経営委員会により確保される運営を監督する。監督は定期的に報告される。 

    （基礎自治体議会は独立基礎自治体公社の理事会の構成員たちを任命する。理事会は、多くても基礎自治体議会議員の人数の

半分で構成されるが、その人数は18人を超えられない。理事会の過半数は基礎自治体議会の構成員で構成される。 

    選挙法の第167条及び第168条に従って基礎自治体議会の比率で任命される。この段落の対象となる比例代表が、少なくとも多

数派協定の当事者とはならない政治集団若しくは政治諸集団を代表する独立基礎自治体公社の理事会の代表には認められない場

合には、上述の政治集団若しくは政治諸集団は理事会の中では投票権を持たないオブザーバーの資格での代表を指名する。その

オブザーバーは理事たちと同じ責任を負う。そのオブザーバーは、この比例の計算にも、民主的な内容の諸原理を尊重しない上

述の政治集団若しくは政治諸集団、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条項に

より、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２

次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美

を抑圧することを意図したか若しくはその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の

国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く団体の管理者になっていた集団

のオブザーバーの指名にも考慮に入れられない。 

    基礎自治体を代表する理事たちは異なる性からなる。 

    理事会はその構成員たちの中から理事長を選出する ― 2007年２月15日の地域圏法第１条）。 

    理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が責任を持たされる。 

 §3. 経営委員会は日常の運営、この運営に関する代表、並びに理事会の決定執行に責任を有する。同委員会は、理事会により指名

される代表委員１名と取締役理事４名で構成される。 

    運営委員会は代表委員により主宰される。運営委員会での票数が可否同数の場合はその投票が責任を持たされる。 

第６条 独立基礎自治体公社の財政状況と年次会計の監督は基礎自治体議会により公社の理事会以外で任命されて少なくとも１名は企
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効力を失う。 

第22条 

 §1. 予防的休職は少なくとも４か月の期限について言い渡される。 

    刑罰追及の場合には、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第24条の対象となる手続の尊重と引替えに、刑罰追及の期間中少なくとも４か月間の

期間についてこの期間を延長することができる。 

 §2. 上述の期間中何らの懲罰も課されない場合には、予防的休職の効力は全く消滅する。 

第23条 職員が刑罰追及の対象となるとき又は懲戒追及の対象となるときは、予防的休職を言い渡す当局は俸給の留置き及び昇進の資

格剥奪を含む言い渡しを決定することができる。 

 俸給の留置きはその半分を超えることはできない。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第24条 予防的休職を言い渡すことができる前に、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第10条乃至第18条の対象となる手続に従って当事者に聴聞をする

のは当局の役目であるが、但し同第12条に決められた12平日の期限は５平日に短縮される。 

 極度に緊急の場合には、第１段落の対象となる手続に従って、決定の直前に、当局は直ちに予防的休職を言い渡すことができる。 

第25条 予防的休職を言い渡す決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引替えの配達によってであれ通知さ

れる。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。当局は同じ行為について予防的休職を言い渡すことはできない。 

第26条 全額の俸給が維持される予防的休職が懲罰に先行する場合には、これは言い渡される日に発効する。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、警告若しくは戒告が課せられる場合には、それはそれが言い渡される日

に発効する；予防的休職は撤回されたと見なされて留め置かれた俸給は当事者に払い戻される。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、俸給の留置き、休職、降格、辞職若しくは免職の懲罰が課せられる場合

には、可及的速やかにその休職の発効の日にその効果を生むことができる；休職中に留め置かれた俸給の総額は懲罰と連結した俸給

の損失額が差し引かれる；留め置かれた額が懲罰と連結した俸給の損失額以上であれば、当局は当事者に差額を払い戻す。 

第27条 懲戒当局はとがめるべき行為を確認するか若しくは認識した日の後６か月の期限満了後はもはや懲戒の追及を提起することは

できない。 

 同じ行為についての刑罰の追及の場合には、この期限は司法当局が懲戒当局に、最終決定が行われたか又は刑事手続が続けられない

旨通告した日から進行する。 

 懲戒当局の決定が国務院により破棄されるか若しくは監督庁により否認される場合には懲戒当局は、追及が提起されている期間が残

されている第１段落の対象となる期限の部分の間に国務院命令の通知若しくは監督庁の決定から懲戒の追及を取り戻すことができる。 

第Ⅵ章 特別法による人事 

第１条 戸籍吏の職務を果たす責任を負う長若しくは助役は、そのために、その命令の下で業務の要求に応じて、基礎自治体により給

与が支払われ、常にその雇用人の数及び給与を決定する議会に付託することなく任免する一人乃至複数の雇用人を持つことができる。 

第２条 一人乃至複数の戸籍担当雇用人が実在する基礎自治体においては、これらの雇用人たちの人数とそのそれぞれに付与される俸

給は、戸籍吏の意見を聞いた後でない限り基礎自治体議会により減額することはできない。 

第Ⅱ編 基礎自治体の財産管理 

第Ⅰ章 基礎自治体への贈与と遺贈及び基礎自治体内の公共施設 

第１条 生存中の行為によりなされる贈与はいつでも1931年７月12日の国法の諸規定により暫定的に受け入れられる。 

 埋葬権料は贈与とは見なされない。 

第２条 1939年11月30日の勅令第87号により修正され、1947年６月16日の国法により確認された1933年８月14日の勅令に抵触すること

なく、基礎自治体内に実在する公共施設及びこれらの施設に対してなされる寄付行為並びに遺贈に基づく個人の贈与が2,500ユーロ

を超える価値のときはその審議は基礎自治体議会及び県理事会の意見及び政府の認可に付される。 

 寄付若しくは遺贈の価値がこの金額を超えないときは県理事会の認可で足りる。この場合には、反対があれば行政手段により異議申

立をその日から８日以内に通知しなければならない。 

 その認可に対する異議申立は全て、遅くとも、この通知の後30日以内になされなければならない。 

 全体若しくは一部について認可を却下する場合は、異議申立は却下が基礎自治体当局に伝えられた日から30日以内になされなければ

ならない。 

 異議申立の場合は、政府により常に寄付若しくは遺贈の受入、削減、拒否についての裁定が下される。 

 生存者間の無償贈与は常に1931年７月12日の国法に従って暫定的に受け入れられる。 

第Ⅱ章 契 約 

第１条 議会は基礎自治体の財産及び権利の収益及び収入の賃貸料、小作料及びその他の全ての使用の諸条件を決める。 
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第２条 基礎自治体議会は、必要があれば、基礎自治体の賃借人若しくは小作人に対して、この者たちが法律の表現に従って若しくは

契約により要求する権利を有していても、この者たちが衡平の理由で願い出ても、この者たちが要求する減免を承認する。 

第３条 労働取引、調達若しくは業務の契約締結の方法を選択した議会は諸条件を決める。 

 議会は、そのために経常予算に計上された予算額の限界内で、基礎自治体の日常の管理に関する取引契約のために、この権限を（基

礎自治体理事会）に委任することができる。 

 不測の事態を引き起こす差し迫った緊急の場合には、（基礎自治体理事会）は第１段落の対象となる議会の権限の発動を行うことが

できる。その決定は基礎自治体議会に報告され、基礎自治体議会はその直後の会議のときに行為を確認する。 

第４条 （基礎自治体理事会）は手続を開始して取引契約を取得する。理事会は、その結果が10％以下の追加支出である限り、実施の

途中で必要と判断したどのような修正でも加えることができる。 

第Ⅲ章 基礎自治体の道路 

第１条 政府は、基礎自治体議会及び県理事会の意見を聴取した後で、都市部と農村基礎自治体の密集部分を貫通する幹線道路を決め

る。 

 地域圏により若しくは県により放棄された場合に、現存の道路若しくはその一部は、且つ基礎自治体議会の承認により、それ以降は

基礎自治体の道路の一部となったと見なされる。この移管は、これらの道路の敷地の無償での付与を含み、放棄のときに、良好な状

態で保守されていなければならない。 

第Ⅲ編 基礎自治体の一定の事務事業の管理 

第Ⅰ章 基礎自治体の公社 

第１節 基礎自治体の普通公社 

第１条 基礎自治体の施設及び業務は、公社として組織されて基礎自治体の一般業務の外で管理されることが可能である。 

第２条 公社の管理自体は商工業の方法に従って行われる。 

 公社の会計年度は暦年と一致する。 

 公社の会計は毎年12月31日に締め切られる貸借対照表、営業会計及び収支決算を含む。 

 公社の純利益は毎年基礎自治体の金庫に繰り入れられる。 

 公社の財務管理に固有のその他の規則は政府により定められる。 

第３条 基礎自治体の公社の収支は特別会計により行われることができる。この会計は、任命、懲罰、それに併せて責任及び管理の保

証のために提供される担保に関する基礎自治体収入役と同一の規則に委ねられる。 

第２節 独立基礎自治体公社 

第４条 政府はそのために法人格を付与された独立基礎自治体公社を創設できる商工業的性格の活動を定める。 

第５条  

 §1. 独立基礎自治体公社は理事会と経営委員会によって運営される。 

 §2. 理事会は県独立公社の目的の実現に有用か若しくは必要な活動の全てを達成する権限を有する。 

    理事会は経営委員会により確保される運営を監督する。監督は定期的に報告される。 

    （基礎自治体議会は独立基礎自治体公社の理事会の構成員たちを任命する。理事会は、多くても基礎自治体議会議員の人数の

半分で構成されるが、その人数は18人を超えられない。理事会の過半数は基礎自治体議会の構成員で構成される。 

    選挙法の第167条及び第168条に従って基礎自治体議会の比率で任命される。この段落の対象となる比例代表が、少なくとも多

数派協定の当事者とはならない政治集団若しくは政治諸集団を代表する独立基礎自治体公社の理事会の代表には認められない場

合には、上述の政治集団若しくは政治諸集団は理事会の中では投票権を持たないオブザーバーの資格での代表を指名する。その

オブザーバーは理事たちと同じ責任を負う。そのオブザーバーは、この比例の計算にも、民主的な内容の諸原理を尊重しない上

述の政治集団若しくは政治諸集団、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条項に

より、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２

次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美

を抑圧することを意図したか若しくはその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の

国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く団体の管理者になっていた集団

のオブザーバーの指名にも考慮に入れられない。 

    基礎自治体を代表する理事たちは異なる性からなる。 

    理事会はその構成員たちの中から理事長を選出する ― 2007年２月15日の地域圏法第１条）。 

    理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が責任を持たされる。 

 §3. 経営委員会は日常の運営、この運営に関する代表、並びに理事会の決定執行に責任を有する。同委員会は、理事会により指名

される代表委員１名と取締役理事４名で構成される。 

    運営委員会は代表委員により主宰される。運営委員会での票数が可否同数の場合はその投票が責任を持たされる。 

第６条 独立基礎自治体公社の財政状況と年次会計の監督は基礎自治体議会により公社の理事会以外で任命されて少なくとも１名は企
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業診断協会会員の資格を有する３名の役員会に託される。 

 この最後の者以外は、役員会の構成員たちは全て基礎自治体議会議員である。 

第７条 任務を終えた基礎自治体議会議員たちは当然独立基礎自治体公社を退職したと見なされる。 

 独立基礎自治体公社の様々な機関の任務は全て基礎自治体議会の就任後の理事会の最初の会議のときに終わる。 

第８条 

 §1. 独立基礎自治体公社は、その目的の限度内で、その有形無形の財産の取得、使用及び譲渡、その財産の物権の形成若しくは抹

消、並びにそのような決定の実施と資金調達方法を自由に決定する。 

 §2. 公社は、直接若しくは間接に、社会的目的がその目的と両立できる、子会社のような公法上若しくは私法上の協会、団体及び

機関と協力することができる。 

    公社の資本の形成への様々な分野の出資金の大きさがどのようであろうと、独立基礎自治体公社は投票権の過半数を握って子

会社の機関の会長職を引き受ける。 

    一つの独立基礎自治体公社の諸機関において管理者か役員として在席する基礎自治体議会の構成員たちは、管理者か役員の報

酬を受けるいかなる任務も保有することはできないし、この公社の子会社でのいかなる報酬を受ける活動も行うことはできない。 

第９条 

 §1. 毎年度理事会は、独立基礎自治体公社の中期の目標及び戦略を決める事業計画並びに活動報告を作成する。事業計画及び活動

報告は基礎自治体議会に提出される。 

    加えて、管理協定の作成時に、経営委員会は管理協定の実施状況と併せて前会計年度の事業計画の実施の評価報告を作成する。 

 §2. 基礎自治体議会はいかなるときでも経営委員会に独立基礎自治体公社の活動についてかその中の一定のものについての報告を

要求することができる。 

第10条 会社法の第63条、第130条乃至第144条、第165条乃至第167条、第517条乃至第530条、第538条、第540条、及び第561条乃至第

567条が、本法に明白に違反しない限り、独立基礎自治体公社に適用できる。 

 独立基礎自治体公社は事業の会計及び年次会計報告に関する1975年７月17日の国法に従う。 

第Ⅱ章 死亡及び埋葬 

第１節 埋葬場所 

第１小節 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地及び火葬場施設 

第１条 （各基礎自治体は墓地を一つ所有していなければならない。但し、複数の基礎自治体が共同墓地を所有するために提携するこ

とができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団だけが、直接に若しくは公私のパートナーシップの一環として、火葬施

設を新設し、活用し運営することができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団は、使用されるパートナーシップの方法がどのようなものであろうと火

葬施設の火葬、活用及び運営に関して管理を見守る。この最後の場合には、基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の

社団は、公的代表が多数でなければ審議できない運営機関においての会長職及び多数を握らなければならない。全ての墓地及び火葬

施設は骨壺の埋葬区画、散骨区画及び納骨堂を持たなければならない ― 2007年２月15日の地域圏法第２条）。 

第２条 墓地の敷地は整備計画により定められる。 

 墓地の敷地を周到に準備した整備計画がない場合には、この目的に関する基礎自治体の決定は県衛生検査の助言、及びワロン地区都

市農村整備法第３条で問題となる代表公務員のそれと一致した意見の取得が先に行われる。 

 火葬施設の新設も同様な諸条件に従う。 

 政府は火葬施設の新設及び活用の諸基準を決める。政府はこれらの諸基準の遵守の監視を準備する。 

第３条 墓地及び火葬施設は、できる限り、通過及び見晴らしに障害となる物が囲われる。 

 そのために、必要ならば十分な植樹が行われる。 

第４条 基礎自治体の墓地及び火葬施設は、死の記憶の尊厳に反するどのような無秩序も行為も犯されないように、且つどのような無

許可の死体発掘も行われないように監視する官公署、警察及び基礎自治体当局の監督に従わされる。 

 基礎自治体の墓地及び火葬施設においては、墓地若しくは火葬施設が設置される区域の基礎自治体当局により第１段落の対象となる

権限が行使される。 

第５条 

 §1. 埋葬の予定される新たな敷地が整備されるときは、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は元の墓地内の埋葬の中止の日を

決める。 

    それらは少なくとも５年間は何らの使用もされないのを認める状態で残される。 

    基礎自治体議会若しくは基礎自治体事務組合は閉鎖の決定を認める周知を決める。 

 §2. §１に決められた期限満了で、又は最後の埋葬、証明される埋葬の登録簿への記載後５年で、元の墓地の土地の割当ての変更

を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は県知事の承認に掛けられる。但し、基礎の掘削も工事も県

－ 131 － 

の衛生検査の承認がなければ認可されない。 

 §3. 埋葬中止の日を決めた決定がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は、その期限内に最後の埋葬、証明される埋

葬の登録簿への記載から少なくとも10年たったならば、同様に元の墓地の割当ての変更も決定することはできない。 

    この場合には、元の墓地の土地の割当ての変更を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は、取得さ

れた後１年間は、且つ墓地に埋葬されてから１年間にその議決若しくは決定の写しが提示された限りその効果を生じることはで

きない。 

   §２の諸規定も同様に適用される。 

第２小節 土 地 

第６条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合のそれぞれの墓若しくは納骨堂の土

地を許可することができる。 

 基礎自治体の墓地の場合には、基礎自治体議会はこの権限を（基礎自治体理事会）に委任することができる。 

 同様の土地は、基礎自治体当局にその意志を表明した人々と同様に、申請者、配偶者、親族や姻族及び一つ乃至複数の宗教共同体に

与えることができる。土地の名義人により指定される第三者も同様にそこに埋葬することができる。 

 その内の一人の死亡時に事実上夫婦となっていた人々については、移譲は相続人により請求することができる。 

 土地委譲の申請は第三者及びその家族のために提出することができる。 

第７条 土地は最長期間15年間認められる。 

 決められた期間満了前に全ての当事者から提出された申請については、相続人の更新が認められる。 

 更新は当事者が土地の維持費について十分な金銭的保証ができない場合以外拒否されることはない。 

 政府は金銭的保証を提示するために設立される法人格を付与された団体を認可することができ、これらの保証についての規則を決め

る。 

 更新はいずれも最初の移譲の期限を超えることはできない。 

 決められた期限前に当事者から提出された申請については、土地へのそれぞれの新たな埋葬から同じ有効期間の期間が開始される。

土地への最後の埋葬の期間内に何らの更新も申請されず、それが承認されるための期間が満了した場合には、それが移譲の期限満了

の期日前の５年以内に提出される場合には、墓地は死亡の日から始まった５年の期間中維持される。 

第８条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は土地授与の料金及び諸条件を決める。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第７条の第２段落及び第４段落の対象となる場合には、基礎自治体が要求できる料金は前の土地の満期の日を超え

る年数に比例して算定される。 

第９条 50年ごとに、無償で、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効以前に、若しくは｛共和歴｝Ⅻ年草月23日の勅令によ

り認められた永代の土地当事者全員の申請により更新することができる。最初の更新申請は提出されなければならない： 

 ａ）土地がその日の少なくとも50年以前に付与された1975年12月31日以前に； 

 ｂ）その他の場合には移譲の15年目の満期開始から10年の期間内に。 

 10年のこの期間の初年の終了で長若しくはその代理は当事者たちの意向によりその権利の維持が決められた期日以前に長に届けなけ

ればならない更新申請により決められる警告証書を作成する。この証書は委譲申請を提出した者に、又その者が死亡している場合に

はその相続人若しくは権利所有者に届けられる。 

 長若しくはその代理は前段落の対象となる者たちの足跡がたどれない場合は、この証書の写しは墓地内の墓その他の場所について１

年間掲示される。 

 更新の申請がなければ委譲は終了する。当事者たち自体を探し出すための探索は移譲を承認した基礎自治体による最後の住所への警

告の通知に限られる。 

第10条 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第５条が適用されるときは、同条の第１段落の対象となる日の前に全ての当事者により提出される申請に基

づき、与えられたものと当面積の区画が新しい墓地の中に割り当てられる。 

 基礎自治体は譲渡がそれに従う諸条件を決める。 

第11条 与えられた土地の上の墓の保守は当事者に課せられる。 

 保守の欠如は、放棄状態になり、墓の永続的な体裁が不潔となり、草ボウボウとなり、荒廃し、崩落若しくは崩壊しているときに明

らかになる。 

 放棄状態は、長若しくはその代理、又は基礎自治体事務組合の墓地代表の、１年間掲示された墓の場所及び墓地の入口に証書により

証明される。 

 この期間満了後にこの状態の回復がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は移譲の権利を終了することができる。 

第２節 葬式及び墓の形態 

第１小節 納棺及び遺体の搬送 

第12条 遺体は棺の中に安置されなければならない。 

 納棺の前の防腐処置は政府により定められる場合は許可される。 
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業診断協会会員の資格を有する３名の役員会に託される。 

 この最後の者以外は、役員会の構成員たちは全て基礎自治体議会議員である。 

第７条 任務を終えた基礎自治体議会議員たちは当然独立基礎自治体公社を退職したと見なされる。 

 独立基礎自治体公社の様々な機関の任務は全て基礎自治体議会の就任後の理事会の最初の会議のときに終わる。 

第８条 

 §1. 独立基礎自治体公社は、その目的の限度内で、その有形無形の財産の取得、使用及び譲渡、その財産の物権の形成若しくは抹

消、並びにそのような決定の実施と資金調達方法を自由に決定する。 

 §2. 公社は、直接若しくは間接に、社会的目的がその目的と両立できる、子会社のような公法上若しくは私法上の協会、団体及び

機関と協力することができる。 

    公社の資本の形成への様々な分野の出資金の大きさがどのようであろうと、独立基礎自治体公社は投票権の過半数を握って子

会社の機関の会長職を引き受ける。 

    一つの独立基礎自治体公社の諸機関において管理者か役員として在席する基礎自治体議会の構成員たちは、管理者か役員の報

酬を受けるいかなる任務も保有することはできないし、この公社の子会社でのいかなる報酬を受ける活動も行うことはできない。 

第９条 

 §1. 毎年度理事会は、独立基礎自治体公社の中期の目標及び戦略を決める事業計画並びに活動報告を作成する。事業計画及び活動

報告は基礎自治体議会に提出される。 

    加えて、管理協定の作成時に、経営委員会は管理協定の実施状況と併せて前会計年度の事業計画の実施の評価報告を作成する。 

 §2. 基礎自治体議会はいかなるときでも経営委員会に独立基礎自治体公社の活動についてかその中の一定のものについての報告を

要求することができる。 

第10条 会社法の第63条、第130条乃至第144条、第165条乃至第167条、第517条乃至第530条、第538条、第540条、及び第561条乃至第

567条が、本法に明白に違反しない限り、独立基礎自治体公社に適用できる。 

 独立基礎自治体公社は事業の会計及び年次会計報告に関する1975年７月17日の国法に従う。 

第Ⅱ章 死亡及び埋葬 

第１節 埋葬場所 

第１小節 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地及び火葬場施設 

第１条 （各基礎自治体は墓地を一つ所有していなければならない。但し、複数の基礎自治体が共同墓地を所有するために提携するこ

とができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団だけが、直接に若しくは公私のパートナーシップの一環として、火葬施

設を新設し、活用し運営することができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団は、使用されるパートナーシップの方法がどのようなものであろうと火

葬施設の火葬、活用及び運営に関して管理を見守る。この最後の場合には、基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の

社団は、公的代表が多数でなければ審議できない運営機関においての会長職及び多数を握らなければならない。全ての墓地及び火葬

施設は骨壺の埋葬区画、散骨区画及び納骨堂を持たなければならない ― 2007年２月15日の地域圏法第２条）。 

第２条 墓地の敷地は整備計画により定められる。 

 墓地の敷地を周到に準備した整備計画がない場合には、この目的に関する基礎自治体の決定は県衛生検査の助言、及びワロン地区都

市農村整備法第３条で問題となる代表公務員のそれと一致した意見の取得が先に行われる。 

 火葬施設の新設も同様な諸条件に従う。 

 政府は火葬施設の新設及び活用の諸基準を決める。政府はこれらの諸基準の遵守の監視を準備する。 

第３条 墓地及び火葬施設は、できる限り、通過及び見晴らしに障害となる物が囲われる。 

 そのために、必要ならば十分な植樹が行われる。 

第４条 基礎自治体の墓地及び火葬施設は、死の記憶の尊厳に反するどのような無秩序も行為も犯されないように、且つどのような無

許可の死体発掘も行われないように監視する官公署、警察及び基礎自治体当局の監督に従わされる。 

 基礎自治体の墓地及び火葬施設においては、墓地若しくは火葬施設が設置される区域の基礎自治体当局により第１段落の対象となる

権限が行使される。 

第５条 

 §1. 埋葬の予定される新たな敷地が整備されるときは、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は元の墓地内の埋葬の中止の日を

決める。 

    それらは少なくとも５年間は何らの使用もされないのを認める状態で残される。 

    基礎自治体議会若しくは基礎自治体事務組合は閉鎖の決定を認める周知を決める。 

 §2. §１に決められた期限満了で、又は最後の埋葬、証明される埋葬の登録簿への記載後５年で、元の墓地の土地の割当ての変更

を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は県知事の承認に掛けられる。但し、基礎の掘削も工事も県
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の衛生検査の承認がなければ認可されない。 

 §3. 埋葬中止の日を決めた決定がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は、その期限内に最後の埋葬、証明される埋

葬の登録簿への記載から少なくとも10年たったならば、同様に元の墓地の割当ての変更も決定することはできない。 

    この場合には、元の墓地の土地の割当ての変更を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は、取得さ

れた後１年間は、且つ墓地に埋葬されてから１年間にその議決若しくは決定の写しが提示された限りその効果を生じることはで

きない。 

   §２の諸規定も同様に適用される。 

第２小節 土 地 

第６条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合のそれぞれの墓若しくは納骨堂の土

地を許可することができる。 

 基礎自治体の墓地の場合には、基礎自治体議会はこの権限を（基礎自治体理事会）に委任することができる。 

 同様の土地は、基礎自治体当局にその意志を表明した人々と同様に、申請者、配偶者、親族や姻族及び一つ乃至複数の宗教共同体に

与えることができる。土地の名義人により指定される第三者も同様にそこに埋葬することができる。 

 その内の一人の死亡時に事実上夫婦となっていた人々については、移譲は相続人により請求することができる。 

 土地委譲の申請は第三者及びその家族のために提出することができる。 

第７条 土地は最長期間15年間認められる。 

 決められた期間満了前に全ての当事者から提出された申請については、相続人の更新が認められる。 

 更新は当事者が土地の維持費について十分な金銭的保証ができない場合以外拒否されることはない。 

 政府は金銭的保証を提示するために設立される法人格を付与された団体を認可することができ、これらの保証についての規則を決め

る。 

 更新はいずれも最初の移譲の期限を超えることはできない。 

 決められた期限前に当事者から提出された申請については、土地へのそれぞれの新たな埋葬から同じ有効期間の期間が開始される。

土地への最後の埋葬の期間内に何らの更新も申請されず、それが承認されるための期間が満了した場合には、それが移譲の期限満了

の期日前の５年以内に提出される場合には、墓地は死亡の日から始まった５年の期間中維持される。 

第８条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は土地授与の料金及び諸条件を決める。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第７条の第２段落及び第４段落の対象となる場合には、基礎自治体が要求できる料金は前の土地の満期の日を超え

る年数に比例して算定される。 

第９条 50年ごとに、無償で、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効以前に、若しくは｛共和歴｝Ⅻ年草月23日の勅令によ

り認められた永代の土地当事者全員の申請により更新することができる。最初の更新申請は提出されなければならない： 

 ａ）土地がその日の少なくとも50年以前に付与された1975年12月31日以前に； 

 ｂ）その他の場合には移譲の15年目の満期開始から10年の期間内に。 

 10年のこの期間の初年の終了で長若しくはその代理は当事者たちの意向によりその権利の維持が決められた期日以前に長に届けなけ

ればならない更新申請により決められる警告証書を作成する。この証書は委譲申請を提出した者に、又その者が死亡している場合に

はその相続人若しくは権利所有者に届けられる。 

 長若しくはその代理は前段落の対象となる者たちの足跡がたどれない場合は、この証書の写しは墓地内の墓その他の場所について１

年間掲示される。 

 更新の申請がなければ委譲は終了する。当事者たち自体を探し出すための探索は移譲を承認した基礎自治体による最後の住所への警

告の通知に限られる。 

第10条 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第５条が適用されるときは、同条の第１段落の対象となる日の前に全ての当事者により提出される申請に基

づき、与えられたものと当面積の区画が新しい墓地の中に割り当てられる。 

 基礎自治体は譲渡がそれに従う諸条件を決める。 

第11条 与えられた土地の上の墓の保守は当事者に課せられる。 

 保守の欠如は、放棄状態になり、墓の永続的な体裁が不潔となり、草ボウボウとなり、荒廃し、崩落若しくは崩壊しているときに明

らかになる。 

 放棄状態は、長若しくはその代理、又は基礎自治体事務組合の墓地代表の、１年間掲示された墓の場所及び墓地の入口に証書により

証明される。 

 この期間満了後にこの状態の回復がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は移譲の権利を終了することができる。 

第２節 葬式及び墓の形態 

第１小節 納棺及び遺体の搬送 

第12条 遺体は棺の中に安置されなければならない。 

 納棺の前の防腐処置は政府により定められる場合は許可される。 
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 禁じられた棺、覆い、経帷子、製品及びやり方の使用は、肉体の自然の普通の腐敗であろうと、火葬であろうと禁止される。 

 政府は棺がそれに応えなければならない諸条件と併せて前段落の対象となる対象及びやり方を定める。 

第13条 長及びその代理は納棺を支援することができる。 

第14条 基礎自治体議会は肉体の搬送によりふさわしい形態を決める。肉体の搬送は霊柩車か又はこのために装備した特殊な車両によ

り行われなければならない。 

 あらゆる場合に、葬列の監視は基礎自治体当局に従い、当局は死者の記憶の整理、品位並びに尊崇のうちに繰り広げられる葬列に気

を配る。 

第15条 貧窮者自体の肉体の納棺及び搬送は無料でつつましい方法でなされる。 

第16条 

 §1. 墓には二つの方法がある：土葬及び散骨若しくは火葬後の遺灰の保存。 

 §2. 何人も、その生存中に、土葬であろうと、火葬後の散骨か若しくは遺灰の保存であろうと、墓の形態に関してはその最終意志

を全く望み通りにその基礎自治体の戸籍吏に書面により通知することができる。 

    この通知は政府により定められたように基礎自治体の住民登録簿に記載される。 

    この最終意志の行為は、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第22条§１の第11段落に予定された埋葬許可の申請、又は第22条§２に予定された

行為と同等に扱われる。 

    死亡が主な居住地の基礎自治体以外の基礎自治体で起こった場合には、主な居住地の基礎自治体は直ちに死亡した基礎自治体

に、その要請で第２段落の対象となる最終意志に関する情報を伝えなければならない。 

第２小節 土 葬 

第17条 

 §1. 土葬は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地内では行うことはできない。 

 §2. 但し、土葬は火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内では続けることができる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条、第18条第１段落及び第19条は私有墓地に適用できる。 

 §3. §１の規定への違反は、土葬が行われなければならなかった基礎自治体の長の提案に基づき政府により確認される。 

    政府は、宗教的若しくは哲学的配慮に基づいてなされる申請については、公衆衛生の理由の反対がなければ違反を確認される

ことはできない。 

第18条 平地に土葬される遺体は全て別々の穴の中に、水平に、少なくとも1.5メートルの深さに安置される。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は穴の間の間隔を決める。 

第19条 地下納骨所の中に安置される遺体は少なくとも深さ80センチに眠らされる。 

 土地の上の墓の整備は、県の衛生検査に適合した勧告に基づき、県知事により与えられる特別の許可がなければ、且つ本章に起因す

る例外がなければ禁じられる。 

 但し、第２段落の対象となる建物内の、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内の土葬は以前

同様続けることができる。 

第20条 地面への土葬は５年間土葬されていない墓穴の中に行うのは認可されない。 

 区画の中で、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第18条により決められた諸条件で、これ以上土葬することができないときは、県の衛生検査に適合し

た勧告に基づき県知事により与えられる許可がなければ、最後の土葬から15年の期間の間はこれ以上新しい墓穴は掘ることができな

い。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第16条に従った墓に関して表明された最終意志の尊重を害することなく、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合

は墓地の敷地内で露出した残された遺体に与えられる送り先を決定する。 

第３小節 火 葬 

第21条 

 §1. 火葬は人がベルギー国内で死亡した場合には死亡を証明する戸籍吏により、若しくは人が外国で死亡した場合には火葬施設が

あるか交付される許可証により決められる。 

 §2. 発掘後の土葬のためには、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条の対象となる発掘の許可が必要である。 

    発掘許可授与後に、土葬の許可申請書は、正当な理由で、戸籍吏から火葬施設若しくは申請者の主たる住居が位置づけられる

場所、死亡した場所又は残された遺体が土葬されていた場所の郡の王国検事に転送される。 

    この許可申請書は、発行される場合は、墓の形態に関する死者の最終意志の住民登録簿への登録証明書と結び合わされなけれ

ばならない。 

    申請書が届けられている王室検事は、死亡が確認されている場所の戸籍吏に、民法第77条若しくは第81条の対象となる証明書

を含む一件書類を転送するよう要求することができる。この証明書が欠ける場合には、戸籍吏は理由を告げる。 

    土葬の許可は土葬の申請書を受け取った王室検事により拒否されるか又は許可される。 

第22条 
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 §1. 許可申請書は全て葬式に必要なものを供給する資格を有する者によってか若しくはその代理人により署名される。 

    それにより死者がその残された遺体が火葬される明白な意志を表明している遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行

為は、許可申請の代わりとなることができる。 

 §2. 遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行為により死者がその残された遺体が墓の別の方法についてその選択を表明し

ている場合は、又は本条の§４に予定された要望の通知を受けていた場合には、許可は戸籍吏員によってか若しくは王室検事に

より拒否されなければならない。 

 §3. 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第23条の§２の諸規定に抵触することなく、許可申請書の受理後48時間の期限到来以前には許可書は交付で

きない。 

 §4. 許可書の交付若しくは拒否に対して当事者は誰でもそのために一審小裁判所の裁判長に要望書を提出することができる。 

 所轄の裁判長は許可申請が行われた場所の裁判長となる。要望書は許可書が交付若しくは拒否された当事者並びに許可申請書がそこ

に提出されている戸籍吏若しくは王室検事にも通知される。 

 要望書は急速審判に関してと同様、精通した検察官により予審が行われ決定される。 

第23条 

 §1. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合は、許可申請書にその中

で主治医か若しくは死亡を証明した医師が表示した証明書が添付されなければならない。 

    ベルギーで死亡した人間の、且つ前段落の対象となる医師が自然死であると確認した死体に関するときは、さらに死因を立証

するために戸籍吏により受任された宣誓した医師の報告書を添付し、死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑

わしいか又は死亡原因が解明できないことを表示しなければならない。 

    戸籍吏により受任された医師の謝礼と全経費は死亡者の居住地の基礎自治体の役所により負担される。 

 §2. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合又は死亡が暴力によるも

のだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない疑惑が生ずる状況が存在するとき、又は§１により要求される証拠資料の中

では医師が暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない死亡の兆候若しくは手掛かりを持っていないと断言

できなかったときは、一件書類は戸籍吏からその郡の王室検事に移送されなければならない。 

    この場合には、王室検事が戸籍吏に異論がない旨知らせて初めて埋葬が許可される。 

第24条 王室検事は民法第81条に記述されているとおりに事を運ぶ。 

 埋葬を準備する家族若しくは個人はいつでもその選んだ医師に検死を手伝わせることができる。 

第25条 状況が必要とすれば、そこに火葬場が存在する基礎自治体の長若しくはその代理者は棺を開いてそこに火葬場が存在する郡の

王室検事に遅滞なく移送するその作業調書を作成する。 

第26条 火葬された遺体の遺骨は、墓地内で、以下のどちらかの条件の骨壺に収められる： 

   １º 少なくとも深さ80センチに埋められるか； 

   ２º 納骨堂に安置されるか。 

 火葬された遺体の遺骨は以下のどちらかができる： 

   １º このために専用の墓地の一角に散骨するか； 

   ２º ベルギー領土に隣接した領海上に、政府が定める諸条件で散骨するか。 

 死者の遺骨は尊敬・尊厳を払って取り扱われ、遺骨の散骨か若しくは埋葬、又はそれがそこに保管される場所への改葬を除いてはい

かなる営業活動の対象とすることもできない。 

 死者が書面により明記しているか若しくは肉親の申請による場合、未成年者である場合、又はもしあれば後見人の申請により、火葬

された遺体の遺骨は以下のことができる： 

   １º 墓地以外の場所に散骨される。但しこの散骨は第１及び第２段落の対象となる墓地を除き公有地上には行えない。それが死

者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面による事前の許可が必要である。遺骨の散骨

自体は火葬に引き続き行われる； 

   ２º 第１段落の１ºの諸規定に従って、墓地以外の場所に埋葬される。但しこの埋葬は第１及び２段落の対象となる墓地を除き

公有地上には行うことはできない。それが死者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面

による事前の許可が必要である。 

     埋葬自体は火葬に引き続き行われる； 

   ３º 近親の意向に従って墓地以外の場所に保管されるために骨壺に収められる。墓地以外の場所への遺骨の保管の最終段階では、

遺骨はその死亡の場合にそこに埋葬されるために墓地に保管を保証する肉親によるか若しくはその相続人により移葬されるか、

納骨堂に安置されるか若しくは散骨されるか、それともベルギー領土に隣接した領海上に散骨されるかのいずれかのどれかと

なる。 

     遺骨を受け入れた者はこれらの諸規定を遵守する責任がある。 

     第４段落の対象となる遺骨の保管、埋葬若しくは散骨がそれに従わなければならないその他の諸条件を定めることができる。 
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 禁じられた棺、覆い、経帷子、製品及びやり方の使用は、肉体の自然の普通の腐敗であろうと、火葬であろうと禁止される。 

 政府は棺がそれに応えなければならない諸条件と併せて前段落の対象となる対象及びやり方を定める。 

第13条 長及びその代理は納棺を支援することができる。 

第14条 基礎自治体議会は肉体の搬送によりふさわしい形態を決める。肉体の搬送は霊柩車か又はこのために装備した特殊な車両によ

り行われなければならない。 

 あらゆる場合に、葬列の監視は基礎自治体当局に従い、当局は死者の記憶の整理、品位並びに尊崇のうちに繰り広げられる葬列に気

を配る。 

第15条 貧窮者自体の肉体の納棺及び搬送は無料でつつましい方法でなされる。 

第16条 

 §1. 墓には二つの方法がある：土葬及び散骨若しくは火葬後の遺灰の保存。 

 §2. 何人も、その生存中に、土葬であろうと、火葬後の散骨か若しくは遺灰の保存であろうと、墓の形態に関してはその最終意志

を全く望み通りにその基礎自治体の戸籍吏に書面により通知することができる。 

    この通知は政府により定められたように基礎自治体の住民登録簿に記載される。 

    この最終意志の行為は、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第22条§１の第11段落に予定された埋葬許可の申請、又は第22条§２に予定された

行為と同等に扱われる。 

    死亡が主な居住地の基礎自治体以外の基礎自治体で起こった場合には、主な居住地の基礎自治体は直ちに死亡した基礎自治体

に、その要請で第２段落の対象となる最終意志に関する情報を伝えなければならない。 

第２小節 土 葬 

第17条 

 §1. 土葬は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地内では行うことはできない。 

 §2. 但し、土葬は火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内では続けることができる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条、第18条第１段落及び第19条は私有墓地に適用できる。 

 §3. §１の規定への違反は、土葬が行われなければならなかった基礎自治体の長の提案に基づき政府により確認される。 

    政府は、宗教的若しくは哲学的配慮に基づいてなされる申請については、公衆衛生の理由の反対がなければ違反を確認される

ことはできない。 

第18条 平地に土葬される遺体は全て別々の穴の中に、水平に、少なくとも1.5メートルの深さに安置される。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は穴の間の間隔を決める。 

第19条 地下納骨所の中に安置される遺体は少なくとも深さ80センチに眠らされる。 

 土地の上の墓の整備は、県の衛生検査に適合した勧告に基づき、県知事により与えられる特別の許可がなければ、且つ本章に起因す

る例外がなければ禁じられる。 

 但し、第２段落の対象となる建物内の、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内の土葬は以前

同様続けることができる。 

第20条 地面への土葬は５年間土葬されていない墓穴の中に行うのは認可されない。 

 区画の中で、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第18条により決められた諸条件で、これ以上土葬することができないときは、県の衛生検査に適合し

た勧告に基づき県知事により与えられる許可がなければ、最後の土葬から15年の期間の間はこれ以上新しい墓穴は掘ることができな

い。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第16条に従った墓に関して表明された最終意志の尊重を害することなく、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合

は墓地の敷地内で露出した残された遺体に与えられる送り先を決定する。 

第３小節 火 葬 

第21条 

 §1. 火葬は人がベルギー国内で死亡した場合には死亡を証明する戸籍吏により、若しくは人が外国で死亡した場合には火葬施設が

あるか交付される許可証により決められる。 

 §2. 発掘後の土葬のためには、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条の対象となる発掘の許可が必要である。 

    発掘許可授与後に、土葬の許可申請書は、正当な理由で、戸籍吏から火葬施設若しくは申請者の主たる住居が位置づけられる

場所、死亡した場所又は残された遺体が土葬されていた場所の郡の王国検事に転送される。 

    この許可申請書は、発行される場合は、墓の形態に関する死者の最終意志の住民登録簿への登録証明書と結び合わされなけれ

ばならない。 

    申請書が届けられている王室検事は、死亡が確認されている場所の戸籍吏に、民法第77条若しくは第81条の対象となる証明書

を含む一件書類を転送するよう要求することができる。この証明書が欠ける場合には、戸籍吏は理由を告げる。 

    土葬の許可は土葬の申請書を受け取った王室検事により拒否されるか又は許可される。 

第22条 
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 §1. 許可申請書は全て葬式に必要なものを供給する資格を有する者によってか若しくはその代理人により署名される。 

    それにより死者がその残された遺体が火葬される明白な意志を表明している遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行

為は、許可申請の代わりとなることができる。 

 §2. 遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行為により死者がその残された遺体が墓の別の方法についてその選択を表明し

ている場合は、又は本条の§４に予定された要望の通知を受けていた場合には、許可は戸籍吏員によってか若しくは王室検事に

より拒否されなければならない。 

 §3. 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第23条の§２の諸規定に抵触することなく、許可申請書の受理後48時間の期限到来以前には許可書は交付で

きない。 

 §4. 許可書の交付若しくは拒否に対して当事者は誰でもそのために一審小裁判所の裁判長に要望書を提出することができる。 

 所轄の裁判長は許可申請が行われた場所の裁判長となる。要望書は許可書が交付若しくは拒否された当事者並びに許可申請書がそこ

に提出されている戸籍吏若しくは王室検事にも通知される。 

 要望書は急速審判に関してと同様、精通した検察官により予審が行われ決定される。 

第23条 

 §1. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合は、許可申請書にその中

で主治医か若しくは死亡を証明した医師が表示した証明書が添付されなければならない。 

    ベルギーで死亡した人間の、且つ前段落の対象となる医師が自然死であると確認した死体に関するときは、さらに死因を立証

するために戸籍吏により受任された宣誓した医師の報告書を添付し、死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑

わしいか又は死亡原因が解明できないことを表示しなければならない。 

    戸籍吏により受任された医師の謝礼と全経費は死亡者の居住地の基礎自治体の役所により負担される。 

 §2. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合又は死亡が暴力によるも

のだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない疑惑が生ずる状況が存在するとき、又は§１により要求される証拠資料の中

では医師が暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない死亡の兆候若しくは手掛かりを持っていないと断言

できなかったときは、一件書類は戸籍吏からその郡の王室検事に移送されなければならない。 

    この場合には、王室検事が戸籍吏に異論がない旨知らせて初めて埋葬が許可される。 

第24条 王室検事は民法第81条に記述されているとおりに事を運ぶ。 

 埋葬を準備する家族若しくは個人はいつでもその選んだ医師に検死を手伝わせることができる。 

第25条 状況が必要とすれば、そこに火葬場が存在する基礎自治体の長若しくはその代理者は棺を開いてそこに火葬場が存在する郡の

王室検事に遅滞なく移送するその作業調書を作成する。 

第26条 火葬された遺体の遺骨は、墓地内で、以下のどちらかの条件の骨壺に収められる： 

   １º 少なくとも深さ80センチに埋められるか； 

   ２º 納骨堂に安置されるか。 

 火葬された遺体の遺骨は以下のどちらかができる： 

   １º このために専用の墓地の一角に散骨するか； 

   ２º ベルギー領土に隣接した領海上に、政府が定める諸条件で散骨するか。 

 死者の遺骨は尊敬・尊厳を払って取り扱われ、遺骨の散骨か若しくは埋葬、又はそれがそこに保管される場所への改葬を除いてはい

かなる営業活動の対象とすることもできない。 

 死者が書面により明記しているか若しくは肉親の申請による場合、未成年者である場合、又はもしあれば後見人の申請により、火葬

された遺体の遺骨は以下のことができる： 

   １º 墓地以外の場所に散骨される。但しこの散骨は第１及び第２段落の対象となる墓地を除き公有地上には行えない。それが死

者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面による事前の許可が必要である。遺骨の散骨

自体は火葬に引き続き行われる； 

   ２º 第１段落の１ºの諸規定に従って、墓地以外の場所に埋葬される。但しこの埋葬は第１及び２段落の対象となる墓地を除き

公有地上には行うことはできない。それが死者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面

による事前の許可が必要である。 

     埋葬自体は火葬に引き続き行われる； 

   ３º 近親の意向に従って墓地以外の場所に保管されるために骨壺に収められる。墓地以外の場所への遺骨の保管の最終段階では、

遺骨はその死亡の場合にそこに埋葬されるために墓地に保管を保証する肉親によるか若しくはその相続人により移葬されるか、

納骨堂に安置されるか若しくは散骨されるか、それともベルギー領土に隣接した領海上に散骨されるかのいずれかのどれかと

なる。 

     遺骨を受け入れた者はこれらの諸規定を遵守する責任がある。 

     第４段落の対象となる遺骨の保管、埋葬若しくは散骨がそれに従わなければならないその他の諸条件を定めることができる。 
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第４小節 墓を示す標章 

第27条 死者の反対の意志若しくは近親の反対がなければ、何人も永代使用の名義人の権利とは別にその肉親若しくはその愛する人の

墓の上に墓を示す標章を置ける権利を有する。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会はこの権利の行使及び特に墓の章標の寸法及び使用される材質に関係するもの全てを

決める。 

第28条 墓の永代使用が終わるとき若しくは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第10条に予定された移葬が申し立てられないときは、墓を示す墓標は取

り除かれないが存続する地下建造物は基礎自治体若しくは基礎自治体組合の財産となる。 

 永代使用されない土地が新たな埋葬のために使用されるときは、この土地の入口及び墓地の入口に掲示される告示がその間に墓を示

す墓標を取り除くことができる期限を当事者に知らせる；この期限、又は（基礎自治体理事会）により決められた延長期間の満了で、

基礎自治体はその資材の所有者になる。 

 前段落の対象となる期限は墓地を管理する基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合により決定されるか延長される。基礎自治体の場

合には、管轄機関は長と助役の理事会である。 

 （基礎自治体理事会）だけが基礎自治体に帰属した資材の用途を決める。 

第３節 最終規定 

第29条 本章の諸規定は王室の構成員たちの埋葬に関する慣例も、その大聖堂内の教区の司教の埋葬に関する慣例も、さらに軍人墓地

に関する措置も妨害するものではない。 

第30条 政府は、国際協約の遂行を確保するためにも、病気の感染の蔓延又はイオンを生じる放射線による汚染の危険に対して住民の

保護のためにも、本条の諸規定に違反することができる。 

第31条 本章の諸規定違反は刑法第315条、第340条及び第526条により予定される刑罰を課すことができる。 

第Ⅲ章 公共施設 

第１条 公益質屋の予算及び会計は基礎自治体議会の承認に付される。 

 異議申立の場合には、この件について県理事会により裁定が下される。 

第２条 長は、適当と判断したときは、公益質屋の運営会議に出席してその審議に参加する。この場合、長は会議を主宰してそこで発

言権を有する。 

第３条 公共施設の運営には、上級庁の監督の下で、森林法を作成するための所管庁により決められる方法でのその樹木及び森林の管

理がある。 

第Ⅳ編 責任及び司法行為 

第Ⅰ章 基礎自治体の民事責任 

第１条 長若しくは助役は、損害訴訟の対象となり民事法廷若しくは抑止法廷の当事者となった場合は、地域圏若しくは基礎自治体に

訴訟を要請することができる。 

 地域圏若しくは基礎自治体は任意に参加することができる。 

第２条 基礎自治体は、長若しくは助役（若しくはたち）が、累犯の場合でなく、その職務の通常の遂行中に犯した違反の結果として

有罪とされた罰金の支払に民事上の責任がある。 

 有罪とされた長、助役若しくは助役たちに対する基礎自治体の無効の訴えは、詐欺、重過失若しくは通常の性質を有する軽過失に限

られる。 

第３条 基礎自治体は、長及び助役若しくは助役たちがその職務の通常の遂行中に個人的に負わされる、これには裁判の補佐を含む民

事上の責任を対象とする保証を負う責任がある。 

 政府は本規定の執行方法を決める。 

第Ⅱ章 司法行為 

第１節 総 則 

第１条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体に提起された全ての訴訟の裁判に対応する。又緊急審理訴訟及び占有権訴訟も提起する；

さらに保全行為若しくは時効の中断及び権利剥奪も行う。 

 そこへ基礎自治体が申請者として参加するそのほかの全ての訴訟は基礎自治体の事前承認を得てのみ理事会により提起することがで

きる。 

第２節 納税者による基礎自治体に帰属する法廷での訴訟の実施 

第２条 一人乃至複数の居住者は、（基礎自治体理事会）の代わりに、基礎自治体の名において申し出人として出廷し、訴訟費用を個

人的に負担して、保釈金を積んで、宣告された有罪判決に抗弁することができる。 

 基礎自治体は訴訟を継続している者若しくは者たちの参加がなければその名において訴訟について和解することはできない。 

第Ⅲ巻 基礎自治体の財政 
第Ⅰ編 予算及び会計報告 

第Ⅰ章 総 則 
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第１条 基礎自治体の財政年度は暦年に一致する。 

 その間にそれらが清算される年度がいかなるものであろうと、この財政年度中の債権者に関する基礎自治体への既得権及び借用義務

の行使はその財政年度に属すると見なされる。 

第２条 監督庁により減額されそうな任意の支出のための配分はいずれもそれを承認する基礎自治体の新たな審議がなければ（基礎自

治体理事会）により支出されてはならない。 

第３条 基礎自治体の金庫からの支出はいずれも予算に計上された配分額、特別債、若しくは政府により決められた諸条件及び限度額

内で割り当てられる県債により行うことはできない。 

 （基礎自治体理事会）の構成員たちは第１段落に反して彼らにより約束されたか若しくは委任された支出に個人的に責任を負うこと

ができる。 

第４条 

 §1. 予算の各項目は超えてはならないし、又移転も行ってはならない。 

 §2. 但し、年度の閉鎖の際に、一定の配分額が、基礎自治体の債権者のための正規の契約及び契約の実行を負担するときは、支出

の清算に必要な配分額の一部が（基礎自治体理事会）の決定により、閉鎖される年度に続く次年度に繰り越される。 

    理事会は基礎自治体議会の新たな関与なしにそのように繰り越された配分額を自由に処理することができる。 

第５条 但し、基礎自治体議会は緊急事態及び突発事により要求される支出に、この問題に正当化できる解決をもたらすために備える

ことができる。 

 僅かな遅れでも甚大な被害をもたらす場合には、（基礎自治体理事会）は、その責任において支出を用意でき、その出費を認めるか

否かを審議する基礎自治体議会に遅滞なく知識を提供する責任がある。 

 第１及び第２段落の実行で支払われる支出を委任されたが最終会計報告を否認された（基礎自治体理事会）の構成員たちは、個人的

に基礎自治体の金庫に総額を払い込む責任がある。 

第６条 基礎自治体の金庫についての委任状は、（基礎自治体理事会）の命を受け、長によるか若しくはその代理をする者により、及

び助役により署名されなければならず、書記により副署される。 

第Ⅱ章 予算の可決及び会計の決算 

第１条 毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 （毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 この年次会計は予算会計、差引高会計及び貸借対照表を含む。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が、会計報告並びに基礎自治体議会がそのために記載方法を選定して諸条件を決めて

いた調達品若しくはサービスの事業契約の落札者名簿に添付される ― 2005年12月８日の地域圏法第24条の１）。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が会計報告に添付される。 

第２条 基礎自治体議会が基礎自治体の翌財政年度の収支予算を審議するために毎年10月の第１月曜日に招集される。 

第Ⅲ章 予算及び諸会計の公表 

第１条 予算及び会計は基礎自治体庁舎に置かれ、そこでは誰でもいつでもその場で精読して調べることができる。 

 この閲覧の機会は基礎自治体議会による予算及び会計の可決の翌月内に（基礎自治体理事会）の請求により決められる掲示方法によ

り想起させられる。掲示の期間は10日以下であってはならない。 

第Ⅳ章 予算の均衡 

第１条 いかなる場合にも、基礎自治体の収支予算は、通常予算でも特別予算でも収支均衡か若しくは名目上の黒字を表示しない赤字

での差引残高を提示することはできない。 

第２条 本章第１条の意味での均衡予算を提示できない各基礎自治体は以下のようになる： 

   １º これらの基礎自治体に特有の諸活動に固有の職務を遂行するものを含むそれらの公務員たちに、省庁の財務規定及び職員の

俸給表を適用できる； 

   ２º その者たちが共同体の職員の構成員であれば、当事者たちがその俸給に権利を有し、能力の資格を考慮に入れる教育職員の

構成員たちには、共同体の教育において認められる独自の手当及び配分予算の増額は認めることができない； 

   ３º 児童の人数の基準に関する国の規則に関して定員超過の公務員たち、及び必要な資格若しくは十分と判定される資格を保有

しない公務員たちも亦、教育職員の構成員たちの資格に与えられる俸給は認めることができない。 

第Ⅴ章 基礎自治体会計の総決算 

第１条 政府が、基礎自治体の予算、財政及び会計の諸規則並びにその会計係の職務の行使方法に関する規則を決める。 

第Ⅱ編 負担及び支出 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会は諸法律が基礎自治体の負担を条件にしているもの全て、とりわけ以下のもの支出予算を毎年度計上する義務

がある： 

－ 134 －



－ 134 － 

第４小節 墓を示す標章 

第27条 死者の反対の意志若しくは近親の反対がなければ、何人も永代使用の名義人の権利とは別にその肉親若しくはその愛する人の

墓の上に墓を示す標章を置ける権利を有する。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会はこの権利の行使及び特に墓の章標の寸法及び使用される材質に関係するもの全てを

決める。 

第28条 墓の永代使用が終わるとき若しくは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第10条に予定された移葬が申し立てられないときは、墓を示す墓標は取

り除かれないが存続する地下建造物は基礎自治体若しくは基礎自治体組合の財産となる。 

 永代使用されない土地が新たな埋葬のために使用されるときは、この土地の入口及び墓地の入口に掲示される告示がその間に墓を示

す墓標を取り除くことができる期限を当事者に知らせる；この期限、又は（基礎自治体理事会）により決められた延長期間の満了で、

基礎自治体はその資材の所有者になる。 

 前段落の対象となる期限は墓地を管理する基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合により決定されるか延長される。基礎自治体の場

合には、管轄機関は長と助役の理事会である。 

 （基礎自治体理事会）だけが基礎自治体に帰属した資材の用途を決める。 

第３節 最終規定 

第29条 本章の諸規定は王室の構成員たちの埋葬に関する慣例も、その大聖堂内の教区の司教の埋葬に関する慣例も、さらに軍人墓地

に関する措置も妨害するものではない。 

第30条 政府は、国際協約の遂行を確保するためにも、病気の感染の蔓延又はイオンを生じる放射線による汚染の危険に対して住民の

保護のためにも、本条の諸規定に違反することができる。 

第31条 本章の諸規定違反は刑法第315条、第340条及び第526条により予定される刑罰を課すことができる。 

第Ⅲ章 公共施設 

第１条 公益質屋の予算及び会計は基礎自治体議会の承認に付される。 

 異議申立の場合には、この件について県理事会により裁定が下される。 

第２条 長は、適当と判断したときは、公益質屋の運営会議に出席してその審議に参加する。この場合、長は会議を主宰してそこで発

言権を有する。 

第３条 公共施設の運営には、上級庁の監督の下で、森林法を作成するための所管庁により決められる方法でのその樹木及び森林の管

理がある。 

第Ⅳ編 責任及び司法行為 

第Ⅰ章 基礎自治体の民事責任 

第１条 長若しくは助役は、損害訴訟の対象となり民事法廷若しくは抑止法廷の当事者となった場合は、地域圏若しくは基礎自治体に

訴訟を要請することができる。 

 地域圏若しくは基礎自治体は任意に参加することができる。 

第２条 基礎自治体は、長若しくは助役（若しくはたち）が、累犯の場合でなく、その職務の通常の遂行中に犯した違反の結果として

有罪とされた罰金の支払に民事上の責任がある。 

 有罪とされた長、助役若しくは助役たちに対する基礎自治体の無効の訴えは、詐欺、重過失若しくは通常の性質を有する軽過失に限

られる。 

第３条 基礎自治体は、長及び助役若しくは助役たちがその職務の通常の遂行中に個人的に負わされる、これには裁判の補佐を含む民

事上の責任を対象とする保証を負う責任がある。 

 政府は本規定の執行方法を決める。 

第Ⅱ章 司法行為 

第１節 総 則 

第１条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体に提起された全ての訴訟の裁判に対応する。又緊急審理訴訟及び占有権訴訟も提起する；

さらに保全行為若しくは時効の中断及び権利剥奪も行う。 

 そこへ基礎自治体が申請者として参加するそのほかの全ての訴訟は基礎自治体の事前承認を得てのみ理事会により提起することがで

きる。 

第２節 納税者による基礎自治体に帰属する法廷での訴訟の実施 

第２条 一人乃至複数の居住者は、（基礎自治体理事会）の代わりに、基礎自治体の名において申し出人として出廷し、訴訟費用を個

人的に負担して、保釈金を積んで、宣告された有罪判決に抗弁することができる。 

 基礎自治体は訴訟を継続している者若しくは者たちの参加がなければその名において訴訟について和解することはできない。 

第Ⅲ巻 基礎自治体の財政 
第Ⅰ編 予算及び会計報告 

第Ⅰ章 総 則 
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第１条 基礎自治体の財政年度は暦年に一致する。 

 その間にそれらが清算される年度がいかなるものであろうと、この財政年度中の債権者に関する基礎自治体への既得権及び借用義務

の行使はその財政年度に属すると見なされる。 

第２条 監督庁により減額されそうな任意の支出のための配分はいずれもそれを承認する基礎自治体の新たな審議がなければ（基礎自

治体理事会）により支出されてはならない。 

第３条 基礎自治体の金庫からの支出はいずれも予算に計上された配分額、特別債、若しくは政府により決められた諸条件及び限度額

内で割り当てられる県債により行うことはできない。 

 （基礎自治体理事会）の構成員たちは第１段落に反して彼らにより約束されたか若しくは委任された支出に個人的に責任を負うこと

ができる。 

第４条 

 §1. 予算の各項目は超えてはならないし、又移転も行ってはならない。 

 §2. 但し、年度の閉鎖の際に、一定の配分額が、基礎自治体の債権者のための正規の契約及び契約の実行を負担するときは、支出

の清算に必要な配分額の一部が（基礎自治体理事会）の決定により、閉鎖される年度に続く次年度に繰り越される。 

    理事会は基礎自治体議会の新たな関与なしにそのように繰り越された配分額を自由に処理することができる。 

第５条 但し、基礎自治体議会は緊急事態及び突発事により要求される支出に、この問題に正当化できる解決をもたらすために備える

ことができる。 

 僅かな遅れでも甚大な被害をもたらす場合には、（基礎自治体理事会）は、その責任において支出を用意でき、その出費を認めるか

否かを審議する基礎自治体議会に遅滞なく知識を提供する責任がある。 

 第１及び第２段落の実行で支払われる支出を委任されたが最終会計報告を否認された（基礎自治体理事会）の構成員たちは、個人的

に基礎自治体の金庫に総額を払い込む責任がある。 

第６条 基礎自治体の金庫についての委任状は、（基礎自治体理事会）の命を受け、長によるか若しくはその代理をする者により、及

び助役により署名されなければならず、書記により副署される。 

第Ⅱ章 予算の可決及び会計の決算 

第１条 毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 （毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 この年次会計は予算会計、差引高会計及び貸借対照表を含む。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が、会計報告並びに基礎自治体議会がそのために記載方法を選定して諸条件を決めて

いた調達品若しくはサービスの事業契約の落札者名簿に添付される ― 2005年12月８日の地域圏法第24条の１）。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が会計報告に添付される。 

第２条 基礎自治体議会が基礎自治体の翌財政年度の収支予算を審議するために毎年10月の第１月曜日に招集される。 

第Ⅲ章 予算及び諸会計の公表 

第１条 予算及び会計は基礎自治体庁舎に置かれ、そこでは誰でもいつでもその場で精読して調べることができる。 

 この閲覧の機会は基礎自治体議会による予算及び会計の可決の翌月内に（基礎自治体理事会）の請求により決められる掲示方法によ

り想起させられる。掲示の期間は10日以下であってはならない。 

第Ⅳ章 予算の均衡 

第１条 いかなる場合にも、基礎自治体の収支予算は、通常予算でも特別予算でも収支均衡か若しくは名目上の黒字を表示しない赤字

での差引残高を提示することはできない。 

第２条 本章第１条の意味での均衡予算を提示できない各基礎自治体は以下のようになる： 

   １º これらの基礎自治体に特有の諸活動に固有の職務を遂行するものを含むそれらの公務員たちに、省庁の財務規定及び職員の

俸給表を適用できる； 

   ２º その者たちが共同体の職員の構成員であれば、当事者たちがその俸給に権利を有し、能力の資格を考慮に入れる教育職員の

構成員たちには、共同体の教育において認められる独自の手当及び配分予算の増額は認めることができない； 

   ３º 児童の人数の基準に関する国の規則に関して定員超過の公務員たち、及び必要な資格若しくは十分と判定される資格を保有

しない公務員たちも亦、教育職員の構成員たちの資格に与えられる俸給は認めることができない。 

第Ⅴ章 基礎自治体会計の総決算 

第１条 政府が、基礎自治体の予算、財政及び会計の諸規則並びにその会計係の職務の行使方法に関する規則を決める。 

第Ⅱ編 負担及び支出 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会は諸法律が基礎自治体の負担を条件にしているもの全て、とりわけ以下のもの支出予算を毎年度計上する義務

がある： 
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   １º 戸籍登録所の購入費及び維持費； 

   ２º 県公報の定期購入； 

   ３º 基礎自治体財産の会議についての分担金； 

   ４º 清算され支払期限の来た負債、及びその負担による裁判での有罪判決から生じた負債； 

   ５º 基礎自治体の長、助役たち、書記、収入役及び被雇用者たち並びに基礎自治体森林監視員たちの俸給； 

   ６º 基礎自治体行政部局の経費； 

   ７º 基礎自治体の建物の維持費及び占有している家屋の家賃；  

   ８º 国家若しくは建物公社がこれらの部屋の所有者か若しくは借主ではないときに、以下の裁判所がそこに所在する基礎自治体

内の治安判事、警察裁判所、王室検事の検事室の警察各部の部屋の家賃及び軽微な保守の修繕費以外の経費； 

   ９º カトリック教会堂の建物の資力が不十分と確認された場合に、事実についての現行諸規定に従ったこれらの施設の応急措

置； 

   10º 教育に関する法令が基礎自治体の責任とする諸経費； 

   11º 地方公安及び衛生警察に関する費用； 

   12º 住宅が現物支給されないときの現行諸規定に従った司祭の住宅手当； 

   13º 選挙法第130条により予定される費用、及び基礎自治体の選挙が必要とする費用； 

   14º 基礎自治体の会計課のために必要な印刷費；  

   15º 基礎自治体の負担する年金； 

   16º 公共社会福祉センターの組織に関する1976年７月８日の国法第106条で予定される予算割当額； 

   17º 基礎自治体の負担とされる基礎自治体の道路、里道、下水、水道及び池の費用； 

   18º 複数基礎自治体管区内では警察管区内の基礎自治体の予算割当額をこれに含む二層構造の統合警察部局の組織についての

1998年12月７日の国法によるか若しくはその名により基礎自治体の負担とされる費用。 

第２条 義務的経費が複数の基礎自治体に関係するときは、得ることができる利益に比例して全てに一致協力する；利益の比率及び引

き受けるべき負担について拒否若しくは不一致の場合には、県理事会により裁定される。 

第Ⅲ編 収 入 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 予算に計上された収入が、承認されていて支払うべき、又は行政若しくは司法裁判所の最終上告での決定から生ずる基礎自治

体の負債を支払うには不十分な場合には、基礎自治体議会は補充する方法を提示する。 

第２条 議会は、毎年度予算に、明記された状態で、基礎自治体の全ての収入、並びに法令が付与した収入及び前財政年度の繰越額を

計上する義務がある。 

第３条 基礎自治体の税の創設及び徴収については、第３部第Ⅲ巻第Ⅱ編に従って行われる。 

 国税の基礎自治体付加税は付加される税の徴収についての法律により創設される規則に従って徴収される。 

第Ⅱ章 基礎自治体の資金調達全般 

第１条 

（§1. 本章は、ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除き、地域圏の基礎自治体の全てに適用される。 

 §2. 本章の適用のためには、統計はドイツ語話者地域圏の領域内に所在する諸基礎自治体に関するデータの事実を除外する。 

 §3. 本章の意味では以下のものは次のように解される： 

     ― 地域圏：ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除く地域圏； 

     ― 配分年度：予算年度； 

     ― CRAC会計：基礎自治体及び県の管理計画の継続並びに監督の確保に責任を負う地域圏基礎自治体支援センターの創設を

もたらし、ワロン地域圏の基礎自治体及び県の財政均衡の維持並びにその後の修正にその貢献をもたらした1995年３月23

日の地域圏法により創設された財務契約制度に対して開始された基礎自治体及び県の衛生のための地域圏会計； 

     ― 公営若しくは助成住宅： 

      ＊そのように建設されて占有される移民若しくは同化住宅； 

      ＊基礎自治体の域内に所在する（各）公営事業住宅協会（SLSP）により管理若しくは賃貸借される住宅； 

      ＊10年前（1998年）からSLSP若しくは地方当局により販売されてきた社会福祉若しくは普通住宅； 

      ＊基礎自治体に、C.P.A.S.若しくは独立公社に帰属する家賃を当てにする住宅； 

      ＊社会不動産庁（AIS）、住宅開発協会（APL）、SLSP{公営事業住宅協会}若しくはASBL{非営利法人}により管理を握られ

る住宅； 

      ＊ワロンの多数の家族住宅基金（FLW）により実現される住宅； 

      ＊国防省の中央社会文化局（OCASC）により管理される住宅；療養治療所の病室は除く； 

     ― 行動計画：各基礎自治体がワロン住宅法（CWL）第188条により作成する責任があり、 
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      CWL第189条の適用で政府により承認される住宅に関する行動２年計画； 

     ― 適格住宅：行動計画の中で修復される住宅の一群の建物； 

 §4. 本章では、変動率は関係年次予算の消費物価の平均指数の変動率と解される。 

    関係年次予算の消費物価の平均指数の最終決定まで、社会的その他各種の措置をもたらす1994年12月21日の国法第108条のｇ

の対象となる経済予算と同様に、関係年次予算の消費物価の平均指数の変動の評価率に合計額が適用される ― 2008年７月15日

の地域圏法第１条第２段落）。 

第２条 （地域圏の収支予算の負担を条件に、以下のものが創設される： 

  ― 社会扶助特別基金（FSAS）と名付けられ地域圏の各公共社会福祉センターの出資で用意される単年度総合基金； 

  ― CRAC配分と名付けられCRAC会計の出資で用意される総合基金； 

  ― 基礎自治体基金と名付けられ本章中に明示された基準に従って地域圏の各基礎自治体の出資で用意される単年度総合基金 ―  

   2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第３条 （社会扶助特別基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められる。

2008年の配分は年間4703万800ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第４条 （総額はCRAC配分に毎年割り当てられる。それは3061万6000ユーロで、そのうち1061万6000ユーロは、2009年の年間配分か

ら、2010年から１％の増額となる上昇率が適用される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第５条 （基礎自治体の各基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められ

る。2010年の配分は年間９億2837万ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第６条 （基礎自治体の基金はいずれの個別の予算配分からも独立した予算割当額である。一定の活動に密接に関係する基準に対する

上訴はこの性質を全く変えていない基礎自治体により行使される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第７条 （基礎自治体の基金は以下の条文中で明示される規則及び命令に従って配分される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２

段落）。 

第８条 

（§1. 各基礎自治体には本法の補遺２で再掲された総額の最低予算割当額が与えられる。 

 §2. 2008年の年間割当については、最低予算割当額は補遺２で再掲された総額に等しい。最低予算割当額はその後毎年補遺２で再

掲された当初の総額の20分の１ずつ減額される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第９条 （本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低予算割当額の差引の後、基礎自治体の基金の総額は以下の予算額に従って５つの

予算割当額に分けられる： 

 １）財政調整の割当額に配分される30％； 

 ２）外部委託の割当額に配分される53％； 

 ３）公営若しくは助成住宅の割当額に配分される７％； 

 ４）人口密度の割当額に配分される5.5％； 

 ５）郡役所若しくは県庁所在地の割当額に配分される4.5％ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第10条 （財政調整の割当額は二つの部分からなる： 

 １）基礎自治体の基金総額の22％に相当する個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分； 

 ２）基礎自治体の基金総額の８％に相当する固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第11条 

（§1. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣っている基礎自

治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、基礎自治体付加税収入を除き、地域圏の領域での課税年度中に加えられた、住民一人当たりの基礎自

治体の個人所得税総収入のパーセントの数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    IPP{個人所得税}＝（地域圏のIPPの潜在力－基礎自治体のIPPの潜在力） 

    ＊基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のIPPの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のIPPの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は個人所得税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 
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   １º 戸籍登録所の購入費及び維持費； 

   ２º 県公報の定期購入； 

   ３º 基礎自治体財産の会議についての分担金； 

   ４º 清算され支払期限の来た負債、及びその負担による裁判での有罪判決から生じた負債； 

   ５º 基礎自治体の長、助役たち、書記、収入役及び被雇用者たち並びに基礎自治体森林監視員たちの俸給； 

   ６º 基礎自治体行政部局の経費； 

   ７º 基礎自治体の建物の維持費及び占有している家屋の家賃；  

   ８º 国家若しくは建物公社がこれらの部屋の所有者か若しくは借主ではないときに、以下の裁判所がそこに所在する基礎自治体

内の治安判事、警察裁判所、王室検事の検事室の警察各部の部屋の家賃及び軽微な保守の修繕費以外の経費； 

   ９º カトリック教会堂の建物の資力が不十分と確認された場合に、事実についての現行諸規定に従ったこれらの施設の応急措

置； 

   10º 教育に関する法令が基礎自治体の責任とする諸経費； 

   11º 地方公安及び衛生警察に関する費用； 

   12º 住宅が現物支給されないときの現行諸規定に従った司祭の住宅手当； 

   13º 選挙法第130条により予定される費用、及び基礎自治体の選挙が必要とする費用； 

   14º 基礎自治体の会計課のために必要な印刷費；  

   15º 基礎自治体の負担する年金； 

   16º 公共社会福祉センターの組織に関する1976年７月８日の国法第106条で予定される予算割当額； 

   17º 基礎自治体の負担とされる基礎自治体の道路、里道、下水、水道及び池の費用； 

   18º 複数基礎自治体管区内では警察管区内の基礎自治体の予算割当額をこれに含む二層構造の統合警察部局の組織についての

1998年12月７日の国法によるか若しくはその名により基礎自治体の負担とされる費用。 

第２条 義務的経費が複数の基礎自治体に関係するときは、得ることができる利益に比例して全てに一致協力する；利益の比率及び引

き受けるべき負担について拒否若しくは不一致の場合には、県理事会により裁定される。 

第Ⅲ編 収 入 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 予算に計上された収入が、承認されていて支払うべき、又は行政若しくは司法裁判所の最終上告での決定から生ずる基礎自治

体の負債を支払うには不十分な場合には、基礎自治体議会は補充する方法を提示する。 

第２条 議会は、毎年度予算に、明記された状態で、基礎自治体の全ての収入、並びに法令が付与した収入及び前財政年度の繰越額を

計上する義務がある。 

第３条 基礎自治体の税の創設及び徴収については、第３部第Ⅲ巻第Ⅱ編に従って行われる。 

 国税の基礎自治体付加税は付加される税の徴収についての法律により創設される規則に従って徴収される。 

第Ⅱ章 基礎自治体の資金調達全般 

第１条 

（§1. 本章は、ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除き、地域圏の基礎自治体の全てに適用される。 

 §2. 本章の適用のためには、統計はドイツ語話者地域圏の領域内に所在する諸基礎自治体に関するデータの事実を除外する。 

 §3. 本章の意味では以下のものは次のように解される： 

     ― 地域圏：ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除く地域圏； 

     ― 配分年度：予算年度； 

     ― CRAC会計：基礎自治体及び県の管理計画の継続並びに監督の確保に責任を負う地域圏基礎自治体支援センターの創設を

もたらし、ワロン地域圏の基礎自治体及び県の財政均衡の維持並びにその後の修正にその貢献をもたらした1995年３月23

日の地域圏法により創設された財務契約制度に対して開始された基礎自治体及び県の衛生のための地域圏会計； 

     ― 公営若しくは助成住宅： 

      ＊そのように建設されて占有される移民若しくは同化住宅； 

      ＊基礎自治体の域内に所在する（各）公営事業住宅協会（SLSP）により管理若しくは賃貸借される住宅； 

      ＊10年前（1998年）からSLSP若しくは地方当局により販売されてきた社会福祉若しくは普通住宅； 

      ＊基礎自治体に、C.P.A.S.若しくは独立公社に帰属する家賃を当てにする住宅； 

      ＊社会不動産庁（AIS）、住宅開発協会（APL）、SLSP{公営事業住宅協会}若しくはASBL{非営利法人}により管理を握られ

る住宅； 

      ＊ワロンの多数の家族住宅基金（FLW）により実現される住宅； 

      ＊国防省の中央社会文化局（OCASC）により管理される住宅；療養治療所の病室は除く； 

     ― 行動計画：各基礎自治体がワロン住宅法（CWL）第188条により作成する責任があり、 
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      CWL第189条の適用で政府により承認される住宅に関する行動２年計画； 

     ― 適格住宅：行動計画の中で修復される住宅の一群の建物； 

 §4. 本章では、変動率は関係年次予算の消費物価の平均指数の変動率と解される。 

    関係年次予算の消費物価の平均指数の最終決定まで、社会的その他各種の措置をもたらす1994年12月21日の国法第108条のｇ

の対象となる経済予算と同様に、関係年次予算の消費物価の平均指数の変動の評価率に合計額が適用される ― 2008年７月15日

の地域圏法第１条第２段落）。 

第２条 （地域圏の収支予算の負担を条件に、以下のものが創設される： 

  ― 社会扶助特別基金（FSAS）と名付けられ地域圏の各公共社会福祉センターの出資で用意される単年度総合基金； 

  ― CRAC配分と名付けられCRAC会計の出資で用意される総合基金； 

  ― 基礎自治体基金と名付けられ本章中に明示された基準に従って地域圏の各基礎自治体の出資で用意される単年度総合基金 ―  

   2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第３条 （社会扶助特別基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められる。

2008年の配分は年間4703万800ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第４条 （総額はCRAC配分に毎年割り当てられる。それは3061万6000ユーロで、そのうち1061万6000ユーロは、2009年の年間配分か

ら、2010年から１％の増額となる上昇率が適用される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第５条 （基礎自治体の各基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められ

る。2010年の配分は年間９億2837万ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第６条 （基礎自治体の基金はいずれの個別の予算配分からも独立した予算割当額である。一定の活動に密接に関係する基準に対する

上訴はこの性質を全く変えていない基礎自治体により行使される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第７条 （基礎自治体の基金は以下の条文中で明示される規則及び命令に従って配分される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２

段落）。 

第８条 

（§1. 各基礎自治体には本法の補遺２で再掲された総額の最低予算割当額が与えられる。 

 §2. 2008年の年間割当については、最低予算割当額は補遺２で再掲された総額に等しい。最低予算割当額はその後毎年補遺２で再

掲された当初の総額の20分の１ずつ減額される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第９条 （本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低予算割当額の差引の後、基礎自治体の基金の総額は以下の予算額に従って５つの

予算割当額に分けられる： 

 １）財政調整の割当額に配分される30％； 

 ２）外部委託の割当額に配分される53％； 

 ３）公営若しくは助成住宅の割当額に配分される７％； 

 ４）人口密度の割当額に配分される5.5％； 

 ５）郡役所若しくは県庁所在地の割当額に配分される4.5％ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第10条 （財政調整の割当額は二つの部分からなる： 

 １）基礎自治体の基金総額の22％に相当する個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分； 

 ２）基礎自治体の基金総額の８％に相当する固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第11条 

（§1. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣っている基礎自

治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、基礎自治体付加税収入を除き、地域圏の領域での課税年度中に加えられた、住民一人当たりの基礎自

治体の個人所得税総収入のパーセントの数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    IPP{個人所得税}＝（地域圏のIPPの潜在力－基礎自治体のIPPの潜在力） 

    ＊基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のIPPの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のIPPの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は個人所得税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

－ 137 －



－ 138 － 

 §4. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の個人所得税収入； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第12条 

（§1. 固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣ってい

る基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、住民一人当たりの、基礎自治体域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象と

なる全ての固定資産税の付加税率の数値である。 

    地域圏の財政力は、住民一人当たりの、地域圏領域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象となる全

ての固定資産税の付加税率の数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    PrI{課税収入}＝（地域圏のPrIの潜在力－基礎自治体のPrIの潜在力） 

    ＊100分の基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のPrIの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のPrIの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は予定固定資産税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 予定不動産税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の建物が建っている通常の地所及び建っていない地所の課税対象とな

る全ての固定資産税の総額； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する予定不動産税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法

第１条第２段落）。 

第13条 

（§1. 外部委託の予算割当額は基礎自治体間に標準支出の水準から配分される。 

    基礎自治体の標準支出の水準はその人口を基に決定され、関係基礎自治体の個人所得税及び固定資産税予定納税への付加税の

課税率間の比率及び地域圏の平均課税率により均衡させられる。 

 §2. 各基礎自治体については、標準支出は以下の公式に従って算出される： 

    標準支出＝［Ａ＋Ｂ（＊人口）＋（Ｃ＊人口 人口）] （基礎自治体のIPP率/平均IPP率） 

    ＊（基礎自治体のPrI率/平均PrI率） 

    それで 

     ― Ａは－243.985.9に等しい； 

     ― Ｂは794.5123に等しい； 

     ― Ｃは0.005604に等しい； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である； 

     ― 基礎自治体のIPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 基礎自治体の平均IPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の地域圏の平均である； 

     ― 基礎自治体のPrI率は固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 平均PrI率は固定資産税予定納税基礎自治体付加税の地域圏の平均である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 外部委託部分の配分に使われる統計は以下のものである：  

   １）配分の年の前の年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 

   ３）配分の年の前の課税年度に関する固定資産税予定納税基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段

落）。 

－ 139 － 

第14条 （公営若しくは助成住宅の予算割当額は２つの部分からなる：基礎自治体の基金のうち総額のパーセントが以下のとおりに展

開される保有高部分と割増し部分： 

配 分 年 保有高部分 割増し部分

2008〜2009 3.50％ 3.50％ 

2010〜2011 4.00％ 3.00％ 

2012〜2013 4.50％ 2.50％ 

2014〜2015 5.00％ 2.00％ 

2016〜2017 5.50％ 1.50％ 

2018から 6.00％ 1.00％ 
 

  ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第15条 

（§1. 保有高部分は住宅比率が６パーセントを超えるか等しい基礎自治体を利する。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

     ― 保有高＝基礎自治体に重みを与えるLP{公営住宅}/基礎自治体に重みを与えるLPの合計額 

    それだから基礎自治体に重みを与えるLP＝基礎自治体のLP＊（基本家賃－空家の家賃）/徴収された家賃 

    それで 

    基礎自治体のLPは基礎自治体の公営若しくは助成住宅の数である；この数は世帯数の８パーセントに相当する数に最高額が

定められる； 

     ― 基本家賃は基礎自治体域内に建設された全社会福祉住宅の基本家賃の合計である； 

     ― 空き家家賃は空いている社会福祉住宅の家賃の合計である； 

     ― 徴収された家賃は実際に徴収された家賃の合計である； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLPの総数はその部分を享受する基礎自治体に重みを与えるLPの総数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 保有高部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日に報告される§２の第２段落の対象となる家賃 ― 2008年７月

15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第16条 

 §1. 割増し部分は住宅比率が10パーセント以下の基礎自治体を利する： 

   １）住宅率が５パーセントに等しいか若しくは超える基礎自体については、少なくとも１戸の適格住宅の建設を含まなければな

らない行動計画 

   ２）住宅率が５パーセント以下の基礎自体については、行動計画は10パーセントの住宅率を達成することにより実現するために

公営若しくは助成住宅の数の最低限５パーセント適格住宅の建設を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    割増し＝基礎自治体に重みを与えるLM/基礎自治体に重みを与えるLMの総額 

       {LM＝世帯の住宅？} 

    それで基礎自治体に重みを与えるLM＝基礎自治体のLM＊（適格住宅/0.1目標） 

    それで 

     ― 基礎自治体のLM＝基礎自治体の世帯数； 

     ― 基礎自治体が10パーセントの住宅率を達成するために建設しなければならない住宅数に照応する目標。適格住宅数と目標

の10％との間の比率は１に限られる； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLMの合計額はその部分の恩恵を受ける基礎自治体に重みを与えるLMの合計額である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）最新の行動計画の中の適格な公営若しくは助成住宅数； 

－ 138 －



－ 138 － 

 §4. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の個人所得税収入； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第12条 

（§1. 固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣ってい

る基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、住民一人当たりの、基礎自治体域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象と

なる全ての固定資産税の付加税率の数値である。 

    地域圏の財政力は、住民一人当たりの、地域圏領域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象となる全

ての固定資産税の付加税率の数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    PrI{課税収入}＝（地域圏のPrIの潜在力－基礎自治体のPrIの潜在力） 

    ＊100分の基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のPrIの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のPrIの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は予定固定資産税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 予定不動産税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の建物が建っている通常の地所及び建っていない地所の課税対象とな

る全ての固定資産税の総額； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する予定不動産税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法

第１条第２段落）。 

第13条 

（§1. 外部委託の予算割当額は基礎自治体間に標準支出の水準から配分される。 

    基礎自治体の標準支出の水準はその人口を基に決定され、関係基礎自治体の個人所得税及び固定資産税予定納税への付加税の

課税率間の比率及び地域圏の平均課税率により均衡させられる。 

 §2. 各基礎自治体については、標準支出は以下の公式に従って算出される： 

    標準支出＝［Ａ＋Ｂ（＊人口）＋（Ｃ＊人口 人口）] （基礎自治体のIPP率/平均IPP率） 

    ＊（基礎自治体のPrI率/平均PrI率） 

    それで 

     ― Ａは－243.985.9に等しい； 

     ― Ｂは794.5123に等しい； 

     ― Ｃは0.005604に等しい； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である； 

     ― 基礎自治体のIPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 基礎自治体の平均IPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の地域圏の平均である； 

     ― 基礎自治体のPrI率は固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 平均PrI率は固定資産税予定納税基礎自治体付加税の地域圏の平均である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 外部委託部分の配分に使われる統計は以下のものである：  

   １）配分の年の前の年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 

   ３）配分の年の前の課税年度に関する固定資産税予定納税基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段

落）。 

－ 139 － 

第14条 （公営若しくは助成住宅の予算割当額は２つの部分からなる：基礎自治体の基金のうち総額のパーセントが以下のとおりに展

開される保有高部分と割増し部分： 

配 分 年 保有高部分 割増し部分

2008〜2009 3.50％ 3.50％ 

2010〜2011 4.00％ 3.00％ 

2012〜2013 4.50％ 2.50％ 

2014〜2015 5.00％ 2.00％ 

2016〜2017 5.50％ 1.50％ 

2018から 6.00％ 1.00％ 
 

  ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第15条 

（§1. 保有高部分は住宅比率が６パーセントを超えるか等しい基礎自治体を利する。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

     ― 保有高＝基礎自治体に重みを与えるLP{公営住宅}/基礎自治体に重みを与えるLPの合計額 

    それだから基礎自治体に重みを与えるLP＝基礎自治体のLP＊（基本家賃－空家の家賃）/徴収された家賃 

    それで 

    基礎自治体のLPは基礎自治体の公営若しくは助成住宅の数である；この数は世帯数の８パーセントに相当する数に最高額が

定められる； 

     ― 基本家賃は基礎自治体域内に建設された全社会福祉住宅の基本家賃の合計である； 

     ― 空き家家賃は空いている社会福祉住宅の家賃の合計である； 

     ― 徴収された家賃は実際に徴収された家賃の合計である； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLPの総数はその部分を享受する基礎自治体に重みを与えるLPの総数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 保有高部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日に報告される§２の第２段落の対象となる家賃 ― 2008年７月

15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第16条 

 §1. 割増し部分は住宅比率が10パーセント以下の基礎自治体を利する： 

   １）住宅率が５パーセントに等しいか若しくは超える基礎自体については、少なくとも１戸の適格住宅の建設を含まなければな

らない行動計画 

   ２）住宅率が５パーセント以下の基礎自体については、行動計画は10パーセントの住宅率を達成することにより実現するために

公営若しくは助成住宅の数の最低限５パーセント適格住宅の建設を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    割増し＝基礎自治体に重みを与えるLM/基礎自治体に重みを与えるLMの総額 

       {LM＝世帯の住宅？} 

    それで基礎自治体に重みを与えるLM＝基礎自治体のLM＊（適格住宅/0.1目標） 

    それで 

     ― 基礎自治体のLM＝基礎自治体の世帯数； 

     ― 基礎自治体が10パーセントの住宅率を達成するために建設しなければならない住宅数に照応する目標。適格住宅数と目標

の10％との間の比率は１に限られる； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLMの合計額はその部分の恩恵を受ける基礎自治体に重みを与えるLMの合計額である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）最新の行動計画の中の適格な公営若しくは助成住宅数； 
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   ４）行動計画を持っている基礎自治体数 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第17条 

（§1. 人口密度の予算割当額は人口密度が地域圏の人口密度より低い基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の人口密度は１平方キロメートル当たりの基礎自治体の住民数である。 

    地域圏の人口密度は１平方キロメートル当たりの地域圏の住民数である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    密度＝（（地域圏の密度－基礎自治体の密度） /偏差の和） 

    それで 

    基礎自治体の密度は基礎自治体の人口密度である； 

    地域圏の密度は地域圏の人口密度である； 

    偏差の和は配分を享受する基礎自治体の人口密度と地域圏の人口密度との人口密度間の偏差の和である； 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前年の１月１日のヘクタール（ha）の面積 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第18条 

（§1. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額は郡役所若しくは県庁所在地の基礎自治体間に配分される。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    所在地＝（郡の人口＋県の人口）/（地域圏の人口×２）； 

    二つの職務は兼任することができる。 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額の配分に使われる統計は配分の年の前年の１月１日の住民数である ― 2008年７月15

日の地域圏法第１条第２段落）。 

第19条 （諸基礎自治体の基金中各基礎自治体の最終割当分は本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低限の予算割当額及び第９条の

対象となる予算割当額の合計額である ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第20条 （３回の四半期の前払金が諸基礎自治体に対して諸基礎自治体の基金中のそれらの最終割当分について払い込まれる。 

 前払金は遅くとも各４半期の２番目の月の最初の平日に支払われ、最初の２期の４半期のためには配分の年の前年に割り当てられた

配分額の30パーセント相当であり、第３四半期のために25パーセントになる。 

 最終の配分額は遅くとも配分の年の12月１日には清算される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第21条 （基礎自治体に支払われる前払金の総額が受け取るべき最終配分額を超えた場合には、差額は政府により定められた方針に

従って返済される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第22条 （前払金の遅滞及び本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第20条に従って支払われなかった最終配分額の利子は、地域圏の収支予算の負担で支払

われることになる。 

 これらの利子は未払額を補うまで日割りで毎週欧州銀行間取引金利（EURIBOR）の金利で算出される ― 2008年７月15日の地域圏

法第１条第２段落）。 

第23条 （２年ごとに、ワロン政府宛に、地方庁の監督及び検査、並びに予算に責任を負う地域圏機関により、共同報告が作成される。

この報告は特に以下のものを含む： 

  ― 諸基礎自治体の基金の配分方法により追求される目標達成の見積り： 

  ― 基礎自治体の財政再編成の費用の地域圏財政への影響；； 

  ― 各基礎自治体の財政状況の評価。 

 ワロン政府はワロン議会に伝達する責任がある ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第24条 

（§1. 本編第Ⅱ章第19条に規定するような基礎自治体の基金中の配分額が2008配分年の割当分以下である場合には、シャルルロア及

びリエージュの諸都市を除き、基礎自治体に補充割当額が支払われることになる。 

 §2. この補充割当額は配分年の割当分と2008配分年の割当分との差額に相当する。 

 §3. この補充割当額を受けるためには： 

     ― 本編第Ⅱ章第14条の対象となる公営若しくは助成住宅の予算割当額を受けなければならない； 

     ― 配分年の個人所得税及び固定資産予定納税の付加税率が2008配分年の率以下であってはならない。 

 §4. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 
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第25条 

（§1. シャルルロア市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億3459万ユーロ以下である場合には、補充割当額がシャルルロア市に

割り当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。 

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本Ⅲ編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担を

カバーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第26条 

（§1. リエージュ市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億1087万ユーロ以下である場合には、補充割当額がリエージュ市に割り

当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。  

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担をカ

バーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第27条 （ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第28条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第29条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第30条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第31条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第Ⅳ巻 基礎自治体内の地域機関 
第Ⅰ編 基礎自治体内の地域機関の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各行政機関は（地区）議会と呼ばれる議会、執行部及び議長を含む。 

第Ⅱ章 （地区）議会 

第１節 （地区）議会議員の選任方法及び規則 

第１条 

 §1. 人口10万人以上の基礎自治体においては、基礎自治体内の地域機関は基礎自治体議会の発議で創設される。（地区）議会の構

成員は６年任期で関係地域単位の住民として基礎自治体の住民登録簿に登載されている基礎自治体有権者の会議により選出され

る。選挙は基礎自治体の選挙と同日に執行される。選挙は本法第４部第１巻第Ⅱ及びⅢ編の諸規定により決められる。 

 §2. （地区）議会の構成員の数は相応する地域単位について第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で決められた議席数の３分の２に揃

える。結果が当選基数であるときは、上の基数に切り上げられる。同第３条は一律に適用される。 

 §3. （§3. 基礎自治体議会及びその構成員たちに関連のある本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条、同第Ⅱ章第２条、第３条第３段落、

第４条、第５条、第６条、第７条§１、第８条、第９条、同第Ⅲ章第10条、同第Ⅴ章第１条、第３条、第５条、第６条、第７条、

同第Ⅵ章第１条及び同２条の諸規定は地区議会及びその構成員にも一律に適用されるが、以下のように解される： 

   １º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条、第６条、同第Ⅴ章第５条、第６条及び第７条においては、《基礎自治体理事会》、若しく

は《理事会》の語は《地区議会の執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条においては、《長》の語は《地区議会議長》の語により置き換えられる必要があること ― 

2005年12月８日の地域圏法第25条）。 

 §4. 基礎自治体議会の議員の任務と地区議会の構成員との間には、基礎自治体議会の議員に選出された候補者が（地区）議会の構

成員の任務を果たすことはできないという兼職不能がある。 

第２節 （地区）議会の会議、審議及び決定 

第２条 

 §1. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第10条乃至第28条の諸規定は（地区）議会に一致して適用されるが、《基礎自治体議会議員たち若し

くは基礎自治体議会》の語は《（地区）議会の構成員たち若しくは（地区）議会》の語により、《基礎自治体理事会》の語は

《執行部》の語により及び《長》の語は《議長》の語により置き換えられる必要があると解される。 

 §2. 同第10条により（地区）議会の構成員たちが享受している諸権利は（地区）の行政や制度に関してだけである。 

第３条 （地区）議会の場での意見は、基礎自治体議会の議員たち及び（地区）の居住者たち又は県知事若しくは県理事会であろうと、

長若しくは（基礎自治体理事会）であろうとこのための資格を持つ公務員たちに拒否されることはない。 

第３節 権 限 
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   ４）行動計画を持っている基礎自治体数 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第17条 

（§1. 人口密度の予算割当額は人口密度が地域圏の人口密度より低い基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の人口密度は１平方キロメートル当たりの基礎自治体の住民数である。 

    地域圏の人口密度は１平方キロメートル当たりの地域圏の住民数である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    密度＝（（地域圏の密度－基礎自治体の密度） /偏差の和） 

    それで 

    基礎自治体の密度は基礎自治体の人口密度である； 

    地域圏の密度は地域圏の人口密度である； 

    偏差の和は配分を享受する基礎自治体の人口密度と地域圏の人口密度との人口密度間の偏差の和である； 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前年の１月１日のヘクタール（ha）の面積 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第18条 

（§1. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額は郡役所若しくは県庁所在地の基礎自治体間に配分される。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    所在地＝（郡の人口＋県の人口）/（地域圏の人口×２）； 

    二つの職務は兼任することができる。 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額の配分に使われる統計は配分の年の前年の１月１日の住民数である ― 2008年７月15

日の地域圏法第１条第２段落）。 

第19条 （諸基礎自治体の基金中各基礎自治体の最終割当分は本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低限の予算割当額及び第９条の

対象となる予算割当額の合計額である ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第20条 （３回の四半期の前払金が諸基礎自治体に対して諸基礎自治体の基金中のそれらの最終割当分について払い込まれる。 

 前払金は遅くとも各４半期の２番目の月の最初の平日に支払われ、最初の２期の４半期のためには配分の年の前年に割り当てられた

配分額の30パーセント相当であり、第３四半期のために25パーセントになる。 

 最終の配分額は遅くとも配分の年の12月１日には清算される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第21条 （基礎自治体に支払われる前払金の総額が受け取るべき最終配分額を超えた場合には、差額は政府により定められた方針に

従って返済される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第22条 （前払金の遅滞及び本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第20条に従って支払われなかった最終配分額の利子は、地域圏の収支予算の負担で支払

われることになる。 

 これらの利子は未払額を補うまで日割りで毎週欧州銀行間取引金利（EURIBOR）の金利で算出される ― 2008年７月15日の地域圏

法第１条第２段落）。 

第23条 （２年ごとに、ワロン政府宛に、地方庁の監督及び検査、並びに予算に責任を負う地域圏機関により、共同報告が作成される。

この報告は特に以下のものを含む： 

  ― 諸基礎自治体の基金の配分方法により追求される目標達成の見積り： 

  ― 基礎自治体の財政再編成の費用の地域圏財政への影響；； 

  ― 各基礎自治体の財政状況の評価。 

 ワロン政府はワロン議会に伝達する責任がある ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第24条 

（§1. 本編第Ⅱ章第19条に規定するような基礎自治体の基金中の配分額が2008配分年の割当分以下である場合には、シャルルロア及

びリエージュの諸都市を除き、基礎自治体に補充割当額が支払われることになる。 

 §2. この補充割当額は配分年の割当分と2008配分年の割当分との差額に相当する。 

 §3. この補充割当額を受けるためには： 

     ― 本編第Ⅱ章第14条の対象となる公営若しくは助成住宅の予算割当額を受けなければならない； 

     ― 配分年の個人所得税及び固定資産予定納税の付加税率が2008配分年の率以下であってはならない。 

 §4. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 
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第25条 

（§1. シャルルロア市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億3459万ユーロ以下である場合には、補充割当額がシャルルロア市に

割り当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。 

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本Ⅲ編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担を

カバーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第26条 

（§1. リエージュ市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億1087万ユーロ以下である場合には、補充割当額がリエージュ市に割り

当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。  

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担をカ

バーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第27条 （ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第28条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第29条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第30条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第31条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第Ⅳ巻 基礎自治体内の地域機関 
第Ⅰ編 基礎自治体内の地域機関の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各行政機関は（地区）議会と呼ばれる議会、執行部及び議長を含む。 

第Ⅱ章 （地区）議会 

第１節 （地区）議会議員の選任方法及び規則 

第１条 

 §1. 人口10万人以上の基礎自治体においては、基礎自治体内の地域機関は基礎自治体議会の発議で創設される。（地区）議会の構

成員は６年任期で関係地域単位の住民として基礎自治体の住民登録簿に登載されている基礎自治体有権者の会議により選出され

る。選挙は基礎自治体の選挙と同日に執行される。選挙は本法第４部第１巻第Ⅱ及びⅢ編の諸規定により決められる。 

 §2. （地区）議会の構成員の数は相応する地域単位について第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で決められた議席数の３分の２に揃

える。結果が当選基数であるときは、上の基数に切り上げられる。同第３条は一律に適用される。 

 §3. （§3. 基礎自治体議会及びその構成員たちに関連のある本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条、同第Ⅱ章第２条、第３条第３段落、

第４条、第５条、第６条、第７条§１、第８条、第９条、同第Ⅲ章第10条、同第Ⅴ章第１条、第３条、第５条、第６条、第７条、

同第Ⅵ章第１条及び同２条の諸規定は地区議会及びその構成員にも一律に適用されるが、以下のように解される： 

   １º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条、第６条、同第Ⅴ章第５条、第６条及び第７条においては、《基礎自治体理事会》、若しく

は《理事会》の語は《地区議会の執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条においては、《長》の語は《地区議会議長》の語により置き換えられる必要があること ― 

2005年12月８日の地域圏法第25条）。 

 §4. 基礎自治体議会の議員の任務と地区議会の構成員との間には、基礎自治体議会の議員に選出された候補者が（地区）議会の構

成員の任務を果たすことはできないという兼職不能がある。 

第２節 （地区）議会の会議、審議及び決定 

第２条 

 §1. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第10条乃至第28条の諸規定は（地区）議会に一致して適用されるが、《基礎自治体議会議員たち若し

くは基礎自治体議会》の語は《（地区）議会の構成員たち若しくは（地区）議会》の語により、《基礎自治体理事会》の語は

《執行部》の語により及び《長》の語は《議長》の語により置き換えられる必要があると解される。 

 §2. 同第10条により（地区）議会の構成員たちが享受している諸権利は（地区）の行政や制度に関してだけである。 

第３条 （地区）議会の場での意見は、基礎自治体議会の議員たち及び（地区）の居住者たち又は県知事若しくは県理事会であろうと、

長若しくは（基礎自治体理事会）であろうとこのための資格を持つ公務員たちに拒否されることはない。 

第３節 権 限 
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第４条 

 §1.１º 基礎自治体議会は、その専心している明示する利益の諸権限を（地区）議会に委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限を付与する規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議会に

委任することができる。 

   ３º 上級庁が定められた規定の執行を基礎自治体議会に託しているとき、基礎自治体議会はこの任務を付与する規定により資格

のある限り、この任務を（地区）議会に委任することができる。 

 §2.１º （基礎自治体理事会）は（地区）議会執行部にその専心している明示する利益の諸権限を委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限が付与される規定に従ってその規定により資格のある限り、他の諸官公署により与えられる諸

権限を（地区）議会執行部に委任することができる。 

   ３º 他の官公署か若しくは基礎自治体議会が定められた規定の執行を（基礎自治体理事会）に託しているとき、（基礎自治体理

事会）は、この任務を割り振っている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議会執行部に委任す

ることができる。 

 §3.１º 長はその専心している明示する利益の諸権限を（地区）議長に委任することができる。 

   ２º 長は、この権限が付与される規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議長に委任するこ

とができる。 

   ３º 他の官公署、基礎自治体議会又は長若しくは助役の理事会が定められた規定の執行を長に託しているとき、長は、この任務

が託されている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議長に委任することができる。 

 §4. 服務規則に服する基礎自治体の職員の枠内、基礎自治体の予算、基礎自治体の会計及び基礎自治体の課税に関する権限はその

ような委任のための考慮には入れることができない。 

 §5. §３に反して、警察の分野の長の権限は（地区）議長へのそのような委任の対象になりえない。 

 §6. 権限の委任の場合には、地区の全てが全く平等に扱われなければならない。基礎自治体当局は、本巻第Ⅴ編第Ⅱ章第１条及び

第２条を適用して、委任される権限に比例した、（地区）の自由に使えるこれの職員及び財源に留意する。 

第５条 基礎自治体議会の意見で、自治体の利益が（地区）内で（地区）議会がそのために本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第４条を適用して権限を

持つ措置を必要とするときには、この点についてのその決定を準備している基礎自治体議会と同様に（地区）議会はその執行に協力

する。 

 （地区）議会は必要な執行条例を全て使用する。 

 （地区）議会は、基礎自治体の決定が伝えられた直後に、義務がある第１段落と同様に協力する義務がある。 

 （地区）議会が協力を拒否する場合には、協議手続が開始されるが、これは基礎自治体が作成しなければならない規則に規定される。

この協議手続が一致を引き出せないときは、長及び助役たちは、このために（地区）予算に計上された資金により基礎自治体議会の

決定の執行を用意することができる。これは（地区）議会がその拒否を基礎自治体当局に通告した後で初めて実施することができる。

この場合には、その決定は基礎自治体議会の決定の伝達後の（地区）議会の最初の会議で行われる。（地区）議会がこの最初の会議

の間に応答しないときは、その態度は拒否と同一視される。 

 明白な理由のある緊急の場合又は厳しい突発的な状況が必要とするときは、基礎自治体議会は、第１及び第４段落に反して、例えそ

れが（地区）議会の権限に関するものであっても、（基礎自治体理事会）に必要な措置の実施を負わせることができる。 

第６条 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第31条、第32条、第34条及び第35条は（地区）議会にも適用され、以下のように解される： 

   １º 基礎自治体議会は同第31条の適用に当たり事前の報告を命ずることもできる； 

   ２º 規則及び命令は（基礎自治体理事会）の決定及び基礎自治体議会の決定に違反することはできない。さらに、警察条例は適

用の前に基礎自治体議会に承認されなければならない。 

   ３º 本文中、《基礎自治体議会》については《（地区）議会》及び《基礎自治体》については《地区》と解される。 

第７条 （地区）議会が本編に基づき持っている決定権以外に、（地区）議会は（地区）で取り扱っている分野の全てについて全般的

な協議権を有する。 

第８条 （地区）議会は、基礎自治体議会の議事規則を尊重することを条件に、その権限に関係する基礎自治体に利害関係のある分野

を取り扱っている限り、基礎自治体議会の議事日程に項目を付け加える権利を有する。 

第Ⅲ章 執行部及び議長 

第１節 執行部の構成員たち及び議長の選任方法及び規則 

第１条 

（§1. 地区議会はその中から議長及び執行部の構成員たちを選ぶ。基礎自治体理事会の構成員の一人が執行部の選出まで創設の会議

を主宰する。選挙は候補者たちを含む推薦証書の承認である。議会に議席を占める当選者がそのような証書を提出する。これを

するためには、当選者は遅くとも会議の３日前までに執行部の選挙を表示する議事日程に議会の議長の手元に日付の証書を提出

しなければならない。受理されるためには、推薦証書は同時に地区議会の執行部の構成員である候補者及び両性の候補者を含ま

なければならない。それは同一名簿上の当選者の過半数により且つ執行部のための推薦証書に表示された候補者により署名され
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なければならない。例え、推薦証書に表示された候補者の中で、別の名簿上の当選者である候補者であったとしても、証書は当

選者が地区執行部のための推薦証書上の同じ候補者を表示する名簿のそれぞれの当選者の過半数によりそのつど署名されなけれ

ばならない。執行部の構成員の候補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうち

の一人だけの署名で十分である。推薦された候補者の死亡若しくは推薦された候補者による地区議会の構成員の職務の断念を除

き、もはや誰も推薦証書への署名することはできない。推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区議会の構成員

の職務の断念の場合は、新たな推薦証書を地区議会が執行部の選挙の議事日程で招集するときまでに会議の議長の手元に提出す

ることができる。これらの証書は上述の諸条件を満たしていなければならない。推薦証書の第１位の候補者が選挙の場合は地区

議会を主宰しなければならない。執行部の構成員たちの序列は証書がそれに従って作成された順位に一致する。 

   証書の構成員として、執行部の中へのいずれかの性の構成員の推薦を保証するためだけなら、地区議会の中で議長及び執行部の

構成員たちを選挙する義務に背くことができる。地区議会の構成員でない議長若しくは執行部の構成員は本Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第

１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たしていなければならない。その者は投票権を持って執行部に、発言権を持って議会

に議席を占める。 

   選挙は秘密投票で絶対多数決で行われる。証書が提出されたとき、選挙は第１回目の投票が行われる。その他の全ての場合及び

いずれの証書も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二つの証書の裁決のために第２次

投票が準備される。第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最も若い候補者を提示した証書が獲得する。 

   この創設会議は基礎自治体の（基礎自治体理事会）により遅ければ選挙の次の年の１月31日までに招集される。 

 §2. 辞職若しくは死亡の結果として執行部の構成員若しくは議長の職が偶発的に欠員になった場合には、評議会は３か月以内に代

行を用意する。 

   議会の当選者たちはこの代行のための候補者を推薦することができる。このためには、当選者たちは、職権により、執行部の選

挙を表示する議事日程に日付を入れた証書を、遅くとも会議の３日前までに、評議会の議長の手元に提出しなければならない。 

   受理されるためには、推薦証書は同一名簿上の当選者の過半数により、且つ候補者が執行部において少数代表でない限り、交代

する議員と同性でなければならない推薦された候補者により署名されなければならない。執行部の構成員の候補者又は議長の候

補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうちの一人だけの署名で十分である。

推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区評議会の構成員の職務の断念を除き、もはや誰も推薦証書に署名する

ことはできない。 

   選挙は秘密投票で絶対多数で行われ議会の会議中に協議すべき任務と同様に個別に行われる。 

   唯一人だけの候補者が協議すべき任務として推薦されたときは、投票は１回だけ行われる。その他の全ての場合、いずれの候補

者も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二人の候補者の裁決のために第２次投票が準

備される。 

   第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最年長の候補者が獲得する。 

   最終投票が行われたときに、執行部の構成員たち全て同性であることが明らかになった場合には、別の性の一人乃至複数の候補

者が口頭で推薦される。このように推薦された候補者は評議会の構成員でなく第１段標第２段落に決められた諸条件を満たさな

い者であってもよい。この最後の構成員は議会の構成員たちの絶対多数で選出される。 

 §3. 執行部の構成員の人数は、５人を超えなければ、議長を含めて選出された構成員の３分の２に等しい。結果が当選基数である

ときは、上の基数に切り上げられる。本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条は一律に適用される。 

 §4. 長及び助役たちにそれぞれ関連のある同第２条、同第Ⅱ編第Ⅲ章第３条、第５条、第７条、第10条、第11条、第12条§１、第

13条、第15条、第16条、第18条、同第Ⅱ編第Ⅴ章第２条、第４条、同第Ⅱ編第Ⅵ章第１条及び第２条の諸規定はそれぞれ議長及

び執行部の構成員たちにも適用されるが、以下のように解される： 

   １º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第10条においては、《理事会》の語は《執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 執行部の構成員たちと議長の俸給は、必要があれば地区に与えられる権限の範囲及びその住民数を勘案して、政府により決

められること； 

   ３º 助役が辞表を提出した場合についての本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条に予定される規則は、長と同様に執行部の構成員たち

に関する辞職にも適用できる。辞表は地区議会に渡されること； 

   ４º 助役の停職及び免職に関する本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条の諸規定は長と同様に執行部の構成員たちのそれらにも適用で

きること ― 2005年12月８日の地域圏法第26条）。 

第２節 執行部の会議、審議及び決定 

第２条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第19条乃至第22条の諸規定は執行部の会議、審議及び決定に一律に適用でき、《長》の語は《議

長》の語により、且つ《（基礎自治体理事会）》の語は《執行部》の語により置き換えられると解される。 

第３節 権 限 

第３条 

 §1. （地区）議会執行部は以下に責任を有する： 
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第４条 

 §1.１º 基礎自治体議会は、その専心している明示する利益の諸権限を（地区）議会に委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限を付与する規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議会に

委任することができる。 

   ３º 上級庁が定められた規定の執行を基礎自治体議会に託しているとき、基礎自治体議会はこの任務を付与する規定により資格

のある限り、この任務を（地区）議会に委任することができる。 

 §2.１º （基礎自治体理事会）は（地区）議会執行部にその専心している明示する利益の諸権限を委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限が付与される規定に従ってその規定により資格のある限り、他の諸官公署により与えられる諸

権限を（地区）議会執行部に委任することができる。 

   ３º 他の官公署か若しくは基礎自治体議会が定められた規定の執行を（基礎自治体理事会）に託しているとき、（基礎自治体理

事会）は、この任務を割り振っている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議会執行部に委任す

ることができる。 

 §3.１º 長はその専心している明示する利益の諸権限を（地区）議長に委任することができる。 

   ２º 長は、この権限が付与される規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議長に委任するこ

とができる。 

   ３º 他の官公署、基礎自治体議会又は長若しくは助役の理事会が定められた規定の執行を長に託しているとき、長は、この任務

が託されている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議長に委任することができる。 

 §4. 服務規則に服する基礎自治体の職員の枠内、基礎自治体の予算、基礎自治体の会計及び基礎自治体の課税に関する権限はその

ような委任のための考慮には入れることができない。 

 §5. §３に反して、警察の分野の長の権限は（地区）議長へのそのような委任の対象になりえない。 

 §6. 権限の委任の場合には、地区の全てが全く平等に扱われなければならない。基礎自治体当局は、本巻第Ⅴ編第Ⅱ章第１条及び

第２条を適用して、委任される権限に比例した、（地区）の自由に使えるこれの職員及び財源に留意する。 

第５条 基礎自治体議会の意見で、自治体の利益が（地区）内で（地区）議会がそのために本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第４条を適用して権限を

持つ措置を必要とするときには、この点についてのその決定を準備している基礎自治体議会と同様に（地区）議会はその執行に協力

する。 

 （地区）議会は必要な執行条例を全て使用する。 

 （地区）議会は、基礎自治体の決定が伝えられた直後に、義務がある第１段落と同様に協力する義務がある。 

 （地区）議会が協力を拒否する場合には、協議手続が開始されるが、これは基礎自治体が作成しなければならない規則に規定される。

この協議手続が一致を引き出せないときは、長及び助役たちは、このために（地区）予算に計上された資金により基礎自治体議会の

決定の執行を用意することができる。これは（地区）議会がその拒否を基礎自治体当局に通告した後で初めて実施することができる。

この場合には、その決定は基礎自治体議会の決定の伝達後の（地区）議会の最初の会議で行われる。（地区）議会がこの最初の会議

の間に応答しないときは、その態度は拒否と同一視される。 

 明白な理由のある緊急の場合又は厳しい突発的な状況が必要とするときは、基礎自治体議会は、第１及び第４段落に反して、例えそ

れが（地区）議会の権限に関するものであっても、（基礎自治体理事会）に必要な措置の実施を負わせることができる。 

第６条 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第31条、第32条、第34条及び第35条は（地区）議会にも適用され、以下のように解される： 

   １º 基礎自治体議会は同第31条の適用に当たり事前の報告を命ずることもできる； 

   ２º 規則及び命令は（基礎自治体理事会）の決定及び基礎自治体議会の決定に違反することはできない。さらに、警察条例は適

用の前に基礎自治体議会に承認されなければならない。 

   ３º 本文中、《基礎自治体議会》については《（地区）議会》及び《基礎自治体》については《地区》と解される。 

第７条 （地区）議会が本編に基づき持っている決定権以外に、（地区）議会は（地区）で取り扱っている分野の全てについて全般的

な協議権を有する。 

第８条 （地区）議会は、基礎自治体議会の議事規則を尊重することを条件に、その権限に関係する基礎自治体に利害関係のある分野

を取り扱っている限り、基礎自治体議会の議事日程に項目を付け加える権利を有する。 

第Ⅲ章 執行部及び議長 

第１節 執行部の構成員たち及び議長の選任方法及び規則 

第１条 

（§1. 地区議会はその中から議長及び執行部の構成員たちを選ぶ。基礎自治体理事会の構成員の一人が執行部の選出まで創設の会議

を主宰する。選挙は候補者たちを含む推薦証書の承認である。議会に議席を占める当選者がそのような証書を提出する。これを

するためには、当選者は遅くとも会議の３日前までに執行部の選挙を表示する議事日程に議会の議長の手元に日付の証書を提出

しなければならない。受理されるためには、推薦証書は同時に地区議会の執行部の構成員である候補者及び両性の候補者を含ま

なければならない。それは同一名簿上の当選者の過半数により且つ執行部のための推薦証書に表示された候補者により署名され
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なければならない。例え、推薦証書に表示された候補者の中で、別の名簿上の当選者である候補者であったとしても、証書は当

選者が地区執行部のための推薦証書上の同じ候補者を表示する名簿のそれぞれの当選者の過半数によりそのつど署名されなけれ

ばならない。執行部の構成員の候補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうち

の一人だけの署名で十分である。推薦された候補者の死亡若しくは推薦された候補者による地区議会の構成員の職務の断念を除

き、もはや誰も推薦証書への署名することはできない。推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区議会の構成員

の職務の断念の場合は、新たな推薦証書を地区議会が執行部の選挙の議事日程で招集するときまでに会議の議長の手元に提出す

ることができる。これらの証書は上述の諸条件を満たしていなければならない。推薦証書の第１位の候補者が選挙の場合は地区

議会を主宰しなければならない。執行部の構成員たちの序列は証書がそれに従って作成された順位に一致する。 

   証書の構成員として、執行部の中へのいずれかの性の構成員の推薦を保証するためだけなら、地区議会の中で議長及び執行部の

構成員たちを選挙する義務に背くことができる。地区議会の構成員でない議長若しくは執行部の構成員は本Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第

１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たしていなければならない。その者は投票権を持って執行部に、発言権を持って議会

に議席を占める。 

   選挙は秘密投票で絶対多数決で行われる。証書が提出されたとき、選挙は第１回目の投票が行われる。その他の全ての場合及び

いずれの証書も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二つの証書の裁決のために第２次

投票が準備される。第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最も若い候補者を提示した証書が獲得する。 

   この創設会議は基礎自治体の（基礎自治体理事会）により遅ければ選挙の次の年の１月31日までに招集される。 

 §2. 辞職若しくは死亡の結果として執行部の構成員若しくは議長の職が偶発的に欠員になった場合には、評議会は３か月以内に代

行を用意する。 

   議会の当選者たちはこの代行のための候補者を推薦することができる。このためには、当選者たちは、職権により、執行部の選

挙を表示する議事日程に日付を入れた証書を、遅くとも会議の３日前までに、評議会の議長の手元に提出しなければならない。 

   受理されるためには、推薦証書は同一名簿上の当選者の過半数により、且つ候補者が執行部において少数代表でない限り、交代

する議員と同性でなければならない推薦された候補者により署名されなければならない。執行部の構成員の候補者又は議長の候

補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうちの一人だけの署名で十分である。

推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区評議会の構成員の職務の断念を除き、もはや誰も推薦証書に署名する

ことはできない。 

   選挙は秘密投票で絶対多数で行われ議会の会議中に協議すべき任務と同様に個別に行われる。 

   唯一人だけの候補者が協議すべき任務として推薦されたときは、投票は１回だけ行われる。その他の全ての場合、いずれの候補

者も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二人の候補者の裁決のために第２次投票が準

備される。 

   第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最年長の候補者が獲得する。 

   最終投票が行われたときに、執行部の構成員たち全て同性であることが明らかになった場合には、別の性の一人乃至複数の候補

者が口頭で推薦される。このように推薦された候補者は評議会の構成員でなく第１段標第２段落に決められた諸条件を満たさな

い者であってもよい。この最後の構成員は議会の構成員たちの絶対多数で選出される。 

 §3. 執行部の構成員の人数は、５人を超えなければ、議長を含めて選出された構成員の３分の２に等しい。結果が当選基数である

ときは、上の基数に切り上げられる。本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条は一律に適用される。 

 §4. 長及び助役たちにそれぞれ関連のある同第２条、同第Ⅱ編第Ⅲ章第３条、第５条、第７条、第10条、第11条、第12条§１、第

13条、第15条、第16条、第18条、同第Ⅱ編第Ⅴ章第２条、第４条、同第Ⅱ編第Ⅵ章第１条及び第２条の諸規定はそれぞれ議長及

び執行部の構成員たちにも適用されるが、以下のように解される： 

   １º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第10条においては、《理事会》の語は《執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 執行部の構成員たちと議長の俸給は、必要があれば地区に与えられる権限の範囲及びその住民数を勘案して、政府により決

められること； 

   ３º 助役が辞表を提出した場合についての本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条に予定される規則は、長と同様に執行部の構成員たち

に関する辞職にも適用できる。辞表は地区議会に渡されること； 

   ４º 助役の停職及び免職に関する本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条の諸規定は長と同様に執行部の構成員たちのそれらにも適用で

きること ― 2005年12月８日の地域圏法第26条）。 

第２節 執行部の会議、審議及び決定 

第２条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第19条乃至第22条の諸規定は執行部の会議、審議及び決定に一律に適用でき、《長》の語は《議

長》の語により、且つ《（基礎自治体理事会）》の語は《執行部》の語により置き換えられると解される。 

第３節 権 限 

第３条 

 §1. （地区）議会執行部は以下に責任を有する： 
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   １º （地区）により建設された諸施設； 

   ２º （地区）の工事の指揮。 

 §2. 助役集団は（地区）執行部に以下の責任を負わせることができる： 

   １º （地区）内に位置する基礎自治体の施設の管理； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の６°の諸規定に従った建築線の決定； 

   ３º （地区）内所在の基礎自治体の不動産の管理； 

   ４º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の10°の諸規定に従って里道及び下水を維持させること； 

 §3. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第25条は（地区）議会の執行部に一律に適用でき、議長は長に置き換え、（基礎自治体理事会）は執

行部により置き換えられる。 

第４条 （地区）議会議長たちは、状況が必要とすればいつでも協議のために（基礎自治体理事会）が招集できる。この協議はいずれ

にせよ基礎自治体の予算編成前に、（地区）議会の自由に委ねねばならない職員枠の決定前に用意される。この協議のために、議長

たちは同時に議長会議を組織する。 

第Ⅳ章 書 記 

第１条  

 §1. それぞれの（地区）事務所に書記が一人いる。 

 §2. （地区）書記は本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条に定められた方式に従って基礎自治体議会により任命される。 

 §3. 同編第Ⅵ章第３条、同第Ⅳ章第３条、第４条§１、第５条、第19条、同第Ⅲ編第Ⅰ章第１条、同第Ⅱ編第Ⅱ章第２条、同第Ⅲ

編第Ⅱ章第３条及び第５条の諸規定は書記に関するものに一律に適用され、以下のように解される： 

   １º 《基礎自治体議会》の語を《（地区）議会》の語により、《（基礎自治体理事会）》の語を（地区）議会の《執行部》の語

により及び《長》の語を《議長》の語により置き換える必要があること； 

   ２º 基礎自治体議会により承認される行財政規程は書記である者にも適用できる； 

   ３º 基礎自治体の諸機関は書記に対する懲戒事項への権限を残しているが、但し（地区）議会の意見を事前に聴取しなければな

らない。 

第Ⅱ編 地区当局の諸規則 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 （地区）議会、執行部及び議長の諸規則は、憲法にも、連邦法令にも、地域圏及び共同体の法にも、規則及び決定にも、県当

局の決定にも、基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）の決定にも違反してはならない。 

第Ⅱ章 諸規則の起案及び公布 

第１条 （地区）議会及びその執行部の諸規則の起案及び公布は、（地区）諸機関を基礎自治体の議会及び理事会に置き替える必要が

あるこの相違を除き、基礎自治体の議会及び理事会の諸規則であるものについて予定されたものと同じ形式に従って行われる。 

第２条 （地区）議会の規則及び命令は議長により本部第Ⅰ巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の諸規定を適用して公布される。それは同第２条に

従う義務がある。 

第Ⅲ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体の住民投票に関する本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条乃至第12条は、少なくともその権限に関係する基礎自治体の利

害関係事項であるものについて、（地区）議会に適用できる。 

 これらの条文においては、（地区）議会及び執行部は基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）に置き替える。 

第Ⅳ編 地区の行政 
 

章唯一 
 

第１条 各（地区）議会はその固有の必要を考慮し基礎自治体全体のために基礎自治体議会により決められた職員の枠そのものとして

の一部となる職員の枠の設定のために提案を作成する。（地区）議会は諸提案を作成するが、但し最終決定は基礎自治体の行政機関

に属する。 

 基礎自治体議会による職員の枠の承認後に、（地区）に割り当てられる職員は（基礎自治体理事会）の命令に従う。 

 これらの職員の構成員たちは、（地区）行政機関に雇われてはいるが、引き続き基礎自治体の枠の一部であり、必要な諸条件を満た

せば別の職務への候補者の責任を担う権利を有する。（地区）に影響を及ぼす職員の監督は、本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の９°

の対象となり、（地区）議会の執行部により行われる。 

 基礎自治体の諸機関は懲戒制度に関するものについて権限を残している。懲戒の一件書類は、書記自身に関するものを除き、その意

見を含まなければならない。意見は基礎自治体書記の要求があってから遅くとも15日後には与えられなければならない。懲戒手続は

意見がなくてもまた決められた期限内に与えられなくても続行することができる。 
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第Ⅴ編 地区の財政 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会はそれについて基礎自治体の予算に計上される一般割当額及び/又は特別割当額が毎年（地区）に与えられる

職務の基準を決める。 

第２条 （地区）議会は常に（地区）の財政形式について前もって意見を出す義務がある。 

第３条 基礎自治体の予算と会計に関する諸規定は（地区）の予算及び会計に適用でき、特に以下のものを含む： 

  ― （地区）に認められた予算の限界内で、（地区）執行部が契約を結び支払命令を発する； 

  ― 地方収入役が、（地区）議会、若しくは（地区）議会執行部の権限であるもののために、（地区）議会の執行部の権限下に置か

れる； 

  ― 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第26条§２は（地区）議会の年次予算及び会計の採択に関して一律に適用でき、（地区）議会自体は基

礎自治体議会に置き換えられると解される； 

  ― 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第41条は一律に適用され、収入役も亦（地区）行政機関に財政上若しくは予算上の影響を持つ事項の

全てに関して（地区）議会の執行部により聴聞されることができると解される； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条及び同２条は（地区）の会計及び予算に一律に適用され、基礎自治体議会は関係（地区）議会に

より置き換えられ、且つ第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第２条では10月の月は９月の月に置き換えられなければならないと解され

る； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅲ章第１条は（地区）の予算及び会計に一律に適用され、供託は（地区）の建物に行われ（地区）執行部が

掲示を確保すると解される； 

  ― 予算の均衡に関する本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅳ章第１条は（地区）の予算に一律に適用される。 

（第Ⅴ巻 基礎自治体間の協力 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 本巻は地理上の管轄区域がワロン地域圏の境界を越えない基礎自治体間の協力に適用する。 

第Ⅱ章 協力形態 

第１節 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体は、基礎自治体の利益の対象に関する協定を締結することができる。 

第２節 計画協力 

第２条 複数の基礎自治体（は、本巻に予定される諸条件内で ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第１段落）基礎自治体の利益の計

画化、利用及び管理の確保のために法人格を与えられる協力組織を創設することができる。 

 公法人及び私法人はいずれも法令に定められた諸条件でそこに参加することができる。 

 （これらの団体は計画協会と命名される ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第２段落）。 

第３節 （ 2007年３月９日のワロン法第３条）基礎自治体事務組合 

第３条 複数の基礎自治体は、本巻により予定された諸条件の下で、基礎自治体の利益を明確にする目標を持った団体を設置すること

ができる。 

 これらの団体は以下では基礎自治体事務組合と命名される。 

第４条 公法人及び私法人はいずれでも同様基礎自治体事務組合に所属することができる。 

 現実の加入の有無は別として、いずれかの基礎自治体事務組合へのワロン地域圏の参加は地域圏法により全て認められ且つ決められ

る。 

第５条 基礎自治体事務組合はその社会的目的の実現に一致して協力できるならばいずれの法人にも資本への出資分担を行うことがで

きる。 

 法人の資本への出資分担の取得は全て理事会により決定される；これらの決定についての特別報告は本編第Ⅲ章第13条の§３に従っ

て総会に提出される。 

 但し、法人への出資分担の取得が少なくともその資本の10分の１相当か又は少なくとも基礎自治体事務組合固有の基金の５分の１相

当であるときは、出資分担の取得は総会により、基礎自治体の出資者代表により表明される票の単純多数を含む投票の単純多数で決

定される。 

第４節 基礎自治体の措置 

第６条 

 §1. その目的がいかなるものであろうとも、公共サービスの任務をその資格で遂行する計画協会及び基礎自治体事務組合は公法上

の法人である。 

    それらは営利的性格を有しない。 
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   １º （地区）により建設された諸施設； 

   ２º （地区）の工事の指揮。 

 §2. 助役集団は（地区）執行部に以下の責任を負わせることができる： 

   １º （地区）内に位置する基礎自治体の施設の管理； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の６°の諸規定に従った建築線の決定； 

   ３º （地区）内所在の基礎自治体の不動産の管理； 

   ４º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の10°の諸規定に従って里道及び下水を維持させること； 

 §3. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第25条は（地区）議会の執行部に一律に適用でき、議長は長に置き換え、（基礎自治体理事会）は執

行部により置き換えられる。 

第４条 （地区）議会議長たちは、状況が必要とすればいつでも協議のために（基礎自治体理事会）が招集できる。この協議はいずれ

にせよ基礎自治体の予算編成前に、（地区）議会の自由に委ねねばならない職員枠の決定前に用意される。この協議のために、議長

たちは同時に議長会議を組織する。 

第Ⅳ章 書 記 

第１条  

 §1. それぞれの（地区）事務所に書記が一人いる。 

 §2. （地区）書記は本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条に定められた方式に従って基礎自治体議会により任命される。 

 §3. 同編第Ⅵ章第３条、同第Ⅳ章第３条、第４条§１、第５条、第19条、同第Ⅲ編第Ⅰ章第１条、同第Ⅱ編第Ⅱ章第２条、同第Ⅲ

編第Ⅱ章第３条及び第５条の諸規定は書記に関するものに一律に適用され、以下のように解される： 

   １º 《基礎自治体議会》の語を《（地区）議会》の語により、《（基礎自治体理事会）》の語を（地区）議会の《執行部》の語

により及び《長》の語を《議長》の語により置き換える必要があること； 

   ２º 基礎自治体議会により承認される行財政規程は書記である者にも適用できる； 

   ３º 基礎自治体の諸機関は書記に対する懲戒事項への権限を残しているが、但し（地区）議会の意見を事前に聴取しなければな

らない。 

第Ⅱ編 地区当局の諸規則 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 （地区）議会、執行部及び議長の諸規則は、憲法にも、連邦法令にも、地域圏及び共同体の法にも、規則及び決定にも、県当

局の決定にも、基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）の決定にも違反してはならない。 

第Ⅱ章 諸規則の起案及び公布 

第１条 （地区）議会及びその執行部の諸規則の起案及び公布は、（地区）諸機関を基礎自治体の議会及び理事会に置き替える必要が

あるこの相違を除き、基礎自治体の議会及び理事会の諸規則であるものについて予定されたものと同じ形式に従って行われる。 

第２条 （地区）議会の規則及び命令は議長により本部第Ⅰ巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の諸規定を適用して公布される。それは同第２条に

従う義務がある。 

第Ⅲ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体の住民投票に関する本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条乃至第12条は、少なくともその権限に関係する基礎自治体の利

害関係事項であるものについて、（地区）議会に適用できる。 

 これらの条文においては、（地区）議会及び執行部は基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）に置き替える。 

第Ⅳ編 地区の行政 
 

章唯一 
 

第１条 各（地区）議会はその固有の必要を考慮し基礎自治体全体のために基礎自治体議会により決められた職員の枠そのものとして

の一部となる職員の枠の設定のために提案を作成する。（地区）議会は諸提案を作成するが、但し最終決定は基礎自治体の行政機関

に属する。 

 基礎自治体議会による職員の枠の承認後に、（地区）に割り当てられる職員は（基礎自治体理事会）の命令に従う。 

 これらの職員の構成員たちは、（地区）行政機関に雇われてはいるが、引き続き基礎自治体の枠の一部であり、必要な諸条件を満た

せば別の職務への候補者の責任を担う権利を有する。（地区）に影響を及ぼす職員の監督は、本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の９°

の対象となり、（地区）議会の執行部により行われる。 

 基礎自治体の諸機関は懲戒制度に関するものについて権限を残している。懲戒の一件書類は、書記自身に関するものを除き、その意

見を含まなければならない。意見は基礎自治体書記の要求があってから遅くとも15日後には与えられなければならない。懲戒手続は

意見がなくてもまた決められた期限内に与えられなくても続行することができる。 
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第Ⅴ編 地区の財政 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会はそれについて基礎自治体の予算に計上される一般割当額及び/又は特別割当額が毎年（地区）に与えられる

職務の基準を決める。 

第２条 （地区）議会は常に（地区）の財政形式について前もって意見を出す義務がある。 

第３条 基礎自治体の予算と会計に関する諸規定は（地区）の予算及び会計に適用でき、特に以下のものを含む： 

  ― （地区）に認められた予算の限界内で、（地区）執行部が契約を結び支払命令を発する； 

  ― 地方収入役が、（地区）議会、若しくは（地区）議会執行部の権限であるもののために、（地区）議会の執行部の権限下に置か

れる； 

  ― 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第26条§２は（地区）議会の年次予算及び会計の採択に関して一律に適用でき、（地区）議会自体は基

礎自治体議会に置き換えられると解される； 

  ― 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第41条は一律に適用され、収入役も亦（地区）行政機関に財政上若しくは予算上の影響を持つ事項の

全てに関して（地区）議会の執行部により聴聞されることができると解される； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条及び同２条は（地区）の会計及び予算に一律に適用され、基礎自治体議会は関係（地区）議会に

より置き換えられ、且つ第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第２条では10月の月は９月の月に置き換えられなければならないと解され

る； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅲ章第１条は（地区）の予算及び会計に一律に適用され、供託は（地区）の建物に行われ（地区）執行部が

掲示を確保すると解される； 

  ― 予算の均衡に関する本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅳ章第１条は（地区）の予算に一律に適用される。 

（第Ⅴ巻 基礎自治体間の協力 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 本巻は地理上の管轄区域がワロン地域圏の境界を越えない基礎自治体間の協力に適用する。 

第Ⅱ章 協力形態 

第１節 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体は、基礎自治体の利益の対象に関する協定を締結することができる。 

第２節 計画協力 

第２条 複数の基礎自治体（は、本巻に予定される諸条件内で ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第１段落）基礎自治体の利益の計

画化、利用及び管理の確保のために法人格を与えられる協力組織を創設することができる。 

 公法人及び私法人はいずれも法令に定められた諸条件でそこに参加することができる。 

 （これらの団体は計画協会と命名される ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第２段落）。 

第３節 （ 2007年３月９日のワロン法第３条）基礎自治体事務組合 

第３条 複数の基礎自治体は、本巻により予定された諸条件の下で、基礎自治体の利益を明確にする目標を持った団体を設置すること

ができる。 

 これらの団体は以下では基礎自治体事務組合と命名される。 

第４条 公法人及び私法人はいずれでも同様基礎自治体事務組合に所属することができる。 

 現実の加入の有無は別として、いずれかの基礎自治体事務組合へのワロン地域圏の参加は地域圏法により全て認められ且つ決められ

る。 

第５条 基礎自治体事務組合はその社会的目的の実現に一致して協力できるならばいずれの法人にも資本への出資分担を行うことがで

きる。 

 法人の資本への出資分担の取得は全て理事会により決定される；これらの決定についての特別報告は本編第Ⅲ章第13条の§３に従っ

て総会に提出される。 

 但し、法人への出資分担の取得が少なくともその資本の10分の１相当か又は少なくとも基礎自治体事務組合固有の基金の５分の１相

当であるときは、出資分担の取得は総会により、基礎自治体の出資者代表により表明される票の単純多数を含む投票の単純多数で決

定される。 

第４節 基礎自治体の措置 

第６条 

 §1. その目的がいかなるものであろうとも、公共サービスの任務をその資格で遂行する計画協会及び基礎自治体事務組合は公法上

の法人である。 

    それらは営利的性格を有しない。 

－ 145 －



－ 146 － 

    計画協会や基礎自治体事務組合の公共的性格はその出資者、その代理人及び全ての部外者との関係において並びに全ての内外

の連携において最も重要である。 

 §2. そのようなものとして、計画協会及び基礎自治体事務組合はその名において公用のための収用を続行し、負債をし、無償譲与

を受け入れ、官公署の補助金を受け取ることができる。 

    全ての供給品及び全ての取得物は計画協会若しくは基礎自治体事務組合の社会目的実現に充当されなければならない。 

 §3. 計画協会若しくは基礎自治体事務組合が発行する全ての記録、計算書、公告、刊行物その他の書類においては、《計画協会》

とか《基礎自治体事務組合》とかの語の先述の若しくはそのすぐ後の社会的名称を分かり易い形で表現しなければならない。 

    これらの場合では全て、《計画協会》とか《基礎自治体事務組合》とかはその固有の名称を、又必要があればその略号を用い

ることになる。 

第Ⅱ編 運営方式 

第Ⅰ章 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体間で締結される協定は少なくとも有効期間及びそのありうる更新、解約の可能性、参加基礎自治体のありうる出資

分担額及びこれらの出資分担額の管理方式、内部組織、権利及び相互義務並びに財政上の影響、各基礎自治体議会による年次評価、

財政変動の確定、果実の割振り、財政統制及び協定終了時のありうる資産の配分に関する諸規定を含む。 

第２条 協定は、協定の当事者である基礎自治体の一つが管理者に指名されるであろうことを規定できる。 

 基礎自治体の管理者は、この協定を遂行するために、その職員及び/又は協定の当事者である他の基礎自治体の職員の構成員たちを、

そこに定められた諸条件に従って、使用することができる。 

第３条 必要ならば、少なくとも基礎自治体代表一人ずつで構成され、基礎自治体の議会か若しくは理事会の構成員たちの中から基礎

自治体全体（各基礎自治体の議員たち ― 2007年３月９日の地域圏法第４条）に比例して任命される協定管理委員会が協定を執行す

る方式について協議する責任がある。 

 管理委員会は必要があれば管理する基礎自治体に意見を述べ、協定の成果である財政上の動きを明らかにし、協定に加盟する基礎自

治体の議員たちに照会に従わせる。 

 管理委員会における任務は無報酬で遂行される。 

第Ⅱ章 計画協会 

第１条 

 §1. 計画協会は関係各基礎自治体の決定により最大限６年の期間設立される。 

    いかような脱退も計画協会の規約に決められた期限以前にはできない。 

    規約は、６年の期間を超えない期間（について ― 2007年３月９日の地域圏法第５条）、但しこの更新の決定が後日の基礎自

治体の会期中に発効できないとしない限り更新できる。 

    協会の終了時には解散される。収用法令に基づき取得された財産の用途は公共用のために維持されなければならない。 

 §2. 規約は少なくとも以下のものを含む： 

   1. その名称； 

   2. その目的； 

   3. その社会的略号； 

   4. その期間； 

   5. 出資者の簡潔な表示、その予想出資分担額、そのその他の出資； 

   6. 協会管理委員会の構成及び権限、意思決定方式、それらについて協会管理委員会の他の構成員に委任する可能性及び併せて

その構成員たちの任免方法； 

   7. 所得できる利益の割振り及び出資者によるありうる損失の毎年の負担方式； 

   8. 清算方法、清算人の任命方法及びその権限の決定、解散の場合の財産の用途及び職員の帰趨。 

     計画協会の規約では、財政計画は出資者各自に送られる。 

第２条 計画協会はいずれもそれに議席を有する基礎自治体の長に、又はこのために委任される出資者の基礎自治体（ ― 2007年３月

９日の地域圏法第６条）の代表者たちの面前で公証人に手渡される公正証書により設立される。 

 不動産に関する法律条項は別として、証書はその署名の日から発効する。 

 権利設定証書は定款を含む。 

 同証書は権利設定の日から30日以内にベルギー官報の付録に全文公示されることになるし、同時に誰でも参照できる協会所在地に登

録されることになる。 

第３条 定款の修正提案には協会の出席した管理委員会の構成員の３分の２の多数決か若しくはこれに出資している基礎自治体を代表

する協会管理委員会構成員たちの投票の３分の２の多数を含む代表が必要となる。 

 これらの修正は権利設定証書のために必要な諸条件の下で出資者により採択されなければならない。 

第４条 
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 §1. 計画協会は出資基礎自治体を代表する管理委員会を一つだけ有し、必要ならば出資する諸県はそれぞれ出資する基礎自治体の

基礎自治体議員全員に比例して、必要ならば選挙法第167条及び第168条に従って出資する諸県の県議会の全員が指名される。こ

の比例代表を算定するためには、政党間協定又は再編成について個人の選択した申告が考慮されることになる。 

    この申告には、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーにおいて発効しているこの協定の追加議定書により、人

種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により及び第２次世界大戦

中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧する

ことを意図した1995年３月23日の国法により、民主的原理の尊重を言明しない政治集団又は既述の諸政治集団及び1981年７月30

日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反の一つのためにその結果有罪判決を受けた事実のときに協会の役

員であった者はこの比例への算入を考慮するには及ばない。 

    基礎自治体及び場合により出資県に割り当てられている管理委員会の職は、基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員たち及

び必要があっても県議会若しくは理事会の構成員たちを任命することはできない。 

    本段標は出資C.P.A.S.を代表する管理委員会の構成員たちに必要な変更を施して適用できる。 

 §2. 出資基礎自治体及び場合により出資県を代表する管理委員会の構成員について、構成員全員が同一の性であれば、本条§１の

予定する規定に違反することになる。 

    この場合には、追加構成員は出資基礎自治体全部の提案の下で指名される。 

    このようにして指名された構成員は、あらゆる場合に、協会管理委員会において議決権を有する。 

 §3. 各出資者は協会管理委員会におけるその若しくはそれらの代表を直接任命する。 

    出資基礎自治体全体を代表する管理委員会の構成員の最小人数は４人以下であってはならない。 

    管理委員会の構成員の最大人数は15人に固定される。 

 §4. 協会管理委員会の委員長は当然基礎自治体当選人の資格を持つその構成員の一人になる。 

 §5. 管理委員会は人事事項に権限を有する。計画協会の職員は協定規則に服する。職員は又計画協会の終了まで出資基礎自治体に

よる命令に従う。 

（§6. 管理委員会は計画協会の日常の運営を、その責任の下で、その委員長か管理委員会により指定された者に委任することができ

る ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第１段落）。 

 §（7. ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第２段落）。財務状況の検査は管理委員会により企業診断協会の構成員たちから指名さ

れる診断員に任される。 

    協会管理委員会は年次会計報告を作成して、その活動報告及び診断報告と同時に、出資者の承認を得るために提出する；承認

手続は協定通りに定められる。 

    最終の承認は出資者の過半数が協会管理委員会及び診断員に賛成を表明し弁護を与えるや否や獲得される。 

第５条 

 §1. 協会管理委員会の会議は公開されない。 

    詳細な議事録は、個々の構成員たちの投票の下で報告書に、議事録がそれについて見直される全ての記録文書に仕上げられて、

基礎自治体議員たちから出資基礎自治体書記に、且つ必要な場合には、出資諸県の県議会議員たちから県事務総長に、行政公開

に関する地域圏法の諸規定に抵触することなく意見を求めることができる。 

 §2. 協会管理委員会は最小限本編第Ⅲ章第14条の９ºに再掲される諸規定に含まれる内規を作成する。 

第６条 法性決定の対象をなす多数決の場合を除き、決定は単純多数決によるが、それは協会管理委員会全体と同様に基礎自治体によ

り任命された協会管理委員会の構成員たちの集団においても達せられなければならない。 

第７条 管理委員会は協会の資本の設定に関しては何らの義務も負わない。 

 この義務は定款により準備されるときは、決められた出資は協会の設立への参加者により現金で支払われなければならない。 

 基礎自治体、私法人若しくは公法人のその他の出資者たちの出資分担金総額は協会の資本合計の49％を超えることはできない。 

 その額は有価証券とそれらの権利が協定通りに定められる持株により表示される。 

 経済的基準に従っては評価できない資産の提示としての無形の出資及び現物出資は企業診断員の報告に基づき評価され、有価証券及

びそれらの権利は協定通りに定められる持株により表示される。 

 出資者たちはその出資についてのみ払い込めばよく、その競合には責任を負わない。 

 登録簿は定款に添付され、出資者たちについて記載し、そのそれぞれについて割り振られる持株を指定する。 

第８条 会計は企業会計に関する立法に従わなければならない。企業会計の公開に適用できる諸規則も同様に適用できる。 

第Ⅲ章 基礎自治体事務組合 

第１節 規 則 

第１条 基礎自治体事務組合は、株式会社か、有限責任共同組合か、非営利目的団体かの法律形態を採択する。 

 営利法人及び非営利団体に関する国法は、場合に応じて、定款が団体の特殊性の理由で抵触しない限り基礎自治体事務組合に適用で

きる。 
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    計画協会や基礎自治体事務組合の公共的性格はその出資者、その代理人及び全ての部外者との関係において並びに全ての内外

の連携において最も重要である。 

 §2. そのようなものとして、計画協会及び基礎自治体事務組合はその名において公用のための収用を続行し、負債をし、無償譲与

を受け入れ、官公署の補助金を受け取ることができる。 

    全ての供給品及び全ての取得物は計画協会若しくは基礎自治体事務組合の社会目的実現に充当されなければならない。 

 §3. 計画協会若しくは基礎自治体事務組合が発行する全ての記録、計算書、公告、刊行物その他の書類においては、《計画協会》

とか《基礎自治体事務組合》とかの語の先述の若しくはそのすぐ後の社会的名称を分かり易い形で表現しなければならない。 

    これらの場合では全て、《計画協会》とか《基礎自治体事務組合》とかはその固有の名称を、又必要があればその略号を用い

ることになる。 

第Ⅱ編 運営方式 

第Ⅰ章 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体間で締結される協定は少なくとも有効期間及びそのありうる更新、解約の可能性、参加基礎自治体のありうる出資

分担額及びこれらの出資分担額の管理方式、内部組織、権利及び相互義務並びに財政上の影響、各基礎自治体議会による年次評価、

財政変動の確定、果実の割振り、財政統制及び協定終了時のありうる資産の配分に関する諸規定を含む。 

第２条 協定は、協定の当事者である基礎自治体の一つが管理者に指名されるであろうことを規定できる。 

 基礎自治体の管理者は、この協定を遂行するために、その職員及び/又は協定の当事者である他の基礎自治体の職員の構成員たちを、

そこに定められた諸条件に従って、使用することができる。 

第３条 必要ならば、少なくとも基礎自治体代表一人ずつで構成され、基礎自治体の議会か若しくは理事会の構成員たちの中から基礎

自治体全体（各基礎自治体の議員たち ― 2007年３月９日の地域圏法第４条）に比例して任命される協定管理委員会が協定を執行す

る方式について協議する責任がある。 

 管理委員会は必要があれば管理する基礎自治体に意見を述べ、協定の成果である財政上の動きを明らかにし、協定に加盟する基礎自

治体の議員たちに照会に従わせる。 

 管理委員会における任務は無報酬で遂行される。 

第Ⅱ章 計画協会 

第１条 

 §1. 計画協会は関係各基礎自治体の決定により最大限６年の期間設立される。 

    いかような脱退も計画協会の規約に決められた期限以前にはできない。 

    規約は、６年の期間を超えない期間（について ― 2007年３月９日の地域圏法第５条）、但しこの更新の決定が後日の基礎自

治体の会期中に発効できないとしない限り更新できる。 

    協会の終了時には解散される。収用法令に基づき取得された財産の用途は公共用のために維持されなければならない。 

 §2. 規約は少なくとも以下のものを含む： 

   1. その名称； 

   2. その目的； 

   3. その社会的略号； 

   4. その期間； 

   5. 出資者の簡潔な表示、その予想出資分担額、そのその他の出資； 

   6. 協会管理委員会の構成及び権限、意思決定方式、それらについて協会管理委員会の他の構成員に委任する可能性及び併せて

その構成員たちの任免方法； 

   7. 所得できる利益の割振り及び出資者によるありうる損失の毎年の負担方式； 

   8. 清算方法、清算人の任命方法及びその権限の決定、解散の場合の財産の用途及び職員の帰趨。 

     計画協会の規約では、財政計画は出資者各自に送られる。 

第２条 計画協会はいずれもそれに議席を有する基礎自治体の長に、又はこのために委任される出資者の基礎自治体（ ― 2007年３月

９日の地域圏法第６条）の代表者たちの面前で公証人に手渡される公正証書により設立される。 

 不動産に関する法律条項は別として、証書はその署名の日から発効する。 

 権利設定証書は定款を含む。 

 同証書は権利設定の日から30日以内にベルギー官報の付録に全文公示されることになるし、同時に誰でも参照できる協会所在地に登

録されることになる。 

第３条 定款の修正提案には協会の出席した管理委員会の構成員の３分の２の多数決か若しくはこれに出資している基礎自治体を代表

する協会管理委員会構成員たちの投票の３分の２の多数を含む代表が必要となる。 

 これらの修正は権利設定証書のために必要な諸条件の下で出資者により採択されなければならない。 

第４条 
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 §1. 計画協会は出資基礎自治体を代表する管理委員会を一つだけ有し、必要ならば出資する諸県はそれぞれ出資する基礎自治体の

基礎自治体議員全員に比例して、必要ならば選挙法第167条及び第168条に従って出資する諸県の県議会の全員が指名される。こ

の比例代表を算定するためには、政党間協定又は再編成について個人の選択した申告が考慮されることになる。 

    この申告には、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーにおいて発効しているこの協定の追加議定書により、人

種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により及び第２次世界大戦

中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧する

ことを意図した1995年３月23日の国法により、民主的原理の尊重を言明しない政治集団又は既述の諸政治集団及び1981年７月30

日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反の一つのためにその結果有罪判決を受けた事実のときに協会の役

員であった者はこの比例への算入を考慮するには及ばない。 

    基礎自治体及び場合により出資県に割り当てられている管理委員会の職は、基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員たち及

び必要があっても県議会若しくは理事会の構成員たちを任命することはできない。 

    本段標は出資C.P.A.S.を代表する管理委員会の構成員たちに必要な変更を施して適用できる。 

 §2. 出資基礎自治体及び場合により出資県を代表する管理委員会の構成員について、構成員全員が同一の性であれば、本条§１の

予定する規定に違反することになる。 

    この場合には、追加構成員は出資基礎自治体全部の提案の下で指名される。 

    このようにして指名された構成員は、あらゆる場合に、協会管理委員会において議決権を有する。 

 §3. 各出資者は協会管理委員会におけるその若しくはそれらの代表を直接任命する。 

    出資基礎自治体全体を代表する管理委員会の構成員の最小人数は４人以下であってはならない。 

    管理委員会の構成員の最大人数は15人に固定される。 

 §4. 協会管理委員会の委員長は当然基礎自治体当選人の資格を持つその構成員の一人になる。 

 §5. 管理委員会は人事事項に権限を有する。計画協会の職員は協定規則に服する。職員は又計画協会の終了まで出資基礎自治体に

よる命令に従う。 

（§6. 管理委員会は計画協会の日常の運営を、その責任の下で、その委員長か管理委員会により指定された者に委任することができ

る ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第１段落）。 

 §（7. ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第２段落）。財務状況の検査は管理委員会により企業診断協会の構成員たちから指名さ

れる診断員に任される。 

    協会管理委員会は年次会計報告を作成して、その活動報告及び診断報告と同時に、出資者の承認を得るために提出する；承認

手続は協定通りに定められる。 

    最終の承認は出資者の過半数が協会管理委員会及び診断員に賛成を表明し弁護を与えるや否や獲得される。 

第５条 

 §1. 協会管理委員会の会議は公開されない。 

    詳細な議事録は、個々の構成員たちの投票の下で報告書に、議事録がそれについて見直される全ての記録文書に仕上げられて、

基礎自治体議員たちから出資基礎自治体書記に、且つ必要な場合には、出資諸県の県議会議員たちから県事務総長に、行政公開

に関する地域圏法の諸規定に抵触することなく意見を求めることができる。 

 §2. 協会管理委員会は最小限本編第Ⅲ章第14条の９ºに再掲される諸規定に含まれる内規を作成する。 

第６条 法性決定の対象をなす多数決の場合を除き、決定は単純多数決によるが、それは協会管理委員会全体と同様に基礎自治体によ

り任命された協会管理委員会の構成員たちの集団においても達せられなければならない。 

第７条 管理委員会は協会の資本の設定に関しては何らの義務も負わない。 

 この義務は定款により準備されるときは、決められた出資は協会の設立への参加者により現金で支払われなければならない。 

 基礎自治体、私法人若しくは公法人のその他の出資者たちの出資分担金総額は協会の資本合計の49％を超えることはできない。 

 その額は有価証券とそれらの権利が協定通りに定められる持株により表示される。 

 経済的基準に従っては評価できない資産の提示としての無形の出資及び現物出資は企業診断員の報告に基づき評価され、有価証券及

びそれらの権利は協定通りに定められる持株により表示される。 

 出資者たちはその出資についてのみ払い込めばよく、その競合には責任を負わない。 

 登録簿は定款に添付され、出資者たちについて記載し、そのそれぞれについて割り振られる持株を指定する。 

第８条 会計は企業会計に関する立法に従わなければならない。企業会計の公開に適用できる諸規則も同様に適用できる。 

第Ⅲ章 基礎自治体事務組合 

第１節 規 則 

第１条 基礎自治体事務組合は、株式会社か、有限責任共同組合か、非営利目的団体かの法律形態を採択する。 

 営利法人及び非営利団体に関する国法は、場合に応じて、定款が団体の特殊性の理由で抵触しない限り基礎自治体事務組合に適用で

きる。 
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 いかなる場合にも、非営利団体の形式を採っている基礎自治体事務組合は商工業活動に没頭することも、それらの構成員たちに物的

利益を得させることを追い求めることもできない。 

 基礎自治体事務組合の職員は法令及び/又は規約の体制に服する。基礎自治体事務組合の職員は理事会により定められる職務概要及

び候補者たちの呼出に基づき任命される。 

第２条 再掲される基礎自治体事務組合の定款は、少なくとも、会社法及び非営利法人に適用できる立法に加えて以下の諸規定を含

む： 

 1. 名称； 

 2. その目的若しくはそれらの目的； 

 3. 活動分野若しくは諸分野； 

 4. その法律形態； 

 5. その本部所在地； 

 6. 有効期間； 

 7. 出資者を詳しく説明する表示、その出資額、その分担金及びその他の投資； 

 8. 基礎自治体事務組合の管理機関の構成及び権限、それに委任するのがその務めである部門の中から任命される同じ機関の他の構

成員に代表権を与える総会への代表たちを除き、その構成員たちの任免方法並びにそれらの手段； 

 9. 年次会計報告、本章第24条の対象となる会計についての検査員団の報告、出資分担金の取得に関する特別報告、基礎自治体事務

組合の運営報告、総会に向けて用意されるその他の全ての資料並びに戦略計画出資者への伝達方法； 

 10．利益配分； 

 11．その正味の資産が事務組合の資本の４分の３以下の金額に縮減される出資者による損失の負担； 

 12．資金の管理方式； 

 13．出資者の引出し方式； 

 14．清算方法、清算人の指名及びその権限の決定及び、本章第22条に抵触することなしに、解散の場合の資産の用途及び職員の処遇

の方法； 

 15．理事会の特別の委任なしに、基礎自治体事務組合の契約のための二重署名の原則。 

 基礎自治体事務組合の設立に当たっては、その中で組合の資本の総額が正当化される財政計画が創設者たちの出資者の各自に送付さ

れ、基礎自治体事務組合の本部に保持される。 

第３条 基礎自治体事務組合の本部は出資者基礎自治体の一つか、基礎自治体事務組合に帰属する建物の中か、又は出資公法人の一つ

に設置される。 

第４条 基礎自治体事務組合の期限は30年を超えることはできない。 

 但し、基礎自治体事務組合はそれぞれが30年を超えない１期乃至複数期延長することができる。 

 延長は全て少なくとも現行の定款に定められた通りの期限の最終日の１年前に総会で決定されなければならない。 

 延長は、諸基礎自治体議会及び、必要ならば、関係諸県議会が審議を要請された限り又この延長要求が定款通りの修正の可決に必要

な過半数を獲得する限り賛同される。 

 但し、出資者は何人も延長が生じなかった以前に決められた期限には責任を負わなくてよい。 

 基礎自治体事務組合は延長に関与していない法定の出資者による一層困難な金の掛かる事業になるその期間を超える期限のための投

資を選ぶことはできない。 

 出資者は連帯責任を負わない。出資者は出資額の限度で連合の事業に責任を負う。 

第５条 定款は基礎自治体の基礎自治体事務組合の期限切れ前のその脱退の可能性について準備することができる。 

 いずれにせよ、出資者は何人も以下の場合には脱退することができる： 

   １º 場合に応じて、現行定款の開始若しくは加盟から15年以降に、その他の出資者たちにより表明された３分の２の賛成により、

肯定票が出資基礎自治体の代表により表明された票の過半数を含んで表明され、脱退者が専門家の決める評価の損害を償う条

件付きで、その脱退原因が基礎自治体事務組合その他の出資者たちにある限り； 

   ２º 基礎自治体の利益の同じ目的（ ― 2007年３月９日の地域圏法第８条）が同一の基礎自治体において複数の基礎自治体事務

組合、公社若しくは公益機関に託される場合は、基礎自治体はその域内全体について関連する唯一つの基礎自治体事務組合、

唯一つの公社若しくは唯一つの公益機関に託する決定をすることができる。前段落の対象となる場合に、それが定款に決めら

れた通りに実行されればいかなる投票も必要ない。起こりうる損害の賠償に関する１ºに予定される諸条件だけが適用でき

る； 

   ３º 合理化への配慮での再編成の場合、基礎自治体はその出資者である基礎自治体事務組合からのその脱退を、他の基礎自治体

事務組合への合流のために、１ºに予定される諸条件の下で決定することができる； 

   ４º 一方的に、基礎自治体事務組合がその設立から３年の間その連合の目的の実行をしなかったとき。 

第６条 基礎自治体事務組合に出資する公法人が投資することができるのはそれぞれ定められた金額までである。 
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 基礎自治体のために、且つ必要ならば、県のために追加の負担若しくはその権利の縮小をもたらす定款の修正については、全て基礎

自治体議会及び必要ならば県議会は審議に付されなければならない。 

第２節 基礎自治体事務組合の主要機関 

第１小節 総 則 

第７条 各基礎自治体事務組合は少なくとも三つの機関を含まなければならない：総会、理事会及び報酬委員会。 

 理事長又は階層制の最高位を占める者は全ての機関に発言権を持って出席し、比例代表の計算にも理事の人数の計算にも算入されな

い。 

第８条 資本構成若しくは事務組合の基金において様々な当事者たちの出資の比率がいかようなものであろうと、基礎自治体が常に基

礎自治体事務組合の様々な管理機関の委員長職並びに投票の過半数を保有する。 

第９条 基礎自治体事務組合の全ての機関の決定は、表明された票の過半数に加えて、これらの機関において出席するか若しくは代表

する基礎自治体の出資者たちの票の過半数が獲得されて初めて有効性を得たことになる。 

 定款は前段落及び本章第８条で述べられているような投票形式並びに優先順位を尊重しながら、少数出資者たちの利益の保護を保証

する諸規定を用意できる。 

第10条 

 §1. 各管理機関は本章第13条に従って総会で決められた最小限の内容を要約した内規を採用する。内規は制定時に各機関の構成員

たちの署名を受け、第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第13条§２に予定されるような基礎自治体（及び/又は県 ― 2007年３月９日の地域圏

法第10条）議会議員たちの協議方式及び査察権を要約する。 

   この内規は特にその機関に代表がいない出資基礎自治体に関係する審議案の事前の説明方法を含む。 

 §2. 十分根拠のある緊急の場合を除き、管理機関の会議の招集は書面で自宅宛てに会議の少なくとも満７日前に行われる。それは

議事日程を含む。一件書類はコンピュータを使って送ってもよい。決定の理由とならなければならない議事日程に記載される項

目は全て、十分根拠のある緊急の場合を除き、理由書及び決定草案を含む審議草案が付け加えられることになる。 

    営利及び戦略的利益に関わる決定の場合には、審議草案は決定草案を含めることはできない。 

第２小節 総 会 

第11条 総会に参加する代表たちは各基礎自治体の基礎自治体議会により基礎自治体の議会及び理事会の構成員たちの中から、当該議

会の構成に比例して指名される。 

 各基礎自治体の代表者数はその中に少なくとも基礎自治体議会の過半数を代表する３人を含む５人と決められる。 

 県の参加の場合は、県出資者若しくは出資者たちの総会代表については必要な変更を施した上で、事情は同じである。 

第12条 

 §1. 各基礎自治体は総会で定款か若しくは保有する持ち分数により定められた投票権を行使する。 

    各基礎自治体、必要があれば各県代表たちは、総会においてその議会内で取り決められた比率を報告する。 

    基礎自治体、必要があれば県議会の審議決定がなければ、各代表はその代表する出資者に割り当てられた持ち分の５分の１相

当の投票権を行使する。 

    但し、計算の承認については、本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちへの弁護、戦略草案に関する諸問

題の投票は、基礎自治体若しくは県議会の審議決定がなければ問題の出資者の持ち分の放棄と見なされる。 

 §2. 出資者たちの除外に関する審議決定並びに定款の修正は全て、基礎自治体の出資者の代表により表明される投票の３分の２を

含む総会に出席した代表たちにより表明される投票の３分の２の多数決を必要とする。 

第13条 

 §1. 毎年、定款により決められた方式に従って理事会の招集によって総会は少なくとも２度開かなければならない。 

    加えて、理事会の構成員の３分の１、資本金の少なくとも５分の１の出資者、又は会計検査委員会の要求で、総会は特別会議

を招集しなければならない。 

    全ての総会についての招集状は議事日程並びにそれに関する書類を含む（；招集状はコンピュータを使って送ってもよい ― 

2007年３月９日の地域圏法第11条第１段落）。 

    招集状は全出資者に少なくとも会議の日の３日前に普通郵便で発送される。 

    （…… ― 2007年３月９日の地域圏法第11条第２段落）。 

    関係基礎自治体及び/又は県議会の構成員たちは個人の問題であるとき以外はオブザーバーとして出席することができる。 

    この最後の場合には、議長は直ちに秘密会を宣告してこの問題の審議が終了するまで公開を再開できないことになる。 

 §2. 出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の予算、会計及び管理並びに監督

機関の審議を協議することができる。 

    出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の建物及び事業を検閲することが

できる。 

    民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条
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 いかなる場合にも、非営利団体の形式を採っている基礎自治体事務組合は商工業活動に没頭することも、それらの構成員たちに物的

利益を得させることを追い求めることもできない。 

 基礎自治体事務組合の職員は法令及び/又は規約の体制に服する。基礎自治体事務組合の職員は理事会により定められる職務概要及

び候補者たちの呼出に基づき任命される。 

第２条 再掲される基礎自治体事務組合の定款は、少なくとも、会社法及び非営利法人に適用できる立法に加えて以下の諸規定を含

む： 

 1. 名称； 

 2. その目的若しくはそれらの目的； 

 3. 活動分野若しくは諸分野； 

 4. その法律形態； 

 5. その本部所在地； 

 6. 有効期間； 

 7. 出資者を詳しく説明する表示、その出資額、その分担金及びその他の投資； 

 8. 基礎自治体事務組合の管理機関の構成及び権限、それに委任するのがその務めである部門の中から任命される同じ機関の他の構

成員に代表権を与える総会への代表たちを除き、その構成員たちの任免方法並びにそれらの手段； 

 9. 年次会計報告、本章第24条の対象となる会計についての検査員団の報告、出資分担金の取得に関する特別報告、基礎自治体事務

組合の運営報告、総会に向けて用意されるその他の全ての資料並びに戦略計画出資者への伝達方法； 

 10．利益配分； 

 11．その正味の資産が事務組合の資本の４分の３以下の金額に縮減される出資者による損失の負担； 

 12．資金の管理方式； 

 13．出資者の引出し方式； 

 14．清算方法、清算人の指名及びその権限の決定及び、本章第22条に抵触することなしに、解散の場合の資産の用途及び職員の処遇

の方法； 

 15．理事会の特別の委任なしに、基礎自治体事務組合の契約のための二重署名の原則。 

 基礎自治体事務組合の設立に当たっては、その中で組合の資本の総額が正当化される財政計画が創設者たちの出資者の各自に送付さ

れ、基礎自治体事務組合の本部に保持される。 

第３条 基礎自治体事務組合の本部は出資者基礎自治体の一つか、基礎自治体事務組合に帰属する建物の中か、又は出資公法人の一つ

に設置される。 

第４条 基礎自治体事務組合の期限は30年を超えることはできない。 

 但し、基礎自治体事務組合はそれぞれが30年を超えない１期乃至複数期延長することができる。 

 延長は全て少なくとも現行の定款に定められた通りの期限の最終日の１年前に総会で決定されなければならない。 

 延長は、諸基礎自治体議会及び、必要ならば、関係諸県議会が審議を要請された限り又この延長要求が定款通りの修正の可決に必要

な過半数を獲得する限り賛同される。 

 但し、出資者は何人も延長が生じなかった以前に決められた期限には責任を負わなくてよい。 

 基礎自治体事務組合は延長に関与していない法定の出資者による一層困難な金の掛かる事業になるその期間を超える期限のための投

資を選ぶことはできない。 

 出資者は連帯責任を負わない。出資者は出資額の限度で連合の事業に責任を負う。 

第５条 定款は基礎自治体の基礎自治体事務組合の期限切れ前のその脱退の可能性について準備することができる。 

 いずれにせよ、出資者は何人も以下の場合には脱退することができる： 

   １º 場合に応じて、現行定款の開始若しくは加盟から15年以降に、その他の出資者たちにより表明された３分の２の賛成により、

肯定票が出資基礎自治体の代表により表明された票の過半数を含んで表明され、脱退者が専門家の決める評価の損害を償う条

件付きで、その脱退原因が基礎自治体事務組合その他の出資者たちにある限り； 

   ２º 基礎自治体の利益の同じ目的（ ― 2007年３月９日の地域圏法第８条）が同一の基礎自治体において複数の基礎自治体事務

組合、公社若しくは公益機関に託される場合は、基礎自治体はその域内全体について関連する唯一つの基礎自治体事務組合、

唯一つの公社若しくは唯一つの公益機関に託する決定をすることができる。前段落の対象となる場合に、それが定款に決めら

れた通りに実行されればいかなる投票も必要ない。起こりうる損害の賠償に関する１ºに予定される諸条件だけが適用でき

る； 

   ３º 合理化への配慮での再編成の場合、基礎自治体はその出資者である基礎自治体事務組合からのその脱退を、他の基礎自治体

事務組合への合流のために、１ºに予定される諸条件の下で決定することができる； 

   ４º 一方的に、基礎自治体事務組合がその設立から３年の間その連合の目的の実行をしなかったとき。 

第６条 基礎自治体事務組合に出資する公法人が投資することができるのはそれぞれ定められた金額までである。 
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 基礎自治体のために、且つ必要ならば、県のために追加の負担若しくはその権利の縮小をもたらす定款の修正については、全て基礎

自治体議会及び必要ならば県議会は審議に付されなければならない。 

第２節 基礎自治体事務組合の主要機関 

第１小節 総 則 

第７条 各基礎自治体事務組合は少なくとも三つの機関を含まなければならない：総会、理事会及び報酬委員会。 

 理事長又は階層制の最高位を占める者は全ての機関に発言権を持って出席し、比例代表の計算にも理事の人数の計算にも算入されな

い。 

第８条 資本構成若しくは事務組合の基金において様々な当事者たちの出資の比率がいかようなものであろうと、基礎自治体が常に基

礎自治体事務組合の様々な管理機関の委員長職並びに投票の過半数を保有する。 

第９条 基礎自治体事務組合の全ての機関の決定は、表明された票の過半数に加えて、これらの機関において出席するか若しくは代表

する基礎自治体の出資者たちの票の過半数が獲得されて初めて有効性を得たことになる。 

 定款は前段落及び本章第８条で述べられているような投票形式並びに優先順位を尊重しながら、少数出資者たちの利益の保護を保証

する諸規定を用意できる。 

第10条 

 §1. 各管理機関は本章第13条に従って総会で決められた最小限の内容を要約した内規を採用する。内規は制定時に各機関の構成員

たちの署名を受け、第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第13条§２に予定されるような基礎自治体（及び/又は県 ― 2007年３月９日の地域圏

法第10条）議会議員たちの協議方式及び査察権を要約する。 

   この内規は特にその機関に代表がいない出資基礎自治体に関係する審議案の事前の説明方法を含む。 

 §2. 十分根拠のある緊急の場合を除き、管理機関の会議の招集は書面で自宅宛てに会議の少なくとも満７日前に行われる。それは

議事日程を含む。一件書類はコンピュータを使って送ってもよい。決定の理由とならなければならない議事日程に記載される項

目は全て、十分根拠のある緊急の場合を除き、理由書及び決定草案を含む審議草案が付け加えられることになる。 

    営利及び戦略的利益に関わる決定の場合には、審議草案は決定草案を含めることはできない。 

第２小節 総 会 

第11条 総会に参加する代表たちは各基礎自治体の基礎自治体議会により基礎自治体の議会及び理事会の構成員たちの中から、当該議

会の構成に比例して指名される。 

 各基礎自治体の代表者数はその中に少なくとも基礎自治体議会の過半数を代表する３人を含む５人と決められる。 

 県の参加の場合は、県出資者若しくは出資者たちの総会代表については必要な変更を施した上で、事情は同じである。 

第12条 

 §1. 各基礎自治体は総会で定款か若しくは保有する持ち分数により定められた投票権を行使する。 

    各基礎自治体、必要があれば各県代表たちは、総会においてその議会内で取り決められた比率を報告する。 

    基礎自治体、必要があれば県議会の審議決定がなければ、各代表はその代表する出資者に割り当てられた持ち分の５分の１相

当の投票権を行使する。 

    但し、計算の承認については、本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちへの弁護、戦略草案に関する諸問

題の投票は、基礎自治体若しくは県議会の審議決定がなければ問題の出資者の持ち分の放棄と見なされる。 

 §2. 出資者たちの除外に関する審議決定並びに定款の修正は全て、基礎自治体の出資者の代表により表明される投票の３分の２を

含む総会に出席した代表たちにより表明される投票の３分の２の多数決を必要とする。 

第13条 

 §1. 毎年、定款により決められた方式に従って理事会の招集によって総会は少なくとも２度開かなければならない。 

    加えて、理事会の構成員の３分の１、資本金の少なくとも５分の１の出資者、又は会計検査委員会の要求で、総会は特別会議

を招集しなければならない。 

    全ての総会についての招集状は議事日程並びにそれに関する書類を含む（；招集状はコンピュータを使って送ってもよい ― 

2007年３月９日の地域圏法第11条第１段落）。 

    招集状は全出資者に少なくとも会議の日の３日前に普通郵便で発送される。 

    （…… ― 2007年３月９日の地域圏法第11条第２段落）。 

    関係基礎自治体及び/又は県議会の構成員たちは個人の問題であるとき以外はオブザーバーとして出席することができる。 

    この最後の場合には、議長は直ちに秘密会を宣告してこの問題の審議が終了するまで公開を再開できないことになる。 

 §2. 出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の予算、会計及び管理並びに監督

機関の審議を協議することができる。 

    出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の建物及び事業を検閲することが

できる。 

    民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条

－ 149 －



－ 150 － 

項により、人種差別と外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第

２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛

美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及びその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、

構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く時点

で団体の管理者になっていた者 ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第１段落）政党の名簿の下で選出された基礎自治体及び県

議会の議員たちの前段落の対象となる協議及び検閲権の享受は排除される。 

    第14条（10º ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第２段落）に予定される方式の規定がなくても基礎自治体及び/又は県議会

の議員たちの協議及び検閲権の行使は停止されることはない。 

 §3. 事業年度の最初の総会は最初の半期中に遅くとも６月30日までに開催され、必ずその議事日程に終了した事業年度の年次会計

を入れ、活動領域ごとに要約した会計、並びにそれらには一般的な仕様書の義務規定全てが適用される労役、物品調達若しくは

サービス契約の落札者名簿を加える。この名簿はそれにより落札者が指名された契約の締結方法を明らかにする。 

    年次会計は管理報告及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された理事会の特別報告、及び同第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる理

事会の報告及び貸借対照表の採択を意味する。 

    貸借対照表の採択の後で、この総会は第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責につ

いての別の投票について宣告する。 

    この免責は、団体の実態について何らの脱落も隠蔽した虚偽の情報も含まない限り、且つ状況以外に表した行為に関して召集

状の中に特に指示していない限り承認される。 

 §4. 事業年度の２回目の総会は第２半期中に遅くとも12月31日までに開催される。それは基礎自治体の選挙の年の12月の月の最初

の月曜日より前に開催される。 

    基礎自治体の選挙の年の翌年の最後の総会及び基礎自治体立法部の任期半ばの翌年の最後の総会は必ず３年間の戦略計画の承

認をその議事日程に加えるが、それは活動領域を特定し特に前３年の承認された事業年度及び次の３年間についての進行並びに

実現の展望、並びに活動領域ごとの運営予算と投資とを結び付けることを可能にする報告を含む。 

    計画草案は理事会により作成され、出資者の基礎自治体及び県の議会に提案されて論議され、総会で決定される。 

    その草案は成果が計器板にまとめられる内部統制を可能にする成果指標及び質的量的目標を含む。 

    この草案はこの第２回総会のときに年次評価に付される ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第２段落）。 

    （この草案は基礎自治体事務組合のインターネット上に掲載され且つ関係者全員に簡単な要請書に基づき書面で知らされなけ

ればならない ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第１段落）。 

第14条 定款に別の規定があったとしても、総会は以下について唯一の権限を有する： 

   １º 年次会計報告の承認並びに本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責； 

   ２º 戦略計画の承認及びその毎年の評価； 

   ３º 本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの任免； 

   ４º ワロン政府により決められた制限内で報酬委員会の意見に基づき、管理者たちに、及び必要ならば管理に限定した機関の構

成員たち（に ― 2007年３月９日の地域圏法第14条）与えられる職務手当及び出席手当並びに本章第24条の対象となる理事会

の構成員たちの給与の決定； 

   ５º 清算人たちの任命、その権限の決定及びその給与の決定； 

   ６º 出資者たちの辞任及び除籍； 

   ７º 総会が理事会に出資者名簿及び技術的並びに営業諸条件の採択権限を委任していなければ定款の修正； 

   ８º 各管理機関の内規の最小限の内容の決定。この内規は最小限以下のものを含む： 

      ― 管理に限定した機関若しくは諸機関の会議の回数の決定権付与；  

      ― 理事会及び管理に限定した機関若しくは諸機関の議事日程の決定権付与； 

      ― 諸決定の報告を論議に付す原則； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事日程に記載のない諸項目がそれに従って審議に付されることができる手続； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事録中の議事日程に記載される諸項目に関する討議の執筆方式（…… ― 2007

年３月９日の地域圏法第15条）； 

      ― 総会の構成員たちのために、理事会への書面及び口頭の質問の提出権； 

      ― 総会の構成員たちのために、基礎自治体事務組合理事会に関する記録及び書類の写しの入手権； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の運営方式； 

   ９º 職業倫理規程及び各管理機関の内規に付加される倫理規定の採択。それは最低限以下のものを含む： 

      ― その任務を完全に果たす約束；  

      ― 審議会議への几帳面な出席； 

      ― 基礎自治体事務組合の管理者と行政の間の関係のきちんとした決まり； 
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   10º 本章第13条§２（…… ― 2007年３月９日の地域圏法第16条）の対象となる協議及び査察の方式の規定、それは基礎自治体

事務組合の機関全体に適用でき、且つ出資基礎自治体の基礎自治体及び県の議会議員たちに通告されることになる。 

第３小節 理事会 

第15条 

 §1. 本条§４第２段落とは別に、総会は理事会の構成員たちを任命する。 

 §2. 出資基礎自治体及び県を代表する管理者たちは異なった性からなる。 

 §3. 本条§４第２段落とは別に、出資基礎自治体を代表する管理者たちはそれぞれ選挙法第167条及び第168条に従って出資基礎自

治体の基礎自治体議会全体に比例して指名される。 

    この比例の計算のためには、それが基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以前に基礎自治体事務組合に伝えられる限

り、協約若しくは再編成を選択した個人の申告並びに定款の不確定基準を考慮に入れることになる。 

    その代わりに、民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協

定の追加決議条項により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国

法により、及び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、

正当化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及び団体の管理者たちが上記の内容の諸原理及び

諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下

された後に続く時点で団体の管理者になっていた ― 2007年３月９日の地域圏法第17条）政党若しくは既述の諸政党はこの比例

の計算のためには考慮に入れられない。 

    基礎自治体において職にとどまる管理者は基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員に任命されることはできない。 

    本段標は必要な変更を施して出資者の県及び C.P.A.S.を代表する管理者たちに適用できる。 

 §4. そこに予定された規定の計算に由来する諸機関の理事会構成員たち全員が同一の性である場合には、出資基礎自治体及び必要

ならば出資県を代表する管理者の任命のためには、本条第３段標の最後の前の段落に予定された規定に違反してよい。 

    この場合には、補充の管理者が総会により出資基礎自治体全体の申出に基づき指名される。 

    このようにして指名された管理者は、全ての場合に理事会において投票権を有する。 

 §5. 理事会の構成員の人数は10の数より少なく30の数より多くてはならない。議席数は基礎自治体事務組合の出資基礎自治体全体

の住民数に応じて決められる。 

    この数字は、当然基礎自治体及び県の選挙の年の１月１日の日の人口数を基に確定され、ベルギー官報に公示されるとおり、

管理者は住民１万5000人一区切りごとに（最大限 ― 2007年３月９日の地域圏法第18条）５人までとなる。 

    割振りは各基礎自治体事務組合の状況により決められる。 

    いずれにせよ、出資基礎自治体最大限３若しくは４の基礎自治体事務組合は管理者が10人乃至15人に達することができる。４

以上の基礎自治体が出資者で住民１万人以下受け持っているときは、理事会は最大限15人の管理者からなることができる。 

 §6. 新たな出資者を承認する場合には理事会の構成は、必要があれば次の総会のときに見直される。 

 §7. 理事会は発言権だけを持って議席を占める一人乃至複数の代表を含むことができる。 

第16条 毎年、管理者たちは一覧表を作成し活動領域ごとの年次会計報告及び連結会計報告を作成する。 

 年次会計報告は貸借対照表、成果報告、落札者名簿及び全体を構成する付属文書を含む。 

 これらの書類はそれに反する特別法令若しくは法的規定がなければ企業会計並びに年次会計報告に関する1975年７月17日の国法並び

にその執行命令に従って作成される。 

 加えて、管理者たちはその中でその管理を説明する報告を作成する。 

 この管理報告は事業の振興及び団体の状況を誠実なやり方で説明することにより年次会計報告についての解説を含む。 

 報告は又会計年度の閉鎖後に起こった状況についての資料も含む。 

 管理者たちは本章第13条§４に予定された戦略計画の評価及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された出資分担の取得についての特別

報告を決定する。 

 管理者たちが本章第13条§３に予定された諸報告を作成できるために、基礎自治体事務組合の理事会は本章第24条の対象となる理事

会に、通常総会の少なくとも４日前に、管理報告を添えて、書類を提出する。 

第４小節 報酬委員会 

第17条 理事会はその中に報酬委員会を構成する。 

 報酬委員会は総会に出席手当、必要に応じて職務手当及び必要に応じてその他全ての手当に関するそれぞれの決定についての勧告を

出す。 

 委員会は管理職の報酬及び金銭上と否とにかかわらずその他全ての直接間接関係する特典を決める。 

 委員会はその職務を規制する範囲を明示する内規を作成する。 

 報酬委員会は、選挙法第167条及び第168条に従い、出資者の基礎自治体、県及び C.P.A.S.の代表の中から、出資者の基礎自治体、県

及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名された５人の管理者で構成され、これには委員会を主宰する理事会議長を含む。 
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項により、人種差別と外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第

２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛

美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及びその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、

構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く時点

で団体の管理者になっていた者 ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第１段落）政党の名簿の下で選出された基礎自治体及び県

議会の議員たちの前段落の対象となる協議及び検閲権の享受は排除される。 

    第14条（10º ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第２段落）に予定される方式の規定がなくても基礎自治体及び/又は県議会

の議員たちの協議及び検閲権の行使は停止されることはない。 

 §3. 事業年度の最初の総会は最初の半期中に遅くとも６月30日までに開催され、必ずその議事日程に終了した事業年度の年次会計

を入れ、活動領域ごとに要約した会計、並びにそれらには一般的な仕様書の義務規定全てが適用される労役、物品調達若しくは

サービス契約の落札者名簿を加える。この名簿はそれにより落札者が指名された契約の締結方法を明らかにする。 

    年次会計は管理報告及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された理事会の特別報告、及び同第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる理

事会の報告及び貸借対照表の採択を意味する。 

    貸借対照表の採択の後で、この総会は第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責につ

いての別の投票について宣告する。 

    この免責は、団体の実態について何らの脱落も隠蔽した虚偽の情報も含まない限り、且つ状況以外に表した行為に関して召集

状の中に特に指示していない限り承認される。 

 §4. 事業年度の２回目の総会は第２半期中に遅くとも12月31日までに開催される。それは基礎自治体の選挙の年の12月の月の最初

の月曜日より前に開催される。 

    基礎自治体の選挙の年の翌年の最後の総会及び基礎自治体立法部の任期半ばの翌年の最後の総会は必ず３年間の戦略計画の承

認をその議事日程に加えるが、それは活動領域を特定し特に前３年の承認された事業年度及び次の３年間についての進行並びに

実現の展望、並びに活動領域ごとの運営予算と投資とを結び付けることを可能にする報告を含む。 

    計画草案は理事会により作成され、出資者の基礎自治体及び県の議会に提案されて論議され、総会で決定される。 

    その草案は成果が計器板にまとめられる内部統制を可能にする成果指標及び質的量的目標を含む。 

    この草案はこの第２回総会のときに年次評価に付される ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第２段落）。 

    （この草案は基礎自治体事務組合のインターネット上に掲載され且つ関係者全員に簡単な要請書に基づき書面で知らされなけ

ればならない ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第１段落）。 

第14条 定款に別の規定があったとしても、総会は以下について唯一の権限を有する： 

   １º 年次会計報告の承認並びに本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責； 

   ２º 戦略計画の承認及びその毎年の評価； 

   ３º 本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの任免； 

   ４º ワロン政府により決められた制限内で報酬委員会の意見に基づき、管理者たちに、及び必要ならば管理に限定した機関の構

成員たち（に ― 2007年３月９日の地域圏法第14条）与えられる職務手当及び出席手当並びに本章第24条の対象となる理事会

の構成員たちの給与の決定； 

   ５º 清算人たちの任命、その権限の決定及びその給与の決定； 

   ６º 出資者たちの辞任及び除籍； 

   ７º 総会が理事会に出資者名簿及び技術的並びに営業諸条件の採択権限を委任していなければ定款の修正； 

   ８º 各管理機関の内規の最小限の内容の決定。この内規は最小限以下のものを含む： 

      ― 管理に限定した機関若しくは諸機関の会議の回数の決定権付与；  

      ― 理事会及び管理に限定した機関若しくは諸機関の議事日程の決定権付与； 

      ― 諸決定の報告を論議に付す原則； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事日程に記載のない諸項目がそれに従って審議に付されることができる手続； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事録中の議事日程に記載される諸項目に関する討議の執筆方式（…… ― 2007

年３月９日の地域圏法第15条）； 

      ― 総会の構成員たちのために、理事会への書面及び口頭の質問の提出権； 

      ― 総会の構成員たちのために、基礎自治体事務組合理事会に関する記録及び書類の写しの入手権； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の運営方式； 

   ９º 職業倫理規程及び各管理機関の内規に付加される倫理規定の採択。それは最低限以下のものを含む： 

      ― その任務を完全に果たす約束；  

      ― 審議会議への几帳面な出席； 

      ― 基礎自治体事務組合の管理者と行政の間の関係のきちんとした決まり； 
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   10º 本章第13条§２（…… ― 2007年３月９日の地域圏法第16条）の対象となる協議及び査察の方式の規定、それは基礎自治体

事務組合の機関全体に適用でき、且つ出資基礎自治体の基礎自治体及び県の議会議員たちに通告されることになる。 

第３小節 理事会 

第15条 

 §1. 本条§４第２段落とは別に、総会は理事会の構成員たちを任命する。 

 §2. 出資基礎自治体及び県を代表する管理者たちは異なった性からなる。 

 §3. 本条§４第２段落とは別に、出資基礎自治体を代表する管理者たちはそれぞれ選挙法第167条及び第168条に従って出資基礎自

治体の基礎自治体議会全体に比例して指名される。 

    この比例の計算のためには、それが基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以前に基礎自治体事務組合に伝えられる限

り、協約若しくは再編成を選択した個人の申告並びに定款の不確定基準を考慮に入れることになる。 

    その代わりに、民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協

定の追加決議条項により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国

法により、及び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、

正当化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及び団体の管理者たちが上記の内容の諸原理及び

諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下

された後に続く時点で団体の管理者になっていた ― 2007年３月９日の地域圏法第17条）政党若しくは既述の諸政党はこの比例

の計算のためには考慮に入れられない。 

    基礎自治体において職にとどまる管理者は基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員に任命されることはできない。 

    本段標は必要な変更を施して出資者の県及び C.P.A.S.を代表する管理者たちに適用できる。 

 §4. そこに予定された規定の計算に由来する諸機関の理事会構成員たち全員が同一の性である場合には、出資基礎自治体及び必要

ならば出資県を代表する管理者の任命のためには、本条第３段標の最後の前の段落に予定された規定に違反してよい。 

    この場合には、補充の管理者が総会により出資基礎自治体全体の申出に基づき指名される。 

    このようにして指名された管理者は、全ての場合に理事会において投票権を有する。 

 §5. 理事会の構成員の人数は10の数より少なく30の数より多くてはならない。議席数は基礎自治体事務組合の出資基礎自治体全体

の住民数に応じて決められる。 

    この数字は、当然基礎自治体及び県の選挙の年の１月１日の日の人口数を基に確定され、ベルギー官報に公示されるとおり、

管理者は住民１万5000人一区切りごとに（最大限 ― 2007年３月９日の地域圏法第18条）５人までとなる。 

    割振りは各基礎自治体事務組合の状況により決められる。 

    いずれにせよ、出資基礎自治体最大限３若しくは４の基礎自治体事務組合は管理者が10人乃至15人に達することができる。４

以上の基礎自治体が出資者で住民１万人以下受け持っているときは、理事会は最大限15人の管理者からなることができる。 

 §6. 新たな出資者を承認する場合には理事会の構成は、必要があれば次の総会のときに見直される。 

 §7. 理事会は発言権だけを持って議席を占める一人乃至複数の代表を含むことができる。 

第16条 毎年、管理者たちは一覧表を作成し活動領域ごとの年次会計報告及び連結会計報告を作成する。 

 年次会計報告は貸借対照表、成果報告、落札者名簿及び全体を構成する付属文書を含む。 

 これらの書類はそれに反する特別法令若しくは法的規定がなければ企業会計並びに年次会計報告に関する1975年７月17日の国法並び

にその執行命令に従って作成される。 

 加えて、管理者たちはその中でその管理を説明する報告を作成する。 

 この管理報告は事業の振興及び団体の状況を誠実なやり方で説明することにより年次会計報告についての解説を含む。 

 報告は又会計年度の閉鎖後に起こった状況についての資料も含む。 

 管理者たちは本章第13条§４に予定された戦略計画の評価及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された出資分担の取得についての特別

報告を決定する。 

 管理者たちが本章第13条§３に予定された諸報告を作成できるために、基礎自治体事務組合の理事会は本章第24条の対象となる理事

会に、通常総会の少なくとも４日前に、管理報告を添えて、書類を提出する。 

第４小節 報酬委員会 

第17条 理事会はその中に報酬委員会を構成する。 

 報酬委員会は総会に出席手当、必要に応じて職務手当及び必要に応じてその他全ての手当に関するそれぞれの決定についての勧告を

出す。 

 委員会は管理職の報酬及び金銭上と否とにかかわらずその他全ての直接間接関係する特典を決める。 

 委員会はその職務を規制する範囲を明示する内規を作成する。 

 報酬委員会は、選挙法第167条及び第168条に従い、出資者の基礎自治体、県及び C.P.A.S.の代表の中から、出資者の基礎自治体、県

及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名された５人の管理者で構成され、これには委員会を主宰する理事会議長を含む。 
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 この委員会における任務は無報酬で果たされる。 

第５小節 管理に限定された諸機関 

第18条 

 §1. 理事会は、その責任の下で、その権限の一部を、特に基礎自治体事務組合の特殊な活動領域を管理するために一つ乃至複数の

管理に限定された機関に委任することができる。 

    財政戦略についての及び人事に関する一般規定についての決定は理事会による委任の対象とすることはできない。 

    管理に限定された諸機関は理事会に由来する。それらは、選挙法第167条及び第168条に従って、理事会により出資者の基礎自

治体、県及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名される少なくとも４人の管理者から成る。 

    この機関が一活動領域を管理するために設置されるときは、比率はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.を基

に算定される。 

 §2. （一活動領域に関係する管理に限定された機関の構成員の数はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.から出向

している管理者の数に限られる ― 2007年３月９日の地域圏法第19条）。 

（§3. 理事会は、その責任の下で、基礎自治体事務組合の日常管理を、その議長若しくは基礎自治体事務組合内で職階上最高の地位

を占める者に委任することができる ― 2007年３月９日の地域圏法第20条）。 

第３節 県及び地域圏の優位性 

第19条 

 §1. 県の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本章第８条とは別

に以下の用に対処することができる： 

   1. 管理諸機関の投票の過半数は県に帰属する。この場合には本章第９条の適用とは別に、総会、理事会及び管理に限定された

諸機関の決定はこの諸機関に出席するか若しくはそれを代表する県の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   2. 理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託される。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えら

れない。 

 §2. 県の出資者が基礎自治体事務組合に負っている負債の半分以上の終期付き債券の保証を請け合い、上述の負債の総額が少なく

ともその出資金の半額以上に達するときは、定款は本章第８条とは別に理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託されるよう

対処することができる。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えられない。 

第20条 

 §1. ワロン地域圏の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本巻第

Ⅱ編第Ⅲ章第８条及び必要ならば同第９条に反して以下のように対処することができる： 

   １º 管理諸機関の投票の過半数はワロン地域圏に帰属する。この場合には、総会、理事会及び管理に限定された諸機関の決定は

この諸機関に出席するか若しくはそれを代表するワロン地域圏の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   ２º 理事会の議長職はワロン地域圏の代表の一人に託される。この場合には予定される副議長の職は基礎自治体及び県出資者の

代表にのみ与えられる。 

   ３º ワロン地域圏はいつでも基礎自治体事務組合にその様々な機関内のその代表の交代を通告することができる。 

 §2. 段標１の対象となる状況に関しては、諸管理機関の決定は、以下の方式に従って、ワロン政府により任免されるその二人の政

府委員の監督に服する： 

   ａ）政府委員たちは管理諸機関の会議に発言権を持って出席する。政府委員たちは、出張しなくても、随時基礎自治体事務組合

の台帳、書簡、議事録及び大抵の場合全ての書類、全ての文書を精読して調べることができる。 

     政府委員たちは全ての管理者、公務員及び係員にどのようなことでも説明若しくは情報提供を要求し、全てのことにその任

務の遂行に必要と思われる点検を実行できる。 

     政府委員たちは加えて基礎自治体事務組合の規則、定款若しくは義務の尊重に関する疑いを全て理事会の議事日程に記載す

ることができる； 

   ｂ）政府委員は誰でも法律、命令、定款又は全体の利益に反すると思われる全ての決定の執行に対する上訴手段を取るために丸

４日の期限を有する。上訴は停止効果を持つ。 

     この期限は、政府委員がそこに定期的に招請されている限り決定が行われた会議の日から、且つ反対の場合にはその政府委

員がそれを知った日から進行する； 

   ｃ）政府委員たちは上訴を政府に行う。上訴の３日の期限内にワロン政府が判決を下さなかった場合にはその決定は確定する。

決定の取消は政府から基礎自治体事務組合に通告される。 

第４節 解散及び清算 

第21条 総会は、出資基礎自治体の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資基礎自治体の基礎自治体議会がこの点につい

ての審議を要請された後で初めて、定款により決められた期限の到来前に基礎自治体事務組合の解散を宣告することができる。 

 さらに、本章第19条の適用の場合には、総会は、出資県若しくは諸県の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資県若し
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くは諸県の議会はこの点についての審議に至った後で、団体の解散を宣告することができる。 

第22条 基礎自治体事務組合の期限前の解散、非延長若しくは撤退の場合には、以前に基礎自治体事務組合に託された活動の全部か一

部を要請してきた基礎自治体若しくは団体は、その域内に所在する設備若しくは施設を専門家の言を満たす評価に従って正当な価格

で引き取る責任があり、政党間で決定した方式に従って、専ら引き取った活動に影響のある基礎自治体事務組合の職員を同様に関係

のある団体の目的の実現に振り向ける。但し、財産は、基礎自治体により完全に財政措置されてきた限り、又は加えて基礎自治体の

域内に存在し基礎自治体事務組合によりその利用に影響され、完全に原価償却されている以上基礎自治体に無償で払い下げられる。

その代わり、基礎自治体が使用している設備及び施設並びに基礎自治体事務組合により若しくは原価償却されていないその他の行政

機関の補助金を使って財政措置されていた財産の配属、及びそれに帰属する負担も政党間の協定の対象となる。 

 どのような相反する定款規定があろうとも、脱退した基礎自治体は脱退が発効する前の間に団体の会計年度の総決算から生ずるよう

な基礎自治体事務組合の配分利益を受け取る権利がある。 

 基礎自治体若しくはその他の団体による基礎自治体事務組合の活動の引取りは基礎自治体事務組合に負っている総額が実際に連合に

支払われた瞬間から進行し、活動はその間引き続き事務組合により実施される。 

第５節 雑 則 

第23条 

 §1. 基礎自治体事務組合の会計は、定款がそれに違反しなければ、その外、定款により準備された活動領域ごとに生じた欠損及び

利益の割振りを認めるためか又は基礎自治体事務組合の活動領域固有の特別法規に従うために企業会計に関する立法に従う義務

がある。 

    会計法第92条、第94条、第95条、第96条、第143条、第608条、第616条、第624条及び第874条に準拠して、基礎自治体事務組

合の年次会計報告、会計検査委員会の報告、出資分担に関する特別報告、前（３ ― 2007年３月９日の地域圏法第21条）年の戦

略計画若しくは当該年次評価報告、並びに管理報告は、毎年出資基礎自治体及び県の基礎自治体及び県の議会議員の全構成員に、

各議会での若しくは議会内での詳細な議論を準備する特別委員会での論議のために、出資者に同時に同一の方法で送達される。 

   （総会 ― 2007年３月９日の地域圏法第22条）の招集の次に続く基礎自治体議会の議事日程は会計報告の承認の事項及び戦略計

画に関する事項を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は固有の資金を持つ責任があり、それにより管理が定款により決められた方式に従って準備される。 

    内部統制方式は理事会により決められ、理事会は支払及び領収の管理の責任者に指名される；活動領域の場合は、活動領域の

管理に限定された機関が関係領域の支払及び領収の管理の責任者に指名される。 

第24条 

 §1.（各基礎自治体事務組合は会計検査委員会を設置する。同委員会はそのための資格を有する一人乃至複数の検査員及び地域圏検

査機関の代表一人からなる。 

    同委員会は財政状況の監督、年次会計報告及びとりわけ会社法と基礎自治体事務組合の定款に関係する経営の適法性に責任が

ある。） 

 §2. 検査員若しくは検査員たちは総会により企業検査協会の個人若しくは法人の会員から任命される。 

    地域圏検査機関の代表はこの機関の提案を受けて総会により指名される。 

第25条 ワロン地域圏は地域圏の事項のための税制を基礎自治体事務組合に委ねることができる。 

第Ⅳ章 国際関係 

第１条 一定の分野に適用できる国際協定及び条約に従い、基礎自治体、計画協会及び基礎自治体事務組合は国境を越えた公法上の法

人に、この法人がそれへの参加を義務付けられている司法制度があったとしても参加することができる。 

 外国の司法制度への参加が義務付けられている法人はそれらの国の法律が認めさえすれば、基礎自治体事務組合に参加することがで

きる。 

第Ⅲ編 良き統治の原則 

第Ⅰ章 兼職禁止及び兼任不能 

第１条 基礎自治体事務組合若しくは計画協会においては、出資者の行政当局、出資者の機関の一つの構成員の場合には基礎自治体事

務組合若しくは計画協会がそのために創設される活動の管理者若しくは特約譲受人は何人も代表とはなれない。 

第２条 

 §1. 基礎自治体事務組合の全管理者には若しくは計画協会の管理委員会の全構成員には以下のことは禁止される： 

   １º それに利害関係を有しているか又は４等親以内の親族若しくは姻戚が個人的な直接の利害を有している対象についての審議

に出席すること； 

   ２º 基礎自治体事務組合及び（若しくは計画協会と ― 2007年３月９日の地域圏法第24条）結ばれる取引契約に直接若しくは間

接に参加すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若くは計画協会を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加すること。同じ資

格で、基礎自治体事務組合若しくは計画協会の利害について何らかの係争事件で訴訟を起こし、助言し若しくは従事すること。 
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 この委員会における任務は無報酬で果たされる。 

第５小節 管理に限定された諸機関 

第18条 

 §1. 理事会は、その責任の下で、その権限の一部を、特に基礎自治体事務組合の特殊な活動領域を管理するために一つ乃至複数の

管理に限定された機関に委任することができる。 

    財政戦略についての及び人事に関する一般規定についての決定は理事会による委任の対象とすることはできない。 

    管理に限定された諸機関は理事会に由来する。それらは、選挙法第167条及び第168条に従って、理事会により出資者の基礎自

治体、県及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名される少なくとも４人の管理者から成る。 

    この機関が一活動領域を管理するために設置されるときは、比率はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.を基

に算定される。 

 §2. （一活動領域に関係する管理に限定された機関の構成員の数はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.から出向

している管理者の数に限られる ― 2007年３月９日の地域圏法第19条）。 

（§3. 理事会は、その責任の下で、基礎自治体事務組合の日常管理を、その議長若しくは基礎自治体事務組合内で職階上最高の地位

を占める者に委任することができる ― 2007年３月９日の地域圏法第20条）。 

第３節 県及び地域圏の優位性 

第19条 

 §1. 県の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本章第８条とは別

に以下の用に対処することができる： 

   1. 管理諸機関の投票の過半数は県に帰属する。この場合には本章第９条の適用とは別に、総会、理事会及び管理に限定された

諸機関の決定はこの諸機関に出席するか若しくはそれを代表する県の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   2. 理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託される。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えら

れない。 

 §2. 県の出資者が基礎自治体事務組合に負っている負債の半分以上の終期付き債券の保証を請け合い、上述の負債の総額が少なく

ともその出資金の半額以上に達するときは、定款は本章第８条とは別に理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託されるよう

対処することができる。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えられない。 

第20条 

 §1. ワロン地域圏の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本巻第

Ⅱ編第Ⅲ章第８条及び必要ならば同第９条に反して以下のように対処することができる： 

   １º 管理諸機関の投票の過半数はワロン地域圏に帰属する。この場合には、総会、理事会及び管理に限定された諸機関の決定は

この諸機関に出席するか若しくはそれを代表するワロン地域圏の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   ２º 理事会の議長職はワロン地域圏の代表の一人に託される。この場合には予定される副議長の職は基礎自治体及び県出資者の

代表にのみ与えられる。 

   ３º ワロン地域圏はいつでも基礎自治体事務組合にその様々な機関内のその代表の交代を通告することができる。 

 §2. 段標１の対象となる状況に関しては、諸管理機関の決定は、以下の方式に従って、ワロン政府により任免されるその二人の政

府委員の監督に服する： 

   ａ）政府委員たちは管理諸機関の会議に発言権を持って出席する。政府委員たちは、出張しなくても、随時基礎自治体事務組合

の台帳、書簡、議事録及び大抵の場合全ての書類、全ての文書を精読して調べることができる。 

     政府委員たちは全ての管理者、公務員及び係員にどのようなことでも説明若しくは情報提供を要求し、全てのことにその任

務の遂行に必要と思われる点検を実行できる。 

     政府委員たちは加えて基礎自治体事務組合の規則、定款若しくは義務の尊重に関する疑いを全て理事会の議事日程に記載す

ることができる； 

   ｂ）政府委員は誰でも法律、命令、定款又は全体の利益に反すると思われる全ての決定の執行に対する上訴手段を取るために丸

４日の期限を有する。上訴は停止効果を持つ。 

     この期限は、政府委員がそこに定期的に招請されている限り決定が行われた会議の日から、且つ反対の場合にはその政府委

員がそれを知った日から進行する； 

   ｃ）政府委員たちは上訴を政府に行う。上訴の３日の期限内にワロン政府が判決を下さなかった場合にはその決定は確定する。

決定の取消は政府から基礎自治体事務組合に通告される。 

第４節 解散及び清算 

第21条 総会は、出資基礎自治体の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資基礎自治体の基礎自治体議会がこの点につい

ての審議を要請された後で初めて、定款により決められた期限の到来前に基礎自治体事務組合の解散を宣告することができる。 

 さらに、本章第19条の適用の場合には、総会は、出資県若しくは諸県の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資県若し
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くは諸県の議会はこの点についての審議に至った後で、団体の解散を宣告することができる。 

第22条 基礎自治体事務組合の期限前の解散、非延長若しくは撤退の場合には、以前に基礎自治体事務組合に託された活動の全部か一

部を要請してきた基礎自治体若しくは団体は、その域内に所在する設備若しくは施設を専門家の言を満たす評価に従って正当な価格

で引き取る責任があり、政党間で決定した方式に従って、専ら引き取った活動に影響のある基礎自治体事務組合の職員を同様に関係

のある団体の目的の実現に振り向ける。但し、財産は、基礎自治体により完全に財政措置されてきた限り、又は加えて基礎自治体の

域内に存在し基礎自治体事務組合によりその利用に影響され、完全に原価償却されている以上基礎自治体に無償で払い下げられる。

その代わり、基礎自治体が使用している設備及び施設並びに基礎自治体事務組合により若しくは原価償却されていないその他の行政

機関の補助金を使って財政措置されていた財産の配属、及びそれに帰属する負担も政党間の協定の対象となる。 

 どのような相反する定款規定があろうとも、脱退した基礎自治体は脱退が発効する前の間に団体の会計年度の総決算から生ずるよう

な基礎自治体事務組合の配分利益を受け取る権利がある。 

 基礎自治体若しくはその他の団体による基礎自治体事務組合の活動の引取りは基礎自治体事務組合に負っている総額が実際に連合に

支払われた瞬間から進行し、活動はその間引き続き事務組合により実施される。 

第５節 雑 則 

第23条 

 §1. 基礎自治体事務組合の会計は、定款がそれに違反しなければ、その外、定款により準備された活動領域ごとに生じた欠損及び

利益の割振りを認めるためか又は基礎自治体事務組合の活動領域固有の特別法規に従うために企業会計に関する立法に従う義務

がある。 

    会計法第92条、第94条、第95条、第96条、第143条、第608条、第616条、第624条及び第874条に準拠して、基礎自治体事務組

合の年次会計報告、会計検査委員会の報告、出資分担に関する特別報告、前（３ ― 2007年３月９日の地域圏法第21条）年の戦

略計画若しくは当該年次評価報告、並びに管理報告は、毎年出資基礎自治体及び県の基礎自治体及び県の議会議員の全構成員に、

各議会での若しくは議会内での詳細な議論を準備する特別委員会での論議のために、出資者に同時に同一の方法で送達される。 

   （総会 ― 2007年３月９日の地域圏法第22条）の招集の次に続く基礎自治体議会の議事日程は会計報告の承認の事項及び戦略計

画に関する事項を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は固有の資金を持つ責任があり、それにより管理が定款により決められた方式に従って準備される。 

    内部統制方式は理事会により決められ、理事会は支払及び領収の管理の責任者に指名される；活動領域の場合は、活動領域の

管理に限定された機関が関係領域の支払及び領収の管理の責任者に指名される。 

第24条 

 §1.（各基礎自治体事務組合は会計検査委員会を設置する。同委員会はそのための資格を有する一人乃至複数の検査員及び地域圏検

査機関の代表一人からなる。 

    同委員会は財政状況の監督、年次会計報告及びとりわけ会社法と基礎自治体事務組合の定款に関係する経営の適法性に責任が

ある。） 

 §2. 検査員若しくは検査員たちは総会により企業検査協会の個人若しくは法人の会員から任命される。 

    地域圏検査機関の代表はこの機関の提案を受けて総会により指名される。 

第25条 ワロン地域圏は地域圏の事項のための税制を基礎自治体事務組合に委ねることができる。 

第Ⅳ章 国際関係 

第１条 一定の分野に適用できる国際協定及び条約に従い、基礎自治体、計画協会及び基礎自治体事務組合は国境を越えた公法上の法

人に、この法人がそれへの参加を義務付けられている司法制度があったとしても参加することができる。 

 外国の司法制度への参加が義務付けられている法人はそれらの国の法律が認めさえすれば、基礎自治体事務組合に参加することがで

きる。 

第Ⅲ編 良き統治の原則 

第Ⅰ章 兼職禁止及び兼任不能 

第１条 基礎自治体事務組合若しくは計画協会においては、出資者の行政当局、出資者の機関の一つの構成員の場合には基礎自治体事

務組合若しくは計画協会がそのために創設される活動の管理者若しくは特約譲受人は何人も代表とはなれない。 

第２条 

 §1. 基礎自治体事務組合の全管理者には若しくは計画協会の管理委員会の全構成員には以下のことは禁止される： 

   １º それに利害関係を有しているか又は４等親以内の親族若しくは姻戚が個人的な直接の利害を有している対象についての審議

に出席すること； 

   ２º 基礎自治体事務組合及び（若しくは計画協会と ― 2007年３月９日の地域圏法第24条）結ばれる取引契約に直接若しくは間

接に参加すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若くは計画協会を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加すること。同じ資

格で、基礎自治体事務組合若しくは計画協会の利害について何らかの係争事件で訴訟を起こし、助言し若しくは従事すること。 
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     第１段落１の１ºの基礎自治体事務組合の対象となる禁止は、候補者の推薦、任命、罷免若しくは停職であるときは２親等

の親族若しくは姻戚以上には拡張されない。 

 §2. 基礎自治体若しくは県の議会の構成員全員に、その基礎自治体若しくはその県がそれらに３人以上の執行権者を関与させてい

る基礎自治体事務組合若しくは計画協会に従事することが禁止される。 

    執行権者とは、管理に限定された機関の枠内で決定若しくはその執行を委任されたその資格保持者に与えられる権能の全てを

意味する。 

    その任命に当たっては、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にか

けてこの禁止の場合には当たらないという申告を記入する。 

 §3. 何人も、その項目の中に直接永続的な利害の抵触を引き起こす可能性のある同種の活動目的を有している私法上の団体の管理

及び検査の諸機関における任務を遂行している場合には、出資者の行政当局に割り当てられた管理者若しくは団体の管理委員会

の構成員の職に任命されることはできない ― 2007年３月９日の地域圏法第25条）。 

   （その任命には、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にかけてこの

禁止の場合には当たらないという申告を記入する ― 2007年３月９日の地域圏法第26条）。 

 §4. 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる委員会の構成員の職は出資者の基礎自治体及び県の議会の構成員に割り当てることはで

きない。 

 §5. 出資基礎自治体の議員、助役若しくは長、出資県の県議会議員（県副知事 ― 2007年３月９日の地域圏法第27条）、出資者の

社会福祉公共センターの職員の場合にはその評議員は基礎自治体事務組合管理者若しくは出資計画協会の管理委員会の構成員に

なることはできない。 

 §6. 基礎自治体事務組合の職員の階層制の最高位を占める者は訴訴の出資者である県若しくは基礎自治体の県理事会若しくは基礎

自治体理事会の構成員となることはできない。 

    この規定は本法の発効時にすでに前段落の対象となる職にあった者に関してのそれについては2012年10月15日に発効する。 

    └この第６段標は訴訟事件記録4149号に記載された仲裁院への取消訴訟の対象となる。 

 §7. 基礎自治体事務組合の構成員は全て政府の構成員の職務を遂行する執行任務の保持者になることは禁じられていると見なされ

る。 

第Ⅱ章 権利及び義務 

第１条 

 §1. その就任に当たり、（計画 ― 2007年３月９日の地域圏法第29条）協会の管理者若しくは管理委員会の構成員は書面で以下の

約束をする： 

   １º 管理機関に有効な職務に留意すること； 

   ２º 職業倫理規則、特に利害の抵触に関して、特権的情報の利用、忠誠、秘密厳守及び良好な公金管理を遵守すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若しくは計画協会の活動領域においてとりわけ就任時に活動分野と結び付いたニュースが必要とされる

つど基礎自治体事務組合若しくは計画協会により提供される研修及び情報伝達会議に応じてその専門的な能力を開発し発揮す

ること； 

   ４º 管理機関が法律、諸命令及びその他の規則の規定基礎自治体事務組合及び計画協会の定款並びに法律、諸命令及びその他の

規則の規定を遵守するよう留意すること。 

 §2. 基礎自治体、県若しくは社会福祉の議会の要請で、出資者の基礎自治体、県若しくはC.P.A.S.、理事会により任命された基礎

自治体事務組合の代表は会計報告、戦略計画若しくはその評価、又は特に関係議会が論議に有益と判断する事項全てを議員たち

に提供する ― 2007年３月９日の地域圏法第30条）。 

 §3.１º 管理者たちは基礎自治体事務組合の契約に関していかような個人的責任も負わない。 

     管理者たちは、基礎自治体の法規に従って、その任務の遂行及び管理中に犯した過ちに責任を負う。 

     管理者たちは、基礎自治体事務組合に対しても、第三者に対しても、有限責任共同組合又は株式会社に適用できる会社法の

諸規定並びに基礎自治体事務組合の定款に違反した結果生じた損害賠償の全てに連帯責任を負う。 

     管理者たちは、いかような違反も自らによるものでなければ、そして自ら知った後の次の総会でこれらの違反を告発してい

たならば、それには関わっていない違反に関してはこの責任を免れることになる。 

   ２º 計画協会の管理委員会構成員たちは協会の業務に関して何ら個人的責任を負うことはない。 

     その構成員たちは、共有する権利に応じて、その管理中の職務の遂行及び職員の過失に対して責任を負う。その構成員たち

は、協会に対しても第三者に対しても、計画協会の定款に適った行為への違反に起因する全ての損害及び利害関係に連帯責任

を負う。 

     その構成員たちは、自らは関係していない違反に関しては、いかなる過失もその責めに帰すべきでなければ、且つそれを

知ったならば直ちにこれらの違反を計画協会の加入者たちに告発していたならばこの責任は免れることになる。 

 §4.１º 総会は、理事会の要求で全ての管理者に、その構成員である機関の内規違反により、又は§１で行われる約束をした管理者
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に予審をする。違反によりいつでも召喚することができる。この場合には、出資者たちはその委任者たちに強制委任を与える

ことはできない。 

   ２º 計画協会への一般の出資者は誰でもいつでもその任命した協会の管理委員会の構成員の誰でも召喚できるし、管理者に予審

を行うことができる。 

第２条 その資格で基礎自治体事務組合若しくは計画協会における任務を遂行している基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社

会福祉活動の構成員は何人も当然以下の場合辞職したと見なされる： 

   １º 基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社会福祉活動の一員であることを辞めたとき； 

   ２º もはやその意思によるか除籍に続いてそこに選挙されている政党名簿の一員でなくなったとき。 

 基礎自治体事務組合の各種機関の任務は全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く初議会の直後に終了する；その同じ

総会のときに新諸機関の創設が行われる。 

 計画協会の管理委員会内の各種機関の任務は、当該管理委員会の会議が基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以後に開催さ

れ、必要ならば出資者の基礎自治体及び県の全てがそれらの構成員たちの取決めの個別の任意の申告若しくは再編を通告していない

限り全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く上述の管理委員会の直後に終了する。その他の出資者による管理委員会

の構成員たちの指名は当該議会の新設の後の月の間に行われる。 

第３条 計画協会の管理委員会の構成員たちには実働の会議について出席手当が与えられ、その額はワロン政府により設定される限度

を超えることはできない。 

第４条 総会は基礎自治体事務組合の理事会の構成員たちに実働の会議について出席手当を支給することができる。 

 総会は同様に管理に限定された機関の構成員たちにも実働の会議についてその額が理事会の構成員たちに認められるものよりも低い

か乃至等しい出席手当を支給することができる。 

 同じ日に開催される同じ基礎自治体事務組合の同じ機関の複数の会議に出席する構成員たちは唯一つの出席手当の権利しか与えられ

ない。 

 出席手当の額はワロン政府により設定される限度を超えることはできない。 

第５条 （総会は出席手当の代わりに執行を行使する管理者たちにワロン政府により設定される支給条件の限度内で職務手当を支給で

きる ― 2007年12月20日のワロン政府命令｛AGW｝第７条）。 

第Ⅲ章 仲介及び利用者憲章 

第１条 

 §1. 各基礎自治体事務組合は仲介サービスに加盟する。 

    政府が、ワロン地域圏の基礎自治体事務組合の仲介サービスへの加盟の方式、業務及び財務規定を決める。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は少なくとも以下のものを含む利用者憲章を作成して採択する： 

     ― 利用者へのサービスに関する基礎自治体事務組合の義務； 

     ― それが自由に使える確認若しくは請求手続； 

     ― 市民のための情報提供に関する現行諸規定。 

 §3. 各基礎自治体事務組合は情報提供に適したインターネットサイトを整えて利用者に必要不可欠なサービスを提供する。 

第Ⅳ編 暫定措置及び最終処分 

第１条 

 §1. 本巻は、§２の規定にもかかわらず、ベルギー官報の発刊の日に発効する。 

 §2. 本巻の発効時とワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った時期との間に存在した諸基礎自治体

事務組合はその定款を、2006年12月の第１月曜日以前は、且つ次の段落とは別に、本巻の諸規定に一致させる。 

    本法により予定される基礎自治体事務組合内のいずれかの新諸機関の設置は、2006年10月８日の基礎自治体及び県の選挙の後

の新理事会の設置と同時に行われる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条の§５にたまたま反して、ワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った

基礎自治体事務組合の現存管理諸機関は、第２段標第１段落の対象となる定款の修正並びに2006年10月８日の基礎自治体及び県

の選挙の後の諸機関の一新の範囲内では、本巻の発効の日に含まれていた構成員の人数以上の構成員数に達することはできない。 

   （前段落 ― 2007年３月９日の地域圏法第31条）は基礎自治体事務組合の合併若しくは再編成には適用できない。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の８º（及び９º ― 2007年３月９日の地域圏法第32条）に予定された内規は遅くとも2007年12月31日

までに総会で採択されなければならない。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の§３に予定されたインターネットサイト上の掲載は2007年12月31日のために行われなければならない。 

 利用者憲章は2009年１月31日のために入念に作り上げられなければならない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条で問題にされた地域圏の監督機関に権限を付与する地域圏法の発効以前は、基礎自治体事務組合の監督は一

人乃至複数の検閲官により確保されることになる。 

第３条 基礎自治体事務組合に関する1986年12月28日の国法第28条は廃止される ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文）。 
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     第１段落１の１ºの基礎自治体事務組合の対象となる禁止は、候補者の推薦、任命、罷免若しくは停職であるときは２親等

の親族若しくは姻戚以上には拡張されない。 

 §2. 基礎自治体若しくは県の議会の構成員全員に、その基礎自治体若しくはその県がそれらに３人以上の執行権者を関与させてい

る基礎自治体事務組合若しくは計画協会に従事することが禁止される。 

    執行権者とは、管理に限定された機関の枠内で決定若しくはその執行を委任されたその資格保持者に与えられる権能の全てを

意味する。 

    その任命に当たっては、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にか

けてこの禁止の場合には当たらないという申告を記入する。 

 §3. 何人も、その項目の中に直接永続的な利害の抵触を引き起こす可能性のある同種の活動目的を有している私法上の団体の管理

及び検査の諸機関における任務を遂行している場合には、出資者の行政当局に割り当てられた管理者若しくは団体の管理委員会

の構成員の職に任命されることはできない ― 2007年３月９日の地域圏法第25条）。 

   （その任命には、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にかけてこの

禁止の場合には当たらないという申告を記入する ― 2007年３月９日の地域圏法第26条）。 

 §4. 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる委員会の構成員の職は出資者の基礎自治体及び県の議会の構成員に割り当てることはで

きない。 

 §5. 出資基礎自治体の議員、助役若しくは長、出資県の県議会議員（県副知事 ― 2007年３月９日の地域圏法第27条）、出資者の

社会福祉公共センターの職員の場合にはその評議員は基礎自治体事務組合管理者若しくは出資計画協会の管理委員会の構成員に

なることはできない。 

 §6. 基礎自治体事務組合の職員の階層制の最高位を占める者は訴訴の出資者である県若しくは基礎自治体の県理事会若しくは基礎

自治体理事会の構成員となることはできない。 

    この規定は本法の発効時にすでに前段落の対象となる職にあった者に関してのそれについては2012年10月15日に発効する。 

    └この第６段標は訴訟事件記録4149号に記載された仲裁院への取消訴訟の対象となる。 

 §7. 基礎自治体事務組合の構成員は全て政府の構成員の職務を遂行する執行任務の保持者になることは禁じられていると見なされ

る。 

第Ⅱ章 権利及び義務 

第１条 

 §1. その就任に当たり、（計画 ― 2007年３月９日の地域圏法第29条）協会の管理者若しくは管理委員会の構成員は書面で以下の

約束をする： 

   １º 管理機関に有効な職務に留意すること； 

   ２º 職業倫理規則、特に利害の抵触に関して、特権的情報の利用、忠誠、秘密厳守及び良好な公金管理を遵守すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若しくは計画協会の活動領域においてとりわけ就任時に活動分野と結び付いたニュースが必要とされる

つど基礎自治体事務組合若しくは計画協会により提供される研修及び情報伝達会議に応じてその専門的な能力を開発し発揮す

ること； 

   ４º 管理機関が法律、諸命令及びその他の規則の規定基礎自治体事務組合及び計画協会の定款並びに法律、諸命令及びその他の

規則の規定を遵守するよう留意すること。 

 §2. 基礎自治体、県若しくは社会福祉の議会の要請で、出資者の基礎自治体、県若しくはC.P.A.S.、理事会により任命された基礎

自治体事務組合の代表は会計報告、戦略計画若しくはその評価、又は特に関係議会が論議に有益と判断する事項全てを議員たち

に提供する ― 2007年３月９日の地域圏法第30条）。 

 §3.１º 管理者たちは基礎自治体事務組合の契約に関していかような個人的責任も負わない。 

     管理者たちは、基礎自治体の法規に従って、その任務の遂行及び管理中に犯した過ちに責任を負う。 

     管理者たちは、基礎自治体事務組合に対しても、第三者に対しても、有限責任共同組合又は株式会社に適用できる会社法の

諸規定並びに基礎自治体事務組合の定款に違反した結果生じた損害賠償の全てに連帯責任を負う。 

     管理者たちは、いかような違反も自らによるものでなければ、そして自ら知った後の次の総会でこれらの違反を告発してい

たならば、それには関わっていない違反に関してはこの責任を免れることになる。 

   ２º 計画協会の管理委員会構成員たちは協会の業務に関して何ら個人的責任を負うことはない。 

     その構成員たちは、共有する権利に応じて、その管理中の職務の遂行及び職員の過失に対して責任を負う。その構成員たち

は、協会に対しても第三者に対しても、計画協会の定款に適った行為への違反に起因する全ての損害及び利害関係に連帯責任

を負う。 

     その構成員たちは、自らは関係していない違反に関しては、いかなる過失もその責めに帰すべきでなければ、且つそれを

知ったならば直ちにこれらの違反を計画協会の加入者たちに告発していたならばこの責任は免れることになる。 

 §4.１º 総会は、理事会の要求で全ての管理者に、その構成員である機関の内規違反により、又は§１で行われる約束をした管理者
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に予審をする。違反によりいつでも召喚することができる。この場合には、出資者たちはその委任者たちに強制委任を与える

ことはできない。 

   ２º 計画協会への一般の出資者は誰でもいつでもその任命した協会の管理委員会の構成員の誰でも召喚できるし、管理者に予審

を行うことができる。 

第２条 その資格で基礎自治体事務組合若しくは計画協会における任務を遂行している基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社

会福祉活動の構成員は何人も当然以下の場合辞職したと見なされる： 

   １º 基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社会福祉活動の一員であることを辞めたとき； 

   ２º もはやその意思によるか除籍に続いてそこに選挙されている政党名簿の一員でなくなったとき。 

 基礎自治体事務組合の各種機関の任務は全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く初議会の直後に終了する；その同じ

総会のときに新諸機関の創設が行われる。 

 計画協会の管理委員会内の各種機関の任務は、当該管理委員会の会議が基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以後に開催さ

れ、必要ならば出資者の基礎自治体及び県の全てがそれらの構成員たちの取決めの個別の任意の申告若しくは再編を通告していない

限り全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く上述の管理委員会の直後に終了する。その他の出資者による管理委員会

の構成員たちの指名は当該議会の新設の後の月の間に行われる。 

第３条 計画協会の管理委員会の構成員たちには実働の会議について出席手当が与えられ、その額はワロン政府により設定される限度

を超えることはできない。 

第４条 総会は基礎自治体事務組合の理事会の構成員たちに実働の会議について出席手当を支給することができる。 

 総会は同様に管理に限定された機関の構成員たちにも実働の会議についてその額が理事会の構成員たちに認められるものよりも低い

か乃至等しい出席手当を支給することができる。 

 同じ日に開催される同じ基礎自治体事務組合の同じ機関の複数の会議に出席する構成員たちは唯一つの出席手当の権利しか与えられ

ない。 

 出席手当の額はワロン政府により設定される限度を超えることはできない。 

第５条 （総会は出席手当の代わりに執行を行使する管理者たちにワロン政府により設定される支給条件の限度内で職務手当を支給で

きる ― 2007年12月20日のワロン政府命令｛AGW｝第７条）。 

第Ⅲ章 仲介及び利用者憲章 

第１条 

 §1. 各基礎自治体事務組合は仲介サービスに加盟する。 

    政府が、ワロン地域圏の基礎自治体事務組合の仲介サービスへの加盟の方式、業務及び財務規定を決める。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は少なくとも以下のものを含む利用者憲章を作成して採択する： 

     ― 利用者へのサービスに関する基礎自治体事務組合の義務； 

     ― それが自由に使える確認若しくは請求手続； 

     ― 市民のための情報提供に関する現行諸規定。 

 §3. 各基礎自治体事務組合は情報提供に適したインターネットサイトを整えて利用者に必要不可欠なサービスを提供する。 

第Ⅳ編 暫定措置及び最終処分 

第１条 

 §1. 本巻は、§２の規定にもかかわらず、ベルギー官報の発刊の日に発効する。 

 §2. 本巻の発効時とワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った時期との間に存在した諸基礎自治体

事務組合はその定款を、2006年12月の第１月曜日以前は、且つ次の段落とは別に、本巻の諸規定に一致させる。 

    本法により予定される基礎自治体事務組合内のいずれかの新諸機関の設置は、2006年10月８日の基礎自治体及び県の選挙の後

の新理事会の設置と同時に行われる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条の§５にたまたま反して、ワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った

基礎自治体事務組合の現存管理諸機関は、第２段標第１段落の対象となる定款の修正並びに2006年10月８日の基礎自治体及び県

の選挙の後の諸機関の一新の範囲内では、本巻の発効の日に含まれていた構成員の人数以上の構成員数に達することはできない。 

   （前段落 ― 2007年３月９日の地域圏法第31条）は基礎自治体事務組合の合併若しくは再編成には適用できない。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の８º（及び９º ― 2007年３月９日の地域圏法第32条）に予定された内規は遅くとも2007年12月31日

までに総会で採択されなければならない。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の§３に予定されたインターネットサイト上の掲載は2007年12月31日のために行われなければならない。 

 利用者憲章は2009年１月31日のために入念に作り上げられなければならない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条で問題にされた地域圏の監督機関に権限を付与する地域圏法の発効以前は、基礎自治体事務組合の監督は一

人乃至複数の検閲官により確保されることになる。 

第３条 基礎自治体事務組合に関する1986年12月28日の国法第28条は廃止される ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文）。 
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第Ⅴ編 雑 則 
 

章唯一 
 

第１条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第２条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第３条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第Ⅵ編 行政の公開 
 

章唯一 
 

第１条 本編の適用については以下により解される： 

   １º 行政資料：いかような形であれ基礎自治体事務組合が活用することができる全ての情報； 

   ２º 人事に関する資料：名指しで指示されるか若しくは容易に識別できる個人に関する評価若しくは能力の判定、又はその漏洩

が明らかにその個人に被害を及ぼしかねない行動の記述を含む行政資料。 

第２条 基礎自治体事務組合の活動についての明白且つ客観的な情報を一般に提供するために： 

   １º 理事会は、基礎自治体事務組合を構成する全部課についての情報提供の構想及び実行、並びに第２項の対象となる刊行物の

調整に責任を負う基礎自治体事務組合の職員一人を指名する； 

   ２º 基礎自治体事務組合は全部課の運営の権限及び組織を叙述した資料を発行する；この資料は要求すれば誰でも入手すること

ができる； 

   ３º これらの部課の一つから発せられる全ての書簡は、資料についてさらに詳しい情報を入手できる者の氏名、資格、住所及び

必要な場合にはＥメール・アドレス、並びに電話番号を指示する； 

   ４º それによりこれらの部課の一つから発せられる個人に影響のある決定若しくは行政行為が請求者に通知される全ての資料は、

時効の期限が過ぎていなければ取り得る上訴手段、精通している所管機関並びに守られるべき形式及び期限を指示する。 

第３条 本巻第Ⅵ編第Ⅲ章第１条の１ºの対象となる資料の発送は金額が理事会により決められた料金の支払が求められる。理事会が

料金の金額を定める。 

 必要があって要求される料金は原価を超えてはならない。 

第４条 基礎自治体事務組合の行政資料を調べてその資料の写しを受け取る権利は、誰もが、本編により予定された諸条件に従って、

行政資料の所在を調べ、その主題について説明を受けて写しの形で情報を受け取ることからなっている。 

 個人に関する資料については請求者はその利害関係を立証しなければならない。 

第５条 行政資料の調査、関連のあるそれの説明若しくは写しの形でのその情報は請求に基づき行われる。請求は関連項目及びできれ

ば関連行政資料をはっきりと指定し、例えそれらが文書保管所に保管されていても書面で基礎自治体事務組合の理事会に提出する。 

 調査、説明若しくは写しの形での情報の請求がその資料を保持していない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合が持ってい

る情報に従ってその資料の保持者である行政当局に提出する。 

 基礎自治体事務組合は書面の請求を登記簿に記載し、受理した日ごとに分類する。 

第６条 連邦、共同体若しくは地域圏の官公署の権限の行使に関する理由から国法若しくは共同体・地域圏法により作成されるその他

の例外とは別に、基礎自治体事務組合は請求の範囲内の行政資料の写しの形式での調査、説明若しくは情報の請求を以下の場合には

拒絶することができる： 

   １º 公表が侮辱の原因となる行政資料、未完成若しくは不完全な資料に関する； 

   ２º 明らかに余りにも漠然とした形で表明されている； 

   ３º 露骨に秘密として伝えられる見解若しくは意見に関する； 

   ４º 明らかに度を越したか若しくは繰り返される； 

   ５º 明らかに人々の安全を損ないかねない。 

 基礎自治体事務組合の理事会は公表の利点が基礎自治体事務組組合の財政的若しくは商業的利益の保護に有利でないと認める場合に

は公表請求を拒絶することができる。 

 基礎自治体事務組合は行政資料の調査、説明若しくは写しの形での情報の請求を以下のものを損なう場合には拒絶することができ

る： 

   １º あらかじめ関係者が書面で調査若しくは写しの形での情報に同意していなければ個人の生活を； 

   ２º 国法若しくは地域圏法により確立される守秘義務を； 

   ３º 基礎自治体事務組合に伝えられた企業及び生産の情報の秘密性ゆえの性格を。 

 前段落の適用に当たり、行政資料が一部公表されてはならないかできないときは、調査、説明若しくは写しの形での情報は残りの部

分だけに限られる。 

 公開の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後30日の期限内に延期若しく
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は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に15日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

第７条 組合は無料で当事者について必要な修正を加えなければならない。修正は国法若しくは共同体・地域圏法によるか若しくはそ

の名において規定された手続の適用がなくても、当事者の書面の請求で行われる。 

 修正の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後60日の期限内に延期若しく

は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に30日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

 請求が修正を加える権限のない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合は直ちにそれを請求者に知らせ、その情報に従ってそ

れを行える権限を有する官公署の名称及び住所を伝える。 

第８条 

 §1. 請求者が本編による行政資料の調査か若しくは修正を勝ち取る困難に遭遇したときは、関係基礎自治体事務組合に再検討を請

求することができる。同時に、請求者はワロン地域圏に意見を表明する行政公開に関する1995年３月30日の地域圏法第８条の対

象となる行政資料アクセス委員会に請求する。 

    委員会はその見解を請求者及び関係基礎自治体事務組合に請求し、受理から30日以内に通知する。 

    上述の期限内に通知がない場合は、見解は示されなかったことになる。 

    基礎自治体事務組合はその再検討の同意か若しくは拒絶の決定を請求者及び委員会にその見解を受け取った後15日以内か又は

その見解が通知されなければならない期限経過後に通知する。 

    定められた期限内に通知がない場合は、基礎自治体事務組合は請求を拒絶したと見なされる。 

    請求者は1973年１月12日の勅令により修正された国務院に関する国法に従ってこの決定に対する上訴を申し立てすることがで

きる。国務院への上訴は必要ならば委員会の意見を添える。 

 §2. 委員会も同様に関係基礎自治体事務組合から意見を求められることができる。 

 §3. 委員会は、自発的に、本編の一般的適用について見解を述べることができる。委員会は、ワロン地域圏議会及びワロン政府に

その適用及びその可能性のある修正の提案を提出することができる。 

第９条 公開請求が著者の権利により保護される作品を含む行政資料であるときは、著者若しくはその権利が譲渡されている者の同意

は資料の所在についての調査の承認とか又はその点に関する説明の提供については必要がない。 

 著者の権利により保護される作品の写しの形での通知は著者又はその権利が譲渡されている者の事前の同意によってのみ認められる。 

 全ての場合に、基礎自治体事務組合は作品が著者の権利により保護されることを明示する。 

第10条 本編の適用により入手される行政資料は営業目的での配布も利用もできない。 

 本編の適用により、資料を入手して営業目的で配布し若しくは配布したままにし又は利用し若しくは利用したままにした者は１年間

に８日の拘留及び26乃至100ユーロの罰金若しくはこれらの罰の一つだけを課せられる。 

第11条 本編の諸規定は亦基礎自治体事務組合により保存される行政資料にも適用できる。 

 基礎自治体事務組合の理事会及び職員たちは本編の適用への協力に務める責任がある。 

第12条 行政資料の写しの発送はその金額が基礎自治体事務組合の理事会により決められる手数料を支払わせることができる。 

 写しの発送のための請求に必要な手数料はいかなる場合にも原価を超えてはならない。 

第13条 本編は（環境法第１巻D.10条から20.18条までの対象となる事項には適用されない。本編は ― 2006年３月16日の地域圏法第

５条）行政の一層広範囲な公開を用意する法令の諸規定を損なうことはない。 
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第Ⅴ編 雑 則 
 

章唯一 
 

第１条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第２条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第３条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第Ⅵ編 行政の公開 
 

章唯一 
 

第１条 本編の適用については以下により解される： 

   １º 行政資料：いかような形であれ基礎自治体事務組合が活用することができる全ての情報； 

   ２º 人事に関する資料：名指しで指示されるか若しくは容易に識別できる個人に関する評価若しくは能力の判定、又はその漏洩

が明らかにその個人に被害を及ぼしかねない行動の記述を含む行政資料。 

第２条 基礎自治体事務組合の活動についての明白且つ客観的な情報を一般に提供するために： 

   １º 理事会は、基礎自治体事務組合を構成する全部課についての情報提供の構想及び実行、並びに第２項の対象となる刊行物の

調整に責任を負う基礎自治体事務組合の職員一人を指名する； 

   ２º 基礎自治体事務組合は全部課の運営の権限及び組織を叙述した資料を発行する；この資料は要求すれば誰でも入手すること

ができる； 

   ３º これらの部課の一つから発せられる全ての書簡は、資料についてさらに詳しい情報を入手できる者の氏名、資格、住所及び

必要な場合にはＥメール・アドレス、並びに電話番号を指示する； 

   ４º それによりこれらの部課の一つから発せられる個人に影響のある決定若しくは行政行為が請求者に通知される全ての資料は、

時効の期限が過ぎていなければ取り得る上訴手段、精通している所管機関並びに守られるべき形式及び期限を指示する。 

第３条 本巻第Ⅵ編第Ⅲ章第１条の１ºの対象となる資料の発送は金額が理事会により決められた料金の支払が求められる。理事会が

料金の金額を定める。 

 必要があって要求される料金は原価を超えてはならない。 

第４条 基礎自治体事務組合の行政資料を調べてその資料の写しを受け取る権利は、誰もが、本編により予定された諸条件に従って、

行政資料の所在を調べ、その主題について説明を受けて写しの形で情報を受け取ることからなっている。 

 個人に関する資料については請求者はその利害関係を立証しなければならない。 

第５条 行政資料の調査、関連のあるそれの説明若しくは写しの形でのその情報は請求に基づき行われる。請求は関連項目及びできれ

ば関連行政資料をはっきりと指定し、例えそれらが文書保管所に保管されていても書面で基礎自治体事務組合の理事会に提出する。 

 調査、説明若しくは写しの形での情報の請求がその資料を保持していない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合が持ってい

る情報に従ってその資料の保持者である行政当局に提出する。 

 基礎自治体事務組合は書面の請求を登記簿に記載し、受理した日ごとに分類する。 

第６条 連邦、共同体若しくは地域圏の官公署の権限の行使に関する理由から国法若しくは共同体・地域圏法により作成されるその他

の例外とは別に、基礎自治体事務組合は請求の範囲内の行政資料の写しの形式での調査、説明若しくは情報の請求を以下の場合には

拒絶することができる： 

   １º 公表が侮辱の原因となる行政資料、未完成若しくは不完全な資料に関する； 

   ２º 明らかに余りにも漠然とした形で表明されている； 

   ３º 露骨に秘密として伝えられる見解若しくは意見に関する； 

   ４º 明らかに度を越したか若しくは繰り返される； 

   ５º 明らかに人々の安全を損ないかねない。 

 基礎自治体事務組合の理事会は公表の利点が基礎自治体事務組組合の財政的若しくは商業的利益の保護に有利でないと認める場合に

は公表請求を拒絶することができる。 

 基礎自治体事務組合は行政資料の調査、説明若しくは写しの形での情報の請求を以下のものを損なう場合には拒絶することができ

る： 

   １º あらかじめ関係者が書面で調査若しくは写しの形での情報に同意していなければ個人の生活を； 

   ２º 国法若しくは地域圏法により確立される守秘義務を； 

   ３º 基礎自治体事務組合に伝えられた企業及び生産の情報の秘密性ゆえの性格を。 

 前段落の適用に当たり、行政資料が一部公表されてはならないかできないときは、調査、説明若しくは写しの形での情報は残りの部

分だけに限られる。 

 公開の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後30日の期限内に延期若しく
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は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に15日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

第７条 組合は無料で当事者について必要な修正を加えなければならない。修正は国法若しくは共同体・地域圏法によるか若しくはそ

の名において規定された手続の適用がなくても、当事者の書面の請求で行われる。 

 修正の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後60日の期限内に延期若しく

は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に30日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

 請求が修正を加える権限のない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合は直ちにそれを請求者に知らせ、その情報に従ってそ

れを行える権限を有する官公署の名称及び住所を伝える。 

第８条 

 §1. 請求者が本編による行政資料の調査か若しくは修正を勝ち取る困難に遭遇したときは、関係基礎自治体事務組合に再検討を請

求することができる。同時に、請求者はワロン地域圏に意見を表明する行政公開に関する1995年３月30日の地域圏法第８条の対

象となる行政資料アクセス委員会に請求する。 

    委員会はその見解を請求者及び関係基礎自治体事務組合に請求し、受理から30日以内に通知する。 

    上述の期限内に通知がない場合は、見解は示されなかったことになる。 

    基礎自治体事務組合はその再検討の同意か若しくは拒絶の決定を請求者及び委員会にその見解を受け取った後15日以内か又は

その見解が通知されなければならない期限経過後に通知する。 

    定められた期限内に通知がない場合は、基礎自治体事務組合は請求を拒絶したと見なされる。 

    請求者は1973年１月12日の勅令により修正された国務院に関する国法に従ってこの決定に対する上訴を申し立てすることがで

きる。国務院への上訴は必要ならば委員会の意見を添える。 

 §2. 委員会も同様に関係基礎自治体事務組合から意見を求められることができる。 

 §3. 委員会は、自発的に、本編の一般的適用について見解を述べることができる。委員会は、ワロン地域圏議会及びワロン政府に

その適用及びその可能性のある修正の提案を提出することができる。 

第９条 公開請求が著者の権利により保護される作品を含む行政資料であるときは、著者若しくはその権利が譲渡されている者の同意

は資料の所在についての調査の承認とか又はその点に関する説明の提供については必要がない。 

 著者の権利により保護される作品の写しの形での通知は著者又はその権利が譲渡されている者の事前の同意によってのみ認められる。 

 全ての場合に、基礎自治体事務組合は作品が著者の権利により保護されることを明示する。 

第10条 本編の適用により入手される行政資料は営業目的での配布も利用もできない。 

 本編の適用により、資料を入手して営業目的で配布し若しくは配布したままにし又は利用し若しくは利用したままにした者は１年間

に８日の拘留及び26乃至100ユーロの罰金若しくはこれらの罰の一つだけを課せられる。 

第11条 本編の諸規定は亦基礎自治体事務組合により保存される行政資料にも適用できる。 

 基礎自治体事務組合の理事会及び職員たちは本編の適用への協力に務める責任がある。 

第12条 行政資料の写しの発送はその金額が基礎自治体事務組合の理事会により決められる手数料を支払わせることができる。 

 写しの発送のための請求に必要な手数料はいかなる場合にも原価を超えてはならない。 

第13条 本編は（環境法第１巻D.10条から20.18条までの対象となる事項には適用されない。本編は ― 2006年３月16日の地域圏法第

５条）行政の一層広範囲な公開を用意する法令の諸規定を損なうことはない。 
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Ⅱ－２ ワロン自治法(２) 
 

第２部 超基礎自治体 
 

第Ⅰ巻 都市圏・基礎自治体連合 
第Ⅰ編 都市圏・基礎自治体連合の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１節 範 囲 

第１条 都市圏は二つである： 

   １º キャロロレジー都市圏； 

   ２º リエージュ都市圏。 

 各都市圏の管轄区域は地域圏法によって定められる。 

 政府は、都市圏の管轄区域を定める前に、関係全基礎自治体の意見を求める。これらの基礎自治体の基礎自治体議会はその意見を、

政府が都市圏の管轄区域の決定に関する提案を提出した日から３か月以内に表明する。前述の期限内に意見が出なければ賛成と見な

される。 

 本巻はコミネ・ワルネトン（Comines-Warneton）基礎自治体には適用されない。 

第２条 政府は関係都市圏及び基礎自治体連合議会の一致した意見に基づき都市圏基礎自治体連合の境界を変更若しくは修正できる。 

 加えて、それらの意見がまとまれば、政府は区域が全体か若しくは一部に関係する基礎自治体と協議する。 

 決定は地域圏法により正式に承認されて初めてその効果を生ずる。 

第２節 憲 章 

第３条 

 §1. 都市圏の一部になっていない地域圏の基礎自治体はどこも《連合》{“federation”}という下記の基礎自治体の連合の一部に

なれる。 

 §2. 都市圏に最も接近した基礎自治体の結合した連合は全て《周辺連合》{“périphérique federation”}と名付けられる。 

    周辺連合は全て創設されてその管轄区域は地域圏法により定められる。 

    政府は事前に関係基礎自治体全ての意見を求める。これらの基礎自治体の基礎自治体議会はその意見を、政府が連区域の決定

に関する提案を提出した日から３か月以内に表明する。前述の期限内に意見が出なければ賛成と見なされる。 

 §3. そのために、政府の発議で、県議会が将来の連合の中核となるのに適した基礎自治体の名簿を作成する。 

    政府はこれらの名簿の写しを当該県の基礎自治体の全てに届けて各基礎自治体議会に理由を付した意見を提供するよう依頼す

る。 

    この意見により、議会は以下について意見を表明する： 

   １º 自らが指定する隣接の一つか複数の基礎自治体との基礎自治体合併； 

   ２º 自らが基礎自治体中核を指定する連合への基礎自治体の加盟。 

    これらの当局の一つの意見が提案が提出されてから３か月以内に示されなければ賛成の意見と見なされる。 

    命令により、各連合のために政府はそれをそのように拡張した区域を定める 

    この命令は地域圏法により正式に承認されて初めてその効果を生ずる。 

第４条 

 §1. 都市圏及び連合は本巻により組織される制度に従う。 

 §2. 都市圏及び連合は法人格を付与される。 

第３節 権 限 

第５条 

 §1. 都市圏及び連合は諸基礎自治体の諸活動の調整を助成する。 

 §2. 以下の事項についての基礎自治体の権限は都市圏若しくは連合に移管される： 

   １º 汚物の搬出及び処理； 

   ２º 人間の有料搬送。 

 §3. 構成基礎自治体の少なくとも半数の同意及び要求で、且つこれらの基礎自治体が人口の３分の２を代表する限り、都市圏若し

くは連合は以下のことを決めることができる： 

   １º 空港； 

   ２º 都市圏、連合若しくは地域圏の利益となる公設市場の用地の決定； 

   ３º 屠殺場； 
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Ⅱ－２ ワロン自治法(２) 
 

第２部 超基礎自治体 
 

第Ⅰ巻 都市圏・基礎自治体連合 
第Ⅰ編 都市圏・基礎自治体連合の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１節 範 囲 

第１条 都市圏は二つである： 

   １º キャロロレジー都市圏； 

   ２º リエージュ都市圏。 

 各都市圏の管轄区域は地域圏法によって定められる。 

 政府は、都市圏の管轄区域を定める前に、関係全基礎自治体の意見を求める。これらの基礎自治体の基礎自治体議会はその意見を、

政府が都市圏の管轄区域の決定に関する提案を提出した日から３か月以内に表明する。前述の期限内に意見が出なければ賛成と見な

される。 

 本巻はコミネ・ワルネトン（Comines-Warneton）基礎自治体には適用されない。 

第２条 政府は関係都市圏及び基礎自治体連合議会の一致した意見に基づき都市圏基礎自治体連合の境界を変更若しくは修正できる。 

 加えて、それらの意見がまとまれば、政府は区域が全体か若しくは一部に関係する基礎自治体と協議する。 

 決定は地域圏法により正式に承認されて初めてその効果を生ずる。 

第２節 憲 章 

第３条 

 §1. 都市圏の一部になっていない地域圏の基礎自治体はどこも《連合》{“federation”}という下記の基礎自治体の連合の一部に

なれる。 

 §2. 都市圏に最も接近した基礎自治体の結合した連合は全て《周辺連合》{“périphérique federation”}と名付けられる。 

    周辺連合は全て創設されてその管轄区域は地域圏法により定められる。 

    政府は事前に関係基礎自治体全ての意見を求める。これらの基礎自治体の基礎自治体議会はその意見を、政府が連区域の決定

に関する提案を提出した日から３か月以内に表明する。前述の期限内に意見が出なければ賛成と見なされる。 

 §3. そのために、政府の発議で、県議会が将来の連合の中核となるのに適した基礎自治体の名簿を作成する。 

    政府はこれらの名簿の写しを当該県の基礎自治体の全てに届けて各基礎自治体議会に理由を付した意見を提供するよう依頼す

る。 

    この意見により、議会は以下について意見を表明する： 

   １º 自らが指定する隣接の一つか複数の基礎自治体との基礎自治体合併； 

   ２º 自らが基礎自治体中核を指定する連合への基礎自治体の加盟。 

    これらの当局の一つの意見が提案が提出されてから３か月以内に示されなければ賛成の意見と見なされる。 

    命令により、各連合のために政府はそれをそのように拡張した区域を定める 

    この命令は地域圏法により正式に承認されて初めてその効果を生ずる。 

第４条 

 §1. 都市圏及び連合は本巻により組織される制度に従う。 

 §2. 都市圏及び連合は法人格を付与される。 

第３節 権 限 

第５条 

 §1. 都市圏及び連合は諸基礎自治体の諸活動の調整を助成する。 

 §2. 以下の事項についての基礎自治体の権限は都市圏若しくは連合に移管される： 

   １º 汚物の搬出及び処理； 

   ２º 人間の有料搬送。 

 §3. 構成基礎自治体の少なくとも半数の同意及び要求で、且つこれらの基礎自治体が人口の３分の２を代表する限り、都市圏若し

くは連合は以下のことを決めることができる： 

   １º 空港； 

   ２º 都市圏、連合若しくは地域圏の利益となる公設市場の用地の決定； 

   ３º 屠殺場； 
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   ４º 公営駐車場； 

   ５º 観光に関する奨励、応対及び情報提供； 

   ６º それにキャラバンカー旅行を含むキャンプ場； 

   ７º 火葬炉及び納骨堂； 

   ８º 構成諸基礎自治体への技術的援助業務の組織化。 

 §4. 都市圏及び連合はさらに以下のものを行う： 

   １º 現在は地域圏及び地方分権と地方分散の一環として任されている県により行われている諸権限； 

   ２º 都市圏及び連合の議会がその区域内の一つ乃至複数の基礎自治体の要求で行うことを承認する諸権限。 

第６条 本章第５条の§２の１ºに列挙された権限は、都市圏若しくは連合に、それらの議会の設置の年の翌年の１月１日から移管さ

れる。 

 これらの二つの日を隔てる期限が３か月以下の場合は、移管は翌年の１月１日に延期される。 

第Ⅱ章 都市圏及び連合の主要機関 

第１節 総 則 

第１条 各都市圏内及び各連合内には、《理事会》｛collège｝という下記の理事会と併せて議会が置かれる。 

第２条 特に本巻の諸規定、基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）の職務に関する本法の第１部第１巻の諸規定の適用に反しない

限り、必要な変更を施して都市圏及び連合の議会及び理事会の職務に適用できる。 

第３条 議長が議会及び理事会の公務を指揮する。 

 議長は議会及び理事会に属する公務の事前の指示に留意する。 

 議長は、委任が決定に由来するこれら二つの機関のそれにより付与されるときに、議会及び理事会の諸決定の実施に責任を有する。 

 但し、議長は、その責任の下で、それらの権限の全部若しくは一部を理事会の構成員の一人に委任できる。 

第２節 議 会 

第１小節 構 成 

第４条 政府は人口数を考慮して議会の構成員の人数を決める。 

 但し、この議員数は15人以下、83人以上であってはならない。 

第５条 議会は５年ごとに全面改選される。議員たちの任期は選挙後３か月たった初日から始まる；特別の選挙により選ばれた委員た

ちの任期はその選挙が有効になったときからである。議員たちは再選可能である。 

第６条 

 §1. 県理事会が都市圏及び連合の選挙の有効性について及び有資格者と補欠に選挙される構成員たちの権限について決定を下す。 

 §2. 適当な変更を施して以下のものを都市圏及び連合に適用できる： 

   １º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第６条及び第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条： 

   ２º 第４部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条の段落１、同第Ⅵ章第７条及び第８条： 

   ３º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条及び第２条。 

 §3. 以下の者は議会の一員になれない： 

   １º 県知事、県議会の県代表及び県事務総長； 

   ２º 郡長； 

   ３º 司法裁判機構の現職及び予備構成員たち、現職及び予備の社会福祉審議会委員たち、社会福祉裁判所判事たち及び商事裁判

所判事たち並びに検事たち； 

   ４º 国務院、会計検査院、調整部局及び記録保存室の構成員たち、並びに人事管理の構成員たち； 

   ５º 軍隊に招集された予備役及び国民兵を除く現役軍人たち； 

   ６º 職員及び都市圏若しくは連合の俸給を受けるか若しくはその監督を受ける公共施設の支配下にある者たち； 

   ７º 農村警察隊、憲兵隊、並びに特殊衛兵隊の構成員たち； 

   ８º 都市圏若しくは連合の一員となった基礎自治体の職員たち。 

第７条 都市圏の最初の議会の構成のために、知事は選出された最長老議員の宣誓を受けてその設立を行う。 

 最初のフランス語話者委員会及び最初のオランダ語話者委員会の構成のために、知事は選出された最長老議員の宣誓を受けてその設

立を行う。 

 その後最長老議員がその他の議員たち若しくは委員たちの宣誓を受ける。 

第２小節 権 限 

第８条 

 §1. 議会は本巻により都市圏若しくは連合の管轄となるものの全てを規定する。 

 §2. 議会は上級庁から付託された対象の全てについて審議する。 

 §3. 議会は都市圏若しくは連合の内規を制定する。これらの内規は国法にも地域圏法にも一般規則若しくは県条例にも抵触しては
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ならない。 

 §4. 議会はそれらの規則や命令違反を罰する違警罪の罰を設定できる。この場合、審議の写しが、監督庁によるこの審議の承認の

通知の後５日以内に、都市圏若しくは連合の区域について管轄する第１審裁判所及び違警罪裁判所の記録保存室に送られる。 

 §5. 議会は政府により規定される総則の限界内で議長及び理事会構成員たちの俸給を決める。 

    議会が決定を下さないままならば、監督庁が必要な資金が都市圏若しくは連合の予算に計上されるよう職務命令を出す。 

    議長及び理事会の構成員たちは、この俸給以外に、どのような資格においてもどのような名称の下でも都市圏若しくは連合の

負担するいかなる給与若しくは報酬を受け取れない。その託された任務の遂行のために当てられた費用は償還される。 

    １か月かそれ以上の期間理事会の一人の構成員が議長の代理を務める場合又は議員の一人が理事会の構成員の一人の代理を務

める場合は、俸給が代理を務めている期間中ずっと付与されたこの職務に支給される。 

    代理を務める理事会の構成員は同時に議長の俸給と理事会構成員の俸給を受けられない。同様に、代理を務める議員は理事会

の構成員の俸給及び議員の出席手当を受けられない。 

    議員がこの職務に支給される俸給を与えられずに理事会構成員の代理を務める場合は、その出席した会議のつど議員に支給さ

れる出席手当を受けることができる。 

第３小節 理事会 

第９条 理事会は議会の中から５年任期で選出された議長及び構成員たちで構成される。 

 それに議長を含む構成員数は議員数に応じて条例で決められる。但し、この人数は３人以下、９人以上であってはならない。 

 理事会の構成員はその間に議会の一員であるのを辞めたときにその資格を失う。 

第10条 

 §1. 議会の構成員たちの就任式の後で、議員たちは最長老議員の主宰下で秘密投票により当票の絶対多数で理事会の議長を選出す

る。 

 §2. 再度投票してもいずれの候補者も絶対多数を獲得しなかった場合は、二度目の投票のときに投票の多数を獲得した二人の候補

者の間で決選投票が行われる。決選投票で、同数の場合は、年長者が勝利する。 

 §3. 議長選挙は政府により承認される。 

第11条 

 §1. その他の理事会の構成員たちは本条の諸規定に従って指名される。 

 §2. 都市圏若しくは連合の事務局は、議会選挙ごとの投票結果の発表直後に、議長を除いて、それぞれ各名簿を見直した理事会の

構成員数を定める。 

    このために、候補者数を選挙人の数と見なして選挙法第167条が適用される事務局は議会内の各名簿を基に選ばれる。 

    見直される議席が複数の名簿で等しいときは、選挙法第168条が適用できる。この場合には、考慮される選挙人数は第４部第

Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第９条で決められる。 

    議席配分は同巻第Ⅳ編第Ⅲ章第11条の対象となる議事録に記載される。 

 §3. 本編第Ⅱ章第10条に従った議長選挙の後、各候補者名簿で選ばれた議員たちは議長に、その中で、理事会の一員になるために、

§２の適用により定められた人数に達するまで順番に指名された議員たちの氏名を記入した名簿を伝える；これらの名簿のそれ

ぞれは同じ候補者名簿に基づいて選ばれた議員たちの過半数により連署されて初めて有効となる。 

    議長はこれらの条件が揃ったかどうかを確かめ、議員たちに本編第Ⅱ章第６条の§２の３ºに予定された宣誓をするために出

席するよう要請し、次いで理事会が手っ取り早く設置されたことを宣告する。 

 §4. 理事会の構成員たちの序列は、対応する基数の順を追って定められ、§２に従って数えられる。 

第12条 本編第Ⅱ章第14条の§３は議長の辞退の場合若しくは議長職の空席の場合に適用できる。 

 停職の場合は議長の職務は序列第１位の理事会構成員により遂行される。 

 議長が一時的にその職務の遂行が不可能な状態にあるその他の場合にはこの不可能な状態は理事会により確認される。そのとき前段

落は、議会が本編第Ⅱ章第10条により定められた手続きに従って臨時議長を選ばなければ適用できる。 

 第３段落に予定される選挙は政府の承認に付される。 

第13条 政府は議長若しくは理事会の構成員たちを公知の不行跡若しくは重大な懈怠ゆえに一時停職させるか若しくは解任できる。当

事者はあらかじめ政府若しくはその代理により聴聞を受ける。 

 一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任の場合は、議長若しくは理事会の構成員たちは２年の期間の前に、且ついずれの場合にも議会の直前の全面改選に再選されるこ

とはできない。 

第14条 

 §1. 助役たちに適用できる兼職禁止は理事会の構成員たちに適用できる。加えて、都市圏若しくは連合を結成する基礎自治体の長

たち及び助役たちは理事会の一員になれない。 

 §2. 指名された構成員たちの辞退若しくは理事会の中の空席の場合は、以前にその職への任命を行った議員たちが新たな任命によ
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   ４º 公営駐車場； 

   ５º 観光に関する奨励、応対及び情報提供； 

   ６º それにキャラバンカー旅行を含むキャンプ場； 

   ７º 火葬炉及び納骨堂； 

   ８º 構成諸基礎自治体への技術的援助業務の組織化。 

 §4. 都市圏及び連合はさらに以下のものを行う： 

   １º 現在は地域圏及び地方分権と地方分散の一環として任されている県により行われている諸権限； 

   ２º 都市圏及び連合の議会がその区域内の一つ乃至複数の基礎自治体の要求で行うことを承認する諸権限。 

第６条 本章第５条の§２の１ºに列挙された権限は、都市圏若しくは連合に、それらの議会の設置の年の翌年の１月１日から移管さ

れる。 

 これらの二つの日を隔てる期限が３か月以下の場合は、移管は翌年の１月１日に延期される。 

第Ⅱ章 都市圏及び連合の主要機関 

第１節 総 則 

第１条 各都市圏内及び各連合内には、《理事会》｛collège｝という下記の理事会と併せて議会が置かれる。 

第２条 特に本巻の諸規定、基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）の職務に関する本法の第１部第１巻の諸規定の適用に反しない

限り、必要な変更を施して都市圏及び連合の議会及び理事会の職務に適用できる。 

第３条 議長が議会及び理事会の公務を指揮する。 

 議長は議会及び理事会に属する公務の事前の指示に留意する。 

 議長は、委任が決定に由来するこれら二つの機関のそれにより付与されるときに、議会及び理事会の諸決定の実施に責任を有する。 

 但し、議長は、その責任の下で、それらの権限の全部若しくは一部を理事会の構成員の一人に委任できる。 

第２節 議 会 

第１小節 構 成 

第４条 政府は人口数を考慮して議会の構成員の人数を決める。 

 但し、この議員数は15人以下、83人以上であってはならない。 

第５条 議会は５年ごとに全面改選される。議員たちの任期は選挙後３か月たった初日から始まる；特別の選挙により選ばれた委員た

ちの任期はその選挙が有効になったときからである。議員たちは再選可能である。 

第６条 

 §1. 県理事会が都市圏及び連合の選挙の有効性について及び有資格者と補欠に選挙される構成員たちの権限について決定を下す。 

 §2. 適当な変更を施して以下のものを都市圏及び連合に適用できる： 

   １º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第６条及び第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条： 

   ２º 第４部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条の段落１、同第Ⅵ章第７条及び第８条： 

   ３º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条及び第２条。 

 §3. 以下の者は議会の一員になれない： 

   １º 県知事、県議会の県代表及び県事務総長； 

   ２º 郡長； 

   ３º 司法裁判機構の現職及び予備構成員たち、現職及び予備の社会福祉審議会委員たち、社会福祉裁判所判事たち及び商事裁判

所判事たち並びに検事たち； 

   ４º 国務院、会計検査院、調整部局及び記録保存室の構成員たち、並びに人事管理の構成員たち； 

   ５º 軍隊に招集された予備役及び国民兵を除く現役軍人たち； 

   ６º 職員及び都市圏若しくは連合の俸給を受けるか若しくはその監督を受ける公共施設の支配下にある者たち； 

   ７º 農村警察隊、憲兵隊、並びに特殊衛兵隊の構成員たち； 

   ８º 都市圏若しくは連合の一員となった基礎自治体の職員たち。 

第７条 都市圏の最初の議会の構成のために、知事は選出された最長老議員の宣誓を受けてその設立を行う。 

 最初のフランス語話者委員会及び最初のオランダ語話者委員会の構成のために、知事は選出された最長老議員の宣誓を受けてその設

立を行う。 

 その後最長老議員がその他の議員たち若しくは委員たちの宣誓を受ける。 

第２小節 権 限 

第８条 

 §1. 議会は本巻により都市圏若しくは連合の管轄となるものの全てを規定する。 

 §2. 議会は上級庁から付託された対象の全てについて審議する。 

 §3. 議会は都市圏若しくは連合の内規を制定する。これらの内規は国法にも地域圏法にも一般規則若しくは県条例にも抵触しては
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ならない。 

 §4. 議会はそれらの規則や命令違反を罰する違警罪の罰を設定できる。この場合、審議の写しが、監督庁によるこの審議の承認の

通知の後５日以内に、都市圏若しくは連合の区域について管轄する第１審裁判所及び違警罪裁判所の記録保存室に送られる。 

 §5. 議会は政府により規定される総則の限界内で議長及び理事会構成員たちの俸給を決める。 

    議会が決定を下さないままならば、監督庁が必要な資金が都市圏若しくは連合の予算に計上されるよう職務命令を出す。 

    議長及び理事会の構成員たちは、この俸給以外に、どのような資格においてもどのような名称の下でも都市圏若しくは連合の

負担するいかなる給与若しくは報酬を受け取れない。その託された任務の遂行のために当てられた費用は償還される。 

    １か月かそれ以上の期間理事会の一人の構成員が議長の代理を務める場合又は議員の一人が理事会の構成員の一人の代理を務

める場合は、俸給が代理を務めている期間中ずっと付与されたこの職務に支給される。 

    代理を務める理事会の構成員は同時に議長の俸給と理事会構成員の俸給を受けられない。同様に、代理を務める議員は理事会

の構成員の俸給及び議員の出席手当を受けられない。 

    議員がこの職務に支給される俸給を与えられずに理事会構成員の代理を務める場合は、その出席した会議のつど議員に支給さ

れる出席手当を受けることができる。 

第３小節 理事会 

第９条 理事会は議会の中から５年任期で選出された議長及び構成員たちで構成される。 

 それに議長を含む構成員数は議員数に応じて条例で決められる。但し、この人数は３人以下、９人以上であってはならない。 

 理事会の構成員はその間に議会の一員であるのを辞めたときにその資格を失う。 

第10条 

 §1. 議会の構成員たちの就任式の後で、議員たちは最長老議員の主宰下で秘密投票により当票の絶対多数で理事会の議長を選出す

る。 

 §2. 再度投票してもいずれの候補者も絶対多数を獲得しなかった場合は、二度目の投票のときに投票の多数を獲得した二人の候補

者の間で決選投票が行われる。決選投票で、同数の場合は、年長者が勝利する。 

 §3. 議長選挙は政府により承認される。 

第11条 

 §1. その他の理事会の構成員たちは本条の諸規定に従って指名される。 

 §2. 都市圏若しくは連合の事務局は、議会選挙ごとの投票結果の発表直後に、議長を除いて、それぞれ各名簿を見直した理事会の

構成員数を定める。 

    このために、候補者数を選挙人の数と見なして選挙法第167条が適用される事務局は議会内の各名簿を基に選ばれる。 

    見直される議席が複数の名簿で等しいときは、選挙法第168条が適用できる。この場合には、考慮される選挙人数は第４部第

Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第９条で決められる。 

    議席配分は同巻第Ⅳ編第Ⅲ章第11条の対象となる議事録に記載される。 

 §3. 本編第Ⅱ章第10条に従った議長選挙の後、各候補者名簿で選ばれた議員たちは議長に、その中で、理事会の一員になるために、

§２の適用により定められた人数に達するまで順番に指名された議員たちの氏名を記入した名簿を伝える；これらの名簿のそれ

ぞれは同じ候補者名簿に基づいて選ばれた議員たちの過半数により連署されて初めて有効となる。 

    議長はこれらの条件が揃ったかどうかを確かめ、議員たちに本編第Ⅱ章第６条の§２の３ºに予定された宣誓をするために出

席するよう要請し、次いで理事会が手っ取り早く設置されたことを宣告する。 

 §4. 理事会の構成員たちの序列は、対応する基数の順を追って定められ、§２に従って数えられる。 

第12条 本編第Ⅱ章第14条の§３は議長の辞退の場合若しくは議長職の空席の場合に適用できる。 

 停職の場合は議長の職務は序列第１位の理事会構成員により遂行される。 

 議長が一時的にその職務の遂行が不可能な状態にあるその他の場合にはこの不可能な状態は理事会により確認される。そのとき前段

落は、議会が本編第Ⅱ章第10条により定められた手続きに従って臨時議長を選ばなければ適用できる。 

 第３段落に予定される選挙は政府の承認に付される。 

第13条 政府は議長若しくは理事会の構成員たちを公知の不行跡若しくは重大な懈怠ゆえに一時停職させるか若しくは解任できる。当

事者はあらかじめ政府若しくはその代理により聴聞を受ける。 

 一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任の場合は、議長若しくは理事会の構成員たちは２年の期間の前に、且ついずれの場合にも議会の直前の全面改選に再選されるこ

とはできない。 

第14条 

 §1. 助役たちに適用できる兼職禁止は理事会の構成員たちに適用できる。加えて、都市圏若しくは連合を結成する基礎自治体の長

たち及び助役たちは理事会の一員になれない。 

 §2. 指名された構成員たちの辞退若しくは理事会の中の空席の場合は、以前にその職への任命を行った議員たちが新たな任命によ
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り空席を埋めるよう検討する；後任は前任者の任期を全うする。 

    欠席か若しくは出席できない理事会構成員は、但し§１に言及された兼職禁止に触れなければ、序列第１位の議員により代理

される。 

 §3. 議員に再選される議長若しくは任期満了の理事会構成員又は辞職した議長若しくは理事会構成員はその交代まではその職務を

遂行する責任を負う。 

    議員に再選されなかった議長若しくは理事会の構成員は新議会の発足まではその職務を遂行する責任を負う。 

 §4. 都市圏若しくは連合を結成する諸基礎自治体の市長たち及び助役たちとして支給される俸給は議長若しくは理事会の構成員た

ちの退職若しくは老齢年金の決定や算定に算入される。 

第15条 都市圏若しくは連合に託される権限の一環として、理事会は以下に責任を負う： 

   １º 議会の決定の執行； 

   ２º 国法、地域圏法、一般規則若しくは県条例の執行； 

   ３º 歳入歳出予算計画の編成； 

   ４º 歳入管理、支払命令及び会計監督； 

   ５º 都市圏若しくは連合の諸権利の保全はもとより財産及び施設の管理； 

   ６º 都市圏若しくは連合の公社はもとよりその部課全体の指揮； 

   ７º 業務の指揮； 

   ８º 職員の指揮と監督； 

   ９º 運転免許証と許可証の交付； 

   10º 原告としてであろうと被告としてであろうと法廷での訴訟。但し、議会の同意が地位保全若しくは時効の中断若しくは資格

剥奪の訴訟はもとより緊急審理及び占有権についての訴訟などそれ以外の原告としての訴訟については必要である。 

第Ⅲ章 都市圏及び基礎自治体連合当局の行為 

第１条 第１部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第５条の§２、§３及び§４に予定された諸事項においては、都市圏及び連合は本巻の諸規定に

従って、管轄権を有するそれらの諸機関によって遂行される決定権を持つ。 

 これらの諸機関は与えられる職権を条例や規則の手段によって行使する。 

 都市圏若しくは連合に関係のあるその他の問題について、都市圏若しくは連合は諸基礎自治体当局に勧告をする資格がある。 

 勧告により決められた期限内にそれに対してこの勧告が行われた当局はそこのどのような結果が待ち受けているかを知らせる。 

第２条 

 §1. 基礎自治体の規則及び条例は都市圏及び連合の規則及び条例に違反することはできない。 

 §2. 議会及び理事会の規則及び条例は公布される。 

    政府がこの公布の形式を決める。 

    規則及び条例は規則若しくは条例がより短い期限を決めない限り公布後５日目に強制力を持つ。 

 §3. 規則及び全てのその他の議会若しくは理事会の法律行為、公布、公的な証書及び書簡は議長若しくはその代理により署名され

書記により連署される。 

    書簡の署名は、理事会の承認を得て、その構成員の一人乃至複数人に委任される。 

第３条 都市圏及び連合の管轄権に帰する事項内の基礎自治体の規則及び条例は都市圏若しくは連合がその事項の行政権を行使するよ

うになる日までその限りで関係基礎自治体においてそのまま適用できる。 

第Ⅱ編 都市圏及び基礎自治体連合の行政 

第Ⅰ章 人 事 

第１条 

 §1. 各都市圏若しくは連合には一人の職員がいて、議会により任命される書記兼収入役である。 

    住民８万人若しくはそれ以上の都市圏及び連合は書記補を一人持つことができる。 

 §2. 職員の枠で予定される職への任命については、都市圏若しくは連合に移管される公務員には、アフリカの人事に関する1919年

８月３日と1947年５月27日の、1964年５月21日に修正された国法、開発途上国との開発協力事業に含まれていた者たちの公務へ

の応募を促進する1968年３月26日の国法によるものと併せて1970年６月４日の国法により修正された炭鉱の全部若しくは一部閉

鎖の結果解雇された者たちの公務への応募若しくは雇用契約を促進する1967年４月18日の勅令３号により認められる抗弁権はな

い。 

 §3. 基礎自治体の書記、書記補及び収入役の官位への初めての任命については、都市圏若しくは連合を構成する諸基礎自治体内で

の最後の任用を受けていた基礎自治体の書記たち、基礎自治体の書記補たち及び収入役たちは議会により決められた諸条件に合

うならば同等の職への任命に対して優先権を有する。 

 §4. 就任に先立ち、職員たちは議長の面前で法規に則って宣誓をする。 

    議長は宣誓の議事録を作成する。 
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    招請が行われてから15日以内に宣誓しなかった職員は、辞退したものと見なされる。 

第２条 都市圏若しくは連合の管轄への移管に関係する基礎自治体の職員たちは職権により都市圏若しくは連合に再雇用される。 

 そこではその官位か同等の官位及び身分で異動する。 

 元の部署でその異動のときに保持していた職務を遂行し続けていたいならば、少なくとも得ていたか得ている給与及び金銭上の年功

を持ち続ける。 

 政府はこれらの公務員たちの行政上の年功序列を設けるために用意される一般規則を決める。政府は又これらの同じ公務員たちがそ

の元の基礎自治体に復職できる諸条件を定める。 

 そのためには、政府は本編第Ⅰ章第１条の§２の対象となる国法及び命令に違反できる。 

 基礎自治体議会又は都市圏若しくは連合の議会の要請で、政府は職員の復職の結果に関する全ての異議申立について裁定を下す。 

第３条 都市圏若しくは連合の設立から遅くとも12か月以内に関係諸基礎自治体は、実際に生じた管轄権の変化を考慮して、その職員

の枠を決める。 

 その枠は管轄権のそれぞれの移管後１年以内に再検討される。 

第Ⅱ章 財産管理 

第１条 

 §1. 政府の同意があれば、都市圏若しくは連合は公益のための土地収用を続けられる。 

    不動産の譲渡に関する調停譲渡証書、受領証及びその他の証書は、都市圏若しくは連合の名で行動する議長への出費なしに手

渡せる。 

 §2. 都市圏若しくは連合は、各基礎自治体に代わって、移管される権限の行使に必要不可欠な動産及び不動産の公有化を実施する。 

    これらの財産が基礎自治体の所有のときは、強制的に都市圏若しくは連合に移管される。 

    基礎自治体及び都市圏若しくは連合は、投資とこれらの投資のために負う負債の負担を考慮して、移管の必要性と移管の方法

について理解し合う。 

    基礎自治体と都市圏若しくは連合との間に意見の一致がなければ、係争は政府が構成を決める委員会の意見を求めた後に政府

により裁断される。 

    政府は全ての裁判手続に適用できる一般原則に着想を得た手続を定める。 

第Ⅲ章 一定の事務事業の管理 

第１条 

 §1. 都市圏若しくは基礎自治体連合の管轄権に関連する請求、異議申立若しくは要望は、居住地の基礎自治体の長に対してか、そ

れとも議会がそこを都市圏若しくは連合の首都所在地と決めている基礎自治体の長に対してか、請求者がこの都市圏若しくはこ

の連合の基礎自治体内に住所若しくは本社が位置しているかそれともいないかによって申し立てられる。 

    長は、直ちに、請求、異議申立若しくは要望を都市圏若しくは連合の理事会に伝達する。 

 §2. 都市圏若しくは基礎自治体連合の部課により作成される証書、証明書、許可証、申込用紙その他全ての文書は自然人や法人に

以下によって送達される： 

    ― これらの人々が居住しているか又はその本社がある都市圏若しくは連合の基礎自治体の長； 

    ― これらの人々が都市圏若しくは連合の外にその住所又はその本社を持っているときは、都市圏若しくは連合の首都である基

礎自治体の長。 

    都市圏若しくは連合の部課は、直ちに、§１の対象となる証書、証明書、許可証、申込用紙その他全ての文書を管轄権を有す

る長に伝達する。 

第２条 議会の提案により、政府は都市圏若しくは連合の諸公社を設立するのに必要とされる諸施設若しくは諸業務を指定する。 

 政府がこれらの公社の定款に関する諸規則を定める。 

第３条 都市圏若しくは連合は第２部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第５条により実際に付与される管轄権の中の一部諸事項に関する対象につい

て諸々の基礎自治体組合内でその区域の一部となっている諸基礎自治体の代理をする。都市圏若しくは連合はそれが組合の中にあっ

て代理する諸基礎自治体の権利、義務及び負担について代理をする。 

第Ⅲ編 都市圏及び基礎自治体連合の財政 

章唯一 

第１条 

 §1. 税の設定、修正若しくは廃止、それに関連する課税若しくは規則の議決は政府の承認を受ける。 

    政府は連合の税についての承認権を県知事たちに委ねる。 

 §2. 都市圏及び基礎自治体連合を設立する1971年７月26日の国法の§１の１ºと２ºの対象となる都市圏及び連合の課税の役割は、

都市圏に関するものについては知事の、連合に関するものについては県理事会の支払命令書を受け取った後でしか、徴収するの

は適当でない。 
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り空席を埋めるよう検討する；後任は前任者の任期を全うする。 

    欠席か若しくは出席できない理事会構成員は、但し§１に言及された兼職禁止に触れなければ、序列第１位の議員により代理

される。 

 §3. 議員に再選される議長若しくは任期満了の理事会構成員又は辞職した議長若しくは理事会構成員はその交代まではその職務を

遂行する責任を負う。 

    議員に再選されなかった議長若しくは理事会の構成員は新議会の発足まではその職務を遂行する責任を負う。 

 §4. 都市圏若しくは連合を結成する諸基礎自治体の市長たち及び助役たちとして支給される俸給は議長若しくは理事会の構成員た

ちの退職若しくは老齢年金の決定や算定に算入される。 

第15条 都市圏若しくは連合に託される権限の一環として、理事会は以下に責任を負う： 

   １º 議会の決定の執行； 

   ２º 国法、地域圏法、一般規則若しくは県条例の執行； 

   ３º 歳入歳出予算計画の編成； 

   ４º 歳入管理、支払命令及び会計監督； 

   ５º 都市圏若しくは連合の諸権利の保全はもとより財産及び施設の管理； 

   ６º 都市圏若しくは連合の公社はもとよりその部課全体の指揮； 

   ７º 業務の指揮； 

   ８º 職員の指揮と監督； 

   ９º 運転免許証と許可証の交付； 

   10º 原告としてであろうと被告としてであろうと法廷での訴訟。但し、議会の同意が地位保全若しくは時効の中断若しくは資格

剥奪の訴訟はもとより緊急審理及び占有権についての訴訟などそれ以外の原告としての訴訟については必要である。 

第Ⅲ章 都市圏及び基礎自治体連合当局の行為 

第１条 第１部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第５条の§２、§３及び§４に予定された諸事項においては、都市圏及び連合は本巻の諸規定に

従って、管轄権を有するそれらの諸機関によって遂行される決定権を持つ。 

 これらの諸機関は与えられる職権を条例や規則の手段によって行使する。 

 都市圏若しくは連合に関係のあるその他の問題について、都市圏若しくは連合は諸基礎自治体当局に勧告をする資格がある。 

 勧告により決められた期限内にそれに対してこの勧告が行われた当局はそこのどのような結果が待ち受けているかを知らせる。 

第２条 

 §1. 基礎自治体の規則及び条例は都市圏及び連合の規則及び条例に違反することはできない。 

 §2. 議会及び理事会の規則及び条例は公布される。 

    政府がこの公布の形式を決める。 

    規則及び条例は規則若しくは条例がより短い期限を決めない限り公布後５日目に強制力を持つ。 

 §3. 規則及び全てのその他の議会若しくは理事会の法律行為、公布、公的な証書及び書簡は議長若しくはその代理により署名され

書記により連署される。 

    書簡の署名は、理事会の承認を得て、その構成員の一人乃至複数人に委任される。 

第３条 都市圏及び連合の管轄権に帰する事項内の基礎自治体の規則及び条例は都市圏若しくは連合がその事項の行政権を行使するよ

うになる日までその限りで関係基礎自治体においてそのまま適用できる。 

第Ⅱ編 都市圏及び基礎自治体連合の行政 

第Ⅰ章 人 事 

第１条 

 §1. 各都市圏若しくは連合には一人の職員がいて、議会により任命される書記兼収入役である。 

    住民８万人若しくはそれ以上の都市圏及び連合は書記補を一人持つことができる。 

 §2. 職員の枠で予定される職への任命については、都市圏若しくは連合に移管される公務員には、アフリカの人事に関する1919年

８月３日と1947年５月27日の、1964年５月21日に修正された国法、開発途上国との開発協力事業に含まれていた者たちの公務へ

の応募を促進する1968年３月26日の国法によるものと併せて1970年６月４日の国法により修正された炭鉱の全部若しくは一部閉

鎖の結果解雇された者たちの公務への応募若しくは雇用契約を促進する1967年４月18日の勅令３号により認められる抗弁権はな

い。 

 §3. 基礎自治体の書記、書記補及び収入役の官位への初めての任命については、都市圏若しくは連合を構成する諸基礎自治体内で

の最後の任用を受けていた基礎自治体の書記たち、基礎自治体の書記補たち及び収入役たちは議会により決められた諸条件に合

うならば同等の職への任命に対して優先権を有する。 

 §4. 就任に先立ち、職員たちは議長の面前で法規に則って宣誓をする。 

    議長は宣誓の議事録を作成する。 
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    招請が行われてから15日以内に宣誓しなかった職員は、辞退したものと見なされる。 

第２条 都市圏若しくは連合の管轄への移管に関係する基礎自治体の職員たちは職権により都市圏若しくは連合に再雇用される。 

 そこではその官位か同等の官位及び身分で異動する。 

 元の部署でその異動のときに保持していた職務を遂行し続けていたいならば、少なくとも得ていたか得ている給与及び金銭上の年功

を持ち続ける。 

 政府はこれらの公務員たちの行政上の年功序列を設けるために用意される一般規則を決める。政府は又これらの同じ公務員たちがそ

の元の基礎自治体に復職できる諸条件を定める。 

 そのためには、政府は本編第Ⅰ章第１条の§２の対象となる国法及び命令に違反できる。 

 基礎自治体議会又は都市圏若しくは連合の議会の要請で、政府は職員の復職の結果に関する全ての異議申立について裁定を下す。 

第３条 都市圏若しくは連合の設立から遅くとも12か月以内に関係諸基礎自治体は、実際に生じた管轄権の変化を考慮して、その職員

の枠を決める。 

 その枠は管轄権のそれぞれの移管後１年以内に再検討される。 

第Ⅱ章 財産管理 

第１条 

 §1. 政府の同意があれば、都市圏若しくは連合は公益のための土地収用を続けられる。 

    不動産の譲渡に関する調停譲渡証書、受領証及びその他の証書は、都市圏若しくは連合の名で行動する議長への出費なしに手

渡せる。 

 §2. 都市圏若しくは連合は、各基礎自治体に代わって、移管される権限の行使に必要不可欠な動産及び不動産の公有化を実施する。 

    これらの財産が基礎自治体の所有のときは、強制的に都市圏若しくは連合に移管される。 

    基礎自治体及び都市圏若しくは連合は、投資とこれらの投資のために負う負債の負担を考慮して、移管の必要性と移管の方法

について理解し合う。 

    基礎自治体と都市圏若しくは連合との間に意見の一致がなければ、係争は政府が構成を決める委員会の意見を求めた後に政府

により裁断される。 

    政府は全ての裁判手続に適用できる一般原則に着想を得た手続を定める。 

第Ⅲ章 一定の事務事業の管理 

第１条 

 §1. 都市圏若しくは基礎自治体連合の管轄権に関連する請求、異議申立若しくは要望は、居住地の基礎自治体の長に対してか、そ

れとも議会がそこを都市圏若しくは連合の首都所在地と決めている基礎自治体の長に対してか、請求者がこの都市圏若しくはこ

の連合の基礎自治体内に住所若しくは本社が位置しているかそれともいないかによって申し立てられる。 

    長は、直ちに、請求、異議申立若しくは要望を都市圏若しくは連合の理事会に伝達する。 

 §2. 都市圏若しくは基礎自治体連合の部課により作成される証書、証明書、許可証、申込用紙その他全ての文書は自然人や法人に

以下によって送達される： 

    ― これらの人々が居住しているか又はその本社がある都市圏若しくは連合の基礎自治体の長； 

    ― これらの人々が都市圏若しくは連合の外にその住所又はその本社を持っているときは、都市圏若しくは連合の首都である基

礎自治体の長。 

    都市圏若しくは連合の部課は、直ちに、§１の対象となる証書、証明書、許可証、申込用紙その他全ての文書を管轄権を有す

る長に伝達する。 

第２条 議会の提案により、政府は都市圏若しくは連合の諸公社を設立するのに必要とされる諸施設若しくは諸業務を指定する。 

 政府がこれらの公社の定款に関する諸規則を定める。 

第３条 都市圏若しくは連合は第２部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第５条により実際に付与される管轄権の中の一部諸事項に関する対象につい

て諸々の基礎自治体組合内でその区域の一部となっている諸基礎自治体の代理をする。都市圏若しくは連合はそれが組合の中にあっ

て代理する諸基礎自治体の権利、義務及び負担について代理をする。 

第Ⅲ編 都市圏及び基礎自治体連合の財政 

章唯一 

第１条 

 §1. 税の設定、修正若しくは廃止、それに関連する課税若しくは規則の議決は政府の承認を受ける。 

    政府は連合の税についての承認権を県知事たちに委ねる。 

 §2. 都市圏及び基礎自治体連合を設立する1971年７月26日の国法の§１の１ºと２ºの対象となる都市圏及び連合の課税の役割は、

都市圏に関するものについては知事の、連合に関するものについては県理事会の支払命令書を受け取った後でしか、徴収するの

は適当でない。 
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    政府は課税についての徴収、更正及び告訴の形式を決める。 

 §3. 都市圏及び連合は§１の諸条件の下で、使用料を設定できる。 

 §4. 国益に直接貢献する事項の特典に関する諸法規は都市圏及び基礎自治体連合の直接税に適用できるようになる。 

第２条 都市圏若しくは連合は第２部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第５条に予定された権限を行使するときは、政府は翌財政年度から軽減を考

慮に入れて、同巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条の適用、収益諸税に関するこの基礎自治体の財政諸規則はもとより、この都市圏若しくはこの

連合に属する基礎自治体の負担を撤廃する。 

第３条 

 §1. 都市圏及び連合は補助金、寄付金及び遺贈を受けることができる。 

    寄付金及び遺贈の受領に関する議会の議決は、24,789.35ユーロを超えるときは、政府の承認を受ける。 

 §2. 都市圏及び連合は負債を負ったり公債を発行したりできる。 

    この分野の議会の議決は政府の承認を受ける。 

    但し、議会は、負債の諸条件を、政府がはっきりと留保しない限り、新たな承認を要することなく決めたりあるいは理事会に

決める責任を負わせたりすることができる。 

第４条 地方当局の基金が創設されるまでは、諸都市圏、諸基礎自治体連合のために、地域圏の予算に特別予算が開設される。 

 この予算の額は年々国庫の一般財源から先取りされる。 

 それは政府により毎年決められる基準に従って配分される。 

第５条 都市圏若しくは連合の議会は、関係諸基礎自治体による協議の後で、都市圏若しくは連合のために、第２部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ

章第５条の§３の１ºにより行使される職権から生ずる支出への分担を要求できる。 

 基礎自治体議会の意見は、賛成と見なされる意見がなければ、要求の受理から60日以内に伝えられなければならない。 

 都市圏若しくは連合の議決は政府の承認を受ける。 

 基礎自治体の議会がその負担を条件にしている分担金を基礎自治体の予算に計上するのを拒否した場合は、政府が職権でそれに計上

する。 

第６条 

 §1. 毎年度、議会が、理事会の提案に基づき、翌会計年度の歳入歳出予算を決定し前年度の決算をする。 

    都市圏若しくは連合の歳入歳出は全て予算に計上され決算に記載される。 

 §2. 命令により、政府は、基礎自治体及び県に適用できる諸規定を類推して、都市圏若しくは連合と複数の基礎自治体の両方に関

連する歳出に関する手続はもとより、都市圏及び連合の予算手続、義務的支出を決める。 

 §3. 政府は、同一諸条件の下で、都市圏及び連合の決算制度を決める。 

    決算は政府及び県の承認をそれぞれ受ける；この場合第３部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅰ章第１条の§４は適用できない。 

第７条 以下のものは都市圏及び基礎自治体連合のそれぞれの決算に記載されるために、株式会社デキシア{Dexia}銀行に直接払い込

める： 

   １º その収益を確立する配当金の配分額； 

   ２º 国の事務ごとにその代理として徴収される税収； 

   ３º 歳入中の補助金、寄付金、参加金及び一般に国、地域圏、県及び基礎自治体による無料で与えられる金額の全て。 

 株式会社デキシア銀行は都市圏、基礎自治体連合財務委員会に開いている口座を持つことにより、同行に対して負っている負債金額

を職責により先取りすることが認められる。 

第Ⅳ編 協 議 

章唯一 

第１条 

 §1. 各都市圏及びそれらの各周辺連合のために《協議委員会》という協議機関を置く。 

 §2. 協議委員会は都市圏の４人の代表及び§１の対象となる連合のそれぞれの二人の代表からなる。 

    都市圏の理事会及び関係連合のそれぞれの理事会はその構成員たちの中からその代表を指名する。 

 §3. 協議委員会は関係諸機関の代表により順番に主宰される。委員会は都市圏が帰属する県の知事の発議で第１回目が招集されて

開設される。 

 §4. 協議委員会は関係都市圏及び連合に、関係都市圏及び連合の管轄権に属するし、これらの機関の一つ以上に関係のある専門的

性格の意見が一致した意見、勧告、提案を提出できる。 
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第Ⅱ巻 県(１) 

第Ⅰ編 県の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 政府は将来暗黙のうちに修正される法令の規定に一致させるために現行法典の第２部第Ⅱ巻を修正できる。 

第Ⅱ章 県の主要機関 

第１節 総 則 

第１条 各県に県議会、県理事会及び知事を置く。 

第２条 各県に県事務総長を置く。 

第３条 各県に県収入役の職が設けられる。 

第４条 県の一つ乃至複数のために郡長の称号を有する地域圏政府委員を持つことができる。 

 (注) ワロンの各県に準備された2004年２月12日の地域圏法第113条の第１段落第１句は、2005年５月25日の仲裁裁判所の2005年95号の判決で無効とされて本法第２部第Ⅱ巻第

Ⅰ編第Ⅱ章第４条の下に体系化された。 

 

第２節 県議会 

第１小節 県議会議員の任命方法及び規則 

第５条 県議会議員は次の者により構成される： 

  ― 47人 住民25万人以下の県内の議員； 

  ― 56人 住民25万人から50万人の県内の議員； 

  ― 65人 住民50万人から75万人の県内の議員； 

  ― 75人 住民75万人から100万人の県内の議員； 

  ― 84人 住民100万人及びそれ以上の県内の議員。 

 県議会議員たちは毎回の県議会議員の統一改選時に政府から人口について報告を受ける。 

 考慮に入れられる県ごとの住民数は戸籍簿に登録された統一改選日以前の年の１月１日に関係県の基礎自治体内にその主たる住居を

有する自然人の人数である。 

 この人口数は、基礎自治体ごとに及び県ごとに、連邦政府の手によりベルギー官報に公示される。 

 第２段落に予定される方法で確定される人口数はその間に県議会議員の統一改選が行われる年の遅くとも５月１日にベルギー官報に

公示される。 

第６条 県議会は選挙区の全有権者により直接選挙される。｛選挙自体は区切るために選挙法第88条の対象となる選挙小郡を持つ選挙

区ごとに行われる。｝但し、１選挙区は２乃至複数の選挙小郡（canton）を含むことができる。 

 各選挙区は、その人口数が県の除数の倍数からなり、与えられる議席数の総数により県の人口数を除して得られる議員と同じ数にな

り、残りの議席はまだ代表されていない最大の超過分を有する選挙区に配分される。 

 選挙小郡の区分け及び選挙区の小郡役所所在地の指定は現行選挙法の付表に従って確定される。選挙区の間の議員の配分は本巻第Ⅰ

編第Ⅱ章第５条の第２段落に従って確定される人口数に基づき毎回の県議会議員の統一改選時に政府から人口について報告を受ける。 

第７条 

 （§1.）県議会議員はいかなる報酬も受け取らない。県理事会の構成員を除き、県議会議員は県議会の会議及び委員会の会議に出席

する際に出席手当を受け取る。 

    出席手当の額は王国の一定の公共部門支出の消費者物価指数に連動する方式を企画した1977年３月１日の法律により規定され

る諸規則に従って物価指数の変動に連動する。 

    それは1990年１月１日の指標軸の125€に固定されている。 

    議事堂から少なくとも５キロメートルの所に居を構える県議会議員たちは、さらにその住居の場所から県議会議事堂までの行

程の公共交通機関の路線上の価格に相当する交通費手当を受け取る。その議員が自家用車を使う場合には、この手当はワロン地

域圏の諸機関に適用できる規則に従って算出される。 

    出席手当及び交通費手当はこの結果を管理する記録簿で確認された出席に応じて確定される。但し、県議会は関係会議の少な

くとも半分しか出席しなかった県議会議員からは出席手当の額を取り上げることができる。 

    県議会は、１日につき、各議員に出席手当だけ及び交通費手当だけを支給することはできない。 

    交通費手当の額は県議会により確定される。この額は、交通費手当と同様に県の負担となる。 

 （§2. 県議会議員の出席手当並びに{本法第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条で定義するその本来の受任者、その派生的任務及びそ

                                                                                                                         
(１) この第Ⅱ巻の部分は調査報告の必要から制定当初の法文を先行して飜訳してあったため2008年時点の改正判で改正されていた部分を補充、以下全巻にわたり{}の中に挿入し

た。 
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    政府は課税についての徴収、更正及び告訴の形式を決める。 

 §3. 都市圏及び連合は§１の諸条件の下で、使用料を設定できる。 

 §4. 国益に直接貢献する事項の特典に関する諸法規は都市圏及び基礎自治体連合の直接税に適用できるようになる。 

第２条 都市圏若しくは連合は第２部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第５条に予定された権限を行使するときは、政府は翌財政年度から軽減を考

慮に入れて、同巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条の適用、収益諸税に関するこの基礎自治体の財政諸規則はもとより、この都市圏若しくはこの

連合に属する基礎自治体の負担を撤廃する。 

第３条 

 §1. 都市圏及び連合は補助金、寄付金及び遺贈を受けることができる。 

    寄付金及び遺贈の受領に関する議会の議決は、24,789.35ユーロを超えるときは、政府の承認を受ける。 

 §2. 都市圏及び連合は負債を負ったり公債を発行したりできる。 

    この分野の議会の議決は政府の承認を受ける。 

    但し、議会は、負債の諸条件を、政府がはっきりと留保しない限り、新たな承認を要することなく決めたりあるいは理事会に

決める責任を負わせたりすることができる。 

第４条 地方当局の基金が創設されるまでは、諸都市圏、諸基礎自治体連合のために、地域圏の予算に特別予算が開設される。 

 この予算の額は年々国庫の一般財源から先取りされる。 

 それは政府により毎年決められる基準に従って配分される。 

第５条 都市圏若しくは連合の議会は、関係諸基礎自治体による協議の後で、都市圏若しくは連合のために、第２部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ

章第５条の§３の１ºにより行使される職権から生ずる支出への分担を要求できる。 

 基礎自治体議会の意見は、賛成と見なされる意見がなければ、要求の受理から60日以内に伝えられなければならない。 

 都市圏若しくは連合の議決は政府の承認を受ける。 

 基礎自治体の議会がその負担を条件にしている分担金を基礎自治体の予算に計上するのを拒否した場合は、政府が職権でそれに計上

する。 

第６条 

 §1. 毎年度、議会が、理事会の提案に基づき、翌会計年度の歳入歳出予算を決定し前年度の決算をする。 

    都市圏若しくは連合の歳入歳出は全て予算に計上され決算に記載される。 

 §2. 命令により、政府は、基礎自治体及び県に適用できる諸規定を類推して、都市圏若しくは連合と複数の基礎自治体の両方に関

連する歳出に関する手続はもとより、都市圏及び連合の予算手続、義務的支出を決める。 

 §3. 政府は、同一諸条件の下で、都市圏及び連合の決算制度を決める。 

    決算は政府及び県の承認をそれぞれ受ける；この場合第３部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅰ章第１条の§４は適用できない。 

第７条 以下のものは都市圏及び基礎自治体連合のそれぞれの決算に記載されるために、株式会社デキシア{Dexia}銀行に直接払い込

める： 

   １º その収益を確立する配当金の配分額； 

   ２º 国の事務ごとにその代理として徴収される税収； 

   ３º 歳入中の補助金、寄付金、参加金及び一般に国、地域圏、県及び基礎自治体による無料で与えられる金額の全て。 

 株式会社デキシア銀行は都市圏、基礎自治体連合財務委員会に開いている口座を持つことにより、同行に対して負っている負債金額

を職責により先取りすることが認められる。 

第Ⅳ編 協 議 

章唯一 

第１条 

 §1. 各都市圏及びそれらの各周辺連合のために《協議委員会》という協議機関を置く。 

 §2. 協議委員会は都市圏の４人の代表及び§１の対象となる連合のそれぞれの二人の代表からなる。 

    都市圏の理事会及び関係連合のそれぞれの理事会はその構成員たちの中からその代表を指名する。 

 §3. 協議委員会は関係諸機関の代表により順番に主宰される。委員会は都市圏が帰属する県の知事の発議で第１回目が招集されて

開設される。 

 §4. 協議委員会は関係都市圏及び連合に、関係都市圏及び連合の管轄権に属するし、これらの機関の一つ以上に関係のある専門的

性格の意見が一致した意見、勧告、提案を提出できる。 
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第Ⅱ巻 県(１) 

第Ⅰ編 県の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 政府は将来暗黙のうちに修正される法令の規定に一致させるために現行法典の第２部第Ⅱ巻を修正できる。 

第Ⅱ章 県の主要機関 

第１節 総 則 

第１条 各県に県議会、県理事会及び知事を置く。 

第２条 各県に県事務総長を置く。 

第３条 各県に県収入役の職が設けられる。 

第４条 県の一つ乃至複数のために郡長の称号を有する地域圏政府委員を持つことができる。 

 (注) ワロンの各県に準備された2004年２月12日の地域圏法第113条の第１段落第１句は、2005年５月25日の仲裁裁判所の2005年95号の判決で無効とされて本法第２部第Ⅱ巻第

Ⅰ編第Ⅱ章第４条の下に体系化された。 

 

第２節 県議会 

第１小節 県議会議員の任命方法及び規則 

第５条 県議会議員は次の者により構成される： 

  ― 47人 住民25万人以下の県内の議員； 

  ― 56人 住民25万人から50万人の県内の議員； 

  ― 65人 住民50万人から75万人の県内の議員； 

  ― 75人 住民75万人から100万人の県内の議員； 

  ― 84人 住民100万人及びそれ以上の県内の議員。 

 県議会議員たちは毎回の県議会議員の統一改選時に政府から人口について報告を受ける。 

 考慮に入れられる県ごとの住民数は戸籍簿に登録された統一改選日以前の年の１月１日に関係県の基礎自治体内にその主たる住居を

有する自然人の人数である。 

 この人口数は、基礎自治体ごとに及び県ごとに、連邦政府の手によりベルギー官報に公示される。 

 第２段落に予定される方法で確定される人口数はその間に県議会議員の統一改選が行われる年の遅くとも５月１日にベルギー官報に

公示される。 

第６条 県議会は選挙区の全有権者により直接選挙される。｛選挙自体は区切るために選挙法第88条の対象となる選挙小郡を持つ選挙

区ごとに行われる。｝但し、１選挙区は２乃至複数の選挙小郡（canton）を含むことができる。 

 各選挙区は、その人口数が県の除数の倍数からなり、与えられる議席数の総数により県の人口数を除して得られる議員と同じ数にな

り、残りの議席はまだ代表されていない最大の超過分を有する選挙区に配分される。 

 選挙小郡の区分け及び選挙区の小郡役所所在地の指定は現行選挙法の付表に従って確定される。選挙区の間の議員の配分は本巻第Ⅰ

編第Ⅱ章第５条の第２段落に従って確定される人口数に基づき毎回の県議会議員の統一改選時に政府から人口について報告を受ける。 

第７条 

 （§1.）県議会議員はいかなる報酬も受け取らない。県理事会の構成員を除き、県議会議員は県議会の会議及び委員会の会議に出席

する際に出席手当を受け取る。 

    出席手当の額は王国の一定の公共部門支出の消費者物価指数に連動する方式を企画した1977年３月１日の法律により規定され

る諸規則に従って物価指数の変動に連動する。 

    それは1990年１月１日の指標軸の125€に固定されている。 

    議事堂から少なくとも５キロメートルの所に居を構える県議会議員たちは、さらにその住居の場所から県議会議事堂までの行

程の公共交通機関の路線上の価格に相当する交通費手当を受け取る。その議員が自家用車を使う場合には、この手当はワロン地

域圏の諸機関に適用できる規則に従って算出される。 

    出席手当及び交通費手当はこの結果を管理する記録簿で確認された出席に応じて確定される。但し、県議会は関係会議の少な

くとも半分しか出席しなかった県議会議員からは出席手当の額を取り上げることができる。 

    県議会は、１日につき、各議員に出席手当だけ及び交通費手当だけを支給することはできない。 

    交通費手当の額は県議会により確定される。この額は、交通費手当と同様に県の負担となる。 

 （§2. 県議会議員の出席手当並びに{本法第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条で定義するその本来の受任者、その派生的任務及びそ

                                                                                                                         
(１) この第Ⅱ巻の部分は調査報告の必要から制定当初の法文を先行して飜訳してあったため2008年時点の改正判で改正されていた部分を補充、以下全巻にわたり{}の中に挿入し

た。 

－ 165 －
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   の政治的類の任務、職務、公務を理由に享受する報酬及び現物給与の額は}(２)下院及び上院議員により受領される議員歳費の１

倍半相当若しくはそれよりも低い額である。 

    段落１に決められた限界の超過の場合には、県議会議員により受領される出席手当及びその任務以外に行われる活動費の形で

政府により規定され県議会議員により受領される類の手当、給与、出席手当その他の現物給与の額は競合分を減らされなければ

ならない。 

 §3. （…… ― 2007年12月20日のＡＧＷ第３条第２段落） 

第８条 障害があるため一人ではその任務に従事できない議員は、その任務自体の遂行のために、県議会議員の任務に関係のあるこれ

に適した被選挙権者の資格を満たし、事実県職員の一員でもなければ県がその構成員か若しくはそこで代表をしている団体若しくは

法人の職員の一員でもない県議会議員選挙の有権者の中からの選出が可能な信頼の置ける人物に補佐される。 

 第１段落の適用のために、政府は障害のある議員の資格を設けるのに役立つ基準を決める。 

 この補佐をする際は、信頼の置ける人物は同種の能力を提供し、議員と同じ義務に服する。その人物には出席手当を受け取る権利は

なくて、唯本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の対象となる通勤交通手当だけがある。 

第９条 （2005年12月８日の地域圏法第29条の１º） 

 子どもの誕生若しくは養育のために育児休暇を取りたい県議会議員は誕生若しくは養育の予定される日以前の７週から誕生若しくは

養育に続く８週の終わりまでになるべく早く県議会議長に宛てた書面により請求をして交代する。 

 任務の行使の中断はその書面での要求から始まり、誕生若しくは養育の日以前の７週の期間の間にその任務に従事し続ける期間のそ

れと同じ期間については８週を超える。 

 {育児休暇のために}その交代を要求して欠席する県議会議員（2005年12月８日の地域圏法第29条の２º）は第４部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅱ

章第21条の§２に指定される名簿に属する補欠当選者で順位の第１位の到達者により県議会によるこの人物の代理権承認後に交代と

なる。 

 （第１段落の規定 ─ 2005年12月８日の地域圏法第29条の３º）は但し議員の出席不能が確定する間のそれに続く県議会の最初の会

議からしか適用できない。 

第２小節 県議会の会議及び審議 

第10条 県議会は、それがその議長により異常事態のために県の他の市で招集されない限り、県庁所在地で開催される。 

第11条 県議会自体はその権限に含まれる問題が必要とするたびに、また少なくとも月に１度は招集される。 

 （…… ― 2005年12月８日の地域圏法第31条の１。） 

 議会はその議長により招集される。 

 議員の３分の１の請求に基づき、議長は提出される議事日程と併せて指定する日時に議会を招集しなければならない。（１年間に議

会が10回以下しか開催されないときは議会の招集を可能にするのに必要な県議会議員の構成員数は県議会の構成員の４分の１に減ら

される ― 2005年12月８日の地域圏法第31条の２。） 

 議長は同様に又県理事会の請求により提出される議事日程と併せて指定する日時に議会を招集しなければならない。 

 （議事日程に記載される決定に値する各項目には、内規により決められた条件で、審議計画が付け加えられなければならない。 

 議事日程に決定に値する項目の記載を要求する県議会議員はその要求を審議計画に付け加える ― 2005年12月８日の地域圏法第30

条）。 

第12条 議会はその構成員の過半数が出席していなければ決定を下すことはできない。 

 但し、議会が仮に出席構成員が必要な数を得ることなく再度招集される場合には、新たな最終の招集の後、議事日程に３度目のため

に加えられた諸問題について審議することができる。 

 ２度目及び３度目の招集は本章第22条により定められた規則に従って行われ、その招集が２度目若しくは３度目に行われる事情につ

いての言及がなされる；その上、３度目の招集は本条の第２段落の本文通りに再招集されなければならない。 

第13条 県議会の各全員改選の後、直近に選挙された議員たちは当然の権利として招集なしに選挙日の後の第２金曜日14時に、県議会

議員の資格を有する最多の勤続年数か又は同数の場合にはその中の最年長を数える構成員の司会の下で最年少の同じ書記二人の補佐

を得て自主的に集まる。 

 但し、前段落の第２金曜日が祭日の場合には、新県議会の会議はその後の月曜日に延期される。 

 議員資格確認及び宣誓の後、県議会は議長一人、一人乃至複数の副議長を選任し、その議長団を構成する。 

第14条 議会は、その内規により、それに従ってその職権を行使する方法を、本巻に従って決める。 

 （議会は、その内規の中で、職業倫理規定及び倫理規定を決める。これらの規定はとりわけ絶対に引き受けてはならない任務の受入

の拒否、議会、理事会及び委員会の定期的会議への出席、当選者と県行政との関係、県民の監視及び通報を神聖視する ― 2005年12

月８日の地域圏法第32条）。 

                                                                                                                         
(２) この部分の制定時の法文は「その任務以外に行われる活動費の形で政府により規定され、県議会議員により受領される類の手当、給与、出席手当その他の現物給与の額は」

となっていた。但し、新たに挿入された文言は制定時には次の段落に置かれていた。又その次の段落は法人等への権限委任についての規定であったが不得要領の内容だったた

めか全文削除された。 
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 会派の結成を考慮して、同一の名簿で選挙されたか若しくは複数の名簿で選挙された県議会構成員たちは会派を結成するために提携

する。 

 県議会は議会内の諸会派の承認方式を決める。 

 県議会はその内部に、議事日程に記載される審議の提案と併せて、その権限に関連する事項の全部か若しくは一部について意見を述

べてくれる諸委員会を設置する。 

 議会は予算及び会計を担当する少なくとも１委員会を設置する。 

 一つ乃至複数の委員会が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章の対象となる管理計画及び契約が間違いなく執行されているかを検査し、議会に報告を行

う責任を負う。 

 議会は、その内規により、これらの委員会の構成及び職務に関する規定を決める。 

 諸委員会の構成は比例代表原則に従う。 

 諸委員会はいつでも専門家及び利害関係人の意見を聞くことができる。 

第15条 

 §1. 県議会の会議は公開である。 

 §2. 予算に関する会議に関係のあるものを除き、県議会は出席構成員の３分の２の多数決で決定を下すが、治安上の利益のために

且つ重大な支障の理由で、会議が公開されないことを決定する。 

 §3. 会議は個人の問題に関するときは公開されない。 

    この種の問題が提起されたときは議長は直ちに非公開を宣告する。 

 §4. 懲戒事項を除き、非公開の会議は公開の会議後でなければ行うことはできない。 

 §5. 必要と思われれば、公開の会議の間に、非公開の会議の項目の審査を続行して、公開の会議が中断されてこれを終了できる。 

第16条 第４段落以外は、県議会の構成員たちは大声でか、又は着席若しくは起立で投票する。 

 但し、投票自体は常に大声でそれぞれの決議の全体について点呼で行われる。｛それは構成員の３分の１が動議を提出するたびごと

に同様に行われる。｝ 

 内規は発声でか若しくは着席か起立での投票に対応する投票様式を準備できる。コンピュータで表現される投票が大声での点呼によ

る投票に相当すると見なされる。｛挙手による投票は着席若しくは起立による投票に相当すると見なされる。｝ 

 候補者の推薦、役職への任命、休職措置、勤務関係の予防的中断及び懲罰だけは絶対過半数の投票で秘密投票の対象となる。 

 発声での投票の場合には、議長は最後に投票する。 

第17条 議会は各提案を分割したり修正したりする権利を有する。 

 各議員は発案権を有する。県理事会の構成員たちはこの権能を個人で行使することはできない。 

 内規は一人乃至複数の議員により提出された提案を、本編第Ⅱ章第48条の第３段落の対象となる前もって知識を得るために、万一の

場合同様に、委員会で、及び県理事会で考察する方式を決める。 

 考察措置に関する決定は報告により本編第Ⅱ章第32条に明示するように県益について厳密に立証されなければならない（《本編第Ⅱ

章第32条》を読み上げる）。 

第18条 議決は全て絶対過半数の投票で決められる。 

 投票が可否同数の場合には提案は否決される。 

第19条 

 §1. 会議は議長により開閉される。 

 §2. 内規に反する条項がなければ、前回の会議の議事録の朗読が各会議の冒頭に行われる。 

    全ての場合に、議事録は会議の前の日から少なくとも満７日に自由に使えるようになる。緊急を要する場合には、議事日程と

同時に自由に使えるようになる。 

    議員は誰もが会議中にその本文に対して要求する権利を有する。 

    要求が採択されれば、事務総長は、開会中か若しくは遅くとも次回の会議中に、議会の決定に従って、新たな本文を提出する

責任を負う。 

    会議がその要求を通せば、議事録が本編第Ⅱ章第60条の第１段落に規定するように承認されて登録される。 

    議会が適切と判断するたびごとに、議事録が開会中に全部か若しくは一部が作成され、出席構成員により署名がなされる。 

 §3. 議事録は以下のものを含む： 

   ― 会議の開閉時間； 

   ― 議事日程 

   ― §２の対象となる朗読の本文 

   ― 会議開会時に出席した県議会議員たちの名簿と、又必要があれば会議中に実施したその他の点呼の全ての名簿； 

   ― 可決された議決の本文； 

   ― 会議に提出された提案； 
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   の政治的類の任務、職務、公務を理由に享受する報酬及び現物給与の額は}(２)下院及び上院議員により受領される議員歳費の１

倍半相当若しくはそれよりも低い額である。 

    段落１に決められた限界の超過の場合には、県議会議員により受領される出席手当及びその任務以外に行われる活動費の形で

政府により規定され県議会議員により受領される類の手当、給与、出席手当その他の現物給与の額は競合分を減らされなければ

ならない。 

 §3. （…… ― 2007年12月20日のＡＧＷ第３条第２段落） 

第８条 障害があるため一人ではその任務に従事できない議員は、その任務自体の遂行のために、県議会議員の任務に関係のあるこれ

に適した被選挙権者の資格を満たし、事実県職員の一員でもなければ県がその構成員か若しくはそこで代表をしている団体若しくは

法人の職員の一員でもない県議会議員選挙の有権者の中からの選出が可能な信頼の置ける人物に補佐される。 

 第１段落の適用のために、政府は障害のある議員の資格を設けるのに役立つ基準を決める。 

 この補佐をする際は、信頼の置ける人物は同種の能力を提供し、議員と同じ義務に服する。その人物には出席手当を受け取る権利は

なくて、唯本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の対象となる通勤交通手当だけがある。 

第９条 （2005年12月８日の地域圏法第29条の１º） 

 子どもの誕生若しくは養育のために育児休暇を取りたい県議会議員は誕生若しくは養育の予定される日以前の７週から誕生若しくは

養育に続く８週の終わりまでになるべく早く県議会議長に宛てた書面により請求をして交代する。 

 任務の行使の中断はその書面での要求から始まり、誕生若しくは養育の日以前の７週の期間の間にその任務に従事し続ける期間のそ

れと同じ期間については８週を超える。 

 {育児休暇のために}その交代を要求して欠席する県議会議員（2005年12月８日の地域圏法第29条の２º）は第４部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅱ

章第21条の§２に指定される名簿に属する補欠当選者で順位の第１位の到達者により県議会によるこの人物の代理権承認後に交代と

なる。 

 （第１段落の規定 ─ 2005年12月８日の地域圏法第29条の３º）は但し議員の出席不能が確定する間のそれに続く県議会の最初の会

議からしか適用できない。 

第２小節 県議会の会議及び審議 

第10条 県議会は、それがその議長により異常事態のために県の他の市で招集されない限り、県庁所在地で開催される。 

第11条 県議会自体はその権限に含まれる問題が必要とするたびに、また少なくとも月に１度は招集される。 

 （…… ― 2005年12月８日の地域圏法第31条の１。） 

 議会はその議長により招集される。 

 議員の３分の１の請求に基づき、議長は提出される議事日程と併せて指定する日時に議会を招集しなければならない。（１年間に議

会が10回以下しか開催されないときは議会の招集を可能にするのに必要な県議会議員の構成員数は県議会の構成員の４分の１に減ら

される ― 2005年12月８日の地域圏法第31条の２。） 

 議長は同様に又県理事会の請求により提出される議事日程と併せて指定する日時に議会を招集しなければならない。 

 （議事日程に記載される決定に値する各項目には、内規により決められた条件で、審議計画が付け加えられなければならない。 

 議事日程に決定に値する項目の記載を要求する県議会議員はその要求を審議計画に付け加える ― 2005年12月８日の地域圏法第30

条）。 

第12条 議会はその構成員の過半数が出席していなければ決定を下すことはできない。 

 但し、議会が仮に出席構成員が必要な数を得ることなく再度招集される場合には、新たな最終の招集の後、議事日程に３度目のため

に加えられた諸問題について審議することができる。 

 ２度目及び３度目の招集は本章第22条により定められた規則に従って行われ、その招集が２度目若しくは３度目に行われる事情につ

いての言及がなされる；その上、３度目の招集は本条の第２段落の本文通りに再招集されなければならない。 

第13条 県議会の各全員改選の後、直近に選挙された議員たちは当然の権利として招集なしに選挙日の後の第２金曜日14時に、県議会

議員の資格を有する最多の勤続年数か又は同数の場合にはその中の最年長を数える構成員の司会の下で最年少の同じ書記二人の補佐

を得て自主的に集まる。 

 但し、前段落の第２金曜日が祭日の場合には、新県議会の会議はその後の月曜日に延期される。 

 議員資格確認及び宣誓の後、県議会は議長一人、一人乃至複数の副議長を選任し、その議長団を構成する。 

第14条 議会は、その内規により、それに従ってその職権を行使する方法を、本巻に従って決める。 

 （議会は、その内規の中で、職業倫理規定及び倫理規定を決める。これらの規定はとりわけ絶対に引き受けてはならない任務の受入

の拒否、議会、理事会及び委員会の定期的会議への出席、当選者と県行政との関係、県民の監視及び通報を神聖視する ― 2005年12

月８日の地域圏法第32条）。 

                                                                                                                         
(２) この部分の制定時の法文は「その任務以外に行われる活動費の形で政府により規定され、県議会議員により受領される類の手当、給与、出席手当その他の現物給与の額は」

となっていた。但し、新たに挿入された文言は制定時には次の段落に置かれていた。又その次の段落は法人等への権限委任についての規定であったが不得要領の内容だったた

めか全文削除された。 
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 会派の結成を考慮して、同一の名簿で選挙されたか若しくは複数の名簿で選挙された県議会構成員たちは会派を結成するために提携

する。 

 県議会は議会内の諸会派の承認方式を決める。 

 県議会はその内部に、議事日程に記載される審議の提案と併せて、その権限に関連する事項の全部か若しくは一部について意見を述

べてくれる諸委員会を設置する。 

 議会は予算及び会計を担当する少なくとも１委員会を設置する。 

 一つ乃至複数の委員会が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章の対象となる管理計画及び契約が間違いなく執行されているかを検査し、議会に報告を行

う責任を負う。 

 議会は、その内規により、これらの委員会の構成及び職務に関する規定を決める。 

 諸委員会の構成は比例代表原則に従う。 

 諸委員会はいつでも専門家及び利害関係人の意見を聞くことができる。 

第15条 

 §1. 県議会の会議は公開である。 

 §2. 予算に関する会議に関係のあるものを除き、県議会は出席構成員の３分の２の多数決で決定を下すが、治安上の利益のために

且つ重大な支障の理由で、会議が公開されないことを決定する。 

 §3. 会議は個人の問題に関するときは公開されない。 

    この種の問題が提起されたときは議長は直ちに非公開を宣告する。 

 §4. 懲戒事項を除き、非公開の会議は公開の会議後でなければ行うことはできない。 

 §5. 必要と思われれば、公開の会議の間に、非公開の会議の項目の審査を続行して、公開の会議が中断されてこれを終了できる。 

第16条 第４段落以外は、県議会の構成員たちは大声でか、又は着席若しくは起立で投票する。 

 但し、投票自体は常に大声でそれぞれの決議の全体について点呼で行われる。｛それは構成員の３分の１が動議を提出するたびごと

に同様に行われる。｝ 

 内規は発声でか若しくは着席か起立での投票に対応する投票様式を準備できる。コンピュータで表現される投票が大声での点呼によ

る投票に相当すると見なされる。｛挙手による投票は着席若しくは起立による投票に相当すると見なされる。｝ 

 候補者の推薦、役職への任命、休職措置、勤務関係の予防的中断及び懲罰だけは絶対過半数の投票で秘密投票の対象となる。 

 発声での投票の場合には、議長は最後に投票する。 

第17条 議会は各提案を分割したり修正したりする権利を有する。 

 各議員は発案権を有する。県理事会の構成員たちはこの権能を個人で行使することはできない。 

 内規は一人乃至複数の議員により提出された提案を、本編第Ⅱ章第48条の第３段落の対象となる前もって知識を得るために、万一の

場合同様に、委員会で、及び県理事会で考察する方式を決める。 

 考察措置に関する決定は報告により本編第Ⅱ章第32条に明示するように県益について厳密に立証されなければならない（《本編第Ⅱ

章第32条》を読み上げる）。 

第18条 議決は全て絶対過半数の投票で決められる。 

 投票が可否同数の場合には提案は否決される。 

第19条 

 §1. 会議は議長により開閉される。 

 §2. 内規に反する条項がなければ、前回の会議の議事録の朗読が各会議の冒頭に行われる。 

    全ての場合に、議事録は会議の前の日から少なくとも満７日に自由に使えるようになる。緊急を要する場合には、議事日程と

同時に自由に使えるようになる。 

    議員は誰もが会議中にその本文に対して要求する権利を有する。 

    要求が採択されれば、事務総長は、開会中か若しくは遅くとも次回の会議中に、議会の決定に従って、新たな本文を提出する

責任を負う。 

    会議がその要求を通せば、議事録が本編第Ⅱ章第60条の第１段落に規定するように承認されて登録される。 

    議会が適切と判断するたびごとに、議事録が開会中に全部か若しくは一部が作成され、出席構成員により署名がなされる。 

 §3. 議事録は以下のものを含む： 

   ― 会議の開閉時間； 

   ― 議事日程 

   ― §２の対象となる朗読の本文 

   ― 会議開会時に出席した県議会議員たちの名簿と、又必要があれば会議中に実施したその他の点呼の全ての名簿； 

   ― 可決された議決の本文； 

   ― 会議に提出された提案； 
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   ― 投票結果及び指名点呼又は秘密投票の場合には指名投票名簿若しくは投票者名簿； 

   ― 各議員の指名による発言の記載； 

   ― 議員たちによる議長への意見表明の本文。 

    議会は、限定的ながら、その内規により、会議の議事録に再掲される前にその他の項目明確にすることができる。 

第20条 議事録に記載される各構成員にはその投票が可決された議決に反対であることがその投票の理由についての言及が要求されず

に認められる。 

第21条 県議会の会議後の遅くとも７日一杯で、投票結果が含まれる審議の簡潔な報告が作成されて議員たちに伝達される。 

 指名投票の場合には、各議員により述べられた投票への言及の数が表現される。 

 内規がこの報告の作成方式を決める。 

第22条 

 §1. 招集状は会議の招集の満７日前までに文書で自宅宛に送られる。それには議事日程及び決定の提案が含まれる。 

    但し、この期限は本巻編第Ⅱ章第12条の第３段落の適用のためには満３日に短縮される。 

    緊急の場合には、第１段落の対象となる招集の期限は短縮できるが、それでも会議の招集の満１日前以下には引き下げること

はできない。 

    議事日程の項目は十分に明解に決められる。 

 §2. 議事日程の項目については、そこに報告された一から十までが、事務総長からの議事日程送付の直後から、県議会の構成員た

ちにより自由に使えるようになる。 

    内規が、事務総長若しくは事務総長から指名された職員たちが一件書類に出てくる資料についての専門的知識を求める議員た

ちに提供する準備を可能にする；この場合には、内規は又それに従って専門的知識が提供される方式を決める。 

 §3. 議事日程に出てこない項目はいずれも、緊急事態の場合以外は、重大な損害を引き起こす虞がないときは会議で討議に掛けら

れない。 

    緊急事態は少なくとも出席構成員の３分の２によってしか決定できない；その氏名は議事録に記載される。 

 §4. 議事日程に関係のない提案の全ては、少なくとも会議の満10日前に議会の議長に引き渡されなければならない；それには説明

文か又は議会に明らかにするのに適切な全ての資料を添えなければならない。議長は直ちに議事日程を補足する項目を議会の構

成員たちに伝達する。 

    県理事会の構成員は前段落の権限行使を禁じられる。但し、県理事会はこの権限は有している。 

第23条 県議会の会議の場所、日、時間及び日程は、一方では、県庁所在地の公示処置及び市庁舎内の情報伝達様式により、又他方で

は、県のインターネットサイト上への掲載により、県議会の招集の関係のある本編第Ⅱ章第22条に予定されたものと同じ期間中に、

周知される。 

 報道陣及び県の利害関係住民たちは、その要求により県議会議員への送付から遅くとも３日以内に、県議会の議事日程を、必要なら

ば原価を超えてない料金を支払って知らされる。この期限は本編第Ⅱ章第22条§４に従って召集状送付の後に議事日程に付け加えら

れる項目には適用されない。 

 内規はその他の公表方式を規定できる。 

第24条 議場の警備は議会の名前でそれを尊重させるのに必要な命令を出す議長により行われる。 

 部外者は何人も、議会の様々な業務を確保するのに必要か若しくは議長の特別の許可を得た者以外は、県議会議員たちの室内若しく

は議席へ招き入れることができない。 

 会議中は、傍聴を許可された者たちは座席に座り静粛を保つ。 

 傍聴者の中で秩序を乱すか又は賛否を表明するかする者は全て直ちに退去させられる。 

 議長は、その上、違反者を訴追する調書を作成して、事実に根拠がある他の告訴がなければ0.02ユーロから0.50ユーロの罰金刑を宣

告できる違警罪裁判所に送付できる。 

第25条 

 §1. 議会の構成員たちは議長の要求及び許可がなければ発言できない。 

    発言者は議長か若しくは議会にしか話しかけられない。 

    何人も規則についての警告でなければ中断されてはならない。発言者が問題をそらす場合にだけ議長は警告する。同一の討議

中に再度問題について警告された後発言者が新たにそらした場合、議長はその討議終了まで発言をやめさせる。 

    全ての個人攻撃、全ての中傷、悪意を持った全ての非難は規則遵守命令の罰を受けることによって守られる。 

    議長は、個人攻撃、中傷若しくは攻撃的な悪意を持った非難を、議事録にも、簡潔な表現の報告にも、内規により予定された

その他の表現の報告にも載せないことを決定できる。 

 §2. 議長は議場を乱す全ての議員に秩序遵守命令を発する。 

    再犯の場合には、議長は職権により議事録への記載と併せて秩序遵守の新たな命令を出す。この制裁は発言の撤回又は討議終

了までの発言権の剥奪をもたらす。 
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第26条 選挙及び候補者たちの紹介のために、議長は開票立会人の役割を務める最年少議員４人の助けを借りる。 

 議長は指名点呼、続いて出席していない構成員たちの呼び戻しを行う。これが終わると、議長は投票しなかった議員たちがいれば集

まるよう求める；直ちに参集した者たちは投票が認められる。 

 これらの作業が終えると投票の終了が宣告される。 

 投票用紙の枚数が開票の前に確認される。それが投票者数より多かったり少なかったりした場合には、そのことが議事録に記載され

る。この差が候補者が獲得した過半数に疑いを生ずる開票結果となれば、議長は投票の多数を獲得した二人の間で第２次投票を行わ

せる。 

 開票時には開票立会人の一人が次々に投票用紙を受け取って、広げ、そこから大声で読み上げる議長に差し戻し、別の開票立会人に

手渡される。それぞれの投票の結果は直ちに宣告される。 

 無効の投票用紙は過半数を決定する数には入れられない。一人以上の名前を含む投票用紙は有効だが、最初の名前だけが勘定に入れ

られる。 

 最初の投票でいずれの候補者も絶対多数を取れなかった場合には、上位の投票を獲得した二人の候補者の間で第２次投票が行われる。

票が同数の場合は、年長者が獲得する。 

 開票の後で、異論のない投票用紙は会衆の前で破棄される。 

 選挙及び候補者たちの紹介は又秘密投票を保証するコンピュータ・システムにより行うこともできる。このコンピュータ・システム

は政府により承認される。 

第27条 議会の構成員たちは県を代表し選挙区だけを代表するわけではない。 

第３小節 情報を持つ権利 

第28条 各議員は県議会若しくは県理事会の審議についての説明を文書で要求する権利を有する。 

 議会は次の公開の会議において口頭で報告するよう要求できる。 

第29条 

 §1. 県民は議会の公開の会議で直接理事会に説明要求をすることができる。 

 §2. 本条の意味での住民とは県域内に住所か若しくは住居を有する18歳以上の全ての者であり、且つ県域内に営業所の所在地が置

かれていて県域内に住所か住居を有する18歳以上の自然人により代表される法人も全て同様である。 

 §3. 説明要求の全文は文書で議会の議長に提出されなければならない。 

    受け入れられるには、申し立てられる説明要求が以下の諸条件を満たさなければならない： 

   １º 唯一人の者により申し立てられる； 

   ２º 質問の形で述べられるが10分以上の発言になってはならない； 

   ３º 専ら本編第Ⅱ章第32条の意味での県益に関する事項を対象とする；その他のレベルの権限に関する問題は場合により議会の

議長によりそれについて適切な手続に従って答えられる関係のある会議か若しくは執行部に移送できる。 

   ４º 全般が対象とされる；特別の利益の場合に関する問題は本編第Ⅱ章第28条の枠内で処理されるか若しくは議会の委員会の一

つの検討に付託される； 

   ５º 自由及び基本的権利を損なってはならない； 

   ６º 個人の問題を対象としてはならない； 

   ７º 専ら統計の類の資料の取得を目指してはならない； 

   ８º 文献調査の要求となってはならない； 

   ９º 目的が司法の類の意見を得るだけのものであってはならない。 

    議長団が説明要求の受理を決定する。受理不能の決定は特別に弁明がなされる。 

 §4. 規則を遵守することにより議会の議長の招請によって公開の会議でその質問を開陳する説明要求者は会議中に§３で与えられ

たときに発言をする準備をする。 

    それは議長団により決められた作業組織の決定に従って理事会により答弁される。 

    説明要求者は、議事日程の項目の終了前に、答弁に反論するために10分間を自由に使える。 

 §5. 本条の対象となる説明要求、質問及び答弁は県公報で公表され、且つ県のインターネットサイト上に掲載される。 

第30条 

 §1. 県議会は強制されない意見を表明する審議会を一つ乃至複数設置でき、構成、任務及び運用規則を規整する。 

    審議会は３年ごとに少なくとも１度全員入れ替える。 

 §2. 諮問機関には、立てた候補者を推薦する責任のある各機関に、それぞれの任務のために少なくとも男性一人か若しくは女性一

人の候補者の推薦手続の後で、そのつど一つ乃至複数の有効な若しくは補充的な任務が割り当てられる。 

    第１段落で課せられた義務が果たされないときは、任命権を付与された官公署は候補者を推薦する責任のある機関に候補者を

送り返す。 

    課せられた職責が果たされない限り、割り当てられた任務は欠如したままとなる。 
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   ― 投票結果及び指名点呼又は秘密投票の場合には指名投票名簿若しくは投票者名簿； 

   ― 各議員の指名による発言の記載； 

   ― 議員たちによる議長への意見表明の本文。 

    議会は、限定的ながら、その内規により、会議の議事録に再掲される前にその他の項目明確にすることができる。 

第20条 議事録に記載される各構成員にはその投票が可決された議決に反対であることがその投票の理由についての言及が要求されず

に認められる。 

第21条 県議会の会議後の遅くとも７日一杯で、投票結果が含まれる審議の簡潔な報告が作成されて議員たちに伝達される。 

 指名投票の場合には、各議員により述べられた投票への言及の数が表現される。 

 内規がこの報告の作成方式を決める。 

第22条 

 §1. 招集状は会議の招集の満７日前までに文書で自宅宛に送られる。それには議事日程及び決定の提案が含まれる。 

    但し、この期限は本巻編第Ⅱ章第12条の第３段落の適用のためには満３日に短縮される。 

    緊急の場合には、第１段落の対象となる招集の期限は短縮できるが、それでも会議の招集の満１日前以下には引き下げること

はできない。 

    議事日程の項目は十分に明解に決められる。 

 §2. 議事日程の項目については、そこに報告された一から十までが、事務総長からの議事日程送付の直後から、県議会の構成員た

ちにより自由に使えるようになる。 

    内規が、事務総長若しくは事務総長から指名された職員たちが一件書類に出てくる資料についての専門的知識を求める議員た

ちに提供する準備を可能にする；この場合には、内規は又それに従って専門的知識が提供される方式を決める。 

 §3. 議事日程に出てこない項目はいずれも、緊急事態の場合以外は、重大な損害を引き起こす虞がないときは会議で討議に掛けら

れない。 

    緊急事態は少なくとも出席構成員の３分の２によってしか決定できない；その氏名は議事録に記載される。 

 §4. 議事日程に関係のない提案の全ては、少なくとも会議の満10日前に議会の議長に引き渡されなければならない；それには説明

文か又は議会に明らかにするのに適切な全ての資料を添えなければならない。議長は直ちに議事日程を補足する項目を議会の構

成員たちに伝達する。 

    県理事会の構成員は前段落の権限行使を禁じられる。但し、県理事会はこの権限は有している。 

第23条 県議会の会議の場所、日、時間及び日程は、一方では、県庁所在地の公示処置及び市庁舎内の情報伝達様式により、又他方で

は、県のインターネットサイト上への掲載により、県議会の招集の関係のある本編第Ⅱ章第22条に予定されたものと同じ期間中に、

周知される。 

 報道陣及び県の利害関係住民たちは、その要求により県議会議員への送付から遅くとも３日以内に、県議会の議事日程を、必要なら

ば原価を超えてない料金を支払って知らされる。この期限は本編第Ⅱ章第22条§４に従って召集状送付の後に議事日程に付け加えら

れる項目には適用されない。 

 内規はその他の公表方式を規定できる。 

第24条 議場の警備は議会の名前でそれを尊重させるのに必要な命令を出す議長により行われる。 

 部外者は何人も、議会の様々な業務を確保するのに必要か若しくは議長の特別の許可を得た者以外は、県議会議員たちの室内若しく

は議席へ招き入れることができない。 

 会議中は、傍聴を許可された者たちは座席に座り静粛を保つ。 

 傍聴者の中で秩序を乱すか又は賛否を表明するかする者は全て直ちに退去させられる。 

 議長は、その上、違反者を訴追する調書を作成して、事実に根拠がある他の告訴がなければ0.02ユーロから0.50ユーロの罰金刑を宣

告できる違警罪裁判所に送付できる。 

第25条 

 §1. 議会の構成員たちは議長の要求及び許可がなければ発言できない。 

    発言者は議長か若しくは議会にしか話しかけられない。 

    何人も規則についての警告でなければ中断されてはならない。発言者が問題をそらす場合にだけ議長は警告する。同一の討議

中に再度問題について警告された後発言者が新たにそらした場合、議長はその討議終了まで発言をやめさせる。 

    全ての個人攻撃、全ての中傷、悪意を持った全ての非難は規則遵守命令の罰を受けることによって守られる。 

    議長は、個人攻撃、中傷若しくは攻撃的な悪意を持った非難を、議事録にも、簡潔な表現の報告にも、内規により予定された

その他の表現の報告にも載せないことを決定できる。 

 §2. 議長は議場を乱す全ての議員に秩序遵守命令を発する。 

    再犯の場合には、議長は職権により議事録への記載と併せて秩序遵守の新たな命令を出す。この制裁は発言の撤回又は討議終

了までの発言権の剥奪をもたらす。 
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第26条 選挙及び候補者たちの紹介のために、議長は開票立会人の役割を務める最年少議員４人の助けを借りる。 

 議長は指名点呼、続いて出席していない構成員たちの呼び戻しを行う。これが終わると、議長は投票しなかった議員たちがいれば集

まるよう求める；直ちに参集した者たちは投票が認められる。 

 これらの作業が終えると投票の終了が宣告される。 

 投票用紙の枚数が開票の前に確認される。それが投票者数より多かったり少なかったりした場合には、そのことが議事録に記載され

る。この差が候補者が獲得した過半数に疑いを生ずる開票結果となれば、議長は投票の多数を獲得した二人の間で第２次投票を行わ

せる。 

 開票時には開票立会人の一人が次々に投票用紙を受け取って、広げ、そこから大声で読み上げる議長に差し戻し、別の開票立会人に

手渡される。それぞれの投票の結果は直ちに宣告される。 

 無効の投票用紙は過半数を決定する数には入れられない。一人以上の名前を含む投票用紙は有効だが、最初の名前だけが勘定に入れ

られる。 

 最初の投票でいずれの候補者も絶対多数を取れなかった場合には、上位の投票を獲得した二人の候補者の間で第２次投票が行われる。

票が同数の場合は、年長者が獲得する。 

 開票の後で、異論のない投票用紙は会衆の前で破棄される。 

 選挙及び候補者たちの紹介は又秘密投票を保証するコンピュータ・システムにより行うこともできる。このコンピュータ・システム

は政府により承認される。 

第27条 議会の構成員たちは県を代表し選挙区だけを代表するわけではない。 

第３小節 情報を持つ権利 

第28条 各議員は県議会若しくは県理事会の審議についての説明を文書で要求する権利を有する。 

 議会は次の公開の会議において口頭で報告するよう要求できる。 

第29条 

 §1. 県民は議会の公開の会議で直接理事会に説明要求をすることができる。 

 §2. 本条の意味での住民とは県域内に住所か若しくは住居を有する18歳以上の全ての者であり、且つ県域内に営業所の所在地が置

かれていて県域内に住所か住居を有する18歳以上の自然人により代表される法人も全て同様である。 

 §3. 説明要求の全文は文書で議会の議長に提出されなければならない。 

    受け入れられるには、申し立てられる説明要求が以下の諸条件を満たさなければならない： 

   １º 唯一人の者により申し立てられる； 

   ２º 質問の形で述べられるが10分以上の発言になってはならない； 

   ３º 専ら本編第Ⅱ章第32条の意味での県益に関する事項を対象とする；その他のレベルの権限に関する問題は場合により議会の

議長によりそれについて適切な手続に従って答えられる関係のある会議か若しくは執行部に移送できる。 

   ４º 全般が対象とされる；特別の利益の場合に関する問題は本編第Ⅱ章第28条の枠内で処理されるか若しくは議会の委員会の一

つの検討に付託される； 

   ５º 自由及び基本的権利を損なってはならない； 

   ６º 個人の問題を対象としてはならない； 

   ７º 専ら統計の類の資料の取得を目指してはならない； 

   ８º 文献調査の要求となってはならない； 

   ９º 目的が司法の類の意見を得るだけのものであってはならない。 

    議長団が説明要求の受理を決定する。受理不能の決定は特別に弁明がなされる。 

 §4. 規則を遵守することにより議会の議長の招請によって公開の会議でその質問を開陳する説明要求者は会議中に§３で与えられ

たときに発言をする準備をする。 

    それは議長団により決められた作業組織の決定に従って理事会により答弁される。 

    説明要求者は、議事日程の項目の終了前に、答弁に反論するために10分間を自由に使える。 

 §5. 本条の対象となる説明要求、質問及び答弁は県公報で公表され、且つ県のインターネットサイト上に掲載される。 

第30条 

 §1. 県議会は強制されない意見を表明する審議会を一つ乃至複数設置でき、構成、任務及び運用規則を規整する。 

    審議会は３年ごとに少なくとも１度全員入れ替える。 

 §2. 諮問機関には、立てた候補者を推薦する責任のある各機関に、それぞれの任務のために少なくとも男性一人か若しくは女性一

人の候補者の推薦手続の後で、そのつど一つ乃至複数の有効な若しくは補充的な任務が割り当てられる。 

    第１段落で課せられた義務が果たされないときは、任命権を付与された官公署は候補者を推薦する責任のある機関に候補者を

送り返す。 

    課せられた職責が果たされない限り、割り当てられた任務は欠如したままとなる。 
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    第１段落に記載された職責を果たすことが不可能なときは、推薦の記録に記載され、任命行為の対象となる特別な理由により

違反することができる。 

 §3. 審議会の委員の同一の性は最大３分の２までである。 

    第１段落で予定された義務が果たされないときは、諮問機関の意見は、県代表の一人乃至複数が関係機関に交代要員を提供す

るか又は任命権を付与された官公署が第１段落で予定された義務を果たすのが不可能なことを弁明することによって県理事会に

伝えるかする場合を除き、効力を失う。 

    その弁明は第２段落の対象となる通告後の２か月以内にこれに反する決定がなければ県理事会により妥当と見なされる。 

    新設若しくは組織された諮問機関の場合には、第２段落の対象となる通告は関係機関の構成員たちの任命に先立って行われる。 

    県議会が第２段落の対象となる通告に関する手続を決める。 

    諮問機関が第２段落及び第３段落で予定される手続を使用するときはこの諮問機関の意見の中で言及がなされる。 

 §4. 県議会更新の年には、議長団は県議会に審議会若しくは諸審議会の職務若しくは活動の評価を提出する。 

 §5. 県議会はその任務を達成するのに必要な手段を自由に使える。 

第31条 本編第Ⅱ章第32条§１の対象となるような県益に関係する事項、又は地域圏により委任され地域圏の権限に関する事項に関連

あることのために、県議会は、その決定による、１分野に関連した下位地区ごとの、県域全体を網羅する運営参加会議を設けること

ができる。 

 運営参加会議は、年次予算の主要な選択の中で考慮されるものを取り上げるために、県の権限に関するいずれか一つの分野の中の住

民から表明される優先的な欲求の取りまとめの任に当たる。 

 運営参加会議はあらかじめ県議会による予算の討議及び投票について諮問を受ける。 

 県議会はその創設する運営参加会議の使命並びに招集、組織及び職務の規則を決める。いずれの場合にも、いずれの運営参加会議も

その管轄区域内の16歳以上の住民全体に開かれている。 

第４小節 県議会の権限 

第32条 

 §1. ワロン県組織法第ⅩⅣ編、憲法第138条により規定される事項中のワロン県組織法の第２条、並びに法律若しくは命令のその

他の特別な規定の適用の留保付で、県議会は県益であるもの全てを、補完原則の尊重に従って規整する。 

 §2. 議会は補完の、地域圏の行為及び基礎自治体の行為と競合しない方法で、その権限を行使する。 

 §3. §１の規定があるにもかかわらず、議会は連邦、共同体若しくは地域圏当局に所属するその他の対象全てについて審議する。 

 §4. 県議会は県行政部の全ての職員を任命し、停職させ、罷免する。 

    県議会は、県理事会に、部長級まで含めて職員の任命、停職、罷免を委任する。 

 §5. 県議会は県行政部職員の範囲を決め、これらの人々の行政上財政上の地位を定める。 

第33条 

 §1. 県行政部のいかような記録、いかような書類も、例え知事若しくは県理事会に割り当てられた使命に関するこの記録、この書

類であっても、県議会議員たちの調査から逃れることはできない。 

    県理事会には県の事務及び制度の中で出入りする書類を記録する義務がある。 

    第１段落の対象となる記録及び書類の写しが事務総長に対して要求する県議会議員たちに交付される。 

    県議会議員たちは、その要求によって、県理事会の会議の議事日程及び議事録の写しをこの会議開催期間の後15日以内に受け

取る。 

    議会の内規は調査権が行使される方式及び記録又は書類の写しが取得できる諸条件だけを用意する。手数料が記録及び書類の

写しの取得に要求される。この手数料の額は実費により算定され、人件費はそれぞれの場合に算入することはできない。 

 §2. 県議会議員たちは基礎自治体連合、非営利法人（A.S.B.L.）及び県と共同で本編第３章の対象となる経営の計画若しくは協約

を有する諸団体の予算、会計報告及び表決を協議することができる。 

    この協議の方式は経営の計画若しくは協約において決められる。 

第34条 

 §1. 県議会議員たちは県により創設され管理される施設及び公共機関の全てを臨検することができる。 

    議会の内規は協議及び臨検の権利が行使される方法及び日程だけを用意する。 

 §2. 県議会議員たちは基礎自治体連合、非営利法人及び県と共同で本編第Ⅲ章の対象となる経営の計画若しくは協約を有する諸団

体を臨検することができる。 

    この臨検の方式は経営の計画若しくは契約において決められる。 

第35条 

 §1. 県議会議員たちは県行政部に関係する事項について県理事会に質問を提出する権利を有する。 

    国法若しくは共同体・地域圏法で定められた例外に抵触せず、且つ県理事会に与えられた権限を侵害しなければ、県議会議員

たちは県理事会がその権限を行使する方法について県理事会から報告を受ける権利を有する。 
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 §2. 県議会議員たちが口頭の現況質問を提起することができるように、議会の会議冒頭に１時間用意されている。 

    議員たちは同様に平日20日間以内に回答しなければならない書面による質問を提起する権利を有する。 

    本段標の対象となる質問及び回答は県公報に発表され、又県のインターネットサイト上にも掲載され、遅くとも３か月以内に

質問作成者に回答が送られる。 

    内規が本条の適用方法を定める。 

第36条 前条で用意されたような県議会議員たちの質問権は基礎自治体、宗教の世上権施設及び公共社会福祉センターに関する行政監

督の資料については提起することができない。 

第37条 県議会はその一人乃至複数の構成員にその権限の範囲内で必要な情報を現場で収集する任務を負わせることができる。 

 県議会は同じ情報を入手するために設置された諸官公署及び公務員たちと連絡することができる。 

 連絡により確認された再度の警告にもかかわらず、従属関係にある行政官公署が要求された情報の入手が遅れている場合には、議会

は現場での情報入手のために当該官公署の人件費でその構成員の一人乃至複数人に委任できる。 

第38条 本編第Ⅱ章第32条に予定された事項について、議会は県の行政内規を作成することができる。 

 これらの内規はすでに国法により、共同体・地域圏法により若しくは一般行政規則により規整されている対象については関わること

はできない。 

 後に同じ対象について国法、共同体・地域圏法若しくは一般行政規則により規整される場合には、それらは当然廃止される。 

 それらは本編第Ⅲ章第２条及び第３条で決められた形式で公布される。 

（第３節 県理事会 

第１小節 政治集団 ― 多数派協定 

県理事会の任命方法及び規則 

第39条 

 §1. 選挙の時に同じ名簿上で選出された議員若しくは議員たちは名称が当該名簿の名称である政治集団を構成する。 

    任期中にその政治集団を離脱する議員は当然のことながらその県議会議員の資格から生ずる肩書で従事する任務の全てを辞任

する。 

    本条及び本編第Ⅱ章第44条の適用により、この議員は常に離脱した政治集団に所属していると見なされる。 

 §2. 選挙の後遅くとも11月15日までに単一乃至複数の協定草案が事務総長の手元に提出される。 

    協定草案はそこでは県代表当事者であり本人である政治集団の情報を含む。それは異なる性の人物を推薦する。 

    協定草案はそこに指名された者全員により、且つその中に少なくとも一人の構成員が理事会に参加するために推薦される各政

治集団の構成員の過半数により署名される。 

    集団が二人の構成員で構成されないときは、協定草案は少なくとも一人により署名される。 

    前段落に従わない協定草案は無効である。 

    その政治集団の過半数により署名されていない協定草案の下で議員によりされた署名は無効である。 

 §3. 与党の協定が選挙の法的有効性の認証の日から遅くとも３か月以内に議会の出席構成員の過半数で可決される。（与党の協定

は公開の会議で発声で投票される ― 2006年６月８日の地域圏法第３条の第１項第１段落）。 

 §4. 与党の協定が選挙の法的有効性の認証の日から３か月以内に提出されて投票に付されない場合には、政府委員を指名すること

ができる。政府委員は本編第Ⅱ章第43条によりこの任務を負う理事会に代わって当面の問題の迅速な処理に当たる。 

    与党の協定に関する項目は、その可決までに、各議会の議事日程に記載される。 

 §5. 議会開会中に、与党の協定への補則が本編第Ⅱ章第42条§§３、４、５及び同第44条の対象となる場合に理事会の決定した入

替えを用意するために可決される。 

    補則は議会に出席した構成員の過半数で可決される。 

    理事会の新理事は入替えの任務を終える ― 2005年12月８日の地域圏法第33条）。 

（第40条 

 §1. 理事会は議会の中から６年任期で選出された６人の県代表で構成される。 

    理事会は異なる性の構成員で構成される。 

    理事会は議会に責任を負う。 

 §2. 与党の協定により拘束される政治集団の議員全員が同一の性の場合には県代表についての前段標の第１段落に予定される規定

に違反する。そのためにそこへ指名される県代表は、全ての場合に、理事会での投票権を有する。その政府委員は議会に発言権

だけを持って議席を占める。 

    県代表が議会の構成員でないときは、第４部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅴ章第１条で定められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなけ

ればならない。 

    与党の協定は議会以外で選出される県代表が関係する政治集団を指定する。 

 §3. 当然県代表がその身分が名簿上に記載される議員に選出されれば、本編第Ⅱ章第39条を適用して可決された与党の協定の中に
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    第１段落に記載された職責を果たすことが不可能なときは、推薦の記録に記載され、任命行為の対象となる特別な理由により

違反することができる。 

 §3. 審議会の委員の同一の性は最大３分の２までである。 

    第１段落で予定された義務が果たされないときは、諮問機関の意見は、県代表の一人乃至複数が関係機関に交代要員を提供す

るか又は任命権を付与された官公署が第１段落で予定された義務を果たすのが不可能なことを弁明することによって県理事会に

伝えるかする場合を除き、効力を失う。 

    その弁明は第２段落の対象となる通告後の２か月以内にこれに反する決定がなければ県理事会により妥当と見なされる。 

    新設若しくは組織された諮問機関の場合には、第２段落の対象となる通告は関係機関の構成員たちの任命に先立って行われる。 

    県議会が第２段落の対象となる通告に関する手続を決める。 

    諮問機関が第２段落及び第３段落で予定される手続を使用するときはこの諮問機関の意見の中で言及がなされる。 

 §4. 県議会更新の年には、議長団は県議会に審議会若しくは諸審議会の職務若しくは活動の評価を提出する。 

 §5. 県議会はその任務を達成するのに必要な手段を自由に使える。 

第31条 本編第Ⅱ章第32条§１の対象となるような県益に関係する事項、又は地域圏により委任され地域圏の権限に関する事項に関連

あることのために、県議会は、その決定による、１分野に関連した下位地区ごとの、県域全体を網羅する運営参加会議を設けること

ができる。 

 運営参加会議は、年次予算の主要な選択の中で考慮されるものを取り上げるために、県の権限に関するいずれか一つの分野の中の住

民から表明される優先的な欲求の取りまとめの任に当たる。 

 運営参加会議はあらかじめ県議会による予算の討議及び投票について諮問を受ける。 

 県議会はその創設する運営参加会議の使命並びに招集、組織及び職務の規則を決める。いずれの場合にも、いずれの運営参加会議も

その管轄区域内の16歳以上の住民全体に開かれている。 

第４小節 県議会の権限 

第32条 

 §1. ワロン県組織法第ⅩⅣ編、憲法第138条により規定される事項中のワロン県組織法の第２条、並びに法律若しくは命令のその

他の特別な規定の適用の留保付で、県議会は県益であるもの全てを、補完原則の尊重に従って規整する。 

 §2. 議会は補完の、地域圏の行為及び基礎自治体の行為と競合しない方法で、その権限を行使する。 

 §3. §１の規定があるにもかかわらず、議会は連邦、共同体若しくは地域圏当局に所属するその他の対象全てについて審議する。 

 §4. 県議会は県行政部の全ての職員を任命し、停職させ、罷免する。 

    県議会は、県理事会に、部長級まで含めて職員の任命、停職、罷免を委任する。 

 §5. 県議会は県行政部職員の範囲を決め、これらの人々の行政上財政上の地位を定める。 

第33条 

 §1. 県行政部のいかような記録、いかような書類も、例え知事若しくは県理事会に割り当てられた使命に関するこの記録、この書

類であっても、県議会議員たちの調査から逃れることはできない。 

    県理事会には県の事務及び制度の中で出入りする書類を記録する義務がある。 

    第１段落の対象となる記録及び書類の写しが事務総長に対して要求する県議会議員たちに交付される。 

    県議会議員たちは、その要求によって、県理事会の会議の議事日程及び議事録の写しをこの会議開催期間の後15日以内に受け

取る。 

    議会の内規は調査権が行使される方式及び記録又は書類の写しが取得できる諸条件だけを用意する。手数料が記録及び書類の

写しの取得に要求される。この手数料の額は実費により算定され、人件費はそれぞれの場合に算入することはできない。 

 §2. 県議会議員たちは基礎自治体連合、非営利法人（A.S.B.L.）及び県と共同で本編第３章の対象となる経営の計画若しくは協約

を有する諸団体の予算、会計報告及び表決を協議することができる。 

    この協議の方式は経営の計画若しくは協約において決められる。 

第34条 

 §1. 県議会議員たちは県により創設され管理される施設及び公共機関の全てを臨検することができる。 

    議会の内規は協議及び臨検の権利が行使される方法及び日程だけを用意する。 

 §2. 県議会議員たちは基礎自治体連合、非営利法人及び県と共同で本編第Ⅲ章の対象となる経営の計画若しくは協約を有する諸団

体を臨検することができる。 

    この臨検の方式は経営の計画若しくは契約において決められる。 

第35条 

 §1. 県議会議員たちは県行政部に関係する事項について県理事会に質問を提出する権利を有する。 

    国法若しくは共同体・地域圏法で定められた例外に抵触せず、且つ県理事会に与えられた権限を侵害しなければ、県議会議員

たちは県理事会がその権限を行使する方法について県理事会から報告を受ける権利を有する。 
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 §2. 県議会議員たちが口頭の現況質問を提起することができるように、議会の会議冒頭に１時間用意されている。 

    議員たちは同様に平日20日間以内に回答しなければならない書面による質問を提起する権利を有する。 

    本段標の対象となる質問及び回答は県公報に発表され、又県のインターネットサイト上にも掲載され、遅くとも３か月以内に

質問作成者に回答が送られる。 

    内規が本条の適用方法を定める。 

第36条 前条で用意されたような県議会議員たちの質問権は基礎自治体、宗教の世上権施設及び公共社会福祉センターに関する行政監

督の資料については提起することができない。 

第37条 県議会はその一人乃至複数の構成員にその権限の範囲内で必要な情報を現場で収集する任務を負わせることができる。 

 県議会は同じ情報を入手するために設置された諸官公署及び公務員たちと連絡することができる。 

 連絡により確認された再度の警告にもかかわらず、従属関係にある行政官公署が要求された情報の入手が遅れている場合には、議会

は現場での情報入手のために当該官公署の人件費でその構成員の一人乃至複数人に委任できる。 

第38条 本編第Ⅱ章第32条に予定された事項について、議会は県の行政内規を作成することができる。 

 これらの内規はすでに国法により、共同体・地域圏法により若しくは一般行政規則により規整されている対象については関わること

はできない。 

 後に同じ対象について国法、共同体・地域圏法若しくは一般行政規則により規整される場合には、それらは当然廃止される。 

 それらは本編第Ⅲ章第２条及び第３条で決められた形式で公布される。 

（第３節 県理事会 

第１小節 政治集団 ― 多数派協定 

県理事会の任命方法及び規則 

第39条 

 §1. 選挙の時に同じ名簿上で選出された議員若しくは議員たちは名称が当該名簿の名称である政治集団を構成する。 

    任期中にその政治集団を離脱する議員は当然のことながらその県議会議員の資格から生ずる肩書で従事する任務の全てを辞任

する。 

    本条及び本編第Ⅱ章第44条の適用により、この議員は常に離脱した政治集団に所属していると見なされる。 

 §2. 選挙の後遅くとも11月15日までに単一乃至複数の協定草案が事務総長の手元に提出される。 

    協定草案はそこでは県代表当事者であり本人である政治集団の情報を含む。それは異なる性の人物を推薦する。 

    協定草案はそこに指名された者全員により、且つその中に少なくとも一人の構成員が理事会に参加するために推薦される各政

治集団の構成員の過半数により署名される。 

    集団が二人の構成員で構成されないときは、協定草案は少なくとも一人により署名される。 

    前段落に従わない協定草案は無効である。 

    その政治集団の過半数により署名されていない協定草案の下で議員によりされた署名は無効である。 

 §3. 与党の協定が選挙の法的有効性の認証の日から遅くとも３か月以内に議会の出席構成員の過半数で可決される。（与党の協定

は公開の会議で発声で投票される ― 2006年６月８日の地域圏法第３条の第１項第１段落）。 

 §4. 与党の協定が選挙の法的有効性の認証の日から３か月以内に提出されて投票に付されない場合には、政府委員を指名すること

ができる。政府委員は本編第Ⅱ章第43条によりこの任務を負う理事会に代わって当面の問題の迅速な処理に当たる。 

    与党の協定に関する項目は、その可決までに、各議会の議事日程に記載される。 

 §5. 議会開会中に、与党の協定への補則が本編第Ⅱ章第42条§§３、４、５及び同第44条の対象となる場合に理事会の決定した入

替えを用意するために可決される。 

    補則は議会に出席した構成員の過半数で可決される。 

    理事会の新理事は入替えの任務を終える ― 2005年12月８日の地域圏法第33条）。 

（第40条 

 §1. 理事会は議会の中から６年任期で選出された６人の県代表で構成される。 

    理事会は異なる性の構成員で構成される。 

    理事会は議会に責任を負う。 

 §2. 与党の協定により拘束される政治集団の議員全員が同一の性の場合には県代表についての前段標の第１段落に予定される規定

に違反する。そのためにそこへ指名される県代表は、全ての場合に、理事会での投票権を有する。その政府委員は議会に発言権

だけを持って議席を占める。 

    県代表が議会の構成員でないときは、第４部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅴ章第１条で定められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなけ

ればならない。 

    与党の協定は議会以外で選出される県代表が関係する政治集団を指定する。 

 §3. 当然県代表がその身分が名簿上に記載される議員に選出されれば、本編第Ⅱ章第39条を適用して可決された与党の協定の中に

－ 171 －



－ 172 － 

含まれる。 

    県代表の席次は与党の協定に表示された名簿の中のその位置により決められる。 

（第41条 県代表は直後の議会で県議会議長の掌中で宣誓する ─ 2005年12月８日の地域圏法第33条）。 

（第42条 

 §1. 出席できない県代表は、不都合を通告した期間中、理事会の提案によりその属する政治集団の議員中から議会で指名された議

員と交代する。 

    交代した議員は本編第Ⅱ章第74条で言及されている兼職禁止のこの規定の適用について考慮する義務がある。 

    出席できない県代表は、与党の協定により拘束される政治集団に所属する理事会の全構成員及び全議員が同一の性の場合には、

本編第Ⅱ章第40条§２第２段落で定められた諸条件で、議会以外の代表と交代することができる。 

 §2. 子どもの出産若しくは養育のために育児休暇を取りたい県代表は、理事会に書面で送られるその要求で、本編第Ⅱ章第９条の

対象となる期間、交代となる。 

 §3. 引き続き１か月間県理事会の同意なしに会議を欠席した県代表は誰もが辞職したものと見なされる。 

    この辞職は県議会によるその同意の後で有効となる。 

 §4. 県代表職の辞任は書面で議会に通告され、議会はこの通告後の最初の会議のときに正当な決定として承諾する。 

    辞職は議会が承認した日に発効する。 

 §5. その選挙の時点で議会の構成員となった県代表は議会の一員となるのを辞めた場合にその資格を失う ─ 2005年12月８日の地

域圏法第33条）。 

（第43条 本編第Ⅱ章第39条§４と抵触することなく、辞職した県代表及び統一改選時の県代表たちは、同第44条に予定されるような

動議の対象となった理事会と同様に、その後任たちが職に就くまで県の当面の問題の迅速な処理に当たる ― 2005年12月８日の地域

圏法第33条）。 

（第44条 

 §1. 理事会は、その構成員各自と同様に、議会に責任を負う。 

    議会は理事会に、又はその構成員の一人乃至複数人に関して不信任動議を可決することができる。 

    この動議は、理事会に、場合に応じて、その構成員の一人乃至複数人の後任を推薦する場合には認められない。 

    動議が理事会全員に関係するときは、交代して与党を構成する各政治集団の議員の少なくとも半数により提出されなければ認

められない。 

    この場合には理事会への後任の推薦は新たな与党協定となる。 

    動議が理事会構成員の一人乃至複数人に関係するときは、与党協定に参加する各政治集団の議員の少なくとも半数により提出

されなければ認められない。 

    （不信任動議についての討論及び表決は、県事務総長の手元へのその付託後それが仮にこの付託の後少なくとも満７日に転送

される限り、県議会のすぐ後の議事日程に記載される。不信任動議の原本は県事務総長により遅滞なく理事会及び議会の各構成

員たちに送られる。不信任動議の付託は遅滞なく県議会所在地での掲示により周知が図られる ― 2006年６月８日の地域圏法第

３条の第２項第１段落）。 

    （不信任動議が理事会の構成員の一人乃至複数人に対して向けられるときは、これは、それが提出された場合には、各自に、

議会でそれに従うか、且つあらゆる場合にまだ投票の行われていない直前に、その自由裁量に任せる ― 2006年６月８日の地域

圏法第３条の第２項第２段落）。 

    不信任動議は議会構成員の過半数でなければ可決することができない。（県議会は絶対の権威を持って根拠とされた理由を評

価する ― 2006年６月８日の地域圏法第３条の第２項第３段落）。 

    （不信任動議は県議会により公開の席上で審理される。動議自体の投票は発声で行われる ― 2006年６月８日の地域圏法第３

条の第２項第４段落）。 

    動議の可決は理事会の、又は異議を申し立てられたその構成員の一人乃至複数人の辞職並びに新理事会の又は新構成員の一人

乃至複数人の選挙を伴う。 

 §2. 理事会全員に関する不信任動議は県理事会の就任後１年半の期限が過ぎなければ提出することはできない。 

    理事会全員に対する不信任動議が議会により可決されたときは、いかなる新たな連帯不信任動議も１年の期限が切れる前には

提出することができない。 

    理事会全員に関するいかなる不信任動議も選挙の前年の６月30日の前には提出することができない ― 2005年12月８日の地域

圏法第33条）。 

第45条 

 §1. 県代表たちは額が上院の任務と密接に関連する議員手当の額に相当する俸給を受け取る。 

 §2. 県代表たちはその職務の遂行に固有の全責任に見合う一括補償の手当を受け取る。 

    この手当の額は上院の任務と密接に関連して説明される費用のための一括補償手当の額に等しい。 
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    但し、県庁所在地に住まない県代表たちは県議会により決められる規程に従ってその旅費が弁償される。 

 〔§３は全文改正〕(３) 

 §3. 本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条で規定する政治的類の任務、その派生的任務及び職務、公務のために県代表たちに与

える報酬及び現物給与は§１に予定される俸給の額の半分を超えてはならない。 

    第１段落で決められた制限超過の場合は、県代表の報酬及び/又は現物給与の額はその任務以外の活動の報酬として収受され

る給与及び/又はその派生的任務及び本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に規定される政治的類の任務、職務、公務を理由

に県代表が受け取る報酬及び現物給与の額は妥当な金額に減らされる ― 2007年12月20日のワロン政府規則第４条第１段落）。 

 §4. 県議会は§１及び§２の第１段落の対象となる給与及び一括補償手当の額を決める。 

    県議会は§２の第３段落に予定された手当の額を決める。 

    （… ― 2005年12月８日の地域圏法第34条の２） 

 §5. 各県代表は秘書一人の補佐を受ける。県議会は秘書たちの構成及び資金手当、並びに募集方法、行政上の地位、報酬及び秘書

たちの協力者たちの不確定な手当を決める。 

 （§6.(４) … ― 2007年12月20日のワロン政府規則第４条第２段落）。 

第２小節 県理事 

県理事会の会議及び審議 

第46条 県理事会は県議会によりその選挙の時に指名される県代表の一人により主宰される。 

 （支障がある場合に、その職は議長が他の県代表にその代理を任せない限り、第１序列の県代表により代理される ― 2005年12月８

日の地域圏法第35条）。 

 知事は政府委員として発言権も議決権もなしに議会に出席する。 

 県理事会はその内規について議会の承認を受ける。 

 その審議の準備のために、県理事会はその権限内の事項を県代表たちの間に振り分ける。 

 この振分けは議会に伝えられる。 

 県理事会は県代表の過半数が出席したときに審議することができる。いずれかの事項について、県理事会が人数の上で審議するのに

十分でない場合は、この人数を満たすために一人乃至二人の県議会議員に責任を負わせることができる。 

 議員たちは優先表に記載された順序に従って呼び寄せられる。この表は議員たちのその最初の就任の年からの年功序列を、同じ場合

には直近の選挙で獲得された投票数を考慮して作成される。県代表たちに適用される兼職禁止は、本条を適用して、県理事会の補充

にあたり呼び寄せられる県議会議員たちにも適用される。 

 そのような兼職禁止が存在する場合には、はっきりした事項に基づこうと、より概括的な態様によろうと、上述の理事会の議長宛の

書簡により、県理事会の補充を断念することができる。 

 決議は全て出席県代表の絶対過半数を必要とする。提案は可否同数の場合には否決される。 

 県理事会は書類を提出し提案を作成する報告者を指名することができる。 

 報告者は審議の議事録に責任を負う。議事録は出席した構成員の氏名の記載をする。 

 決定には理由が付されなければならない。 

 県議会の決定は全て報告者の氏名並びに出席構成員の氏名を記載しなければならない。 

 前段落に規定された形式は無効についてはほとんど必要がない。 

第３小節 県理事会の権限 

第47条 その選挙後の３か月間に、県理事会は県議会にその任務の期間を通じての、少なくともその主要な政策案、並びにその分野に

関する主要な指標を手直しした予算面を含む政策全般の申告書を提出する。 

 この申告書は又、本法典第２部第Ⅲ巻（《第Ⅱ巻》と読め）第Ⅲ編第Ⅲ章の対象となる協力者協定のために県理事会により提案され

る指標も含む。 

 県議会の承認の後で、この政策全般の申告書は県公報に掲載され、又県のインターネットサイト上にも掲載される。 

第48条 県理事会は、そのために国法、共同体・地域圏法により、又政府により提出される全ての問題についてその意見を寄せる。 

 県理事会は本編第Ⅱ章第32条に関する県益の日々の行政に関するもの全てについて及びその関与が必要か又はそのために政府により

呈示されるもののため国法、共同体・地域圏法の執行について審議する；県理事会は同様に知事によりその政府委員の職務の範囲内

で行われる要請についても審議する。 

 県理事会は議会に若しくは県理事会自身に提出される県益問題の事前審理にも注意を払う。 

 県理事会は議会により手掛けられたものと同様に自らの固有の審議も行う；県理事会はその構成員の一人に担当させることができる。

県理事会は又その構成員の一人乃至複数人に問題の審理を担当させることができる。 

 問題の審理のために、県理事会は県職員の協力を要求することができる。 

                                                                                                                         
(３) 制定時の本条は長文で、県代表の兼職の毎年の申告を義務付け、違反への罰則など事細かに規定していた。 

(４) 制定時の本条は長文で、県代表の兼職の報酬等の毎年の申告を義務付け、違反への罰則など事細かに規定していた。 
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含まれる。 

    県代表の席次は与党の協定に表示された名簿の中のその位置により決められる。 

（第41条 県代表は直後の議会で県議会議長の掌中で宣誓する ─ 2005年12月８日の地域圏法第33条）。 

（第42条 

 §1. 出席できない県代表は、不都合を通告した期間中、理事会の提案によりその属する政治集団の議員中から議会で指名された議

員と交代する。 

    交代した議員は本編第Ⅱ章第74条で言及されている兼職禁止のこの規定の適用について考慮する義務がある。 

    出席できない県代表は、与党の協定により拘束される政治集団に所属する理事会の全構成員及び全議員が同一の性の場合には、

本編第Ⅱ章第40条§２第２段落で定められた諸条件で、議会以外の代表と交代することができる。 

 §2. 子どもの出産若しくは養育のために育児休暇を取りたい県代表は、理事会に書面で送られるその要求で、本編第Ⅱ章第９条の

対象となる期間、交代となる。 

 §3. 引き続き１か月間県理事会の同意なしに会議を欠席した県代表は誰もが辞職したものと見なされる。 

    この辞職は県議会によるその同意の後で有効となる。 

 §4. 県代表職の辞任は書面で議会に通告され、議会はこの通告後の最初の会議のときに正当な決定として承諾する。 

    辞職は議会が承認した日に発効する。 

 §5. その選挙の時点で議会の構成員となった県代表は議会の一員となるのを辞めた場合にその資格を失う ─ 2005年12月８日の地

域圏法第33条）。 

（第43条 本編第Ⅱ章第39条§４と抵触することなく、辞職した県代表及び統一改選時の県代表たちは、同第44条に予定されるような

動議の対象となった理事会と同様に、その後任たちが職に就くまで県の当面の問題の迅速な処理に当たる ― 2005年12月８日の地域

圏法第33条）。 

（第44条 

 §1. 理事会は、その構成員各自と同様に、議会に責任を負う。 

    議会は理事会に、又はその構成員の一人乃至複数人に関して不信任動議を可決することができる。 

    この動議は、理事会に、場合に応じて、その構成員の一人乃至複数人の後任を推薦する場合には認められない。 

    動議が理事会全員に関係するときは、交代して与党を構成する各政治集団の議員の少なくとも半数により提出されなければ認

められない。 

    この場合には理事会への後任の推薦は新たな与党協定となる。 

    動議が理事会構成員の一人乃至複数人に関係するときは、与党協定に参加する各政治集団の議員の少なくとも半数により提出

されなければ認められない。 

    （不信任動議についての討論及び表決は、県事務総長の手元へのその付託後それが仮にこの付託の後少なくとも満７日に転送

される限り、県議会のすぐ後の議事日程に記載される。不信任動議の原本は県事務総長により遅滞なく理事会及び議会の各構成

員たちに送られる。不信任動議の付託は遅滞なく県議会所在地での掲示により周知が図られる ― 2006年６月８日の地域圏法第

３条の第２項第１段落）。 

    （不信任動議が理事会の構成員の一人乃至複数人に対して向けられるときは、これは、それが提出された場合には、各自に、

議会でそれに従うか、且つあらゆる場合にまだ投票の行われていない直前に、その自由裁量に任せる ― 2006年６月８日の地域

圏法第３条の第２項第２段落）。 

    不信任動議は議会構成員の過半数でなければ可決することができない。（県議会は絶対の権威を持って根拠とされた理由を評

価する ― 2006年６月８日の地域圏法第３条の第２項第３段落）。 

    （不信任動議は県議会により公開の席上で審理される。動議自体の投票は発声で行われる ― 2006年６月８日の地域圏法第３

条の第２項第４段落）。 

    動議の可決は理事会の、又は異議を申し立てられたその構成員の一人乃至複数人の辞職並びに新理事会の又は新構成員の一人

乃至複数人の選挙を伴う。 

 §2. 理事会全員に関する不信任動議は県理事会の就任後１年半の期限が過ぎなければ提出することはできない。 

    理事会全員に対する不信任動議が議会により可決されたときは、いかなる新たな連帯不信任動議も１年の期限が切れる前には

提出することができない。 

    理事会全員に関するいかなる不信任動議も選挙の前年の６月30日の前には提出することができない ― 2005年12月８日の地域

圏法第33条）。 

第45条 

 §1. 県代表たちは額が上院の任務と密接に関連する議員手当の額に相当する俸給を受け取る。 

 §2. 県代表たちはその職務の遂行に固有の全責任に見合う一括補償の手当を受け取る。 

    この手当の額は上院の任務と密接に関連して説明される費用のための一括補償手当の額に等しい。 
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    但し、県庁所在地に住まない県代表たちは県議会により決められる規程に従ってその旅費が弁償される。 

 〔§３は全文改正〕(３) 

 §3. 本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条で規定する政治的類の任務、その派生的任務及び職務、公務のために県代表たちに与

える報酬及び現物給与は§１に予定される俸給の額の半分を超えてはならない。 

    第１段落で決められた制限超過の場合は、県代表の報酬及び/又は現物給与の額はその任務以外の活動の報酬として収受され

る給与及び/又はその派生的任務及び本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に規定される政治的類の任務、職務、公務を理由

に県代表が受け取る報酬及び現物給与の額は妥当な金額に減らされる ― 2007年12月20日のワロン政府規則第４条第１段落）。 

 §4. 県議会は§１及び§２の第１段落の対象となる給与及び一括補償手当の額を決める。 

    県議会は§２の第３段落に予定された手当の額を決める。 

    （… ― 2005年12月８日の地域圏法第34条の２） 

 §5. 各県代表は秘書一人の補佐を受ける。県議会は秘書たちの構成及び資金手当、並びに募集方法、行政上の地位、報酬及び秘書

たちの協力者たちの不確定な手当を決める。 

 （§6.(４) … ― 2007年12月20日のワロン政府規則第４条第２段落）。 

第２小節 県理事 

県理事会の会議及び審議 

第46条 県理事会は県議会によりその選挙の時に指名される県代表の一人により主宰される。 

 （支障がある場合に、その職は議長が他の県代表にその代理を任せない限り、第１序列の県代表により代理される ― 2005年12月８

日の地域圏法第35条）。 

 知事は政府委員として発言権も議決権もなしに議会に出席する。 

 県理事会はその内規について議会の承認を受ける。 

 その審議の準備のために、県理事会はその権限内の事項を県代表たちの間に振り分ける。 

 この振分けは議会に伝えられる。 

 県理事会は県代表の過半数が出席したときに審議することができる。いずれかの事項について、県理事会が人数の上で審議するのに

十分でない場合は、この人数を満たすために一人乃至二人の県議会議員に責任を負わせることができる。 

 議員たちは優先表に記載された順序に従って呼び寄せられる。この表は議員たちのその最初の就任の年からの年功序列を、同じ場合

には直近の選挙で獲得された投票数を考慮して作成される。県代表たちに適用される兼職禁止は、本条を適用して、県理事会の補充

にあたり呼び寄せられる県議会議員たちにも適用される。 

 そのような兼職禁止が存在する場合には、はっきりした事項に基づこうと、より概括的な態様によろうと、上述の理事会の議長宛の

書簡により、県理事会の補充を断念することができる。 

 決議は全て出席県代表の絶対過半数を必要とする。提案は可否同数の場合には否決される。 

 県理事会は書類を提出し提案を作成する報告者を指名することができる。 

 報告者は審議の議事録に責任を負う。議事録は出席した構成員の氏名の記載をする。 

 決定には理由が付されなければならない。 

 県議会の決定は全て報告者の氏名並びに出席構成員の氏名を記載しなければならない。 

 前段落に規定された形式は無効についてはほとんど必要がない。 

第３小節 県理事会の権限 

第47条 その選挙後の３か月間に、県理事会は県議会にその任務の期間を通じての、少なくともその主要な政策案、並びにその分野に

関する主要な指標を手直しした予算面を含む政策全般の申告書を提出する。 

 この申告書は又、本法典第２部第Ⅲ巻（《第Ⅱ巻》と読め）第Ⅲ編第Ⅲ章の対象となる協力者協定のために県理事会により提案され

る指標も含む。 

 県議会の承認の後で、この政策全般の申告書は県公報に掲載され、又県のインターネットサイト上にも掲載される。 

第48条 県理事会は、そのために国法、共同体・地域圏法により、又政府により提出される全ての問題についてその意見を寄せる。 

 県理事会は本編第Ⅱ章第32条に関する県益の日々の行政に関するもの全てについて及びその関与が必要か又はそのために政府により

呈示されるもののため国法、共同体・地域圏法の執行について審議する；県理事会は同様に知事によりその政府委員の職務の範囲内

で行われる要請についても審議する。 

 県理事会は議会に若しくは県理事会自身に提出される県益問題の事前審理にも注意を払う。 

 県理事会は議会により手掛けられたものと同様に自らの固有の審議も行う；県理事会はその構成員の一人に担当させることができる。

県理事会は又その構成員の一人乃至複数人に問題の審理を担当させることができる。 

 問題の審理のために、県理事会は県職員の協力を要求することができる。 

                                                                                                                         
(３) 制定時の本条は長文で、県代表の兼職の毎年の申告を義務付け、違反への罰則など事細かに規定していた。 

(４) 制定時の本条は長文で、県代表の兼職の報酬等の毎年の申告を義務付け、違反への罰則など事細かに規定していた。 
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第49条 県理事会は県行政の文書保管機関にも責任を負う。 

第50条 県理事会は、事業収益が必要なときには、その任務を構成員の一人乃至複数人に担当させることができる。 

第４節 知 事 

第51条 知事は県の中にいる政府委員である。 

 2001年７月13日の特別法により修正された1980年８月８日の特別法の第６条§１のⅧの１ºの適用により、知事たちは連邦大臣たち

の一致した見解に基づき政府により任免される。 

第52条 政府委員のその職務の範囲内で、知事若しくはその職務内で代理を務める者は県議会の審議に出席する；知事若しくはその代

理は要求があれば聴聞を受ける；議員たちはこの発言に反論することができる；知事若しくはその代理は、審議中の議会に、適切と

思う要求をする。 

 議会はその出席を要請することができる。 

第53条 政府は、知事に、県内で、共同体・地域圏法及び条例の執行並びにそれらの執行措置に責任を負わせることができる。 

第54条 知事は県内に居住する。 

 政府は知事たちがその地域圏の任務の遂行に必要な手段及び職員を整えるよう監督する。 

 政府は本編第Ⅱ章第32条の§４に従って任命される県職員の枠内で知事部局の職員の異動を規整する。 

 知事は秘書一人の補佐を受ける。政府はそれから構成を定め、実行できる体制を決め、並びに政府が要求することができる手当も決

める。 

第55条 政府委員として、知事は、少なくとも１年に１度県の金庫の検査を確実に行う；知事は必要性を判断するか若しくは政府の要

求があるつど公金を検査させることができる。 

第５節 事務総長及び収入役 

第１小節 事務総長 

第56条 

 §1. 事務総長は県議会により任命される。事務総長は県により企画された選抜試験に基づき任命される。 

    候補者たちは§３所定の諸条件を満たさなければならない。 

 §2. 県事務総長は県内に居住する義務がある。 

 §3. 県事務総長に任命されることができるためには、候補者たちは以下の諸条件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー人であること； 

   ２º 私権及び参政権を享受していること； 

   ３º 行動に非の打ち所がないこと； 

   ４º 兵役上の定め及び良心的兵役義務拒否者法に記されている定めを満たしていること； 

   ５º 以下の卒業証書の保持者である： 

     ― 法学博士若しくは修士； 

     ― 行政学修士； 

     ― 公証人修士；  

     ― 政治学修士； 

     ― 経済学修士； 

     ― 商学修士。 

    この任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

第57条 県議会は第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に従って上位の種類の等級に分類される基礎自治体の基礎自治体秘書の職務に格付

けされる給与体系の上下限内に県事務総長の給与を決める。県議会は事務総長がその他の県公務員に倣って享受する諸補償及び諸手

当を決める。 

第58条 県議会は県公務員法規の予定する懲罰を県事務総長に課することができる。 

 知事の業務に影響のある国家若しくは地域圏の公務員の業務のその指揮内で犯した違反のために、県事務総長は県知事の提案による

制裁手続の対象となることはない。 

第59条 欠勤が正当化された場合には、県事務総長は、その責任において、３日以内に、多くて３日間、県理事会の同意を得て代理者

を指名することができる。この措置は同一の欠勤のために２度繰り返し更新することができる。 

 その他の全ての場合に、県議会は代理を務める事務総長を任命することができる。緊急の場合には、任命が県理事会により行われ、

県議会により直後の会議の最中に追認される。 

 職に就く県事務総長は県事務総長の職務の行使のために必要な諸条件を併有していなければならない。県事務総長代理は県事務総長

に帰属する権限の全てを行使する。 

第60条 県事務総長は県議会及び理事会の会議に出席する；県事務総長は特に議事録の作成及び審議の転記に責任を負う；県事務総長

は県議会及び理事会の白紙も行間の書込みもない別々の記録簿を保管する；これらの記録簿は議長により番号が振られ花押を記され
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る。 

 内規が転記されなければならない審議となるものを決める。 

 そのように転写される議事録は、審議の全ての正本と同様に、県議会の若しくは県理事会の会議での行動次第で、県議会の若しくは

県理事会の議長と一緒であるか、又は規則により規定されるところに従って出席した理事会の構成員全員と一緒に、１か月以内に事

務総長により署名される。 

第61条 写しが事務総長の署名及び県事務総長が保管者である県印を得て発送される。 

 事務総長は記録保管所の管理をする；事務総長は、書き換えることなく、県議会の若しくは県理事会の構成員たちに、請求された書

類の全てを手渡し、且つ必要があれば写しを交付する義務がある。 

 事務総長は、各県議会議員に、県議会の若しくは県理事会の名前で印刷される物全てを１部交付する。 

 県事務総長は、書き換えることなく、関係者全員に議会の若しくは理事会の正本及び記録保管所で管理されている書類を交付する義

務がある。 

 県事務総長は県行政に影響力を持つ職員全体を統率する地位にある。 

 県事務総長は、知事の業務に影響力を持つ配下たちに対する知事の、及び県職員に対する県理事会の指示に従って部局の仕事を管理

する。 

第２小節 収入役 

第62条 

 §1. 県収入役は県議会により任命される。県収入役は県により企画された選抜試験に基づき任命される。 

    候補者たちは§２所定の諸条件を満たさなければならない。 

 §2. 県収入役に任命されることができるためには、候補者たちは以下の諸条件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー人であること； 

   ２º 私権及び参政権を享受していること； 

   ３º 行動に非の打ち所がないこと； 

   ４º 兵役上の定めと良心的兵役義務拒否者法を満たしていること； 

   ５º 地域圏行政府のレベルＡの職に就くこと、並びに応募によるか又は等級の昇進により県職員の一員になることが認められる

卒業証書を保持していること。 

    この任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

 §3. 県収入役は県理事会の権限下に置かれる。 

 §4. 県議会は県公務員法規の予定する懲罰を県収入役に課すことができる｡(５) 

第63条 

 §1. 正当な欠勤の場合には、県収入役は、３日以内に、その責任において、多くても30日間、県理事会の承認を得て代理者を指名

することができる。この措置は同一の欠勤について２度繰り返し更新することができる。 

 §2. その他の場合は全て、県議会は代理を務める収入役を任命することができる。県議会は欠勤が３か月を超えるときにはそのよ

うにする責任を負う。 

 §3. 代役の県収入役は県収入役の職務に従事するのに必要な諸条件を併有していなければならない。県収入役代理は県収入役に帰

属する権限を全て行使する。 

 §4. その任命及びその職務の中止のときには、県理事会の監督下で、管理のための口座の開設及び現金、受取証書の引渡しが行わ

れる。 

第64条 県収入役は、その管理を保証するために、一つ乃至複数の抵当の名義か若しくは形式で、法定価格の保証金を拠出する義務を

負う。 

 政府は保証金の最低及び最高額を定める。 

第65条 毎年の集金額の増加のために又はその他のいずれかの原因のために、県議会により定められた保証金が十分でないと判断され

たときは、限界に達した時点で、最初の保証金に対するのと同じ規定に従って追加の保証金を提供しなければならない。 

 県理事会は保証金が実際に拠出されて必要なときに更新されるよう監視する。 

第66条 決められた期限内にその保証金を拠出しないか若しくは保証金の追加をせず、この遅延を十分な理由により弁明することがで

きない県収入役は誰も辞職したものと見なされてその代りを用意されることになる。 

 保証金の設定に関する費用は全て県収入役の負担となる。 

第67条 県の金庫に欠損が生じた場合には、県は、この保証金が現金で拠出されていたときは、県収入役の保証金についての先取特権

を有する。 

第68条 県収入役は以下に責任を負う： 

                                                                                                                         
(５) この後制定時には長文で県収入役の補償金の供託について基礎自治体同様に事細かに規定していたが全文削除された。 
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第49条 県理事会は県行政の文書保管機関にも責任を負う。 

第50条 県理事会は、事業収益が必要なときには、その任務を構成員の一人乃至複数人に担当させることができる。 

第４節 知 事 

第51条 知事は県の中にいる政府委員である。 

 2001年７月13日の特別法により修正された1980年８月８日の特別法の第６条§１のⅧの１ºの適用により、知事たちは連邦大臣たち

の一致した見解に基づき政府により任免される。 

第52条 政府委員のその職務の範囲内で、知事若しくはその職務内で代理を務める者は県議会の審議に出席する；知事若しくはその代

理は要求があれば聴聞を受ける；議員たちはこの発言に反論することができる；知事若しくはその代理は、審議中の議会に、適切と

思う要求をする。 

 議会はその出席を要請することができる。 

第53条 政府は、知事に、県内で、共同体・地域圏法及び条例の執行並びにそれらの執行措置に責任を負わせることができる。 

第54条 知事は県内に居住する。 

 政府は知事たちがその地域圏の任務の遂行に必要な手段及び職員を整えるよう監督する。 

 政府は本編第Ⅱ章第32条の§４に従って任命される県職員の枠内で知事部局の職員の異動を規整する。 

 知事は秘書一人の補佐を受ける。政府はそれから構成を定め、実行できる体制を決め、並びに政府が要求することができる手当も決

める。 

第55条 政府委員として、知事は、少なくとも１年に１度県の金庫の検査を確実に行う；知事は必要性を判断するか若しくは政府の要

求があるつど公金を検査させることができる。 

第５節 事務総長及び収入役 

第１小節 事務総長 

第56条 

 §1. 事務総長は県議会により任命される。事務総長は県により企画された選抜試験に基づき任命される。 

    候補者たちは§３所定の諸条件を満たさなければならない。 

 §2. 県事務総長は県内に居住する義務がある。 

 §3. 県事務総長に任命されることができるためには、候補者たちは以下の諸条件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー人であること； 

   ２º 私権及び参政権を享受していること； 

   ３º 行動に非の打ち所がないこと； 

   ４º 兵役上の定め及び良心的兵役義務拒否者法に記されている定めを満たしていること； 

   ５º 以下の卒業証書の保持者である： 

     ― 法学博士若しくは修士； 

     ― 行政学修士； 

     ― 公証人修士；  

     ― 政治学修士； 

     ― 経済学修士； 

     ― 商学修士。 

    この任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

第57条 県議会は第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に従って上位の種類の等級に分類される基礎自治体の基礎自治体秘書の職務に格付

けされる給与体系の上下限内に県事務総長の給与を決める。県議会は事務総長がその他の県公務員に倣って享受する諸補償及び諸手

当を決める。 

第58条 県議会は県公務員法規の予定する懲罰を県事務総長に課することができる。 

 知事の業務に影響のある国家若しくは地域圏の公務員の業務のその指揮内で犯した違反のために、県事務総長は県知事の提案による

制裁手続の対象となることはない。 

第59条 欠勤が正当化された場合には、県事務総長は、その責任において、３日以内に、多くて３日間、県理事会の同意を得て代理者

を指名することができる。この措置は同一の欠勤のために２度繰り返し更新することができる。 

 その他の全ての場合に、県議会は代理を務める事務総長を任命することができる。緊急の場合には、任命が県理事会により行われ、

県議会により直後の会議の最中に追認される。 

 職に就く県事務総長は県事務総長の職務の行使のために必要な諸条件を併有していなければならない。県事務総長代理は県事務総長

に帰属する権限の全てを行使する。 

第60条 県事務総長は県議会及び理事会の会議に出席する；県事務総長は特に議事録の作成及び審議の転記に責任を負う；県事務総長

は県議会及び理事会の白紙も行間の書込みもない別々の記録簿を保管する；これらの記録簿は議長により番号が振られ花押を記され
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る。 

 内規が転記されなければならない審議となるものを決める。 

 そのように転写される議事録は、審議の全ての正本と同様に、県議会の若しくは県理事会の会議での行動次第で、県議会の若しくは

県理事会の議長と一緒であるか、又は規則により規定されるところに従って出席した理事会の構成員全員と一緒に、１か月以内に事

務総長により署名される。 

第61条 写しが事務総長の署名及び県事務総長が保管者である県印を得て発送される。 

 事務総長は記録保管所の管理をする；事務総長は、書き換えることなく、県議会の若しくは県理事会の構成員たちに、請求された書

類の全てを手渡し、且つ必要があれば写しを交付する義務がある。 

 事務総長は、各県議会議員に、県議会の若しくは県理事会の名前で印刷される物全てを１部交付する。 

 県事務総長は、書き換えることなく、関係者全員に議会の若しくは理事会の正本及び記録保管所で管理されている書類を交付する義

務がある。 

 県事務総長は県行政に影響力を持つ職員全体を統率する地位にある。 

 県事務総長は、知事の業務に影響力を持つ配下たちに対する知事の、及び県職員に対する県理事会の指示に従って部局の仕事を管理

する。 

第２小節 収入役 

第62条 

 §1. 県収入役は県議会により任命される。県収入役は県により企画された選抜試験に基づき任命される。 

    候補者たちは§２所定の諸条件を満たさなければならない。 

 §2. 県収入役に任命されることができるためには、候補者たちは以下の諸条件を満たさなければならない： 

   １º ベルギー人であること； 

   ２º 私権及び参政権を享受していること； 

   ３º 行動に非の打ち所がないこと； 

   ４º 兵役上の定めと良心的兵役義務拒否者法を満たしていること； 

   ５º 地域圏行政府のレベルＡの職に就くこと、並びに応募によるか又は等級の昇進により県職員の一員になることが認められる

卒業証書を保持していること。 

    この任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

 §3. 県収入役は県理事会の権限下に置かれる。 

 §4. 県議会は県公務員法規の予定する懲罰を県収入役に課すことができる｡(５) 

第63条 

 §1. 正当な欠勤の場合には、県収入役は、３日以内に、その責任において、多くても30日間、県理事会の承認を得て代理者を指名

することができる。この措置は同一の欠勤について２度繰り返し更新することができる。 

 §2. その他の場合は全て、県議会は代理を務める収入役を任命することができる。県議会は欠勤が３か月を超えるときにはそのよ

うにする責任を負う。 

 §3. 代役の県収入役は県収入役の職務に従事するのに必要な諸条件を併有していなければならない。県収入役代理は県収入役に帰

属する権限を全て行使する。 

 §4. その任命及びその職務の中止のときには、県理事会の監督下で、管理のための口座の開設及び現金、受取証書の引渡しが行わ

れる。 

第64条 県収入役は、その管理を保証するために、一つ乃至複数の抵当の名義か若しくは形式で、法定価格の保証金を拠出する義務を

負う。 

 政府は保証金の最低及び最高額を定める。 

第65条 毎年の集金額の増加のために又はその他のいずれかの原因のために、県議会により定められた保証金が十分でないと判断され

たときは、限界に達した時点で、最初の保証金に対するのと同じ規定に従って追加の保証金を提供しなければならない。 

 県理事会は保証金が実際に拠出されて必要なときに更新されるよう監視する。 

第66条 決められた期限内にその保証金を拠出しないか若しくは保証金の追加をせず、この遅延を十分な理由により弁明することがで

きない県収入役は誰も辞職したものと見なされてその代りを用意されることになる。 

 保証金の設定に関する費用は全て県収入役の負担となる。 

第67条 県の金庫に欠損が生じた場合には、県は、この保証金が現金で拠出されていたときは、県収入役の保証金についての先取特権

を有する。 

第68条 県収入役は以下に責任を負う： 

                                                                                                                         
(５) この後制定時には長文で県収入役の補償金の供託について基礎自治体同様に事細かに規定していたが全文削除された。 
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 ａ）県の会計管理及び年次会計報告； 

 ｂ）正規の支払命令書による費用の支払を単独でその責任の下で実施； 

 ｃ）県の名義で開設される会計及び県財務部の業務の管理； 

 ｄ）財務部資金の運用； 

 ｅ）議会、理事会又はそれらにより指定される機関により指示される投資の管理及び集中化； 

 ｆ）特別会計係の管理； 

 ｇ）本法第３部第Ⅱ巻第Ⅲ編の適用による県税の徴収及び強制徴収； 

 ｈ）予算及び複数年の財政計画編成時の財政上の意見の提供。この意見は、要請があったときに、８平日以下ではない県理事会によ

り定められた期限内に県理事会に報告される欠陥に対して賛成と見なされる。 

   収入役の命令により正規の支払命令書の額の支払を拒否するか又は遅らせることがあれば、そのときは支払は県議会の執行下で

続けられ、議会は収入役を召喚し、出席した場合には前もって聴聞を行う。 

第69条 県収入役の給与は、県議会により、第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条により予定されているように住民８万人乃至15万人の基

礎自治体の基礎自治体秘書に適用される給与体系に従って決められる。 

 連邦、地域圏、県若しくは基礎自治体の行政について実行される県収入役の業務は、この職へのその指名の前に、県の負担となるそ

の給与の計算のために考慮に入れられる。 

第70条 県収入役は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

 県議会はこの禁止令に違反した県収入役に懲罰を課す。 

第71条 管理終了の会計報告は県収入役がその職務の遂行を最終的にやめるときに作成される。 

第72条 議会が一定の徴収の任に当たる一人乃至複数人の特別徴収人を指名したとき、本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条に従って、議会は収入

が定期的に県の一般会計に払い込まれるこの徴収人に要求される担保を決める。 

 県に帰属する設備若しくは材料の管理、保管若しくは使用に当たる事務職員は、この設備若しくは材料に責任を負い、又税金及び提

供される供託金に関するものの特別徴収人若しくは会計係と同一視される。 

 県の動産は目録に記載される。動産に含められれば、機械、器具及び材料は第２段落の対象となる会計職員には託されない。 

 それぞれの施設若しくは業務のために作成される動産目録は、毎年、且つ責任を負う職員の配置転換のたびに作り直される。 

第６節 郡 長 

第73条 郡長は、１郡乃至数郡を盛り立て、政府によりその他の全ての任務が命じられる県知事を補佐する。 

 県内の郡に郡長が誰もいない場合には、この任務は県知事により果たされる。 

 (注) そこから現行の本章第73条の下で第１段落の第２文節及び第２段落が法文化されていたワロン内諸県を編成する2004年２月12日の地域圏法第113条は、2005年５月25日の

仲裁院の2005年95号の命令により無効とされた。 

 

（第７節 兼職禁止及び利害の抵触 

第74条 

 §1. 以下の者は県議会及び県理事会の一員とはなれない： 

   １º 下院、上院若しくは欧州議会の構成員； 

   ２º 地域圏及び共同体の議会の構成員； 

   ３º 連邦政府の大臣及び副大臣； 

   ４º 地域圏及び共同体の政府の構成員； 

   ５º 欧州委員会の構成員；  

   ６º 知事、副知事、知事補佐； 

   ７º 郡長； 

   ８º 基礎自治体及び公共福祉センターの書記及び収入役並びに県事務総長； 

   ９º 上級裁判所、下級裁判所、検事局の構成員及び事務総長； 

   10º 国務院の判事；  

   11º 軍隊に招集されている予備役を除く現役軍人； 

   12º 国、地域圏、共同体の収入役又は会計係員； 

   13º これに教員を含む県の公務員及び雇用人、並びに郡長； 

   14º その権限が、自らがそこでのその職務に従事したい県に所属する森林制度に従属する林地に展開されるときの森林管理作業

員。 

 §2. 夫婦又は法定の同棲者たちが同じ理事会の選挙により理事に選ばれる場合には投票の多くを獲得した者、且つ同数の場合には

その間での年長者だけが議席を認められる。 

    この規定の適用により、お互いに、推薦順位に従う候補者たちの帰属により割り振られていた名簿の全投票が選挙で同様に割

り振られるよう考慮されることになる。 
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    二人の夫婦又は法定同棲者たちが議員の一人が現役に別の議員が補欠に選挙された場合には、議席の停止はこの後者には宣告

されない。 

    欠員が埋められるために呼ばれる補欠の間では、優先順位が欠員に先立って主要な順位を決める。 

    議員間の結婚又は法定同棲はその任務を終わらせる ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第75条 県議会の議長、若しくは副議長たち及び議長団の構成員たち、並びに本章第14条の適用により設置された委員会の委員長た

ちも県理事会の構成員になることはできない ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第76条 

 §1. 県知事、県事務総長若しくは郡長は以下の者にはなれない： 

   １º 下院、上院、地域圏及び共同体議会の構成員、連邦国家の大臣及び副大臣、並びに地域圏及び共同体の政府の構成員； 

   ２º 宗教の神職者及び一般信者代表； 

   ３º 知事若しくは事務総長のそれとは別の職務のために公法上の法人から給与を受ける者； 

   ４º 大学の専任及び特任並びに非常勤の教授を除く、国、共同体若しくは基礎自治体から給与を受けるか若しくは補助金を受け

る教育職の担当者； 

   ５º 基礎自治体の長、助役、議員、公共社会福祉センターの長及び議員、基礎自治体及び公共社会福祉センターの書記及び収入

役；  

   ６º 弁護士、裁判所の執達吏及び公証人； 

   ７º ６º、７ºの項目及び県事務総長を除く本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条§１の対象となる職の肩書保持者。 

 §2. 県知事、県事務総長及び郡長の職は、県知事であろうと、県議会であろうと、県理事会であろうと、直属関係にあるその他の

職とは兼職することができない。 

 §3. 配偶者も、両親若しくは４等親まで含む姻戚も、法定同棲者も、県知事、県事務総長及び郡長にも、それらの前２者の一つ及

び県理事会の構成員にもなれない。 

    職務中に生じた姻戚関係はその行為を中断しない。結婚又は法律上の同棲も同様に中断しない ― 2005年12月８日の地域圏法

第36条）。 

（第77条 

 §1. 県理事会の構成員には以下の者はなれない： 

   １º 宗教の神職者及び一般信者代表； 

   ２º 基礎自治体の行政職員： 

   ３º 県事務総長の配偶者若しくは法定同棲者； 

 §2. 県代表職は報酬を受ける現職は一つしか兼職することができない。 

    前段落の中の報酬を受ける現職としては以下のものが考えられる： 

   １º この任務が単なる総会の一員の資格か又はこの機関の運営顧問以上の権限を付与し、つまりそれに収入が帰属する限り、公

私の機関の中で、国、共同体、地域圏、県若しくは基礎自治体の代表として遂行される全ての任務； 

   ２º 少なくとも1990年１月１日の指数軸138.01で総額500ユーロに達するそれに帰属する課税対象となる月収がある限り、公私

の機関の中で、国、共同体、地域圏、県若しくは基礎自治体の代表として遂行される全ての任務。この額は消費者物価指数の

年間上昇に適用される。 

 §3. 政府によりその受け取る賃金を支払われる職業に任命された県代表はこの資格での議席を直ちに辞し、新たな選挙によるしか

その職を回復することができない。 

 §4. 理事会の構成員たちは、既婚者たち、法定同棲者たち、並びに３親等までの親族たち及び姻族たちであってはならない。 

（第78条 以下のことは全ての議員たちに禁じられる： 

   １º 議員が、その選挙の前か後で、個人としてであれ、その問題の責任者としてであれ、その直接の当事者となるか、又はその

両親たちか４親等内の姻戚たち、又は法定同棲者たちが個人的な直接の利害を持っている対象についての審議に出席するこ

と； 

   ２º 県のためにいずれかの業務、税の徴収、公共事業の提供若しくは入札に直接か間接に参加すること； 

   ３º 県に対して向けられる訴訟の弁護士、公証人又は問題の責任者としての参加すること；同じ資格で、県益の何らかのいずれ

かの訴訟事件に起訴し、意見を述べ又は従事することはできない； 

   ４º 懲戒若しくは懲戒処分による停職事件において職員の一員の助言者として参加すること； 

   ５º 県の交渉委員会若しくは協議委員会に組合組織の代表若しくは専門家として参加すること。 

 前述の措置は県の事務総長、収入役及び理事会の構成員たちに、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼できる人物にも適用でき

る ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第79条 県を代表する弁護士たちは性質が理事会に属するか又は告訴する権限を有する事件において相談を受けることができない。 

 その弁護士たちは県理事会へのその選挙の前に相談を受けていた事件に関係する審議には参加することができない ― 2005年12月８
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 ａ）県の会計管理及び年次会計報告； 

 ｂ）正規の支払命令書による費用の支払を単独でその責任の下で実施； 

 ｃ）県の名義で開設される会計及び県財務部の業務の管理； 

 ｄ）財務部資金の運用； 

 ｅ）議会、理事会又はそれらにより指定される機関により指示される投資の管理及び集中化； 

 ｆ）特別会計係の管理； 

 ｇ）本法第３部第Ⅱ巻第Ⅲ編の適用による県税の徴収及び強制徴収； 

 ｈ）予算及び複数年の財政計画編成時の財政上の意見の提供。この意見は、要請があったときに、８平日以下ではない県理事会によ

り定められた期限内に県理事会に報告される欠陥に対して賛成と見なされる。 

   収入役の命令により正規の支払命令書の額の支払を拒否するか又は遅らせることがあれば、そのときは支払は県議会の執行下で

続けられ、議会は収入役を召喚し、出席した場合には前もって聴聞を行う。 

第69条 県収入役の給与は、県議会により、第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条により予定されているように住民８万人乃至15万人の基

礎自治体の基礎自治体秘書に適用される給与体系に従って決められる。 

 連邦、地域圏、県若しくは基礎自治体の行政について実行される県収入役の業務は、この職へのその指名の前に、県の負担となるそ

の給与の計算のために考慮に入れられる。 

第70条 県収入役は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

 県議会はこの禁止令に違反した県収入役に懲罰を課す。 

第71条 管理終了の会計報告は県収入役がその職務の遂行を最終的にやめるときに作成される。 

第72条 議会が一定の徴収の任に当たる一人乃至複数人の特別徴収人を指名したとき、本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条に従って、議会は収入

が定期的に県の一般会計に払い込まれるこの徴収人に要求される担保を決める。 

 県に帰属する設備若しくは材料の管理、保管若しくは使用に当たる事務職員は、この設備若しくは材料に責任を負い、又税金及び提

供される供託金に関するものの特別徴収人若しくは会計係と同一視される。 

 県の動産は目録に記載される。動産に含められれば、機械、器具及び材料は第２段落の対象となる会計職員には託されない。 

 それぞれの施設若しくは業務のために作成される動産目録は、毎年、且つ責任を負う職員の配置転換のたびに作り直される。 

第６節 郡 長 

第73条 郡長は、１郡乃至数郡を盛り立て、政府によりその他の全ての任務が命じられる県知事を補佐する。 

 県内の郡に郡長が誰もいない場合には、この任務は県知事により果たされる。 

 (注) そこから現行の本章第73条の下で第１段落の第２文節及び第２段落が法文化されていたワロン内諸県を編成する2004年２月12日の地域圏法第113条は、2005年５月25日の

仲裁院の2005年95号の命令により無効とされた。 

 

（第７節 兼職禁止及び利害の抵触 

第74条 

 §1. 以下の者は県議会及び県理事会の一員とはなれない： 

   １º 下院、上院若しくは欧州議会の構成員； 

   ２º 地域圏及び共同体の議会の構成員； 

   ３º 連邦政府の大臣及び副大臣； 

   ４º 地域圏及び共同体の政府の構成員； 

   ５º 欧州委員会の構成員；  

   ６º 知事、副知事、知事補佐； 

   ７º 郡長； 

   ８º 基礎自治体及び公共福祉センターの書記及び収入役並びに県事務総長； 

   ９º 上級裁判所、下級裁判所、検事局の構成員及び事務総長； 

   10º 国務院の判事；  

   11º 軍隊に招集されている予備役を除く現役軍人； 

   12º 国、地域圏、共同体の収入役又は会計係員； 

   13º これに教員を含む県の公務員及び雇用人、並びに郡長； 

   14º その権限が、自らがそこでのその職務に従事したい県に所属する森林制度に従属する林地に展開されるときの森林管理作業

員。 

 §2. 夫婦又は法定の同棲者たちが同じ理事会の選挙により理事に選ばれる場合には投票の多くを獲得した者、且つ同数の場合には

その間での年長者だけが議席を認められる。 

    この規定の適用により、お互いに、推薦順位に従う候補者たちの帰属により割り振られていた名簿の全投票が選挙で同様に割

り振られるよう考慮されることになる。 

－ 177 － 

    二人の夫婦又は法定同棲者たちが議員の一人が現役に別の議員が補欠に選挙された場合には、議席の停止はこの後者には宣告

されない。 

    欠員が埋められるために呼ばれる補欠の間では、優先順位が欠員に先立って主要な順位を決める。 

    議員間の結婚又は法定同棲はその任務を終わらせる ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第75条 県議会の議長、若しくは副議長たち及び議長団の構成員たち、並びに本章第14条の適用により設置された委員会の委員長た

ちも県理事会の構成員になることはできない ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第76条 

 §1. 県知事、県事務総長若しくは郡長は以下の者にはなれない： 

   １º 下院、上院、地域圏及び共同体議会の構成員、連邦国家の大臣及び副大臣、並びに地域圏及び共同体の政府の構成員； 

   ２º 宗教の神職者及び一般信者代表； 

   ３º 知事若しくは事務総長のそれとは別の職務のために公法上の法人から給与を受ける者； 

   ４º 大学の専任及び特任並びに非常勤の教授を除く、国、共同体若しくは基礎自治体から給与を受けるか若しくは補助金を受け

る教育職の担当者； 

   ５º 基礎自治体の長、助役、議員、公共社会福祉センターの長及び議員、基礎自治体及び公共社会福祉センターの書記及び収入

役；  

   ６º 弁護士、裁判所の執達吏及び公証人； 

   ７º ６º、７ºの項目及び県事務総長を除く本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条§１の対象となる職の肩書保持者。 

 §2. 県知事、県事務総長及び郡長の職は、県知事であろうと、県議会であろうと、県理事会であろうと、直属関係にあるその他の

職とは兼職することができない。 

 §3. 配偶者も、両親若しくは４等親まで含む姻戚も、法定同棲者も、県知事、県事務総長及び郡長にも、それらの前２者の一つ及

び県理事会の構成員にもなれない。 

    職務中に生じた姻戚関係はその行為を中断しない。結婚又は法律上の同棲も同様に中断しない ― 2005年12月８日の地域圏法

第36条）。 

（第77条 

 §1. 県理事会の構成員には以下の者はなれない： 

   １º 宗教の神職者及び一般信者代表； 

   ２º 基礎自治体の行政職員： 

   ３º 県事務総長の配偶者若しくは法定同棲者； 

 §2. 県代表職は報酬を受ける現職は一つしか兼職することができない。 

    前段落の中の報酬を受ける現職としては以下のものが考えられる： 

   １º この任務が単なる総会の一員の資格か又はこの機関の運営顧問以上の権限を付与し、つまりそれに収入が帰属する限り、公

私の機関の中で、国、共同体、地域圏、県若しくは基礎自治体の代表として遂行される全ての任務； 

   ２º 少なくとも1990年１月１日の指数軸138.01で総額500ユーロに達するそれに帰属する課税対象となる月収がある限り、公私

の機関の中で、国、共同体、地域圏、県若しくは基礎自治体の代表として遂行される全ての任務。この額は消費者物価指数の

年間上昇に適用される。 

 §3. 政府によりその受け取る賃金を支払われる職業に任命された県代表はこの資格での議席を直ちに辞し、新たな選挙によるしか

その職を回復することができない。 

 §4. 理事会の構成員たちは、既婚者たち、法定同棲者たち、並びに３親等までの親族たち及び姻族たちであってはならない。 

（第78条 以下のことは全ての議員たちに禁じられる： 

   １º 議員が、その選挙の前か後で、個人としてであれ、その問題の責任者としてであれ、その直接の当事者となるか、又はその

両親たちか４親等内の姻戚たち、又は法定同棲者たちが個人的な直接の利害を持っている対象についての審議に出席するこ

と； 

   ２º 県のためにいずれかの業務、税の徴収、公共事業の提供若しくは入札に直接か間接に参加すること； 

   ３º 県に対して向けられる訴訟の弁護士、公証人又は問題の責任者としての参加すること；同じ資格で、県益の何らかのいずれ

かの訴訟事件に起訴し、意見を述べ又は従事することはできない； 

   ４º 懲戒若しくは懲戒処分による停職事件において職員の一員の助言者として参加すること； 

   ５º 県の交渉委員会若しくは協議委員会に組合組織の代表若しくは専門家として参加すること。 

 前述の措置は県の事務総長、収入役及び理事会の構成員たちに、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼できる人物にも適用でき

る ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第79条 県を代表する弁護士たちは性質が理事会に属するか又は告訴する権限を有する事件において相談を受けることができない。 

 その弁護士たちは県理事会へのその選挙の前に相談を受けていた事件に関係する審議には参加することができない ― 2005年12月８
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日の地域圏法第36条）。 

（第80条 県代表は県、国、共同体、地域圏、県内の基礎自治体のためのいずれかの業務、税の徴収、公共事業の提供若しくは入札に

直接にも間接にも参加することはできない ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第81条 県代表は知事から官公署若しくは行政のために県内で行われるか若しくは行われてきたいずれかの調達、入札若しくは事業

に直接か若しくは間接的に参加することを禁じられる― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第81条の２ 

 §1. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条乃至第77条の対象となる兼職禁止を犯した種類の事実を確認した政府はそれにより議会に知らせ、又

受領証と引替えに当事者に兼職禁止を引き起こす性質の事実の通告を手渡す。 

    前段落の対象となる通告の、又要求があった場合には当事者に知られる遅くとも８日前に、場合によってはその自由意思での

議会と一緒に、政府若しくはその代表は兼職禁止を確認し、必要な場合には理由を付した決定により当事者に辞職の法的措置を

執る。この決定は政府若しくはその代表の処置により当事者の議会構成員及びそこから議会に報告する理事会に通告される。 

 §2. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第78条乃至第81条の無理解を引き起こした性質の事実を確認した政府はそこで議会に報告し当事者に対して

受領証と引き替えに当事者に辞職を余儀なくさせる性質の事実を通告する。 

    前段落の対象となる通告の、且つ要求があった場合には当事者に知られる遅くとも８日前に、場合によってはその自由意思で

の議会と一緒に、政府若しくはその代表は兼職禁止を確認し、必要な場合には理由を付した決定により当事者に辞職の法的措置

を執る。 

    この決定は政府若しくはその代表の処置により当事者及びそこから議会に報告する理事会に通告される― 2005年12月８日の

地域圏法第36条）。 

第８節 宣 誓 

第82条 県議会議員及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼できる人物、並びに県理事会の構成員は職務に就く前に以下の宣誓

を行う： 

 《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

第83条 この宣誓は、公開議場で、県議会議長の掌中で本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる県議会議員たち及び信頼できる人物によ

り行われる。 

 県代表たちは、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第40条§３に従って、県議会議長の掌中で宣誓する。 

 上記の公務員たちが、宣誓をするために引き続き再度の招集状を受理した後、正当な理由なしに欠席し、その手続を踏んだ場合は、

辞職したものと見なされる。 

第84条 就任する前に、県収入役は以下の宣誓をする： 

 《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 県収入役は県議会議長の掌中で宣誓する。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡で勤務するよう招請された後で宣誓しなかった収入役は、その任命を断念したものと見なされる。 

第85条 就任する前に、県事務総長は以下の宣誓をする： 

 《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 県事務総長は県議会の公開の会議中に議長の掌中で宣誓する。 

 正当な理由なしに、直ぐ次の県議会のときに、書留郵便の書簡で勤務するよう招請された後で宣誓しなかった事務総長は、その任命

を断念したものと見なされる。 

第Ⅲ章 県当局の議事録 

第１節 議事録の作成 

第１条 県の書簡及び議事録は県理事会議長により署名され、事務総長により連署される。 

 理事会議長は書面により一定の文書の署名を県理事会の構成員の一人乃至複数人に委任することができる。議長はこの委任をいつで

も撤回することができる。 

 委任の記載事項は委任の権限を有する県代表の署名、氏名及び資格の前に置かれなければならない。 

 県理事会は県公務員の一人乃至複数人に一定の文書の連署を委任することを事務総長に許可することができる。 

 この委任は書面で行われる；県理事会はそのすぐ後の会議の最中に報告を受ける。 

 委任の記載事項はその署名する全ての文書について委任される公務員の署名、氏名及び資格の前に置かれなければならない。 

第２節 法令の公布 

第２条 議会若しくは県理事会の規則及び条例は、その名称、関係議長の署名及び事務総長の連署を付して公布される。 

 これらの規則及び条例は県公報で公布され、又県のインターネットサイト上にも掲載される。 

第３条 それぞれの議長により署名され県事務総長により連署された規則及び条例は、政府の承認を得て、必要なときは、その問題に

関係のある官公署に移送される。 

 それらの規則及び条例は、県公報で公布され、又県のインターネットサイト上に掲載された８日後に、この期限が規則若しくは条例
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により短縮された場合を除き、強制力を持つようになる。 

 県議会若しくは理事会は県公報の掲載及び県のインターネットサイト上の掲載に加えて、特別な公表方法を規定することができる。 

第Ⅳ章 住民投票 

第１条 県議会は、県住民の発議権によろうと、その請求によろうと、県益事項について住民の意向を求める決定をすることができる。 

 県住民から出された発議は少なくともその10％により支持されなければならない。 

第２条 県住民の発議への意向を聞く仕組みの請求は全て書留郵便で理事会に送られなければならない。 

 その請求には理由書及び県議会に情報を伝える性質の文書が付け加えられる。 

第３条 県により交付される書式により申し立てられて、件名及び刑法第196条の写しに加えて、以下の記載事項を含む限り受理でき

る： 

   １º 提案される投票の対象となる問題若しくは諸問題；  

   ２º 請求署名人各自の姓、名、誕生日及び住所； 

   ３º 住民投票を請求する発議に参加する者たちの姓、名、誕生日及び住所。 

第４条 請求を受理したら直ちに県理事会は請求が十分な有効署名数により支持されているかどうかを審査する。 

 県理事会はこの審査のときに以下のものを抹消する： 

   １º 二重署名； 

   ２º 本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第５条§１に定められた諸条件を満たしていない者たちの署名； 

   ３º 身元確認することができるだけの十分なものを示せなかった者たちの署名。 

 有効署名数に達したときに審査は終了する。この場合、県議会は住民投票を準備する。 

第５条 

 §1. 住民投票を請求するか又はその参加者になるためには以下のことが必要である： 

   １º 県の基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されていること； 

   ２º 16歳の年齢に達していること； 

   ３º 有罪判決か又は県の各選挙で投票するのに必要とされるものの点について選挙権の剥奪若しくは停止を伴う決定の対象と

なっていないこと。 

 §2. 住民投票を請求することできるためには、§１に予定された諸条件が請求開始時までに併有されていなければならない。 

    住民投票に参加することができるためには、§１の２º及び３ºに予定された諸条件が投票日に併有されていなければならず、

住民投票への参加者の名簿が確定される期限までに§１の１ºの対象となる条件が存在していなければならない。 

    前述の名簿が確定された日以降に、有罪判決か又は選挙権の剥奪であれ停止であれ、県の各選挙で投票するよう呼び出されて

いる者の側において剥奪される決定の対象となっている参加者たちは、投票の日までにこれと同様当然に前述の名簿から削除さ

れる。 

 §3. 第Ⅳ部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅰ章第３条§１は§１に規定された諸条件を満たした類の者全てに対して適用される。 

    ベルギー国民でない滞在者たちについて及び18歳以下の在外ベルギー人たちについては、もはや上告が受け入れられない有罪

若しくは強制収容の場合には、上級裁判所及び下級裁判所の検察官たちの発案で通告書が発せられ、県の各選挙で投票するよう

呼び出されている者を訴追する宣告がなされている場合には選挙権の剥奪若しくは停止を伴うことになる。 

    通告書が住民投票に参加する者の名簿が確定されてしまった後に発せられた場合には、当事者はこの名簿から削除される。 

 §4. 投票の30日前に（基礎自治体理事会）は住民投票参加者たちの名簿を作成する。 

    この名簿上では以下が手直しされる： 

   １º 上述の日までに基礎自治体の住民登録簿に登録されるか又は記載されていて§１に予定されている参加のその他の諸条件を

満たしている者； 

   ２º この日と投票日との間に16歳に達するはずの参加者； 

   ３º 選挙権の停止が投票の確定される日までに終了するか若しくは終了すると思われる者。 

    参加の諸条件を満たす各人については、参加者名簿は姓、名、誕生日、性別及び主たる住所を記載する。その名簿は基礎自治

体の地区が必要な場合には参加者たちのアルファベット順でも街路の地理上の順序でも連続した番号付けに従って作成される。 

 §5. 住民投票への参加は義務ではない。 

    各参加者は投票権を有する。 

    投票は秘密である。 

    住民投票は日曜日にしか行うことができない。参加者たちは８時から13時まで投票が認められる。13時前に投票所にいた者は

その後投票が認められる。 

 §6. 県住民の少なくとも10％が投票に参加していなければ開票には進めない。 

 §7. 県の住民投票に適用できる選挙法第147条の２の諸規定は、《選挙人》の語は《参加者》の語により置き換えられ、《選挙

人》及び《選挙人たち》の語はそのつど《参加者》及び《参加者たち》の語により、又《のための選挙》の語は《のための住民
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日の地域圏法第36条）。 

（第80条 県代表は県、国、共同体、地域圏、県内の基礎自治体のためのいずれかの業務、税の徴収、公共事業の提供若しくは入札に

直接にも間接にも参加することはできない ― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第81条 県代表は知事から官公署若しくは行政のために県内で行われるか若しくは行われてきたいずれかの調達、入札若しくは事業

に直接か若しくは間接的に参加することを禁じられる― 2005年12月８日の地域圏法第36条）。 

（第81条の２ 

 §1. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条乃至第77条の対象となる兼職禁止を犯した種類の事実を確認した政府はそれにより議会に知らせ、又

受領証と引替えに当事者に兼職禁止を引き起こす性質の事実の通告を手渡す。 

    前段落の対象となる通告の、又要求があった場合には当事者に知られる遅くとも８日前に、場合によってはその自由意思での

議会と一緒に、政府若しくはその代表は兼職禁止を確認し、必要な場合には理由を付した決定により当事者に辞職の法的措置を

執る。この決定は政府若しくはその代表の処置により当事者の議会構成員及びそこから議会に報告する理事会に通告される。 

 §2. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第78条乃至第81条の無理解を引き起こした性質の事実を確認した政府はそこで議会に報告し当事者に対して

受領証と引き替えに当事者に辞職を余儀なくさせる性質の事実を通告する。 

    前段落の対象となる通告の、且つ要求があった場合には当事者に知られる遅くとも８日前に、場合によってはその自由意思で

の議会と一緒に、政府若しくはその代表は兼職禁止を確認し、必要な場合には理由を付した決定により当事者に辞職の法的措置

を執る。 

    この決定は政府若しくはその代表の処置により当事者及びそこから議会に報告する理事会に通告される― 2005年12月８日の

地域圏法第36条）。 

第８節 宣 誓 

第82条 県議会議員及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼できる人物、並びに県理事会の構成員は職務に就く前に以下の宣誓

を行う： 

 《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

第83条 この宣誓は、公開議場で、県議会議長の掌中で本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる県議会議員たち及び信頼できる人物によ

り行われる。 

 県代表たちは、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第40条§３に従って、県議会議長の掌中で宣誓する。 

 上記の公務員たちが、宣誓をするために引き続き再度の招集状を受理した後、正当な理由なしに欠席し、その手続を踏んだ場合は、

辞職したものと見なされる。 

第84条 就任する前に、県収入役は以下の宣誓をする： 

 《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 県収入役は県議会議長の掌中で宣誓する。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡で勤務するよう招請された後で宣誓しなかった収入役は、その任命を断念したものと見なされる。 

第85条 就任する前に、県事務総長は以下の宣誓をする： 

 《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 県事務総長は県議会の公開の会議中に議長の掌中で宣誓する。 

 正当な理由なしに、直ぐ次の県議会のときに、書留郵便の書簡で勤務するよう招請された後で宣誓しなかった事務総長は、その任命

を断念したものと見なされる。 

第Ⅲ章 県当局の議事録 

第１節 議事録の作成 

第１条 県の書簡及び議事録は県理事会議長により署名され、事務総長により連署される。 

 理事会議長は書面により一定の文書の署名を県理事会の構成員の一人乃至複数人に委任することができる。議長はこの委任をいつで

も撤回することができる。 

 委任の記載事項は委任の権限を有する県代表の署名、氏名及び資格の前に置かれなければならない。 

 県理事会は県公務員の一人乃至複数人に一定の文書の連署を委任することを事務総長に許可することができる。 

 この委任は書面で行われる；県理事会はそのすぐ後の会議の最中に報告を受ける。 

 委任の記載事項はその署名する全ての文書について委任される公務員の署名、氏名及び資格の前に置かれなければならない。 

第２節 法令の公布 

第２条 議会若しくは県理事会の規則及び条例は、その名称、関係議長の署名及び事務総長の連署を付して公布される。 

 これらの規則及び条例は県公報で公布され、又県のインターネットサイト上にも掲載される。 

第３条 それぞれの議長により署名され県事務総長により連署された規則及び条例は、政府の承認を得て、必要なときは、その問題に

関係のある官公署に移送される。 

 それらの規則及び条例は、県公報で公布され、又県のインターネットサイト上に掲載された８日後に、この期限が規則若しくは条例
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により短縮された場合を除き、強制力を持つようになる。 

 県議会若しくは理事会は県公報の掲載及び県のインターネットサイト上の掲載に加えて、特別な公表方法を規定することができる。 

第Ⅳ章 住民投票 

第１条 県議会は、県住民の発議権によろうと、その請求によろうと、県益事項について住民の意向を求める決定をすることができる。 

 県住民から出された発議は少なくともその10％により支持されなければならない。 

第２条 県住民の発議への意向を聞く仕組みの請求は全て書留郵便で理事会に送られなければならない。 

 その請求には理由書及び県議会に情報を伝える性質の文書が付け加えられる。 

第３条 県により交付される書式により申し立てられて、件名及び刑法第196条の写しに加えて、以下の記載事項を含む限り受理でき

る： 

   １º 提案される投票の対象となる問題若しくは諸問題；  

   ２º 請求署名人各自の姓、名、誕生日及び住所； 

   ３º 住民投票を請求する発議に参加する者たちの姓、名、誕生日及び住所。 

第４条 請求を受理したら直ちに県理事会は請求が十分な有効署名数により支持されているかどうかを審査する。 

 県理事会はこの審査のときに以下のものを抹消する： 

   １º 二重署名； 

   ２º 本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第５条§１に定められた諸条件を満たしていない者たちの署名； 

   ３º 身元確認することができるだけの十分なものを示せなかった者たちの署名。 

 有効署名数に達したときに審査は終了する。この場合、県議会は住民投票を準備する。 

第５条 

 §1. 住民投票を請求するか又はその参加者になるためには以下のことが必要である： 

   １º 県の基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されていること； 

   ２º 16歳の年齢に達していること； 

   ３º 有罪判決か又は県の各選挙で投票するのに必要とされるものの点について選挙権の剥奪若しくは停止を伴う決定の対象と

なっていないこと。 

 §2. 住民投票を請求することできるためには、§１に予定された諸条件が請求開始時までに併有されていなければならない。 

    住民投票に参加することができるためには、§１の２º及び３ºに予定された諸条件が投票日に併有されていなければならず、

住民投票への参加者の名簿が確定される期限までに§１の１ºの対象となる条件が存在していなければならない。 

    前述の名簿が確定された日以降に、有罪判決か又は選挙権の剥奪であれ停止であれ、県の各選挙で投票するよう呼び出されて

いる者の側において剥奪される決定の対象となっている参加者たちは、投票の日までにこれと同様当然に前述の名簿から削除さ

れる。 

 §3. 第Ⅳ部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅰ章第３条§１は§１に規定された諸条件を満たした類の者全てに対して適用される。 

    ベルギー国民でない滞在者たちについて及び18歳以下の在外ベルギー人たちについては、もはや上告が受け入れられない有罪

若しくは強制収容の場合には、上級裁判所及び下級裁判所の検察官たちの発案で通告書が発せられ、県の各選挙で投票するよう

呼び出されている者を訴追する宣告がなされている場合には選挙権の剥奪若しくは停止を伴うことになる。 

    通告書が住民投票に参加する者の名簿が確定されてしまった後に発せられた場合には、当事者はこの名簿から削除される。 

 §4. 投票の30日前に（基礎自治体理事会）は住民投票参加者たちの名簿を作成する。 

    この名簿上では以下が手直しされる： 

   １º 上述の日までに基礎自治体の住民登録簿に登録されるか又は記載されていて§１に予定されている参加のその他の諸条件を

満たしている者； 

   ２º この日と投票日との間に16歳に達するはずの参加者； 

   ３º 選挙権の停止が投票の確定される日までに終了するか若しくは終了すると思われる者。 

    参加の諸条件を満たす各人については、参加者名簿は姓、名、誕生日、性別及び主たる住所を記載する。その名簿は基礎自治

体の地区が必要な場合には参加者たちのアルファベット順でも街路の地理上の順序でも連続した番号付けに従って作成される。 

 §5. 住民投票への参加は義務ではない。 

    各参加者は投票権を有する。 

    投票は秘密である。 

    住民投票は日曜日にしか行うことができない。参加者たちは８時から13時まで投票が認められる。13時前に投票所にいた者は

その後投票が認められる。 

 §6. 県住民の少なくとも10％が投票に参加していなければ開票には進めない。 

 §7. 県の住民投票に適用できる選挙法第147条の２の諸規定は、《選挙人》の語は《参加者》の語により置き換えられ、《選挙

人》及び《選挙人たち》の語はそのつど《参加者》及び《参加者たち》の語により、又《のための選挙》の語は《のための住民
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投票》の語によりそれぞれ置き換えられるものと解される。 

第６条 本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第１条の意味での県益事項により、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条により定められる事項と解する必要がある。 

 個人の問題及び県の会計、予算、租税並びに給与に関する問題は投票の対象とすることはできない。 

 いかなる住民投票も県議会の改選のための県住民の通常の会合の前16か月の間は実施することができない。さらに、いかなる住民投

票も、下院、上院、諸議会及び欧州議会の構成員たちの直接選挙の前40日間は実施することができない。 

 県住民たちは６か月に１度、１立法期に多くても６度しか投票は実施することができない。県議会の改選が延期されている間は、同

一の対象については唯の１度も投票を実施することができない。 

第７条 住民投票の実施請求は直後の県理事会及び県議会の会議の議事録に記載される。 

 本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第４条の対象となる審査の終了後に記載が行われる。 

 県理事会は、これがいかなる点についても請求を決定する権限がないことが明らかでなければ県議会議事録への記載を行う義務があ

る。 

 この問題に疑義があれば決定するのは県議会である。 

第８条 住民投票の実施についての決定は全て明白な動機付けの対象となる。 

 前段落は投票の対象となった問題に直接関係のある全ての決定にも同様に適用される。 

第９条 投票日の少なくとも１か月前に、県庁は対象となる事項の住民投票の題目を紹介した小冊子を住民が自由に使えるようにする。

この小冊子はさらに本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第２条第２段落の対象となる理由を付した文書、並びに住民たちがそれについて投票を求めら

れる質問若しくは諸質問を含む。 

第10条 質問はこれに対してイエスかノーで答えられるような方法で表現されなければならない。 

第11条 政府は県議会議員選挙のための第４部第Ⅰ巻第Ⅴ編の対象となる手続に類似した県の住民投票の実施手続に関する特別諸諸規

定を定める。 

第12条 政府はそれに従って投票の結果が周知させられる様式を決める。 

第Ⅱ編 県の行政 

第Ⅰ章 県の人事 

第１条 県議会は県職員の給与表を定める。 

第Ⅱ章 県の財産管理 

第１節 契 約 

第１条 県議会は、公債、県財産の取得、放棄及び交換、並びに同じ財産に関する売買を許可する。 

 県議会は県理事会に公債の諸条件を規定するのを任せることができる。 

第２条 県議会は工事、調達若しくは業務の公的な取引契約締結方法及びさらに条件条例を決める。 

 県議会は、そのために経常予算に計上された予算額の限度内で、且つ取引契約の総額が工事、調達及び業務の公的な取引契約及び公

共事業に関する1996年２月８日の勅令第120条第１段落に定められた総額の臨時予算を超えない場合には、日常の管理に関わる取引

契約のために、県理事会にこの権限を委任することができる。 

 不測の事態を招来する差し迫った緊急の場合には、県理事会は第１段落の対象となる議会の権限の発動を行うことができる。 

 その決定は県議会に報告され、それを受けて県議会はその直後の会議の際に行為を確認する。 

 県理事会は手続を開始して取引契約を取得する。県理事会は、その結果が10％以下の追加支出である限り、その実施の途中で必要と

判断したいかような修正も加えることができる。 

第２節 複数県若しくは複数基礎自治体に関する工事 

第３条 複数県に関する保守若しくは修理工事を施工しなければならないときは、各県の議会は討議に招集される；異論が出た場合に

は政府が決定する。 

第Ⅲ章 県の一定の事務事業の管理 

第１節 県公社、独立県公社及び基礎自治体連合、 

非営利法人（Ａ.Ｓ.Ｂ.Ｌ.）その他の団体への県の参加 

第１小節 県公社 

第１条 

 §1. 以下の諸条件が併有される場合には、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される権限に関係する事項の中で、県の施設及び業務は

公社として組織されて県の一般業務の外で管理されることができる： 

   １º この組織の必要性が、県の一般的な業務若しくは施設では効率的な方法が充足することができず前述の記載の対象となる県

益の特殊需要の存在の根拠となる特別な動機の対象となること； 

   ２º 公社が専ら本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に既述されたような県の権限に関わること。 

 §2. 県議会は、県公社に対して、負わなければならない任務の性質及び範囲を明確にする管理計画並びにその任務の実現を評価す

ることができる指標を与える。 
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    この計画は３年間の有効期間を維持する。それは改定することができる。 

    毎年度県理事会は管理計画の実施の評価報告を作成する。 

    報告に基づいて、県議会は管理計画から生ずる責務の実現を検証する。 

第２条 公社の管理自体は商工業の方法に従って行われる。 

 公社の会計年度は暦年と一致する。 

 公社の会計報告は毎年12月31日に締め切られる貸借対照表、営業会計報告及び収支会計報告からなる。 

 公社の純利益は毎年県の金庫に繰り入れられる。 

第３条 県公社の収支は特別会計係により行われる。 

 この特別会計係は担保を提出する本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第72条の対象となる特別収入役と同等に扱われる。 

第２小節 独立県公社 

第４条  

 §1. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される県の権限に関係する事項の内、県議会は、以下の諸条件を併有する場合には、商工業の

性格を有する施設及び事業を法人格を付与される独立県公社に開設することができる： 

   １º この組織の必要性が、前述の記載の対象となる県益の特殊需要の存在をめぐって展開され、県の一般的な業務、施設若しく

は県の公社では効率的な方法が充足することができない特別な動機の対象となる； 

   ２º 独立県公社は本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に列挙されるような県の事項に関わる。 

 §2. 政府は議会がそのために独立県公社を創設することができる商工業的性格を有する活動を決める。 

第５条 

 §1. 独立県公社は理事会及び経営委員会により運営される。 

 §2. 理事会は独立県公社の目的の実現に有用か若しくは必要な活動の全てを実行する権限を有する。 

    理事会は経営委員会により確保される運営を監督し、定期的に報告させる。 

    県議会は独立県公社の理事会の構成員たちを任命する。その人数は県議会議員数の５分の１を超えてはならない。県を代表す

る理事たちは、民主的な内容の諸原則を尊重しない政治集団又は既述の政治諸集団は考慮に入れずに、とりわけ基本的人権・自

由保護協定により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧するような1981年７月30日の法律により、並び

に第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しく

は賛美を抑圧するような1995年３月23日の法律により選挙法の第167条及び第168条に従い県議会の比率で任命される。 

    第３段落の対象とならない各政治集団は職が空いている限り選ばれる。 

    理事会は県議会により任命されたその構成員たちの中から理事長を選出する。 

    理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が裁決権を有する。 

 §3. 経営委員会は日常の運営、この運営に関する代表、並びに理事会の決定執行に責任を有する。同委員会は代表委員１名及び取

締役理事４名で構成され、全員が理事会によりその中から指名され、構成員の多数は県議会により指名される。 

    運営委員会は代表委員により主宰される。運営委員会での票数が可否同数の場合はその投票が裁決権を有する。 

第６条 独立県公社の財政状況及び年次会計の監督は、県議会により公社の理事会以外で任命されて少なくとも１名は企業診断協会会

員の資格を有する３名の役員会に託される。 

 この最後の者以外は、役員会の構成員たちは全て県議会議員である。 

第７条 任務を終えた県議会議員たちは当然独立県公社を退職したと見なされる。 

 独立県公社の様々な機関の任務は全て県議会の就任後の理事会の最初の会議のときに終わる。 

第８条 

 §1. 独立県公社は、その目的の限度内で、その有形無形の財産の取得、使用及び譲渡、その財産の物権の形成若しくは抹消、並び

にそのような決定の実施及び資金調達方法を自由に決定する。 

 §2. 公社は、直接若しくは間接に、社会的目的がその目的と両立できる、子会社のような、県益に対処する公法上若しくは私法上

の協会、団体及び機関と協力することができる。 

    これらの決定は県議会に提出される年次評価報告の特別の要点の対象となる。 

    社会資本の形成への様々な分野の出資金の大きさとは関係なく、独立県公社は投票権の過半数を握って子会社の機関の会長職

を引き受ける。 

    多様な管理及び監督機関における公社に帰属した任務はその中で県議会により選挙法第167条と第168条に従って議会の比例に

より割り当てられる。上述の任務の保持者たちは、県議会議員たちの命令に従い様々な機関の会議の議事録並びに年次予算及び

決算も作成する。 

    一の独立県公社の諸機関において管理者若しくは役員として在席する県議会の構成員たちは、管理者若しくは役員の報酬を受

けるいかなる任務も保有できないし、公社がそれに出資している公法上若しくは私法上の協会、団体及び機関のいかなる報酬を

受ける活動も行うことはできない。 
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投票》の語によりそれぞれ置き換えられるものと解される。 

第６条 本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第１条の意味での県益事項により、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条により定められる事項と解する必要がある。 

 個人の問題及び県の会計、予算、租税並びに給与に関する問題は投票の対象とすることはできない。 

 いかなる住民投票も県議会の改選のための県住民の通常の会合の前16か月の間は実施することができない。さらに、いかなる住民投

票も、下院、上院、諸議会及び欧州議会の構成員たちの直接選挙の前40日間は実施することができない。 

 県住民たちは６か月に１度、１立法期に多くても６度しか投票は実施することができない。県議会の改選が延期されている間は、同

一の対象については唯の１度も投票を実施することができない。 

第７条 住民投票の実施請求は直後の県理事会及び県議会の会議の議事録に記載される。 

 本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第４条の対象となる審査の終了後に記載が行われる。 

 県理事会は、これがいかなる点についても請求を決定する権限がないことが明らかでなければ県議会議事録への記載を行う義務があ

る。 

 この問題に疑義があれば決定するのは県議会である。 

第８条 住民投票の実施についての決定は全て明白な動機付けの対象となる。 

 前段落は投票の対象となった問題に直接関係のある全ての決定にも同様に適用される。 

第９条 投票日の少なくとも１か月前に、県庁は対象となる事項の住民投票の題目を紹介した小冊子を住民が自由に使えるようにする。

この小冊子はさらに本巻第Ⅰ編第Ⅳ章第２条第２段落の対象となる理由を付した文書、並びに住民たちがそれについて投票を求めら

れる質問若しくは諸質問を含む。 

第10条 質問はこれに対してイエスかノーで答えられるような方法で表現されなければならない。 

第11条 政府は県議会議員選挙のための第４部第Ⅰ巻第Ⅴ編の対象となる手続に類似した県の住民投票の実施手続に関する特別諸諸規

定を定める。 

第12条 政府はそれに従って投票の結果が周知させられる様式を決める。 

第Ⅱ編 県の行政 

第Ⅰ章 県の人事 

第１条 県議会は県職員の給与表を定める。 

第Ⅱ章 県の財産管理 

第１節 契 約 

第１条 県議会は、公債、県財産の取得、放棄及び交換、並びに同じ財産に関する売買を許可する。 

 県議会は県理事会に公債の諸条件を規定するのを任せることができる。 

第２条 県議会は工事、調達若しくは業務の公的な取引契約締結方法及びさらに条件条例を決める。 

 県議会は、そのために経常予算に計上された予算額の限度内で、且つ取引契約の総額が工事、調達及び業務の公的な取引契約及び公

共事業に関する1996年２月８日の勅令第120条第１段落に定められた総額の臨時予算を超えない場合には、日常の管理に関わる取引

契約のために、県理事会にこの権限を委任することができる。 

 不測の事態を招来する差し迫った緊急の場合には、県理事会は第１段落の対象となる議会の権限の発動を行うことができる。 

 その決定は県議会に報告され、それを受けて県議会はその直後の会議の際に行為を確認する。 

 県理事会は手続を開始して取引契約を取得する。県理事会は、その結果が10％以下の追加支出である限り、その実施の途中で必要と

判断したいかような修正も加えることができる。 

第２節 複数県若しくは複数基礎自治体に関する工事 

第３条 複数県に関する保守若しくは修理工事を施工しなければならないときは、各県の議会は討議に招集される；異論が出た場合に

は政府が決定する。 

第Ⅲ章 県の一定の事務事業の管理 

第１節 県公社、独立県公社及び基礎自治体連合、 

非営利法人（Ａ.Ｓ.Ｂ.Ｌ.）その他の団体への県の参加 

第１小節 県公社 

第１条 

 §1. 以下の諸条件が併有される場合には、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される権限に関係する事項の中で、県の施設及び業務は

公社として組織されて県の一般業務の外で管理されることができる： 

   １º この組織の必要性が、県の一般的な業務若しくは施設では効率的な方法が充足することができず前述の記載の対象となる県

益の特殊需要の存在の根拠となる特別な動機の対象となること； 

   ２º 公社が専ら本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に既述されたような県の権限に関わること。 

 §2. 県議会は、県公社に対して、負わなければならない任務の性質及び範囲を明確にする管理計画並びにその任務の実現を評価す

ることができる指標を与える。 
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    この計画は３年間の有効期間を維持する。それは改定することができる。 

    毎年度県理事会は管理計画の実施の評価報告を作成する。 

    報告に基づいて、県議会は管理計画から生ずる責務の実現を検証する。 

第２条 公社の管理自体は商工業の方法に従って行われる。 

 公社の会計年度は暦年と一致する。 

 公社の会計報告は毎年12月31日に締め切られる貸借対照表、営業会計報告及び収支会計報告からなる。 

 公社の純利益は毎年県の金庫に繰り入れられる。 

第３条 県公社の収支は特別会計係により行われる。 

 この特別会計係は担保を提出する本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第72条の対象となる特別収入役と同等に扱われる。 

第２小節 独立県公社 

第４条  

 §1. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される県の権限に関係する事項の内、県議会は、以下の諸条件を併有する場合には、商工業の

性格を有する施設及び事業を法人格を付与される独立県公社に開設することができる： 

   １º この組織の必要性が、前述の記載の対象となる県益の特殊需要の存在をめぐって展開され、県の一般的な業務、施設若しく

は県の公社では効率的な方法が充足することができない特別な動機の対象となる； 

   ２º 独立県公社は本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に列挙されるような県の事項に関わる。 

 §2. 政府は議会がそのために独立県公社を創設することができる商工業的性格を有する活動を決める。 

第５条 

 §1. 独立県公社は理事会及び経営委員会により運営される。 

 §2. 理事会は独立県公社の目的の実現に有用か若しくは必要な活動の全てを実行する権限を有する。 

    理事会は経営委員会により確保される運営を監督し、定期的に報告させる。 

    県議会は独立県公社の理事会の構成員たちを任命する。その人数は県議会議員数の５分の１を超えてはならない。県を代表す

る理事たちは、民主的な内容の諸原則を尊重しない政治集団又は既述の政治諸集団は考慮に入れずに、とりわけ基本的人権・自

由保護協定により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧するような1981年７月30日の法律により、並び

に第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しく

は賛美を抑圧するような1995年３月23日の法律により選挙法の第167条及び第168条に従い県議会の比率で任命される。 

    第３段落の対象とならない各政治集団は職が空いている限り選ばれる。 

    理事会は県議会により任命されたその構成員たちの中から理事長を選出する。 

    理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が裁決権を有する。 

 §3. 経営委員会は日常の運営、この運営に関する代表、並びに理事会の決定執行に責任を有する。同委員会は代表委員１名及び取

締役理事４名で構成され、全員が理事会によりその中から指名され、構成員の多数は県議会により指名される。 

    運営委員会は代表委員により主宰される。運営委員会での票数が可否同数の場合はその投票が裁決権を有する。 

第６条 独立県公社の財政状況及び年次会計の監督は、県議会により公社の理事会以外で任命されて少なくとも１名は企業診断協会会

員の資格を有する３名の役員会に託される。 

 この最後の者以外は、役員会の構成員たちは全て県議会議員である。 

第７条 任務を終えた県議会議員たちは当然独立県公社を退職したと見なされる。 

 独立県公社の様々な機関の任務は全て県議会の就任後の理事会の最初の会議のときに終わる。 

第８条 

 §1. 独立県公社は、その目的の限度内で、その有形無形の財産の取得、使用及び譲渡、その財産の物権の形成若しくは抹消、並び

にそのような決定の実施及び資金調達方法を自由に決定する。 

 §2. 公社は、直接若しくは間接に、社会的目的がその目的と両立できる、子会社のような、県益に対処する公法上若しくは私法上

の協会、団体及び機関と協力することができる。 

    これらの決定は県議会に提出される年次評価報告の特別の要点の対象となる。 

    社会資本の形成への様々な分野の出資金の大きさとは関係なく、独立県公社は投票権の過半数を握って子会社の機関の会長職

を引き受ける。 

    多様な管理及び監督機関における公社に帰属した任務はその中で県議会により選挙法第167条と第168条に従って議会の比例に

より割り当てられる。上述の任務の保持者たちは、県議会議員たちの命令に従い様々な機関の会議の議事録並びに年次予算及び

決算も作成する。 

    一の独立県公社の諸機関において管理者若しくは役員として在席する県議会の構成員たちは、管理者若しくは役員の報酬を受

けるいかなる任務も保有できないし、公社がそれに出資している公法上若しくは私法上の協会、団体及び機関のいかなる報酬を

受ける活動も行うことはできない。 
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第９条 

 §1. 県議会は、独立県公社と、負わなければならない任務の性質及び範囲を明確にする管理契約をその任務の実現を評価できる指

標と併せて締結する。 

    この契約は３年間の有効期間を維持する。それは改定することができる。 

 §2. 毎年度理事会は§１の対象となる管理契約を実施する事業計画を作成する。 

    さらに、管理契約の作成時に、経営委員会は管理契約の実施状況並びに前会計年度の事業計画の実施の評価報告を作成する。 

    事業計画及び活動報告は県議会の承認を受けさせられる。代表議員たちが§２の第２段落の対象となる評価について報告を作

成する。 

 §3. 県議会はいかなるときでも経営委員会に独立県公社の活動についてか若しくはその中の一定のものについての報告を要求する

ことができる。 

第10条 会社法の第63条、第130条乃至第144条、第165条乃至第167条、第517条乃至第530条、第538条、第540条、及び第561条乃至第

567条が、本巻に明白に違反しない限り、独立県公社に適用できる。 

第11条 独立県公社は事業の会計及び年次会計報告に関する1975年７月17日の法律に従う。 

第３小節 基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体 

第12条 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される県の権限に関連する事項について、以下の諸条件が併有される場合だけ基礎自治体事務

組合を創設するか若しくは協力することができる。 

   １º この創設若しくは協力の必要性が、県益の特殊需要の存在をめぐって展開され、県の一般的な業務、施設若しくは県の公社

では充足できず前述の記載の対象となる特別な動機の対象となること； 

   ２º 基礎自治体の利益をもたらす対象若しくは諸対象が専ら本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に記載されているような県の権限に関わる

第１部第Ⅴ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条第１段落に従った基礎自治体事務組合の社会目的を構成すること。 

第13条 

 §1. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される県の権限に関連する事項について、以下の諸条件が併有される場合だけ非営利法人若し

くはその他の団体を創設するか若しくは協力することができる。 

   １º この創設若しくは協力の必要性が、県益の特殊需要の存在をめぐって展開され、県の一般的な業務、施設若しくは県の公社

では効率的な方法が充足できず、前述の記載の対象となる特別な動機の対象となること； 

   ２º 非営利法人若しくはその他の団体の社会目的が専ら本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に記載されているような県の権限に、且つその

目的の一部のためだけに関わること。 

 §2. 県は、非営利法人若しくはその他の団体と、負わなければならない任務の性質及び範囲を明確にする管理契約を、その任務の

実現を評価できる指標と併せて締結する。 

    この計画｛契約？｝は３年間の有効期間を維持する。それは改定できる。 

    毎年度県理事会は管理計画｛契約？｝の実施の評価報告を作成する。 

    報告に基づいて、県議会は管理計画｛契約？｝から生ずる責務の実現を検証する。 

第14条 県議会は非営利法人の経営委員会の中からその代表たちを任命する。その人数は県議会議員数の５分の１を超えてはならない。 

 県を代表する理事たちは、民主的な内容の諸原則を尊重しない政治集団又は既述の政治諸集団は考慮に入れずに、とりわけ基本的人

権・自由保護協定により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧するような1981年７月30日の法律により、及

び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛

美を抑圧するような1995年３月23日の法律により選挙法の第167条及び第168条に従い県議会の比率で任命される。 

 第３段落の対象とならない各政治集団は職が空いている限り選ばれる。 

 理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が裁決権を有する。 

第15条 本編第Ⅲ章第12条及び第13条に抵触することなく、その年次評価報告のような管理契約に関する責務は、県が、現行法典の第

３部第Ⅲ巻第Ⅲ編の意味で、基礎自治体連合、非営利法人若しくは団体に、少なくとも年間５万ユーロに相当する援助のため以外に

補助金を出すいずれの場合にも適用できる。 

第２節 県の施設 

第16条 県議会は県益の施設の新設若しくは改修を決定することができる。 

第Ⅳ章 責任及び司法訴訟 

第１節 県の民事責任 

第１条 民事若しくは抑止法廷で損害又は利害訴訟の対象となる県代表は、地域圏若しくは県に訴訟を要請することができる。 

 地域圏若しくは県は自発的に参加することができる。 

第２条 県は、累犯の場合以外は、民法上、その通常の職務執行の最中に犯された違反の結果としての県理事会の構成員たちの罰金の

支払に責任がある。 

 県代表の罰金に対する県の無効訴訟は詐欺、重大な失敗若しくは習慣性を呈する軽度の失敗に限られる。 
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第３条 県は、県理事会の構成員たちがその職務の通常の執行において個人的に負わされ、これに法廷での援護を含む民事上の責任を

負う対象とされる保証をする責任がある。 

 政府は現行規定の執行方法を規整する。 

第２節 司法訴訟 

第４条 県議会は、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第48条及び第Ⅱ編第Ⅱ章第５条に規定されたものに抵触することなく、請求側としてであれ、弁

護側としてであれ、県有財産に関する司法訴訟を許可する。 

第５条 県理事会は法廷において県に対して提起される全ての訴訟行為に対して抗弁することができる；理事会は物権を対象とする訴

訟、例えば占有訴権を提起することができるし、且つ全ての保全訴訟を行うことができる；理事会は法廷に出頭する責任を負う県顧

問及び代理人を選任する。請求側として又は弁護側としての県の司法上の訴訟は県理事会により決定され、その名前でその議長によ

り実施される。 

第Ⅲ編 県の財政 

第Ⅰ章 予算及び会計 

第１節 総 則 

第１条 政府は、県の予算、財政及び複式簿記会計の原則に従った会計の規則、並びに県収入役及び会計係、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第72条

の対象となる徴収人の職務行使方法に関する規則を決める。 

 本巻に予定された表現に反する規定がなければ、県収入役は、投資に意見を表明するか又は同意しなければならないときは、意見若

しくは同意に従った文書若しくは書類の受領の日を４日以内に設定する。 

 県収入役による要請された意見若しくは同意の伝達がなければ、４日の期限切れで賛成と見なされる。 

 否定的意見の全て又は同意の拒否の全ては第２段落に予定された４日の期限終了前に要請した官公署に理由を付して通告されなけれ

ばならない。 

第２条 いかような支出の移転も、議会の許可なしに、他の部門にも、他の予算項目にも行われてはならない。 

第３条 県理事会は、多くの場合、少なくとも年に１度県の収支状況を検査するのに適切な判断をするようなその構成員の一人乃至複

数人を指名する。 

第４条 県理事会は、その構成員たちに、少なくとも年に１度県の金庫の検査を行わせる義務がある；理事会は必要と判断した場合に

はいつでも公金を検査できる。 

第５条 県の収入支出の全体は、予算編成の法規及び監督に関する1993年３月22日法の第７条、第65条及び第66条の規定をケース・バ

イ・ケースで満たす一つ乃至複数の財務機関を介して運用される。 

 第１段落の対象となる機関は、県の名前で開設した口座を持った上で、県がそれに対して負っている支払期限の来た負債額の職責上

の徴収が認められる。 

 職責上規制されるもの以外の県の支出が第１段落の対象となる財務機関を介して支払われるときは、支払命令の利札上に表示される

借方の意見は県により支払の領収書をもたらす財務機関に移送される。この借方の意見は第１段落の対象となる財務機関から届けら

れる郵便により日付が記入される。 

 毎月末前に、政府は県会計のために地域圏行政部により前月中に徴収された資金の決裁を行わせる。 

 国、共同体若しくは地域圏の補助金及びその他の関与はその配分権を有する行政庁により規整される。 

 県の資金の投資の規則は政府により作成される。 

第２節 予算の可決及び決算 

第６条 毎年、10月に行われる会議の際に、必要ならば顧問会議及び/又は経営参加会議の協議の後で、県理事会は県議会に次年度執

行のための予算案、前年度執行された会計報告並びに一般方針の覚書を提出する。 

 一般方針の覚書は少なくとも政策の優先順位及び目標、予算財源及びこの優先順位並びにこの目標が達成されなければならない期限

の表示を含む。 

 県がそれに参加し、少なくとも年間５万ユーロに相当する援助のために補助金を出す公社、基礎自治体事務組合、非営利法人及び団

体の名簿、並びに本巻第Ⅱ編第Ⅲ章の対象となる前年度の執行に関する管理計画及び契約の評価報告が予算案に加えられる。 

 進行中の司法訴訟の一覧表が予算案に付け加えられる。 

 第１段落の対象となる文書が、その審査が途中で行われる会議の満７日前に県議会議員全員に配付される。 

 第１段落の対象となる一般方針は県公報で公表され、又県のインターネットサイト上にも掲載される。 

第７条 予算及び会計報告の審査の機会には、県議会は本編第Ⅰ章第６条の対象となる覚書を綿密な方法で審議する。県議会は同様に

本巻第Ⅱ編第Ⅲ章の対象となる管理計画若しくは契約を有する公社、基礎自治体連合、非営利法人及び団体の一般方針、並びに前年

度の執行に関する管理計画及び契約の評価報告を審議する。 

 この機会には、県議会は前段落の対象となる公社、基礎自治体事務組合、非営利法人及び団体の管理機関の一人乃至複数の構成員に

聴聞することができる。 

第８条 （毎年県議会は前年度執行の県の会計報告を確定する。毎年度の会計報告は、予算報告、成果報告及び貸借対照表、並びに県
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第９条 

 §1. 県議会は、独立県公社と、負わなければならない任務の性質及び範囲を明確にする管理契約をその任務の実現を評価できる指

標と併せて締結する。 

    この契約は３年間の有効期間を維持する。それは改定することができる。 

 §2. 毎年度理事会は§１の対象となる管理契約を実施する事業計画を作成する。 

    さらに、管理契約の作成時に、経営委員会は管理契約の実施状況並びに前会計年度の事業計画の実施の評価報告を作成する。 

    事業計画及び活動報告は県議会の承認を受けさせられる。代表議員たちが§２の第２段落の対象となる評価について報告を作

成する。 

 §3. 県議会はいかなるときでも経営委員会に独立県公社の活動についてか若しくはその中の一定のものについての報告を要求する

ことができる。 

第10条 会社法の第63条、第130条乃至第144条、第165条乃至第167条、第517条乃至第530条、第538条、第540条、及び第561条乃至第

567条が、本巻に明白に違反しない限り、独立県公社に適用できる。 

第11条 独立県公社は事業の会計及び年次会計報告に関する1975年７月17日の法律に従う。 

第３小節 基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体 

第12条 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される県の権限に関連する事項について、以下の諸条件が併有される場合だけ基礎自治体事務

組合を創設するか若しくは協力することができる。 

   １º この創設若しくは協力の必要性が、県益の特殊需要の存在をめぐって展開され、県の一般的な業務、施設若しくは県の公社

では充足できず前述の記載の対象となる特別な動機の対象となること； 

   ２º 基礎自治体の利益をもたらす対象若しくは諸対象が専ら本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に記載されているような県の権限に関わる

第１部第Ⅴ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条第１段落に従った基礎自治体事務組合の社会目的を構成すること。 

第13条 

 §1. 本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の適用される県の権限に関連する事項について、以下の諸条件が併有される場合だけ非営利法人若し

くはその他の団体を創設するか若しくは協力することができる。 

   １º この創設若しくは協力の必要性が、県益の特殊需要の存在をめぐって展開され、県の一般的な業務、施設若しくは県の公社

では効率的な方法が充足できず、前述の記載の対象となる特別な動機の対象となること； 

   ２º 非営利法人若しくはその他の団体の社会目的が専ら本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条に記載されているような県の権限に、且つその

目的の一部のためだけに関わること。 

 §2. 県は、非営利法人若しくはその他の団体と、負わなければならない任務の性質及び範囲を明確にする管理契約を、その任務の

実現を評価できる指標と併せて締結する。 

    この計画｛契約？｝は３年間の有効期間を維持する。それは改定できる。 

    毎年度県理事会は管理計画｛契約？｝の実施の評価報告を作成する。 

    報告に基づいて、県議会は管理計画｛契約？｝から生ずる責務の実現を検証する。 

第14条 県議会は非営利法人の経営委員会の中からその代表たちを任命する。その人数は県議会議員数の５分の１を超えてはならない。 

 県を代表する理事たちは、民主的な内容の諸原則を尊重しない政治集団又は既述の政治諸集団は考慮に入れずに、とりわけ基本的人

権・自由保護協定により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧するような1981年７月30日の法律により、及

び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛

美を抑圧するような1995年３月23日の法律により選挙法の第167条及び第168条に従い県議会の比率で任命される。 

 第３段落の対象とならない各政治集団は職が空いている限り選ばれる。 

 理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が裁決権を有する。 

第15条 本編第Ⅲ章第12条及び第13条に抵触することなく、その年次評価報告のような管理契約に関する責務は、県が、現行法典の第

３部第Ⅲ巻第Ⅲ編の意味で、基礎自治体連合、非営利法人若しくは団体に、少なくとも年間５万ユーロに相当する援助のため以外に

補助金を出すいずれの場合にも適用できる。 

第２節 県の施設 

第16条 県議会は県益の施設の新設若しくは改修を決定することができる。 

第Ⅳ章 責任及び司法訴訟 

第１節 県の民事責任 

第１条 民事若しくは抑止法廷で損害又は利害訴訟の対象となる県代表は、地域圏若しくは県に訴訟を要請することができる。 

 地域圏若しくは県は自発的に参加することができる。 

第２条 県は、累犯の場合以外は、民法上、その通常の職務執行の最中に犯された違反の結果としての県理事会の構成員たちの罰金の

支払に責任がある。 

 県代表の罰金に対する県の無効訴訟は詐欺、重大な失敗若しくは習慣性を呈する軽度の失敗に限られる。 
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第３条 県は、県理事会の構成員たちがその職務の通常の執行において個人的に負わされ、これに法廷での援護を含む民事上の責任を

負う対象とされる保証をする責任がある。 

 政府は現行規定の執行方法を規整する。 

第２節 司法訴訟 

第４条 県議会は、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第48条及び第Ⅱ編第Ⅱ章第５条に規定されたものに抵触することなく、請求側としてであれ、弁

護側としてであれ、県有財産に関する司法訴訟を許可する。 

第５条 県理事会は法廷において県に対して提起される全ての訴訟行為に対して抗弁することができる；理事会は物権を対象とする訴

訟、例えば占有訴権を提起することができるし、且つ全ての保全訴訟を行うことができる；理事会は法廷に出頭する責任を負う県顧

問及び代理人を選任する。請求側として又は弁護側としての県の司法上の訴訟は県理事会により決定され、その名前でその議長によ

り実施される。 

第Ⅲ編 県の財政 

第Ⅰ章 予算及び会計 

第１節 総 則 

第１条 政府は、県の予算、財政及び複式簿記会計の原則に従った会計の規則、並びに県収入役及び会計係、本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第72条

の対象となる徴収人の職務行使方法に関する規則を決める。 

 本巻に予定された表現に反する規定がなければ、県収入役は、投資に意見を表明するか又は同意しなければならないときは、意見若

しくは同意に従った文書若しくは書類の受領の日を４日以内に設定する。 

 県収入役による要請された意見若しくは同意の伝達がなければ、４日の期限切れで賛成と見なされる。 

 否定的意見の全て又は同意の拒否の全ては第２段落に予定された４日の期限終了前に要請した官公署に理由を付して通告されなけれ

ばならない。 

第２条 いかような支出の移転も、議会の許可なしに、他の部門にも、他の予算項目にも行われてはならない。 

第３条 県理事会は、多くの場合、少なくとも年に１度県の収支状況を検査するのに適切な判断をするようなその構成員の一人乃至複

数人を指名する。 

第４条 県理事会は、その構成員たちに、少なくとも年に１度県の金庫の検査を行わせる義務がある；理事会は必要と判断した場合に

はいつでも公金を検査できる。 

第５条 県の収入支出の全体は、予算編成の法規及び監督に関する1993年３月22日法の第７条、第65条及び第66条の規定をケース・バ

イ・ケースで満たす一つ乃至複数の財務機関を介して運用される。 

 第１段落の対象となる機関は、県の名前で開設した口座を持った上で、県がそれに対して負っている支払期限の来た負債額の職責上

の徴収が認められる。 

 職責上規制されるもの以外の県の支出が第１段落の対象となる財務機関を介して支払われるときは、支払命令の利札上に表示される

借方の意見は県により支払の領収書をもたらす財務機関に移送される。この借方の意見は第１段落の対象となる財務機関から届けら

れる郵便により日付が記入される。 

 毎月末前に、政府は県会計のために地域圏行政部により前月中に徴収された資金の決裁を行わせる。 

 国、共同体若しくは地域圏の補助金及びその他の関与はその配分権を有する行政庁により規整される。 

 県の資金の投資の規則は政府により作成される。 

第２節 予算の可決及び決算 

第６条 毎年、10月に行われる会議の際に、必要ならば顧問会議及び/又は経営参加会議の協議の後で、県理事会は県議会に次年度執

行のための予算案、前年度執行された会計報告並びに一般方針の覚書を提出する。 

 一般方針の覚書は少なくとも政策の優先順位及び目標、予算財源及びこの優先順位並びにこの目標が達成されなければならない期限

の表示を含む。 

 県がそれに参加し、少なくとも年間５万ユーロに相当する援助のために補助金を出す公社、基礎自治体事務組合、非営利法人及び団

体の名簿、並びに本巻第Ⅱ編第Ⅲ章の対象となる前年度の執行に関する管理計画及び契約の評価報告が予算案に加えられる。 

 進行中の司法訴訟の一覧表が予算案に付け加えられる。 

 第１段落の対象となる文書が、その審査が途中で行われる会議の満７日前に県議会議員全員に配付される。 

 第１段落の対象となる一般方針は県公報で公表され、又県のインターネットサイト上にも掲載される。 

第７条 予算及び会計報告の審査の機会には、県議会は本編第Ⅰ章第６条の対象となる覚書を綿密な方法で審議する。県議会は同様に

本巻第Ⅱ編第Ⅲ章の対象となる管理計画若しくは契約を有する公社、基礎自治体連合、非営利法人及び団体の一般方針、並びに前年

度の執行に関する管理計画及び契約の評価報告を審議する。 

 この機会には、県議会は前段落の対象となる公社、基礎自治体事務組合、非営利法人及び団体の管理機関の一人乃至複数の構成員に

聴聞することができる。 

第８条 （毎年県議会は前年度執行の県の会計報告を確定する。毎年度の会計報告は、予算報告、成果報告及び貸借対照表、並びに県
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議会がそのための締結方法を選び諸条件を定める労務、調達若しくは業務の取引の入札の名簿を含む ─ 2005年12月８日の地域圏法

第24条の２）。 

 加えて、県議会は毎年遅くとも12月31日に向けて次年度執行の支出予算及びそれに対処する財源について表決する。 

 県の収支は全て予算及び会計報告に計上されなければならない。 

第３節 予算及び会計報告の公表 

第９条 その間にそれが確定した翌月の間に、収支のありのままの要約した会計報告は県公報に掲載され、ワロン地域圏行政部の文書

保管所に預託される。それから会計報告はその承認の翌月中に予算と同様のものとなる。 

 会計報告は、県事務総長に付託され、会計報告の確定から１か月間公衆の閲覧に付される。 

 公衆は県公報、並びに少なくとも県内に配付される日刊紙により、且つ県のインターネットサイト上で入手できる情報により知らさ

れる。 

第Ⅱ章 負担及び支出 

第１条 議会は、毎年度国法及び共同体・地域圏法が県に負担させるもの並びに特に以下のものの歳出予算を計上する責任がある： 

   １º 県事務総長及び県理事会構成員たちの給与、並びにその旅費； 

   ２º Ⅹ年芽月18日及び1809年12月30日の命令に従ったカトリック教会、司教館及び司教区の神学校に関する、並びに1870年３月

４日の法律の第19条の２に予定されたイスラム教会及び東方正教会に関する支出； 

   ３º 県有の若しくは県が使用する大小建築物の家賃、分担金、維持費； 

   ４º 清算されるか若しくは返済期限のきた負債、及びその負担を命ずる裁判所の有罪判決から生ずるもの； 

   ５º 県の収支の予算及び要約した会計報告の印刷費； 

   ６º 議員たちに支払われる議会の会議関係費用並びに出席手当及び交通費、並びに本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼で

きる人物に支払われる費用； 

   ７º 基礎自治体の大建築物の大修理のために基礎自治体に与えられる援助； 

   ８º 県の災害若しくは突発時の支出に対処するよう準備される基金； 

   ９º 知事部局を収容する建物の家賃及び維持費の分担、並びにその動産の保守及び更新の分担、並びに県益の権限行使に帰属す

る活動費。 

第２条 特に以下は地域圏の分担となる： 

   １º 知事の給与及び旅費；但し職務の範囲内で知事により行われる移動から生ずる旅費は県の負担となる； 

   ２º 知事部局に配置されている地域圏の係官の給与及び事務室費； 

   ３º 知事公室及びその部局の建物の家賃及び維持費の部分、並びにその動産の保守及び更新の分担、及び地域圏の利益の権限行

使に帰属する活動費。 

   ４º 郡長たちの給与。 

第３条 県の資金は県理事会により交付される令状によってしか使用されてはならない。 

 県議会の会議の最中に発せられる令状は当該会議を主宰する者やそれに書記を引き受ける者により署名される。 

 前述の規定に反して： 

 ａ）仮にいかなる額であろうと人件費の全て、並びに５万ユーロを超えない活動費及び臨時の事業の投資支出は1846年10月29日の会

計検査院組織法第15条第１段落の１ºに従って組まれた予算により支払われることができる； 

 ｂ）仮にいかなる額であろうと、直接支払われるべき報酬並びに2500ユーロを超えない労務費、調達費及び交通費は同法の第15条第

１段落の２ºに従って組まれた前払金により支払われることができる。この前払金は帳簿上3万7485ユーロを超えてはならない。但

し、この制限は直接の報酬の支払を確保する金額まで超えられることができる。 

  貸付の開始及び前払金を決める証拠書類は、支払の前に、県理事会又はこのために理事会により委任された官公署及び公務員の承

認が与えられる。各受任者は組まれた予算額の制限内でしか支払うことはできない。県の支払協定を監督する総則は政府により作

成される。 

第Ⅲ章 収 入 

第１節 総 則 

第１条 県税の創設及び徴収に関しては、第３部第Ⅲ巻第Ⅱ編に従って行われる。 

第２節 県財政及びパートナーシップ 

第１小節 総 則 

第２条 ワロン地域圏の予算の負担を条件に《県資金》という名の毎年度の資金調達が設けられる。 

 県資金は、本章の諸規定に従って、ワロン・ブラバン、エノー、リエージュ、ルクサンブール及びナミュールの各県の支払に充てら

れる。それには2001年７月のそれから始まる指数の、７月から７月まで計算した消費者物価指数が適用される。 

 県資金の80％は各県の一般財源に使用されて決定される割当なしに収入の財源となる。 
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第２小節 県資金の配分 

第３条 （県資金の総額は県資金の各県に関する割当額が以下のとおりに定められるような方法で配分される： 

   １º ワロン・ブラバンに8.37％ 

   ２º エノーに43.87％  

   ３º リエージュに24.18％ 

   ４º ルクサンブールに8.6％ 

   ５º ナミュールに14.98％ 

 第１段落に反して、この割当額は一時的に以下のように決められる：2006年度： 

   １º ワロン・ブラバンに9.53％ 

   ２º エノーに40.49％ 

   ３º リエージュに25.04％ 

   ４º ルクサンブールに9.26％ 

   ５º ナミュールに15.68％ 

 2007年度： 

   １º ワロン・ブラバンに9.14％ 

   ２º エノーに41.63％ 

   ３º リエージュに24.75％ 

   ４º ルクサンブールに9.03％ 

   ５º ナミュールに15.68％ 

 2008年度： 

   １º ワロン・ブラバンに8.74％ 

   ２º エノーに42.77％ 

   ３º リエージュに24.47％ 

   ４º ルクサンブールに8.81％ 

   ５º ナミュールに15.21％ ― 2006年２月23日の地域圏法案第34条）。 

第４条 （2006年度は、本章第３条の対象となる割当額の16.41％は地域圏とのパートナーシップの財源に割り当てられる。2007年度

からは、政府はパートナーシップに割り当てられる額を固定化する。 

 パートナーシップは、地域圏の分野の諸活動を展開するようなものについて、パートナーシップの範囲内で、地域圏と県の間の協定

の対象となる。県はこの割当額の使用を調整された方法で開始し、地域圏の活動と競合することはない。 

 パートナーシップ協定は期限が３年で、県議会選挙の後の初年度か若しくは４年目の１月１日から開始される。 

 協定は以下のことを明確にする： 

 1. 当事者たちに割り振られる目標、これには本章第６条乃至第８条の対象となる評価に関係する仲介者の目標も含まれる； 

 2. この目標の達成期限； 

 3. 到達するために利用する手段； 

 4. 協定実施の評価基準 ― 2006年２月23日の地域圏法案第35条）。 

 パートナーシップは、地域圏の分野の諸活動を展開するようなものについて、パートナーシップの範囲内で、地域圏と県の間の協定

の対象となる。県はこの割当額の使用を調整された方法で開始し、地域圏の活動と競合することはない。 

 パートナーシップ協定は期限が３年で、県議会選挙の後の初年度か若しくは４年目の１月１日から開始される。 

 協定は以下のことを明確にする： 

 1. 当事者たちに割り振られる目標、これには本章第６条乃至第８条の対象となる評価に関係する中間目標も含まれる； 

 2. この目標の達成期限； 

 3. 到達するために利用する手段； 

 4. 協定実施の評価基準。 

第３小節 パートナーシップ協定 

第５条 各３年間の初めに、ワロンの各県は政府にこの期間内にワロン地域圏とのパートナーシップで処理することを提案する活動の

一覧表を提出する。 

 パートナーシップ協定は地域圏と関係県により遅くとも３年間の初年度の３月31日までに締結される。この期限までにパートナー

シップ協定の締結がなければ、政府は遅れた月ごとにパートナーシップ関連の補助金を９分の１ずつ減額する権限を有する。 

第６条 パートナーシップ協定は３年間の最初の２年の各年の結果の中間評価及び上述の３年間の最終評価の対象となる。 

 最終評価は３年間をまとめ、協力県による協定の完全な遂行を検証する対象となる。 

 実施の結果について行われるこの評価自体は次の実施中の１月１日から３月31日の間に評価される。 
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議会がそのための締結方法を選び諸条件を定める労務、調達若しくは業務の取引の入札の名簿を含む ─ 2005年12月８日の地域圏法

第24条の２）。 

 加えて、県議会は毎年遅くとも12月31日に向けて次年度執行の支出予算及びそれに対処する財源について表決する。 

 県の収支は全て予算及び会計報告に計上されなければならない。 

第３節 予算及び会計報告の公表 

第９条 その間にそれが確定した翌月の間に、収支のありのままの要約した会計報告は県公報に掲載され、ワロン地域圏行政部の文書

保管所に預託される。それから会計報告はその承認の翌月中に予算と同様のものとなる。 

 会計報告は、県事務総長に付託され、会計報告の確定から１か月間公衆の閲覧に付される。 

 公衆は県公報、並びに少なくとも県内に配付される日刊紙により、且つ県のインターネットサイト上で入手できる情報により知らさ

れる。 

第Ⅱ章 負担及び支出 

第１条 議会は、毎年度国法及び共同体・地域圏法が県に負担させるもの並びに特に以下のものの歳出予算を計上する責任がある： 

   １º 県事務総長及び県理事会構成員たちの給与、並びにその旅費； 

   ２º Ⅹ年芽月18日及び1809年12月30日の命令に従ったカトリック教会、司教館及び司教区の神学校に関する、並びに1870年３月

４日の法律の第19条の２に予定されたイスラム教会及び東方正教会に関する支出； 

   ３º 県有の若しくは県が使用する大小建築物の家賃、分担金、維持費； 

   ４º 清算されるか若しくは返済期限のきた負債、及びその負担を命ずる裁判所の有罪判決から生ずるもの； 

   ５º 県の収支の予算及び要約した会計報告の印刷費； 

   ６º 議員たちに支払われる議会の会議関係費用並びに出席手当及び交通費、並びに本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼で

きる人物に支払われる費用； 

   ７º 基礎自治体の大建築物の大修理のために基礎自治体に与えられる援助； 

   ８º 県の災害若しくは突発時の支出に対処するよう準備される基金； 

   ９º 知事部局を収容する建物の家賃及び維持費の分担、並びにその動産の保守及び更新の分担、並びに県益の権限行使に帰属す

る活動費。 

第２条 特に以下は地域圏の分担となる： 

   １º 知事の給与及び旅費；但し職務の範囲内で知事により行われる移動から生ずる旅費は県の負担となる； 

   ２º 知事部局に配置されている地域圏の係官の給与及び事務室費； 

   ３º 知事公室及びその部局の建物の家賃及び維持費の部分、並びにその動産の保守及び更新の分担、及び地域圏の利益の権限行

使に帰属する活動費。 

   ４º 郡長たちの給与。 

第３条 県の資金は県理事会により交付される令状によってしか使用されてはならない。 

 県議会の会議の最中に発せられる令状は当該会議を主宰する者やそれに書記を引き受ける者により署名される。 

 前述の規定に反して： 

 ａ）仮にいかなる額であろうと人件費の全て、並びに５万ユーロを超えない活動費及び臨時の事業の投資支出は1846年10月29日の会

計検査院組織法第15条第１段落の１ºに従って組まれた予算により支払われることができる； 

 ｂ）仮にいかなる額であろうと、直接支払われるべき報酬並びに2500ユーロを超えない労務費、調達費及び交通費は同法の第15条第

１段落の２ºに従って組まれた前払金により支払われることができる。この前払金は帳簿上3万7485ユーロを超えてはならない。但

し、この制限は直接の報酬の支払を確保する金額まで超えられることができる。 

  貸付の開始及び前払金を決める証拠書類は、支払の前に、県理事会又はこのために理事会により委任された官公署及び公務員の承

認が与えられる。各受任者は組まれた予算額の制限内でしか支払うことはできない。県の支払協定を監督する総則は政府により作

成される。 

第Ⅲ章 収 入 

第１節 総 則 

第１条 県税の創設及び徴収に関しては、第３部第Ⅲ巻第Ⅱ編に従って行われる。 

第２節 県財政及びパートナーシップ 

第１小節 総 則 

第２条 ワロン地域圏の予算の負担を条件に《県資金》という名の毎年度の資金調達が設けられる。 

 県資金は、本章の諸規定に従って、ワロン・ブラバン、エノー、リエージュ、ルクサンブール及びナミュールの各県の支払に充てら

れる。それには2001年７月のそれから始まる指数の、７月から７月まで計算した消費者物価指数が適用される。 

 県資金の80％は各県の一般財源に使用されて決定される割当なしに収入の財源となる。 
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第２小節 県資金の配分 

第３条 （県資金の総額は県資金の各県に関する割当額が以下のとおりに定められるような方法で配分される： 

   １º ワロン・ブラバンに8.37％ 

   ２º エノーに43.87％  

   ３º リエージュに24.18％ 

   ４º ルクサンブールに8.6％ 

   ５º ナミュールに14.98％ 

 第１段落に反して、この割当額は一時的に以下のように決められる：2006年度： 

   １º ワロン・ブラバンに9.53％ 

   ２º エノーに40.49％ 

   ３º リエージュに25.04％ 

   ４º ルクサンブールに9.26％ 

   ５º ナミュールに15.68％ 

 2007年度： 

   １º ワロン・ブラバンに9.14％ 

   ２º エノーに41.63％ 

   ３º リエージュに24.75％ 

   ４º ルクサンブールに9.03％ 

   ５º ナミュールに15.68％ 

 2008年度： 

   １º ワロン・ブラバンに8.74％ 

   ２º エノーに42.77％ 

   ３º リエージュに24.47％ 

   ４º ルクサンブールに8.81％ 

   ５º ナミュールに15.21％ ― 2006年２月23日の地域圏法案第34条）。 

第４条 （2006年度は、本章第３条の対象となる割当額の16.41％は地域圏とのパートナーシップの財源に割り当てられる。2007年度

からは、政府はパートナーシップに割り当てられる額を固定化する。 

 パートナーシップは、地域圏の分野の諸活動を展開するようなものについて、パートナーシップの範囲内で、地域圏と県の間の協定

の対象となる。県はこの割当額の使用を調整された方法で開始し、地域圏の活動と競合することはない。 

 パートナーシップ協定は期限が３年で、県議会選挙の後の初年度か若しくは４年目の１月１日から開始される。 

 協定は以下のことを明確にする： 

 1. 当事者たちに割り振られる目標、これには本章第６条乃至第８条の対象となる評価に関係する仲介者の目標も含まれる； 

 2. この目標の達成期限； 

 3. 到達するために利用する手段； 

 4. 協定実施の評価基準 ― 2006年２月23日の地域圏法案第35条）。 

 パートナーシップは、地域圏の分野の諸活動を展開するようなものについて、パートナーシップの範囲内で、地域圏と県の間の協定

の対象となる。県はこの割当額の使用を調整された方法で開始し、地域圏の活動と競合することはない。 

 パートナーシップ協定は期限が３年で、県議会選挙の後の初年度か若しくは４年目の１月１日から開始される。 

 協定は以下のことを明確にする： 

 1. 当事者たちに割り振られる目標、これには本章第６条乃至第８条の対象となる評価に関係する中間目標も含まれる； 

 2. この目標の達成期限； 

 3. 到達するために利用する手段； 

 4. 協定実施の評価基準。 

第３小節 パートナーシップ協定 

第５条 各３年間の初めに、ワロンの各県は政府にこの期間内にワロン地域圏とのパートナーシップで処理することを提案する活動の

一覧表を提出する。 

 パートナーシップ協定は地域圏と関係県により遅くとも３年間の初年度の３月31日までに締結される。この期限までにパートナー

シップ協定の締結がなければ、政府は遅れた月ごとにパートナーシップ関連の補助金を９分の１ずつ減額する権限を有する。 

第６条 パートナーシップ協定は３年間の最初の２年の各年の結果の中間評価及び上述の３年間の最終評価の対象となる。 

 最終評価は３年間をまとめ、協力県による協定の完全な遂行を検証する対象となる。 

 実施の結果について行われるこの評価自体は次の実施中の１月１日から３月31日の間に評価される。 
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第７条 パートナーシップ協定の実施の年次評価は、県と政府の間での対審手続により行われる。 

第８条 パートナーシップ協定は政府若しくは協力県の請求で中間評価時点で修正できる。 

 修正はパートナーシップ協定の締結手続に規定される。 

第９条 対審評価の後で、政府は各県が正しいやり方でその範囲内でそのパートナーシップ協定を実施していたかどうかを判定する。 

 政府の判定が、県により異議申し立てされたならば、政府と関係県との最終的協議の対象となる。この最終協議の後で政府はその判

定を確認するか若しくは修正する。 

 各県の資金の20％の部分は各県において遅くとも各実施の12月31日までにそれ以前の実施年次評価の終結の範囲内で清算される。 

第４小節 執行及び決算 

第10条 資金の総額は各県により80％の高さまで３か月ずつの３つの部分に分けて清算される。 

 この前払は２月、５月及び８月の月の期間に支払われ、本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第３条を適用して県に与えられた配分額のそれぞれ30％、

30％及び20％に相当する。 

 20％の未払金はパートナーシップ協定の実施の範囲内で前年の実施の最中に実施年の遅くとも12月31日までに清算される。 

第11条 本章第５条乃至第10条に規定されているように、地域圏の予算の負担で前払金の遅延の利子及び清算されなかった未払金が各

県に支払われる。 

 第１段落の対象となる利子は法定利息の年利率で計算される。 

第12条 本章で開始された最初のものについては、パートナーシップ協定は2003年に縮小される。 

第13条 2002年及び2003年については20％の未払金は、遅くとも2002年10月31日までに締結される2003年に関するパートナーシップ協

定の締結を条件に実施年の12月31日に清算される。 

第14条 本章により組織されるパートナーシップは、憲法第138条により、地域圏により実施される事項を対象とすることができる。 

第15条 政府はパートナーシップ協定に関する実施方法を規定することができる。 
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Ⅱ－３ ワロン自治法(３) 
 

第３部 基礎自治体及び超基礎自治体に対する共通規定 
 

第Ⅰ巻 監 督 

第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 適用範囲及び定義 

第１条 

 §1. （本巻は第Ⅴ編を除き以下の日常の行政監督を準備する： 

   １º ドイツ語話者地域圏及びコミネ・ワルネトン（Comines-Warneton）市を除くワロン地域圏の基礎自治体に対する； 

   ２º ワロン地域圏の県に対する； 

   ３º 管轄区域がワロン地域圏の境界を超えない基礎自治体事務組合及び計画協会に対する； 

   ４º コミネ・ワルネトン市となる警察管区を除くワロン地域圏の単一基礎自治体及び複数基礎自治体警察管区に対する； 

   ５º 独立基礎自治体公社に対する； 

   ６º 独立県公社に対する ─ 2007年11月22日の地域圏法第１条）。 

 §2. 本巻第Ⅴ編はコミネ・ワルネトン基礎自治体となる基礎自治体の都市圏及び基礎自治体連合を除くワロン地域圏の都市圏及び

基礎自治体連合に対する行政監督を準備する。 

第２条 本巻の意味では、以下のものは次のように解される： 

   １º 行政庁：ワロン地域圏内閣の地方官公署部局全体； 

   ２º 調書：監督に服し漏れなく公表される行政決定； 

   ３º （証拠書類：行政行為を補強する性質の全ての証拠書類及び付属書類。とりわけ証拠書類となるのは決定を採択している機

関の構成員たち若しくは機関自体に帰属している一件書類 ─ 2007年11月22日の共同体・地域圏法第２条）。 

   ４º 監督官庁：政府、県理事会、県知事； 

   ５º 管区官署：単一基礎自治体管区に関しては基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）並びに複数基礎自治体管区に関しては

警察協議会及び警察理事会。 

第Ⅱ章 監督官庁に提出された調書の証拠調べ 

第１条 調書の受理から３日の期限内に、監督官庁は行政庁にそれらの証拠書類を添えて伝達する。 

 行政庁は監督官庁のために証拠調べをする責任がある。行政庁は、自発的に又は監督官庁の要請で、書簡によるよりはむしろ現場で、

調書の証拠調べに役立つ全ての資料及び材料を集めさせることができる。 

 証拠調べの後で、行政庁は総括報告を作成する。この報告は証拠調べの途中で集められた資料及び材料を含み、行政庁の意見も含む。 

第Ⅲ章 期間の計算 

第１条 期限の出発点は監督官庁による証拠書類を添えた調書の受理の日である。 

 受理当日は期限には含まれない。 

 （政府は監督官庁への証拠書類を添えた調書の伝達をその決定した様式に従ったコンピュータ手段によることを許可することができ

る ─ 2007年11月22日の地域圏法第３条）。 

第２条 最終期限日は期限に算入される。但し、当日が土曜日、日曜日若しくは祝祭日のときは、最終期限日は翌平日に繰り越される。 

 本法の意味では祝祭日は以下の日と解される：政府の法令により決められる日、並びに１月１日、復活祭の月曜日、５月１日、キリ

スト昇天祭、聖霊降臨祭、７月21日、８月15日、９月27日、11月１日、２日、11日、12月25日及び26日。 

 （期限の算出は７月15日から８月15日の間は停止される ─ 2007年11月22日の地域圏法第４条）。 

第Ⅳ章 理由付記 

第１条 上訴には全て理由が述べられる。 

 監督官庁の決定には全て明白に理由が述べられる。 

第Ⅴ章 監督の決定の通告及び公表 

第１条 監督官庁の決定は全て関係官公署に、且つ必要な場合には当事者にも通告される。 

 （全ての通告の発送は、遅くとも期限の最終到達日までは無効となることはない。政府はその決定した様式に従ったコンピュータ手

段による通告を用意することができる ─ 2007年11月22日の地域圏法第５条）。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第４条の対象となる場合には、この発送は前条に予定された期限の最終到達日以前にはほとんど無効にすることは

できない。 

第２条 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条§４の対象となる場合を除き、監督官庁が期限を延長するときは、監督官庁の決定は、抄本により、

場合に応じて、ベルギー官報若しくは県公報に公告される。 
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第７条 パートナーシップ協定の実施の年次評価は、県と政府の間での対審手続により行われる。 

第８条 パートナーシップ協定は政府若しくは協力県の請求で中間評価時点で修正できる。 

 修正はパートナーシップ協定の締結手続に規定される。 

第９条 対審評価の後で、政府は各県が正しいやり方でその範囲内でそのパートナーシップ協定を実施していたかどうかを判定する。 

 政府の判定が、県により異議申し立てされたならば、政府と関係県との最終的協議の対象となる。この最終協議の後で政府はその判

定を確認するか若しくは修正する。 

 各県の資金の20％の部分は各県において遅くとも各実施の12月31日までにそれ以前の実施年次評価の終結の範囲内で清算される。 

第４小節 執行及び決算 

第10条 資金の総額は各県により80％の高さまで３か月ずつの３つの部分に分けて清算される。 

 この前払は２月、５月及び８月の月の期間に支払われ、本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第３条を適用して県に与えられた配分額のそれぞれ30％、

30％及び20％に相当する。 

 20％の未払金はパートナーシップ協定の実施の範囲内で前年の実施の最中に実施年の遅くとも12月31日までに清算される。 

第11条 本章第５条乃至第10条に規定されているように、地域圏の予算の負担で前払金の遅延の利子及び清算されなかった未払金が各

県に支払われる。 

 第１段落の対象となる利子は法定利息の年利率で計算される。 

第12条 本章で開始された最初のものについては、パートナーシップ協定は2003年に縮小される。 

第13条 2002年及び2003年については20％の未払金は、遅くとも2002年10月31日までに締結される2003年に関するパートナーシップ協

定の締結を条件に実施年の12月31日に清算される。 

第14条 本章により組織されるパートナーシップは、憲法第138条により、地域圏により実施される事項を対象とすることができる。 

第15条 政府はパートナーシップ協定に関する実施方法を規定することができる。 
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Ⅱ－３ ワロン自治法(３) 
 

第３部 基礎自治体及び超基礎自治体に対する共通規定 
 

第Ⅰ巻 監 督 

第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 適用範囲及び定義 

第１条 

 §1. （本巻は第Ⅴ編を除き以下の日常の行政監督を準備する： 

   １º ドイツ語話者地域圏及びコミネ・ワルネトン（Comines-Warneton）市を除くワロン地域圏の基礎自治体に対する； 

   ２º ワロン地域圏の県に対する； 

   ３º 管轄区域がワロン地域圏の境界を超えない基礎自治体事務組合及び計画協会に対する； 

   ４º コミネ・ワルネトン市となる警察管区を除くワロン地域圏の単一基礎自治体及び複数基礎自治体警察管区に対する； 

   ５º 独立基礎自治体公社に対する； 

   ６º 独立県公社に対する ─ 2007年11月22日の地域圏法第１条）。 

 §2. 本巻第Ⅴ編はコミネ・ワルネトン基礎自治体となる基礎自治体の都市圏及び基礎自治体連合を除くワロン地域圏の都市圏及び

基礎自治体連合に対する行政監督を準備する。 

第２条 本巻の意味では、以下のものは次のように解される： 

   １º 行政庁：ワロン地域圏内閣の地方官公署部局全体； 

   ２º 調書：監督に服し漏れなく公表される行政決定； 

   ３º （証拠書類：行政行為を補強する性質の全ての証拠書類及び付属書類。とりわけ証拠書類となるのは決定を採択している機

関の構成員たち若しくは機関自体に帰属している一件書類 ─ 2007年11月22日の共同体・地域圏法第２条）。 

   ４º 監督官庁：政府、県理事会、県知事； 

   ５º 管区官署：単一基礎自治体管区に関しては基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）並びに複数基礎自治体管区に関しては

警察協議会及び警察理事会。 

第Ⅱ章 監督官庁に提出された調書の証拠調べ 

第１条 調書の受理から３日の期限内に、監督官庁は行政庁にそれらの証拠書類を添えて伝達する。 

 行政庁は監督官庁のために証拠調べをする責任がある。行政庁は、自発的に又は監督官庁の要請で、書簡によるよりはむしろ現場で、

調書の証拠調べに役立つ全ての資料及び材料を集めさせることができる。 

 証拠調べの後で、行政庁は総括報告を作成する。この報告は証拠調べの途中で集められた資料及び材料を含み、行政庁の意見も含む。 

第Ⅲ章 期間の計算 

第１条 期限の出発点は監督官庁による証拠書類を添えた調書の受理の日である。 

 受理当日は期限には含まれない。 

 （政府は監督官庁への証拠書類を添えた調書の伝達をその決定した様式に従ったコンピュータ手段によることを許可することができ

る ─ 2007年11月22日の地域圏法第３条）。 

第２条 最終期限日は期限に算入される。但し、当日が土曜日、日曜日若しくは祝祭日のときは、最終期限日は翌平日に繰り越される。 

 本法の意味では祝祭日は以下の日と解される：政府の法令により決められる日、並びに１月１日、復活祭の月曜日、５月１日、キリ

スト昇天祭、聖霊降臨祭、７月21日、８月15日、９月27日、11月１日、２日、11日、12月25日及び26日。 

 （期限の算出は７月15日から８月15日の間は停止される ─ 2007年11月22日の地域圏法第４条）。 

第Ⅳ章 理由付記 

第１条 上訴には全て理由が述べられる。 

 監督官庁の決定には全て明白に理由が述べられる。 

第Ⅴ章 監督の決定の通告及び公表 

第１条 監督官庁の決定は全て関係官公署に、且つ必要な場合には当事者にも通告される。 

 （全ての通告の発送は、遅くとも期限の最終到達日までは無効となることはない。政府はその決定した様式に従ったコンピュータ手

段による通告を用意することができる ─ 2007年11月22日の地域圏法第５条）。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第４条の対象となる場合には、この発送は前条に予定された期限の最終到達日以前にはほとんど無効にすることは

できない。 

第２条 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条§４の対象となる場合を除き、監督官庁が期限を延長するときは、監督官庁の決定は、抄本により、

場合に応じて、ベルギー官報若しくは県公報に公告される。 
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第Ⅵ章 特別委員の派遣 

第１条 （監督官庁は、命令により、本編第Ⅰ章第１条§１の対象となる公法上の法人が資料及び材料の提供、又は国法、共同体・地

域圏法、命令、規則若しくは定款により、又は既判事項の実施を命ずる裁判所の判決により規定された措置を実行に移そうとしない

ときは、特別委員を任命することができる。特別委員には、任命した規範により与えられた任務の範囲内で、履行しない官公署に代

わって必要なあらゆる措置を講ずる権限が与えられる ─ 2007年11月22日の地域圏法第６条）。 

第２条 特別委員の派遣に先立って、監督官庁は： 

   １º 対象官公署に、書留郵便で、要求されていること若しくは履行されていない措置について説明した理由を付した警告を送

る； 

   ２º 当該官公署に、同じ警告の中で、送付された要求に答え、その態度を釈明し、その立場を確認し又は前述の措置を講ずるの

に妥当な一定の期限を与える。 

第３条 その任務の遂行に固有の経費、報酬若しくは給与はその職務若しくは任務を履行しなかった者の負担となる。 

 この経費の取立ては監督官庁の支払命令書の下で直接課金の収入への課税に関するのと同様に収入役により追及される。 

第Ⅶ章 年次報告 

第１条 政府はワロン議会に、遅くともその関係した会計年度の翌年の３月31日までに監督の実施に関する年次報告を提出する。 

 年次報告は、その会計年度中に生じた判例の提示、並びに様々な官公署による監督の実施に関する統計的概要を含む。 

第Ⅱ編 （取消の一般的監督 ─ 2007年11月22日の地域圏法第７条） 

〔基礎自治体、県、基礎自治体連合及び単独基礎自治体並びに複数基礎自治体警察管区 

についての取消の一般的監督〕旧タイトル） 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条及び本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の対象となるもの以外の行為は全て取消の一般的監督に服する。 

第Ⅱ章 手 続 

第１条 （政府は本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条§１の対象となる官公署による違法か又は全体の利益を侵害する行為の全部若しくは一部を

取り消すことができる ─ 2007年11月22日の地域圏法第８条）。 

（第２条 以下の対象となる基礎自治体当局若しくは県当局の行為は、その証拠書類を添えて、採択から15日以内に政府に伝えられ、そ

のように伝達される前には実施に移すことはできない： 

   １º 基礎自治体議会若しくは県議会の内規、並びにその修正； 

   ２º 基礎自治体及び県の議会及び理事会の構成員たちへのあらゆる種類の報酬、出席手当若しくは特典の授与； 

   ３º 基礎自治体及び県の理事会の構成員たちの秘書たちに与えられるあらゆる種類の報酬若しくは特典の授与； 

   ４º ａ．以下の表に記載された額を超える額の労役、物品供給及びサービスの公共契約の締結並びに付与の方法の選定； 

     ｂ．これらの労役、物品供給及びサービスの契約にもたらされた、契約の当初の額の最小限10％までの補則； 

     ｃ．これらの労役、物品供給及びサービスの契約にもたらされた、継続的な補則額への累積額が契約の当初の額の最小限

10％に達する補則； 

 

 

付加価値税を除く 

一般公開/指名入札 

公開制限/ 

手続提案の制限/指名入札
非公開協議手続 

労   役 250,000ユーロ 125,000ユーロ 62,000ユーロ 

物品供給とサービス 200,000ユーロ  62,000ユーロ 31,000ユーロ 

   ５º 同一の会計年度中に、国法若しくは共同体・地域圏法の規定により与えられるものでない限り、2008年１月の健全指数と連

動して進行中の年の１月の健全指数を基に毎年２月１日にスライドする2,500ユーロを超える価値の特典を同一受益者に与え

るための本法本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条の意味での助成金； 

   ６º 借金の保証； 

   ７º 個人所得税付加税及び源泉徴収固定資産税への付加税 ─ 2007年11月22日の地域圏法第９条）。 

（第３条 以下の対象となる基礎自治体事務組合の議決は、証拠書類を添えて、採択から15日以内に政府に伝えられ、そのように伝達さ

れる前には実施に移すことはできない： 

   １º 戦略計画； 

   ２º 公法上若しくは私法上の全ての法人への出資分担の取得； 

   ３º 報酬委員会の決定及び同委員会の監督の下で行われる総会の決定； 

   ４º ａ．以下の表に記載された額を超える額の労役、物品供給及びサービスの公共契約の締結並びに付与の方法の選定； 

     ｂ．これらの労役、物品供給及びサービスの契約に生じた契約の当初の額の最小限10％までの補則； 

     ｃ．これらの労役、物品供給サービスの契約に生じた継続的な補則額への累積額が契約の当初の額の最小限10％に達する補

則； 
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付加価値税を除く 

一般公開/指名入札 

公開制限/ 

手続提案の制限/指名入札
非公開協議手続 

労   役 250,000ユーロ 125,000ユーロ 62,000ユーロ 

物品供給とサービス 200,000ユーロ  62,000ユーロ 31,000ユーロ 

   ５º 同一の会計年度中に、国法若しくは共同体・地域圏法の規定により与えられるものでない限り、2008年１月の健全指数と連

動して進行中の年の１月の健全指数を基に毎年２月１日にスライドする2,500ユーロを超える金額を同一受益者に与えるため

の本法の本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条の意味での助成金； 

   ６º 会計検査官会議の構成員たちの任命； 

   ７º 管理諸機関の人的構成； 

   ８º 管理諸機関の内規； 

   ９º 借金の保証 ─ 2007年11月22日の地域圏法第10条）。 

（第４条 以下の対象となる計画協会、基礎自治体及び県の独立公社の決定は、証拠書類を添えて、採択から15日以内に政府に伝えられ、

そのように伝達される前には実施に移すことはできない： 

   １º 管理諸機関の人的構成； 

   ２º 役員会議の構成員たち及び/又は企業監査協会の監査役の任命； 

   ３º 管理諸機関へのあらゆる種類の報酬、出席手当若しくは特典の授与 ─ 2007年11月22日の地域圏法第11条）。 

（第５条 政府は本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条§１の対象となる官公署に対してその証拠書類を添えてその指定するあらゆる決定の伝達を要

求することができる ─ 2007年11月22日の地域圏法第12条）。 

（第６条 政府は調書及びその証拠書類の受理から30日以内にその決定を実施する。 

 政府はその権限の行使のために与えられる期間を最大限この期間の半分に相当する期限まで延長することができる。 

 政府がその決定を期限内に通告しなかった場合にはもはやその行為は取り消すことはできない ─ 2007年11月22日の地域圏法第13

条）。 

第Ⅲ章 県庁の行為に関する知事の上訴 

第１条 知事はその権限で行動する県当局がそれにより国法に違反した行為に対して政府にその上訴を行う責任がある。 

 知事の上訴は行為の後10日以内に行われて県当局及び当事者に通告されなければならない。 

第２条 政府は、知事の上訴の受理後30日以内に、国法違反について上訴された県の行為の全体若しくは一部を無効にすることができ

る。 

 期限内に決定がなければ、上訴は却下されたと見なされる。 

第Ⅲ編 （認可による監督 ─ 2007年11月22日の地域圏法第13条） 

〔基礎自治体、県、基礎自治体組合についての認可による特別監督〕（旧タイトル） 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 

 §1. 県理事会の認可を受けて、基礎自治体当局の調書は以下の対象に関わる： 

   １º 基礎自治体の予算、基礎自治体公社の予算、予算の修正及び支出予算の移転； 

   ２º （補助対象の教育職員及び基礎自治体の公務員の年金制度に関する一般規定を除く行政庁の中で働く職員に関する一般規定 

─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の１）； 

   ３º （個人所得税付加税及び源泉徴収固定資産税を除く基礎自治体の使用料及び税に関する諸規則 ─ 2007年11月22日の地域圏

法第15条§１の２）； 

   ４º 申し込まれた負債の償還期間の繰延べ； 

   ５º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の３） 

   ６º 基礎自治体及び基礎自治体公社の年次会計； 

   ７º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の４） 

   ８º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の４） 

 §2. 政府の認可を受けて、県庁の中書は以下の対象に関わる： 

   １º 県の予算、県公社の予算、予算の修正及び支出予算の移転； 

   ２º （補助対象の教育職員及び県の公務員の年金制度に関する一般規定を除く行政庁の中で働く職員に関する一般規定 ─ 2007

年11月22日の地域圏法第15条§２の１）； 

   ３º （個人所得税付加税と源泉徴収固定資産税を除く県の使用料及び税に関する諸規則 ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§

２の２）； 

   ４º 申し込まれた負債の償還期間の繰延べ； 

   ５º （県及び県公社の年次会計 ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§２の３）； 
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第Ⅵ章 特別委員の派遣 

第１条 （監督官庁は、命令により、本編第Ⅰ章第１条§１の対象となる公法上の法人が資料及び材料の提供、又は国法、共同体・地

域圏法、命令、規則若しくは定款により、又は既判事項の実施を命ずる裁判所の判決により規定された措置を実行に移そうとしない

ときは、特別委員を任命することができる。特別委員には、任命した規範により与えられた任務の範囲内で、履行しない官公署に代

わって必要なあらゆる措置を講ずる権限が与えられる ─ 2007年11月22日の地域圏法第６条）。 

第２条 特別委員の派遣に先立って、監督官庁は： 

   １º 対象官公署に、書留郵便で、要求されていること若しくは履行されていない措置について説明した理由を付した警告を送

る； 

   ２º 当該官公署に、同じ警告の中で、送付された要求に答え、その態度を釈明し、その立場を確認し又は前述の措置を講ずるの

に妥当な一定の期限を与える。 

第３条 その任務の遂行に固有の経費、報酬若しくは給与はその職務若しくは任務を履行しなかった者の負担となる。 

 この経費の取立ては監督官庁の支払命令書の下で直接課金の収入への課税に関するのと同様に収入役により追及される。 

第Ⅶ章 年次報告 

第１条 政府はワロン議会に、遅くともその関係した会計年度の翌年の３月31日までに監督の実施に関する年次報告を提出する。 

 年次報告は、その会計年度中に生じた判例の提示、並びに様々な官公署による監督の実施に関する統計的概要を含む。 

第Ⅱ編 （取消の一般的監督 ─ 2007年11月22日の地域圏法第７条） 

〔基礎自治体、県、基礎自治体連合及び単独基礎自治体並びに複数基礎自治体警察管区 

についての取消の一般的監督〕旧タイトル） 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条及び本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の対象となるもの以外の行為は全て取消の一般的監督に服する。 

第Ⅱ章 手 続 

第１条 （政府は本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条§１の対象となる官公署による違法か又は全体の利益を侵害する行為の全部若しくは一部を

取り消すことができる ─ 2007年11月22日の地域圏法第８条）。 

（第２条 以下の対象となる基礎自治体当局若しくは県当局の行為は、その証拠書類を添えて、採択から15日以内に政府に伝えられ、そ

のように伝達される前には実施に移すことはできない： 

   １º 基礎自治体議会若しくは県議会の内規、並びにその修正； 

   ２º 基礎自治体及び県の議会及び理事会の構成員たちへのあらゆる種類の報酬、出席手当若しくは特典の授与； 

   ３º 基礎自治体及び県の理事会の構成員たちの秘書たちに与えられるあらゆる種類の報酬若しくは特典の授与； 

   ４º ａ．以下の表に記載された額を超える額の労役、物品供給及びサービスの公共契約の締結並びに付与の方法の選定； 

     ｂ．これらの労役、物品供給及びサービスの契約にもたらされた、契約の当初の額の最小限10％までの補則； 

     ｃ．これらの労役、物品供給及びサービスの契約にもたらされた、継続的な補則額への累積額が契約の当初の額の最小限

10％に達する補則； 

 

 

付加価値税を除く 

一般公開/指名入札 

公開制限/ 

手続提案の制限/指名入札
非公開協議手続 

労   役 250,000ユーロ 125,000ユーロ 62,000ユーロ 

物品供給とサービス 200,000ユーロ  62,000ユーロ 31,000ユーロ 

   ５º 同一の会計年度中に、国法若しくは共同体・地域圏法の規定により与えられるものでない限り、2008年１月の健全指数と連

動して進行中の年の１月の健全指数を基に毎年２月１日にスライドする2,500ユーロを超える価値の特典を同一受益者に与え

るための本法本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条の意味での助成金； 

   ６º 借金の保証； 

   ７º 個人所得税付加税及び源泉徴収固定資産税への付加税 ─ 2007年11月22日の地域圏法第９条）。 

（第３条 以下の対象となる基礎自治体事務組合の議決は、証拠書類を添えて、採択から15日以内に政府に伝えられ、そのように伝達さ

れる前には実施に移すことはできない： 

   １º 戦略計画； 

   ２º 公法上若しくは私法上の全ての法人への出資分担の取得； 

   ３º 報酬委員会の決定及び同委員会の監督の下で行われる総会の決定； 

   ４º ａ．以下の表に記載された額を超える額の労役、物品供給及びサービスの公共契約の締結並びに付与の方法の選定； 

     ｂ．これらの労役、物品供給及びサービスの契約に生じた契約の当初の額の最小限10％までの補則； 

     ｃ．これらの労役、物品供給サービスの契約に生じた継続的な補則額への累積額が契約の当初の額の最小限10％に達する補

則； 
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付加価値税を除く 

一般公開/指名入札 

公開制限/ 

手続提案の制限/指名入札
非公開協議手続 

労   役 250,000ユーロ 125,000ユーロ 62,000ユーロ 

物品供給とサービス 200,000ユーロ  62,000ユーロ 31,000ユーロ 

   ５º 同一の会計年度中に、国法若しくは共同体・地域圏法の規定により与えられるものでない限り、2008年１月の健全指数と連

動して進行中の年の１月の健全指数を基に毎年２月１日にスライドする2,500ユーロを超える金額を同一受益者に与えるため

の本法の本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条の意味での助成金； 

   ６º 会計検査官会議の構成員たちの任命； 

   ７º 管理諸機関の人的構成； 

   ８º 管理諸機関の内規； 

   ９º 借金の保証 ─ 2007年11月22日の地域圏法第10条）。 

（第４条 以下の対象となる計画協会、基礎自治体及び県の独立公社の決定は、証拠書類を添えて、採択から15日以内に政府に伝えられ、

そのように伝達される前には実施に移すことはできない： 

   １º 管理諸機関の人的構成； 

   ２º 役員会議の構成員たち及び/又は企業監査協会の監査役の任命； 

   ３º 管理諸機関へのあらゆる種類の報酬、出席手当若しくは特典の授与 ─ 2007年11月22日の地域圏法第11条）。 

（第５条 政府は本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条§１の対象となる官公署に対してその証拠書類を添えてその指定するあらゆる決定の伝達を要

求することができる ─ 2007年11月22日の地域圏法第12条）。 

（第６条 政府は調書及びその証拠書類の受理から30日以内にその決定を実施する。 

 政府はその権限の行使のために与えられる期間を最大限この期間の半分に相当する期限まで延長することができる。 

 政府がその決定を期限内に通告しなかった場合にはもはやその行為は取り消すことはできない ─ 2007年11月22日の地域圏法第13

条）。 

第Ⅲ章 県庁の行為に関する知事の上訴 

第１条 知事はその権限で行動する県当局がそれにより国法に違反した行為に対して政府にその上訴を行う責任がある。 

 知事の上訴は行為の後10日以内に行われて県当局及び当事者に通告されなければならない。 

第２条 政府は、知事の上訴の受理後30日以内に、国法違反について上訴された県の行為の全体若しくは一部を無効にすることができ

る。 

 期限内に決定がなければ、上訴は却下されたと見なされる。 

第Ⅲ編 （認可による監督 ─ 2007年11月22日の地域圏法第13条） 

〔基礎自治体、県、基礎自治体組合についての認可による特別監督〕（旧タイトル） 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 

 §1. 県理事会の認可を受けて、基礎自治体当局の調書は以下の対象に関わる： 

   １º 基礎自治体の予算、基礎自治体公社の予算、予算の修正及び支出予算の移転； 

   ２º （補助対象の教育職員及び基礎自治体の公務員の年金制度に関する一般規定を除く行政庁の中で働く職員に関する一般規定 

─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の１）； 

   ３º （個人所得税付加税及び源泉徴収固定資産税を除く基礎自治体の使用料及び税に関する諸規則 ─ 2007年11月22日の地域圏

法第15条§１の２）； 

   ４º 申し込まれた負債の償還期間の繰延べ； 

   ５º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の３） 

   ６º 基礎自治体及び基礎自治体公社の年次会計； 

   ７º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の４） 

   ８º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§１の４） 

 §2. 政府の認可を受けて、県庁の中書は以下の対象に関わる： 

   １º 県の予算、県公社の予算、予算の修正及び支出予算の移転； 

   ２º （補助対象の教育職員及び県の公務員の年金制度に関する一般規定を除く行政庁の中で働く職員に関する一般規定 ─ 2007

年11月22日の地域圏法第15条§２の１）； 

   ３º （個人所得税付加税と源泉徴収固定資産税を除く県の使用料及び税に関する諸規則 ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§

２の２）； 

   ４º 申し込まれた負債の償還期間の繰延べ； 

   ５º （県及び県公社の年次会計 ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§２の３）； 
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   ６º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§２の４） 

   ７º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§２の４） 

 §3. 政府の認可を受けて、基礎自治体組合の諸機関の調書は以下の対象に関わる： 

   １º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

   ２º 年次会計； 

   ３º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

   ４º 人事に関する一般的規定； 

   ５º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

   ６º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

 §4. （以下は政府の認可を受ける； 

   １º 基礎自治体事務組合、基礎自治体及び県の独立公社並びに計画協会の創設及びそれらへの出資分担の取得を対象として有す

る基礎自治体当局若しくは県当局の行為； 

   ２º 基礎自治体若しくは県の公社の設置、基礎自治体事務組合、計画協会、基礎自治体若しくは県の独立公社への、又その他の

公法上若しくは私法上の団体又は会社若しくは個人への管理委任を対象として有する基礎自治体当局若しくは県当局の調書； 

   ３º 基礎自治体若しくは県の資金を投入することができる基礎自治体事務組合、及び計画協会のほか、公法上若しくは私法上の

団体又は会社の創設並びにそれらへの出資分担の取得を対象として有する基礎自治体当局若しくは県当局の調書； 

   ４º 基礎自治体及び県の独立公社並びに計画協会の定款の採択及びその修正を対象として有する基礎自治体当局若しくは県当局

の調書録； 

   ５º 基礎自治体事務組合の諸機関の定款の採択及びその修正を対象として有する調書録 ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§

４）。 

  （§5.§１の１º乃至４º、§２の１º乃至４º、§３の４º、及び§４を対象とする調書については、認可は国法違反及び全体の利

益の損害を理由に拒否することができる。 

   §１の６º、§２の５º 、及び§３の２を対象とする調書については、認可は国法違反を理由に拒否することはできない ─ 

2007年11月22日の地域圏法第15条§５）｡(１) 

第Ⅱ章 手 続 

第１条 

 §1. 本編第Ⅰ章第１条§１の対象となる調書は、それらの証拠書類を添えて、その採択から15日以内に県理事会に伝達される。 

    本編第Ⅰ章第１条§１の１º乃至３ºの対象となる調書は同時に県理事会及び政府に伝達される。 

 §2. （本編第Ⅰ章第１条§２乃至§４の対象となる調書はそれらの証拠書類を添えてその採択から15日以内に政府に伝達される 

─ 2007年11月22日の地域圏法第16条）。 

 §3. 県理事会若しくは政府は、場合に応じて、その認可に付された調書の全体若しくは一部を承認又は否認することができる。 

    本編第Ⅰ章第１条§１の１º及び§２の１ºの対象となる調書について、監督官庁は収入予測及び支出項目を書き込むことがで

きる；監督官庁は減額、増額若しくは削除及び具体的な間違いの訂正をすることができる。 

 §4. 県理事会若しくは政府は、場合に応じて、その調書及び証拠書類の受理から30日以内にその決定を行う。（本編第Ⅰ章第１条

§１の６º、§２の５º、及び§３の２ºの対象となる調書は期限は40日に延ばされる ─ 2007年11月22日の地域圏法第17条）。 

    県理事会若しくは政府は、場合に応じて、その権限の行使のために与えられる期間を最大限この期間の半分に相当する期限ま

で延長することができる。 

    期限内に決定がなければ、その調書は第Ⅲ章の適用を条件として効力を発する。 

（第２条 本編第Ⅰ章第１条§１の６º、§２の１ºの対象となる調書は、本法の本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条乃至第９条（すなわち本編第Ⅰ

章第１条、第２条、第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第９条）の適用により、基礎自治体、県若しくは基礎自治

体事務組合により与えられた補助金の受給者たちから提出された一件書類を添えて監督官庁に伝達される ─ 2007年11月22日の地域

圏法第18条）。 

第Ⅲ章 基礎自治体当局の調書に関する特別規定 

第１節 知事の上訴 

第１条 

 §1. 知事は以下のときには政府に上訴する責任がある： 

   １º 県理事会が本編第Ⅰ章第１条の§１の対象となる決定の承認について若しくは否認について国法に違反した場合にはこの決

定から10日以内に； 

   ２º 県理事会が国法に違反した諸決定の一つについて本編第Ⅰ章、第Ⅱ章第１条の§４に決められた期間の最終期限日までに決

                                                                                                                         
(１) この§5.の部分は５ºの後に入るべきものなのに、原文では誤ってその前の２ºの後に挿入されている。 
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断しなかったらこの最終期限日から10日以内に。 

   （上訴は第１段落に定められた期限内に県理事会及び基礎自治体に通告される ─ 2007年11月22日の地域圏法第19条）。 

 §2. 知事の上訴は認可に付された決定を停止する。 

 §3. 政府は上訴の受理から30日以内に調書の全体若しくは一部を認可か若しくは否認することができる。 

    期限内に決定がなければ、上訴は却下されたと見なされる。 

第２節 基礎自治体当局の上訴 

第２条 

 §1. その調書が認可の却下又は一部の認可の却下の決定の対象となった基礎自治体の基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）

は県理事会の決定の受理から10日以内に上訴を政府に申し立てすることができる。政府はその上訴を県理事会、及び必要があれ

ば、当事者に、遅くとも上訴期限の最終日までに通告する。 

 §2. 政府は上訴の受理から３日以内に調書の全体若しくは一部を認可か若しくは否認することができる。 

    期限内に決定がなければ、上訴は却下されたと見なされる。 

第３節 基礎自治体職員の上訴 

第３条 監督官庁により解職若しくは辞職の決定の対象とされた職員構成員は誰でも政府にこの決定に対して上訴を申し立てすること

ができる。解職若しくは辞職処分の決定の対象とされた職員構成員は基礎自治体当局の解職若しくは辞職の決定が監督官庁に報告さ

れた日に、監督官庁によるこの解職若しくは辞職処分の取消がない場合と同様に、直ちに通告される。上訴は取消の期限到来の30日

以内に行われなければならない。職員構成員はその上訴を遅くとも上訴期限の最終到達日までに監督官庁及び基礎自治体当局に通告

する。 

第４節 政府の破棄自判権 

第４条 本編第Ⅰ章第１条の§１の１º乃至３ºの対象となる調書については政府は最終決定権を保留し、次いでそれらの調書の受理か

ら20日以内に県理事会及び基礎自治体当局に通知する。 

第５条 政府が前条に従って最終決定権を保留したときは、政府はその決定を本節に記された上訴のために基礎自治体当局に与えられ

た期限満了後に20日以内に通知する。 

第Ⅳ編 単独基礎自治体並びに複数基礎自治体警察管区についての認可による特別監督 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 

 §1. 知事の認可を受けて、管区当局の調書は以下の対象に関わる： 

   １º 管区の予算及び予算の修正； 

   ２º 警察管区の事務職員の枠並びに管理職員及び兵站職員の枠； 

   ３º 管区の年次会計。 

 §2. §１の１º及び２ºの対象となる調書については、認可は国法違反並びに全体及び地域圏の利益の侵害を理由に拒否することが

できる。 

    良き行政の原則に違反するか又はいずれかの上級庁の利益に反する行為もそのように見なされる。 

    §１の３ºの対象となる調書については国法違反を理由に拒否することはできない。 

第Ⅱ章 手 続 

第１条 

 §1. その証拠書類を添えた前章第１条の§１の対象となる調書は知事にその採択の15日以内に伝達される。 

    前章第１条の§１の１º及び２ºの対象となる調書は同時に知事及び政府に伝達される。 

 §2. 知事は場合に応じて、その認可に付された調書の全体若しくは一部を承認若しくは否認することができる。 

 §3. 前章第１条の§１の１º及び２ºの対象となる調書については調書及びその証拠書類の受理後30日以内にその決定を行う。 

 §4. 前章第１条の§１の３ºの対象となる調書については調書及びその証拠書類の受理後200日以内にその決定を行う。 

 §5. §３及び§４に関係する調書においては期限内に決定がなければその行為は効力を発する。 

第Ⅲ章 管区当局の行為に関する特別規定 

第１節 管区当局の上訴 

第１条 

 §1. 認可若しくは認可の一部の却下の決定の対象となった単一基礎自治体管区の基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）又

は複数基礎自治体管区の警察理事会は知事の決定の受理から30日以内に政府に上訴を申し立てすることができる。 

 §2. 政府は上訴の受理から30日以内に調書の全体若しくは一部を認可か若しくは否認することができる。 

    この期限内に決定がなければ、知事の決定は確定したと見なされる。 

第２節 政府の破棄自判権 

第２条 前章第１条の§１の１º及び２ºの対象となる調書については、政府は最終決定権を保留し、次いでそれらの行為の受理から20
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   ６º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§２の４） 

   ７º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§２の４） 

 §3. 政府の認可を受けて、基礎自治体組合の諸機関の調書は以下の対象に関わる： 

   １º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

   ２º 年次会計； 

   ３º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

   ４º 人事に関する一般的規定； 

   ５º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

   ６º （…… ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§３） 

 §4. （以下は政府の認可を受ける； 

   １º 基礎自治体事務組合、基礎自治体及び県の独立公社並びに計画協会の創設及びそれらへの出資分担の取得を対象として有す

る基礎自治体当局若しくは県当局の行為； 

   ２º 基礎自治体若しくは県の公社の設置、基礎自治体事務組合、計画協会、基礎自治体若しくは県の独立公社への、又その他の

公法上若しくは私法上の団体又は会社若しくは個人への管理委任を対象として有する基礎自治体当局若しくは県当局の調書； 

   ３º 基礎自治体若しくは県の資金を投入することができる基礎自治体事務組合、及び計画協会のほか、公法上若しくは私法上の

団体又は会社の創設並びにそれらへの出資分担の取得を対象として有する基礎自治体当局若しくは県当局の調書； 

   ４º 基礎自治体及び県の独立公社並びに計画協会の定款の採択及びその修正を対象として有する基礎自治体当局若しくは県当局

の調書録； 

   ５º 基礎自治体事務組合の諸機関の定款の採択及びその修正を対象として有する調書録 ─ 2007年11月22日の地域圏法第15条§

４）。 

  （§5.§１の１º乃至４º、§２の１º乃至４º、§３の４º、及び§４を対象とする調書については、認可は国法違反及び全体の利

益の損害を理由に拒否することができる。 

   §１の６º、§２の５º 、及び§３の２を対象とする調書については、認可は国法違反を理由に拒否することはできない ─ 

2007年11月22日の地域圏法第15条§５）｡(１) 

第Ⅱ章 手 続 

第１条 

 §1. 本編第Ⅰ章第１条§１の対象となる調書は、それらの証拠書類を添えて、その採択から15日以内に県理事会に伝達される。 

    本編第Ⅰ章第１条§１の１º乃至３ºの対象となる調書は同時に県理事会及び政府に伝達される。 

 §2. （本編第Ⅰ章第１条§２乃至§４の対象となる調書はそれらの証拠書類を添えてその採択から15日以内に政府に伝達される 

─ 2007年11月22日の地域圏法第16条）。 

 §3. 県理事会若しくは政府は、場合に応じて、その認可に付された調書の全体若しくは一部を承認又は否認することができる。 

    本編第Ⅰ章第１条§１の１º及び§２の１ºの対象となる調書について、監督官庁は収入予測及び支出項目を書き込むことがで

きる；監督官庁は減額、増額若しくは削除及び具体的な間違いの訂正をすることができる。 

 §4. 県理事会若しくは政府は、場合に応じて、その調書及び証拠書類の受理から30日以内にその決定を行う。（本編第Ⅰ章第１条

§１の６º、§２の５º、及び§３の２ºの対象となる調書は期限は40日に延ばされる ─ 2007年11月22日の地域圏法第17条）。 

    県理事会若しくは政府は、場合に応じて、その権限の行使のために与えられる期間を最大限この期間の半分に相当する期限ま

で延長することができる。 

    期限内に決定がなければ、その調書は第Ⅲ章の適用を条件として効力を発する。 

（第２条 本編第Ⅰ章第１条§１の６º、§２の１ºの対象となる調書は、本法の本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第１条乃至第９条（すなわち本編第Ⅰ

章第１条、第２条、第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第９条）の適用により、基礎自治体、県若しくは基礎自治

体事務組合により与えられた補助金の受給者たちから提出された一件書類を添えて監督官庁に伝達される ─ 2007年11月22日の地域

圏法第18条）。 

第Ⅲ章 基礎自治体当局の調書に関する特別規定 

第１節 知事の上訴 

第１条 

 §1. 知事は以下のときには政府に上訴する責任がある： 

   １º 県理事会が本編第Ⅰ章第１条の§１の対象となる決定の承認について若しくは否認について国法に違反した場合にはこの決

定から10日以内に； 

   ２º 県理事会が国法に違反した諸決定の一つについて本編第Ⅰ章、第Ⅱ章第１条の§４に決められた期間の最終期限日までに決

                                                                                                                         
(１) この§5.の部分は５ºの後に入るべきものなのに、原文では誤ってその前の２ºの後に挿入されている。 
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断しなかったらこの最終期限日から10日以内に。 

   （上訴は第１段落に定められた期限内に県理事会及び基礎自治体に通告される ─ 2007年11月22日の地域圏法第19条）。 

 §2. 知事の上訴は認可に付された決定を停止する。 

 §3. 政府は上訴の受理から30日以内に調書の全体若しくは一部を認可か若しくは否認することができる。 

    期限内に決定がなければ、上訴は却下されたと見なされる。 

第２節 基礎自治体当局の上訴 

第２条 

 §1. その調書が認可の却下又は一部の認可の却下の決定の対象となった基礎自治体の基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）

は県理事会の決定の受理から10日以内に上訴を政府に申し立てすることができる。政府はその上訴を県理事会、及び必要があれ

ば、当事者に、遅くとも上訴期限の最終日までに通告する。 

 §2. 政府は上訴の受理から３日以内に調書の全体若しくは一部を認可か若しくは否認することができる。 

    期限内に決定がなければ、上訴は却下されたと見なされる。 

第３節 基礎自治体職員の上訴 

第３条 監督官庁により解職若しくは辞職の決定の対象とされた職員構成員は誰でも政府にこの決定に対して上訴を申し立てすること

ができる。解職若しくは辞職処分の決定の対象とされた職員構成員は基礎自治体当局の解職若しくは辞職の決定が監督官庁に報告さ

れた日に、監督官庁によるこの解職若しくは辞職処分の取消がない場合と同様に、直ちに通告される。上訴は取消の期限到来の30日

以内に行われなければならない。職員構成員はその上訴を遅くとも上訴期限の最終到達日までに監督官庁及び基礎自治体当局に通告

する。 

第４節 政府の破棄自判権 

第４条 本編第Ⅰ章第１条の§１の１º乃至３ºの対象となる調書については政府は最終決定権を保留し、次いでそれらの調書の受理か

ら20日以内に県理事会及び基礎自治体当局に通知する。 

第５条 政府が前条に従って最終決定権を保留したときは、政府はその決定を本節に記された上訴のために基礎自治体当局に与えられ

た期限満了後に20日以内に通知する。 

第Ⅳ編 単独基礎自治体並びに複数基礎自治体警察管区についての認可による特別監督 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 

 §1. 知事の認可を受けて、管区当局の調書は以下の対象に関わる： 

   １º 管区の予算及び予算の修正； 

   ２º 警察管区の事務職員の枠並びに管理職員及び兵站職員の枠； 

   ３º 管区の年次会計。 

 §2. §１の１º及び２ºの対象となる調書については、認可は国法違反並びに全体及び地域圏の利益の侵害を理由に拒否することが

できる。 

    良き行政の原則に違反するか又はいずれかの上級庁の利益に反する行為もそのように見なされる。 

    §１の３ºの対象となる調書については国法違反を理由に拒否することはできない。 

第Ⅱ章 手 続 

第１条 

 §1. その証拠書類を添えた前章第１条の§１の対象となる調書は知事にその採択の15日以内に伝達される。 

    前章第１条の§１の１º及び２ºの対象となる調書は同時に知事及び政府に伝達される。 

 §2. 知事は場合に応じて、その認可に付された調書の全体若しくは一部を承認若しくは否認することができる。 

 §3. 前章第１条の§１の１º及び２ºの対象となる調書については調書及びその証拠書類の受理後30日以内にその決定を行う。 

 §4. 前章第１条の§１の３ºの対象となる調書については調書及びその証拠書類の受理後200日以内にその決定を行う。 

 §5. §３及び§４に関係する調書においては期限内に決定がなければその行為は効力を発する。 

第Ⅲ章 管区当局の行為に関する特別規定 

第１節 管区当局の上訴 

第１条 

 §1. 認可若しくは認可の一部の却下の決定の対象となった単一基礎自治体管区の基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）又

は複数基礎自治体管区の警察理事会は知事の決定の受理から30日以内に政府に上訴を申し立てすることができる。 

 §2. 政府は上訴の受理から30日以内に調書の全体若しくは一部を認可か若しくは否認することができる。 

    この期限内に決定がなければ、知事の決定は確定したと見なされる。 

第２節 政府の破棄自判権 

第２条 前章第１条の§１の１º及び２ºの対象となる調書については、政府は最終決定権を保留し、次いでそれらの行為の受理から20
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日以内に知事及び管区当局に通知する。 

第３条 政府が前条に従って最終決定権を保留したときは、政府はその決定を本節に記された上訴のために基礎自治体当局に与えられ

た期限満了後に20日以内に通知する。 

第Ⅴ編 都市圏及び基礎自治体連合についての行政監督 

章唯一 

第１条 

 §1. 政府のみが都市圏を構成する基礎自治体並びに都市圏への行政監督を行使する。 

    この監督はそれについて基礎自治体に関して予定される事項の全てに行使される。 

 §2. 県理事会はそれを構成する基礎自治体並びに連合への行政監督を行使する。 

 §3. 議会の決定の全ての写しは、15日以内に、場合に応じて、15平日の期限内に政府若しくは県理事会に伝達される。 

 §4. 認可に付される決定は、場合に応じて、政府若しくは県理事会による受理から40日以内に非とされなかったならば当然発効す

る。 

    この期限は監督官庁の理由を付したる決定により延長されることができ、監督官庁がその間に決定する新たな期限を決める。 

    不認可は全て理由が付される。 

 §5. 政府が行政監督を行使する様式を定める。 

第Ⅱ巻 行政の公開 

第Ⅰ編 総 則 

章唯一 

第１条 本巻は憲法第78条の対象となる事項を決定する。 

第２条 本巻の諸規定は行政の一層広範な公開を用意する立法の諸規定を侵害することはない。 

第３条 本巻は県及び基礎自治体の行政庁に適用される。 

 本巻の適用については以下のように解する： 

   １º 行政当局：国務院調整法第14条の対象となる行政当局； 

   ２º 行政資料：いかような形のものであれ行政当局が提供する情報の全て； 

   ３º 個人の性格に関する資料：名指しで指示されるか若しくは容易に識別できる個人に関する評価若しくは能力判定、又はその

漏洩が明らかにその個人に被害を及ぼしかねない行動の記述を含む行政資料。 

   ４º 及び５º（…… ─ 2006年３月６日の地域圏法第６条） 

第Ⅱ編 積極的公開 

章唯一 

第１条 世間に県及び基礎自治体の行政庁の調書についての明白且つ客観的な情報を提供するために： 

   １º 県若しくは基礎自治体の議会は県若しくは基礎自治体に帰属する全ての行政庁についての情報の構想及び実行、並びに２º

の対象となる出版物の調整に責任を負う公務員を任命する； 

   ２º 県若しくは基礎自治体はそこに従属する全ての行政庁の公務員の権限及び組織を叙述した資料を刊行する；この資料は要求

した者は誰でも自由に使えるようにしなければならない； 

   ３º 県若しくは基礎自治体の行政庁から発送される文書には一件書類についてのより豊富な情報を提供する能力を有する人物の

名前、身分、住所及び電話番号を教示する； 

   ４º それにより個人に分かり易い県若しくは基礎自治体の行政庁から出される決定若しくは行政調書が域内住民に知らされる行

政資料が、必要ならば上訴手段、それについて精通している所管決定の機関、並びに守られるべき書式及び期限、上訴を申し

立てるための事項の期限が経過していないとする誤りが教示される。 

第２条 前条の２ºの対象となる資料の交付は県若しくは基礎自治体の議会により決められる手数料の支払を求めることができる。 

 必要があって要求される手数料は原価を超えてはならない。 

第Ⅲ編 消極的公開 

章唯一 

第１条 県若しくは基礎自治体の行政当局の行政資料を閲覧し、そのそれぞれを構成する資料の写しを受け取る権利により、本巻によ

り予定される諸条件に従って、全ての行政資料の所在地を知り、その主題についての説明を得、写しの形で通知を受けることが可能

になる。 

 個人の性格に関する資料については、請求者はその利益の根拠を明らかにしなければならない。 
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第２条 行政資料の閲覧、それの関連する説明若しくは写しの形でのそれの通知は請求に基づき行われる。請求は関連事項を、且つで

きれば関連行政資料をはっきりと指定し、例え行政資料館に保管されていたとしても、県若しくは基礎自治体の行政当局に書面で送

達される。 

 閲覧、説明若しくは写しの形での通知の請求が行政資料を持っていない若しくは基礎自治体の行政当局に送られたときは、当局は直

ちに請求者に通知して持っている情報に応じて資料を保有している行政当局の名称及び住所を教示する。 

 県若しくは基礎自治体の行政当局はそれらの請求を、記録簿に書き入れ、受理の日付ごとに分類して記録する。 

第３条 連邦、共同体若しくは地域圏の官公署の管轄権の行使に関する理由のために国法若しくは共同体・地域圏法により設けられた

その他の例外があれば格別、県若しくは基礎自治体の行政庁は請求の範囲の行政資料の閲覧、説明若しくは写しの形での通知の請求

を以下の場合に拒否できる： 

   １º 公表が侮辱の原因となりうる行政資料、未完成若しくは不完全なままの資料に関する； 

   ２º きままに伝えられた助言若しくは意見に関する及び官公署にとって機密としての； 

   ３º 明らかに不当な； 

   ４º 明らかに余りにも漠然とした仕方で作成された。 

 前段落を適用して行政資料が部分的に公開をしてはならないか又は免れることができないときは、閲覧、説明若しくは写しの形での

通知は残りの部分については制限される。 

 公開の請求について即刻の実現を決めることができないか又は却下する県若しくは基礎自治体の行政当局は請求の受理から30日以内

に延期若しくは却下の理由を知らせる。延期の場合は、期限は決して15日以上は引き延ばすことはできない。 

 定められた期限内に通知がない場合には、請求は却下されたことになると見なされる。 

第４条 誰か個人が県若しくは基礎自治体の行政当局の行政資料がその関係するものについて不正確若しくは不完全な情報を含んでい

ることを立証したときは、この当局は当事者のために無料で必要な訂正を行う責任がある。訂正は地域圏法によるか若しくはその名

においての上述の手続の適用とは別に、書面による当事者の請求で行われる。 

 訂正請求の即刻の実現を決めることができないか又は却下する県若しくは基礎自治体の行政当局は請求の受理から60日以内に延期若

しくは却下の理由を知らせる。延期の場合は、期限は決して30日以上は引き延ばすことはできない。 

 定められた期限内に通知がない場合には、請求は却下されたことになると見なされる。 

 請求が訂正を行う権限を有しない県若しくは基礎自治体の行政当局に送られると、当局は直ちに請求者に通知して、その情報に応じ

て実現できる権限を持っている行政当局の名称及び住所を教示する。 

 （…… ─ 2006年３月16日の地域圏法第７条） 

第５条 

 §1. 請求者が本巻による閲覧若しくは訂正を確保するのに困難に遭遇したときは（…… ─ 2006年３月16日の地域圏法第８条）、

本人は関係県若しくは基礎自治体の行政当局に再考慮の請求を送達できる。同時に本人は行政公開に関する1994年４月11日の国

法により設置された行政資料アクセス委員会に意見を述べるよう請求できる。 

    委員会は請求者及び県若しくは基礎自治体の行政当局に請求の受理から30日以内にその意見を伝える。定められた期限内に通

知がない場合には、意見は無視されたことになる。県若しくは基礎自治体の行政当局はその再考慮の請求の承認若しくは却下の

決定を請求者及び委員会に意見を受け取ってから又はその間に意見が通知されなければならない期限の経過から15日以内に通知

する。定められた期限内に通知がない場合には、請求は却下されたことになると見なされる。 

    請求者は、1973年１月12日の勅令により調整された国務院についての国法により、この決定に対して上訴を申し立てすること

ができる。国務院への上訴は、必要な場合には、委員会の意見を添える。 

 §2. 委員会は同様に県若しくは基礎自治体の行政当局からも意見を求められる。 

 §3. 委員会は自発的に本巻の概括的な適用について意見を述べる。委員会は立法当局にその適用及びありうるその修正に関する提

案を委ねることができる。 

第６条 公開請求が著者の権利により保護される作品を含む県若しくは基礎自治体の行政当局の行政資料に関わるときは、著者又はそ

の権利が譲渡されている者の同意は資料の所在についての調査の承認とか又はその点に関する説明の提供については必要がない。 

 著者の権利により保護される作品の写しの形での通知は著者又はその権利が譲渡されている者の事前の同意によってのみ認められる。 

 全ての場合に、当局は作品が著者の権利により保護されていることを明示する。 

第７条 本巻の適用により入手される行政資料は営業目的での配布も利用もできない。 

第８条 本巻の諸規定は同様に県若しくは基礎自治体の記録保管所により保管されている行政資料にも適用することができる。 

 県事務総長及び（基礎自治体理事会）は本巻の適用への協力に務める責任がある。 

第９条 行政資料の写しの発送はその金額が県若しくは基礎自治体の議会により定められる手数料を支払わせることができる。 

 写しの発送のための請求に必要な手数料はいかなる場合にも原価を超えてはならない。 
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日以内に知事及び管区当局に通知する。 

第３条 政府が前条に従って最終決定権を保留したときは、政府はその決定を本節に記された上訴のために基礎自治体当局に与えられ

た期限満了後に20日以内に通知する。 

第Ⅴ編 都市圏及び基礎自治体連合についての行政監督 

章唯一 

第１条 

 §1. 政府のみが都市圏を構成する基礎自治体並びに都市圏への行政監督を行使する。 

    この監督はそれについて基礎自治体に関して予定される事項の全てに行使される。 

 §2. 県理事会はそれを構成する基礎自治体並びに連合への行政監督を行使する。 

 §3. 議会の決定の全ての写しは、15日以内に、場合に応じて、15平日の期限内に政府若しくは県理事会に伝達される。 

 §4. 認可に付される決定は、場合に応じて、政府若しくは県理事会による受理から40日以内に非とされなかったならば当然発効す

る。 

    この期限は監督官庁の理由を付したる決定により延長されることができ、監督官庁がその間に決定する新たな期限を決める。 

    不認可は全て理由が付される。 

 §5. 政府が行政監督を行使する様式を定める。 

第Ⅱ巻 行政の公開 

第Ⅰ編 総 則 

章唯一 

第１条 本巻は憲法第78条の対象となる事項を決定する。 

第２条 本巻の諸規定は行政の一層広範な公開を用意する立法の諸規定を侵害することはない。 

第３条 本巻は県及び基礎自治体の行政庁に適用される。 

 本巻の適用については以下のように解する： 

   １º 行政当局：国務院調整法第14条の対象となる行政当局； 

   ２º 行政資料：いかような形のものであれ行政当局が提供する情報の全て； 

   ３º 個人の性格に関する資料：名指しで指示されるか若しくは容易に識別できる個人に関する評価若しくは能力判定、又はその

漏洩が明らかにその個人に被害を及ぼしかねない行動の記述を含む行政資料。 

   ４º 及び５º（…… ─ 2006年３月６日の地域圏法第６条） 

第Ⅱ編 積極的公開 

章唯一 

第１条 世間に県及び基礎自治体の行政庁の調書についての明白且つ客観的な情報を提供するために： 

   １º 県若しくは基礎自治体の議会は県若しくは基礎自治体に帰属する全ての行政庁についての情報の構想及び実行、並びに２º

の対象となる出版物の調整に責任を負う公務員を任命する； 

   ２º 県若しくは基礎自治体はそこに従属する全ての行政庁の公務員の権限及び組織を叙述した資料を刊行する；この資料は要求

した者は誰でも自由に使えるようにしなければならない； 

   ３º 県若しくは基礎自治体の行政庁から発送される文書には一件書類についてのより豊富な情報を提供する能力を有する人物の

名前、身分、住所及び電話番号を教示する； 

   ４º それにより個人に分かり易い県若しくは基礎自治体の行政庁から出される決定若しくは行政調書が域内住民に知らされる行

政資料が、必要ならば上訴手段、それについて精通している所管決定の機関、並びに守られるべき書式及び期限、上訴を申し

立てるための事項の期限が経過していないとする誤りが教示される。 

第２条 前条の２ºの対象となる資料の交付は県若しくは基礎自治体の議会により決められる手数料の支払を求めることができる。 

 必要があって要求される手数料は原価を超えてはならない。 

第Ⅲ編 消極的公開 

章唯一 

第１条 県若しくは基礎自治体の行政当局の行政資料を閲覧し、そのそれぞれを構成する資料の写しを受け取る権利により、本巻によ

り予定される諸条件に従って、全ての行政資料の所在地を知り、その主題についての説明を得、写しの形で通知を受けることが可能

になる。 

 個人の性格に関する資料については、請求者はその利益の根拠を明らかにしなければならない。 
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第２条 行政資料の閲覧、それの関連する説明若しくは写しの形でのそれの通知は請求に基づき行われる。請求は関連事項を、且つで

きれば関連行政資料をはっきりと指定し、例え行政資料館に保管されていたとしても、県若しくは基礎自治体の行政当局に書面で送

達される。 

 閲覧、説明若しくは写しの形での通知の請求が行政資料を持っていない若しくは基礎自治体の行政当局に送られたときは、当局は直

ちに請求者に通知して持っている情報に応じて資料を保有している行政当局の名称及び住所を教示する。 

 県若しくは基礎自治体の行政当局はそれらの請求を、記録簿に書き入れ、受理の日付ごとに分類して記録する。 

第３条 連邦、共同体若しくは地域圏の官公署の管轄権の行使に関する理由のために国法若しくは共同体・地域圏法により設けられた

その他の例外があれば格別、県若しくは基礎自治体の行政庁は請求の範囲の行政資料の閲覧、説明若しくは写しの形での通知の請求

を以下の場合に拒否できる： 

   １º 公表が侮辱の原因となりうる行政資料、未完成若しくは不完全なままの資料に関する； 

   ２º きままに伝えられた助言若しくは意見に関する及び官公署にとって機密としての； 

   ３º 明らかに不当な； 

   ４º 明らかに余りにも漠然とした仕方で作成された。 

 前段落を適用して行政資料が部分的に公開をしてはならないか又は免れることができないときは、閲覧、説明若しくは写しの形での

通知は残りの部分については制限される。 

 公開の請求について即刻の実現を決めることができないか又は却下する県若しくは基礎自治体の行政当局は請求の受理から30日以内

に延期若しくは却下の理由を知らせる。延期の場合は、期限は決して15日以上は引き延ばすことはできない。 

 定められた期限内に通知がない場合には、請求は却下されたことになると見なされる。 

第４条 誰か個人が県若しくは基礎自治体の行政当局の行政資料がその関係するものについて不正確若しくは不完全な情報を含んでい

ることを立証したときは、この当局は当事者のために無料で必要な訂正を行う責任がある。訂正は地域圏法によるか若しくはその名

においての上述の手続の適用とは別に、書面による当事者の請求で行われる。 

 訂正請求の即刻の実現を決めることができないか又は却下する県若しくは基礎自治体の行政当局は請求の受理から60日以内に延期若

しくは却下の理由を知らせる。延期の場合は、期限は決して30日以上は引き延ばすことはできない。 

 定められた期限内に通知がない場合には、請求は却下されたことになると見なされる。 

 請求が訂正を行う権限を有しない県若しくは基礎自治体の行政当局に送られると、当局は直ちに請求者に通知して、その情報に応じ

て実現できる権限を持っている行政当局の名称及び住所を教示する。 

 （…… ─ 2006年３月16日の地域圏法第７条） 

第５条 

 §1. 請求者が本巻による閲覧若しくは訂正を確保するのに困難に遭遇したときは（…… ─ 2006年３月16日の地域圏法第８条）、

本人は関係県若しくは基礎自治体の行政当局に再考慮の請求を送達できる。同時に本人は行政公開に関する1994年４月11日の国

法により設置された行政資料アクセス委員会に意見を述べるよう請求できる。 

    委員会は請求者及び県若しくは基礎自治体の行政当局に請求の受理から30日以内にその意見を伝える。定められた期限内に通

知がない場合には、意見は無視されたことになる。県若しくは基礎自治体の行政当局はその再考慮の請求の承認若しくは却下の

決定を請求者及び委員会に意見を受け取ってから又はその間に意見が通知されなければならない期限の経過から15日以内に通知

する。定められた期限内に通知がない場合には、請求は却下されたことになると見なされる。 

    請求者は、1973年１月12日の勅令により調整された国務院についての国法により、この決定に対して上訴を申し立てすること

ができる。国務院への上訴は、必要な場合には、委員会の意見を添える。 

 §2. 委員会は同様に県若しくは基礎自治体の行政当局からも意見を求められる。 

 §3. 委員会は自発的に本巻の概括的な適用について意見を述べる。委員会は立法当局にその適用及びありうるその修正に関する提

案を委ねることができる。 

第６条 公開請求が著者の権利により保護される作品を含む県若しくは基礎自治体の行政当局の行政資料に関わるときは、著者又はそ

の権利が譲渡されている者の同意は資料の所在についての調査の承認とか又はその点に関する説明の提供については必要がない。 

 著者の権利により保護される作品の写しの形での通知は著者又はその権利が譲渡されている者の事前の同意によってのみ認められる。 

 全ての場合に、当局は作品が著者の権利により保護されていることを明示する。 

第７条 本巻の適用により入手される行政資料は営業目的での配布も利用もできない。 

第８条 本巻の諸規定は同様に県若しくは基礎自治体の記録保管所により保管されている行政資料にも適用することができる。 

 県事務総長及び（基礎自治体理事会）は本巻の適用への協力に務める責任がある。 

第９条 行政資料の写しの発送はその金額が県若しくは基礎自治体の議会により定められる手数料を支払わせることができる。 

 写しの発送のための請求に必要な手数料はいかなる場合にも原価を超えてはならない。 
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第Ⅲ巻 県及び基礎自治体の財政 

第Ⅰ編 運用計画 

第Ⅰ章 適用範囲 
第１条 以下のものは管理計画を建てなければならない： 

   １º 浄化装置の借入、特別援助若しくは資金の恩恵に浴している、及びワロン地域圏政府により決められた期限に従った償還を

行っていない基礎自治体； 

   ２º 資金の借入の授与を願い出ている基礎自治体若しくは県。 

     政府は、特に浄化計画を課せられていて自己の会計年度に釣り合った予算を提示しているときは一定の基礎自治体及び一定

の県に管理計画を建てる義務を免除することができる。 

第２条 政府は、基礎自治体及び県の管理計画の監視及び監督並びにワロン地域圏の基礎自治体及び県の財政的均衡の維持へのその貢

献をする責任を負う基礎自治体支援地域圏センターの創設を進める1995年３月23日の地域圏法を適用して、自己の会計年度の欠損が

前年の12月31日現在で推定される全体の収益の３分の１を超えたときに管理計画を中止する地域圏の介入並びに長期の特別支援貸付

を獲得している全ての基礎自治体又は全ての県に、必要ならば特別の充当ではない以前に設定された通常の留保基金の増額を命ずる

ことができる。 

第Ⅱ章 総 則 

第１条 管理計画は職務ごとの予算総額を明示する。管理計画は経済的な職務集団のレベルでの支出の進展の概略を提示する。この計

画は、関係以前の会計年度の結果を考慮に入れて、基礎自治体若しくは県の予算全体の財政的均衡を何としても引き出さなければな

らない。 

第２条 管理計画は少なくとも５年の会計年度を扱わなければならない。管理計画は、支出及び収入にとっても通常及び臨時のサービ

スにとっても、関係基礎自治体の財政政策の基本路線を規定する。 

第３条 管理計画は、必要ならば、政府の認可を得て、基礎自治体議会若しくは県議会により中止される。 

第４条 政府は管理計画の策定を規整する諸規則を制定する。政府はその適用を監督し調査を確保する。 

第５条 管理計画は、必要ならば、基礎自治体若しくは県の予算編成時に現状に合わされる。 

第６条 必要な場合には、政府の認可を得て、基礎自治体議会による決定も県議会による決定もいずれも管理計画を策定もしくは修正

する。 

第７条 前条に基づき政府によりなされる中止は全て認可を求められた行為を政府が受理してから50日以内に行われなければならない。 

 この期間は最大限20日延長することができる。 

 期限の出発点となる受理当日は期限には含まれない。 

 最終期限日は期限に算入される。但し、この日が土曜、日曜若しくは祝祭日のときは、翌平日に延期される。 

 本法の意味での祝祭日は以下の日と解される：政府の法令により決められる日、並びに１月１日、復活祭の月曜日、５月１日、キリ

スト昇天祭、聖霊降臨祭、７月21日、８月15日、９月27日、11月１日、２日、11日、12月25日及び26日。 

第８条 第６条及び第７条に基づき政府によりなされる監督官庁の行為は基礎自治体若しくは県に通告されなければならない。 

 通告は書面で行われる。 

 この書面の発送は、通告される行為が無効となる条件で、遅くとも期限の最終到達日までになされる。 

第Ⅲ章 本編 第Ⅰ章第１条の適用される基礎自治体のための特別規定 

第１条 管理計画は税制に関する努力を明確にして最低の率を定める。 

第２条 計画は人事に関してとりわけ枠の水準と同様に行財政法規の方向を明示する。 

第３条 管理計画は特定の移転支出がそれに従う諸条件を定めることができる。全ての移転支出の説明は管理計画を添えなければなら

ない。 

第Ⅱ編 基礎自治体及び県の税の創設及び徴収 

章唯一 

第１条 本編は憲法第77条の対象となる諸事項を規整する。 

第２条 本編は県及び基礎自治体により設けられる諸税に適用される。 

 但し、本編は連邦当局の諸税への付加税には適用されない。 

第３条 税金は納税者名簿の方法で徴収されるか、納税証明の引渡しと交換に現金で徴収されるかいずれかである。 

 納税者名簿の方法による徴収は納税者名簿からの納税通知の写しの発送から２か月以内に支払われなければならない。 

 徴収が現金でしか実行できないときは、税は課税されて直ちに支払われなければならない。 

第４条 

 §1. 納税者名簿は以下により遅くとも会計年度の翌年の６月30日までに決定されて発効するようになる： 

     ─ 基礎自治体税については（基礎自治体理事会）。 
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     ─ 県税については知事か若しくはその職務代行者。 

    納税者名簿は受領証と引き替えに納税者名簿からの納税通知の発送を直ちに保証する徴収責任を有する収入役に伝えられる。

この発送は納税義務者については無料で行われる。 

 §2. 納税者名簿に設定される諸税は納税者名簿が発効するようになる進行中の会計年度の収入に計上される。 

 §3. 納税者名簿は以下のものを記載する： 

   １º 税を設定した基礎自治体若しくは県の名前； 

   ２º 納税義務者の姓、名若しくは会社名及び住所； 

   ３º それにより税が支払われる命令の日付； 

   ４º 税の名称、根拠、率、算定及び金額、並びに関係会計年度； 

   ５º 条文番号； 

   ６º 発効する署名の日付； 

   ７º 発送の日付； 

   ８º 支払の最終期限； 

   ９º 納税義務者がその間に異議申立ができる期限、受理についての管轄機関の名称及び住所。 

第５条 納税者名簿からの納税通知は発送の日付を記載し第１条§３（《第４条》§３と読む）に表示された記載事項を書き込む。 

 その上で税が支払われるべき規則の概要が付け加えられる。 

第６条 税務規則が申告義務を用意しているときには、この同じ規則により予定された納税義務者の側の期限内の無申告又は不正確、

不完全若しくは曖昧な申告は税務署の介入を引き起こす。 

 職権による課税の実施に先立って、第４条により納税者名簿を決定する権限を有する官公署は、納税義務者に、書留郵便で、この手

続に訴える理由、課税がそれに基礎を置く諸要素、並びにこれらの諸要素の決定の方式と税額とを併せて通知する。 

 納税義務者はその所見を強調するために書面で通知の発送日から30日の期間に対処する。 

 職権による課税は課税した会計年度の１月１日から３年の期間だけ有効に徴収される。この期限は不正な意図若しくは悪意で犯した

税務規則違反の場合には２年延長される。 

 税務規則は職権で徴収される税がその規則が定めて支払われる税の２倍を超えることはできない額に増額されるよう準備することが

できる。この増額分も同様に徴収される。 

第７条 第６条第１段落の対象となる違反は第４条に従って納税者名簿を定める権限を有する官署によりそのために任命された宣誓を

した特別公務員により確認される。 

 その作成した調書は反証が上がるまで証拠となる。 

第８条 納税義務者は何人も、行政用の要求によりその場で、税の確定に必要な帳簿及び資料を全て提出する義務がある。 

 納税義務者は同様に、第７条に従って任命されたかもしくは任命の令状を有している課税基準を設定するか若しくは監督する公務員

等々に、課税できる要素があるか若しくは含む、又はその中で課税対象となる活動が営まれている、建築物であれ非建築物であれ不

動産への自由な出入りを認める義務がある。 

 但し、これらの公務員たちは居住者のいる建物若しくは部屋には朝５時から夕方９時までだけそれも違警罪裁判所判事の許可を得た

場合だけ入り込むことができる。 

第９条 納税義務者は、県税若しくは基礎自治体税に対する異議申立を、それぞれ行政官公署として行動する知事若しくは（基礎自治

体理事会）に行うことができる。 

 政府がこの異議申立に適用できる手続を定める。 

第10条 前条の対象となる官公署によって行われる決定はその税が設定された管轄区域内の一審裁判所への上訴の対象となりうる。 

 決定がなければ上訴は正当と見なされる。裁判法第1385条10及び第1385条11が適用されることができる。 

 一審裁判所の判決は異議申立若しくは控訴できる。 

 控訴院の判決は破棄院への上告の対象となりうる。 

第11条 前条の対象となる上訴に適用できる書式、期限及び手続も国税所得税と同様に規定され係争中の当事者全てに対して効力を有

する。 

第12条 本編の諸規定に抵触することなく、所得税法第７編第第１章の３、４、７乃至10及び同法施行令第126条乃至第175条は県税及

び基礎自治体税に、特に所得税に関連がない限り適用できる。 

 但し、その徴収が関税・間接税庁に課せられた県税の徴収のための法的な告訴、先取特権及び抵当権は間接税法に関してと同様に行

使される。 

第Ⅲ編 基礎自治体及び県により交付される補助金の交付及び監督 

章唯一 

第１条 本編は以下により与えられる全ての補助金に適用される： 
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第Ⅲ巻 県及び基礎自治体の財政 

第Ⅰ編 運用計画 

第Ⅰ章 適用範囲 
第１条 以下のものは管理計画を建てなければならない： 

   １º 浄化装置の借入、特別援助若しくは資金の恩恵に浴している、及びワロン地域圏政府により決められた期限に従った償還を

行っていない基礎自治体； 

   ２º 資金の借入の授与を願い出ている基礎自治体若しくは県。 

     政府は、特に浄化計画を課せられていて自己の会計年度に釣り合った予算を提示しているときは一定の基礎自治体及び一定

の県に管理計画を建てる義務を免除することができる。 

第２条 政府は、基礎自治体及び県の管理計画の監視及び監督並びにワロン地域圏の基礎自治体及び県の財政的均衡の維持へのその貢

献をする責任を負う基礎自治体支援地域圏センターの創設を進める1995年３月23日の地域圏法を適用して、自己の会計年度の欠損が

前年の12月31日現在で推定される全体の収益の３分の１を超えたときに管理計画を中止する地域圏の介入並びに長期の特別支援貸付

を獲得している全ての基礎自治体又は全ての県に、必要ならば特別の充当ではない以前に設定された通常の留保基金の増額を命ずる

ことができる。 

第Ⅱ章 総 則 

第１条 管理計画は職務ごとの予算総額を明示する。管理計画は経済的な職務集団のレベルでの支出の進展の概略を提示する。この計

画は、関係以前の会計年度の結果を考慮に入れて、基礎自治体若しくは県の予算全体の財政的均衡を何としても引き出さなければな

らない。 

第２条 管理計画は少なくとも５年の会計年度を扱わなければならない。管理計画は、支出及び収入にとっても通常及び臨時のサービ

スにとっても、関係基礎自治体の財政政策の基本路線を規定する。 

第３条 管理計画は、必要ならば、政府の認可を得て、基礎自治体議会若しくは県議会により中止される。 

第４条 政府は管理計画の策定を規整する諸規則を制定する。政府はその適用を監督し調査を確保する。 

第５条 管理計画は、必要ならば、基礎自治体若しくは県の予算編成時に現状に合わされる。 

第６条 必要な場合には、政府の認可を得て、基礎自治体議会による決定も県議会による決定もいずれも管理計画を策定もしくは修正

する。 

第７条 前条に基づき政府によりなされる中止は全て認可を求められた行為を政府が受理してから50日以内に行われなければならない。 

 この期間は最大限20日延長することができる。 

 期限の出発点となる受理当日は期限には含まれない。 

 最終期限日は期限に算入される。但し、この日が土曜、日曜若しくは祝祭日のときは、翌平日に延期される。 

 本法の意味での祝祭日は以下の日と解される：政府の法令により決められる日、並びに１月１日、復活祭の月曜日、５月１日、キリ

スト昇天祭、聖霊降臨祭、７月21日、８月15日、９月27日、11月１日、２日、11日、12月25日及び26日。 

第８条 第６条及び第７条に基づき政府によりなされる監督官庁の行為は基礎自治体若しくは県に通告されなければならない。 

 通告は書面で行われる。 

 この書面の発送は、通告される行為が無効となる条件で、遅くとも期限の最終到達日までになされる。 

第Ⅲ章 本編 第Ⅰ章第１条の適用される基礎自治体のための特別規定 

第１条 管理計画は税制に関する努力を明確にして最低の率を定める。 

第２条 計画は人事に関してとりわけ枠の水準と同様に行財政法規の方向を明示する。 

第３条 管理計画は特定の移転支出がそれに従う諸条件を定めることができる。全ての移転支出の説明は管理計画を添えなければなら

ない。 

第Ⅱ編 基礎自治体及び県の税の創設及び徴収 

章唯一 

第１条 本編は憲法第77条の対象となる諸事項を規整する。 

第２条 本編は県及び基礎自治体により設けられる諸税に適用される。 

 但し、本編は連邦当局の諸税への付加税には適用されない。 

第３条 税金は納税者名簿の方法で徴収されるか、納税証明の引渡しと交換に現金で徴収されるかいずれかである。 

 納税者名簿の方法による徴収は納税者名簿からの納税通知の写しの発送から２か月以内に支払われなければならない。 

 徴収が現金でしか実行できないときは、税は課税されて直ちに支払われなければならない。 

第４条 

 §1. 納税者名簿は以下により遅くとも会計年度の翌年の６月30日までに決定されて発効するようになる： 

     ─ 基礎自治体税については（基礎自治体理事会）。 

－ 195 － 

     ─ 県税については知事か若しくはその職務代行者。 

    納税者名簿は受領証と引き替えに納税者名簿からの納税通知の発送を直ちに保証する徴収責任を有する収入役に伝えられる。

この発送は納税義務者については無料で行われる。 

 §2. 納税者名簿に設定される諸税は納税者名簿が発効するようになる進行中の会計年度の収入に計上される。 

 §3. 納税者名簿は以下のものを記載する： 

   １º 税を設定した基礎自治体若しくは県の名前； 

   ２º 納税義務者の姓、名若しくは会社名及び住所； 

   ３º それにより税が支払われる命令の日付； 

   ４º 税の名称、根拠、率、算定及び金額、並びに関係会計年度； 

   ５º 条文番号； 

   ６º 発効する署名の日付； 

   ７º 発送の日付； 

   ８º 支払の最終期限； 

   ９º 納税義務者がその間に異議申立ができる期限、受理についての管轄機関の名称及び住所。 

第５条 納税者名簿からの納税通知は発送の日付を記載し第１条§３（《第４条》§３と読む）に表示された記載事項を書き込む。 

 その上で税が支払われるべき規則の概要が付け加えられる。 

第６条 税務規則が申告義務を用意しているときには、この同じ規則により予定された納税義務者の側の期限内の無申告又は不正確、

不完全若しくは曖昧な申告は税務署の介入を引き起こす。 

 職権による課税の実施に先立って、第４条により納税者名簿を決定する権限を有する官公署は、納税義務者に、書留郵便で、この手

続に訴える理由、課税がそれに基礎を置く諸要素、並びにこれらの諸要素の決定の方式と税額とを併せて通知する。 

 納税義務者はその所見を強調するために書面で通知の発送日から30日の期間に対処する。 

 職権による課税は課税した会計年度の１月１日から３年の期間だけ有効に徴収される。この期限は不正な意図若しくは悪意で犯した

税務規則違反の場合には２年延長される。 

 税務規則は職権で徴収される税がその規則が定めて支払われる税の２倍を超えることはできない額に増額されるよう準備することが

できる。この増額分も同様に徴収される。 

第７条 第６条第１段落の対象となる違反は第４条に従って納税者名簿を定める権限を有する官署によりそのために任命された宣誓を

した特別公務員により確認される。 

 その作成した調書は反証が上がるまで証拠となる。 

第８条 納税義務者は何人も、行政用の要求によりその場で、税の確定に必要な帳簿及び資料を全て提出する義務がある。 

 納税義務者は同様に、第７条に従って任命されたかもしくは任命の令状を有している課税基準を設定するか若しくは監督する公務員

等々に、課税できる要素があるか若しくは含む、又はその中で課税対象となる活動が営まれている、建築物であれ非建築物であれ不

動産への自由な出入りを認める義務がある。 

 但し、これらの公務員たちは居住者のいる建物若しくは部屋には朝５時から夕方９時までだけそれも違警罪裁判所判事の許可を得た

場合だけ入り込むことができる。 

第９条 納税義務者は、県税若しくは基礎自治体税に対する異議申立を、それぞれ行政官公署として行動する知事若しくは（基礎自治

体理事会）に行うことができる。 

 政府がこの異議申立に適用できる手続を定める。 

第10条 前条の対象となる官公署によって行われる決定はその税が設定された管轄区域内の一審裁判所への上訴の対象となりうる。 

 決定がなければ上訴は正当と見なされる。裁判法第1385条10及び第1385条11が適用されることができる。 

 一審裁判所の判決は異議申立若しくは控訴できる。 

 控訴院の判決は破棄院への上告の対象となりうる。 

第11条 前条の対象となる上訴に適用できる書式、期限及び手続も国税所得税と同様に規定され係争中の当事者全てに対して効力を有

する。 

第12条 本編の諸規定に抵触することなく、所得税法第７編第第１章の３、４、７乃至10及び同法施行令第126条乃至第175条は県税及

び基礎自治体税に、特に所得税に関連がない限り適用できる。 

 但し、その徴収が関税・間接税庁に課せられた県税の徴収のための法的な告訴、先取特権及び抵当権は間接税法に関してと同様に行

使される。 

第Ⅲ編 基礎自治体及び県により交付される補助金の交付及び監督 

章唯一 

第１条 本編は以下により与えられる全ての補助金に適用される： 
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   １º 県、基礎自治体、法人格を付与された県若しくは基礎自治体の公益施設、都市圏、基礎自治体連合、文化委員会、県の各種

団体及び基礎自治体の各種団体； 

   ２º １ºにおいて対象となった提供者の一つにより直接若しくは間接に補助金を支給される法人若しくは個人。 

第２条 補助金の語については、本編の意味では、いかような形式若しくは名称であれ、全ての寄付、特典若しくは援助、これには無

利子で与えられる回収可能な資金の前貸しを含み、全体の利益に役立つ諸活動を奨励するために付与されるが、但し学者たちや芸術

家たちにその作品について与えられる代価は除くと解する必要がある。 

第３条 第１条の対象となる提供者の一つにより与えられる補助金の享受者は誰でもそれがそのために与えられた目的に使われなけれ

ばならないし、共同体・地域圏法により若しくは共同体・地域圏法の名において免除されない限り、その使い道を説明しなければな

らない。 

第４条 法律若しくは規則の諸規定が用意されている場合を除いて、補助金を交付する決定はいずれも使用の性質、範囲、諸条件を明

確にし、且つその享受者に要求される弁明、並びに、必要なら、その間にこれらの弁明が詳しく説明されなければならない期限も準

備しておかなければならない。 

第５条 

 §1. 前条に抵触することなく、第１条の対象となる提供者の一つの補助金を間接的であっても、享受している法人はいずれも、毎

年度、提供者に、貸借対照表及び会計報告並びに運営報告及び財務状況を伝えなければならない。 

 §2. 第１条の１ºの対象となる提供者の一つの補助金を請求する法人はいずれもその申請書に貸借対照表及び会計報告並びに運営

報告及び財務状況を加えなければならない。 

 §3. 本条は法律の規定が義務的に第１条の１ºの対象となる提供者の一つの予算の負担としている補助金には適用することはでき

ない。 

第６条 提供者は誰にでも与えられた補助金の点検を現場で行わせる権利を有する。 

 補助金の享受者が、それ自身が第１条の１ºの対象となる提供者の一つを運営している個人若しくは法人から受けているときは、そ

の個人若しくは法人が第１段落で予定された点検を行う。 

第７条 補助金がそれに規制されている解除の諸規定に抵触することなく、享受者は以下の場合にはそれを返還する義務がある： 

   １º 補助金がそれにより交付された目的に使用されないとき； 

   ２º 享受者が第４条及び第５条の対象となる弁明を詳しく説明しないとき； 

   ３º 享受者が第６条の対象となる点検を行うのに反対するとき。 

 但し、段落１º及び２ºに予定される場合には享受者は弁明しない補助金の一部だけ返還すればよい。 

 直接税を創設する権限を有する公法上の法人は返還を必要とする補助金を執行令状の手段で取り立てる権限を与えられる。執行令状

は取立てに責任を有する会計係により発せられる。会計係は上述の公法上の法人のそれぞれの指示による処分をする役割に執行力を

与える資格を有する行政官公署により執行力を与えられる。 

第８条 以前に受け取った補助金について、第４条及び第５条の対象となる弁明を詳しく説明しないか若しくは第６条により予定され

た点検に反対している間ずっと補助金の交付が執行停止される。 

 補助金が分割交付されるときはそのそれぞれの部分が本条の適用に関しては一つの補助金と見なされる。 

第９条 本編は第１条の１ºの対象となる提供者たちにより与えられる1,239.47ユーロ以下の価値しかない補助金には、その提供者た

ちに本編により予定された義務の全体か若しくは一部を享受者たちに課する権利がある場合を除いて、いかなる場合にも必要な第３

条及び第７条第１段落１ºの諸規定から生ずる義務は別として、適用できない。 

 1,239.47ユーロと24,789.35ユーロの間にある価値の補助金については、第１条の１ºの対象となる提供者たちは、享受者に本編によ

り予定された義務の全体若しくは一部を、但しこの最後のものは免除できないとしても、第３条及び第７条第１段落１ºの諸規定か

ら生ずる義務を免除することができる。 

第Ⅳ編 公益の一定の投資への補助金 

章唯一 

第１条 本法はワロン地域圏による公益の一定の投資を奨励するための補助金の交付に適用できる。 

第２条 本法の意味では、《草案段階の総会》については、あらゆる人間の目前で、計画の構想を支援し、計画の質を保証するために

作業を持ち、不可抗力の場合には２年間予想される投資の範囲内の新たな作業を回避させることができる《鉛筆》のデッサンの段階

の総会と解される。 

第３条 以下の公法上の法人は《申請者》と呼ばれ、公益の投資のために地域圏の補助金を受けることができる： 

   １º 諸県； 

   ２º 諸基礎自治体； 

   ３º 諸基礎自治体の諸団体； 

   ４º 公認の宗教の領地の管理に責任を負う公認の諸施設 

－ 197 － 

   ５º 非宗教的な道徳の実践に必要な財産を管理する諸法人 

   ６º 政府により指定されるその他の全法人。 

第４条 第１条で予定された投資は、政府から提示される地域圏の優先順位に従って依頼者により策定される３年計画において繰り返

される。 

 前段落に反して、３年計画で繰り返されず、その推敲のときには予測不能な投資は、偶発的若しくは不可抗力の場合に必要とするな

らば、補助金を受けることができる。 

第５条 本法の第４条第１段落の対象となる投資は、それに研究論文、予備作品を含む研究業績並びにそれらの管理に必要なもの及び

/又は以下に列挙する取得物からなる： 

   １º ａ．それには当局に帰属する道路敷、街路設備、標識、植樹及びその日のために創作された芸術作品のような付属物を含む

公共道路の建設、改修及び臨時の維持管理； 

     ｂ．それが存在し認可されている基礎自治体の流動計画にこれらの工事が従っている限り、公有地に設けられた駐車場の創

設及び改修； 

     基礎自治体が認可された基礎自治体流動計画を有しているときは、草案はこの計画と比べてありうる隔たりを弁明すること

になる。 

   ２º 上下水道の建設、改修及び更新； 

   ３º 公共照明の設置、延長、移動及び取替； 

   ４º その周辺の整備と併せて、以下の建築、改築及び改造； 

     ａ．基礎自治体及び県の公共企業体に予定される建物； 

     ｂ．公共社会福祉センターの管理事務所に予定される建物； 

     ｃ．公認の宗教の実践若しくは非宗教的な道徳の実践に必要な建物； 

     ｄ．唯公法人であるだけの基礎自治体の諸団体の地方事務所に予定される建物； 

     ｅ．それらが何人でも無条件に出入りできるし且つ営業目的に利用されない限り、地区の小規模社会福祉施設、及び特に社

会生活に再生活力を与える目的のために又は世代間の交流を促進する働きのためにある建物； 

     ｆ．本法の第３条の６ºの対象となる依頼者の管理・技術事務所に予定される建物； 

    （ｇ．所管庁により認可された児童受入れの基礎自治体の保育園及び施設 ─ 2006年12月22日の地域圏法第２条）。 

   ５º 本法の第３条で指定される法人の利用が予定される土地を除く不動産の取得。 

第６条 政府は以下を決める： 

   １º 補助金交付が受けられる第５条の対象となる投資の活用； 

   ２º 補助金交付の個別の諸条件、請求者を受け入れる手続及び提供される資料の一覧表； 

   ３º ３年の期間中適用できる補助金の率及び計算方式。 

第７条 

 §1. ３年計画は政府により認可される。 

    ３年計画の全体若しくは一部の認可の決定は、申請者及び政府の財政能力はもとより、特に投資の技術的経済的価値を考慮に

入れる。 

    政府は完成した３年計画を受理してから90日以内に決定する。政府は、その期限満了前に詳しく説明されて通知される決定に

より、その期限を一度だけ最大有効期限45日延長することができる。 

    第３段落の対象となる期限満了に続く45日以内に政府からの通知がなければ、計画は認可されたと見なされる。 

    政府が３年計画に認可を与えたときは、政府は予約されたそれぞれの投資について、補助金の暫定的な金額を決める。 

 §2. ３年計画は、この修正が政府により正式に正当化され認可されることを条件に、申請者により修正できる。 

    ３年計画の修正が認可されている３年計画の中に予約されている投資の見積の適合性を含んでいるならば、それは遅くとも投

資の監査に関係する計画の承認のときまでに申請者により願い出られる。 

    ３年計画の作成に関係する諸規定はその修正にも適用できる。 

第８条 第１条の対象となるそれぞれの投資は申請者により企画され主宰される草案の総会の対象となる。政府はこの会議の様式、投

資の作成と実現の過程に参加できる者及び組織の一覧表を決める。 

第９条 草案総会のために、投資の実現過程に参加できる組織を代表する資格を有する者たちは申請者に、完全、明解且つ簡潔な形で、

あらゆる法規及び技術の情報を渡し、取得した認可に抵触することなく、投資の調査及び工事の入札に掛ける手続をまとめ、又は必

要ならば計画を行政庁の意見に従わせることが認められる。 

 申請者は会議の議事録を作成し第１段落の対象となる者たちに草案総会の日から15日以内に通告する。 

 申請者にその注意点の指摘を知らせるようにとの通告から15日間に、これらの者たちは、必要ならば補完した証拠資料を提出する。

修正された議事録は注意点の指摘の受理の期限の満期の日から15日以内に届く；それにはもはや異論を唱える余地はない。最初の15

日の期限内に批評の対象とならなかった議事録は承認されたと見なされる。 
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   １º 県、基礎自治体、法人格を付与された県若しくは基礎自治体の公益施設、都市圏、基礎自治体連合、文化委員会、県の各種

団体及び基礎自治体の各種団体； 

   ２º １ºにおいて対象となった提供者の一つにより直接若しくは間接に補助金を支給される法人若しくは個人。 

第２条 補助金の語については、本編の意味では、いかような形式若しくは名称であれ、全ての寄付、特典若しくは援助、これには無

利子で与えられる回収可能な資金の前貸しを含み、全体の利益に役立つ諸活動を奨励するために付与されるが、但し学者たちや芸術

家たちにその作品について与えられる代価は除くと解する必要がある。 

第３条 第１条の対象となる提供者の一つにより与えられる補助金の享受者は誰でもそれがそのために与えられた目的に使われなけれ

ばならないし、共同体・地域圏法により若しくは共同体・地域圏法の名において免除されない限り、その使い道を説明しなければな

らない。 

第４条 法律若しくは規則の諸規定が用意されている場合を除いて、補助金を交付する決定はいずれも使用の性質、範囲、諸条件を明

確にし、且つその享受者に要求される弁明、並びに、必要なら、その間にこれらの弁明が詳しく説明されなければならない期限も準

備しておかなければならない。 

第５条 

 §1. 前条に抵触することなく、第１条の対象となる提供者の一つの補助金を間接的であっても、享受している法人はいずれも、毎

年度、提供者に、貸借対照表及び会計報告並びに運営報告及び財務状況を伝えなければならない。 

 §2. 第１条の１ºの対象となる提供者の一つの補助金を請求する法人はいずれもその申請書に貸借対照表及び会計報告並びに運営

報告及び財務状況を加えなければならない。 

 §3. 本条は法律の規定が義務的に第１条の１ºの対象となる提供者の一つの予算の負担としている補助金には適用することはでき

ない。 

第６条 提供者は誰にでも与えられた補助金の点検を現場で行わせる権利を有する。 

 補助金の享受者が、それ自身が第１条の１ºの対象となる提供者の一つを運営している個人若しくは法人から受けているときは、そ

の個人若しくは法人が第１段落で予定された点検を行う。 

第７条 補助金がそれに規制されている解除の諸規定に抵触することなく、享受者は以下の場合にはそれを返還する義務がある： 

   １º 補助金がそれにより交付された目的に使用されないとき； 

   ２º 享受者が第４条及び第５条の対象となる弁明を詳しく説明しないとき； 

   ３º 享受者が第６条の対象となる点検を行うのに反対するとき。 

 但し、段落１º及び２ºに予定される場合には享受者は弁明しない補助金の一部だけ返還すればよい。 

 直接税を創設する権限を有する公法上の法人は返還を必要とする補助金を執行令状の手段で取り立てる権限を与えられる。執行令状

は取立てに責任を有する会計係により発せられる。会計係は上述の公法上の法人のそれぞれの指示による処分をする役割に執行力を

与える資格を有する行政官公署により執行力を与えられる。 

第８条 以前に受け取った補助金について、第４条及び第５条の対象となる弁明を詳しく説明しないか若しくは第６条により予定され

た点検に反対している間ずっと補助金の交付が執行停止される。 

 補助金が分割交付されるときはそのそれぞれの部分が本条の適用に関しては一つの補助金と見なされる。 

第９条 本編は第１条の１ºの対象となる提供者たちにより与えられる1,239.47ユーロ以下の価値しかない補助金には、その提供者た

ちに本編により予定された義務の全体か若しくは一部を享受者たちに課する権利がある場合を除いて、いかなる場合にも必要な第３

条及び第７条第１段落１ºの諸規定から生ずる義務は別として、適用できない。 

 1,239.47ユーロと24,789.35ユーロの間にある価値の補助金については、第１条の１ºの対象となる提供者たちは、享受者に本編によ

り予定された義務の全体若しくは一部を、但しこの最後のものは免除できないとしても、第３条及び第７条第１段落１ºの諸規定か

ら生ずる義務を免除することができる。 

第Ⅳ編 公益の一定の投資への補助金 

章唯一 

第１条 本法はワロン地域圏による公益の一定の投資を奨励するための補助金の交付に適用できる。 

第２条 本法の意味では、《草案段階の総会》については、あらゆる人間の目前で、計画の構想を支援し、計画の質を保証するために

作業を持ち、不可抗力の場合には２年間予想される投資の範囲内の新たな作業を回避させることができる《鉛筆》のデッサンの段階

の総会と解される。 

第３条 以下の公法上の法人は《申請者》と呼ばれ、公益の投資のために地域圏の補助金を受けることができる： 

   １º 諸県； 

   ２º 諸基礎自治体； 

   ３º 諸基礎自治体の諸団体； 

   ４º 公認の宗教の領地の管理に責任を負う公認の諸施設 
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   ５º 非宗教的な道徳の実践に必要な財産を管理する諸法人 

   ６º 政府により指定されるその他の全法人。 

第４条 第１条で予定された投資は、政府から提示される地域圏の優先順位に従って依頼者により策定される３年計画において繰り返

される。 

 前段落に反して、３年計画で繰り返されず、その推敲のときには予測不能な投資は、偶発的若しくは不可抗力の場合に必要とするな

らば、補助金を受けることができる。 

第５条 本法の第４条第１段落の対象となる投資は、それに研究論文、予備作品を含む研究業績並びにそれらの管理に必要なもの及び

/又は以下に列挙する取得物からなる： 

   １º ａ．それには当局に帰属する道路敷、街路設備、標識、植樹及びその日のために創作された芸術作品のような付属物を含む

公共道路の建設、改修及び臨時の維持管理； 

     ｂ．それが存在し認可されている基礎自治体の流動計画にこれらの工事が従っている限り、公有地に設けられた駐車場の創

設及び改修； 

     基礎自治体が認可された基礎自治体流動計画を有しているときは、草案はこの計画と比べてありうる隔たりを弁明すること

になる。 

   ２º 上下水道の建設、改修及び更新； 

   ３º 公共照明の設置、延長、移動及び取替； 

   ４º その周辺の整備と併せて、以下の建築、改築及び改造； 

     ａ．基礎自治体及び県の公共企業体に予定される建物； 

     ｂ．公共社会福祉センターの管理事務所に予定される建物； 

     ｃ．公認の宗教の実践若しくは非宗教的な道徳の実践に必要な建物； 

     ｄ．唯公法人であるだけの基礎自治体の諸団体の地方事務所に予定される建物； 

     ｅ．それらが何人でも無条件に出入りできるし且つ営業目的に利用されない限り、地区の小規模社会福祉施設、及び特に社

会生活に再生活力を与える目的のために又は世代間の交流を促進する働きのためにある建物； 

     ｆ．本法の第３条の６ºの対象となる依頼者の管理・技術事務所に予定される建物； 

    （ｇ．所管庁により認可された児童受入れの基礎自治体の保育園及び施設 ─ 2006年12月22日の地域圏法第２条）。 

   ５º 本法の第３条で指定される法人の利用が予定される土地を除く不動産の取得。 

第６条 政府は以下を決める： 

   １º 補助金交付が受けられる第５条の対象となる投資の活用； 

   ２º 補助金交付の個別の諸条件、請求者を受け入れる手続及び提供される資料の一覧表； 

   ３º ３年の期間中適用できる補助金の率及び計算方式。 

第７条 

 §1. ３年計画は政府により認可される。 

    ３年計画の全体若しくは一部の認可の決定は、申請者及び政府の財政能力はもとより、特に投資の技術的経済的価値を考慮に

入れる。 

    政府は完成した３年計画を受理してから90日以内に決定する。政府は、その期限満了前に詳しく説明されて通知される決定に

より、その期限を一度だけ最大有効期限45日延長することができる。 

    第３段落の対象となる期限満了に続く45日以内に政府からの通知がなければ、計画は認可されたと見なされる。 

    政府が３年計画に認可を与えたときは、政府は予約されたそれぞれの投資について、補助金の暫定的な金額を決める。 

 §2. ３年計画は、この修正が政府により正式に正当化され認可されることを条件に、申請者により修正できる。 

    ３年計画の修正が認可されている３年計画の中に予約されている投資の見積の適合性を含んでいるならば、それは遅くとも投

資の監査に関係する計画の承認のときまでに申請者により願い出られる。 

    ３年計画の作成に関係する諸規定はその修正にも適用できる。 

第８条 第１条の対象となるそれぞれの投資は申請者により企画され主宰される草案の総会の対象となる。政府はこの会議の様式、投

資の作成と実現の過程に参加できる者及び組織の一覧表を決める。 

第９条 草案総会のために、投資の実現過程に参加できる組織を代表する資格を有する者たちは申請者に、完全、明解且つ簡潔な形で、

あらゆる法規及び技術の情報を渡し、取得した認可に抵触することなく、投資の調査及び工事の入札に掛ける手続をまとめ、又は必

要ならば計画を行政庁の意見に従わせることが認められる。 

 申請者は会議の議事録を作成し第１段落の対象となる者たちに草案総会の日から15日以内に通告する。 

 申請者にその注意点の指摘を知らせるようにとの通告から15日間に、これらの者たちは、必要ならば補完した証拠資料を提出する。

修正された議事録は注意点の指摘の受理の期限の満期の日から15日以内に届く；それにはもはや異論を唱える余地はない。最初の15

日の期限内に批評の対象とならなかった議事録は承認されたと見なされる。 
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 第２及び第３の段落の上述の期限は７月と８月の月の間に開始若しくは満期の到来したときは倍加される。期限はクリスマスと年頭

の間は中断される。期限は土曜日、日曜日若しくは祝祭日の間に到来したときは次の平日に延期される。 

 草案総会の企画の申請者の不遵守は関連する投資についての補助金の恩典を当然拒絶したことになる。 

第10条 申請者は最終案について行政庁の見解を求める。 

 行政庁の見解は現行の法律及び規範の遵守に重点が置かれる。 

 この見解は見解の要請の受理から45日の期限内に届けられる。 

第11条 

 §1. 草案総会の日から６か月以内に、申請者は契約締結に関する完全な一件書類を政府に伝達する。 

    但し、この期限は申請者の正当な理由のある申請に基づきさらに６か月延長することができる。 

 §2. 財務検査官が政府による受理から30日以内にその見解を出す。 

第12条 

 §1. 草案総会の議事録の中で述べられた注意点の指摘が最終案についての行政庁により届けられた見解と一致する限り、政府は、

取消となる猶予期間の30日以内に、国法若しくは予算により予定された予算額若しくは投資の認可が利用可能なときに認可され

た申し出に基づき確定された補助金の金額を申請者に通告する。 

    最終補助金は本法の第７条§２の第５段落に予定された補助金の交付額の10％を超えることはできない。 

 §2. 補助金を認められた工事の一定の設定場所は、これらの場所について、特別の仕様書が政府により定められた事項内での工事

の申請者たちの形成若しくは挿入に関する会社の約款を含むとき又は工事が1993年12月24日の公共事業契約並びに一定の工事、

物品供給及びサービスに関する国法第18条の２の意味での挿入を経済的社会的企業に任せられるときには、本法の執行命令によ

り決められた補助金の率の15％増しを受けることができる。 

    上述の手直しされた諸条件でのこのような場所がなければ、補助金は上述の命令により定められた率に引き戻される。 

    それらの適用に関する年次報告は翌年度の正式決定される予算計画に引き継がれる。 

第13条 補助金の金額についての前払は政府により定められた諸条件で認められる。 

 政府は、最終の明細計算において、第３条§１に従って交付される補助金の金額を超えなければ、予定された当初の工事の施行に関

連のある工事の増減及び必要な適合を考慮に入れる。 

第14条 毎年度、政府は本法の適用に関する一般報告を作成する。 

 この報告は基礎自治体ごとに少なくとも以下の諸要素を含む： 

  ─ 第３条の対象となる者たちにより提出された申請書； 

  ─ ３年計画の中に取り入れられた企画； 

  ─ 割り当てられた補助金の率及び金額； 

  ─ 達成率。 

  ─ 量的な見積。 

 報告は遅くとも翌年の３月31日までに伝達される。 

第15条 ３年計画に覆われた期間の満了で、そのために通告が第12条§１に予定された補助金の申請は無効とはならない。但し、第11

条§１に則った３年計画の満了の日の翌年の３月１日以前にそのために契約の付与に関する完全な一件書類が導入されていた投資は

暫定的な３年計画の中で再開される ─ 2006年12月21日地域圏法第１条）。 
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Ⅱ－４ ワロン自治法(４) 
 

第４部 選 挙 

 

第Ⅰ巻 主要機関の選挙 
注 本法第４部第Ⅰ巻は2006年６月１日の地域圏法第２条により入れ替えられた。 

第Ⅰ編 選挙制度 ─ 原理及び定義 

第Ⅰ章 原 理 

第１条 投票は義務であり秘密である。投票は基礎自治体で行われる。 

 各有権者は１票しか権利がない。選挙自体は比例代表制に基づく普通選挙で行われる。 

 投票は選挙人の選挙の表現、すなわちその個人的選択であり候補者間か若しくは候補者名簿間のその選択である。 

第２条 選挙作業は基礎自治体の選挙、県の選挙及び地区の選挙においては基礎自治体で行われる。 

 基礎自治体の選挙では、選挙人たちは自分たちの中から基礎自治体議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

 県の選挙では、選挙人たちは自分たちの中から県議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

 地区の選挙では選挙人たちは自分たちの中から地区議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

第３条 選挙は本法により定められた官公署による審査に掛けられる。 

 選挙の公式結果は準備行為と共に本法に予定される範囲内で且つ方式に従って上訴することができる。 

第Ⅱ章 定 義 

第１節 選挙人たち 

第１条 全有権者及び選挙人 

 §1. 全有権者は議会において代表を務めさせるために候補者たち及び候補者名簿の選挙のために投票するのを認められた住民全体

を意味する。 

 §2. 選挙人は議会選挙の際に投票を認められるために本法において記述されている要求に応える者全てである。 

 §3. 基礎自治体選挙では、全有権者は唯単にベルギー国籍の者たちだけでなく、他の欧州連合の構成国及び、国籍を除き、本法本

巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条§１に規定された諸条件を満たし、第Ⅱ編の、且つ基礎自治体選挙法の第１条の２及び第１条の３に予定

された諸条件を満たす第３国の所属民たちも含む。 

 §4. 投票の支援は投票の際に一時的若しくは長期にその投票を表明するのに難儀しなければならずその状況に適応した手続及び/

又は環境を必要とする全員に関係がある。  

第２条 選挙区及び選挙区の全有権者 

 §1. 選挙区はそこにおいて自分たちの中から議会で代表を務める一人乃至複数の候補者を選ぶ投票に参加するのを認められた地理

的区域である。 

    基礎自治体選挙については、区域は基礎自治体である。 

    県選挙については、区域は選挙区である。 

    地区選挙については、区域は本法第１部第Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従い基礎自体議会により決められる。 

 §2. 選挙区の全有権者は同一の投票の最中にその投票を表明するために招集される一選挙区の選挙人全員である。 

 §3. 選挙人登録簿は、全有権者登録簿とも呼ばれ、投票に招集される者全員を登載する。 

    選挙人登録簿は基礎自治体の住民登録簿への記載を認められた選挙人全員の名前を含む。 

 §4. 投票区は、そのために投票登録簿と呼ばれる特別な全有権者名簿が作成され、選挙当日の投票を受け入れるための投票事務所

が設けられる同一選挙区の選挙人たちの特定の人数からなる。各区は定められた投票所の中に招集される。 

第２節 候補者たち 

第３条 候補者たち 

 選ばれるために選挙に立つ者は全て候補者と呼ばれ、候補者たちは候補者名簿の中か若しくは独立派として立つことができる。 

第４条 政党及び候補者たち 

 §1. 本巻においては、政党は憲法、国法若しくは共同体・地域圏法により予定された県の選挙、基礎自治体の選挙、又は地区の選

挙に参加し、県議会議員、基礎自治体議会議員若しくは地区議会議員の職に候補者を立て、憲法、国法若しくは共同体・地域圏

法の範囲内でその規約若しくは綱領において規定された形で住民意思の表明に影響を与えようと試みる法人格を付与されたか又

は有しない個人の団体を意味する。 

    以下のものはその法律上の形態がどうあれこの政党と直接関係する政党の地域圏の組織、団体、集団、実在物は政党を構成す

るものと見なされる、すなわち列挙すれば： 

    ─ 調査業務； 
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 第２及び第３の段落の上述の期限は７月と８月の月の間に開始若しくは満期の到来したときは倍加される。期限はクリスマスと年頭

の間は中断される。期限は土曜日、日曜日若しくは祝祭日の間に到来したときは次の平日に延期される。 

 草案総会の企画の申請者の不遵守は関連する投資についての補助金の恩典を当然拒絶したことになる。 

第10条 申請者は最終案について行政庁の見解を求める。 

 行政庁の見解は現行の法律及び規範の遵守に重点が置かれる。 

 この見解は見解の要請の受理から45日の期限内に届けられる。 

第11条 

 §1. 草案総会の日から６か月以内に、申請者は契約締結に関する完全な一件書類を政府に伝達する。 

    但し、この期限は申請者の正当な理由のある申請に基づきさらに６か月延長することができる。 

 §2. 財務検査官が政府による受理から30日以内にその見解を出す。 

第12条 

 §1. 草案総会の議事録の中で述べられた注意点の指摘が最終案についての行政庁により届けられた見解と一致する限り、政府は、

取消となる猶予期間の30日以内に、国法若しくは予算により予定された予算額若しくは投資の認可が利用可能なときに認可され

た申し出に基づき確定された補助金の金額を申請者に通告する。 

    最終補助金は本法の第７条§２の第５段落に予定された補助金の交付額の10％を超えることはできない。 

 §2. 補助金を認められた工事の一定の設定場所は、これらの場所について、特別の仕様書が政府により定められた事項内での工事

の申請者たちの形成若しくは挿入に関する会社の約款を含むとき又は工事が1993年12月24日の公共事業契約並びに一定の工事、

物品供給及びサービスに関する国法第18条の２の意味での挿入を経済的社会的企業に任せられるときには、本法の執行命令によ

り決められた補助金の率の15％増しを受けることができる。 

    上述の手直しされた諸条件でのこのような場所がなければ、補助金は上述の命令により定められた率に引き戻される。 

    それらの適用に関する年次報告は翌年度の正式決定される予算計画に引き継がれる。 

第13条 補助金の金額についての前払は政府により定められた諸条件で認められる。 

 政府は、最終の明細計算において、第３条§１に従って交付される補助金の金額を超えなければ、予定された当初の工事の施行に関

連のある工事の増減及び必要な適合を考慮に入れる。 

第14条 毎年度、政府は本法の適用に関する一般報告を作成する。 

 この報告は基礎自治体ごとに少なくとも以下の諸要素を含む： 

  ─ 第３条の対象となる者たちにより提出された申請書； 

  ─ ３年計画の中に取り入れられた企画； 

  ─ 割り当てられた補助金の率及び金額； 

  ─ 達成率。 

  ─ 量的な見積。 

 報告は遅くとも翌年の３月31日までに伝達される。 

第15条 ３年計画に覆われた期間の満了で、そのために通告が第12条§１に予定された補助金の申請は無効とはならない。但し、第11

条§１に則った３年計画の満了の日の翌年の３月１日以前にそのために契約の付与に関する完全な一件書類が導入されていた投資は

暫定的な３年計画の中で再開される ─ 2006年12月21日地域圏法第１条）。 
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Ⅱ－４ ワロン自治法(４) 
 

第４部 選 挙 

 

第Ⅰ巻 主要機関の選挙 
注 本法第４部第Ⅰ巻は2006年６月１日の地域圏法第２条により入れ替えられた。 

第Ⅰ編 選挙制度 ─ 原理及び定義 

第Ⅰ章 原 理 

第１条 投票は義務であり秘密である。投票は基礎自治体で行われる。 

 各有権者は１票しか権利がない。選挙自体は比例代表制に基づく普通選挙で行われる。 

 投票は選挙人の選挙の表現、すなわちその個人的選択であり候補者間か若しくは候補者名簿間のその選択である。 

第２条 選挙作業は基礎自治体の選挙、県の選挙及び地区の選挙においては基礎自治体で行われる。 

 基礎自治体の選挙では、選挙人たちは自分たちの中から基礎自治体議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

 県の選挙では、選挙人たちは自分たちの中から県議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

 地区の選挙では選挙人たちは自分たちの中から地区議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

第３条 選挙は本法により定められた官公署による審査に掛けられる。 

 選挙の公式結果は準備行為と共に本法に予定される範囲内で且つ方式に従って上訴することができる。 

第Ⅱ章 定 義 

第１節 選挙人たち 

第１条 全有権者及び選挙人 

 §1. 全有権者は議会において代表を務めさせるために候補者たち及び候補者名簿の選挙のために投票するのを認められた住民全体

を意味する。 

 §2. 選挙人は議会選挙の際に投票を認められるために本法において記述されている要求に応える者全てである。 

 §3. 基礎自治体選挙では、全有権者は唯単にベルギー国籍の者たちだけでなく、他の欧州連合の構成国及び、国籍を除き、本法本

巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条§１に規定された諸条件を満たし、第Ⅱ編の、且つ基礎自治体選挙法の第１条の２及び第１条の３に予定

された諸条件を満たす第３国の所属民たちも含む。 

 §4. 投票の支援は投票の際に一時的若しくは長期にその投票を表明するのに難儀しなければならずその状況に適応した手続及び/

又は環境を必要とする全員に関係がある。  

第２条 選挙区及び選挙区の全有権者 

 §1. 選挙区はそこにおいて自分たちの中から議会で代表を務める一人乃至複数の候補者を選ぶ投票に参加するのを認められた地理

的区域である。 

    基礎自治体選挙については、区域は基礎自治体である。 

    県選挙については、区域は選挙区である。 

    地区選挙については、区域は本法第１部第Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従い基礎自体議会により決められる。 

 §2. 選挙区の全有権者は同一の投票の最中にその投票を表明するために招集される一選挙区の選挙人全員である。 

 §3. 選挙人登録簿は、全有権者登録簿とも呼ばれ、投票に招集される者全員を登載する。 

    選挙人登録簿は基礎自治体の住民登録簿への記載を認められた選挙人全員の名前を含む。 

 §4. 投票区は、そのために投票登録簿と呼ばれる特別な全有権者名簿が作成され、選挙当日の投票を受け入れるための投票事務所

が設けられる同一選挙区の選挙人たちの特定の人数からなる。各区は定められた投票所の中に招集される。 

第２節 候補者たち 

第３条 候補者たち 

 選ばれるために選挙に立つ者は全て候補者と呼ばれ、候補者たちは候補者名簿の中か若しくは独立派として立つことができる。 

第４条 政党及び候補者たち 

 §1. 本巻においては、政党は憲法、国法若しくは共同体・地域圏法により予定された県の選挙、基礎自治体の選挙、又は地区の選

挙に参加し、県議会議員、基礎自治体議会議員若しくは地区議会議員の職に候補者を立て、憲法、国法若しくは共同体・地域圏

法の範囲内でその規約若しくは綱領において規定された形で住民意思の表明に影響を与えようと試みる法人格を付与されたか又

は有しない個人の団体を意味する。 

    以下のものはその法律上の形態がどうあれこの政党と直接関係する政党の地域圏の組織、団体、集団、実在物は政党を構成す

るものと見なされる、すなわち列挙すれば： 

    ─ 調査業務； 
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    ─ 科学的機関； 

    ─ 政治学習施設； 

    ─ 認可された政治放送の制作者たち； 

    ─ 政党の公開された資金調達及び会計、並びに連邦両院の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1989年７

月４日の国法第22条の対象となる制度； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び/又は地域圏の議会の選挙のための郡及び/又は選挙区のレベルで構成されるもの； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び地域圏議会の党派。 

 §2. 候補者名簿は選挙人たちの投票を得るために政党により選ばれたか又は独立派として立つ者たちを登載する。 

第５条 略号及び意匠文字 

 名簿は略号及び場合により意匠文字により特定される。 

 それらは投票用紙上にその指定する名簿の上に記載される。 

 略号は候補者名簿の名称となる語の全体であれ語の一部であれ頭文字で形づくられる。 

 頭字語であってもよい。 

 表意文字であってもよい。 

 表意文字は多かれ少なかれアンバサンド{＆}、アットマーク{＠}のような語を表現する記号である。 

 意匠文字は名簿の名称の画像表現である。政府は意匠文字が投票用紙上に表現できるよう応えなければならない基準を決める。 

第６条 提 携 

 提携はそれによりいずれか他の選挙区で立つ候補者名簿候補者により使用される名簿が略号として且つ意匠文字として使用されたい

ことを表明する行為である。 

第３節 選挙事務局及び投票設備 

第７条 選挙事務局 

 選挙事務局は本法が選挙の組織及び監視を託し構成及び権限を決める中枢機関である。 

第８条 投票センター及び投開票事務室 

 投票センターとは複数の投票区室が位置し、選挙人たちがその投票を表明する建物若しくは場所を意味する。 

 投票室はそれのために特定の投票区の投票を記録する各投票事務所に割り当てられる。 

 開票センターは複数の開票区室が位置する建物若しくは場所を意味する。 

 開票室はそれのために割り振られる投票事務所の結果の集計及び合計を行う各開票事務所に割り振られる。 

第９条 選挙設備 

 各投票室は基礎自治体当局により、とりわけ投票所の仕切り、投票箱、筆記用具を含む投票の表現に必要な設備、並びに政府により

定められた設備が備えられる。 

 

 投票箱は選挙人が事前に候補者若しくは候補者名簿についてのその選択に印を付けていた投票用紙をその中に投ずる容器である。 

 投票所の仕切りは選挙人に秘密にその投票用紙に印を付け、他人の視線を避けることができるようにする装置である。 

第４節 選挙の準備及び機関 

第10条 選挙運動 

 《選挙運動》とは得票のために候補者、名簿若しくは政党の政策及び綱領を全有権者に知らせるために、特に会議、集合、演説、行

進並びにメディアの利用を含む政治活動全体を意味する。 

第11条 選挙期間 

 選挙期間とは選挙区の全有権者の招集日に始まり選挙当日に終わる期間である。 

 この期間中候補者たち、名簿及び諸政党は本法及び選挙費用に関する立法により課せられた規定の遵守を義務付けられる。 

第12条 選挙費用 

 選挙費用とは、県、基礎自治体及び地区の議会の選挙のため及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び

規制に関する1994年７月７日の法律第６条の対象となる費用を意味する。 

第13条 地域圏規制委員会 

 《地域圏規制委員会》とはワロン議会の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する2004年４月１日の地域圏法第２条

により新設され、ワロン議会議長及びワロン政府構成員たちの発表の規制、並びに本法により基礎自治体、県、地区の議会の選挙の

ために投入される資金源を含む選挙費用の規制に責任があるのを認定する地域圏規制委員会を指す。 

第５節 選挙管理 

第14条 選挙管理者たち 

 §1. 選挙管理者たちとは本法が基礎自治体、県、及び地区の選挙において周到な準備及び組織化の公務を託し、この任務の範囲内

での監督及び規制に関する責任を負う全ての人間又は全ての組織を意味する。 
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 §2. 選挙管理者としては以下の者たちが考えられる： 

   １º 政府若しくはその代表； 

   ２º 県知事若しくはその指名した公務員； 

   ３º 県事務総長； 

   ４º 基礎自治体の長； 

   ５º 基礎自治体理事会若しくはその指名した公務員； 

   ６º この資格でのナミュール第一審裁判所の裁判長； 

   ７º 郡役所所在地の第一審裁判所の書記； 

   ８º 地区中心地の第一審裁判所の書記； 

   ９º 選挙事務長若しくはその指名した者； 

   10º 選挙事務局の補佐たち及び秘書たち； 

   11º 本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条§１に従い指名される専門家たち； 

   12º 県理事会。 

 §3. 以下の者たちは本法の意味での選挙管理者ではない： 

   １º 選挙人たち、これにはその受任者、随伴者も含まれる； 

   ２º 政党の候補者たち、届出人たち、署名人たち、介添人たち、政党の代表者たち； 

   ３º 労務従事者たち及び納入業者たち、特に印刷業者たち及びコンピュータ業務提供者たち。 

第15条 候補者登録 

 いずれかの選挙で得票したい選挙人は候補者として熟知されなければならない。立候補証書の届出はそれにより候補者が本法により

予定された要求に従い登録される手続である。 

第16条 候補者たちの立候補  

 候補者たちの立候補はそれにより候補者若しくは候補者名簿が特定の選挙に参加するために定められた日に登録される本法により準

備される手続である。さらに立候補の届について述べる。 

 この立候補は選挙区事務局長に手渡される。 

 署名人は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の対象となる立候補証書に署名する一人乃至複数の候補者を支持する者である。 

 届出人は一人の候補者若しくは一つの候補者名簿のために立候補証書の届出を行う者である。 

 立会人は本法に予定された範囲内で選挙事務局に対して同一名簿の一人乃至複数の候補者のために一人乃至複数の候補者により指名

される者である。 

第17条 選挙の文書 

 §1. 招集状は選挙前の数日間に基礎自治体の選挙人たちが受け取り、有用な情報及び政府により決められた正規の案内が記されて

いる文書である。 

 §2. 委任状はそれにより、本法により予定された限度内で、願い出た選挙人、すなわち委任者が他の選挙人すなわち受任者にその

名前で且つその考えで投票することを認めることができる文書である。 

第18条 投票用紙 

 §1. 投票用紙は選挙人がその上に同一名簿の一人乃至複数人について又は一つの名簿についての選択を表明する正式の用紙である。

この文書は各選挙人固有の物である。  

 §2. 有効な投票用紙は票の開票のときに投票箱から取り出されて一候補者若しくは一候補者名簿と考えることができるようにきち

んと印が付けられたものである。 

 §3. 有効でない投票用紙は開票のときに投票箱の中で見付けられて無効若しくは白票のために考慮されない投票用紙である。 

    無効票は本巻第Ⅳ編第Ⅲ章第22条の対象となる投票である。 

    白票は選挙人が一候補者か一候補者名簿に印を付けなかった票である。 

 §4. 投票用紙が何らかの印刷の傷が原因で使用できなくなったときであれ、選挙人が印を付けるときか又は返すときに不注意によ

り使用できなくなっていたときであれ、毀損されていると見なされてそのために別の用紙が渡される。そのような投票用紙は決

して投票箱に投入されることはない。 

 §5. 論議の余地のある投票用紙は投票の後で投票箱から取り出された開票時に投票用紙の一範疇に直ちに入れることができないと

いう印を示した投票用紙である。 

 §6. 使用されていない投票用紙は使われなかった投票用紙である。 

第６節 結 果 

第19条 開票及び点検 

 §1. 票の開票はひとたび終了したら選挙人たちにより投入された投票用紙を投票箱から取り出し、選別し、その有効性を決定し、

集計して記録を確定することからなる過程である。 
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    ─ 科学的機関； 

    ─ 政治学習施設； 

    ─ 認可された政治放送の制作者たち； 

    ─ 政党の公開された資金調達及び会計、並びに連邦両院の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1989年７

月４日の国法第22条の対象となる制度； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び/又は地域圏の議会の選挙のための郡及び/又は選挙区のレベルで構成されるもの； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び地域圏議会の党派。 

 §2. 候補者名簿は選挙人たちの投票を得るために政党により選ばれたか又は独立派として立つ者たちを登載する。 

第５条 略号及び意匠文字 

 名簿は略号及び場合により意匠文字により特定される。 

 それらは投票用紙上にその指定する名簿の上に記載される。 

 略号は候補者名簿の名称となる語の全体であれ語の一部であれ頭文字で形づくられる。 

 頭字語であってもよい。 

 表意文字であってもよい。 

 表意文字は多かれ少なかれアンバサンド{＆}、アットマーク{＠}のような語を表現する記号である。 

 意匠文字は名簿の名称の画像表現である。政府は意匠文字が投票用紙上に表現できるよう応えなければならない基準を決める。 

第６条 提 携 

 提携はそれによりいずれか他の選挙区で立つ候補者名簿候補者により使用される名簿が略号として且つ意匠文字として使用されたい

ことを表明する行為である。 

第３節 選挙事務局及び投票設備 

第７条 選挙事務局 

 選挙事務局は本法が選挙の組織及び監視を託し構成及び権限を決める中枢機関である。 

第８条 投票センター及び投開票事務室 

 投票センターとは複数の投票区室が位置し、選挙人たちがその投票を表明する建物若しくは場所を意味する。 

 投票室はそれのために特定の投票区の投票を記録する各投票事務所に割り当てられる。 

 開票センターは複数の開票区室が位置する建物若しくは場所を意味する。 

 開票室はそれのために割り振られる投票事務所の結果の集計及び合計を行う各開票事務所に割り振られる。 

第９条 選挙設備 

 各投票室は基礎自治体当局により、とりわけ投票所の仕切り、投票箱、筆記用具を含む投票の表現に必要な設備、並びに政府により

定められた設備が備えられる。 

 

 投票箱は選挙人が事前に候補者若しくは候補者名簿についてのその選択に印を付けていた投票用紙をその中に投ずる容器である。 

 投票所の仕切りは選挙人に秘密にその投票用紙に印を付け、他人の視線を避けることができるようにする装置である。 

第４節 選挙の準備及び機関 

第10条 選挙運動 

 《選挙運動》とは得票のために候補者、名簿若しくは政党の政策及び綱領を全有権者に知らせるために、特に会議、集合、演説、行

進並びにメディアの利用を含む政治活動全体を意味する。 

第11条 選挙期間 

 選挙期間とは選挙区の全有権者の招集日に始まり選挙当日に終わる期間である。 

 この期間中候補者たち、名簿及び諸政党は本法及び選挙費用に関する立法により課せられた規定の遵守を義務付けられる。 

第12条 選挙費用 

 選挙費用とは、県、基礎自治体及び地区の議会の選挙のため及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び

規制に関する1994年７月７日の法律第６条の対象となる費用を意味する。 

第13条 地域圏規制委員会 

 《地域圏規制委員会》とはワロン議会の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する2004年４月１日の地域圏法第２条

により新設され、ワロン議会議長及びワロン政府構成員たちの発表の規制、並びに本法により基礎自治体、県、地区の議会の選挙の

ために投入される資金源を含む選挙費用の規制に責任があるのを認定する地域圏規制委員会を指す。 

第５節 選挙管理 

第14条 選挙管理者たち 

 §1. 選挙管理者たちとは本法が基礎自治体、県、及び地区の選挙において周到な準備及び組織化の公務を託し、この任務の範囲内

での監督及び規制に関する責任を負う全ての人間又は全ての組織を意味する。 
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 §2. 選挙管理者としては以下の者たちが考えられる： 

   １º 政府若しくはその代表； 

   ２º 県知事若しくはその指名した公務員； 

   ３º 県事務総長； 

   ４º 基礎自治体の長； 

   ５º 基礎自治体理事会若しくはその指名した公務員； 

   ６º この資格でのナミュール第一審裁判所の裁判長； 

   ７º 郡役所所在地の第一審裁判所の書記； 

   ８º 地区中心地の第一審裁判所の書記； 

   ９º 選挙事務長若しくはその指名した者； 

   10º 選挙事務局の補佐たち及び秘書たち； 

   11º 本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条§１に従い指名される専門家たち； 

   12º 県理事会。 

 §3. 以下の者たちは本法の意味での選挙管理者ではない： 

   １º 選挙人たち、これにはその受任者、随伴者も含まれる； 

   ２º 政党の候補者たち、届出人たち、署名人たち、介添人たち、政党の代表者たち； 

   ３º 労務従事者たち及び納入業者たち、特に印刷業者たち及びコンピュータ業務提供者たち。 

第15条 候補者登録 

 いずれかの選挙で得票したい選挙人は候補者として熟知されなければならない。立候補証書の届出はそれにより候補者が本法により

予定された要求に従い登録される手続である。 

第16条 候補者たちの立候補  

 候補者たちの立候補はそれにより候補者若しくは候補者名簿が特定の選挙に参加するために定められた日に登録される本法により準

備される手続である。さらに立候補の届について述べる。 

 この立候補は選挙区事務局長に手渡される。 

 署名人は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の対象となる立候補証書に署名する一人乃至複数の候補者を支持する者である。 

 届出人は一人の候補者若しくは一つの候補者名簿のために立候補証書の届出を行う者である。 

 立会人は本法に予定された範囲内で選挙事務局に対して同一名簿の一人乃至複数の候補者のために一人乃至複数の候補者により指名

される者である。 

第17条 選挙の文書 

 §1. 招集状は選挙前の数日間に基礎自治体の選挙人たちが受け取り、有用な情報及び政府により決められた正規の案内が記されて

いる文書である。 

 §2. 委任状はそれにより、本法により予定された限度内で、願い出た選挙人、すなわち委任者が他の選挙人すなわち受任者にその

名前で且つその考えで投票することを認めることができる文書である。 

第18条 投票用紙 

 §1. 投票用紙は選挙人がその上に同一名簿の一人乃至複数人について又は一つの名簿についての選択を表明する正式の用紙である。

この文書は各選挙人固有の物である。  

 §2. 有効な投票用紙は票の開票のときに投票箱から取り出されて一候補者若しくは一候補者名簿と考えることができるようにきち

んと印が付けられたものである。 

 §3. 有効でない投票用紙は開票のときに投票箱の中で見付けられて無効若しくは白票のために考慮されない投票用紙である。 

    無効票は本巻第Ⅳ編第Ⅲ章第22条の対象となる投票である。 

    白票は選挙人が一候補者か一候補者名簿に印を付けなかった票である。 

 §4. 投票用紙が何らかの印刷の傷が原因で使用できなくなったときであれ、選挙人が印を付けるときか又は返すときに不注意によ

り使用できなくなっていたときであれ、毀損されていると見なされてそのために別の用紙が渡される。そのような投票用紙は決

して投票箱に投入されることはない。 

 §5. 論議の余地のある投票用紙は投票の後で投票箱から取り出された開票時に投票用紙の一範疇に直ちに入れることができないと

いう印を示した投票用紙である。 

 §6. 使用されていない投票用紙は使われなかった投票用紙である。 

第６節 結 果 

第19条 開票及び点検 

 §1. 票の開票はひとたび終了したら選挙人たちにより投入された投票用紙を投票箱から取り出し、選別し、その有効性を決定し、

集計して記録を確定することからなる過程である。 
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 §2. 票の点検は選挙区の別々の開票の結果を寄せ集めてこの選挙区のレベルでの選挙の最終結果に到達するためにひとまとめにす

ることからなる過程である。 

第20条 議席の配分 

 §1. 選挙の結果で任命される候補者たちによるか又はその補欠により占められることにより招集される議会の中では受任者たちの

議席と呼ばれる。 

 §2. 議席の配分は候補者名簿への議席の配分が選挙の得票数に応じて与えられる過程である。 

 §3. 移転はその優位を表明した投票及び名簿の提示順位を考慮して表明された投票と組み合わされた候補者への議席の次位の配分

である。 

第21条 結 果 

 §1. 開票事務所内では各候補者若しくは候補者名簿に与えられた投票数は正式の結果と見なされるが、選挙区事務局長たちによっ

てはまだ公表されてはいない。これらの結果は政府若しくはその代理により投票の速報暫定推算として発表するために使用され

ることができる。このために、政府若しくはその代理は選挙事務局に結果の一部を伝えるよう要求することができる。 

 §2. 正式の結果は選挙区事務局長たちによる選挙区の全ての開票事務所による開票結果として確定するような各候補者か候補者名

簿に与えられた投票数の公表である。選挙区のレベルでの法的有効性の確認及び公表の対象となるのはこの結果である。 

第22条 

 §1. 県議会の議席の配分の際に、いずれの名簿もこのために必要な投票数に達しなかった場合には、事務局は協定の技法に訴える。

これは郡のレベルで行われて協定を結んだ名簿の追加票の残りの分を基にこの郡を構成する地区のレベルでまだ与えられていな

い議席を振り分けるようになる。 

 §2. 協定を結んだ名簿とはそれ自体が同一行政郡の中の別の選挙区内のいずれかを代表し、選挙の前に団体の声明を訴える文書の

中に、この郡のレベルの議席の振り分けの観点からの集団結成の意図を表明した二つ乃至複数の候補者名簿を呼ぶ。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年第148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第７節 選挙手続の侵害 

第23条 以下のことは肉体的若しくは精神的な損害の強制若しくは脅迫により行われる選挙手続の範囲内の暴力と見なされる： 

   １º 特に政治的集会、示威行進、集合を妨害か若しくは邪魔をし、又はそこに参加している選挙人たちを拘束する； 

   ２º 立候補を支援する署名集め又は立候補の登録を妨害若しくは邪魔をする； 

   ３º 投開票事務所若しくは選挙区事務局への出入りを故意に妨害する； 

   ４º 選挙人たち、投開票事務所の構成員たち、選挙管理者たち、又はその家族の構成員たちを威嚇する； 

   ５º 選挙管理者の独立若しくは不偏不党に影響を与えようと努める。 

第24条 《投票権の侵害》は暴力によりその投票権を行使する選挙人を邪魔するか又は特定の観点で行使するのを強制する行為を意味

する。 

第25条 積極的な選挙買収はその投票権を特定の観点で行使するように誘うために直接間接に選挙人に贈物その他何らかの利益を申し

出たり、約束したり、付与したり、授与したり若しくは手渡したりする行為を意味する。消極的な選挙買収はそのような利益を受け

たり、約束し合ったり、与え合ったりする行為を意味する。 

第26条 選挙違反は以下の行為を意味する。 

   １º 選挙登録簿を偽造したり、変造したり、故意に破壊したり若しくは持ち去ったりする； 

   ２º 権利がないのに選挙に不正に参加する； 

   ３º 立候補者の届出の支持を得る署名数を変造する、特に署名を削除、修正、追加若しくは抹消したり、不正確な方法で数える

か若しくは記録に不正を記録したりする； 

   ４º 選挙の結果を変造する、特に投票用紙を削除、修正、追加も若しくは抹消したり、不正確な方法で数えるか又は記録に不正

を記入したりする； 

   ５º 不正確な記述を含んでいることが分かる記録に署名若しくは副署する。 

第27条 投票の詐取は投票用紙を計画的に横領したり、記入したり若しくは修正したりして投票用紙を記入し若しくは修正したりする

よう区分する行為である。 

第28条 策略によるか不正行為によって、一人乃至複数の選挙人がいかような方向で投票権を行使するか探ろうとする行為は投票の秘

密の侵犯と見なされる。 

第Ⅱ編 選挙制度 

第Ⅰ章 選挙権の諸条件 

第１条 

 §1. 選挙人であるためには以下のことが必要である： 

   １º 遅くとも選挙当日にベルギー人であること。 
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     基礎自治体選挙法第１条の２及び３に従って他のヨーロッパ連合の構成国及び第３国の所属民たちは前述の条項に予定され

た諸条件により基礎自治体の選挙及び地区議会の構成員たちの選挙において投票権を享受する。 

   ２º 遅くとも選挙当日に満18歳であること； 

   ３º 基礎自治体、県及び地区の選挙のために基礎自治体の住民登録簿に登録されること； 

     県の選挙のためには県の基礎自治体の一つに居住する必要がある。 

     地区議会の選挙のためにはその上選挙が執行される議会のために地区内に居住する必要がある。 

     これらの諸条件は遅くともその間に選挙が行われた年の７月31日に満たされていなければならない。 

     選挙人はその遅くとも７月31日までに登録された住民登録簿に基づき基礎自治体において投票する。 

   ４º 遅くとも選挙当日に次の第２条及び第３条で予定される排除若しくは一時停止の場合の一つになっていない。 

 §2. 選挙人登録簿が決定される日と選挙当日の間にワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されるのをやめた選挙人たちは選挙人

登録簿から抹消される。 

    同じ期間中に、ワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されたままだがベルギー国籍を失った選挙人たちも同様に選挙人登録

簿から抹消される。 

    この選挙人たちは次章第４条に従って予定された期限内に申請している限り再登録されることができる。 

 §3. 選挙人登録簿が決定された日の後、選挙当日に、有罪判決か又はその長によって選挙権の排除か一時停止かでその同じ権利を

剥奪する決定の対象となった選挙人たちも同様に選挙人登録簿から抹消される。 

 §4. この登録簿には選挙の前日まで控訴院の判決か又は基礎自治体理事会の決定の結果、基礎自治体、県若しくは地区の選挙人と

して復権されなければならない者たちが付け加えられる。 

第２条 重刑罪の刑事判決を受けた者は有権者から決定的に排除され投票することは認められない。 

第３条 

 §1. 以下の者は無能力の期間中選挙権の一時停止に処せられ投票することは認められない： 

   １º 禁治産者の状態にある者たち、1973年６月29日の国法の適用により延長された未成年の状態にある者たち並びに変質者たち

及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の

第Ⅰ章乃至第Ⅵ章の諸規定の適用により収容されている者たち。 

     上記の対象となる選挙無能力は禁治産者、延長された未成年者若しくは収容者が最終的に自由になると同時に終わる。 

   ２º 主件で故意の違反により少なくとも３か月の禁固刑か少なくとも３か月の軍事禁固刑に処せられた者たち； 

   ３º 刑法第380条の２の３ºの適用によるか又は変質者たち及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日

の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の第22条及び第23条の適用により連邦政府の措置に従ってきた者たち。 

    上記の対象となる者たちの選挙無能力は連邦政府の措置への服従が終わるときに中止される。 

 §2. 有権者から最終的に排除されたか又は選挙権が一時停止された者たちはアルファベット順の資料カードに関係者ごとに１枚の

カードの割合で記入される。その資料カードは基礎自治体理事会により恒久的な方法で毎日きちんと管理される。 

    この資料カードはこれらの者たちの誰に対しても以下の記載事項に限って複写される： 

   1. 禁治産者若しくは収容者の苗字、名前、誕生地及び日、居住地； 

   2. 決定を宣告した裁判所及びその日時； 

   3. 有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止が終了した日。 

    選挙権の一時停止に処せられた者たちの氏名を記載した資料カードは無能力が終了するや直ちに破棄される。 

    この資料カードは日常自動化した方法を使って作成されたり管理されたりすることは認められない。内容は第三者に伝えられ

てはならない。 

 §3. 刑法第87条は段標１及び２に予定された無能力には適用できない。 

 §4. 有罪判決が執行猶予付きで宣告された場合には、段標１の２ºに予定された無能力は、執行猶予期間中一時停止される。 

    有罪判決が一部分執行猶予付きで宣告された場合には、執行猶予なしで宣告された刑だけが段標２の諸規定の適用が考慮に入

れられる。 

    有罪判決が発効するようになる場合には、その結果生ずる投票権の一時停止が新たな有罪判決か若しくは執行猶予を取り消す

決定の日から進行する。 

 §5. 段標１の２ºの対象となる複数の刑での有罪判決の場合には、そのそれぞれから生ずる無能力は、但し12年の期間を超えるこ

とができなければ累積される。 

    以前の有罪判決の結果生ずる無能力の期間中に但し後の有罪判決の後６年以内には終了させられない段標１の２ºの対象とな

る新たな一つ乃至複数の刑での有罪判決の場合にも同様である。 

 §6. 上級及び下級の裁判所の検事たちは、当事者たち自身、並びに当事者たちが住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たち

に、有罪判決若しくは収容の時期に、もはや通常の上訴の余地がなく有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止を伴う有罪判

決の全て及び一時停止の全てを通知する義務がある。 
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 §2. 票の点検は選挙区の別々の開票の結果を寄せ集めてこの選挙区のレベルでの選挙の最終結果に到達するためにひとまとめにす

ることからなる過程である。 

第20条 議席の配分 

 §1. 選挙の結果で任命される候補者たちによるか又はその補欠により占められることにより招集される議会の中では受任者たちの

議席と呼ばれる。 

 §2. 議席の配分は候補者名簿への議席の配分が選挙の得票数に応じて与えられる過程である。 

 §3. 移転はその優位を表明した投票及び名簿の提示順位を考慮して表明された投票と組み合わされた候補者への議席の次位の配分

である。 

第21条 結 果 

 §1. 開票事務所内では各候補者若しくは候補者名簿に与えられた投票数は正式の結果と見なされるが、選挙区事務局長たちによっ

てはまだ公表されてはいない。これらの結果は政府若しくはその代理により投票の速報暫定推算として発表するために使用され

ることができる。このために、政府若しくはその代理は選挙事務局に結果の一部を伝えるよう要求することができる。 

 §2. 正式の結果は選挙区事務局長たちによる選挙区の全ての開票事務所による開票結果として確定するような各候補者か候補者名

簿に与えられた投票数の公表である。選挙区のレベルでの法的有効性の確認及び公表の対象となるのはこの結果である。 

第22条 

 §1. 県議会の議席の配分の際に、いずれの名簿もこのために必要な投票数に達しなかった場合には、事務局は協定の技法に訴える。

これは郡のレベルで行われて協定を結んだ名簿の追加票の残りの分を基にこの郡を構成する地区のレベルでまだ与えられていな

い議席を振り分けるようになる。 

 §2. 協定を結んだ名簿とはそれ自体が同一行政郡の中の別の選挙区内のいずれかを代表し、選挙の前に団体の声明を訴える文書の

中に、この郡のレベルの議席の振り分けの観点からの集団結成の意図を表明した二つ乃至複数の候補者名簿を呼ぶ。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年第148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第７節 選挙手続の侵害 

第23条 以下のことは肉体的若しくは精神的な損害の強制若しくは脅迫により行われる選挙手続の範囲内の暴力と見なされる： 

   １º 特に政治的集会、示威行進、集合を妨害か若しくは邪魔をし、又はそこに参加している選挙人たちを拘束する； 

   ２º 立候補を支援する署名集め又は立候補の登録を妨害若しくは邪魔をする； 

   ３º 投開票事務所若しくは選挙区事務局への出入りを故意に妨害する； 

   ４º 選挙人たち、投開票事務所の構成員たち、選挙管理者たち、又はその家族の構成員たちを威嚇する； 

   ５º 選挙管理者の独立若しくは不偏不党に影響を与えようと努める。 

第24条 《投票権の侵害》は暴力によりその投票権を行使する選挙人を邪魔するか又は特定の観点で行使するのを強制する行為を意味

する。 

第25条 積極的な選挙買収はその投票権を特定の観点で行使するように誘うために直接間接に選挙人に贈物その他何らかの利益を申し

出たり、約束したり、付与したり、授与したり若しくは手渡したりする行為を意味する。消極的な選挙買収はそのような利益を受け

たり、約束し合ったり、与え合ったりする行為を意味する。 

第26条 選挙違反は以下の行為を意味する。 

   １º 選挙登録簿を偽造したり、変造したり、故意に破壊したり若しくは持ち去ったりする； 

   ２º 権利がないのに選挙に不正に参加する； 

   ３º 立候補者の届出の支持を得る署名数を変造する、特に署名を削除、修正、追加若しくは抹消したり、不正確な方法で数える

か若しくは記録に不正を記録したりする； 

   ４º 選挙の結果を変造する、特に投票用紙を削除、修正、追加も若しくは抹消したり、不正確な方法で数えるか又は記録に不正

を記入したりする； 

   ５º 不正確な記述を含んでいることが分かる記録に署名若しくは副署する。 

第27条 投票の詐取は投票用紙を計画的に横領したり、記入したり若しくは修正したりして投票用紙を記入し若しくは修正したりする

よう区分する行為である。 

第28条 策略によるか不正行為によって、一人乃至複数の選挙人がいかような方向で投票権を行使するか探ろうとする行為は投票の秘

密の侵犯と見なされる。 

第Ⅱ編 選挙制度 

第Ⅰ章 選挙権の諸条件 

第１条 

 §1. 選挙人であるためには以下のことが必要である： 

   １º 遅くとも選挙当日にベルギー人であること。 

－ 203 － 

     基礎自治体選挙法第１条の２及び３に従って他のヨーロッパ連合の構成国及び第３国の所属民たちは前述の条項に予定され

た諸条件により基礎自治体の選挙及び地区議会の構成員たちの選挙において投票権を享受する。 

   ２º 遅くとも選挙当日に満18歳であること； 

   ３º 基礎自治体、県及び地区の選挙のために基礎自治体の住民登録簿に登録されること； 

     県の選挙のためには県の基礎自治体の一つに居住する必要がある。 

     地区議会の選挙のためにはその上選挙が執行される議会のために地区内に居住する必要がある。 

     これらの諸条件は遅くともその間に選挙が行われた年の７月31日に満たされていなければならない。 

     選挙人はその遅くとも７月31日までに登録された住民登録簿に基づき基礎自治体において投票する。 

   ４º 遅くとも選挙当日に次の第２条及び第３条で予定される排除若しくは一時停止の場合の一つになっていない。 

 §2. 選挙人登録簿が決定される日と選挙当日の間にワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されるのをやめた選挙人たちは選挙人

登録簿から抹消される。 

    同じ期間中に、ワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されたままだがベルギー国籍を失った選挙人たちも同様に選挙人登録

簿から抹消される。 

    この選挙人たちは次章第４条に従って予定された期限内に申請している限り再登録されることができる。 

 §3. 選挙人登録簿が決定された日の後、選挙当日に、有罪判決か又はその長によって選挙権の排除か一時停止かでその同じ権利を

剥奪する決定の対象となった選挙人たちも同様に選挙人登録簿から抹消される。 

 §4. この登録簿には選挙の前日まで控訴院の判決か又は基礎自治体理事会の決定の結果、基礎自治体、県若しくは地区の選挙人と

して復権されなければならない者たちが付け加えられる。 

第２条 重刑罪の刑事判決を受けた者は有権者から決定的に排除され投票することは認められない。 

第３条 

 §1. 以下の者は無能力の期間中選挙権の一時停止に処せられ投票することは認められない： 

   １º 禁治産者の状態にある者たち、1973年６月29日の国法の適用により延長された未成年の状態にある者たち並びに変質者たち

及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の

第Ⅰ章乃至第Ⅵ章の諸規定の適用により収容されている者たち。 

     上記の対象となる選挙無能力は禁治産者、延長された未成年者若しくは収容者が最終的に自由になると同時に終わる。 

   ２º 主件で故意の違反により少なくとも３か月の禁固刑か少なくとも３か月の軍事禁固刑に処せられた者たち； 

   ３º 刑法第380条の２の３ºの適用によるか又は変質者たち及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日

の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の第22条及び第23条の適用により連邦政府の措置に従ってきた者たち。 

    上記の対象となる者たちの選挙無能力は連邦政府の措置への服従が終わるときに中止される。 

 §2. 有権者から最終的に排除されたか又は選挙権が一時停止された者たちはアルファベット順の資料カードに関係者ごとに１枚の

カードの割合で記入される。その資料カードは基礎自治体理事会により恒久的な方法で毎日きちんと管理される。 

    この資料カードはこれらの者たちの誰に対しても以下の記載事項に限って複写される： 

   1. 禁治産者若しくは収容者の苗字、名前、誕生地及び日、居住地； 

   2. 決定を宣告した裁判所及びその日時； 

   3. 有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止が終了した日。 

    選挙権の一時停止に処せられた者たちの氏名を記載した資料カードは無能力が終了するや直ちに破棄される。 

    この資料カードは日常自動化した方法を使って作成されたり管理されたりすることは認められない。内容は第三者に伝えられ

てはならない。 

 §3. 刑法第87条は段標１及び２に予定された無能力には適用できない。 

 §4. 有罪判決が執行猶予付きで宣告された場合には、段標１の２ºに予定された無能力は、執行猶予期間中一時停止される。 

    有罪判決が一部分執行猶予付きで宣告された場合には、執行猶予なしで宣告された刑だけが段標２の諸規定の適用が考慮に入

れられる。 

    有罪判決が発効するようになる場合には、その結果生ずる投票権の一時停止が新たな有罪判決か若しくは執行猶予を取り消す

決定の日から進行する。 

 §5. 段標１の２ºの対象となる複数の刑での有罪判決の場合には、そのそれぞれから生ずる無能力は、但し12年の期間を超えるこ

とができなければ累積される。 

    以前の有罪判決の結果生ずる無能力の期間中に但し後の有罪判決の後６年以内には終了させられない段標１の２ºの対象とな

る新たな一つ乃至複数の刑での有罪判決の場合にも同様である。 

 §6. 上級及び下級の裁判所の検事たちは、当事者たち自身、並びに当事者たちが住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たち

に、有罪判決若しくは収容の時期に、もはや通常の上訴の余地がなく有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止を伴う有罪判

決の全て及び一時停止の全てを通知する義務がある。 
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    この通知は本条の段標２の対象となる記載事項を繰り返す。 

    上級及び下級の裁判所の検事たちは収容が終了した日も同様に通知する。 

    上級及び下級の裁判所の書記たちは当事者たちがそこに住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たちに禁治産及び禁治産

解除を通知する。 

    政府は基礎自治体当局がこれらの通知を取り扱い、保管し、又住所変更の場合は転送する方法を定める。 

第Ⅱ章 選挙人の登録簿 

第１節 選挙人登録簿の作成 

第１条 投票は選挙人が選挙人登録簿に登録されている基礎自治体で行われる。 

第２条  

 §1. その間に基礎自治体議会の通常の全面改選が行われる年の８月１日に基礎自治体理事会は７月31日現在の選挙人登録簿を作成

する。 

 §2. この登録簿は以下のものを含む： 

   1. 記載された日現在基礎自治体住民登録簿に登録され、且つ前章第１条の§１の対象となる有権者のその他の諸条件を満たし

ている者たち； 

   2. ８月１日と選挙当日の間に、満18歳に達した有資格の選挙人たち； 

   3. 選挙の前に選挙権の一時停止が終了している者たち。 

     選挙人登録簿は個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号を記載する。 

 §3. 基礎自治体選挙法第１条の２により有資格の選挙人たちについてはその国籍も記載する。加えて、その名前の正面に《C》の

文字が表示される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により有資格の選挙人たちについても同様に、その国籍を記載する。加えて、その名前の正面に

《E》の文字が表示される。 

 §4. 万一の場合には、基礎自治体理事会は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる選挙人の公表を行い、選挙人登録簿の上に有権者

の氏名の正面に《A》の文字を転記する。 

第３条 

 §1. 選挙人登録簿は基礎自治体によってか、若しくは万一の場合には基礎自治体の地区によって、連続記数法に従って、特にアル

ファベット順に作成される。但し基礎自治体理事会は住民登録簿上の同じ住所に登録されている者たちの同じ投票センターへの

招集に留意する。 

    地区選挙がそこで企画される基礎自治体では、登録簿は基礎自治体により地区に応じた割振りに基づき作られる。 

 §2. 選挙人登録簿の一冊が直ちに県知事又はその指定した公務員に送達される。２冊目は同時に政府若しくはその代理者に情報伝

達のために送達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §3. 知事若しくはその指定した公務員は必要な検証を行って、その受理後１か月以内に、基礎自治体理事会に留意点が記載され且

つ修正が施された当該選挙人登録簿を返送する。この修正が記載された登録簿の写しは点検のために政府若しくはその代理者に

極短期間に伝達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§３に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §4. 基礎自治体理事会は極短期間に要求された訂正を行う。加えて、同理事会は、登録簿に選挙人登録簿への登録の申請を申し出

た住民登録簿に登録された新たな選挙人たちの名前、並びに他のヨーロッパ連合構成諸国及び第３国の所属民たちを加え、且つ

その間に一時停止若しくは排除の条項に該当することが分かったか、又は基礎自治体の住民登録簿から削除されている者たちの

削除を行う。 

第４条 

 §1. この日から、何人でも自分が、又はその他の全ての者が要録簿に記載されているか又は正確に登録されているかを検証するこ

とができる。選挙人登録簿に不正確に記載され、記載漏れがあるか若しくは抹消されているか、又はそのためにこの登録簿が規

定された記載を不正確に表示していると思った者は誰でも基礎自治体理事会に選挙当日の12日前までに異議申立を開始すること

ができる。 

 §2. その同じ日から、ベルギー国籍を取得して且つ有権者の諸条件を満たした者は誰でもこの日以前にベルギー国籍を取得してい

たならば、本法の本章第９条乃至第11条に予定された手続に従って、前述の登録簿に登録されるべき基礎自治体において基礎自

治体理事会に、その選挙の日前12日までに前述の登録簿についての無登録に対する異議申立を提起することができる。 

 §3. 基礎自治体理事会はこの告示を８月１日から公示するが、その開始時刻は基礎自治体書記に任せ、本法の本章第９条乃至第11

条に予定された手続に従って、異議申立及び上訴の手続を提起することができる。 

 §4. 選挙の前20日から、基礎自治体理事会は前条の§３に予定された修正を行う。 

    選挙当日までに基礎自治体理事会は選挙人登録簿に以下の修正を施す： 
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   １º ベルギー国籍を失ったことによるにせよ、職権による抹消措置の結果によるか又は外国に出発のためにワロン地域圏住民登

録簿から抹消されたからによるにせよ、死亡したからによるにせよ、８月１日以降に選挙人名簿から抹消しなければならない

者たち； 

   ２º 選挙人登録簿が作成された後で、前章第３条{無能力}の執行としてなされる通告； 

   ３º 本章第17条の対象となる基礎自治体理事会の決定、又は本章第22条の対象となる控訴院の判決の結果としての選挙人登録簿

に関する修正； 

   ４º 選挙の前12日以内にベルギー国籍を取得した者たち。 

第２節 選挙人登録簿の引渡し 

第５条 

 §1. 本条の対象となる登録簿が作成されたら直ちに基礎自治体理事会か、若しくはその指定した公務員は、書面により基礎自治体

の文書の中で基礎自治体における選挙に候補者名簿を提起する約束をし、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とり

わけ基本的人権・自由保護協定により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年

７月30日の法律により、及び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、

過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する政党に

よる受任者たちにその簿冊若しくは写しを発送する義務がある。 

    請求は長宛ての書留郵便で行われなければならない。 

    写しは紙か又は書式が政府により決められる作動できるコンピュータで発送される。 

 §2. 段標１の対象となる各政党は、基礎自治体内の選挙に候補者名簿を提出する限り、党の選択で段標１の対象となる紙か又はコ

ンピュータでこの登録簿の簿冊若しくは写しを２部無料で入手できる。 

    追加の簿冊若しくは写しの発送は基礎自治体理事会により定められる実費の支払に対して行われる。 

    政党が候補者名簿を提出しない場合には、選挙目的にもかかわらず、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、

もはや選挙人登録簿の使用ができなくなる。 

 §3. 選挙のために提出される推薦証書に、段標１の対象となる紙又はコンピュータ上に候補者として表示される者は誰でも、長宛

ての書留郵便で請求をし、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、人種差

別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の法律により、及び第２次世界大戦中

の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧するこ

とを意図した1995年３月23日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する約束をした限り行われ、実費の支払と引替えに選挙

人登録簿の簿冊若しくは写しを入手することができる。 

    基礎自治体理事会は、発送時に、当事者が選挙の候補者として推薦されていることを検証する。 

    請求者が後日候補者名簿から抹消された場合には、本法本章の第34条に規定された刑罰の刑を受けるために、もはや選挙人登

録簿の使用ができなくなる。 

 §4. 選挙人登録簿が作成されると直ちに、基礎自治体理事会、又はその指名した公務員は、本巻第Ⅰ編第16条第３段落の対象とな

る寄託者に、寄託者及び推薦された候補者たちがその基礎自治体の選挙人であることを証明する抄本を送達する義務がある。 

 §5. 段標１及び３の対象となる請求は段標２の第３段落、段標３の第３段落及び段標６、並びに本章の第34条に再掲される。政府

がこの請求の書式を定める。 

 §6. 基礎自治体理事会は請求をしてきた者以外の者たちに本章第34条に予定された刑罰の罰を受けるために、段標１、３及び４に

従って選挙人登録日の簿冊若しくは写しを送達することはできない。これらの簿冊若しくは写しを受け取った者たちは順送りに

第三者たちに伝達することはできない。 

    本条を適用して送達される選挙人登録簿の簿冊若しくは写しは、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、登

録簿の発送と選挙当日の間の期間以外を含む選挙目的のためにだけしか使用することができない。 

第３節 選挙人登録簿の利用 

第６条 

 §1. 基礎自治体理事会は基礎自治体の選挙人登録簿の簿冊２部を作成されたら直ちに政府若しくはその代理者に発送する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§１に従い伝達がデジタル法で行われることを決定できる。 

 §2. 受領したら直ちに、政府若しくはその代理者はその決めた方法で、理由のいかんを問わず人々がその中の複数に再掲されてい

ないかどうかを検証するために選挙人登録簿の比較を行う。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§３に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    検証の後で、政府若しくはその代理者は極短期間に前述の段落の対象となる者たちを決定してその記録を関係基礎自治体理事

会に伝達する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条§２に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    政府は選挙人を抹消する選挙区有権者団及び登録を維持する選挙区有権者団を指定する。 
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    この通知は本条の段標２の対象となる記載事項を繰り返す。 

    上級及び下級の裁判所の検事たちは収容が終了した日も同様に通知する。 

    上級及び下級の裁判所の書記たちは当事者たちがそこに住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たちに禁治産及び禁治産

解除を通知する。 

    政府は基礎自治体当局がこれらの通知を取り扱い、保管し、又住所変更の場合は転送する方法を定める。 

第Ⅱ章 選挙人の登録簿 

第１節 選挙人登録簿の作成 

第１条 投票は選挙人が選挙人登録簿に登録されている基礎自治体で行われる。 

第２条  

 §1. その間に基礎自治体議会の通常の全面改選が行われる年の８月１日に基礎自治体理事会は７月31日現在の選挙人登録簿を作成

する。 

 §2. この登録簿は以下のものを含む： 

   1. 記載された日現在基礎自治体住民登録簿に登録され、且つ前章第１条の§１の対象となる有権者のその他の諸条件を満たし

ている者たち； 

   2. ８月１日と選挙当日の間に、満18歳に達した有資格の選挙人たち； 

   3. 選挙の前に選挙権の一時停止が終了している者たち。 

     選挙人登録簿は個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号を記載する。 

 §3. 基礎自治体選挙法第１条の２により有資格の選挙人たちについてはその国籍も記載する。加えて、その名前の正面に《C》の

文字が表示される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により有資格の選挙人たちについても同様に、その国籍を記載する。加えて、その名前の正面に

《E》の文字が表示される。 

 §4. 万一の場合には、基礎自治体理事会は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる選挙人の公表を行い、選挙人登録簿の上に有権者

の氏名の正面に《A》の文字を転記する。 

第３条 

 §1. 選挙人登録簿は基礎自治体によってか、若しくは万一の場合には基礎自治体の地区によって、連続記数法に従って、特にアル

ファベット順に作成される。但し基礎自治体理事会は住民登録簿上の同じ住所に登録されている者たちの同じ投票センターへの

招集に留意する。 

    地区選挙がそこで企画される基礎自治体では、登録簿は基礎自治体により地区に応じた割振りに基づき作られる。 

 §2. 選挙人登録簿の一冊が直ちに県知事又はその指定した公務員に送達される。２冊目は同時に政府若しくはその代理者に情報伝

達のために送達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §3. 知事若しくはその指定した公務員は必要な検証を行って、その受理後１か月以内に、基礎自治体理事会に留意点が記載され且

つ修正が施された当該選挙人登録簿を返送する。この修正が記載された登録簿の写しは点検のために政府若しくはその代理者に

極短期間に伝達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§３に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §4. 基礎自治体理事会は極短期間に要求された訂正を行う。加えて、同理事会は、登録簿に選挙人登録簿への登録の申請を申し出

た住民登録簿に登録された新たな選挙人たちの名前、並びに他のヨーロッパ連合構成諸国及び第３国の所属民たちを加え、且つ

その間に一時停止若しくは排除の条項に該当することが分かったか、又は基礎自治体の住民登録簿から削除されている者たちの

削除を行う。 

第４条 

 §1. この日から、何人でも自分が、又はその他の全ての者が要録簿に記載されているか又は正確に登録されているかを検証するこ

とができる。選挙人登録簿に不正確に記載され、記載漏れがあるか若しくは抹消されているか、又はそのためにこの登録簿が規

定された記載を不正確に表示していると思った者は誰でも基礎自治体理事会に選挙当日の12日前までに異議申立を開始すること

ができる。 

 §2. その同じ日から、ベルギー国籍を取得して且つ有権者の諸条件を満たした者は誰でもこの日以前にベルギー国籍を取得してい

たならば、本法の本章第９条乃至第11条に予定された手続に従って、前述の登録簿に登録されるべき基礎自治体において基礎自

治体理事会に、その選挙の日前12日までに前述の登録簿についての無登録に対する異議申立を提起することができる。 

 §3. 基礎自治体理事会はこの告示を８月１日から公示するが、その開始時刻は基礎自治体書記に任せ、本法の本章第９条乃至第11

条に予定された手続に従って、異議申立及び上訴の手続を提起することができる。 

 §4. 選挙の前20日から、基礎自治体理事会は前条の§３に予定された修正を行う。 

    選挙当日までに基礎自治体理事会は選挙人登録簿に以下の修正を施す： 
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   １º ベルギー国籍を失ったことによるにせよ、職権による抹消措置の結果によるか又は外国に出発のためにワロン地域圏住民登

録簿から抹消されたからによるにせよ、死亡したからによるにせよ、８月１日以降に選挙人名簿から抹消しなければならない

者たち； 

   ２º 選挙人登録簿が作成された後で、前章第３条{無能力}の執行としてなされる通告； 

   ３º 本章第17条の対象となる基礎自治体理事会の決定、又は本章第22条の対象となる控訴院の判決の結果としての選挙人登録簿

に関する修正； 

   ４º 選挙の前12日以内にベルギー国籍を取得した者たち。 

第２節 選挙人登録簿の引渡し 

第５条 

 §1. 本条の対象となる登録簿が作成されたら直ちに基礎自治体理事会か、若しくはその指定した公務員は、書面により基礎自治体

の文書の中で基礎自治体における選挙に候補者名簿を提起する約束をし、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とり

わけ基本的人権・自由保護協定により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年

７月30日の法律により、及び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、

過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する政党に

よる受任者たちにその簿冊若しくは写しを発送する義務がある。 

    請求は長宛ての書留郵便で行われなければならない。 

    写しは紙か又は書式が政府により決められる作動できるコンピュータで発送される。 

 §2. 段標１の対象となる各政党は、基礎自治体内の選挙に候補者名簿を提出する限り、党の選択で段標１の対象となる紙か又はコ

ンピュータでこの登録簿の簿冊若しくは写しを２部無料で入手できる。 

    追加の簿冊若しくは写しの発送は基礎自治体理事会により定められる実費の支払に対して行われる。 

    政党が候補者名簿を提出しない場合には、選挙目的にもかかわらず、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、

もはや選挙人登録簿の使用ができなくなる。 

 §3. 選挙のために提出される推薦証書に、段標１の対象となる紙又はコンピュータ上に候補者として表示される者は誰でも、長宛

ての書留郵便で請求をし、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、人種差

別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の法律により、及び第２次世界大戦中

の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧するこ

とを意図した1995年３月23日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する約束をした限り行われ、実費の支払と引替えに選挙

人登録簿の簿冊若しくは写しを入手することができる。 

    基礎自治体理事会は、発送時に、当事者が選挙の候補者として推薦されていることを検証する。 

    請求者が後日候補者名簿から抹消された場合には、本法本章の第34条に規定された刑罰の刑を受けるために、もはや選挙人登

録簿の使用ができなくなる。 

 §4. 選挙人登録簿が作成されると直ちに、基礎自治体理事会、又はその指名した公務員は、本巻第Ⅰ編第16条第３段落の対象とな

る寄託者に、寄託者及び推薦された候補者たちがその基礎自治体の選挙人であることを証明する抄本を送達する義務がある。 

 §5. 段標１及び３の対象となる請求は段標２の第３段落、段標３の第３段落及び段標６、並びに本章の第34条に再掲される。政府

がこの請求の書式を定める。 

 §6. 基礎自治体理事会は請求をしてきた者以外の者たちに本章第34条に予定された刑罰の罰を受けるために、段標１、３及び４に

従って選挙人登録日の簿冊若しくは写しを送達することはできない。これらの簿冊若しくは写しを受け取った者たちは順送りに

第三者たちに伝達することはできない。 

    本条を適用して送達される選挙人登録簿の簿冊若しくは写しは、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、登

録簿の発送と選挙当日の間の期間以外を含む選挙目的のためにだけしか使用することができない。 

第３節 選挙人登録簿の利用 

第６条 

 §1. 基礎自治体理事会は基礎自治体の選挙人登録簿の簿冊２部を作成されたら直ちに政府若しくはその代理者に発送する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§１に従い伝達がデジタル法で行われることを決定できる。 

 §2. 受領したら直ちに、政府若しくはその代理者はその決めた方法で、理由のいかんを問わず人々がその中の複数に再掲されてい

ないかどうかを検証するために選挙人登録簿の比較を行う。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§３に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    検証の後で、政府若しくはその代理者は極短期間に前述の段落の対象となる者たちを決定してその記録を関係基礎自治体理事

会に伝達する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条§２に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    政府は選挙人を抹消する選挙区有権者団及び登録を維持する選挙区有権者団を指定する。 
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    有権者団はこの決定の受領証を渡す。 

    関係選挙区有権者団は４日以内にこの決定の対象となる選挙人の抹消を行う。 

    抹消は直ちに関係者たちに通告される。抹消は本章第９条乃至第11条に予定される上訴に委ねられる。 

第７条 

 §1. 基礎自治体理事会は選挙人登録簿から次の二つの調査表を作成する。 

   １º 第１は投票事務所長職若しくは開票事務所長職に指名することができる選挙人たちを含む； 

   ２º 第２は投票事務所若しくは開票事務所の立会人若しくは補欠立会人として指名することができる選挙人たちを含む。これに

は事務所ごとに12人の名前を含む。 

 §2. これらの調査表は遅くとも９月１日までに基礎自治体事務局長に伝達される。次に本編第Ⅴ章第５条に従い小郡事務局長に伝

達される。 

    これらの調査表の発送後直ちに、基礎自治体理事会は県知事に通知する。 

 §3. 事務局は本編第Ⅴ章第５条の§１の手続に従い投票事務所長の任命を行ったら直ちに、基礎自治体当局はそのようにして指名

された投票事務所長たちに、選挙当日までに、本章第４条の§４に従い投票登録簿に加えられなければならない修正を直接伝達

する。 

第８条 

 §1. 基礎自治体理事会は以下の秘密保持を尊重して選挙人登録簿及び投票登録簿作成の作業を業者に委託することができる： 

   １º 完璧で名誉に掛けてそれにより選挙過程特有の秘密保持を尊重する約束をする宣言に署名する業者； 

   ２º 業者は、名簿若しくは磁気媒体を基に、国民登録簿の資料を直接使用するようになるときは、完璧で名誉に掛けてそれによ

り個人的特徴の資料の取扱いに関する私生活の保護に関する1992年12月８日の法律第16条尊重する約束をする宣言に署名す

る； 

   ３º 業者は基礎自治体理事会により受け取ることをはっきりと認めていない者たちに登録簿を提供することはできない； 

   ４º 選挙人登録簿及び投票登録簿の印刷及び配達は基礎自治体理事会の監督下で行われる。業者にはまだこれらの登録簿の正確

さ及び正確な配達に対する責任が残されている。 

 §2. 政府が段標１の１º及び２ºの対象となる書式を決める。 

第４節 選挙人登録簿に対する上訴 

第９条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人登録簿に不当に登録され、脱漏するか若しくは抹消され、又はその

ためにこの登録簿が本章第２条の§２に規定された記載を不正確に表示している者たちは誰でも、選挙の日前12日までに基礎自治体

理事会に異議申立を提起することができる。 

第10条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人名簿に登録されている基礎自治体が位置している選挙区において有

権者の諸条件を満たしている者たちは誰でも、上述の登録簿の名前の記名、抹消若しくは脱漏に対して又は本章第２条の§２に規定

された記載の不正確な表示全てに対して、選挙の日前12日までに基礎自治体理事会に異議申立を提起することができる。 

第11条 第９条若しくは第10条の対象となる異議申立は申請により提起され、且つ申請人が利用したい弁明できる書類全てと併せて、

基礎自治体書記に受領証と引替えに送られるか又は基礎自治体理事会に書留郵便で送達されなければならない。 

 異議申立を受理した公務員は特別の登録簿に登録した日付を記載し証拠を示す書類と併せて受領証を交付する義務がある。その登録

簿はそれぞれ異議申立ごとに一件書類となり、提出された書類に整理番号が付されて花押が押され、且つそれぞれの一件書類に付け

加えられた目録の中の序列番号とともに登録される。 

第12条 申告する当事者が字が書けない状態の場合は、異議申立は口頭で行われることができる。その申立は基礎自治体の書記若しく

はその代理者により受理される。 

 受理した公務員は直ちに当事者が字が書けない状態にあると申告したのを確認した調書を作成する。 

 調書は当事者により援用された理由を含む。その公務員はこの調書に日付を記入して署名し、読み上げた後で出頭者に２部渡す。 

 次に前条第２段落に予定された手続を取る。 

第13条 一件書類に関係のある基礎自治体当局は無料で申請人が選挙人登録簿の修正の理由を説明するために援用するその保持してい

る全ての公文書をコピーか若しくは抜粋する。 

 基礎自治体当局は職権で当事者により援用される理由を補強できるその保持している全ての公文書を一件書類に加えて前条に予定さ

れた調書に含める。 

第14条 異議申立事件目録が申立事件若しくは申立諸事件が取り扱われる会議の場所、日時を指定する。 

 この目録は少なくとも会議の24時間前に基礎自治体事務局に掲示され、そこでは周知され且つコピーすることもできる。 

 基礎自治体当局は直ちにあらゆる手段により申請人に、万一の場合には利害関係のある当事者に、異議申立が審理される日を通知す

る。 

 この通知は本章第17条の第２段落及び第４段落に予定されているように、申立への決定に対する控訴だけが会議で申し立てられるこ

とができる旨はっきりと記載する。 
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第15条 前条に予定された期間中に、異議申立の一件書類及び次の第16条の第２段落の対象となる報告は、事務局で、当事者たち、そ

の弁護人たち若しくはその代理人たちに自由に利用できるようにされる。 

第16条 基礎自治体理事会は全ての異議申立に申請の提出又は第11条及び第12条の対象となる調書から４日の期限以内に、且つあらゆ

る場合に選挙当日の７日前に裁定を下す義務がある。 

 基礎自治体理事会は公開の議場で理事会の構成員の一人の報告に基づき、出席していれば当事者たち、その弁護人たちかその代理人

たちに聴聞をした後で裁定を下す。 

第17条 理由を付し、報告者の名前及び出席構成員の名前を記した決定は、事件ごとに別々に行われる；その決定は特別な登録簿に登

録される。 

 理事会の議長は当事者たち、その弁護人たち若しくはその代理人たちに、その要求があれば、前段落の対象となる登録簿、上訴の申

告に署名するよう依頼する。 

 欠席した当事者たちは理事会により下された決定に従うものと見なされる。 

 上訴の届出がなく、申し立てたか若しくは証拠を提出した当事者たちにより署名されれば、理事会の決定は終局を迎える。決定の最

終的性質の記載が第１段落の対象となる特別の登録簿に行われて選挙人登録簿の修正が即刻執行される。 

 理事会の決定は誰でも無料で見ることができる基礎自治体事務局に託される。 

 理事会の決定に対する上訴は選挙人名簿の全ての変更を停止させる。 

第18条 長は直ちに、あらゆる方法で、上訴に掛けられた理事会の決定の写しを係争の関係書類と一緒に控訴院に送達する。 

 当事者たちは一件書類の受理後５日以内に、又あらゆる場合に選挙当日の前日に控訴院に出頭するよう要請される。当事者たちが事

件を審理するために指定された法廷に書面の抗弁を送るのは自由である。 

第19条 同院が尋問を命ずる場合には、治安判事に委任することができる。 

第20条 尋問が同院で行われる場合には、事務総長が定められた日に事実が究明される少なくとも24時間前に当事者たちに知らせる。 

第21条 証人たちは料金への権利を失うことなく自発的に出頭することができる。証人たちは簡易な召喚状により出頭する義務がある。

証人たちは軽罪事件として宣誓する。 

 不出頭か若しくは偽りの証言をした場合には、軽罪事件として告訴され処罰される。 

 但し、欠席した証人に対して科せられる罰は検事の求刑なしに同院によってか又は証人尋問を行う司法官によって科せられる。 

第22条 選挙の証人尋問においては、証人は誰も裁判法第937条を適用した留置をされてはならない。但し、３親等までの親族若しく

は姻族は証人として聴聞されてはならない。 

第23条 同院での審理は公開である。 

第24条 公開の聴聞においては、同院の裁判長は当事者たちに発言権を与える；当事者たちは弁護人により代理され補佐されることが

許される。 

 同院は検事総長にその意見を質した後、直ちに公開の審議において読み上げられる判決により審議に裁定を下す。この判決は当事者

たちが無料でよく読んで調べることができる同院の事務総長に託される。 

 判決の主文は直ちにあらゆる方法で、検察官の処置によりその訴えに決定を下した基礎自治体理事会及びその他の当事者たちに通告

される。 

 選挙人登録簿の修正が含まれる判決の場合には判決は即時実行される。 

第25条 当事者の欠席と同様に出席にも上訴に判決が下される。 

第26条 申請は居住地の単一の選挙に含まれる複数の申請者たちにより提起される；そうでなければ申請者たちは最初の申請者の所の

居住地で選挙したと見なされる。 

第27条 証人の料金は強制的事項として規整される。 

第28条 当事者たちは費用の前払をする。 

 厳密な意味での訴訟の一件書類の費用ばかりでなく、当事者たちが選挙の審理中にその主張の根拠として提出するために支払われな

ければならなかった書類の全費用も含まれる。 

第29条 費用は敗訴した当事者の負担となる。当事者たちが幾つかの訴訟個条でそれぞれが敗訴した場合には、訴訟費用は双方に負担

させることができる。但し、当事者たちの主張が明らかに全く根拠がない場合には、同院は国の負担の全部若しくは一部となるもの

を命ずることができる。 

第30条 各控訴院の事務総長たちは各基礎自治体当局に判決の写しを伝達する。 

第５節 選挙登録簿に関する制裁 

第31条 本節の意味では、《選挙登録簿》は選挙人登録簿及び投票登録簿と解される。 

第32条 

 §1. 何らかの資格で、選挙人を抹消するために以下のことをした選挙登録簿の準備若しくは作成の担当者は、全て26ユーロ乃至

200ユーロの罰金及び８日乃至15日の拘留の罰を受ける。 

   １º この作業中に、書類若しくは文書を、故意に利用してきたか、交換、変質、偽造若しくは追加により変造するか、作るか； 
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    有権者団はこの決定の受領証を渡す。 

    関係選挙区有権者団は４日以内にこの決定の対象となる選挙人の抹消を行う。 

    抹消は直ちに関係者たちに通告される。抹消は本章第９条乃至第11条に予定される上訴に委ねられる。 

第７条 

 §1. 基礎自治体理事会は選挙人登録簿から次の二つの調査表を作成する。 

   １º 第１は投票事務所長職若しくは開票事務所長職に指名することができる選挙人たちを含む； 

   ２º 第２は投票事務所若しくは開票事務所の立会人若しくは補欠立会人として指名することができる選挙人たちを含む。これに

は事務所ごとに12人の名前を含む。 

 §2. これらの調査表は遅くとも９月１日までに基礎自治体事務局長に伝達される。次に本編第Ⅴ章第５条に従い小郡事務局長に伝

達される。 

    これらの調査表の発送後直ちに、基礎自治体理事会は県知事に通知する。 

 §3. 事務局は本編第Ⅴ章第５条の§１の手続に従い投票事務所長の任命を行ったら直ちに、基礎自治体当局はそのようにして指名

された投票事務所長たちに、選挙当日までに、本章第４条の§４に従い投票登録簿に加えられなければならない修正を直接伝達

する。 

第８条 

 §1. 基礎自治体理事会は以下の秘密保持を尊重して選挙人登録簿及び投票登録簿作成の作業を業者に委託することができる： 

   １º 完璧で名誉に掛けてそれにより選挙過程特有の秘密保持を尊重する約束をする宣言に署名する業者； 

   ２º 業者は、名簿若しくは磁気媒体を基に、国民登録簿の資料を直接使用するようになるときは、完璧で名誉に掛けてそれによ

り個人的特徴の資料の取扱いに関する私生活の保護に関する1992年12月８日の法律第16条尊重する約束をする宣言に署名す

る； 

   ３º 業者は基礎自治体理事会により受け取ることをはっきりと認めていない者たちに登録簿を提供することはできない； 

   ４º 選挙人登録簿及び投票登録簿の印刷及び配達は基礎自治体理事会の監督下で行われる。業者にはまだこれらの登録簿の正確

さ及び正確な配達に対する責任が残されている。 

 §2. 政府が段標１の１º及び２ºの対象となる書式を決める。 

第４節 選挙人登録簿に対する上訴 

第９条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人登録簿に不当に登録され、脱漏するか若しくは抹消され、又はその

ためにこの登録簿が本章第２条の§２に規定された記載を不正確に表示している者たちは誰でも、選挙の日前12日までに基礎自治体

理事会に異議申立を提起することができる。 

第10条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人名簿に登録されている基礎自治体が位置している選挙区において有

権者の諸条件を満たしている者たちは誰でも、上述の登録簿の名前の記名、抹消若しくは脱漏に対して又は本章第２条の§２に規定

された記載の不正確な表示全てに対して、選挙の日前12日までに基礎自治体理事会に異議申立を提起することができる。 

第11条 第９条若しくは第10条の対象となる異議申立は申請により提起され、且つ申請人が利用したい弁明できる書類全てと併せて、

基礎自治体書記に受領証と引替えに送られるか又は基礎自治体理事会に書留郵便で送達されなければならない。 

 異議申立を受理した公務員は特別の登録簿に登録した日付を記載し証拠を示す書類と併せて受領証を交付する義務がある。その登録

簿はそれぞれ異議申立ごとに一件書類となり、提出された書類に整理番号が付されて花押が押され、且つそれぞれの一件書類に付け

加えられた目録の中の序列番号とともに登録される。 

第12条 申告する当事者が字が書けない状態の場合は、異議申立は口頭で行われることができる。その申立は基礎自治体の書記若しく

はその代理者により受理される。 

 受理した公務員は直ちに当事者が字が書けない状態にあると申告したのを確認した調書を作成する。 

 調書は当事者により援用された理由を含む。その公務員はこの調書に日付を記入して署名し、読み上げた後で出頭者に２部渡す。 

 次に前条第２段落に予定された手続を取る。 

第13条 一件書類に関係のある基礎自治体当局は無料で申請人が選挙人登録簿の修正の理由を説明するために援用するその保持してい

る全ての公文書をコピーか若しくは抜粋する。 

 基礎自治体当局は職権で当事者により援用される理由を補強できるその保持している全ての公文書を一件書類に加えて前条に予定さ

れた調書に含める。 

第14条 異議申立事件目録が申立事件若しくは申立諸事件が取り扱われる会議の場所、日時を指定する。 

 この目録は少なくとも会議の24時間前に基礎自治体事務局に掲示され、そこでは周知され且つコピーすることもできる。 

 基礎自治体当局は直ちにあらゆる手段により申請人に、万一の場合には利害関係のある当事者に、異議申立が審理される日を通知す

る。 

 この通知は本章第17条の第２段落及び第４段落に予定されているように、申立への決定に対する控訴だけが会議で申し立てられるこ

とができる旨はっきりと記載する。 
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第15条 前条に予定された期間中に、異議申立の一件書類及び次の第16条の第２段落の対象となる報告は、事務局で、当事者たち、そ

の弁護人たち若しくはその代理人たちに自由に利用できるようにされる。 

第16条 基礎自治体理事会は全ての異議申立に申請の提出又は第11条及び第12条の対象となる調書から４日の期限以内に、且つあらゆ

る場合に選挙当日の７日前に裁定を下す義務がある。 

 基礎自治体理事会は公開の議場で理事会の構成員の一人の報告に基づき、出席していれば当事者たち、その弁護人たちかその代理人

たちに聴聞をした後で裁定を下す。 

第17条 理由を付し、報告者の名前及び出席構成員の名前を記した決定は、事件ごとに別々に行われる；その決定は特別な登録簿に登

録される。 

 理事会の議長は当事者たち、その弁護人たち若しくはその代理人たちに、その要求があれば、前段落の対象となる登録簿、上訴の申

告に署名するよう依頼する。 

 欠席した当事者たちは理事会により下された決定に従うものと見なされる。 

 上訴の届出がなく、申し立てたか若しくは証拠を提出した当事者たちにより署名されれば、理事会の決定は終局を迎える。決定の最

終的性質の記載が第１段落の対象となる特別の登録簿に行われて選挙人登録簿の修正が即刻執行される。 

 理事会の決定は誰でも無料で見ることができる基礎自治体事務局に託される。 

 理事会の決定に対する上訴は選挙人名簿の全ての変更を停止させる。 

第18条 長は直ちに、あらゆる方法で、上訴に掛けられた理事会の決定の写しを係争の関係書類と一緒に控訴院に送達する。 

 当事者たちは一件書類の受理後５日以内に、又あらゆる場合に選挙当日の前日に控訴院に出頭するよう要請される。当事者たちが事

件を審理するために指定された法廷に書面の抗弁を送るのは自由である。 

第19条 同院が尋問を命ずる場合には、治安判事に委任することができる。 

第20条 尋問が同院で行われる場合には、事務総長が定められた日に事実が究明される少なくとも24時間前に当事者たちに知らせる。 

第21条 証人たちは料金への権利を失うことなく自発的に出頭することができる。証人たちは簡易な召喚状により出頭する義務がある。

証人たちは軽罪事件として宣誓する。 

 不出頭か若しくは偽りの証言をした場合には、軽罪事件として告訴され処罰される。 

 但し、欠席した証人に対して科せられる罰は検事の求刑なしに同院によってか又は証人尋問を行う司法官によって科せられる。 

第22条 選挙の証人尋問においては、証人は誰も裁判法第937条を適用した留置をされてはならない。但し、３親等までの親族若しく

は姻族は証人として聴聞されてはならない。 

第23条 同院での審理は公開である。 

第24条 公開の聴聞においては、同院の裁判長は当事者たちに発言権を与える；当事者たちは弁護人により代理され補佐されることが

許される。 

 同院は検事総長にその意見を質した後、直ちに公開の審議において読み上げられる判決により審議に裁定を下す。この判決は当事者

たちが無料でよく読んで調べることができる同院の事務総長に託される。 

 判決の主文は直ちにあらゆる方法で、検察官の処置によりその訴えに決定を下した基礎自治体理事会及びその他の当事者たちに通告

される。 

 選挙人登録簿の修正が含まれる判決の場合には判決は即時実行される。 

第25条 当事者の欠席と同様に出席にも上訴に判決が下される。 

第26条 申請は居住地の単一の選挙に含まれる複数の申請者たちにより提起される；そうでなければ申請者たちは最初の申請者の所の

居住地で選挙したと見なされる。 

第27条 証人の料金は強制的事項として規整される。 

第28条 当事者たちは費用の前払をする。 

 厳密な意味での訴訟の一件書類の費用ばかりでなく、当事者たちが選挙の審理中にその主張の根拠として提出するために支払われな

ければならなかった書類の全費用も含まれる。 

第29条 費用は敗訴した当事者の負担となる。当事者たちが幾つかの訴訟個条でそれぞれが敗訴した場合には、訴訟費用は双方に負担

させることができる。但し、当事者たちの主張が明らかに全く根拠がない場合には、同院は国の負担の全部若しくは一部となるもの

を命ずることができる。 

第30条 各控訴院の事務総長たちは各基礎自治体当局に判決の写しを伝達する。 

第５節 選挙登録簿に関する制裁 

第31条 本節の意味では、《選挙登録簿》は選挙人登録簿及び投票登録簿と解される。 

第32条 

 §1. 何らかの資格で、選挙人を抹消するために以下のことをした選挙登録簿の準備若しくは作成の担当者は、全て26ユーロ乃至

200ユーロの罰金及び８日乃至15日の拘留の罰を受ける。 

   １º この作業中に、書類若しくは文書を、故意に利用してきたか、交換、変質、偽造若しくは追加により変造するか、作るか； 
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   ２º 変造、追加若しくは脱落により選挙登録簿に、登録簿の作成のために利用されることができる書類若しくは文書により提供

される資料に故意に不正確に転載されるか。 

     この犯罪が一人の人間に選挙人の資格を得させるために犯された場合には、拘留は８日乃至１か月に、罰金は50ユーロ乃至

500ユーロとなる。 

 §2. 本編第５章第43条により設定される６か月の時効は、本条に予定される犯罪に関するものについては、選挙登録簿及びその関

係書類が県知事若しくはその指名した公務員に発送された日から進行し始める。 

第33条 その選挙管轄権の行使中に、その報告書で、不正を行ったか、登録簿への登録申請を却下するか、このためにでっち上げか虚

構かで変質、偽造若しくは追加により変造されたことが分かっている書類若しくは文書を援用するか若しくは利用して、選挙人の登

録若しくは抹消を命ずるかして不正を行った基礎自治体理事会の構成員全員、基礎自治体議員全員は、３か月乃至２年の禁固刑に処

せられる。 

 但し、起訴は選挙人の登録若しくは抹消についての上訴が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定の対象と

なるはずの場合にしか行うことはできない。 

 本編第５章第43条により設定される時効は、この決定から進行し始める。 

第34条  

 §1. 本章第５条の§６に違反して、選挙人登録簿の簿冊若しくは写しを受け取る資格のない者たちに引き渡すか、これらの簿冊若

しくは写しを正規に受け取った後で第三者に渡すか、選挙以外の目的で選挙人登録簿の資料を利用するかした犯人、共同正犯者

若しくは共犯者のような者は３か月乃至５年の禁固刑及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金か、又はこれらの罰のいずれか一つに

処せられる。 

 §2. 段標１の対象となる犯罪の共犯者として受ける罰は、これらの犯罪の犯人である場合に適用されるものの３分の２を超えるこ

とはない。 

第35条 選挙登録簿に登録されるために故意に歪められた申告をするか又は虚偽表示と分かっている証書を提出した者は誰でも26ユー

ロ乃至200ユーロの罰金刑に処せられる。 

 この登録簿に一人の人間を登録させるか又は抹消させるために故意に同様な操作を行った者は誰でも同様な罰に処される。 

 但し、起訴は登録若しくは抹消についての請求が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定により却下された

場合にしか行うことはできない。 

 この種の決定は、書類又はそれに関連する資料と併せて、基礎自治体理事会によってか、控訴院によって下され、知事から職権でも

要求することができる王室検事に伝達される。 

第Ⅲ章 有権者の配分 

第１条 

 §1. 基礎自治体の選挙人はそれぞれ800人以下150人以上の選挙人を数えることができる投票区に配分される。 

    投票用紙で投票を行うときは、但しこの人数が2,000人を超えることがなければ、政府は投票区ごとの選挙人の人数を増やす

ことができる。 

    その内部で地区の選挙を企画する基礎自治体においては、知事は選挙人たちが地区ごとに且つ投票区ごとに配分されるよう決

定することができる。 

 §2. 遅くとも９月10日までに、県知事若しくはその指名した公務員は、基礎自治体理事会の同意の上で、地区の選挙人たちを選挙

小郡ごとに配分し、小郡役所所在地から始まる各小郡の地区の順番を決める。 

    この理事会との意見の一致により、知事は各地区の投票のための別々の場所を割り振る。知事は多数の地区が要求すれば同じ

投票センターの一部となる会場の中に複数の地区を招集することができる。 

    地区への選挙人たちの配分について又場所の選定について理事会と県知事若しくはその指名した公務員との間の意見不一致の

場合は、決定権は政府にある。 

 §3. 投票センター及び場所は政府により決められた様式に従って近づき易さという最低基準を尊重して選択される。 

 §4. 本条の§２の第２段落に従い基礎自治体理事会が選挙人たちを地区ごとにそして投票区ごとに配分してきた場合には、県知事

若しくはその指名した公務員は各地区に関係地区内にある個別の場所を割り当てる。 

第２条 

 §1. 前条に従った選挙人たちの配分に基づき、基礎自治体理事会は投票区ごとの選挙人登録簿を作成し、投票登録簿が必要となる。 

    これらの登録簿は、選挙当日に、定められた投票所で投票に参加した選挙人たちの照合を行うために使用される。 

 §2. 遅くとも９月10日までに基礎自治体理事会は基礎自治体の投票登録簿の全ての簿冊を２冊県知事若しくはその指名した公務員

に送達する。 

 §3. 受け取ったら直ちに県知事若しくはその指名した公務員は基礎自治体事務局長に受領証と引き替え又は書留郵便で、その基礎

自治体の投票登録簿のそれぞれに正式の花押を押した写しを２部伝達する。同じ登録簿の簿冊を１部政府若しくはその代理に伝

達する。 
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    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い、伝達そのものがデジタル方式で行われることを決定することができる。 

 §4. 基礎自治体の事務局長との合意を得てその当局の下で、県知事は基礎自治体理事会にその基礎自治体の投票事務所に用意され

る投票登録簿を注意深く保管し、且つ本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第９条に則って予定された日にこれらの事務所の間への分配を任せるこ

とができる。基礎自治体の事務局長はこれらの登録簿が安全な場所に預けられ、且つそれらの登録簿がそこへ用意される投票事

務所長たちだけが入手されるよう留意する。 

第Ⅳ章 有権者の招集 

第１条 有権者の招集 

 §1. 基礎自治体、県及び地区の議会の全面改選のための選挙人たちの恒例の会合が、当然の権利として、６年に一度10月の第２日

曜日に開催される。 

    選挙人たちの会議も空席になった職を埋めるために、議会の決定によるか又は政府の命令により同様に臨時に招集することが

できる。それは決定若しくは政府の命令から50日以内に日曜日に随時開催される。選挙の実施の明確な予定表は政府により決め

られる。 

 §2. 選挙の92日前に、政府は選挙の執行日及び投票所の開閉時刻を指定する公式発表を行う。この公式発表は、選挙の12日前まで

に、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第９条及び第10条に従い選挙人は誰によってでも基礎自治体当局に対して異議申立が提起されることがで

きる旨も告知する。この発表が選挙期間を開始させる。 

 §3. 招集の告示が基礎自治体により投票の少なくとも20日前に常用の形式に従い公表の通常の時刻に布告される。掲示は段標６に

表示された記載を含み、招集状を受け取らなかった選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。告示は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§２の第１段落に規定されたものにも注意を促す。 

 §4. 遅くとも選挙の15日前までに、基礎自治体理事会は招集状を各選挙人にその現住所宛に発送する。知事若しくはその指定した

公務員はその発送が必要とされる期限内に実行されることに留意する。 

    招集状が選挙人に配達されなかったときは、その選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。 

    段標２に予定された公式発表にこの権利の記載が行われる。 

 §5. 選挙に招集されれば、全員が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第４条の対象となる選挙人登録簿に登録する。 

 §6. 招集状は、政府により決められた書式に従い、選挙人が投票しなければならない日及び場所、与えられる議席数、並びに投票

事務所の一般への開閉時刻に注意を促す；招集状は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅴ章第２条の§２の３ºで決められた選挙人たちの出張

旅費に関する諸規定にも注意を促す。 

    招集状の裏には本法の本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された文章のような選挙人のための知識の文章が記載される。 

    そこには登録簿に個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号、必要な場合には配偶者の苗

字、並びに選挙人名簿に記載されている番号が表示される。 

    そこにはそのために個人が招集される選挙の記載がある。 

    基礎自治体選挙法第１条の２により認められる選挙人たちについては、招集状は《C》の文字が記される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により認められる選挙人たちについては、招集状は《E》の文字が記される。 

第２条 基礎自治体理事会は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第８条の§１の１º及び２ºに予定された様式を尊重してこれらの招集状の作成の処置を

業者に委託することができる。 

 招集状の印刷及び配布は基礎自治体理事会の監督下で行われ、これらの招集状の正確さと正確な配達の全責任はまだ同理事会に残さ

れている。 

第Ⅴ章 選挙事務局の選任 

第１節 選挙事務局 

第１条 

 §1. 選挙事務局は局長、発言権を持たない書記、補佐及び補佐代理からなる。 

 §2. 本法に従い、事務局が決定しなければならないときは、過半数によりなされ、局長が裁決権を有する。 

 §3. 地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所が区別される。 

    事務所の各範疇のために、補佐及び補佐代理の人数は以下のように定められる： 

   １º 県の地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所は４人の補佐及び４人の補佐代理を数える； 

   ２º 基礎自治体の開票事務所の補佐の人数は以下のように定められる： 

      ─ 議員の人数が19人以下のときは２人の補佐及び２人の補佐代理； 

      ─ 人数が19人乃至27人のときは３人の補佐及び３人の補佐代理； 

      ─ 人数が27人を超えるときは４人の補佐及び４人の補佐代理。 

     地域事務局は候補者名簿を決定し且つ関連する係争を処理し、投票用紙を作成して印刷させる。 

     選挙当日、同事務局は最終の集計、議席の配分及びその地域のための当選者の指名を行う責任がある。 
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   ２º 変造、追加若しくは脱落により選挙登録簿に、登録簿の作成のために利用されることができる書類若しくは文書により提供

される資料に故意に不正確に転載されるか。 

     この犯罪が一人の人間に選挙人の資格を得させるために犯された場合には、拘留は８日乃至１か月に、罰金は50ユーロ乃至

500ユーロとなる。 

 §2. 本編第５章第43条により設定される６か月の時効は、本条に予定される犯罪に関するものについては、選挙登録簿及びその関

係書類が県知事若しくはその指名した公務員に発送された日から進行し始める。 

第33条 その選挙管轄権の行使中に、その報告書で、不正を行ったか、登録簿への登録申請を却下するか、このためにでっち上げか虚

構かで変質、偽造若しくは追加により変造されたことが分かっている書類若しくは文書を援用するか若しくは利用して、選挙人の登

録若しくは抹消を命ずるかして不正を行った基礎自治体理事会の構成員全員、基礎自治体議員全員は、３か月乃至２年の禁固刑に処

せられる。 

 但し、起訴は選挙人の登録若しくは抹消についての上訴が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定の対象と

なるはずの場合にしか行うことはできない。 

 本編第５章第43条により設定される時効は、この決定から進行し始める。 

第34条  

 §1. 本章第５条の§６に違反して、選挙人登録簿の簿冊若しくは写しを受け取る資格のない者たちに引き渡すか、これらの簿冊若

しくは写しを正規に受け取った後で第三者に渡すか、選挙以外の目的で選挙人登録簿の資料を利用するかした犯人、共同正犯者

若しくは共犯者のような者は３か月乃至５年の禁固刑及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金か、又はこれらの罰のいずれか一つに

処せられる。 

 §2. 段標１の対象となる犯罪の共犯者として受ける罰は、これらの犯罪の犯人である場合に適用されるものの３分の２を超えるこ

とはない。 

第35条 選挙登録簿に登録されるために故意に歪められた申告をするか又は虚偽表示と分かっている証書を提出した者は誰でも26ユー

ロ乃至200ユーロの罰金刑に処せられる。 

 この登録簿に一人の人間を登録させるか又は抹消させるために故意に同様な操作を行った者は誰でも同様な罰に処される。 

 但し、起訴は登録若しくは抹消についての請求が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定により却下された

場合にしか行うことはできない。 

 この種の決定は、書類又はそれに関連する資料と併せて、基礎自治体理事会によってか、控訴院によって下され、知事から職権でも

要求することができる王室検事に伝達される。 

第Ⅲ章 有権者の配分 

第１条 

 §1. 基礎自治体の選挙人はそれぞれ800人以下150人以上の選挙人を数えることができる投票区に配分される。 

    投票用紙で投票を行うときは、但しこの人数が2,000人を超えることがなければ、政府は投票区ごとの選挙人の人数を増やす

ことができる。 

    その内部で地区の選挙を企画する基礎自治体においては、知事は選挙人たちが地区ごとに且つ投票区ごとに配分されるよう決

定することができる。 

 §2. 遅くとも９月10日までに、県知事若しくはその指名した公務員は、基礎自治体理事会の同意の上で、地区の選挙人たちを選挙

小郡ごとに配分し、小郡役所所在地から始まる各小郡の地区の順番を決める。 

    この理事会との意見の一致により、知事は各地区の投票のための別々の場所を割り振る。知事は多数の地区が要求すれば同じ

投票センターの一部となる会場の中に複数の地区を招集することができる。 

    地区への選挙人たちの配分について又場所の選定について理事会と県知事若しくはその指名した公務員との間の意見不一致の

場合は、決定権は政府にある。 

 §3. 投票センター及び場所は政府により決められた様式に従って近づき易さという最低基準を尊重して選択される。 

 §4. 本条の§２の第２段落に従い基礎自治体理事会が選挙人たちを地区ごとにそして投票区ごとに配分してきた場合には、県知事

若しくはその指名した公務員は各地区に関係地区内にある個別の場所を割り当てる。 

第２条 

 §1. 前条に従った選挙人たちの配分に基づき、基礎自治体理事会は投票区ごとの選挙人登録簿を作成し、投票登録簿が必要となる。 

    これらの登録簿は、選挙当日に、定められた投票所で投票に参加した選挙人たちの照合を行うために使用される。 

 §2. 遅くとも９月10日までに基礎自治体理事会は基礎自治体の投票登録簿の全ての簿冊を２冊県知事若しくはその指名した公務員

に送達する。 

 §3. 受け取ったら直ちに県知事若しくはその指名した公務員は基礎自治体事務局長に受領証と引き替え又は書留郵便で、その基礎

自治体の投票登録簿のそれぞれに正式の花押を押した写しを２部伝達する。同じ登録簿の簿冊を１部政府若しくはその代理に伝

達する。 
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    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い、伝達そのものがデジタル方式で行われることを決定することができる。 

 §4. 基礎自治体の事務局長との合意を得てその当局の下で、県知事は基礎自治体理事会にその基礎自治体の投票事務所に用意され

る投票登録簿を注意深く保管し、且つ本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第９条に則って予定された日にこれらの事務所の間への分配を任せるこ

とができる。基礎自治体の事務局長はこれらの登録簿が安全な場所に預けられ、且つそれらの登録簿がそこへ用意される投票事

務所長たちだけが入手されるよう留意する。 

第Ⅳ章 有権者の招集 

第１条 有権者の招集 

 §1. 基礎自治体、県及び地区の議会の全面改選のための選挙人たちの恒例の会合が、当然の権利として、６年に一度10月の第２日

曜日に開催される。 

    選挙人たちの会議も空席になった職を埋めるために、議会の決定によるか又は政府の命令により同様に臨時に招集することが

できる。それは決定若しくは政府の命令から50日以内に日曜日に随時開催される。選挙の実施の明確な予定表は政府により決め

られる。 

 §2. 選挙の92日前に、政府は選挙の執行日及び投票所の開閉時刻を指定する公式発表を行う。この公式発表は、選挙の12日前まで

に、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第９条及び第10条に従い選挙人は誰によってでも基礎自治体当局に対して異議申立が提起されることがで

きる旨も告知する。この発表が選挙期間を開始させる。 

 §3. 招集の告示が基礎自治体により投票の少なくとも20日前に常用の形式に従い公表の通常の時刻に布告される。掲示は段標６に

表示された記載を含み、招集状を受け取らなかった選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。告示は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§２の第１段落に規定されたものにも注意を促す。 

 §4. 遅くとも選挙の15日前までに、基礎自治体理事会は招集状を各選挙人にその現住所宛に発送する。知事若しくはその指定した

公務員はその発送が必要とされる期限内に実行されることに留意する。 

    招集状が選挙人に配達されなかったときは、その選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。 

    段標２に予定された公式発表にこの権利の記載が行われる。 

 §5. 選挙に招集されれば、全員が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第４条の対象となる選挙人登録簿に登録する。 

 §6. 招集状は、政府により決められた書式に従い、選挙人が投票しなければならない日及び場所、与えられる議席数、並びに投票

事務所の一般への開閉時刻に注意を促す；招集状は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅴ章第２条の§２の３ºで決められた選挙人たちの出張

旅費に関する諸規定にも注意を促す。 

    招集状の裏には本法の本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された文章のような選挙人のための知識の文章が記載される。 

    そこには登録簿に個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号、必要な場合には配偶者の苗

字、並びに選挙人名簿に記載されている番号が表示される。 

    そこにはそのために個人が招集される選挙の記載がある。 

    基礎自治体選挙法第１条の２により認められる選挙人たちについては、招集状は《C》の文字が記される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により認められる選挙人たちについては、招集状は《E》の文字が記される。 

第２条 基礎自治体理事会は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第８条の§１の１º及び２ºに予定された様式を尊重してこれらの招集状の作成の処置を

業者に委託することができる。 

 招集状の印刷及び配布は基礎自治体理事会の監督下で行われ、これらの招集状の正確さと正確な配達の全責任はまだ同理事会に残さ

れている。 

第Ⅴ章 選挙事務局の選任 

第１節 選挙事務局 

第１条 

 §1. 選挙事務局は局長、発言権を持たない書記、補佐及び補佐代理からなる。 

 §2. 本法に従い、事務局が決定しなければならないときは、過半数によりなされ、局長が裁決権を有する。 

 §3. 地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所が区別される。 

    事務所の各範疇のために、補佐及び補佐代理の人数は以下のように定められる： 

   １º 県の地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所は４人の補佐及び４人の補佐代理を数える； 

   ２º 基礎自治体の開票事務所の補佐の人数は以下のように定められる： 

      ─ 議員の人数が19人以下のときは２人の補佐及び２人の補佐代理； 

      ─ 人数が19人乃至27人のときは３人の補佐及び３人の補佐代理； 

      ─ 人数が27人を超えるときは４人の補佐及び４人の補佐代理。 

     地域事務局は候補者名簿を決定し且つ関連する係争を処理し、投票用紙を作成して印刷させる。 

     選挙当日、同事務局は最終の集計、議席の配分及びその地域のための当選者の指名を行う責任がある。 
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     小郡事務局は小郡のレベルでの開票結果を集める。 

     投票事務所は投票センターにより機能し、投票の良好な進行を確保する。 

     開票事務所は、それが割り当てられる投票用紙の開票を実施して選挙に応じたこれらの結果を、基礎自治体事務局にも、小

郡事務局にも伝達する。 

 §4. 候補者は誰も選挙事務局の一員になることはできない。候補者たち及び候補者名簿は本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の対象となる様

式に従い選挙作業を監督するための立会人たちを指名することができる。 

    県事務総長、県収入役、基礎自治体書記及び基礎自治体収入役の職は地域事務局の所長、書記、補佐及び補佐代理の職との兼

職はできない。 

    政治的任務及び立会人の任務も同様である。 

 §5. 事務局の局長たちの職務を合理化するために、必携が政府によりその選挙対応に自由に使えるようにされる。その使用は義務

である。これらの必携はベルギー官報で公示される。 

 §6. 本法が選挙事務局、又は選挙事務局長による記録の作成を予定しているときは、政府若しくはその代理に当該記録の写しを伝

達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局 

第１小節 地区事務局 

第２条 

 §1. 県の選挙のために、各選挙区の中心地に地区事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 地区事務局は第一審裁判長又は裁判区の中心地と一致する地区中心においてその代理を務める司法官が局長となる。その他の

場合は、治安判事若しくはその補佐が局長を務める。 

    地区事務局長は地区の選挙人たちの中からその事務局の構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第11条の§１に予定された日

にその事務局を開設する。 

    地区事務局はその局長により指定された場所に置かれ、局長が事実上布告する。 

 §3. 地区事務局設立に際して、事務局長及び補佐たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票を誠実に点検し投票の秘密を守ることを誓う。》 

    又は：｛ドイツ語｝ 

    《私は投票を誠実に数え｛原文はzahlenだがzählenの誤り？｝投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §4. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、事務局の構成員たちは行政事項における言語の使

用についての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓を要求することができる{オランダ語}： 

   《私は誠実な投票を確保し投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §5. 宣誓は作業開始の前に行われる。宣誓は補佐たち及び書記により局長の掌中で、且つ設立される事務局の前で行われる。 

    作業の進行中に指名される局長若しくは補佐たちは、出席できない構成員に代わって職務に就く前に上述の宣誓を行う。 

    記録にこれらの宣誓が記載される。 

 §6. 地区事務局は県の選挙の予備作業の実行及び地区レベルでの投票の点検全体の実行に責任を負う。 

    地区事務局長は選挙区における作業全体の監督を行い、且つ必要な場合には、地域が必要不可欠とする緊急の処置を命ずる。

地区事務局長は基礎自治体事務局長を指名する。 

 §7. 郡の中心地に位置する地区事務局は郡の中央事務局に指定され、地域事務局のその任務に加えて団体及び協定の申告に関する

本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条乃至第36条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

    │2006年９月28日の仲裁院の判決2006年第148号はこの段標の執行の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    県庁所在地に位置する地区事務局は県の主要事務局に指定され、地域事務局のその任務及び/又はその郡事務局の任務に加え

て加盟及び抽選に関する本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条乃至第28条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

第２小節 基礎自治体事務局 

第３条 

 §1. 基礎自治体の選挙のために、各基礎自治体に基礎自治体事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 基礎自治体事務局を主宰するために、下記に定められた順番に地区事務局長が指名される： 

   １º 年功序列に従い第一審裁判所、労働裁判所及び商事裁判所の判事たち若しくは判事補たち； 

   ２º 年功序列に従い治安判事たち若しくは治安判事補たち； 

   ３º 年功序列に従い違警罪裁判所判事たち若しくは判事補たち； 

   ４º 会員名簿への登録順に弁護士たち及び研修生名簿上の弁護士研修生たち； 

   ５º 公証人たち； 
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   ６º ワロン地域圏に属するレベルＡ若しくはＢの資格保持者たち、及び連邦国家、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体、

県、基礎自治体、社会福祉公共センター、一定の公共経済企業の改革を支える1991年３月21日の法律により対象となる一定の 

    公益団体若しくは独立公共事業の統制に関する1954年３月16日の法律の対象となるか又はそれによらない全ての公益業務機関

に属する同等の等級の資格保持者たち； 

   ７º 教育職員； 

   ８º 検察官研修生； 

   ９º 必要な場合にはよそで項目６ºに規定された者たちと同等の職についている基礎自治体の選挙人たちの中から指名される者

たち。 

    そこの選挙人である基礎自治体とは無関係な所在地の基礎自治体の事務局長に指名される裁判官たち以外は、本段標の対象と

なる者たちは基礎自治体の事務局長の職に就くその基礎自治体の選挙人である。 

    基礎自治体の事務局長が他の自治体において投票のために果たす義務があるときは、投票当日その選挙の義務を果たすのに必

要な時間及び代行を務める代理人を指名する。 

    ６º及び７ºの下で本段落の対象となる者たちが職に就いている公共機関は、そこに主要な住居を保持している基礎自治体当局

にこれらの者たちの苗字、名前、住所及び職業を伝達する。 

 §3. 基礎自治体の事務局長はこの職を引き受ける基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第

Ⅱ章第11条の§２に予定された日にその事務局を設置する。 

    基礎自治体事務局の設立に際して、事務局長及び補佐たちは同じ様式に従い本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓

を行う。 

    基礎自治体の事務局は市庁舎若しくは基礎自治体の建物に置かれる。 

第４条 基礎自治体の事務局長はその管轄区域の基礎自治体内の選挙作業全体を監督する。 

 局長はその関与が必要な地域全域の地区事務局長に直接知らせる。 

第５条 

 §1. 遅くとも９月15日までに、基礎自治体事務局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの

中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３条の§２により定められた順序で投票事務所長及び開票事務所長、並びに基礎自治体の補佐たち及

び補佐代理たちを指名する。 

 §2. 同じ日に、同局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３

条の§２に予定された諸条件を満たしている投票事務所補佐たちを指名し、それにはワロン地域圏に属するレベルＣ又はこの同

じ段標の６ºに予定されている行政庁及び業務機関内でそれと同等の職の資格保持者たち又はよそで同等の職に従事している者

たちを付け加える必要がある。 

 §3. 投票事務所及び開票事務所の所長たち、補佐たち及び補佐代理たちは本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§１の１º及び２ºに予定され

た調査表に記載された選挙人たちの中から指名される。 

 §4. ひとたびこの指名が行われたら、基礎自治体の事務局長は段標１及び２に従い指名された選挙人たちの名前の削除の後直ちに

前述の調査表を小郡事務局長に伝達する。 

 §5. 48時間以内に、基礎自治体事務局長は関係者たちに書留郵便でその指名を伝え、所定の日及び場所にその職務を果たしにくる

よう招請する。この機会に、同事務局長は投票事務所長たちにその事務所の投票用紙を受け取る開票事務所長の集合場所を伝え

る。基礎自治体事務局長は同様に開票事務所長たちに開票を請け合わなければならない投票事務所の選択結果を伝える。 

    基礎自治体事務局長はその指名の通知を受け取ってから３日以内に不都合な正当な理由を申し出た者を、本章第３条§２及び

本条の第１段標に従って、ごく短期間に入れ替える。 

 §6. 正当な理由なくして段標１及び２に予定された指名を免れようとするか、又はその過失、その軽率若しくは不注意により託さ

れている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は誰も、50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

 §7. 基礎自治体事務局長は直ちに投票事務所長たち及び開票事務局長たちに、地区及び小郡事務局長に並びに基礎自治体理事会に、

基礎自治体事務局、基礎自治体の各投票事務所並びに各開票事務所の構成を表示した一覧表を伝達する。 

    この一覧表は政府により決められた書式に従い作成される。 

    基礎自治体理事会は掲示によりその受理した一覧表の一般の閲覧を確保する。 

    同理事会は簿冊を１冊実際にできるだけ早く政府若しくはその代理に届ける。 

 §8. 基礎自治体事務局長は請求をしてきた全員に基礎自治体事務局員たちの一覧表を選挙の前少なくとも15日以内に交付する；こ

の一覧票の簿冊の料金は政府の規則により定められる。それは2.48ユーロを超えてはならない。 

第３節 小郡事務局 

第６条 

 §1. 小郡事務局を含む各小郡は県の開票事務所員たちを指名し県の選挙の中間に集計を確保する責任を負う。 

 §2. 唯一つの選挙小郡しか包含していない地区においては、地区事務局がこの手続の範囲内で小郡事務局に割り当てられる任務を
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     小郡事務局は小郡のレベルでの開票結果を集める。 

     投票事務所は投票センターにより機能し、投票の良好な進行を確保する。 

     開票事務所は、それが割り当てられる投票用紙の開票を実施して選挙に応じたこれらの結果を、基礎自治体事務局にも、小

郡事務局にも伝達する。 

 §4. 候補者は誰も選挙事務局の一員になることはできない。候補者たち及び候補者名簿は本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の対象となる様

式に従い選挙作業を監督するための立会人たちを指名することができる。 

    県事務総長、県収入役、基礎自治体書記及び基礎自治体収入役の職は地域事務局の所長、書記、補佐及び補佐代理の職との兼

職はできない。 

    政治的任務及び立会人の任務も同様である。 

 §5. 事務局の局長たちの職務を合理化するために、必携が政府によりその選挙対応に自由に使えるようにされる。その使用は義務

である。これらの必携はベルギー官報で公示される。 

 §6. 本法が選挙事務局、又は選挙事務局長による記録の作成を予定しているときは、政府若しくはその代理に当該記録の写しを伝

達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局 

第１小節 地区事務局 

第２条 

 §1. 県の選挙のために、各選挙区の中心地に地区事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 地区事務局は第一審裁判長又は裁判区の中心地と一致する地区中心においてその代理を務める司法官が局長となる。その他の

場合は、治安判事若しくはその補佐が局長を務める。 

    地区事務局長は地区の選挙人たちの中からその事務局の構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第11条の§１に予定された日

にその事務局を開設する。 

    地区事務局はその局長により指定された場所に置かれ、局長が事実上布告する。 

 §3. 地区事務局設立に際して、事務局長及び補佐たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票を誠実に点検し投票の秘密を守ることを誓う。》 

    又は：｛ドイツ語｝ 

    《私は投票を誠実に数え｛原文はzahlenだがzählenの誤り？｝投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §4. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、事務局の構成員たちは行政事項における言語の使

用についての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓を要求することができる{オランダ語}： 

   《私は誠実な投票を確保し投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §5. 宣誓は作業開始の前に行われる。宣誓は補佐たち及び書記により局長の掌中で、且つ設立される事務局の前で行われる。 

    作業の進行中に指名される局長若しくは補佐たちは、出席できない構成員に代わって職務に就く前に上述の宣誓を行う。 

    記録にこれらの宣誓が記載される。 

 §6. 地区事務局は県の選挙の予備作業の実行及び地区レベルでの投票の点検全体の実行に責任を負う。 

    地区事務局長は選挙区における作業全体の監督を行い、且つ必要な場合には、地域が必要不可欠とする緊急の処置を命ずる。

地区事務局長は基礎自治体事務局長を指名する。 

 §7. 郡の中心地に位置する地区事務局は郡の中央事務局に指定され、地域事務局のその任務に加えて団体及び協定の申告に関する

本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条乃至第36条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

    │2006年９月28日の仲裁院の判決2006年第148号はこの段標の執行の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    県庁所在地に位置する地区事務局は県の主要事務局に指定され、地域事務局のその任務及び/又はその郡事務局の任務に加え

て加盟及び抽選に関する本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条乃至第28条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

第２小節 基礎自治体事務局 

第３条 

 §1. 基礎自治体の選挙のために、各基礎自治体に基礎自治体事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 基礎自治体事務局を主宰するために、下記に定められた順番に地区事務局長が指名される： 

   １º 年功序列に従い第一審裁判所、労働裁判所及び商事裁判所の判事たち若しくは判事補たち； 

   ２º 年功序列に従い治安判事たち若しくは治安判事補たち； 

   ３º 年功序列に従い違警罪裁判所判事たち若しくは判事補たち； 

   ４º 会員名簿への登録順に弁護士たち及び研修生名簿上の弁護士研修生たち； 

   ５º 公証人たち； 
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   ６º ワロン地域圏に属するレベルＡ若しくはＢの資格保持者たち、及び連邦国家、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体、

県、基礎自治体、社会福祉公共センター、一定の公共経済企業の改革を支える1991年３月21日の法律により対象となる一定の 

    公益団体若しくは独立公共事業の統制に関する1954年３月16日の法律の対象となるか又はそれによらない全ての公益業務機関

に属する同等の等級の資格保持者たち； 

   ７º 教育職員； 

   ８º 検察官研修生； 

   ９º 必要な場合にはよそで項目６ºに規定された者たちと同等の職についている基礎自治体の選挙人たちの中から指名される者

たち。 

    そこの選挙人である基礎自治体とは無関係な所在地の基礎自治体の事務局長に指名される裁判官たち以外は、本段標の対象と

なる者たちは基礎自治体の事務局長の職に就くその基礎自治体の選挙人である。 

    基礎自治体の事務局長が他の自治体において投票のために果たす義務があるときは、投票当日その選挙の義務を果たすのに必

要な時間及び代行を務める代理人を指名する。 

    ６º及び７ºの下で本段落の対象となる者たちが職に就いている公共機関は、そこに主要な住居を保持している基礎自治体当局

にこれらの者たちの苗字、名前、住所及び職業を伝達する。 

 §3. 基礎自治体の事務局長はこの職を引き受ける基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第

Ⅱ章第11条の§２に予定された日にその事務局を設置する。 

    基礎自治体事務局の設立に際して、事務局長及び補佐たちは同じ様式に従い本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓

を行う。 

    基礎自治体の事務局は市庁舎若しくは基礎自治体の建物に置かれる。 

第４条 基礎自治体の事務局長はその管轄区域の基礎自治体内の選挙作業全体を監督する。 

 局長はその関与が必要な地域全域の地区事務局長に直接知らせる。 

第５条 

 §1. 遅くとも９月15日までに、基礎自治体事務局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの

中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３条の§２により定められた順序で投票事務所長及び開票事務所長、並びに基礎自治体の補佐たち及

び補佐代理たちを指名する。 

 §2. 同じ日に、同局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３

条の§２に予定された諸条件を満たしている投票事務所補佐たちを指名し、それにはワロン地域圏に属するレベルＣ又はこの同

じ段標の６ºに予定されている行政庁及び業務機関内でそれと同等の職の資格保持者たち又はよそで同等の職に従事している者

たちを付け加える必要がある。 

 §3. 投票事務所及び開票事務所の所長たち、補佐たち及び補佐代理たちは本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§１の１º及び２ºに予定され

た調査表に記載された選挙人たちの中から指名される。 

 §4. ひとたびこの指名が行われたら、基礎自治体の事務局長は段標１及び２に従い指名された選挙人たちの名前の削除の後直ちに

前述の調査表を小郡事務局長に伝達する。 

 §5. 48時間以内に、基礎自治体事務局長は関係者たちに書留郵便でその指名を伝え、所定の日及び場所にその職務を果たしにくる

よう招請する。この機会に、同事務局長は投票事務所長たちにその事務所の投票用紙を受け取る開票事務所長の集合場所を伝え

る。基礎自治体事務局長は同様に開票事務所長たちに開票を請け合わなければならない投票事務所の選択結果を伝える。 

    基礎自治体事務局長はその指名の通知を受け取ってから３日以内に不都合な正当な理由を申し出た者を、本章第３条§２及び

本条の第１段標に従って、ごく短期間に入れ替える。 

 §6. 正当な理由なくして段標１及び２に予定された指名を免れようとするか、又はその過失、その軽率若しくは不注意により託さ

れている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は誰も、50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

 §7. 基礎自治体事務局長は直ちに投票事務所長たち及び開票事務局長たちに、地区及び小郡事務局長に並びに基礎自治体理事会に、

基礎自治体事務局、基礎自治体の各投票事務所並びに各開票事務所の構成を表示した一覧表を伝達する。 

    この一覧表は政府により決められた書式に従い作成される。 

    基礎自治体理事会は掲示によりその受理した一覧表の一般の閲覧を確保する。 

    同理事会は簿冊を１冊実際にできるだけ早く政府若しくはその代理に届ける。 

 §8. 基礎自治体事務局長は請求をしてきた全員に基礎自治体事務局員たちの一覧表を選挙の前少なくとも15日以内に交付する；こ

の一覧票の簿冊の料金は政府の規則により定められる。それは2.48ユーロを超えてはならない。 

第３節 小郡事務局 

第６条 

 §1. 小郡事務局を含む各小郡は県の開票事務所員たちを指名し県の選挙の中間に集計を確保する責任を負う。 

 §2. 唯一つの選挙小郡しか包含していない地区においては、地区事務局がこの手続の範囲内で小郡事務局に割り当てられる任務を
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負う。 

第７条 

 §1. 小郡事務局は小郡役所所在地に開設されて事務局長、小郡役所所在地の基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局長により

選任される４人の補佐及び４人の補佐代理並びに本章第15条の諸規定に従い任命される書記で構成される。 

 §2. 小郡事務局は以下により主宰される： 

   １º 郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の第一審裁判所長若しくはその代理により； 

   ２º 小郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の治安判事により； 

   ３º その他の全ての場合にはそこに選挙小郡役所所在地が位置する小郡裁判所の治安判事若しくはその代理により。 

    小郡事務局長職が司法官により確保できない場合は地区事務局長が地区の選挙人たちの中から本章第３条の§２に予定された

順序を尊重してこの事務局長を指名する。 

第８条 ９月25日に小郡事務局長は、地区選挙人の中から、基礎自治体の開票事務所のために本章第５条に予定されたものと同じ様式

に従い県の開票事務所の事務所長並びに補佐及び補佐代理の指名を行う。 

第４節 投票及び開票事務所 

第１小節 投票事務所 

第９条 この任務が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条の§４に従い県知事により基礎自治体理事会に託されていない限り、基礎自治体事務局長

は各投票事務所長に県知事により正式の花押が押されたその地区の登録簿の写しを２部伝達する。 

 この任務が基礎自治体理事会に託されている場合には、基礎自治体事務局長は同理事会に投票登録簿の配達を行うよう要請する。 

第10条 

 §1. 投票事務所長たちが指名されたら直ちに、政府若しくはその代理は、その名簿が政府により定められたその所長たちに、その

任務の遂行に必要な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の投票事務所長

全員を招集する。 

第11条 投票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第２小節 開票事務所 

第12条 

 §1. 選挙区が２乃至３の地区からなる基礎自治体においては、基礎自治体事務局が本巻第Ⅳ編第Ⅳ章第３条及びそれ以下の諸規定

に従い基礎自治体の選挙の全ての投票用紙を開票する。 

 §2. ３つ以上の地区がある基礎自治体においては、基礎自治体事務局は開票をしない。 

 §3. 県の投票の開票事務所は選挙小郡役所所在地の基礎自治体に設置される。 

 §4. 小郡役所所在地の基礎自治体においては、開票作業は二つの選挙で別々に行われる。 

    このために、全ての開票事務所はA事務所及びB事務所の二つに分けられる。 

    A事務所は県議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    B事務所は基礎自治体議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    A事務局及びB事務所は同じ開票センターの別の場所に位置する。 

 §5. 各開票事務所は別々の投票事務所の投票用紙を収集する。投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙

人の数は2,400を超えることはできない。 

第13条 

 §1. 前条に抵触することなしに、本編第Ⅲ章第１条の§２に予定された投票所の選定後直ちに、県知事は、基礎自治体理事会との

合意の上で、各開票事務所のために、同事務所が投票を開票する投票事務所を、開票事務所ごとに最小限３つの投票事務所の割

合で、投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙人の数は2,400を超えることはできないことを確保し

た上で指定する。 

 §2. 開票事務所は県知事により基礎自治体理事会との合意の上で指定された場所に開設される。知事は直ちにこの選定を、本章第

５条の§５に予定された様式に従い、その職務を遂行するよう義務付けられている場所の開票事務所長たち及び補佐たちにそれ

について知らせることを条件に、基礎自治体の開票については基礎自治体事務局長たちに、県の開票については小郡事務局長た

ちに知らせる。 

 §3. 開票事務所の場所の選定について知事と基礎自治体理事会の意見が不一致の場合は、決定するのは政府の役目である。 

第14条 

 §1. それらが設置されたら直ちに、政府かその代理はその名簿が政府により定められた開票事務所長たちにその任務の遂行に必要

な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の開票事務所長

全員を招集する。 
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第15条 基礎自治体の開票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名

し、県の開票事務所長は同じ様式に従い地区の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第５節 選挙事務局に関する制裁 

第16条 以下の者は50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる： 

   １º 正当な理由なくして開票事務所長若しくは補佐の指名を免れようとする者は全員； 

   ２º 定められた期限内にその支障の理由を知らせようとしなかった所長、補佐若しくは補佐代理； 

   ３º これらの職務を受諾した後で十分な正当な理由なしに断る所長、補佐若しくは補佐代理。 

第17条 その過失、その軽率若しくは不注意により託されている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は何人も50ユーロ

乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第Ⅲ編 選挙の準備及び組織 

第Ⅰ章 選挙費用及び資金源の規制 

第１節 会派の規制 

第１条 本法の本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条に従い地域圏の名簿の番号を請求するときは、ワロン議会に代表を送っている諸政党は選挙費

用を申告する義務を記載した書面の申告書を提出する。 

 諸政党は費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ又はそれ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務がある。 

 諸政党は前段落の対象となる資料を基礎自治体、県、地区の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙の30日以前にナミュール第一審裁判

所長に提出する義務がある。 

 書面の申告書、費用の申告書と資金源の申告書は特定の用紙の上に作成されて請求者により署名され、これらの用紙は政府により交

付されベルギー官報で公表される。 

第２条 

 §1. ナミュール第一審裁判所長はそれぞれの選挙ごとに前条の対象となる諸政党により投入された選挙運動の費用についての報告

書を作成する。 

    その報告書の作成のために、裁判長は全ての情報及び必要な情報の全ての補充を要求することができる。 

    報告は以下のことを記載する： 

   １º 選挙に参加した諸政党； 

   ２º 諸政党により投入された選挙費用； 

   ３º 諸政党が前条の対象となる申告義務について犯した違反； 

   ４º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第７条違反； 

   ５º これらの政党や候補者たちにより提出された申告書から生じた県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第２条違反。 

    申告書は報告書に添えられる。 

 §2. 報告書は県及び基礎自治体の選挙の日から75日以内に４冊作成されなければならない。内２冊はナミュール第一審裁判所長に

より保管される；他の２冊は地域圏規制委員会議長に差し向けられる。 

    報告書はこのために予定された様式で作成され、政府により提供されてベルギー官報で布告される。 

    基礎自治体、県及び地区の選挙後の75日目から報告書の一部がナミュール第一審裁判所の記録保存室に15日間置かれ、候補者

の全員及び投票への招集状を提示した選挙人登録簿に登録されている選挙人たちが閲覧することができる。 

    期間が終了すると、報告書並びに候補者たち及び選挙人登録簿に登録されている選挙人たちにより表明された指摘が地域圏規

制委員会に移送される。 

第３条 

 §1. 地域圏規制委員会は選挙当日以降遅くとも180日以内に、弁護権を尊重して、必要があれば会計検査院の支援を求めた後で、

ナミュール第一審裁判所長の報告書の正確さ及び完全性について決定を下す。 

    同委員会はこのためにその任務の遂行に必要となる補足情報を要求することができる。 

 §2. 地域圏規制委員会の最終報告書は以下のことを記載する： 

   １º 政党ごとに、この政党により投入された選挙費用の総額； 

   ２º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第２条及び第７条の諸規定への政党に責を帰すべき全ての違反。 

 §3. ワロン議会議長は直ちに地域圏規制委員会の最終報告書をベルギー官報の発行所に移送し、発行所がそれを受け取った後30日

以内に公示される。 

 §4. 本章第１条に予定された申告書が提出されないとき及びこの行為が政党の責めに帰せられるときは、当該政党は、地域圏規制

委員会により決められる、その機関が２か月以下ではなく８か月以上ではない期間中ワロン議会により設けられる資金調達への
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負う。 

第７条 

 §1. 小郡事務局は小郡役所所在地に開設されて事務局長、小郡役所所在地の基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局長により

選任される４人の補佐及び４人の補佐代理並びに本章第15条の諸規定に従い任命される書記で構成される。 

 §2. 小郡事務局は以下により主宰される： 

   １º 郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の第一審裁判所長若しくはその代理により； 

   ２º 小郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の治安判事により； 

   ３º その他の全ての場合にはそこに選挙小郡役所所在地が位置する小郡裁判所の治安判事若しくはその代理により。 

    小郡事務局長職が司法官により確保できない場合は地区事務局長が地区の選挙人たちの中から本章第３条の§２に予定された

順序を尊重してこの事務局長を指名する。 

第８条 ９月25日に小郡事務局長は、地区選挙人の中から、基礎自治体の開票事務所のために本章第５条に予定されたものと同じ様式

に従い県の開票事務所の事務所長並びに補佐及び補佐代理の指名を行う。 

第４節 投票及び開票事務所 

第１小節 投票事務所 

第９条 この任務が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条の§４に従い県知事により基礎自治体理事会に託されていない限り、基礎自治体事務局長

は各投票事務所長に県知事により正式の花押が押されたその地区の登録簿の写しを２部伝達する。 

 この任務が基礎自治体理事会に託されている場合には、基礎自治体事務局長は同理事会に投票登録簿の配達を行うよう要請する。 

第10条 

 §1. 投票事務所長たちが指名されたら直ちに、政府若しくはその代理は、その名簿が政府により定められたその所長たちに、その

任務の遂行に必要な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の投票事務所長

全員を招集する。 

第11条 投票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第２小節 開票事務所 

第12条 

 §1. 選挙区が２乃至３の地区からなる基礎自治体においては、基礎自治体事務局が本巻第Ⅳ編第Ⅳ章第３条及びそれ以下の諸規定

に従い基礎自治体の選挙の全ての投票用紙を開票する。 

 §2. ３つ以上の地区がある基礎自治体においては、基礎自治体事務局は開票をしない。 

 §3. 県の投票の開票事務所は選挙小郡役所所在地の基礎自治体に設置される。 

 §4. 小郡役所所在地の基礎自治体においては、開票作業は二つの選挙で別々に行われる。 

    このために、全ての開票事務所はA事務所及びB事務所の二つに分けられる。 

    A事務所は県議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    B事務所は基礎自治体議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    A事務局及びB事務所は同じ開票センターの別の場所に位置する。 

 §5. 各開票事務所は別々の投票事務所の投票用紙を収集する。投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙

人の数は2,400を超えることはできない。 

第13条 

 §1. 前条に抵触することなしに、本編第Ⅲ章第１条の§２に予定された投票所の選定後直ちに、県知事は、基礎自治体理事会との

合意の上で、各開票事務所のために、同事務所が投票を開票する投票事務所を、開票事務所ごとに最小限３つの投票事務所の割

合で、投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙人の数は2,400を超えることはできないことを確保し

た上で指定する。 

 §2. 開票事務所は県知事により基礎自治体理事会との合意の上で指定された場所に開設される。知事は直ちにこの選定を、本章第

５条の§５に予定された様式に従い、その職務を遂行するよう義務付けられている場所の開票事務所長たち及び補佐たちにそれ

について知らせることを条件に、基礎自治体の開票については基礎自治体事務局長たちに、県の開票については小郡事務局長た

ちに知らせる。 

 §3. 開票事務所の場所の選定について知事と基礎自治体理事会の意見が不一致の場合は、決定するのは政府の役目である。 

第14条 

 §1. それらが設置されたら直ちに、政府かその代理はその名簿が政府により定められた開票事務所長たちにその任務の遂行に必要

な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の開票事務所長

全員を招集する。 
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第15条 基礎自治体の開票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名

し、県の開票事務所長は同じ様式に従い地区の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第５節 選挙事務局に関する制裁 

第16条 以下の者は50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる： 

   １º 正当な理由なくして開票事務所長若しくは補佐の指名を免れようとする者は全員； 

   ２º 定められた期限内にその支障の理由を知らせようとしなかった所長、補佐若しくは補佐代理； 

   ３º これらの職務を受諾した後で十分な正当な理由なしに断る所長、補佐若しくは補佐代理。 

第17条 その過失、その軽率若しくは不注意により託されている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は何人も50ユーロ

乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第Ⅲ編 選挙の準備及び組織 

第Ⅰ章 選挙費用及び資金源の規制 

第１節 会派の規制 

第１条 本法の本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条に従い地域圏の名簿の番号を請求するときは、ワロン議会に代表を送っている諸政党は選挙費

用を申告する義務を記載した書面の申告書を提出する。 

 諸政党は費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ又はそれ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務がある。 

 諸政党は前段落の対象となる資料を基礎自治体、県、地区の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙の30日以前にナミュール第一審裁判

所長に提出する義務がある。 

 書面の申告書、費用の申告書と資金源の申告書は特定の用紙の上に作成されて請求者により署名され、これらの用紙は政府により交

付されベルギー官報で公表される。 

第２条 

 §1. ナミュール第一審裁判所長はそれぞれの選挙ごとに前条の対象となる諸政党により投入された選挙運動の費用についての報告

書を作成する。 

    その報告書の作成のために、裁判長は全ての情報及び必要な情報の全ての補充を要求することができる。 

    報告は以下のことを記載する： 

   １º 選挙に参加した諸政党； 

   ２º 諸政党により投入された選挙費用； 

   ３º 諸政党が前条の対象となる申告義務について犯した違反； 

   ４º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第７条違反； 

   ５º これらの政党や候補者たちにより提出された申告書から生じた県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第２条違反。 

    申告書は報告書に添えられる。 

 §2. 報告書は県及び基礎自治体の選挙の日から75日以内に４冊作成されなければならない。内２冊はナミュール第一審裁判所長に

より保管される；他の２冊は地域圏規制委員会議長に差し向けられる。 

    報告書はこのために予定された様式で作成され、政府により提供されてベルギー官報で布告される。 

    基礎自治体、県及び地区の選挙後の75日目から報告書の一部がナミュール第一審裁判所の記録保存室に15日間置かれ、候補者

の全員及び投票への招集状を提示した選挙人登録簿に登録されている選挙人たちが閲覧することができる。 

    期間が終了すると、報告書並びに候補者たち及び選挙人登録簿に登録されている選挙人たちにより表明された指摘が地域圏規

制委員会に移送される。 

第３条 

 §1. 地域圏規制委員会は選挙当日以降遅くとも180日以内に、弁護権を尊重して、必要があれば会計検査院の支援を求めた後で、

ナミュール第一審裁判所長の報告書の正確さ及び完全性について決定を下す。 

    同委員会はこのためにその任務の遂行に必要となる補足情報を要求することができる。 

 §2. 地域圏規制委員会の最終報告書は以下のことを記載する： 

   １º 政党ごとに、この政党により投入された選挙費用の総額； 

   ２º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第２条及び第７条の諸規定への政党に責を帰すべき全ての違反。 

 §3. ワロン議会議長は直ちに地域圏規制委員会の最終報告書をベルギー官報の発行所に移送し、発行所がそれを受け取った後30日

以内に公示される。 

 §4. 本章第１条に予定された申告書が提出されないとき及びこの行為が政党の責めに帰せられるときは、当該政党は、地域圏規制

委員会により決められる、その機関が２か月以下ではなく８か月以上ではない期間中ワロン議会により設けられる資金調達への
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補充の権利を失う。 

第２節 候補者の規制 

第４条 

 §1. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の対象となる受託行為において、候補者たちは選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守

し、且つそれを表明する義務を負う。 

    候補者たちは選挙費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務

がある。名簿の筆頭にある候補者は、さらに選挙後30日以内に、125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載した名

簿の選挙運動に関する費用、並びに資金源を申告しなければならない。 

    そのために名簿により委任された者が各候補者及び名簿の選挙費用の申告書を集め、選挙当日後30日以内に地域事務局が所在

する管轄区域内の第一審裁判所の記録保存室に提出する。受託証書及び申告書は特定の様式で作成されて申請者により署名され

る。 

    この様式は政府により提供され、ベルギー官報で布告される。 

 §2. 選挙後31日目から、申告書は第一審裁判所の記録保存室において、15日間、投票への招集状を提示した当該選挙区の選挙人全

員が閲覧することができる。 

    選挙費用の申告書は選挙後121日まで第一審裁判所の記録保存室で保管される。 

    本章第６条に予定されるような告訴又は第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるような異議申立が選挙後120日以内に提起される場

合は、提訴に関係のある候補者の選挙費用申告書はその要求に基づき付託された王室検事又は地域圏規制委員会に送られる。 

    本章第６条に予定されるようないかなる告訴も、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるようないかなる異議申立も、本段落に

予定された期限内に提起されなかった場合は、候補者たちは関係文書を引き上げることができる。 

第５条 選出された候補者が前条若しくは第３条§２及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び会福祉協議会の直接選挙のために投入

される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその任務は剥奪されるこ

とができる。名簿の筆頭にある候補者が前条若しくは第３条§１及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその

任務は剥奪されることができる。 

    │2007年10月４日の憲法裁判所の判決2007年第127号は本条に関する先決問題に判決を下した。 

    └ 

第６条 

 §1. 前条に抵触することなく、王室検事の発意又は利害関係を主張する者の誰かにより以下の者は起訴されることになるし、８日

乃至３か月の拘留及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらの罰のいずれか一つに処せられることになる： 

   １º その選挙費用及び/又はその資金源を本章第４条に定められた期限内に申告するのを怠る者は何人も； 

   ２º 承知の上で第３条§２に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した者は何人も； 

   ３º 選挙の前３か月間に県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及

び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定に違反する者は何人も； 

   ４º 承知の上で第３条§１に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した名簿の筆頭にある候補者； 

   ５º 地域圏の番号及び保護略号を持たない名簿の筆頭に置かれていて全国レベルの選挙運動を行うために出費をした候補者。 

    匿名の密告は王室検事の考慮に入れられないことになる。 

 §2. 王室検事の発案権行使及び段標１の対象となる違反に関する同検事の告訴提起のための期限は選挙後120日で満了する。王室

検事は地域圏監督委員会に候補者たちに関する告訴状の写しを移送する。王室検事は同様に告訴の対象になる者たちにも写しを

移送する。伝達は告訴状提出から８日以内に行われる。 

 §3. 根拠のない起訴状を提出したか又は訴訟を起こしてそれに対して悪意が証明された者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑

に処せられることになる。 

 §4. 段標１の対象となる告訴の範囲内で、王室検事は、特定の候補者に、その選挙運動の活動の資金調達に役立てられた資金源に

関する全ての情報を要求することができる。 

第３節 資金源の規制 

第７条 

 §1. 本章第１条の対象となる政党に125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録されて政党によ

り選挙から30日以内に地域圏監督委員会にだけ報告される。 
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 §2. 125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録される。その記録は選挙人たちの検証には掛け

られない。 

第Ⅱ章 代理投票 

第１条 

 §1. 以下の者は他の選挙人にその名前でその代理として投票するために委任することができる： 

   １º 彼自身又は親族若しくは姻族又は同居者の疾病若しくは身体障害のために自ら投票センターに出頭することができないか又

はそこへ搬送できない状態にある選挙人。この不能は医師の証明書により証明される。選挙の候補者として立っている医師は

このような証明書を発行することができない； 

   ２º 職業上若しくは勤務のために以下のような選挙人： 

    ａ. 海外在住者並びにその同居している選挙人たち、その家族又はそれに準ずる構成員たち；  

    ｂ. 自らは投票当日は王国にいるが、自ら投票センターには出頭することができない。 

     ａ及びｂの対象となる不能は当事者が所属する軍当局若しくは文民当局又は雇用主により発行される証明書により証明され

る。 

     当事者が自営の場合には、ａ及びｂの対象となる不能は基礎自治体当局に宣誓して事前に行った申告により証明される； 

   ３º 船頭、移動する商人若しくは露天商人の職業に従事する選挙人及びその同居の家族たち； 

     その職業への従事は当事者が住民登録簿に登録している基礎自治体の長により発行される証明書により証明される。 

   ４º 投票当日司法的措置の結果自由剥奪状態にある選挙人。 

     この状態は当事者が滞在している施設の長により証明される； 

   ５º その宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人。 

     この不能は宗教界の権威により発行される証明書により証明されなければならない。 

   ６º その通っている施設の長の証明書を提示するという条件で勉学の理由で投票センターに出頭することができない状況にある

学生； 

   ７º これまでに述べられた以外の理由で一時的に外国に滞在するために投票日当日に在宅せず、従って投票事務局に出頭できな

い状況にある選挙人。 

     このような理由での外国滞在は旅行団体の証明書により証明される。この文書はその名前で投票する他の選挙人に委任した

い選挙人の名前を記載する。 

     選挙人がこのような文書を発行させることができない場合には、投票日当日に投票事務所に出頭することができないことは

その他の証拠書類若しくは誓約書の提示によりその居住地の基礎自治体の長により証明される。政府は長により発行される証

明書の書式を決める。 

     請求は遅くとも選挙当日の前日までに長に提起されなければならない。 

 §2. 選挙人は誰でも受任者として指名されることができる。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族若しくは姻

族に対する受任者として指名されることができる。 

    候補者は同様にその親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に

対する受任者として指名されることができる。 

    委託者及び受任者が二人とも同じ基礎自治体の住民登録簿に登録されている場合には、この基礎自治体の長は代理の申込用紙

に基づき親戚関係を証明する。 

    二人が同じ基礎自治体内に登録されていない場合には、受任者が登録されている基礎自治体の長は公知証書の提示に基づき親

戚関係を証明する。公知証書は代理の申込用紙に添えられる。 

    各受任者は代理だけしかできない。 

    前の各段落に反して受任者はその宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人に関しては

委任者により自由に指名されることになる。 

 §3. 委任状は書式が政府により定められ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    委任状はそれに対して有効な選挙、並びに委託者及び受任者のその苗字、名前、生年月日、住所及び委託者個人の国民登録簿

の識別番号を記載する。 

    委任状の用紙は委託者及び受任者により署名される。 

第Ⅲ章 投票支援 

第１条 

 §1. 移動が一時的若しくは終身的な形で狭められている選挙人は基礎自治体当局にその状態に適した投票センターに向けられるよ

う申告を行うことができる。 

 §2. 基礎自治体へのこの申告は遅くとも７月31日までに行われなければならない。受理の受領証が申告者に送られる。 
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補充の権利を失う。 

第２節 候補者の規制 

第４条 

 §1. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の対象となる受託行為において、候補者たちは選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守

し、且つそれを表明する義務を負う。 

    候補者たちは選挙費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務

がある。名簿の筆頭にある候補者は、さらに選挙後30日以内に、125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載した名

簿の選挙運動に関する費用、並びに資金源を申告しなければならない。 

    そのために名簿により委任された者が各候補者及び名簿の選挙費用の申告書を集め、選挙当日後30日以内に地域事務局が所在

する管轄区域内の第一審裁判所の記録保存室に提出する。受託証書及び申告書は特定の様式で作成されて申請者により署名され

る。 

    この様式は政府により提供され、ベルギー官報で布告される。 

 §2. 選挙後31日目から、申告書は第一審裁判所の記録保存室において、15日間、投票への招集状を提示した当該選挙区の選挙人全

員が閲覧することができる。 

    選挙費用の申告書は選挙後121日まで第一審裁判所の記録保存室で保管される。 

    本章第６条に予定されるような告訴又は第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるような異議申立が選挙後120日以内に提起される場

合は、提訴に関係のある候補者の選挙費用申告書はその要求に基づき付託された王室検事又は地域圏規制委員会に送られる。 

    本章第６条に予定されるようないかなる告訴も、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるようないかなる異議申立も、本段落に

予定された期限内に提起されなかった場合は、候補者たちは関係文書を引き上げることができる。 

第５条 選出された候補者が前条若しくは第３条§２及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び会福祉協議会の直接選挙のために投入

される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその任務は剥奪されるこ

とができる。名簿の筆頭にある候補者が前条若しくは第３条§１及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその

任務は剥奪されることができる。 

    │2007年10月４日の憲法裁判所の判決2007年第127号は本条に関する先決問題に判決を下した。 

    └ 

第６条 

 §1. 前条に抵触することなく、王室検事の発意又は利害関係を主張する者の誰かにより以下の者は起訴されることになるし、８日

乃至３か月の拘留及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらの罰のいずれか一つに処せられることになる： 

   １º その選挙費用及び/又はその資金源を本章第４条に定められた期限内に申告するのを怠る者は何人も； 

   ２º 承知の上で第３条§２に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した者は何人も； 

   ３º 選挙の前３か月間に県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及

び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定に違反する者は何人も； 

   ４º 承知の上で第３条§１に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した名簿の筆頭にある候補者； 

   ５º 地域圏の番号及び保護略号を持たない名簿の筆頭に置かれていて全国レベルの選挙運動を行うために出費をした候補者。 

    匿名の密告は王室検事の考慮に入れられないことになる。 

 §2. 王室検事の発案権行使及び段標１の対象となる違反に関する同検事の告訴提起のための期限は選挙後120日で満了する。王室

検事は地域圏監督委員会に候補者たちに関する告訴状の写しを移送する。王室検事は同様に告訴の対象になる者たちにも写しを

移送する。伝達は告訴状提出から８日以内に行われる。 

 §3. 根拠のない起訴状を提出したか又は訴訟を起こしてそれに対して悪意が証明された者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑

に処せられることになる。 

 §4. 段標１の対象となる告訴の範囲内で、王室検事は、特定の候補者に、その選挙運動の活動の資金調達に役立てられた資金源に

関する全ての情報を要求することができる。 

第３節 資金源の規制 

第７条 

 §1. 本章第１条の対象となる政党に125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録されて政党によ

り選挙から30日以内に地域圏監督委員会にだけ報告される。 
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 §2. 125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録される。その記録は選挙人たちの検証には掛け

られない。 

第Ⅱ章 代理投票 

第１条 

 §1. 以下の者は他の選挙人にその名前でその代理として投票するために委任することができる： 

   １º 彼自身又は親族若しくは姻族又は同居者の疾病若しくは身体障害のために自ら投票センターに出頭することができないか又

はそこへ搬送できない状態にある選挙人。この不能は医師の証明書により証明される。選挙の候補者として立っている医師は

このような証明書を発行することができない； 

   ２º 職業上若しくは勤務のために以下のような選挙人： 

    ａ. 海外在住者並びにその同居している選挙人たち、その家族又はそれに準ずる構成員たち；  

    ｂ. 自らは投票当日は王国にいるが、自ら投票センターには出頭することができない。 

     ａ及びｂの対象となる不能は当事者が所属する軍当局若しくは文民当局又は雇用主により発行される証明書により証明され

る。 

     当事者が自営の場合には、ａ及びｂの対象となる不能は基礎自治体当局に宣誓して事前に行った申告により証明される； 

   ３º 船頭、移動する商人若しくは露天商人の職業に従事する選挙人及びその同居の家族たち； 

     その職業への従事は当事者が住民登録簿に登録している基礎自治体の長により発行される証明書により証明される。 

   ４º 投票当日司法的措置の結果自由剥奪状態にある選挙人。 

     この状態は当事者が滞在している施設の長により証明される； 

   ５º その宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人。 

     この不能は宗教界の権威により発行される証明書により証明されなければならない。 

   ６º その通っている施設の長の証明書を提示するという条件で勉学の理由で投票センターに出頭することができない状況にある

学生； 

   ７º これまでに述べられた以外の理由で一時的に外国に滞在するために投票日当日に在宅せず、従って投票事務局に出頭できな

い状況にある選挙人。 

     このような理由での外国滞在は旅行団体の証明書により証明される。この文書はその名前で投票する他の選挙人に委任した

い選挙人の名前を記載する。 

     選挙人がこのような文書を発行させることができない場合には、投票日当日に投票事務所に出頭することができないことは

その他の証拠書類若しくは誓約書の提示によりその居住地の基礎自治体の長により証明される。政府は長により発行される証

明書の書式を決める。 

     請求は遅くとも選挙当日の前日までに長に提起されなければならない。 

 §2. 選挙人は誰でも受任者として指名されることができる。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族若しくは姻

族に対する受任者として指名されることができる。 

    候補者は同様にその親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に

対する受任者として指名されることができる。 

    委託者及び受任者が二人とも同じ基礎自治体の住民登録簿に登録されている場合には、この基礎自治体の長は代理の申込用紙

に基づき親戚関係を証明する。 

    二人が同じ基礎自治体内に登録されていない場合には、受任者が登録されている基礎自治体の長は公知証書の提示に基づき親

戚関係を証明する。公知証書は代理の申込用紙に添えられる。 

    各受任者は代理だけしかできない。 

    前の各段落に反して受任者はその宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人に関しては

委任者により自由に指名されることになる。 

 §3. 委任状は書式が政府により定められ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    委任状はそれに対して有効な選挙、並びに委託者及び受任者のその苗字、名前、生年月日、住所及び委託者個人の国民登録簿

の識別番号を記載する。 

    委任状の用紙は委託者及び受任者により署名される。 

第Ⅲ章 投票支援 

第１条 

 §1. 移動が一時的若しくは終身的な形で狭められている選挙人は基礎自治体当局にその状態に適した投票センターに向けられるよ

う申告を行うことができる。 

 §2. 基礎自治体へのこの申告は遅くとも７月31日までに行われなければならない。受理の受領証が申告者に送られる。 
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 §3. 《A》の文字が選挙人登録簿上の申告者の名前に関して付けられる。 

第２条 

 §1. 投票権を行使するために投票場の仕切りまでと中へ付添をする必要があると見なされる選挙人はこの意味の申告書をその居住

地の基礎自治体の長に遅くとも選挙の日前15日までに提出できる。 

    以下の者たちは付添の必要が証明される： 

   １º 精神的動作又は学習の領域での障害が認められる者たち； 

   ２º 身体的動作の領域での障害が認められる者たち； 

   ３º 感覚的動作の領域での障害が認められる者たち；   

   ４º 精神的な種類の障害が認められる者たち； 

   ５º 慢性若しくは退行性疾患に伴う障害が認められる者たち； 

   ６º 母語が憲法に予定されている言語でないためにこれがいつでも結果として読むのに障害となる者たち。 

 §2. 関係選挙人がその付添を選ぶ；但し付添は自身が選挙人でなければならない。 

    それぞれの付添は選挙人を複数支援することはできない。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族か姻族に対

する付添として指名されることができる。 

    候補者は、その親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に対す

る付添として指名されることができる。 

 §3. 申告書は書式が政府により定められ且つ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    申告書はそのために役立てられる選挙、並びに選挙人及び付添のその苗字、名前、生年月日、住所及び選挙人個人の国民登録

簿の識別番号を記載する。 

    申告書の用紙は選挙人及び付添により署名される。選挙人は投票事務所長に招集状と一緒に提出する。 

 §4. 投票事務所長は前段票に規定されたことに違反した付添を退去させる。 

第Ⅳ章 会派の立会人たち 

第１節 立会人の選任 

第１条 

 §1. 候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の２ºの対象となる候補者受託証書において、地域事務局及び小郡事務局の会

議並びに投票の後のこれらの事務局により行われる作業に出席する立会人及び補欠立会人を指名することができる。 

    同じ立候補証書の上に表示された候補者たちが、個別の受託証書において別々の者たちを指名した場合には、立候補順位の等

級の第１の候補者による指名だけが考慮されることになる。 

 §2. 候補者たちは本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条の対象となる団体の申告書においては、団体全体のために郡の中央事務局の作業に出席

するための立会人及び補欠立会人を指名することができる。立会人たちは郡の一地区の選挙人でなければならない。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    他の候補者たちがこの申告をしている地区内で団体の申告をしなかった候補者たちは選挙作業のときに地区事務局の会議に出

席するために選挙により選任される立会人により郡中央事務局の作業に代理をする権利を有している。 

 §3. 選挙の前５日間、14時乃至16時に立候補の順位の等級の第１位にある候補者はその同じ名簿のために地域内の投票事務所及び

開票事務所にいる立会人たち及びそれと同数の補欠立会人たちを選任することができる。 

    投票事務所は、一つの名簿から唯一人の立会人及び唯一人の補欠立会人か、又は基礎自治体の順位の同じ番号若しくは同じ略

号及び意匠文字を持っているが、一方では基礎自治体の投票、他方では県の投票に提出される名簿の全員しか指名することがで

きない。 

    前段落の対象となる名簿の基礎自治体の立会人は基礎自治体の選挙のための立候補の順位の等級の第１位にある候補者により

指名される立会人である。 

 §4. 地域選挙区内の選挙人でなければ何人も立会人として指名されることはできない。 

    候補者は各立会人が作業期間中を通してその任務を遂行する事務局を指定する。その候補者は自ら立会人たちにその選任され

たことを伝える。通知状は地域事務局長により連署される。 

    他の基礎自治体の選挙人である立会人たちはその基礎自治体の選挙への招集状若しくは選挙人登録簿の写しの提出によりその

選挙人資格を証明しなければならない。 

    前段落の適用に抵触することなく、立会人たちは事務局長に自分に伝達されていた通知状を提出しなければならない。 

 §5. 立会人たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{フランス語} 

   又は： 
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    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{ドイツ語} 

 §6. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、立会人たちは行政事項における言語の使用につい

ての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓{オランダ語}を要求することができる： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{オランダ語} 

 §7. 宣誓は作業開始の前に局長の掌中で行われ、記録にこれらの宣誓が記載される。 

第２節 兼職禁止 

第２条 

 §1. 選挙事務局員たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできない。 

 §2. 候補者たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできる。但し、自らは次の第３条乃至第５条に述べられてい

る諸規定に従い責任を負う。 

 §3. 段標２に抵触することなく、立会人たちは、受任者たちを除き、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５の対象となる推薦証書に名前

が表示される署名人の選挙人たちの中から優先的に選任される。 

    このために、候補者が立会人若しくは補欠立会人として選任される場合には、地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６

の１ºの対象となる選挙人たちの記録を検討する。 

    署名人の選挙人たちが立会人若しくは補欠立会人に選任されるのを受託したと分かれば、立候補の順位の等級の第１位にある

候補者は直ちに選ばれた中の一人を指名することができる。それがなければ、立会人の選任はなかったことになる。 

第３節 立会人の任務 

第３条 本節は投票センター内又はその直ぐ周りにいる者全てに適用できる諸規定に抵触することなく政党の立会人たちに適用される。 

第４条 本法により立会人たちに選挙過程の全てにおいて明白に与えられる諸任務に加えて、立会人たちだけが監視の任務を有する。 

 立会人たちはその監視記録を事務所長により記録に記載させる権利を有する。局長はこの記録を拒否することはできない。 

第５条 立会人たちはいかような形でも選挙人たちの投票に影響を与えるよう務めることはできない。 

 立会人たちはいかなる場合にも地域選挙区内の他の選挙人たちの受任者、指導者若しくは支持者になることはできない。 

 明らかに間違いなく選挙運動と同一視される立会人側からの意思表明は全て厳禁される。 

 本条の諸規定に違反する場合には、事務局所はそのような兆候を示した立会人を、最初に警告した後で、その場から退去させる。 

 退去命令並びにその理由は記録に記載され、違反者は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられることになる。 

第Ⅴ章 選挙費用 

第１条 選挙事務局構成員たちは政府により定められる出席手当を受領する。いかなる形のものであれ構成員たちが要求することがで

きる手当並びに特典の額も同様に政府により定められる。 

 選挙事務局構成員たちはその出張旅費の弁済を要求することができる。 

第２条 

 §1. 局員たちの提供する選挙の書類に関する費用は地域圏の負担である。 

 §2. 以下の選挙費用は半分は基礎自治体の負担、半分は県の負担となる： 

   １º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出席手当； 

   ２º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出張旅費； 

   ３º 選挙人として登録している基礎自治体内にはもはや居住していない選挙人たちにより政府により定められる条件の下で提示

される旅費； 

   ４º 選挙事務局員たちがその職務遂行中に突然生じた事故の結果である身体被害を補償するために用意される保険料。政府はこ

れらの事故がそれに従い償われる方式を決める。 

 §3. 政府により承認された型式に基づき基礎自治体は以下の物を負担する： 

   １º 投票箱； 

   ２º 仕切り板； 

   ３º 机 

   ４º 封筒 

   ５º 鉛筆。 

 §4. その他の選挙費用は全て基礎自治体の負担となる。 

第３条 

 §1. 県はその管轄下の基礎自治体に本条第２段標の対象となる選挙費用を前払いし、一方基礎自治体に対して適切な回収を行う。 

 §2. 選挙事務局構成員たちの出席手当の支払は県により選挙事務局員全員により正式に署名された記録の付録に基づいてのみ行わ

れる。 

 §3. 出席手当は政府により定められた方法で選挙事務局構成員たちの金融口座に振り込まれる。 

 §4. 選挙事務局構成員たちは、住民登録簿に登録されていない基礎自治体に在席しているときに、政府により決められた条件で通
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 §3. 《A》の文字が選挙人登録簿上の申告者の名前に関して付けられる。 

第２条 

 §1. 投票権を行使するために投票場の仕切りまでと中へ付添をする必要があると見なされる選挙人はこの意味の申告書をその居住

地の基礎自治体の長に遅くとも選挙の日前15日までに提出できる。 

    以下の者たちは付添の必要が証明される： 

   １º 精神的動作又は学習の領域での障害が認められる者たち； 

   ２º 身体的動作の領域での障害が認められる者たち； 

   ３º 感覚的動作の領域での障害が認められる者たち；   

   ４º 精神的な種類の障害が認められる者たち； 

   ５º 慢性若しくは退行性疾患に伴う障害が認められる者たち； 

   ６º 母語が憲法に予定されている言語でないためにこれがいつでも結果として読むのに障害となる者たち。 

 §2. 関係選挙人がその付添を選ぶ；但し付添は自身が選挙人でなければならない。 

    それぞれの付添は選挙人を複数支援することはできない。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族か姻族に対

する付添として指名されることができる。 

    候補者は、その親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に対す

る付添として指名されることができる。 

 §3. 申告書は書式が政府により定められ且つ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    申告書はそのために役立てられる選挙、並びに選挙人及び付添のその苗字、名前、生年月日、住所及び選挙人個人の国民登録

簿の識別番号を記載する。 

    申告書の用紙は選挙人及び付添により署名される。選挙人は投票事務所長に招集状と一緒に提出する。 

 §4. 投票事務所長は前段票に規定されたことに違反した付添を退去させる。 

第Ⅳ章 会派の立会人たち 

第１節 立会人の選任 

第１条 

 §1. 候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の２ºの対象となる候補者受託証書において、地域事務局及び小郡事務局の会

議並びに投票の後のこれらの事務局により行われる作業に出席する立会人及び補欠立会人を指名することができる。 

    同じ立候補証書の上に表示された候補者たちが、個別の受託証書において別々の者たちを指名した場合には、立候補順位の等

級の第１の候補者による指名だけが考慮されることになる。 

 §2. 候補者たちは本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条の対象となる団体の申告書においては、団体全体のために郡の中央事務局の作業に出席

するための立会人及び補欠立会人を指名することができる。立会人たちは郡の一地区の選挙人でなければならない。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    他の候補者たちがこの申告をしている地区内で団体の申告をしなかった候補者たちは選挙作業のときに地区事務局の会議に出

席するために選挙により選任される立会人により郡中央事務局の作業に代理をする権利を有している。 

 §3. 選挙の前５日間、14時乃至16時に立候補の順位の等級の第１位にある候補者はその同じ名簿のために地域内の投票事務所及び

開票事務所にいる立会人たち及びそれと同数の補欠立会人たちを選任することができる。 

    投票事務所は、一つの名簿から唯一人の立会人及び唯一人の補欠立会人か、又は基礎自治体の順位の同じ番号若しくは同じ略

号及び意匠文字を持っているが、一方では基礎自治体の投票、他方では県の投票に提出される名簿の全員しか指名することがで

きない。 

    前段落の対象となる名簿の基礎自治体の立会人は基礎自治体の選挙のための立候補の順位の等級の第１位にある候補者により

指名される立会人である。 

 §4. 地域選挙区内の選挙人でなければ何人も立会人として指名されることはできない。 

    候補者は各立会人が作業期間中を通してその任務を遂行する事務局を指定する。その候補者は自ら立会人たちにその選任され

たことを伝える。通知状は地域事務局長により連署される。 

    他の基礎自治体の選挙人である立会人たちはその基礎自治体の選挙への招集状若しくは選挙人登録簿の写しの提出によりその

選挙人資格を証明しなければならない。 

    前段落の適用に抵触することなく、立会人たちは事務局長に自分に伝達されていた通知状を提出しなければならない。 

 §5. 立会人たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{フランス語} 

   又は： 

－ 217 － 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{ドイツ語} 

 §6. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、立会人たちは行政事項における言語の使用につい

ての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓{オランダ語}を要求することができる： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{オランダ語} 

 §7. 宣誓は作業開始の前に局長の掌中で行われ、記録にこれらの宣誓が記載される。 

第２節 兼職禁止 

第２条 

 §1. 選挙事務局員たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできない。 

 §2. 候補者たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできる。但し、自らは次の第３条乃至第５条に述べられてい

る諸規定に従い責任を負う。 

 §3. 段標２に抵触することなく、立会人たちは、受任者たちを除き、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５の対象となる推薦証書に名前

が表示される署名人の選挙人たちの中から優先的に選任される。 

    このために、候補者が立会人若しくは補欠立会人として選任される場合には、地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６

の１ºの対象となる選挙人たちの記録を検討する。 

    署名人の選挙人たちが立会人若しくは補欠立会人に選任されるのを受託したと分かれば、立候補の順位の等級の第１位にある

候補者は直ちに選ばれた中の一人を指名することができる。それがなければ、立会人の選任はなかったことになる。 

第３節 立会人の任務 

第３条 本節は投票センター内又はその直ぐ周りにいる者全てに適用できる諸規定に抵触することなく政党の立会人たちに適用される。 

第４条 本法により立会人たちに選挙過程の全てにおいて明白に与えられる諸任務に加えて、立会人たちだけが監視の任務を有する。 

 立会人たちはその監視記録を事務所長により記録に記載させる権利を有する。局長はこの記録を拒否することはできない。 

第５条 立会人たちはいかような形でも選挙人たちの投票に影響を与えるよう務めることはできない。 

 立会人たちはいかなる場合にも地域選挙区内の他の選挙人たちの受任者、指導者若しくは支持者になることはできない。 

 明らかに間違いなく選挙運動と同一視される立会人側からの意思表明は全て厳禁される。 

 本条の諸規定に違反する場合には、事務局所はそのような兆候を示した立会人を、最初に警告した後で、その場から退去させる。 

 退去命令並びにその理由は記録に記載され、違反者は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられることになる。 

第Ⅴ章 選挙費用 

第１条 選挙事務局構成員たちは政府により定められる出席手当を受領する。いかなる形のものであれ構成員たちが要求することがで

きる手当並びに特典の額も同様に政府により定められる。 

 選挙事務局構成員たちはその出張旅費の弁済を要求することができる。 

第２条 

 §1. 局員たちの提供する選挙の書類に関する費用は地域圏の負担である。 

 §2. 以下の選挙費用は半分は基礎自治体の負担、半分は県の負担となる： 

   １º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出席手当； 

   ２º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出張旅費； 

   ３º 選挙人として登録している基礎自治体内にはもはや居住していない選挙人たちにより政府により定められる条件の下で提示

される旅費； 

   ４º 選挙事務局員たちがその職務遂行中に突然生じた事故の結果である身体被害を補償するために用意される保険料。政府はこ

れらの事故がそれに従い償われる方式を決める。 

 §3. 政府により承認された型式に基づき基礎自治体は以下の物を負担する： 

   １º 投票箱； 

   ２º 仕切り板； 

   ３º 机 

   ４º 封筒 

   ５º 鉛筆。 

 §4. その他の選挙費用は全て基礎自治体の負担となる。 

第３条 

 §1. 県はその管轄下の基礎自治体に本条第２段標の対象となる選挙費用を前払いし、一方基礎自治体に対して適切な回収を行う。 

 §2. 選挙事務局構成員たちの出席手当の支払は県により選挙事務局員全員により正式に署名された記録の付録に基づいてのみ行わ

れる。 

 §3. 出席手当は政府により定められた方法で選挙事務局構成員たちの金融口座に振り込まれる。 

 §4. 選挙事務局構成員たちは、住民登録簿に登録されていない基礎自治体に在席しているときに、政府により決められた条件で通
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勤手当に対する権利を有する。 

 §5. これらの通勤の権利移譲による債券の申告書は政府により決められる書式により作成されなければならないし、且つ上述の申

告書に基づき支払を行う関係県当局の住所に送られなければならない。 

第４条 通勤が無料になる権利を有する選挙人たちは以下の者たちである： 

   1. 投票しなければならない基礎自治体内に居住していない選挙人たち； 

   2. 賃金若しくは給与を受け取っていて外国又はその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体で職業に従事して

いる者たち； 

   3. 2.の対象となる者たちと同居している家族の構成員たち； 

   4. 勉学のためにその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体に滞在している学生たち； 

   5. その投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体内の病院若しくは療養所にいる者たち。 

 支払方法は政府により定められることになる。 

第Ⅳ編 選挙作業 

第Ⅰ章 作業のデジタル化及び自動化 

第１条 

 §1. 投票の自動化に関する第４部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅵ編第Ⅰ章第７条の諸規定と抵触することなく、本法の対象と

なる作業のデジタル記号化は練り上げられたソフトウェアによって行われ、政府により選挙事務局長たちに提供される。 

    本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条の対象となる専門家集団は選挙の際にソフトウェアの信頼性を点検する。遅くとも選挙終了後

10日までにいずれにせよ選挙の有効性の法的宣言の前に、専門家たちは政府及びワロン議会に報告書を提出する。この報告書は

特にソフトウェアに関する勧告を含む。 

 §2. 本法がデジタル化の方法による一定の資料の伝達を規定しているときは、この伝達は政府により定められる様式に従い選挙の

資料の秘密保持、公明正大及び入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

 §3. 同様に、本法が自動化の方法での資料の取扱いを規定しているときは、政府により定められる方法でその様式に従い選挙の資

料の秘密保持、公明正大および入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

第Ⅱ章 立候補 

第１節 被選挙権及び兼職禁止 

第１条 

 §1. 以下の各段落に述べられる特殊な条件付で、基礎自治体、県の議員又は地区議会の構成員に選挙されてとどまることができる

ためには、選挙民であり、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条又は基礎自治体選挙法第１条の対象となる有権者の諸条件を維持している必

要があるし、遅くとも選挙当日までに本法の本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条に予定された除斥若しくは一時停止の場合の一つであって

はならない。 

    県議会の議員に選挙されることができるためには、その上その県の基礎自治体の住民登録簿に登録されている必要がある。 

    本条の適用のためには、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条の§１に述べられている国籍の条件が遅くとも候補者に立つ日までに満たさ

れていなければならない。 

    同様に、基礎自治体の住民登録簿への登録及び関係地区内居住の条件はその間に選挙の行われる年の遅くとも８月１日までに

満たされていなければならない。 

 §2. 以下の者たちは被選挙資格者たりえない： 

   １º 有罪判決により被選挙資格を剥奪された者たち； 

   ２º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条及び第３条の適用により選挙権が排除若しくは一時停止される者たち； 

   ３º その母国において民事事件の個人的決定又は宣告された有罪判決によりその国の法律により被選挙資格者の権利を失ってい

る他のヨーロッパ連合構成国の所属民たち； 

   ４º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、地方自治体の職務執行中に犯した、執行猶予付であっても、刑

法第240条、第241条、第243条及び第245条乃至第248条の予定された犯罪の一つの条項の有罪判決を受けてその被選挙資格喪

失が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ５º 人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の法律により対象となるか

又は第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺若しくはその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当

化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の法律に基づく犯罪のために有罪判決を受けてその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ６º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、執行猶予付であっても、1981年７月30日の国法若しくは1995年

３月23日の国法により予定された犯罪について有罪判決を受けて以降犯罪行為時に団体の管理者であってその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち。 

    ｜これら５º及び６ºの取消訴訟が仲裁院に提起された。それは目録番号4,080（2006年12月29日のベルギー官報76,204頁）に掲載されている。 
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    └ 

     有罪判決を受ける根拠を有する事実を知らなかった証拠を挙げたか又は知っていたときでも当該法人の中での職を直ちに辞

していた団体の管理者たちには前段落が適用されることはない。 

   ７º 職務を離れて以降２年間の県知事； 

   ８º （第Ⅴ部第Ⅳ巻第Ⅲ編第Ⅰ章第６条第３段落 ― 2007年12月20日のワロン政府命令の）適用により議員を失職していてこの

被選挙資格喪失がその剥奪を確認する政府若しくはその代理の決定の通告後５年間中断されている者たち。 

 §3. 同様に、２層構造の統合警察部を組織する1998年12月７日の国法の第127条に従い警察公務員たちには被選挙権がない。 

 §4. 以下の者は県議会の被選挙権がない： 

   １º 下院、上院、欧州議会、地域圏若しくは共同体議会の構成員である者たち； 

   ２º 連邦国家の大臣たち及び副大臣たち； 

   ３º 地域圏若しくは共同体政府の構成員たち； 

   ４º 欧州委員たち。 

第２条 基礎自治体のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条乃至第10条に従い決められる。 

 県のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条乃至第81条に従い決められる。 

第２節 候補者たちの立候補届出 

第３条 遅くとも９月１日までに、地域事務局長は候補者たちの立候補届出及び立会人たちの選任を受け付ける場所を決め日時に注意

を促す告示を公示する。 

 候補者たちの立候補届出並びに添付しなければならない証書は投票日の31日前の木曜日若しくは30日前の金曜日に地域事務局長に提

出されなければならない。 

 立候補証書、並びに添付しなければならない記録は、政府により定められる書式を元に作成される。 

 候補者たちの立候補届出の提出は13時乃至16時に行われる。 

 地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１の第１段落に従い届出されている候補者たちをデジタル法によりコード化する。 

第４条 

 §1. 基礎自治体の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも２人の任期満了した基礎自治体議会議員によるか、それ

とも以下による署名がなされなければならない： 

   １º 住民20,001人乃至それ以上の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の100人の選挙人； 

   ２º 住民10,001人乃至20,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の50人の選挙人； 

   ３º 住民5,001人乃至10,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の30人の選挙人； 

   ４º 住民2,001人乃至5,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の20人の選挙人； 

   ５º 住民500人乃至2,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の10人の選挙人； 

   ６º 住民500人以下の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の５人の選挙人。 

    人口数は第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条第１段落に従い確定される数字である。 

 §2. 県の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも県の50人の選挙人によるか、少なくとも３人の任期満了した県議

会議員による署名がなされなければならない。 

 §3. 立候補届出はこのために受託証書の中の候補者たちにより指名された３人の署名人の一人か又はこのためにこの証書の寄託の

承認権を持っているような任期満了した基礎自治体若しくは県の議員たちにより指名された二人の候補者の内の一人から地域事

務局長に手渡されて受領証が交付される。 

 §4. 一人の選挙人は同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することはできない。 

    任期満了した基礎自治体若しくは県の議員も同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することができない。選挙人若し

くは任期満了した議員は、同じ政党に関する限り、県の選挙及び別の基礎自治体の選挙のための立候補届出証書には署名するこ

とができる。この禁止に違反した選挙人若しくは議員は選挙法第202条に規定された刑罰を科せられることになる。 

 §5. 届出証書は届が出された候補者たち及び必要な場合には選挙人たちの個人の苗字、名前、誕生日、性別、職業、国民登録の身

分証明書番号及び主たる住所を記載する。候補者の身元、既婚若しくは寡婦（夫）がその配偶者若しくはその死去した配偶者の

苗字の前後に置かれることができる。候補者の出生時の苗字がこの記載が、地域のレベルで他の候補者及び有名人と混同する虞

がない限り、普段使っている苗字の後に置かれる。政府は俗称の使用が認められる様式を定める。 

    届出は、必要があれば、本章第34条の§２に従い団体結成許可証を記載する。 

    投票用紙上の候補者名簿に載せるよう求められる略号若しくは意匠文字を記載する。この略号若しくは意匠文字は本法の本章

第26条の§３の規定を遵守する。 

 §6. 候補者たちの立候補届出には以下の文書が添付される： 

   １º 政党の立会人としてか若しくは補欠立会人として予定される選任を受諾する場合には各自について表示した段標１及び２の

対象となる署名人の選挙人たちの記録； 
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勤手当に対する権利を有する。 

 §5. これらの通勤の権利移譲による債券の申告書は政府により決められる書式により作成されなければならないし、且つ上述の申

告書に基づき支払を行う関係県当局の住所に送られなければならない。 

第４条 通勤が無料になる権利を有する選挙人たちは以下の者たちである： 

   1. 投票しなければならない基礎自治体内に居住していない選挙人たち； 

   2. 賃金若しくは給与を受け取っていて外国又はその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体で職業に従事して

いる者たち； 

   3. 2.の対象となる者たちと同居している家族の構成員たち； 

   4. 勉学のためにその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体に滞在している学生たち； 

   5. その投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体内の病院若しくは療養所にいる者たち。 

 支払方法は政府により定められることになる。 

第Ⅳ編 選挙作業 

第Ⅰ章 作業のデジタル化及び自動化 

第１条 

 §1. 投票の自動化に関する第４部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅵ編第Ⅰ章第７条の諸規定と抵触することなく、本法の対象と

なる作業のデジタル記号化は練り上げられたソフトウェアによって行われ、政府により選挙事務局長たちに提供される。 

    本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条の対象となる専門家集団は選挙の際にソフトウェアの信頼性を点検する。遅くとも選挙終了後

10日までにいずれにせよ選挙の有効性の法的宣言の前に、専門家たちは政府及びワロン議会に報告書を提出する。この報告書は

特にソフトウェアに関する勧告を含む。 

 §2. 本法がデジタル化の方法による一定の資料の伝達を規定しているときは、この伝達は政府により定められる様式に従い選挙の

資料の秘密保持、公明正大及び入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

 §3. 同様に、本法が自動化の方法での資料の取扱いを規定しているときは、政府により定められる方法でその様式に従い選挙の資

料の秘密保持、公明正大および入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

第Ⅱ章 立候補 

第１節 被選挙権及び兼職禁止 

第１条 

 §1. 以下の各段落に述べられる特殊な条件付で、基礎自治体、県の議員又は地区議会の構成員に選挙されてとどまることができる

ためには、選挙民であり、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条又は基礎自治体選挙法第１条の対象となる有権者の諸条件を維持している必

要があるし、遅くとも選挙当日までに本法の本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条に予定された除斥若しくは一時停止の場合の一つであって

はならない。 

    県議会の議員に選挙されることができるためには、その上その県の基礎自治体の住民登録簿に登録されている必要がある。 

    本条の適用のためには、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条の§１に述べられている国籍の条件が遅くとも候補者に立つ日までに満たさ

れていなければならない。 

    同様に、基礎自治体の住民登録簿への登録及び関係地区内居住の条件はその間に選挙の行われる年の遅くとも８月１日までに

満たされていなければならない。 

 §2. 以下の者たちは被選挙資格者たりえない： 

   １º 有罪判決により被選挙資格を剥奪された者たち； 

   ２º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条及び第３条の適用により選挙権が排除若しくは一時停止される者たち； 

   ３º その母国において民事事件の個人的決定又は宣告された有罪判決によりその国の法律により被選挙資格者の権利を失ってい

る他のヨーロッパ連合構成国の所属民たち； 

   ４º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、地方自治体の職務執行中に犯した、執行猶予付であっても、刑

法第240条、第241条、第243条及び第245条乃至第248条の予定された犯罪の一つの条項の有罪判決を受けてその被選挙資格喪

失が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ５º 人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の法律により対象となるか

又は第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺若しくはその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当

化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の法律に基づく犯罪のために有罪判決を受けてその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ６º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、執行猶予付であっても、1981年７月30日の国法若しくは1995年

３月23日の国法により予定された犯罪について有罪判決を受けて以降犯罪行為時に団体の管理者であってその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち。 

    ｜これら５º及び６ºの取消訴訟が仲裁院に提起された。それは目録番号4,080（2006年12月29日のベルギー官報76,204頁）に掲載されている。 
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    └ 

     有罪判決を受ける根拠を有する事実を知らなかった証拠を挙げたか又は知っていたときでも当該法人の中での職を直ちに辞

していた団体の管理者たちには前段落が適用されることはない。 

   ７º 職務を離れて以降２年間の県知事； 

   ８º （第Ⅴ部第Ⅳ巻第Ⅲ編第Ⅰ章第６条第３段落 ― 2007年12月20日のワロン政府命令の）適用により議員を失職していてこの

被選挙資格喪失がその剥奪を確認する政府若しくはその代理の決定の通告後５年間中断されている者たち。 

 §3. 同様に、２層構造の統合警察部を組織する1998年12月７日の国法の第127条に従い警察公務員たちには被選挙権がない。 

 §4. 以下の者は県議会の被選挙権がない： 

   １º 下院、上院、欧州議会、地域圏若しくは共同体議会の構成員である者たち； 

   ２º 連邦国家の大臣たち及び副大臣たち； 

   ３º 地域圏若しくは共同体政府の構成員たち； 

   ４º 欧州委員たち。 

第２条 基礎自治体のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条乃至第10条に従い決められる。 

 県のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条乃至第81条に従い決められる。 

第２節 候補者たちの立候補届出 

第３条 遅くとも９月１日までに、地域事務局長は候補者たちの立候補届出及び立会人たちの選任を受け付ける場所を決め日時に注意

を促す告示を公示する。 

 候補者たちの立候補届出並びに添付しなければならない証書は投票日の31日前の木曜日若しくは30日前の金曜日に地域事務局長に提

出されなければならない。 

 立候補証書、並びに添付しなければならない記録は、政府により定められる書式を元に作成される。 

 候補者たちの立候補届出の提出は13時乃至16時に行われる。 

 地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１の第１段落に従い届出されている候補者たちをデジタル法によりコード化する。 

第４条 

 §1. 基礎自治体の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも２人の任期満了した基礎自治体議会議員によるか、それ

とも以下による署名がなされなければならない： 

   １º 住民20,001人乃至それ以上の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の100人の選挙人； 

   ２º 住民10,001人乃至20,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の50人の選挙人； 

   ３º 住民5,001人乃至10,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の30人の選挙人； 

   ４º 住民2,001人乃至5,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の20人の選挙人； 

   ５º 住民500人乃至2,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の10人の選挙人； 

   ６º 住民500人以下の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の５人の選挙人。 

    人口数は第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条第１段落に従い確定される数字である。 

 §2. 県の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも県の50人の選挙人によるか、少なくとも３人の任期満了した県議

会議員による署名がなされなければならない。 

 §3. 立候補届出はこのために受託証書の中の候補者たちにより指名された３人の署名人の一人か又はこのためにこの証書の寄託の

承認権を持っているような任期満了した基礎自治体若しくは県の議員たちにより指名された二人の候補者の内の一人から地域事

務局長に手渡されて受領証が交付される。 

 §4. 一人の選挙人は同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することはできない。 

    任期満了した基礎自治体若しくは県の議員も同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することができない。選挙人若し

くは任期満了した議員は、同じ政党に関する限り、県の選挙及び別の基礎自治体の選挙のための立候補届出証書には署名するこ

とができる。この禁止に違反した選挙人若しくは議員は選挙法第202条に規定された刑罰を科せられることになる。 

 §5. 届出証書は届が出された候補者たち及び必要な場合には選挙人たちの個人の苗字、名前、誕生日、性別、職業、国民登録の身

分証明書番号及び主たる住所を記載する。候補者の身元、既婚若しくは寡婦（夫）がその配偶者若しくはその死去した配偶者の

苗字の前後に置かれることができる。候補者の出生時の苗字がこの記載が、地域のレベルで他の候補者及び有名人と混同する虞

がない限り、普段使っている苗字の後に置かれる。政府は俗称の使用が認められる様式を定める。 

    届出は、必要があれば、本章第34条の§２に従い団体結成許可証を記載する。 

    投票用紙上の候補者名簿に載せるよう求められる略号若しくは意匠文字を記載する。この略号若しくは意匠文字は本法の本章

第26条の§３の規定を遵守する。 

 §6. 候補者たちの立候補届出には以下の文書が添付される： 

   １º 政党の立会人としてか若しくは補欠立会人として予定される選任を受諾する場合には各自について表示した段標１及び２の

対象となる署名人の選挙人たちの記録； 
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   ２º 各候補者により署名された受諾証書； 

     この受諾証書は、必要があれば、本章第34条の様式に従い団体結成の意向を記載する。 

     その証書は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従いその名簿の立会人たち及び補欠立会人たちの名前を記載する； 

   ３º 受諾者に関する段標３の対象となる同意書； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§１に予定された様式に従い選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守して選挙費用並びに

資金源を申告する誓約； 

   ５º 名簿の筆頭にある候補者については、選挙当日後30日以内にその名簿の選挙運動に関する費用を申告し、且つ本巻第Ⅲ編第

Ⅰ章第４条の§１の第２段落に予定された様式に従い資金源を申告する誓約； 

   ６º 選挙期間中及びその在任中、憲法の中に、1950年11月４日の基本的人権及び自由保護協定の中に並びに1966年12月19日の私

権及び参政権に関する国際条約の中に記載されている法の支配の民主的原則並びに権利及び自由を遵守する制約； 

   ７º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第29条に従い名簿の提携を定める証書に賛同か若しくは逆に本章第33条に予定されたようなこの提携の放

棄の可能性のある申告； 

   ８º ベルギー人ではない欧州連合の候補者たちについては、その国籍及びその主たる住居の住所並びにその中で欧州連合の他の

構成国の基礎的地方団体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長のそれに相当する職務若しくは任務には従事していないこと、

兼職禁止を列挙した第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条第１段落の１º乃至８ºの対象とされるものに相当する職務に欧州連合の

他の構成国内において従事していないことを記載し、選挙当日、母国の被選挙権の喪失も中断もされていないことを証明する

書面の署名された個人の申告； 

   ９º 団体の可能性のある申告； 

   10º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第５条の§４に従い、署名人の選挙人たち、受任者たち並びに届けられた候補者たちがその基礎自治体内

の選挙人であることを証明する選挙人登録簿の抄本。 

     この申告書は政府により決められた様式に従った書式に作成される受領証と引き替えに提出される。 

     第１段落の７º及び９ºに記載されたものを除き、申告の全てに不受理の罰が命じられる。 

第５条 候補者たちの立候補届出証書は候補者たちが届け出た順位を表示する。 

第６条 候補者は同じ選挙では一つ以上の名簿に記載されることはできない。 

 何人も同じ選挙では複数の地域において候補者となることはできない。 

 これらの禁止に違反したことが認められた候補者は８日乃至15日の拘留又は26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられる虞がある。 

第７条 候補者名簿は以下の規定を満たさなければならない： 

   １º いずれの名簿も選挙される議員数を超える候補者数を含むことはできない； 

   ２º 名簿のそれぞれにおいて、それぞれの性の候補者数の差が１以上あることはできない； 

   ３º 最初の二人の候補者は同じ性であることはできない。 

 前段落の諸規定は基礎自治体議会若しくは県議会の統一改選の場合だけに適用される。 

第８条 立候補を受諾してその名前が同一の名簿に表示される候補者たちは単一の名簿の構成者と見なされる。 

第９条 候補者たち及び寄託者たちは、居ながらにして、提出された立候補届出証書を精査して書面でその所見を地域事務局に送達す

ることが認められる。 

 この権利は立候補届出証書の引渡しについて定められた期限内にこの期限の終了後２時間で行使される。 

 この権利は再び翌日13時乃至16時に行使される。 

第３節 候補者たちの点検 

第10条 

 §1. 候補者たちの届出時に、地域事務局長は届出人若しくは届出人たちと併せて、立候補届出証書が受理できるかどうかを点検す

る。 

    この点検は以下の点に向けられる： 

   １º 正規の署名人数； 

   ２º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５に予定された記載事項の遵守； 

   ３º 本章第４条の§６に列挙された申告の存在； 

   ４º 候補者数及び名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条に記載された事項の遵守。 

 §2. 全ての条件を満たした立候補届出証書は受理できる旨言い渡されて事務局に寄託される。 

 §3. 誤記があるか若しくは不完全な立候補届出証書は受理することができない旨言い渡される。受理することができない理由の調

書が直ちに作成される。その調書は写しを受け取った問題の立候補届出証書の届出人若しくは届出人たちにより連署される。候

補者たちの届出に予定された期限の終了までは、一人の届出人若しくは複数の届出人たちには規定に適った立候補届出証書を事

務局の点検に掛ける機会がある。 

第11条 
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 §1. 地区事務局は投票の27日前の16時に集合する。 

 §2. 基礎自治体事務局は投票の26日前の16時に集合する。 

第12条 

 §1. 地域事務局はそのために受理できない旨の調書が作成された名簿及び候補者たちを点検することから始める。 

    事務局は新たな立候補届出を行ったか又はこの届出をしなかった証書の名簿及び候補者たちを検証する。 

    同事務局は立候補届出証書が受理することができない旨の調書の対象となっていて２度目の立候補届出の後でも不完全な候補

者たちを取り除く。 

 §2. 地域事務局は選挙人の資格を有していない候補者たちを取り除く。 

 §3. 同事務局は略号及び意匠文字が本法本章第26条の諸規定を充足していない名簿を取り除く。 

第13条 

 §1. 同事務局だけが地域の一基礎自治体の選挙人登録簿上の資格として表示された署名人選挙人のこの資格に異議を申し立てるこ

とができる。 

 §2. ベルギー人でない欧州連合の候補者の被選挙権について、特にその申告に疑いがある場合には、地域事務局長はこの候補者が

選挙当日にその母国の権限ある官公署が発行した証明書を提出し、被選挙権を喪失も中断もされていないか、又はこれらの官公

署が喪失若しくは中断の認識を持っていないことを証明するよう求めることができる。 

第14条 審議の後で、地域事務局が一定の候補者たちの立候補届出の不適切を宣告すると、この決定の理由が調書に掲載され、援用さ

れた理由の原文通りの表示を再掲した抄本が書留郵便で直ちに取り除かれた候補者たちを掲載した証書を引き渡していた初めに立候

補届出証書の中で指名された届出人に送達される。 

第15条 

 §1. 援用された理由がある候補者の被選挙権喪失であるときは、調書の抄本はこの候補者にも同様な方法で送達される。 

 §2. 加えて、地域事務局長は、最速の手段により候補者の住所のある基礎自治体当局に対してその所有している候補者の被選挙権

に関する指示を与えることができる全ての資料の写しか若しくは抄本を直ちに候補者に送達するよう依頼する。正式に証明され

たこれらの同じ資料が書留封書による送達の対象となる。 

 §3. 問題の候補者が少なくとも15日前からその基礎自治体に住所がない場合に、且つ被選挙権喪失が証明できる資料がその基礎自

治体にいまだに送達されていない場合には、その基礎自治体は最速の手段によりこの請求のあった原本を以前に住所のあった基

礎自治体当局に送達する。 

 §4. 段標１乃至３に従い実行された手続がその確信を勝ち得なかった場合には、事務局が有用と判断すれば、事務局長は問題の候

補者たちの被選挙権に関して別の調査を行うことができる。 

 §5. 本条の遂行に要求される資料は全て無料で発送される。 

第16条 16時か若しくは遅くとも検証が終了したときには、地域事務局は暫定的に候補者名簿を決定する。 

第17条 その後直ちに、同局は政府若しくはその代理に多数の候補者たちを表示した届け出られた名簿の全ての抄本を遅くとも翌々日

の16時前に伝達する。 

第18条 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２及び３に従い伝達及び処理がデジタル化及び自動化になるよう決定することができる。 

 処理が下請業者により行われる場合には、この下請業者ははっきりと情報の秘密性を保持する約束をしなければならない。いずれに

せよ、処理は政府及びその代理の監督及び責任において行われる。 

第19条 

 §1. 仮決定の翌日、13時と16時の間に、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§２及び第３条の§３に指定された場所で、名簿の届出人たち

か、又はさもなければそこに記載された候補者の一人が受領証を交付する地域事務局長に、一定の候補者たちの容認に対して理

由を付した異議申立を提起することができる。 

 §2. 地域事務局長はその異議申立を、異議を申し立てられた立候補届出証書の提出をし、立候補届出証書の筆頭に指名されたと認

められる届出人に、異議申立の理由を告げる書留郵便により直接通知する。 

    候補者の被選挙権が異議申立されている場合には、その候補者はさらに同様な方法で直接知らされる。 

 §3. 同事務局長はさらに本章第15条の§２乃至§５に予定された調査を実施する。 

    同事務局長は有用と判断すればその他の申し立てられた違反に関する調査も実施することができる。 

第20条 翌日、14時と16時の間に、前条で指定された場所で、名簿の届出人たち若しくは取り除かれた候補者たち、さもなければこれ

らの名簿に記載されているか若しくは取り除かれた候補者の一人が、受領証を交付する地域事務局長に候補者名簿の暫定的決定のと

きに保留されたか又はこの決定の直後に援用された違反に対する意見書を提出することができる。問題の違反が候補者の被選挙権で

ある場合には、その候補者は同じ条件で意見書を提出することができる。 

第21条 

 §1. その候補者は同じ期限内に訂正若しくは補充の証書を提出することができる。 

 §2. その証書は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第10条に予定された諸条件の不遵守のために取り除かれた証書の訂正若しくは補充の場合には受
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   ２º 各候補者により署名された受諾証書； 

     この受諾証書は、必要があれば、本章第34条の様式に従い団体結成の意向を記載する。 

     その証書は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従いその名簿の立会人たち及び補欠立会人たちの名前を記載する； 

   ３º 受諾者に関する段標３の対象となる同意書； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§１に予定された様式に従い選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守して選挙費用並びに

資金源を申告する誓約； 

   ５º 名簿の筆頭にある候補者については、選挙当日後30日以内にその名簿の選挙運動に関する費用を申告し、且つ本巻第Ⅲ編第

Ⅰ章第４条の§１の第２段落に予定された様式に従い資金源を申告する誓約； 

   ６º 選挙期間中及びその在任中、憲法の中に、1950年11月４日の基本的人権及び自由保護協定の中に並びに1966年12月19日の私

権及び参政権に関する国際条約の中に記載されている法の支配の民主的原則並びに権利及び自由を遵守する制約； 

   ７º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第29条に従い名簿の提携を定める証書に賛同か若しくは逆に本章第33条に予定されたようなこの提携の放

棄の可能性のある申告； 

   ８º ベルギー人ではない欧州連合の候補者たちについては、その国籍及びその主たる住居の住所並びにその中で欧州連合の他の

構成国の基礎的地方団体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長のそれに相当する職務若しくは任務には従事していないこと、

兼職禁止を列挙した第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条第１段落の１º乃至８ºの対象とされるものに相当する職務に欧州連合の

他の構成国内において従事していないことを記載し、選挙当日、母国の被選挙権の喪失も中断もされていないことを証明する

書面の署名された個人の申告； 

   ９º 団体の可能性のある申告； 

   10º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第５条の§４に従い、署名人の選挙人たち、受任者たち並びに届けられた候補者たちがその基礎自治体内

の選挙人であることを証明する選挙人登録簿の抄本。 

     この申告書は政府により決められた様式に従った書式に作成される受領証と引き替えに提出される。 

     第１段落の７º及び９ºに記載されたものを除き、申告の全てに不受理の罰が命じられる。 

第５条 候補者たちの立候補届出証書は候補者たちが届け出た順位を表示する。 

第６条 候補者は同じ選挙では一つ以上の名簿に記載されることはできない。 

 何人も同じ選挙では複数の地域において候補者となることはできない。 

 これらの禁止に違反したことが認められた候補者は８日乃至15日の拘留又は26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられる虞がある。 

第７条 候補者名簿は以下の規定を満たさなければならない： 

   １º いずれの名簿も選挙される議員数を超える候補者数を含むことはできない； 

   ２º 名簿のそれぞれにおいて、それぞれの性の候補者数の差が１以上あることはできない； 

   ３º 最初の二人の候補者は同じ性であることはできない。 

 前段落の諸規定は基礎自治体議会若しくは県議会の統一改選の場合だけに適用される。 

第８条 立候補を受諾してその名前が同一の名簿に表示される候補者たちは単一の名簿の構成者と見なされる。 

第９条 候補者たち及び寄託者たちは、居ながらにして、提出された立候補届出証書を精査して書面でその所見を地域事務局に送達す

ることが認められる。 

 この権利は立候補届出証書の引渡しについて定められた期限内にこの期限の終了後２時間で行使される。 

 この権利は再び翌日13時乃至16時に行使される。 

第３節 候補者たちの点検 

第10条 

 §1. 候補者たちの届出時に、地域事務局長は届出人若しくは届出人たちと併せて、立候補届出証書が受理できるかどうかを点検す

る。 

    この点検は以下の点に向けられる： 

   １º 正規の署名人数； 

   ２º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５に予定された記載事項の遵守； 

   ３º 本章第４条の§６に列挙された申告の存在； 

   ４º 候補者数及び名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条に記載された事項の遵守。 

 §2. 全ての条件を満たした立候補届出証書は受理できる旨言い渡されて事務局に寄託される。 

 §3. 誤記があるか若しくは不完全な立候補届出証書は受理することができない旨言い渡される。受理することができない理由の調

書が直ちに作成される。その調書は写しを受け取った問題の立候補届出証書の届出人若しくは届出人たちにより連署される。候

補者たちの届出に予定された期限の終了までは、一人の届出人若しくは複数の届出人たちには規定に適った立候補届出証書を事

務局の点検に掛ける機会がある。 

第11条 
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 §1. 地区事務局は投票の27日前の16時に集合する。 

 §2. 基礎自治体事務局は投票の26日前の16時に集合する。 

第12条 

 §1. 地域事務局はそのために受理できない旨の調書が作成された名簿及び候補者たちを点検することから始める。 

    事務局は新たな立候補届出を行ったか又はこの届出をしなかった証書の名簿及び候補者たちを検証する。 

    同事務局は立候補届出証書が受理することができない旨の調書の対象となっていて２度目の立候補届出の後でも不完全な候補

者たちを取り除く。 

 §2. 地域事務局は選挙人の資格を有していない候補者たちを取り除く。 

 §3. 同事務局は略号及び意匠文字が本法本章第26条の諸規定を充足していない名簿を取り除く。 

第13条 

 §1. 同事務局だけが地域の一基礎自治体の選挙人登録簿上の資格として表示された署名人選挙人のこの資格に異議を申し立てるこ

とができる。 

 §2. ベルギー人でない欧州連合の候補者の被選挙権について、特にその申告に疑いがある場合には、地域事務局長はこの候補者が

選挙当日にその母国の権限ある官公署が発行した証明書を提出し、被選挙権を喪失も中断もされていないか、又はこれらの官公

署が喪失若しくは中断の認識を持っていないことを証明するよう求めることができる。 

第14条 審議の後で、地域事務局が一定の候補者たちの立候補届出の不適切を宣告すると、この決定の理由が調書に掲載され、援用さ

れた理由の原文通りの表示を再掲した抄本が書留郵便で直ちに取り除かれた候補者たちを掲載した証書を引き渡していた初めに立候

補届出証書の中で指名された届出人に送達される。 

第15条 

 §1. 援用された理由がある候補者の被選挙権喪失であるときは、調書の抄本はこの候補者にも同様な方法で送達される。 

 §2. 加えて、地域事務局長は、最速の手段により候補者の住所のある基礎自治体当局に対してその所有している候補者の被選挙権

に関する指示を与えることができる全ての資料の写しか若しくは抄本を直ちに候補者に送達するよう依頼する。正式に証明され

たこれらの同じ資料が書留封書による送達の対象となる。 

 §3. 問題の候補者が少なくとも15日前からその基礎自治体に住所がない場合に、且つ被選挙権喪失が証明できる資料がその基礎自

治体にいまだに送達されていない場合には、その基礎自治体は最速の手段によりこの請求のあった原本を以前に住所のあった基

礎自治体当局に送達する。 

 §4. 段標１乃至３に従い実行された手続がその確信を勝ち得なかった場合には、事務局が有用と判断すれば、事務局長は問題の候

補者たちの被選挙権に関して別の調査を行うことができる。 

 §5. 本条の遂行に要求される資料は全て無料で発送される。 

第16条 16時か若しくは遅くとも検証が終了したときには、地域事務局は暫定的に候補者名簿を決定する。 

第17条 その後直ちに、同局は政府若しくはその代理に多数の候補者たちを表示した届け出られた名簿の全ての抄本を遅くとも翌々日

の16時前に伝達する。 

第18条 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２及び３に従い伝達及び処理がデジタル化及び自動化になるよう決定することができる。 

 処理が下請業者により行われる場合には、この下請業者ははっきりと情報の秘密性を保持する約束をしなければならない。いずれに

せよ、処理は政府及びその代理の監督及び責任において行われる。 

第19条 

 §1. 仮決定の翌日、13時と16時の間に、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§２及び第３条の§３に指定された場所で、名簿の届出人たち

か、又はさもなければそこに記載された候補者の一人が受領証を交付する地域事務局長に、一定の候補者たちの容認に対して理

由を付した異議申立を提起することができる。 

 §2. 地域事務局長はその異議申立を、異議を申し立てられた立候補届出証書の提出をし、立候補届出証書の筆頭に指名されたと認

められる届出人に、異議申立の理由を告げる書留郵便により直接通知する。 

    候補者の被選挙権が異議申立されている場合には、その候補者はさらに同様な方法で直接知らされる。 

 §3. 同事務局長はさらに本章第15条の§２乃至§５に予定された調査を実施する。 

    同事務局長は有用と判断すればその他の申し立てられた違反に関する調査も実施することができる。 

第20条 翌日、14時と16時の間に、前条で指定された場所で、名簿の届出人たち若しくは取り除かれた候補者たち、さもなければこれ

らの名簿に記載されているか若しくは取り除かれた候補者の一人が、受領証を交付する地域事務局長に候補者名簿の暫定的決定のと

きに保留されたか又はこの決定の直後に援用された違反に対する意見書を提出することができる。問題の違反が候補者の被選挙権で

ある場合には、その候補者は同じ条件で意見書を提出することができる。 

第21条 

 §1. その候補者は同じ期限内に訂正若しくは補充の証書を提出することができる。 

 §2. その証書は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第10条に予定された諸条件の不遵守のために取り除かれた証書の訂正若しくは補充の場合には受
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理可能である。 

 §3. この証書は、名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条の２ºの不遵守のために取り除かれた証書でない限り、新たな各候

補者の名前を含むことができる。 

    提案された新たな候補者たちは本章第４条の§５及び§６の諸規定に従い立候補届出証書を提出することができる。 

    その証書はいずれにせよ取り除かれた証書内で採択された立候補届出の順位を修正することはできない。 

 §4. 一人の候補者がそれによりその受理された証書を引っ込めた書面による申告だけで候補者の非常に多い人数の減少を行うこと

はできない。 

 §5. 受理された選挙人たち及び候補者たちの有効署名人たち並びに取り除かれた証書の取り除きの表明は、訂正若しくは補充した

証書が受理された場合には、既得権が存続する。 

第22条 同じ日、16時に、地域事務局は集合して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章の第20条及び第21条に従い事務局長により受理された書類を審査す

る。 

 この会議には名簿の届出人たちか、さもなくば本章第19条、第20条若しくは第21条の§１に予定された書類のいずれかを提出してい

た候補者たち、並びに本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§１により指名された立会人だけが出席を許される。 

 ある候補者の被選挙権が異議申立されるときは、この候補者及び異議申立人も同様に会議に本人か若しくは代理人により出席するこ

とができる。本人か若しくは代理人による出席は次の第23条の§２の上訴の受理を可能にする条件となる。 

 同事務局は要求があれば当事者たちに聴聞をした後でその考えをまとめる。同事務局は必要があれば候補者名簿を修正する。 

第23条  

 §1. 事務局がある候補者の被選挙権喪失のために立候補を却下したときは、そのことは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者か若しくはその代理人に、要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §2. 事務局がある候補者の被選挙権喪失を援用する異議申立を却下したときは、それは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者かその代理人に要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §3. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第42条乃至第44条に従い、候補者たちの被選挙権に関する地域事務局の決定だけが上訴の提起の対象とされ

る。 

 §4. 上訴の場合には、地区事務局は本法の本章第42条乃至第45条に予定された手続に従い控訴院により下された決定を知ったら直

ちに遂行するために、その時点で20日目の16時までに作業の継続を復活させる。 

    基礎自治体事務局は同じ理由からこれらの作業を29日目の16時までに復活させる。 

 §5. 控訴院の裁判長は、選挙の23日前の10時から12時の間に、控訴の申告に関する調書の写し並びにその執務室において主たる事

務局が熟知している訴訟当事者の書類の全てを受け取るために、地域事務局長の処分を受け継ぐ。 

第24条 同事務局がその地域内の候補者名簿を最終的に確定する。同事務局は最終的に確定された全ての候補者名簿の写しを政府若し

くはその代理に伝達する。政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２に従い伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

第25条 一人乃至複数の候補者たちが折を見て名簿の連合の届出をすることにしている地区の事務局長たちは、郡中央事務局長に連合

の意向を持っている候補者たちの名簿を直接伝達する。 

第４節 候補者たちの提携、候補者名簿及び抽選、 

第１小節 地域圏の抽選 

第26条 

 §1. 各地域において同じ政党を代表する名簿に、来たるべき選挙のための投票用紙上の基礎自治体の順位番号の使用を確保するた

めに、提携の申出がワロン議会に代表を送っている限り、この政党から政府に届け出されることができる。 

 §2. その申出は候補者名簿により使用されるそれに賛同することを要求する略号若しくは意匠文字並びに各郡役所において、候補

者名簿がこの政党により認められていることを証明するためにこの政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所

を記載する。 

 §3. 略号若しくは意匠文字は多くても12文字及び/又は数字並びに多くても13句読点で構成される。同じ略号若しくは意匠文字は

単一の国語で構成されることも、別の国語に翻訳されることも、同時にその文言を単一の国語でもそれを別の国語での翻訳でも

構成することができる。 

 §4. 提携の申出はこの略号若しくは意匠文字を使用する予定の政党に属する少なくとも５人のワロン議員により署名されなければ

ならない。政党がワロン議員の５人以下しか代表を出していないときは、提携の申出はこの政党に属する議員全員により署名さ

れる。 

    一人の議員は一つの提携申出にしか署名することができない。 

    ｜2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第27条 ８月１日までに、ワロン議会に代表を送っている各政党は保護の対象としてきた略号若しくは意匠文字の禁止を対象とした正

当な理由のある要求を政府に届け出る。遅くとも８月10日までに、政府はベルギー官報に使用が禁止される略号か意匠文字のリスト
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を公示する。 

 ｜この条項は2006年８月３日のワロン政府規則により施行された。 

 └ 

第28条 

 §1. ９月１日、10時から12時の間に、提携の申出はワロン議員の調印者により政府に引き渡される。 

 §2. 12時に政府は別々の提携に割り当てられる基礎自治体の順位を定めるための抽選を行う。 

 §3. 提携の一覧表、並びに略号及びそれが割り当てられた順位はベルギー官報に４日間公示される。 

 §4. 政府は地区事務局長に前段票に記載した一覧表、並びに唯候補者名簿を認証する資格だけを与えられている郡役所レベルでこ

の政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所を伝達する。 

第２小節 県の抽選 

第29条 本章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏の抽選により決められる基礎自治

体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第30条  

 §1. この規定を使用させない名簿のために、順位の割当が以下に述べる手続に従い行われる。 

 §2. 県の第一事務局長の手元に立候補届出証書を提出した候補者たちは、この証書にその政党の略号若しくは意匠文字を繰り返す

書類並びに各地区内で候補者名簿がこの政党により認証されることを証明するためにこの名簿により指名された者及びその補欠

の名前、苗字、及び住所を付け加えることができる。 

 §3. 最終的に名簿が確定した日にその直後に、第一事務局長は県庁所在地に届出のあった、基礎自治体の順位を持っていない名簿

の抽選を、内務大臣により行われる抽選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

    順位はまず完全な名簿に、次に不完全な名簿に割り当てられる。 

    単独の候補者たちは不完全な名簿を形成していると見なされる。 

 §4. 県の第一事務局長は地区事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順位

を伝達する。 

    政府はその伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従位デジタル法で行われることを決定することができる。 

第31条  

 §1. 立候補届出証書と同時に、地区事務局に届け出た名簿上の候補者たち、若しくはその最初の３人の中の２人は、地区事務局長

の手元に本章第30条の§２に従い資格のある、県庁所在地に届出された名簿の一つに与えられる予定の同じ順位を獲得したい者

により署名された証明書を提出することができる。 

    何人も略号若しくは意匠文字の保護を要求する証書に再度署名することも別の略号若しくは意匠文字を使用する名簿上の候補

者になることもできない。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第30条の§４に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに名簿の最終確定の前に、

各地区事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、県の第一事務局長により行われる抽

選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

 §3. 地区事務局長は基礎自治体事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順

位を伝達する。 

    政府は伝達が本編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

第３小節 基礎自治体の抽選 

第32条 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏若しくは県の抽選に

より決められる基礎自治体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付

け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第33条 受諾証書において、候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条、第30及び第32条により提携名簿に与えられた基礎自治体の順位

及びその名簿の略号を使用した全てを使用しない決定をすることができる。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第31条の§３に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに、名簿の最終確定の前に、各

基礎自治体事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、地区事務局長により行われる抽選の

途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

第４小節 協約による連合の申告 

第34条  
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理可能である。 

 §3. この証書は、名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条の２ºの不遵守のために取り除かれた証書でない限り、新たな各候

補者の名前を含むことができる。 

    提案された新たな候補者たちは本章第４条の§５及び§６の諸規定に従い立候補届出証書を提出することができる。 

    その証書はいずれにせよ取り除かれた証書内で採択された立候補届出の順位を修正することはできない。 

 §4. 一人の候補者がそれによりその受理された証書を引っ込めた書面による申告だけで候補者の非常に多い人数の減少を行うこと

はできない。 

 §5. 受理された選挙人たち及び候補者たちの有効署名人たち並びに取り除かれた証書の取り除きの表明は、訂正若しくは補充した

証書が受理された場合には、既得権が存続する。 

第22条 同じ日、16時に、地域事務局は集合して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章の第20条及び第21条に従い事務局長により受理された書類を審査す

る。 

 この会議には名簿の届出人たちか、さもなくば本章第19条、第20条若しくは第21条の§１に予定された書類のいずれかを提出してい

た候補者たち、並びに本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§１により指名された立会人だけが出席を許される。 

 ある候補者の被選挙権が異議申立されるときは、この候補者及び異議申立人も同様に会議に本人か若しくは代理人により出席するこ

とができる。本人か若しくは代理人による出席は次の第23条の§２の上訴の受理を可能にする条件となる。 

 同事務局は要求があれば当事者たちに聴聞をした後でその考えをまとめる。同事務局は必要があれば候補者名簿を修正する。 

第23条  

 §1. 事務局がある候補者の被選挙権喪失のために立候補を却下したときは、そのことは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者か若しくはその代理人に、要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §2. 事務局がある候補者の被選挙権喪失を援用する異議申立を却下したときは、それは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者かその代理人に要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §3. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第42条乃至第44条に従い、候補者たちの被選挙権に関する地域事務局の決定だけが上訴の提起の対象とされ

る。 

 §4. 上訴の場合には、地区事務局は本法の本章第42条乃至第45条に予定された手続に従い控訴院により下された決定を知ったら直

ちに遂行するために、その時点で20日目の16時までに作業の継続を復活させる。 

    基礎自治体事務局は同じ理由からこれらの作業を29日目の16時までに復活させる。 

 §5. 控訴院の裁判長は、選挙の23日前の10時から12時の間に、控訴の申告に関する調書の写し並びにその執務室において主たる事

務局が熟知している訴訟当事者の書類の全てを受け取るために、地域事務局長の処分を受け継ぐ。 

第24条 同事務局がその地域内の候補者名簿を最終的に確定する。同事務局は最終的に確定された全ての候補者名簿の写しを政府若し

くはその代理に伝達する。政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２に従い伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

第25条 一人乃至複数の候補者たちが折を見て名簿の連合の届出をすることにしている地区の事務局長たちは、郡中央事務局長に連合

の意向を持っている候補者たちの名簿を直接伝達する。 

第４節 候補者たちの提携、候補者名簿及び抽選、 

第１小節 地域圏の抽選 

第26条 

 §1. 各地域において同じ政党を代表する名簿に、来たるべき選挙のための投票用紙上の基礎自治体の順位番号の使用を確保するた

めに、提携の申出がワロン議会に代表を送っている限り、この政党から政府に届け出されることができる。 

 §2. その申出は候補者名簿により使用されるそれに賛同することを要求する略号若しくは意匠文字並びに各郡役所において、候補

者名簿がこの政党により認められていることを証明するためにこの政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所

を記載する。 

 §3. 略号若しくは意匠文字は多くても12文字及び/又は数字並びに多くても13句読点で構成される。同じ略号若しくは意匠文字は

単一の国語で構成されることも、別の国語に翻訳されることも、同時にその文言を単一の国語でもそれを別の国語での翻訳でも

構成することができる。 

 §4. 提携の申出はこの略号若しくは意匠文字を使用する予定の政党に属する少なくとも５人のワロン議員により署名されなければ

ならない。政党がワロン議員の５人以下しか代表を出していないときは、提携の申出はこの政党に属する議員全員により署名さ

れる。 

    一人の議員は一つの提携申出にしか署名することができない。 

    ｜2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第27条 ８月１日までに、ワロン議会に代表を送っている各政党は保護の対象としてきた略号若しくは意匠文字の禁止を対象とした正

当な理由のある要求を政府に届け出る。遅くとも８月10日までに、政府はベルギー官報に使用が禁止される略号か意匠文字のリスト
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を公示する。 

 ｜この条項は2006年８月３日のワロン政府規則により施行された。 

 └ 

第28条 

 §1. ９月１日、10時から12時の間に、提携の申出はワロン議員の調印者により政府に引き渡される。 

 §2. 12時に政府は別々の提携に割り当てられる基礎自治体の順位を定めるための抽選を行う。 

 §3. 提携の一覧表、並びに略号及びそれが割り当てられた順位はベルギー官報に４日間公示される。 

 §4. 政府は地区事務局長に前段票に記載した一覧表、並びに唯候補者名簿を認証する資格だけを与えられている郡役所レベルでこ

の政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所を伝達する。 

第２小節 県の抽選 

第29条 本章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏の抽選により決められる基礎自治

体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第30条  

 §1. この規定を使用させない名簿のために、順位の割当が以下に述べる手続に従い行われる。 

 §2. 県の第一事務局長の手元に立候補届出証書を提出した候補者たちは、この証書にその政党の略号若しくは意匠文字を繰り返す

書類並びに各地区内で候補者名簿がこの政党により認証されることを証明するためにこの名簿により指名された者及びその補欠

の名前、苗字、及び住所を付け加えることができる。 

 §3. 最終的に名簿が確定した日にその直後に、第一事務局長は県庁所在地に届出のあった、基礎自治体の順位を持っていない名簿

の抽選を、内務大臣により行われる抽選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

    順位はまず完全な名簿に、次に不完全な名簿に割り当てられる。 

    単独の候補者たちは不完全な名簿を形成していると見なされる。 

 §4. 県の第一事務局長は地区事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順位

を伝達する。 

    政府はその伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従位デジタル法で行われることを決定することができる。 

第31条  

 §1. 立候補届出証書と同時に、地区事務局に届け出た名簿上の候補者たち、若しくはその最初の３人の中の２人は、地区事務局長

の手元に本章第30条の§２に従い資格のある、県庁所在地に届出された名簿の一つに与えられる予定の同じ順位を獲得したい者

により署名された証明書を提出することができる。 

    何人も略号若しくは意匠文字の保護を要求する証書に再度署名することも別の略号若しくは意匠文字を使用する名簿上の候補

者になることもできない。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第30条の§４に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに名簿の最終確定の前に、

各地区事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、県の第一事務局長により行われる抽

選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

 §3. 地区事務局長は基礎自治体事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順

位を伝達する。 

    政府は伝達が本編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

第３小節 基礎自治体の抽選 

第32条 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏若しくは県の抽選に

より決められる基礎自治体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付

け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第33条 受諾証書において、候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条、第30及び第32条により提携名簿に与えられた基礎自治体の順位

及びその名簿の略号を使用した全てを使用しない決定をすることができる。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第31条の§３に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに、名簿の最終確定の前に、各

基礎自治体事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、地区事務局長により行われる抽選の

途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

第４小節 協約による連合の申告 

第34条  
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 §1. 連合の申告の届出は、投票日の10日前の火曜日の14時から16時までに受領証と引き替えに郡中央事務局長の手元へ行われる。 

 §2. 候補者名簿の連合の申告が受理されうるためには、以下の諸条件が満たされなければならない： 

   １º 立候補の受諾証書において、関係各名簿の候補者たちは同じ郡の別の地区内で提出された名簿に名前が挙げられている候補

者たちとこの連合を行う意向を示していなければならない； 

   ２º この連合を行う署名人たちの同意はこれらの候補者たち各自の立候補届出証書にはっきりと表示されなければならない。 

   ３º 連合の申告はそれぞれの名簿の候補者たち全員又は候補者の最初の三人中の二人により署名されていなければならない。 

   ４º 一つの名簿は連合に参加していない二つ乃至それ以上の名簿と集団を形成することはできない。 

   １º及び２ºの条件は訴訟不受理事由の罰が命じられ、３º及び４ºの条件は無効の罰が命じられる。 

   政府が連合の申告の書式を決める。 

第35条 

 §1. 連合の相互の申告は単一の同一の証書により行うことができる。 

 §2. 名簿の一つが取り除かれた場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

    同様に、候補者が被選挙権喪失が確認された場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

第36条 

 §1. 郡中央事務局は直ちに、立会人が指名されている場合にはその面前で集団を結成した名簿の一覧表を決める。 

    この名簿の中で、名簿の各集団にA、B、C等々の一文字を割り振る。これを行うためには、その地区のために決められてい

るような投票用紙上の名簿の分類のために保持する順位を遵守する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われるよう決定することができる。 

 §2. 郡中央事務局長は地区事務局長たちにその地域の候補者たちを含む名簿の写しを伝達する。 

    政府は伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

    これらの事務局長たちは直ちに地区内の全基礎自治体の名簿の掲示を行う。 

第５節 名簿の掲示、投票用紙、開票一覧表 

第37条 

 §1. ひとたびこれまでの各条に予定された作業が終了するや直ちに地域事務局は政府により予定された様式に従い投票用紙を作成

する。 

 §2. 候補者名簿が直ちに掲示される。掲示は、黒インクで、政府により定められるような選挙投票用紙の形式で、候補者たちの概

略の特徴、並びに苗字、職業及び主たる住所を転載する。掲示は同様に政府により決められる有権者用手引も転載する。 

 §3. 候補者名簿は順番に一つずつ記載される。 

    候補者の名前はその所属する名簿に定められた欄内の立候補届出順に記載される。 

    名簿はその順位に従い投票用紙に分類される。 

    必要があれば、事務局は同じ欄に置かれた二つ乃至それ以上の不完全な名簿が同一の欄に置かれることを決定することができ

る。必要があれば、事務局は欄及びこれらの欄に含まれる名簿の数を抽選で決める。 

    掲示される名簿は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条の対象となる基礎自治体の順位を入手し、その他のいかなる名簿もこれらの順位の

一つを入手することはできないし、掲示されたいかなる名簿も基礎自治体で立候補の届出をしていなければ同様である。 

第38条  

 §1. 地域事務局が投票用紙の原文と書式を決めたら直ちに、この事務局の局長はその監督の下で選挙用紙用の黒インクで投票用紙

に印刷させるか若しくは複写させる。 

    必要な選挙用紙は政府若しくはその代理により事務局長の裁量に任され、局長は交付される頁番号を表示する領収証と引き替

えに配達する。 

 §2. 用紙は基礎自治体の選挙用には白色、県の選挙用には緑色、地区選挙用にはバラ色である。 

    その他の投票用紙の使用は全て禁止される。 

 §3. あらゆる場合に同じ投票用に使用される投票用紙は絶対に同一でなければならない。 

 §4. 投票用紙の大きさは選挙される構成員の人数に基づき政府の規則により決められる。 

 §5. 地域事務局長は業者の投票用紙作成を監督する。その目的のためにその事務局次長か又はその地域の選挙人の一人にその書式

が政府により決められた委任状を作成して委任することができる。 

    ひとたび印刷されるや投票用紙は地域事務局長の面前で投票所ごとに一つの割合で包み、封印された包みの中に入れられる。

包みの上書きは宛先の住所の外に封入された投票用紙の枚数を表示する。 

    印刷業者は地域事務局長に書式が政府により決められるそれについて《見本刷り》と表示した見本を、正式の完全な署名され

た受領証と併せて届ける。 

    前段落の対象となる受領証は以下の記載事項を含む： 

   １º 受け取った印刷されて発送された用紙の分量； 
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   ２º 投票用紙の印刷版木の完全な返却； 

   ３º 宣告者の名誉に掛けて投票用紙を第三者に渡さない宣告。 

    事務局長又はそのために指名される受任者は受領を通知する県知事への印刷及び発送の報告をその資格を証明する委任状と印

刷業者の名誉に掛けた宣告と一緒に作成する。 

    投票用紙を封入した包みは投票日の直前まで印刷業者の家の安全な場所に保管される。 

    投票用紙の引き渡しが基礎自治体理事会により引き受けられる場合は、同理事会は包みの中に入れてから印刷業者の家で引き

渡しを行ってその場で保管し、投票用紙を投票直前まで十分に保護し保管する。 

第39条 投票の点検に備えて、地域事務局長は書式が政府により決められた開票一覧表並びに点検一覧表を作成する。 

 点検一覧表は地域の段階での開票一覧表と同じ記載事項が記されている。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われることを決定することができる。 

 この一覧表は番号順に分類された名簿のそれぞれのために以下を記載する： 

   １º 投票箱の中で得られた投票用紙の枚数の記載；  

   ２º 有効投票用紙の枚数； 

   ３º 第１欄には投票用紙に準備された候補者たちの名前。 

 第２の空欄は選挙当日に開票の後で開票の結果により埋められる。 

第40条 名簿が掲示されたときから地域事務局長は候補者たちの正式の名簿を候補者たち及び請求する寄託者たちに通知する。 

第41条 

 §1. 投票のために決められた日の直前に、地域事務局長は折り畳まれた正確な枚数の選挙に必要な投票用紙を入れて封印した包み

の各投票事務所長への引渡しを命ずる。投票事務所長はその後で地域事務局長に伝達される受領証に署名する。 

    この引渡しは投票用紙の作成に責任を負う業者により行われる。引渡しが理事会により指定された基礎自治体の人事構成員に

託される場合は、この公務員は書式が政府により決められた名誉に掛けた宣告を記入して署名する。 

    投票所に用意された投票用紙入りの包みは投票所の開場まで封印されたまま置かれる。 

 §2. 同じ日に、地域事務局長は開票事務所長たちに本章第39条の対象となる開票一覧表を届けさせる。 

第６節 立候補に関する上訴 

第42条 その事務総長の援助を受けて、控訴院長は、本章第23条の§５に従い、地域事務局長からの控訴の申告の引渡し証書を作成し、

選挙の20日前の午前10時に、例え当日が祝祭日であろうと、召喚状とか招集状がなくても、管轄する控訴院の第一法廷の訴訟事

件目録にある事件を担当する。 

第43条  

 §1. 控訴院の第一法廷は他の事件は差し置いても被選挙権事件を審理する。 

 §2. 公開審理において、控訴院長は訴訟記録の証拠書類を読み上げる。次いで院長は控訴人及び必要があれば被控訴人に次の言葉

を掛ける；両人は議会を代表し且つ補佐することができる。 

第44条 

 §1. 同院は検事総長の意見を聴取した後で、直ちに公開の審理で読み上げられる判決を作成する；この判決は単に当事者に申し渡

されるだけでなく、同院の事務総長に託されて無料で当事者に情報を提供することができる。 

 §2. 判決の主文は最速の方法で関係主要事務局長にその指示する場所に検事の配慮で知らされる。 

 §3. 同院の訴訟記録は、判決の謄本と共に、１週間以内に当選者の資格を審査する責任のある議会の事務長に送付される。 

第45条 前条の対象となる判決はもはやいかなる上訴もすることはできない。 

第７節 立候補に関する制裁 

第46条 候補者の立候補届出、立候補の受諾若しくは立会人の指名の証書に他人若しくは偽名の署名をした者は私文書偽造の犯人とし

て処罰される。 

第Ⅲ章 投 票 

第１節 選挙の仕組み 

第１条 各投票所には以下のものが配置される： 

   １º 基礎自治体議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ２º 県議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ３º 必要があれば地区議会構成員の選挙のための投票用紙保管箱。 

第２条 基礎自治体理事会は各投票事務所長に、遅くとも選挙の前夜までに本章第28条に定められた一件書類の伝達に必要な包みを引

き渡す。 

 その中に投票用紙又は選挙に関する一件書類が封入れなければならない包みは投票用紙の包みと同色であるか高さ３センチの一文

字：基礎自治体選挙のためのC、県のためのP、地区のためのSが記入されている。 

第３条 
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 §1. 連合の申告の届出は、投票日の10日前の火曜日の14時から16時までに受領証と引き替えに郡中央事務局長の手元へ行われる。 

 §2. 候補者名簿の連合の申告が受理されうるためには、以下の諸条件が満たされなければならない： 

   １º 立候補の受諾証書において、関係各名簿の候補者たちは同じ郡の別の地区内で提出された名簿に名前が挙げられている候補

者たちとこの連合を行う意向を示していなければならない； 

   ２º この連合を行う署名人たちの同意はこれらの候補者たち各自の立候補届出証書にはっきりと表示されなければならない。 

   ３º 連合の申告はそれぞれの名簿の候補者たち全員又は候補者の最初の三人中の二人により署名されていなければならない。 

   ４º 一つの名簿は連合に参加していない二つ乃至それ以上の名簿と集団を形成することはできない。 

   １º及び２ºの条件は訴訟不受理事由の罰が命じられ、３º及び４ºの条件は無効の罰が命じられる。 

   政府が連合の申告の書式を決める。 

第35条 

 §1. 連合の相互の申告は単一の同一の証書により行うことができる。 

 §2. 名簿の一つが取り除かれた場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

    同様に、候補者が被選挙権喪失が確認された場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

第36条 

 §1. 郡中央事務局は直ちに、立会人が指名されている場合にはその面前で集団を結成した名簿の一覧表を決める。 

    この名簿の中で、名簿の各集団にA、B、C等々の一文字を割り振る。これを行うためには、その地区のために決められてい

るような投票用紙上の名簿の分類のために保持する順位を遵守する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われるよう決定することができる。 

 §2. 郡中央事務局長は地区事務局長たちにその地域の候補者たちを含む名簿の写しを伝達する。 

    政府は伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

    これらの事務局長たちは直ちに地区内の全基礎自治体の名簿の掲示を行う。 

第５節 名簿の掲示、投票用紙、開票一覧表 

第37条 

 §1. ひとたびこれまでの各条に予定された作業が終了するや直ちに地域事務局は政府により予定された様式に従い投票用紙を作成

する。 

 §2. 候補者名簿が直ちに掲示される。掲示は、黒インクで、政府により定められるような選挙投票用紙の形式で、候補者たちの概

略の特徴、並びに苗字、職業及び主たる住所を転載する。掲示は同様に政府により決められる有権者用手引も転載する。 

 §3. 候補者名簿は順番に一つずつ記載される。 

    候補者の名前はその所属する名簿に定められた欄内の立候補届出順に記載される。 

    名簿はその順位に従い投票用紙に分類される。 

    必要があれば、事務局は同じ欄に置かれた二つ乃至それ以上の不完全な名簿が同一の欄に置かれることを決定することができ

る。必要があれば、事務局は欄及びこれらの欄に含まれる名簿の数を抽選で決める。 

    掲示される名簿は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条の対象となる基礎自治体の順位を入手し、その他のいかなる名簿もこれらの順位の

一つを入手することはできないし、掲示されたいかなる名簿も基礎自治体で立候補の届出をしていなければ同様である。 

第38条  

 §1. 地域事務局が投票用紙の原文と書式を決めたら直ちに、この事務局の局長はその監督の下で選挙用紙用の黒インクで投票用紙

に印刷させるか若しくは複写させる。 

    必要な選挙用紙は政府若しくはその代理により事務局長の裁量に任され、局長は交付される頁番号を表示する領収証と引き替

えに配達する。 

 §2. 用紙は基礎自治体の選挙用には白色、県の選挙用には緑色、地区選挙用にはバラ色である。 

    その他の投票用紙の使用は全て禁止される。 

 §3. あらゆる場合に同じ投票用に使用される投票用紙は絶対に同一でなければならない。 

 §4. 投票用紙の大きさは選挙される構成員の人数に基づき政府の規則により決められる。 

 §5. 地域事務局長は業者の投票用紙作成を監督する。その目的のためにその事務局次長か又はその地域の選挙人の一人にその書式

が政府により決められた委任状を作成して委任することができる。 

    ひとたび印刷されるや投票用紙は地域事務局長の面前で投票所ごとに一つの割合で包み、封印された包みの中に入れられる。

包みの上書きは宛先の住所の外に封入された投票用紙の枚数を表示する。 

    印刷業者は地域事務局長に書式が政府により決められるそれについて《見本刷り》と表示した見本を、正式の完全な署名され

た受領証と併せて届ける。 

    前段落の対象となる受領証は以下の記載事項を含む： 

   １º 受け取った印刷されて発送された用紙の分量； 
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   ２º 投票用紙の印刷版木の完全な返却； 

   ３º 宣告者の名誉に掛けて投票用紙を第三者に渡さない宣告。 

    事務局長又はそのために指名される受任者は受領を通知する県知事への印刷及び発送の報告をその資格を証明する委任状と印

刷業者の名誉に掛けた宣告と一緒に作成する。 

    投票用紙を封入した包みは投票日の直前まで印刷業者の家の安全な場所に保管される。 

    投票用紙の引き渡しが基礎自治体理事会により引き受けられる場合は、同理事会は包みの中に入れてから印刷業者の家で引き

渡しを行ってその場で保管し、投票用紙を投票直前まで十分に保護し保管する。 

第39条 投票の点検に備えて、地域事務局長は書式が政府により決められた開票一覧表並びに点検一覧表を作成する。 

 点検一覧表は地域の段階での開票一覧表と同じ記載事項が記されている。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われることを決定することができる。 

 この一覧表は番号順に分類された名簿のそれぞれのために以下を記載する： 

   １º 投票箱の中で得られた投票用紙の枚数の記載；  

   ２º 有効投票用紙の枚数； 

   ３º 第１欄には投票用紙に準備された候補者たちの名前。 

 第２の空欄は選挙当日に開票の後で開票の結果により埋められる。 

第40条 名簿が掲示されたときから地域事務局長は候補者たちの正式の名簿を候補者たち及び請求する寄託者たちに通知する。 

第41条 

 §1. 投票のために決められた日の直前に、地域事務局長は折り畳まれた正確な枚数の選挙に必要な投票用紙を入れて封印した包み

の各投票事務所長への引渡しを命ずる。投票事務所長はその後で地域事務局長に伝達される受領証に署名する。 

    この引渡しは投票用紙の作成に責任を負う業者により行われる。引渡しが理事会により指定された基礎自治体の人事構成員に

託される場合は、この公務員は書式が政府により決められた名誉に掛けた宣告を記入して署名する。 

    投票所に用意された投票用紙入りの包みは投票所の開場まで封印されたまま置かれる。 

 §2. 同じ日に、地域事務局長は開票事務所長たちに本章第39条の対象となる開票一覧表を届けさせる。 

第６節 立候補に関する上訴 

第42条 その事務総長の援助を受けて、控訴院長は、本章第23条の§５に従い、地域事務局長からの控訴の申告の引渡し証書を作成し、

選挙の20日前の午前10時に、例え当日が祝祭日であろうと、召喚状とか招集状がなくても、管轄する控訴院の第一法廷の訴訟事

件目録にある事件を担当する。 

第43条  

 §1. 控訴院の第一法廷は他の事件は差し置いても被選挙権事件を審理する。 

 §2. 公開審理において、控訴院長は訴訟記録の証拠書類を読み上げる。次いで院長は控訴人及び必要があれば被控訴人に次の言葉

を掛ける；両人は議会を代表し且つ補佐することができる。 

第44条 

 §1. 同院は検事総長の意見を聴取した後で、直ちに公開の審理で読み上げられる判決を作成する；この判決は単に当事者に申し渡

されるだけでなく、同院の事務総長に託されて無料で当事者に情報を提供することができる。 

 §2. 判決の主文は最速の方法で関係主要事務局長にその指示する場所に検事の配慮で知らされる。 

 §3. 同院の訴訟記録は、判決の謄本と共に、１週間以内に当選者の資格を審査する責任のある議会の事務長に送付される。 

第45条 前条の対象となる判決はもはやいかなる上訴もすることはできない。 

第７節 立候補に関する制裁 

第46条 候補者の立候補届出、立候補の受諾若しくは立会人の指名の証書に他人若しくは偽名の署名をした者は私文書偽造の犯人とし

て処罰される。 

第Ⅲ章 投 票 

第１節 選挙の仕組み 

第１条 各投票所には以下のものが配置される： 

   １º 基礎自治体議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ２º 県議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ３º 必要があれば地区議会構成員の選挙のための投票用紙保管箱。 

第２条 基礎自治体理事会は各投票事務所長に、遅くとも選挙の前夜までに本章第28条に定められた一件書類の伝達に必要な包みを引

き渡す。 

 その中に投票用紙又は選挙に関する一件書類が封入れなければならない包みは投票用紙の包みと同色であるか高さ３センチの一文

字：基礎自治体選挙のためのC、県のためのP、地区のためのSが記入されている。 

第３条 
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 §1. 少なくとも選挙人150人ごとに投票所の仕切りが一つある。 

 §2. 政府は仕切りの区画及び投票所の設置を同時に満たす諸条件を定める。 

    但し、規模及び配置は基礎自治体理事会の同意を得て知事により投票所の状況の必要に応じて修正をすることができる。 

 §3. 各基礎自治体においては、少なくとも５か所ごとに一つの仕切りが本法の本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条及び第２条の対象となる選

挙人によるその近づき易さとその利用を確保する方法で配置されなければならない。 

第４条 掲示の配慮 

 §1. 投票センターの投票登録簿は選挙人の手引及び本法の本条乃至第16条の本文と同様に待合室内に掲示される。 

    候補者名簿も同様に政府により決められたような投票用紙の形式で待合室内に掲示される。 

    さらに、選挙人の手引はそれぞれの投票所の外に張り出される。 

 §2. 本法の簿冊の一冊は選挙人たちが自由に使えるように待合室内に置かれる；二冊目の簿冊は事務所員たちが自由に使えるよう

に投票所内に置かれる。 

 §3. 投票用紙の150％大の複製が仕切りごとに一冊の割合で要求する選挙人たちの自由な使用に供される。 

    大きな字体に複製されて選挙人の手引の簿冊も選挙人たちが自由に使えるように置かれる。 

 §4. 段標１に予定された一件書類の掲示は背の低い人たち及び車いすで移動する人たちに配慮しなければならない。 

第５条 投票事務所 

 §1. 事務所は７時45分に開場されなければならない。 

 §2. 投票センターのために指名された陪席たち及び補欠陪席たち全員が投票所全体の集会の成立までこのセンター内にとどまる。 

    各事務所はまず本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§２及び§３に従い事務所のために指名された陪席たち及び補欠陪席たちを加えて

完成する。 

    ひとたび事務所がこのように設置されて、投票事務所のいずれかが完成していなかった場合には、投票事務所長はこのセン

ターに指名された補欠陪席の中から当該事務所を補完するはずのその中の一人を指名する。 

    この時点でなお陪席たち及び補欠陪席たちが不足している場合には、当該事務所長は職権により本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§

２及び§３に従い必要な諸条件を満たしている選挙人たちにより補充する。 

    そのような指名に対する異議申立は全て作業の開始前に立会人により提起されなければならない。事務所は直ちに決定し確定

する。 

 §3. 作業に掛かろうとしているとき又は進行中に投票事務所長が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。事務

所員たちが任命の選択について意見が分かれた場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録に行われる。 

第６条 作業開始前に、事務所の陪席たちは事務所長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓をする。続いて書記及

び立会人たちが同様に宣誓する。 

 事務所長はそのように開場される前に宣誓をする。 

 作業の最中に支障を来した構成員と交代した事務所長若しくは陪席は職務に就く前に前述の宣誓をする。 

 記録はこれらの宣誓を記載する。 

第７条 

 §1. 投票事務所が投票のために設置されたら直ちに、事務所長は事務所員たちの面前で、投票に先立って、投票が閉じられた後空

になっているかどうかを確かめる。 

 §2. 投票用紙を封入した包みが開封されて正式に開場された事務所の面前で公開される。 

    投票用紙の枚数が即座に確かめられて検証結果が記録に表示される。 

 §3. 投票用紙を持ち去る不正行為の企みを防ぐために、事務所は選挙人に手渡される前に検印が押される位置を決める。これを行

うために、事務所は政府から提供される型の９つの位置から５つの位置を選定し、その後その位置は抽選の対象となる。 

    事務所の構成員の一人若しくは立会人の一人の要求により、この抽選は作業の途中で１度乃至複数回繰り返される。投票事務

所長がこのような意味でなされる提案が即座には受け入れることができないと判断した場合には、事務所構成員若しくは立会人

は拒否の理由が記録に記入されるよう要求することができる。 

第２節 センター及び投開票所への出入り並びに警備 

第１小節 投票センター及び投票所への出入り 

第８条  

 §1. 事務所構成員たち、地区の選挙人たち、その代表たち若しくは随行人たちだけが投票所への入場が許される。事務所構成員以

外の者たちは投票の意思表示をして投票用紙を託すのに必要なときだけしか入場は許されない。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従い指定される政党の立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する限り、投票所内で同条の§４に

従い伝達された情報についての書簡を投票事務所長に提出することが許される。 

    本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち及び技術的支援を提供する責任を負う者たちは投票日に事務所長に政府

により発行された承認証明書を提示して投票所内への入場が許される。 
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    投票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

 §2. 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の適用がなければ、何人も投票センターに軍隊を配置することはできない。 

第９条 事務所構成員でもない、立会人でもなく、地区の選挙人でもなく、地区の議員若しくは随行人でもなく、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第

６条に従い指名される専門家でもなく、技術的支援を提供する責任を負う者でもなければ誰も選挙作業中の選挙場には入れず、事務

所長若しくはその代理の命令で排除される。とどまったり、入場したりした場合は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑が科せられる。 

第10条 事務所長を除き、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち、及び技術的支援を提供する責任を負う者たち、本章

第８条の対象となる者たちは投票所の内部への入場が許されている期間中はいかなる方法でも外部との連絡を取ることはできない。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第11条 本章第８条の対象となる者たちは事務所長若しくはその代理の承認があった場合だけ投票所に出入りすることができる。 

第２小節 開票センター及び開票所への出入り 

第12条 開票事務所構成員たちだけが開票所に出入りが許される。 

 必要があれば陪席若しくは立会人を伴っている投票事務所長たちは、投票箱を届けたときは開票所にとどまることができず、即刻退

場する。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３に従い指名される、これらの作業を支援するための政党立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する

限り、同条の§４に従い伝達される情報についての書簡を事務所長に提出することにより開票事務所への入場が認められる。 

 開票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

第13条 作業の開始とともに開票所は閉鎖される。それに責任を有する投票箱を運び込む投票事務所長以外は、特別な事情及び事務所

長の承認がなければ、作業の終了までは何人もそこに出入りできず、事務所長だけが開票作業中に外部との連絡が許される。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第３小節 センター及び投開票所の治安 

第14条 各投開票事務所長はその場所及び待合室の治安を維持する。所長は待合室内の秩序を維持するためにはこの権限を事務所構成

員の一人に委任することができる。 

第15条 投票事務所長若しくはその代理は賛成であれ不賛成であれ公然と合図をするか、そのいずれかの何らかの方法で騒ぎを引き起

こす者に対して静粛を命ずる。騒ぎを続ける場合には、事務所長若しくはその代理は退場させることができ、投票するために戻るこ

としか許されない。 

 退場命令は記録に記入され犯人は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第16条 いかような軍隊も、投開票所の事務所長の要請がなければ、待合室内に配置されてはならない。 

 文民当局及び議会の警備隊長は署長たちの要請に従う義務がある。 

第３節 投票の開票 

第17条 選挙は一人ずつ順番に投票を行う。 

 選挙区の全有権者はそのために招集される選挙にだけしか取り組めない。 

第18条 何人も裁判所の予審若しくは訴訟において、又は議会の調査においてさえ投票の秘密を明かす義務はない。 

第19条 事務所長、陪席たち、書記たち、立会人たち及び補欠立会人たちはその任務を遂行する地区で投票する。 

第20条 

 §1. 選挙人たちは８時から13時まで投票が認められる。 

    但し、投票所若しくは待合室に13時までに入場していた選挙人も全員投票が認められる。 

 §2. 選挙人たちは投票所の入口で招集状及び身分証明書の携行を提示する。 

    書記が投票登録簿上の名前を照合する事務所長若しくはその指名した陪審が投票登録簿の２冊目の写しに繰り返されている表

現と招集状及び身分証明書の記載事項との符合を調べる。 

    選挙人が投票を認められれば、その名前がこの写しにも同様に印を付けられる。 

 §3. 招集状を携行していない選挙人はその身元及び資格が事務所によって確認されれば投票が認められることができる。 

 §4. 投票登録簿に登録がなければ、その登録を命ずる基礎自治体理事会の決定若しくは控訴院の判決謄本、又は当人が選挙人の資

格を有していることを証明する基礎自治体理事会の証明書を提示しなければ、投票に参加することは許されない。 

    選挙人登録簿にまだ登録されていないが事務所により投票が許された選挙人たちは、その名前が登録簿の２冊の写しに転記さ

れていると見なされる。 

 §5. 選挙人登録簿に登録があっても、事務所は基礎自治体若しくは控訴院が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条に従って決定若し

くは判決により抹消を宣告した選挙人たちの投票は認めることができない。 

    同様に、事務所は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条の諸規定の適用の下に置かれ、且つ無能力が国法が交付を予定する証

明書により確定される選挙人たちの投票も認めることはできない。 

    最後に、事務所は、証拠書類であれ、本人の申出であれ、選挙当日に、投票のために必要な年齢を調べていなかったか又はす

でに他の地区若しくは他の基礎自治体で投票を済ましている選挙人たちの投票を認めることはできない。 
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 §1. 少なくとも選挙人150人ごとに投票所の仕切りが一つある。 

 §2. 政府は仕切りの区画及び投票所の設置を同時に満たす諸条件を定める。 

    但し、規模及び配置は基礎自治体理事会の同意を得て知事により投票所の状況の必要に応じて修正をすることができる。 

 §3. 各基礎自治体においては、少なくとも５か所ごとに一つの仕切りが本法の本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条及び第２条の対象となる選

挙人によるその近づき易さとその利用を確保する方法で配置されなければならない。 

第４条 掲示の配慮 

 §1. 投票センターの投票登録簿は選挙人の手引及び本法の本条乃至第16条の本文と同様に待合室内に掲示される。 

    候補者名簿も同様に政府により決められたような投票用紙の形式で待合室内に掲示される。 

    さらに、選挙人の手引はそれぞれの投票所の外に張り出される。 

 §2. 本法の簿冊の一冊は選挙人たちが自由に使えるように待合室内に置かれる；二冊目の簿冊は事務所員たちが自由に使えるよう

に投票所内に置かれる。 

 §3. 投票用紙の150％大の複製が仕切りごとに一冊の割合で要求する選挙人たちの自由な使用に供される。 

    大きな字体に複製されて選挙人の手引の簿冊も選挙人たちが自由に使えるように置かれる。 

 §4. 段標１に予定された一件書類の掲示は背の低い人たち及び車いすで移動する人たちに配慮しなければならない。 

第５条 投票事務所 

 §1. 事務所は７時45分に開場されなければならない。 

 §2. 投票センターのために指名された陪席たち及び補欠陪席たち全員が投票所全体の集会の成立までこのセンター内にとどまる。 

    各事務所はまず本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§２及び§３に従い事務所のために指名された陪席たち及び補欠陪席たちを加えて

完成する。 

    ひとたび事務所がこのように設置されて、投票事務所のいずれかが完成していなかった場合には、投票事務所長はこのセン

ターに指名された補欠陪席の中から当該事務所を補完するはずのその中の一人を指名する。 

    この時点でなお陪席たち及び補欠陪席たちが不足している場合には、当該事務所長は職権により本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§

２及び§３に従い必要な諸条件を満たしている選挙人たちにより補充する。 

    そのような指名に対する異議申立は全て作業の開始前に立会人により提起されなければならない。事務所は直ちに決定し確定

する。 

 §3. 作業に掛かろうとしているとき又は進行中に投票事務所長が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。事務

所員たちが任命の選択について意見が分かれた場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録に行われる。 

第６条 作業開始前に、事務所の陪席たちは事務所長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓をする。続いて書記及

び立会人たちが同様に宣誓する。 

 事務所長はそのように開場される前に宣誓をする。 

 作業の最中に支障を来した構成員と交代した事務所長若しくは陪席は職務に就く前に前述の宣誓をする。 

 記録はこれらの宣誓を記載する。 

第７条 

 §1. 投票事務所が投票のために設置されたら直ちに、事務所長は事務所員たちの面前で、投票に先立って、投票が閉じられた後空

になっているかどうかを確かめる。 

 §2. 投票用紙を封入した包みが開封されて正式に開場された事務所の面前で公開される。 

    投票用紙の枚数が即座に確かめられて検証結果が記録に表示される。 

 §3. 投票用紙を持ち去る不正行為の企みを防ぐために、事務所は選挙人に手渡される前に検印が押される位置を決める。これを行

うために、事務所は政府から提供される型の９つの位置から５つの位置を選定し、その後その位置は抽選の対象となる。 

    事務所の構成員の一人若しくは立会人の一人の要求により、この抽選は作業の途中で１度乃至複数回繰り返される。投票事務

所長がこのような意味でなされる提案が即座には受け入れることができないと判断した場合には、事務所構成員若しくは立会人

は拒否の理由が記録に記入されるよう要求することができる。 

第２節 センター及び投開票所への出入り並びに警備 

第１小節 投票センター及び投票所への出入り 

第８条  

 §1. 事務所構成員たち、地区の選挙人たち、その代表たち若しくは随行人たちだけが投票所への入場が許される。事務所構成員以

外の者たちは投票の意思表示をして投票用紙を託すのに必要なときだけしか入場は許されない。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従い指定される政党の立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する限り、投票所内で同条の§４に

従い伝達された情報についての書簡を投票事務所長に提出することが許される。 

    本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち及び技術的支援を提供する責任を負う者たちは投票日に事務所長に政府

により発行された承認証明書を提示して投票所内への入場が許される。 
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    投票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

 §2. 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の適用がなければ、何人も投票センターに軍隊を配置することはできない。 

第９条 事務所構成員でもない、立会人でもなく、地区の選挙人でもなく、地区の議員若しくは随行人でもなく、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第

６条に従い指名される専門家でもなく、技術的支援を提供する責任を負う者でもなければ誰も選挙作業中の選挙場には入れず、事務

所長若しくはその代理の命令で排除される。とどまったり、入場したりした場合は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑が科せられる。 

第10条 事務所長を除き、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち、及び技術的支援を提供する責任を負う者たち、本章

第８条の対象となる者たちは投票所の内部への入場が許されている期間中はいかなる方法でも外部との連絡を取ることはできない。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第11条 本章第８条の対象となる者たちは事務所長若しくはその代理の承認があった場合だけ投票所に出入りすることができる。 

第２小節 開票センター及び開票所への出入り 

第12条 開票事務所構成員たちだけが開票所に出入りが許される。 

 必要があれば陪席若しくは立会人を伴っている投票事務所長たちは、投票箱を届けたときは開票所にとどまることができず、即刻退

場する。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３に従い指名される、これらの作業を支援するための政党立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する

限り、同条の§４に従い伝達される情報についての書簡を事務所長に提出することにより開票事務所への入場が認められる。 

 開票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

第13条 作業の開始とともに開票所は閉鎖される。それに責任を有する投票箱を運び込む投票事務所長以外は、特別な事情及び事務所

長の承認がなければ、作業の終了までは何人もそこに出入りできず、事務所長だけが開票作業中に外部との連絡が許される。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第３小節 センター及び投開票所の治安 

第14条 各投開票事務所長はその場所及び待合室の治安を維持する。所長は待合室内の秩序を維持するためにはこの権限を事務所構成

員の一人に委任することができる。 

第15条 投票事務所長若しくはその代理は賛成であれ不賛成であれ公然と合図をするか、そのいずれかの何らかの方法で騒ぎを引き起

こす者に対して静粛を命ずる。騒ぎを続ける場合には、事務所長若しくはその代理は退場させることができ、投票するために戻るこ

としか許されない。 

 退場命令は記録に記入され犯人は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第16条 いかような軍隊も、投開票所の事務所長の要請がなければ、待合室内に配置されてはならない。 

 文民当局及び議会の警備隊長は署長たちの要請に従う義務がある。 

第３節 投票の開票 

第17条 選挙は一人ずつ順番に投票を行う。 

 選挙区の全有権者はそのために招集される選挙にだけしか取り組めない。 

第18条 何人も裁判所の予審若しくは訴訟において、又は議会の調査においてさえ投票の秘密を明かす義務はない。 

第19条 事務所長、陪席たち、書記たち、立会人たち及び補欠立会人たちはその任務を遂行する地区で投票する。 

第20条 

 §1. 選挙人たちは８時から13時まで投票が認められる。 

    但し、投票所若しくは待合室に13時までに入場していた選挙人も全員投票が認められる。 

 §2. 選挙人たちは投票所の入口で招集状及び身分証明書の携行を提示する。 

    書記が投票登録簿上の名前を照合する事務所長若しくはその指名した陪審が投票登録簿の２冊目の写しに繰り返されている表

現と招集状及び身分証明書の記載事項との符合を調べる。 

    選挙人が投票を認められれば、その名前がこの写しにも同様に印を付けられる。 

 §3. 招集状を携行していない選挙人はその身元及び資格が事務所によって確認されれば投票が認められることができる。 

 §4. 投票登録簿に登録がなければ、その登録を命ずる基礎自治体理事会の決定若しくは控訴院の判決謄本、又は当人が選挙人の資

格を有していることを証明する基礎自治体理事会の証明書を提示しなければ、投票に参加することは許されない。 

    選挙人登録簿にまだ登録されていないが事務所により投票が許された選挙人たちは、その名前が登録簿の２冊の写しに転記さ

れていると見なされる。 

 §5. 選挙人登録簿に登録があっても、事務所は基礎自治体若しくは控訴院が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条に従って決定若し

くは判決により抹消を宣告した選挙人たちの投票は認めることができない。 

    同様に、事務所は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条の諸規定の適用の下に置かれ、且つ無能力が国法が交付を予定する証

明書により確定される選挙人たちの投票も認めることはできない。 

    最後に、事務所は、証拠書類であれ、本人の申出であれ、選挙当日に、投票のために必要な年齢を調べていなかったか又はす

でに他の地区若しくは他の基礎自治体で投票を済ましている選挙人たちの投票を認めることはできない。 
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 §6. 選挙人たちは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の適用によらなければ代理されることはできない。 

    投票が認められるためには、委任者は受託者が投票することになっている投票事務所長に委任状を本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の

§１に記載された証明書と併せて提出し、その身分証明書及び事務所長がそれに《委任状により投票した》と記載するその招集

状を提示する。 

    委任状は本法の本章第25条の第１段落の２ºの対象となる記録に加えられる。 

 §7. 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の§３に従い、付添選挙人は投票事務所長にその申告書の写しを提出する。 

第21条 

 §1. それに招集されるそれぞれの投票ごとに、選挙人は投票用紙を受け取る。 

 §2. それぞれの投票用紙は直角に４つに折り畳まれ、裏には選挙の日付を記入した証印、並びに基礎自治体及び地区の記載が押さ

れる。 

    用紙は続いて事務所長の前に広げて置かれ、所長はすでに付けられた折り目のとおりに戻す。 

    所長はこれ若しくはこれらの投票用紙を選挙人に手渡す。 

 §3. 選挙人は直ちに投票所の仕切りの一つの中へ入る。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の対象となる選挙人は付添に付き添ってもらえる。二人のどちらの名前も記録に記載される。その選

んだ付添が欠席の場合は、投票事務所長に付き添ってもらえる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の諸条件を満たしてはいないが付添をするよう望む選挙人は、投票事務所長にこの必要性を証明する

ことができる限り、この所長に支援を頼める。 

    その旨の記載が記録に行われる。健康診断書が要求の助けとして提出される場合は、それは記録に添付される。 

 §4. 選挙人は以下の方法でその投票を作成する。 

    選挙用の鉛筆を使ってその選んだ以下の欄に印を付ける： 

   １º その選んだ名簿の立候補の順位に賛同する場合は名簿の第１順位に； 

   ２º この順位を変更したい場合は、優先的にその投票を与えたいこの名簿の候補者たちのそれかそれらの氏名の横に位置する欄。 

    選挙人は与えられる議員の人数と同じだけ投票を行うことができる。 

    選挙人が同時に名簿の第１順位と一人乃至複数の候補者の名前とにその選択の印を付けた場合は、名簿の第１順位は無効と見

なされる。 

    投票の印は不完全に書かれていても識別することができる投票用紙を返却する意向がはっきりしない限り投票は有効を示す。 

    不注意により選挙人が手渡された投票用紙を毀損した場合、事務所長に対して所長が最初に手渡したのは直ちに破棄しそれと

は別の投票用紙を要求することができる。 

 §5. 選挙人は仕切りから出て事務所長に外側の証印と一緒に四つにきちんと折った投票用紙を見せる。 

 §6. 選挙人は緑色の投票用紙を県選挙専用の投票箱に、白色を基礎自治体選挙専用の投票箱に、バラ色を地区選挙専用の投票箱に

投入する。 

 §7. 招集状は事務所長若しくはその代理の陪席が段標２の対象となる証印を使って検印を押した後で選挙人に返却される。 

第22条 

 §1. 以下は無効である： 

   １º その使用が国法により認められているもの以外の投票用紙は全て； 

   ２º 名簿の一つ以上の投票を含むもの又は異なった名簿上の候補者のための投票を含むもの； 

   ３º 選挙人が同時に名簿の第１順位の投票及びその他の名簿の候補者の一人乃至それ以上の氏名の脇に投票の印を付けたもの； 

   ４º 形及び大きさが異なっていて中に紙か若しくは何らかの物体が入れられていそうなもの、又は本法により認められていない

署名、削除若しくは印により書いた者が分かるようになっているもの； 

   ５º その投票用紙を不注意により毀損しその投票を有効に行うために別の用紙を受け取った選挙人から事務所長により引き取ら

れたもの； 

   ６º 選挙人がその投じた投票を知らせるように仕切りの外でその投票用紙を開いたときに事務所長により引き取られたもの。こ

の場合には事務所長は選挙人にその投票をやり直させなければならない。 

 §2. 事務所長は段標１の５º及び６ºの実施で引き取られた投票用紙の上に《引き取られた投票用紙》の記述を記載しそこに略署名

を付け加える。 

第23条 投票が完了したら事務所は閉鎖される。 

第24条 残された投票箱は封印される。事務所の面前で、事務所長はその後４か所に証印がされそこから投票用紙が挿入される開口部

の封鎖を粘着テープを使って、これに証印が紙と投票箱の表面の間の境にそれぞれ一つずつ重なるように行う。 

第25条 事務所は以下の記録の作成に取り掛かる： 

   １º 投票登録簿に記載がないが本法の本章第20条により投票が認められた選挙人たち； 

   ２º 投票登録簿に記載されていながら選挙に参加しなかった選挙人たち。 
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 事務所長はこれらの記録に事務所構成員たち若しくは立会人たちの所見を書き留め、そこに欠席者たちによりその弁明のために報告

されている証明書を添付する。 

 これらの記録は、事務所構成員たちにより署名されて、事務所長から３日以内に小郡治安判事に送付される。 

第26条 投票登録簿に責任のある事務所の各構成員は自分の簿冊の１冊に署名する。事務所長はこれらの登録簿に順番に署名する。 

第27条 事務所は記録を決定して以下を記載する： 

   １º 投票に参加した選挙人数； 

   ２º 本法本章第22条の§１の５º及び６ºの適用で引き取られた投票用紙の枚数； 

   ３º 未使用の投票用紙の枚数； 

   ４º 本章第７条の§２に従い記録に記載された投票用紙の枚数を差し引いて得られた枚数、すなわち本条の２º及び３ºに記載さ

れた枚数。この数は１ºに一致しなければならない。 

第28条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 引き取られた投票用紙；  

   ２º 未使用の投票用紙； 

   ３º 事務所員たち及び立会人たち全員により署名され、Cの印が付けられた包みに入れられた記録；記録の写しの１部は事務所

長に連署されてPとSの印が付けられた包みに入れられる； 

   ４º 投票登録簿及び本章第７条の§３の対象となる模型はCの印が付けられた包みに入れられる。 

 §2. 包みには以下の表示を表す文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号に応じた《投票事務所何番》{本文にはこの括弧が欠落}の表示。 

     それらは直ちに封印されて投票事務所長に手渡される。  

 §3. 各投票事務所長はその選んだ陪席の一人を同伴して、一方で基礎自治体の投票箱及び《C》と記した包みを基礎自治体の開票

事務所長に、他方で県の投票箱及び《P》と記した包みを県の開票事務所長に伝達する責任を負う。立会人たちはこの任務を遂

行するとき事務所長に同伴することができる。 

    段標１の１ºの対象となる引き取られた投票用紙は知事に届けられる。 

 §4. 前段標に従い伝達された一件書類の受領証が事務所長に交付される。本受領証の写しが事務所長により最速の手段で県知事に

伝達される。 

第Ⅳ章 開 票 

第１節 開票事務所の設置 

第１条 基礎自治体理事会は各開票事務所長に選挙の直前までに本章第10条で決められた一件書類の伝達に必要な包みを届けさせる。 

 その中に投票用紙及び選挙関係の一件書類が封入されている包みは投票用紙と同色であるか高さ３センチの一文字、すなわち基礎自

治体選挙用のC、県用のP、地区用のSが記されている。 

第２条 

 §1. 開票事務所は本編第Ⅲ章第５条に従い14時に開場されなければならない。 

 §2. 宣誓は本編第Ⅲ章第６条に定められた型式に従い行われる。 

 §3. 作業に掛かるとき又は進行中に事務所長若しくは構成員の一人が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。

事務所構成員たちが任命の選択について意見が分かれる場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録になされる。 

第２節 開票の展開 

第３条 開票事務所は用意された投票箱の全てが入手されるや否や開票を行う。 

第４条 

 §1. 各開票所では、事務所長が事務所構成員たち及び立会人たちの面前で投票箱を開けて投票用紙を取り出す。 

 §2. 事務所構成員たちの助けを借りて、事務所長が開かずにそこに入っていた投票用紙を数える。 

    事務所長はそれに責任を持つ選挙に合致しない投票用紙を取り除く。 

第５条 事務所が各投票箱から得られた責任を持つ選挙に合致した投票用紙の枚数が記録に記載される。 

 本編第Ⅲ章第28条に記載された包みは開かれない。 

第６条 事務所長は投票箱から取り除かれた自らが責任を持つものとは異なった選挙に関係のある投票用紙を封印された包みに入れて

直ちにこれらの投票用紙に照応した開票事務所に届けさせる。 

 これらの投票用紙に示された投票はこの開票事務所により記帳され、各事務所はこれらの投票用紙の転送をその専属の記録に転記す
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 §6. 選挙人たちは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の適用によらなければ代理されることはできない。 

    投票が認められるためには、委任者は受託者が投票することになっている投票事務所長に委任状を本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の

§１に記載された証明書と併せて提出し、その身分証明書及び事務所長がそれに《委任状により投票した》と記載するその招集

状を提示する。 

    委任状は本法の本章第25条の第１段落の２ºの対象となる記録に加えられる。 

 §7. 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の§３に従い、付添選挙人は投票事務所長にその申告書の写しを提出する。 

第21条 

 §1. それに招集されるそれぞれの投票ごとに、選挙人は投票用紙を受け取る。 

 §2. それぞれの投票用紙は直角に４つに折り畳まれ、裏には選挙の日付を記入した証印、並びに基礎自治体及び地区の記載が押さ

れる。 

    用紙は続いて事務所長の前に広げて置かれ、所長はすでに付けられた折り目のとおりに戻す。 

    所長はこれ若しくはこれらの投票用紙を選挙人に手渡す。 

 §3. 選挙人は直ちに投票所の仕切りの一つの中へ入る。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の対象となる選挙人は付添に付き添ってもらえる。二人のどちらの名前も記録に記載される。その選

んだ付添が欠席の場合は、投票事務所長に付き添ってもらえる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の諸条件を満たしてはいないが付添をするよう望む選挙人は、投票事務所長にこの必要性を証明する

ことができる限り、この所長に支援を頼める。 

    その旨の記載が記録に行われる。健康診断書が要求の助けとして提出される場合は、それは記録に添付される。 

 §4. 選挙人は以下の方法でその投票を作成する。 

    選挙用の鉛筆を使ってその選んだ以下の欄に印を付ける： 

   １º その選んだ名簿の立候補の順位に賛同する場合は名簿の第１順位に； 

   ２º この順位を変更したい場合は、優先的にその投票を与えたいこの名簿の候補者たちのそれかそれらの氏名の横に位置する欄。 

    選挙人は与えられる議員の人数と同じだけ投票を行うことができる。 

    選挙人が同時に名簿の第１順位と一人乃至複数の候補者の名前とにその選択の印を付けた場合は、名簿の第１順位は無効と見

なされる。 

    投票の印は不完全に書かれていても識別することができる投票用紙を返却する意向がはっきりしない限り投票は有効を示す。 

    不注意により選挙人が手渡された投票用紙を毀損した場合、事務所長に対して所長が最初に手渡したのは直ちに破棄しそれと

は別の投票用紙を要求することができる。 

 §5. 選挙人は仕切りから出て事務所長に外側の証印と一緒に四つにきちんと折った投票用紙を見せる。 

 §6. 選挙人は緑色の投票用紙を県選挙専用の投票箱に、白色を基礎自治体選挙専用の投票箱に、バラ色を地区選挙専用の投票箱に

投入する。 

 §7. 招集状は事務所長若しくはその代理の陪席が段標２の対象となる証印を使って検印を押した後で選挙人に返却される。 

第22条 

 §1. 以下は無効である： 

   １º その使用が国法により認められているもの以外の投票用紙は全て； 

   ２º 名簿の一つ以上の投票を含むもの又は異なった名簿上の候補者のための投票を含むもの； 

   ３º 選挙人が同時に名簿の第１順位の投票及びその他の名簿の候補者の一人乃至それ以上の氏名の脇に投票の印を付けたもの； 

   ４º 形及び大きさが異なっていて中に紙か若しくは何らかの物体が入れられていそうなもの、又は本法により認められていない

署名、削除若しくは印により書いた者が分かるようになっているもの； 

   ５º その投票用紙を不注意により毀損しその投票を有効に行うために別の用紙を受け取った選挙人から事務所長により引き取ら

れたもの； 

   ６º 選挙人がその投じた投票を知らせるように仕切りの外でその投票用紙を開いたときに事務所長により引き取られたもの。こ

の場合には事務所長は選挙人にその投票をやり直させなければならない。 

 §2. 事務所長は段標１の５º及び６ºの実施で引き取られた投票用紙の上に《引き取られた投票用紙》の記述を記載しそこに略署名

を付け加える。 

第23条 投票が完了したら事務所は閉鎖される。 

第24条 残された投票箱は封印される。事務所の面前で、事務所長はその後４か所に証印がされそこから投票用紙が挿入される開口部

の封鎖を粘着テープを使って、これに証印が紙と投票箱の表面の間の境にそれぞれ一つずつ重なるように行う。 

第25条 事務所は以下の記録の作成に取り掛かる： 

   １º 投票登録簿に記載がないが本法の本章第20条により投票が認められた選挙人たち； 

   ２º 投票登録簿に記載されていながら選挙に参加しなかった選挙人たち。 
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 事務所長はこれらの記録に事務所構成員たち若しくは立会人たちの所見を書き留め、そこに欠席者たちによりその弁明のために報告

されている証明書を添付する。 

 これらの記録は、事務所構成員たちにより署名されて、事務所長から３日以内に小郡治安判事に送付される。 

第26条 投票登録簿に責任のある事務所の各構成員は自分の簿冊の１冊に署名する。事務所長はこれらの登録簿に順番に署名する。 

第27条 事務所は記録を決定して以下を記載する： 

   １º 投票に参加した選挙人数； 

   ２º 本法本章第22条の§１の５º及び６ºの適用で引き取られた投票用紙の枚数； 

   ３º 未使用の投票用紙の枚数； 

   ４º 本章第７条の§２に従い記録に記載された投票用紙の枚数を差し引いて得られた枚数、すなわち本条の２º及び３ºに記載さ

れた枚数。この数は１ºに一致しなければならない。 

第28条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 引き取られた投票用紙；  

   ２º 未使用の投票用紙； 

   ３º 事務所員たち及び立会人たち全員により署名され、Cの印が付けられた包みに入れられた記録；記録の写しの１部は事務所

長に連署されてPとSの印が付けられた包みに入れられる； 

   ４º 投票登録簿及び本章第７条の§３の対象となる模型はCの印が付けられた包みに入れられる。 

 §2. 包みには以下の表示を表す文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号に応じた《投票事務所何番》{本文にはこの括弧が欠落}の表示。 

     それらは直ちに封印されて投票事務所長に手渡される。  

 §3. 各投票事務所長はその選んだ陪席の一人を同伴して、一方で基礎自治体の投票箱及び《C》と記した包みを基礎自治体の開票

事務所長に、他方で県の投票箱及び《P》と記した包みを県の開票事務所長に伝達する責任を負う。立会人たちはこの任務を遂

行するとき事務所長に同伴することができる。 

    段標１の１ºの対象となる引き取られた投票用紙は知事に届けられる。 

 §4. 前段標に従い伝達された一件書類の受領証が事務所長に交付される。本受領証の写しが事務所長により最速の手段で県知事に

伝達される。 

第Ⅳ章 開 票 

第１節 開票事務所の設置 

第１条 基礎自治体理事会は各開票事務所長に選挙の直前までに本章第10条で決められた一件書類の伝達に必要な包みを届けさせる。 

 その中に投票用紙及び選挙関係の一件書類が封入されている包みは投票用紙と同色であるか高さ３センチの一文字、すなわち基礎自

治体選挙用のC、県用のP、地区用のSが記されている。 

第２条 

 §1. 開票事務所は本編第Ⅲ章第５条に従い14時に開場されなければならない。 

 §2. 宣誓は本編第Ⅲ章第６条に定められた型式に従い行われる。 

 §3. 作業に掛かるとき又は進行中に事務所長若しくは構成員の一人が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。

事務所構成員たちが任命の選択について意見が分かれる場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録になされる。 

第２節 開票の展開 

第３条 開票事務所は用意された投票箱の全てが入手されるや否や開票を行う。 

第４条 

 §1. 各開票所では、事務所長が事務所構成員たち及び立会人たちの面前で投票箱を開けて投票用紙を取り出す。 

 §2. 事務所構成員たちの助けを借りて、事務所長が開かずにそこに入っていた投票用紙を数える。 

    事務所長はそれに責任を持つ選挙に合致しない投票用紙を取り除く。 

第５条 事務所が各投票箱から得られた責任を持つ選挙に合致した投票用紙の枚数が記録に記載される。 

 本編第Ⅲ章第28条に記載された包みは開かれない。 

第６条 事務所長は投票箱から取り除かれた自らが責任を持つものとは異なった選挙に関係のある投票用紙を封印された包みに入れて

直ちにこれらの投票用紙に照応した開票事務所に届けさせる。 

 これらの投票用紙に示された投票はこの開票事務所により記帳され、各事務所はこれらの投票用紙の転送をその専属の記録に転記す
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る。 

第７条 

 §1. 事務所長及び事務所構成員たちは、開票に責任を持つ投票用紙の全てを混ぜ合わせた後で、広げて以下の種類に仕分けする： 

   １º 第１名簿若しくはこの名簿の候補者たちに有効投票をもたらす投票用紙； 

   ２º 第２名簿又は必要があればそれ以下の名簿も同じ； 

   ３º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§３の意味で有効でない投票用紙； 

   ４º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§５の意味で係争の余地のある投票用紙。 

 §2. この最初の分類が終わると別々の名簿用に作成された種類のそれぞれの投票用紙は以下の第２の下位分類に分けられる： 

   1. 第１順位に印が付けられた投票用紙； 

   2. 例え第１順位にも同様に印を付けていたとしても候補者の一人乃至複数に投票の印が付けられた投票用紙。 

第８条 

 §1. 投票用紙の分類が終わると、事務所構成員たち及び立会人たちはこの分類を崩さずに投票用紙を点検してその所見及び異議申

立は事務所に委ねる。 

    異議申立は立会人たちの意見及び事務所の決定と併せて記録に記入される。 

    係争の余地のある投票用紙及び異議申立の対象となる投票用紙は、事務所の決定を経て、その帰属する種類に付け加えられる

前に二人の事務所構成員により及び一人の立会人により略署名される。 

    同様に、白票以外の無効と宣告された投票用紙も二人の事務所構成員により又は一人の立会人により略署名される。 

    それぞれの種類の投票用紙は二人の事務所構成員により順々に数えられる。 

 §2. 事務所は中断して以下の結果を定める： 

   １º 有効投票用紙の総数； 

   ２º 無効投票用紙の総数； 

   ３º 各名簿について名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の総数； 

   ４º 各名簿について名簿の候補者の一人乃至複数の候補者に投票する投票を含んだ投票用紙の総数； 

   ５º 各候補者ごとの獲得投票数。 

    これらの数は全て記録に記載される。 

 §3. そのように分類された投票用紙は全て種類ごとに別々の包みに入れられて閉じられる。 

第９条 作業の記録は開所中に作成されて事務所構成員たち及び立会人たちの署名を記入する。 

 開票結果は、本編第Ⅱ章第39条に予定された一覧表の書式の指示の順序でそれに従い記録に記録される。事務所は選挙の日付及び投

票事務所の番号の表示に従い《第何番の事務所で受け取った投票用紙の開票結果》の記述を表示した一覧表を完成させる。 

 政府はこの一覧表及びその伝達のデジタル化を本編第Ⅰ章第１条の§１及び§２の対象となる方式で行うよう決定することができる。 

第10条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 事務所及び立会人たちにより署名され正式に証印された開票一覧表２部； 

   ２º 記録。 

 §2. これらの包み並びに本章第８条の対象となる包みは以下のものの表示の目立った文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号の表示に従い《事務所何番で受け取った投票用紙の開票》の表示。 

     それらは直ちに封印される。 

第11条 

 §1. 開票事務所長自身が、記録及び開票一覧表を携行してその責任を持つ投票に応じて基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局

長の所へ赴く。 

    県の開票が基礎自治体の開票と同じセンターで行われた小郡役所所在地の基礎自治体では、基礎自治体の開票事務所長自身が、

記録及び開票一覧表を携行して基礎自治体事務局長の所へ赴き、県開票事務所長自身が県の投票から生まれた同様な一件書類を

携えて小郡事務局長の所へ赴く。 

 §2. 協議相手の事務局長は一覧表及び適法性を確認したらその略署名を添える。 

 §3. 開票事務所長は記録に一覧表引渡しの記述及び必要があればそこになされるべき訂正を挿入する。 

 §4. 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちはその後それぞれの関係投票ごとの各開票事務所長による公表を認める。 

第12条 検証の後で、基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局長は白票及び無効票の異常な若しくは余分な枚数、又は何らかの間違
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いを確認したとき、開票事務所長に前もって当該事務所による記録原本の補完若しくは訂正を依頼する。 

 開票事務所長はそこで記録にそれに関係のある訂正を付け加えて前条の諸条項に従ってその略署名を添えた協議相手の事務局長に報

告する。 

第13条 作業が終了すると、投票の任務を負う基礎自治体事務局に若しくは小郡事務局への送達に責任を持つ各開票事務所の所長は、

本編第Ⅲ章第28条及び本章第10条に予定された包みを集めて一つの包装に封入し封印する。 

第Ⅴ章 投票の点検 

第１節 予備作業 

第１条 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちは事務局及び立会人たちの目の前に届けられた開票一覧表を受け取る。局長たち

は開票事務所長たちに受領証を与える。 

第２条 

 §1. 関係選挙についてそれぞれ、基礎自治体事務局及び小郡事務局は開票事務所ごとに本編第Ⅱ章第39条に予定された以下の点検

を一覧表の上に転写する。 

   １º 投票箱に投入された投票用紙の枚数； 

   ２º 有効投票数；  

   ３º それぞれの名簿について、第１順位への投票総数； 

   ４º それぞれの名簿について、記名投票総数； 

   ５º それぞれの候補者について、記名投票総数； 

 §2. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うよう決定することができる。 

 §3. 関係各事務局は最初の開票事務所の一覧表を受け取ったら直ぐにこの作業に着手する。 

第３条 

 §1. 基礎自治体事務局は基礎自治体全体について、小郡事務局は小郡全体について集計し、見出しが点検一覧表に再掲される。 

    事務局は同様に本編第Ⅳ章第８条の§２に従って決められるように、一名簿に投じられた有効な投票用紙の合計により確定さ

れる各名簿の得票総数を記載する。 

 §2. 候補者が投票日前に死去したときは、基礎自治体事務局若しくは地区事務局がこの候補者があたかもそこに候補者として記載

されている名簿には記載されていなかったかのごとくに事を進める。亡くなった候補者は当選を宣告されることはできないし、

立候補届出の順位で投じられた投票のそれぞれの配分はその得票とされることはない。但し、この候補者は自らがそれに基づい

て立候補証書を作成した選挙人数を決めるためにその名前の上に記入された記名投票の数の勘定には入れられなければならない。 

 §3. 候補者が投票日当日かその後で、だが選挙結果の公表の前に亡くなった場合には、基礎自治体若しくは地区の事務局は当事者

がなお存命であるかのように事を進める。故人が当選していたら、同じ名簿の補欠第１位の者がその代わりに議席を占めること

が必要となる。 

 §4. 同じ名簿の補欠第１位の者は同様に選挙結果の公表の後で亡くなった当選した候補者の代わりに議席を占めることが必要とな

る。 

第４条 小郡事務局長は政府に県選挙の点検一覧表を転載した結果を提出する。 

 同事務局長はその後で各開票事務所に別々の封印された包みを中間点検一覧表と同様に送り、確実に受領証を提出する地区事務局長

に送る。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局による点検 

第５条 

 §1. 作業のこの段階で、地域事務局は関係する選挙のためのそれぞれの作業を続ける。 

 §2. 基礎自治体事務局は本章第６条の§１、第７条及び第８条、並びに第11条乃至第15条の対象となる様式に従い基礎自治体及び

地区の選挙の点検を行う。 

 §3. 小郡事務局から送られた点検一覧表に基づき地区事務局は県選挙の点検を続ける。これを行うためには次の二つの間を区別す

る必要がある： 

   １º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されていない地区事務局は基礎自治体と同じ様式に従って続ける； 

   ２º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されている地区事務局は本章第６条の§１の第２段落及び§２並びに第７

条の§２、第９条、第10条及び本章第３節の様式に従って続ける。本章第15条は候補者の申告を条件に適用することができる。 

    段標２及び３に予定された作業については、政府は本編第Ⅰ章第１条の段標３に従いそれらの作業がデジタル化及び自動化に

なるよう決定することができる。 

 §4. 地域事務局長の要請で、基礎自治体理事会はその任務を達成するのに必要な要員及び設備を自由に使えるようにする。同理事

会は特に計算担当者として指名された者たちに基礎自治体の責任で支払われる報酬を決める。 

 §5. 名簿は議席配分が認められる投票の一定の数量に達している必要はない。 
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る。 

第７条 

 §1. 事務所長及び事務所構成員たちは、開票に責任を持つ投票用紙の全てを混ぜ合わせた後で、広げて以下の種類に仕分けする： 

   １º 第１名簿若しくはこの名簿の候補者たちに有効投票をもたらす投票用紙； 

   ２º 第２名簿又は必要があればそれ以下の名簿も同じ； 

   ３º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§３の意味で有効でない投票用紙； 

   ４º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§５の意味で係争の余地のある投票用紙。 

 §2. この最初の分類が終わると別々の名簿用に作成された種類のそれぞれの投票用紙は以下の第２の下位分類に分けられる： 

   1. 第１順位に印が付けられた投票用紙； 

   2. 例え第１順位にも同様に印を付けていたとしても候補者の一人乃至複数に投票の印が付けられた投票用紙。 

第８条 

 §1. 投票用紙の分類が終わると、事務所構成員たち及び立会人たちはこの分類を崩さずに投票用紙を点検してその所見及び異議申

立は事務所に委ねる。 

    異議申立は立会人たちの意見及び事務所の決定と併せて記録に記入される。 

    係争の余地のある投票用紙及び異議申立の対象となる投票用紙は、事務所の決定を経て、その帰属する種類に付け加えられる

前に二人の事務所構成員により及び一人の立会人により略署名される。 

    同様に、白票以外の無効と宣告された投票用紙も二人の事務所構成員により又は一人の立会人により略署名される。 

    それぞれの種類の投票用紙は二人の事務所構成員により順々に数えられる。 

 §2. 事務所は中断して以下の結果を定める： 

   １º 有効投票用紙の総数； 

   ２º 無効投票用紙の総数； 

   ３º 各名簿について名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の総数； 

   ４º 各名簿について名簿の候補者の一人乃至複数の候補者に投票する投票を含んだ投票用紙の総数； 

   ５º 各候補者ごとの獲得投票数。 

    これらの数は全て記録に記載される。 

 §3. そのように分類された投票用紙は全て種類ごとに別々の包みに入れられて閉じられる。 

第９条 作業の記録は開所中に作成されて事務所構成員たち及び立会人たちの署名を記入する。 

 開票結果は、本編第Ⅱ章第39条に予定された一覧表の書式の指示の順序でそれに従い記録に記録される。事務所は選挙の日付及び投

票事務所の番号の表示に従い《第何番の事務所で受け取った投票用紙の開票結果》の記述を表示した一覧表を完成させる。 

 政府はこの一覧表及びその伝達のデジタル化を本編第Ⅰ章第１条の§１及び§２の対象となる方式で行うよう決定することができる。 

第10条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 事務所及び立会人たちにより署名され正式に証印された開票一覧表２部； 

   ２º 記録。 

 §2. これらの包み並びに本章第８条の対象となる包みは以下のものの表示の目立った文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号の表示に従い《事務所何番で受け取った投票用紙の開票》の表示。 

     それらは直ちに封印される。 

第11条 

 §1. 開票事務所長自身が、記録及び開票一覧表を携行してその責任を持つ投票に応じて基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局

長の所へ赴く。 

    県の開票が基礎自治体の開票と同じセンターで行われた小郡役所所在地の基礎自治体では、基礎自治体の開票事務所長自身が、

記録及び開票一覧表を携行して基礎自治体事務局長の所へ赴き、県開票事務所長自身が県の投票から生まれた同様な一件書類を

携えて小郡事務局長の所へ赴く。 

 §2. 協議相手の事務局長は一覧表及び適法性を確認したらその略署名を添える。 

 §3. 開票事務所長は記録に一覧表引渡しの記述及び必要があればそこになされるべき訂正を挿入する。 

 §4. 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちはその後それぞれの関係投票ごとの各開票事務所長による公表を認める。 

第12条 検証の後で、基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局長は白票及び無効票の異常な若しくは余分な枚数、又は何らかの間違
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いを確認したとき、開票事務所長に前もって当該事務所による記録原本の補完若しくは訂正を依頼する。 

 開票事務所長はそこで記録にそれに関係のある訂正を付け加えて前条の諸条項に従ってその略署名を添えた協議相手の事務局長に報

告する。 

第13条 作業が終了すると、投票の任務を負う基礎自治体事務局に若しくは小郡事務局への送達に責任を持つ各開票事務所の所長は、

本編第Ⅲ章第28条及び本章第10条に予定された包みを集めて一つの包装に封入し封印する。 

第Ⅴ章 投票の点検 

第１節 予備作業 

第１条 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちは事務局及び立会人たちの目の前に届けられた開票一覧表を受け取る。局長たち

は開票事務所長たちに受領証を与える。 

第２条 

 §1. 関係選挙についてそれぞれ、基礎自治体事務局及び小郡事務局は開票事務所ごとに本編第Ⅱ章第39条に予定された以下の点検

を一覧表の上に転写する。 

   １º 投票箱に投入された投票用紙の枚数； 

   ２º 有効投票数；  

   ３º それぞれの名簿について、第１順位への投票総数； 

   ４º それぞれの名簿について、記名投票総数； 

   ５º それぞれの候補者について、記名投票総数； 

 §2. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うよう決定することができる。 

 §3. 関係各事務局は最初の開票事務所の一覧表を受け取ったら直ぐにこの作業に着手する。 

第３条 

 §1. 基礎自治体事務局は基礎自治体全体について、小郡事務局は小郡全体について集計し、見出しが点検一覧表に再掲される。 

    事務局は同様に本編第Ⅳ章第８条の§２に従って決められるように、一名簿に投じられた有効な投票用紙の合計により確定さ

れる各名簿の得票総数を記載する。 

 §2. 候補者が投票日前に死去したときは、基礎自治体事務局若しくは地区事務局がこの候補者があたかもそこに候補者として記載

されている名簿には記載されていなかったかのごとくに事を進める。亡くなった候補者は当選を宣告されることはできないし、

立候補届出の順位で投じられた投票のそれぞれの配分はその得票とされることはない。但し、この候補者は自らがそれに基づい

て立候補証書を作成した選挙人数を決めるためにその名前の上に記入された記名投票の数の勘定には入れられなければならない。 

 §3. 候補者が投票日当日かその後で、だが選挙結果の公表の前に亡くなった場合には、基礎自治体若しくは地区の事務局は当事者

がなお存命であるかのように事を進める。故人が当選していたら、同じ名簿の補欠第１位の者がその代わりに議席を占めること

が必要となる。 

 §4. 同じ名簿の補欠第１位の者は同様に選挙結果の公表の後で亡くなった当選した候補者の代わりに議席を占めることが必要とな

る。 

第４条 小郡事務局長は政府に県選挙の点検一覧表を転載した結果を提出する。 

 同事務局長はその後で各開票事務所に別々の封印された包みを中間点検一覧表と同様に送り、確実に受領証を提出する地区事務局長

に送る。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局による点検 

第５条 

 §1. 作業のこの段階で、地域事務局は関係する選挙のためのそれぞれの作業を続ける。 

 §2. 基礎自治体事務局は本章第６条の§１、第７条及び第８条、並びに第11条乃至第15条の対象となる様式に従い基礎自治体及び

地区の選挙の点検を行う。 

 §3. 小郡事務局から送られた点検一覧表に基づき地区事務局は県選挙の点検を続ける。これを行うためには次の二つの間を区別す

る必要がある： 

   １º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されていない地区事務局は基礎自治体と同じ様式に従って続ける； 

   ２º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されている地区事務局は本章第６条の§１の第２段落及び§２並びに第７

条の§２、第９条、第10条及び本章第３節の様式に従って続ける。本章第15条は候補者の申告を条件に適用することができる。 

    段標２及び３に予定された作業については、政府は本編第Ⅰ章第１条の段標３に従いそれらの作業がデジタル化及び自動化に

なるよう決定することができる。 

 §4. 地域事務局長の要請で、基礎自治体理事会はその任務を達成するのに必要な要員及び設備を自由に使えるようにする。同理事

会は特に計算担当者として指名された者たちに基礎自治体の責任で支払われる報酬を決める。 

 §5. 名簿は議席配分が認められる投票の一定の数量に達している必要はない。 
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第６条 

 §1. 基礎自治体事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれ

に等しい当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

    地区事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれに等し

い当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

 §2. 最後の当選基数は整数に限られ、得票因子として役立つ。 

 §3. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区にあっては、地区事務局は地区に与えられた議席数ごとの有効得

票総数を除する得票除数を設定する。 

第７条 

 §1. 議席はその得票数が得票除数以上か又は等しい当選基数を提供した議席の同数を各名簿に配分して異なった名簿間に配分され

る。 

 §2. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局は得票除数により各名簿の得票数の分割を行う。その結果

は選挙人の分割を招来し、整数に限られるが、この有権者の分割は各名簿により獲得された議席数に一致する。 

第８条 

 §1. 地域事務局は名簿間の議席配分に関する情報を点検一覧表に転記する。 

 §2. 同事務局は、同一水平線上にある他のものと比べて一つだけ、配分を認められた各名簿の得票数を記載し、選出された各自に

ついては整数に限って獲得した当選基数を記載する。 

 §3. 次いで、同事務局は高い順に与えられた議員数に達するまで順次アンダーラインを引く。 

第９条 

 §1. 最後の有効な当選基数、すなわち最後の議席配分を決定する当選基数が同時に複数の名簿に現れた場合には、一つの名簿にこ

の議席を配分するために小数を考慮する。 

 §2. 複数の名簿の最後の有効な当選基数が全く同一ならば、最後の議席は最高得票数を獲得した名簿に配分される。 

 §3. この段階で、一つの名簿への最後の議席配分ができなければ、本章第11条に予定された作業を行う。 

第10条 

 §1. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局はそれぞれについて、本章第７条の§２により配分される

議席数に関連して代表に反映されなかった票の超過分を記載する。 

    この超過分はそこから得票除数による選挙人の分割の積を差し引いた名簿の選挙人数に等しい。 

 §2. 同事務局は記録を作成する。それは事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 同事務局はこの記録を郡中央事務局に最速の手段で送達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第11条 候補者間の配分は以下の規定を考慮して行われる： 

   １º 選出される構成員が一人しかいないときは、最高得票を獲得した候補者が当選を宣告される。得票が同数の場合は年長者が

選ばれる； 

   ２º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席の数に等しいときはこれらの候補者は全員当選となる； 

   ３º ある名簿がそれだけの候補者しか含んでいない議席以上の得票をした場合には、配分されなかった議席は他の名簿に帰する

議席に追加される；これら他の名簿間の配分は前条で表示された作業が続けられ、新たな当選基数がそれに帰属する名簿のた

めに一議席の割当を決める； 

   ４º 名簿間の議席配分の際に、最後の議席が本章第９条の§３に従い再配分されなかったときは、記名投票の最高を獲得した関

係候補者の一人か、又は補足的に最年長の候補者に割り当てられる； 

   ５º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席数を超えているときは、議席はその獲得した票数の逓減順位で候補者たちに与

えられる。票が同数の場合は候補者届出の順位が適用される。 

第12条 

 §1. 当選者の指名に先立って、地域事務局は候補者たちに個別に候補者届出の順位を選んだ票数の半分の割当を行う。 

    この半分は本編第Ⅳ章第８条の§２の対象となるような名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の枚数にこの名簿により獲

得される議席数を掛けた結果の積を２で割って確立される。整数に限られるこの操作の結果は、付与される全数である。 

 §2. 地域事務局は被選挙権者の人数を以下の方法で算定する： 

   １º 名簿の得票数にその名簿に割り当てられた議席数を掛ける； 

   ２º この積をその名簿に割り当てられた議席数で割り１単位を加算する。最終の結果が小数の場合は直ぐ上の単位に切り上げる。 

第13条 ある候補者に帰する票数を決めるために、付与される全部が各名簿固有の被有権者数に達するのに必要なところまで名簿の第

１位の候補者により獲得された記名票に追加される。その超過分があれば同様な方法で第２位の候補者、次に第３位の候補者、以下

同様に付与される全部が完全に配分し終わるまで割り当てられる。 
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第14条 一人乃至複数の候補者が本章第11条に従い選出される各名簿において、投票用紙に記載された順位内で投票の最多数を獲得し

たか、又は同数の場合で選出されなかった候補者たちは、第１、第２、第３補欠、以下同様と宣告される。それは候補者届出の順位

で優位になるこの票の操作では、本章第12条に決められているように考慮されない。 

第15条 地域事務局長が投票全体の点検結果並びに基礎自治体、県及び地区の議員及び補欠に選出された候補者たちの名前を公表する。 

第16条 

 §1. この公表後直ちに地域事務局長は政府にこの内容を届ける。  

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

 §2. 地域事務局は記録を作成する。記録は事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 基礎自治体の選挙については、基礎自治体事務局長は３日以内に県知事に記録と一緒に投票用紙、開票及び点検の一覧表、本

編Ⅳ章第８条の§３に記載された包み及び立候補届出並びに候補者の受託及び立会人の指名の証書を送達する。  

    その構成員により原本が検証される基礎自治体事務局の記録の副本が基礎自治体の秘書課に寄託され、そこでは各自が点検を

行うことができる。 

 §4. 県の選挙については、地区事務局長が直ちに地域役所所在地の裁判所の事務長に前段標に挙げられた一件書類を寄託する。そ

の一件書類は選挙の有効性宣言の日の翌々日まで保管される。県議会議員たちは必要と判断すれば提示させることができる。 

 §5. 各選挙についてのこれらの一件書類を入れた包みの上書きは選挙日、基礎自治体名及び地区名を表示する。 

 §6. 基礎自治体の書記及び県事務総長は、関係した選挙についてそれぞれ当選者に選挙の点検の記録の抄本を送付する。 

第３節 協約の場合の点検 

第17条 

 §1. 協約の場合には、郡中央事務局は、議席を補完する配分、各種の名簿がこれらの議席を獲得した地区の確定、当選した候補者

たちの指名を行うために翌日の13時に集合する。 

 §2. 同事務局は、政府により定められた協約一覧表に、本章第18条の§２の第２段落の対象となる単独の各集団又は各名簿のため

に以下のものを転載する： 

   １º 郡内の地区名； 

   ２º 地区の一つに補完の配分が認められた各名簿の得票数； 

   ３º 本章第７条の§２を適用して、すでに郡内の地区で単独の集団及び名簿により獲得されている議席数； 

   ４º 前記の対象となる地区の記録に記載された代表の票には反映しなかった超過分； 

   ５º 各地区に配分された補完の議席数。 

 §3. 同事務局は最初の地区事務局の点検一覧表を受け取ったら手間取ることなく直ちに協約一覧表の仕上げに着手する。 

 §4. 一つ乃至複数の地区事務局の記録の受領の遅れのせいで、作業が中断されるようになる場合には、審議は一時中断することが

できる。審議は当日か、必要ならば翌日不足している一件書類の到達が予想される時刻に再開される。 

 §5. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うことを決定することができる。 

   │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

   └ 

第18条 

 §1. 郡内全地区の記録及び正式に完成した一覧表を把握したら、同事務局は政党を結成している各名簿の得票数を加算した各集団

の得票数を確定する。その他の名簿はそれらの得票数がそのまま残される。 

 §2. 補完の配分が認められるためには、名簿の諸集団は地区内で本章第６条の§２の適用で定められる得票除数の66％相当か乃至

それ以上の票数を獲得していなければならない。 

    郡内の唯一つの地区でしか立候補の届出をせず且つ前段落の対象となる数を獲得した諸名簿も同様に議席配分に加わる。これ

は単独名簿である。 

 §3. 郡の得票数は郡の諸名簿の各集団により獲得された数であり、この集団の名簿が届け出られた各地区内で獲得された得票数が

合算される。 

第19条 

 §1. 同事務局は以下の規定に従って順次郡の投票数を分割する： 

   １º 名簿の各集団のために、すでに獲得された議席数により郡の投票数の１回目の分割をし、１単位を加算する；  

   ２º なお配分されるべき補完の議席が残る場合には、名簿の各集団ついて１ºで使われた得票除数が繰り返されて１単位が加算

され、この結果により郡の投票数が分割される。こうして郡の当選基数が得られる； 

   ３º 与えられる補完する議席がある限り同様に何度でも行われる。 

 §2. 同事務局は当選基数の数が配分されるべき補完される議席数に等しくなるまで重要度の順番で当選基数を整理する。有効な各

当選基数は関係する集団及び名簿を考慮して補完の議席の配分を決める。 

第20条 
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第６条 

 §1. 基礎自治体事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれ

に等しい当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

    地区事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれに等し

い当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

 §2. 最後の当選基数は整数に限られ、得票因子として役立つ。 

 §3. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区にあっては、地区事務局は地区に与えられた議席数ごとの有効得

票総数を除する得票除数を設定する。 

第７条 

 §1. 議席はその得票数が得票除数以上か又は等しい当選基数を提供した議席の同数を各名簿に配分して異なった名簿間に配分され

る。 

 §2. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局は得票除数により各名簿の得票数の分割を行う。その結果

は選挙人の分割を招来し、整数に限られるが、この有権者の分割は各名簿により獲得された議席数に一致する。 

第８条 

 §1. 地域事務局は名簿間の議席配分に関する情報を点検一覧表に転記する。 

 §2. 同事務局は、同一水平線上にある他のものと比べて一つだけ、配分を認められた各名簿の得票数を記載し、選出された各自に

ついては整数に限って獲得した当選基数を記載する。 

 §3. 次いで、同事務局は高い順に与えられた議員数に達するまで順次アンダーラインを引く。 

第９条 

 §1. 最後の有効な当選基数、すなわち最後の議席配分を決定する当選基数が同時に複数の名簿に現れた場合には、一つの名簿にこ

の議席を配分するために小数を考慮する。 

 §2. 複数の名簿の最後の有効な当選基数が全く同一ならば、最後の議席は最高得票数を獲得した名簿に配分される。 

 §3. この段階で、一つの名簿への最後の議席配分ができなければ、本章第11条に予定された作業を行う。 

第10条 

 §1. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局はそれぞれについて、本章第７条の§２により配分される

議席数に関連して代表に反映されなかった票の超過分を記載する。 

    この超過分はそこから得票除数による選挙人の分割の積を差し引いた名簿の選挙人数に等しい。 

 §2. 同事務局は記録を作成する。それは事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 同事務局はこの記録を郡中央事務局に最速の手段で送達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第11条 候補者間の配分は以下の規定を考慮して行われる： 

   １º 選出される構成員が一人しかいないときは、最高得票を獲得した候補者が当選を宣告される。得票が同数の場合は年長者が

選ばれる； 

   ２º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席の数に等しいときはこれらの候補者は全員当選となる； 

   ３º ある名簿がそれだけの候補者しか含んでいない議席以上の得票をした場合には、配分されなかった議席は他の名簿に帰する

議席に追加される；これら他の名簿間の配分は前条で表示された作業が続けられ、新たな当選基数がそれに帰属する名簿のた

めに一議席の割当を決める； 

   ４º 名簿間の議席配分の際に、最後の議席が本章第９条の§３に従い再配分されなかったときは、記名投票の最高を獲得した関

係候補者の一人か、又は補足的に最年長の候補者に割り当てられる； 

   ５º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席数を超えているときは、議席はその獲得した票数の逓減順位で候補者たちに与

えられる。票が同数の場合は候補者届出の順位が適用される。 

第12条 

 §1. 当選者の指名に先立って、地域事務局は候補者たちに個別に候補者届出の順位を選んだ票数の半分の割当を行う。 

    この半分は本編第Ⅳ章第８条の§２の対象となるような名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の枚数にこの名簿により獲

得される議席数を掛けた結果の積を２で割って確立される。整数に限られるこの操作の結果は、付与される全数である。 

 §2. 地域事務局は被選挙権者の人数を以下の方法で算定する： 

   １º 名簿の得票数にその名簿に割り当てられた議席数を掛ける； 

   ２º この積をその名簿に割り当てられた議席数で割り１単位を加算する。最終の結果が小数の場合は直ぐ上の単位に切り上げる。 

第13条 ある候補者に帰する票数を決めるために、付与される全部が各名簿固有の被有権者数に達するのに必要なところまで名簿の第

１位の候補者により獲得された記名票に追加される。その超過分があれば同様な方法で第２位の候補者、次に第３位の候補者、以下

同様に付与される全部が完全に配分し終わるまで割り当てられる。 
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第14条 一人乃至複数の候補者が本章第11条に従い選出される各名簿において、投票用紙に記載された順位内で投票の最多数を獲得し

たか、又は同数の場合で選出されなかった候補者たちは、第１、第２、第３補欠、以下同様と宣告される。それは候補者届出の順位

で優位になるこの票の操作では、本章第12条に決められているように考慮されない。 

第15条 地域事務局長が投票全体の点検結果並びに基礎自治体、県及び地区の議員及び補欠に選出された候補者たちの名前を公表する。 

第16条 

 §1. この公表後直ちに地域事務局長は政府にこの内容を届ける。  

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

 §2. 地域事務局は記録を作成する。記録は事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 基礎自治体の選挙については、基礎自治体事務局長は３日以内に県知事に記録と一緒に投票用紙、開票及び点検の一覧表、本

編Ⅳ章第８条の§３に記載された包み及び立候補届出並びに候補者の受託及び立会人の指名の証書を送達する。  

    その構成員により原本が検証される基礎自治体事務局の記録の副本が基礎自治体の秘書課に寄託され、そこでは各自が点検を

行うことができる。 

 §4. 県の選挙については、地区事務局長が直ちに地域役所所在地の裁判所の事務長に前段標に挙げられた一件書類を寄託する。そ

の一件書類は選挙の有効性宣言の日の翌々日まで保管される。県議会議員たちは必要と判断すれば提示させることができる。 

 §5. 各選挙についてのこれらの一件書類を入れた包みの上書きは選挙日、基礎自治体名及び地区名を表示する。 

 §6. 基礎自治体の書記及び県事務総長は、関係した選挙についてそれぞれ当選者に選挙の点検の記録の抄本を送付する。 

第３節 協約の場合の点検 

第17条 

 §1. 協約の場合には、郡中央事務局は、議席を補完する配分、各種の名簿がこれらの議席を獲得した地区の確定、当選した候補者

たちの指名を行うために翌日の13時に集合する。 

 §2. 同事務局は、政府により定められた協約一覧表に、本章第18条の§２の第２段落の対象となる単独の各集団又は各名簿のため

に以下のものを転載する： 

   １º 郡内の地区名； 

   ２º 地区の一つに補完の配分が認められた各名簿の得票数； 

   ３º 本章第７条の§２を適用して、すでに郡内の地区で単独の集団及び名簿により獲得されている議席数； 

   ４º 前記の対象となる地区の記録に記載された代表の票には反映しなかった超過分； 

   ５º 各地区に配分された補完の議席数。 

 §3. 同事務局は最初の地区事務局の点検一覧表を受け取ったら手間取ることなく直ちに協約一覧表の仕上げに着手する。 

 §4. 一つ乃至複数の地区事務局の記録の受領の遅れのせいで、作業が中断されるようになる場合には、審議は一時中断することが

できる。審議は当日か、必要ならば翌日不足している一件書類の到達が予想される時刻に再開される。 

 §5. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うことを決定することができる。 

   │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

   └ 

第18条 

 §1. 郡内全地区の記録及び正式に完成した一覧表を把握したら、同事務局は政党を結成している各名簿の得票数を加算した各集団

の得票数を確定する。その他の名簿はそれらの得票数がそのまま残される。 

 §2. 補完の配分が認められるためには、名簿の諸集団は地区内で本章第６条の§２の適用で定められる得票除数の66％相当か乃至

それ以上の票数を獲得していなければならない。 

    郡内の唯一つの地区でしか立候補の届出をせず且つ前段落の対象となる数を獲得した諸名簿も同様に議席配分に加わる。これ

は単独名簿である。 

 §3. 郡の得票数は郡の諸名簿の各集団により獲得された数であり、この集団の名簿が届け出られた各地区内で獲得された得票数が

合算される。 

第19条 

 §1. 同事務局は以下の規定に従って順次郡の投票数を分割する： 

   １º 名簿の各集団のために、すでに獲得された議席数により郡の投票数の１回目の分割をし、１単位を加算する；  

   ２º なお配分されるべき補完の議席が残る場合には、名簿の各集団ついて１ºで使われた得票除数が繰り返されて１単位が加算

され、この結果により郡の投票数が分割される。こうして郡の当選基数が得られる； 

   ３º 与えられる補完する議席がある限り同様に何度でも行われる。 

 §2. 同事務局は当選基数の数が配分されるべき補完される議席数に等しくなるまで重要度の順番で当選基数を整理する。有効な各

当選基数は関係する集団及び名簿を考慮して補完の議席の配分を決める。 

第20条 
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 §1. 同事務局は次いで単独名簿が配分を認められ、集団を結成した名簿がそれに与えられる補完の１議席乃至数議席を獲得するは

ずの地区の指定を行う。単独名簿は、最高の有効な当選基数がそれに与えられる名簿から始めて、他の全ての名簿より先にそれ

らが届け出られた地区内で補完の議席を取得する。 

 §2. 名簿の各集団は最高の票を越えて獲得した地区内で補完の議席を受ける。 

    このようにして獲得された補完の各議席は集団の各名簿に名簿の被有権者数の人数の順番で配分され、本章第12条の§２に従

い獲得される。 

 §3. ある集団の名簿の全てに議席を与えられてもなおこの集団に配分されるべき議席が残っているときは、段標２に表示された方

法で配分が繰り返される。 

 §4. ある地区の議席がすでに全て配分されているときは、与えられるべき議席が残り当該集団が直ぐ下の超過分を獲得している地

区の補完議席の配分について考慮される。 

 §5. ある集団に配分されるべき補完の議席が全て与えられているときは、もはや配分されるべきでない帰属している議席は同じ地

区の別の名簿間に郡の選挙の当選基数の順番で配分される。 

 §6. 政府は本編第Ⅰ章第１条の§３に従い本章第18条乃至第21条に予定された作業を自動化の方法で行うことを決定することがで

きる。 

第21条 名簿間の配分が終了したら直ちに、郡中央事務局は地域事務局同様に職務を果たして本章第11条乃至第15条及び第16条の§１、

§２及び§４に記載された作業を繰り返す。 

 本章第16条の§４に記載された一件書類は郡役所所在地の裁判所の事務長に寄託される。 

第４節 投開票及び各種選挙作業に関する制裁 

第１小節 投票義務の制裁 

第22条 

 §1. 投票に参加できなかった選挙人たちは欠席の理由を必要な釈明と併せて治安判事に知らせることができる。 

 §2. 司法上若しくは行政上の決定により選挙当日自由を奪われている者たちは投票に参加できなかったと見なされる。 

第23条 治安判事が王室検事の了承を得て、これらの欠席理由の根拠を認めれば起訴される理由はない。 

第24条 当選の宣告から８日以内に、王室検事は投票に参加せずその欠席の理由が認められなかった選挙人たちの記録を作成する。 

 これらの選挙人たちは略式通知で呼び出されて違警罪裁判所が最終の決定を下し、検事が了解する。 

第25条 

 §1. 初犯の理由なき欠席は、状況により戒告若しくは５ユーロ乃至10ユーロの罰金で罰せられる。 

   再犯の場合は、罰金は10ユーロ乃至25ユーロである。  

   補足的な拘禁の罰は宣告されることはない。 

 §2. 前述の罰の措置とは別に、理由のない棄権が15年の期間に４回生じた場合には、選挙人は10年間選挙人名簿から抹消され、こ

の期間中官公署の任命も、昇進も、栄誉も受けることはできない。 

 §3. 本条の適用については、異なった種類の選挙に続くその選挙の欠席及びその逆は、犯罪者はそのままでは再犯とはならない。 

 §4. 本条に予定された場合には、刑の執行停止は許されない。 

 §5. 欠席により宣告された有罪判決は判決の通告から６か月以内に異議の申し立てを要する。異議申立ては簡単な届出で無料で基

礎自治体役所にすることができる。 

第２小節 投票権及び投票の秘密の侵害に関する制裁 

第26条 

 §1. 選挙人に投票の欠席又はその投票に影響を与えるために、その実行手段に関して暴力若しくは脅迫を用い、選挙人がその職を

失うことを恐れさせるか又はその人物、その家族、その将来を危険にさらす行為をするのは投票権の侵害と見なされる。 

 §2. このような侵害を犯した者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらのいずれかの罰が課

せられることになる。 

第27条 選挙当日受託者に賛同のサインを示すか若しくは掲げるか、その他あらゆる方法で秩序を乱した者は誰でも50ユーロ乃至500 

ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第28条 投票の秘密を明かした事務局長、陪席若しくは書記、全ての立会人は500乃至3,000ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第３小節 選挙の買収に関する制裁 

第29条 

 §1. 直接若しくは間接に、投票にせよ、投票の棄権にせよ、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された委任にせよ、又は選挙結果を書

き写す利便の供与を受けるという条件で、以下を行う行為及び事実は選挙買収に属する： 

   １º 賞金の形を採ったとしても、金銭にせよ、いかような物でも価値若しくは恩典にせよ、援助にせよ、与えるか、申し出るか

又は約束をする； 

   ２º 公私の職を提供するか若しくは約束をする。 
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 §2. 選挙買収で有罪となる者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50乃至500ユーロの罰金の罰を受けるか又はこれらのいずれかの

罰が課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪とになる。 

第30条 

 §1. 以下の行為及び事実も同様に選挙買収に属する： 

   １º 選挙人に、旅行若しくは滞在の補償金を口実に、金銭か又は何らかの形での価値を与えるか、申し出るか若しくは約束をす

る； 

   ２º 選挙人に選挙の際に食べ物や飲み物を与えるか、申し出るか若しくは約束をする。 

 §2. これらの行為の一つを行った者は何人も26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪となる。 

 §3. 段標１及び２に予定された違法行為の張本人として、犯すための資金を提供し、その受け取るはずの使用目的を知っていたか、

又はその名前で申し出し、約束するか若しくは脅迫させる役目を与えた者たちは罰せられることになる。 

 §4. これらの違法行為で有罪になった公務員は最高刑に処せられる。 

    拘禁並びに罰金は倍増されることができる。 

 §5. 宿屋の主人たち、飲料品小売商若しくはその他の商人たちは選挙の際になされた飲食物の支出の支払を当然のこととして要求

することは認められない。 

第31条 

 §1. 投票若しくは棄権してもらう条件で、直接にせよ間接にせよ一人乃至複数の困窮者への恒久的、一時的若しくは臨時的な援助

の申出、約束若しくは提供をした公共機関又は社会福祉目的で補助金を受けている機関の構成員若しくは従業員は何人も、８日

乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

 §2. その困窮者がその投票に影響を与えさせるか又は棄権させるのに同意しなかった理由でこれらの援助を拒否するか若しくは中

止した上述の構成員若しくは従業員は何人も同罪である。 

 §3. 特定の考えで投票をすると脅して援助及び援助の増額を要求した者は何人も８日乃至３か月の拘禁の罰を受けることになる。 

第４小節 選挙の不正行為に関する制裁 

第32条 

 §1. 投票の際及び開票の際に選挙事務局構成員が犯した以下の行為及び事実は選挙の不正行為に属する： 

   １º 投票用紙を不正に改ざんする、詐取するか若しくは書き加える； 

   ２º 記録に故意に投票用紙若しくは投票の数を自らが数える責任がある数の実数より少なくか若しくは多く記載する。 

 §2. これら上述を犯したものは何人も３か月乃至２年の禁固及び50ユーロ乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 §3. 前段標に述べられた事実で有罪となる立会人は同じ罰を受けることになる。 

 §4. 前段標に述べられた事実で有罪となるその他のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を

受けることになる。 

 §5. 事実は直ちに記録に記載される。 

第33条 投票用紙の偽造は公文書の偽造と同罪である。 

第５小節 投票の詐取に対する制裁 

第34条 

 §1. 以下の事実は投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２の場合を除き、他の選挙人の名前で投票するか若しくは投票に加わる； 

   ２º 投票用紙の１枚乃至何枚かを持ち去るか渡さない。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第35条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º そのために必要な条件を欠くのに本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して委任する； 

   ２º 投票時に本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２に予定された条件を欠いているのにその受任者に委任して投票させる； 

   ３º 委任者が死亡しているのに、又は委任者が自ら投票権を行使できるのに、承知の上でその委任者の名前で投票する； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して複数の委任を受けるか与える。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金刑を受けることになる。 

第36条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の§１に違反した投票所で投票する； 

   ２º 同じ日に同じ基礎自治体か、又は別の基礎自治体の選挙人名簿若しくは投票名簿に登録されていても、これらの別の基礎自
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 §1. 同事務局は次いで単独名簿が配分を認められ、集団を結成した名簿がそれに与えられる補完の１議席乃至数議席を獲得するは

ずの地区の指定を行う。単独名簿は、最高の有効な当選基数がそれに与えられる名簿から始めて、他の全ての名簿より先にそれ

らが届け出られた地区内で補完の議席を取得する。 

 §2. 名簿の各集団は最高の票を越えて獲得した地区内で補完の議席を受ける。 

    このようにして獲得された補完の各議席は集団の各名簿に名簿の被有権者数の人数の順番で配分され、本章第12条の§２に従

い獲得される。 

 §3. ある集団の名簿の全てに議席を与えられてもなおこの集団に配分されるべき議席が残っているときは、段標２に表示された方

法で配分が繰り返される。 

 §4. ある地区の議席がすでに全て配分されているときは、与えられるべき議席が残り当該集団が直ぐ下の超過分を獲得している地

区の補完議席の配分について考慮される。 

 §5. ある集団に配分されるべき補完の議席が全て与えられているときは、もはや配分されるべきでない帰属している議席は同じ地

区の別の名簿間に郡の選挙の当選基数の順番で配分される。 

 §6. 政府は本編第Ⅰ章第１条の§３に従い本章第18条乃至第21条に予定された作業を自動化の方法で行うことを決定することがで

きる。 

第21条 名簿間の配分が終了したら直ちに、郡中央事務局は地域事務局同様に職務を果たして本章第11条乃至第15条及び第16条の§１、

§２及び§４に記載された作業を繰り返す。 

 本章第16条の§４に記載された一件書類は郡役所所在地の裁判所の事務長に寄託される。 

第４節 投開票及び各種選挙作業に関する制裁 

第１小節 投票義務の制裁 

第22条 

 §1. 投票に参加できなかった選挙人たちは欠席の理由を必要な釈明と併せて治安判事に知らせることができる。 

 §2. 司法上若しくは行政上の決定により選挙当日自由を奪われている者たちは投票に参加できなかったと見なされる。 

第23条 治安判事が王室検事の了承を得て、これらの欠席理由の根拠を認めれば起訴される理由はない。 

第24条 当選の宣告から８日以内に、王室検事は投票に参加せずその欠席の理由が認められなかった選挙人たちの記録を作成する。 

 これらの選挙人たちは略式通知で呼び出されて違警罪裁判所が最終の決定を下し、検事が了解する。 

第25条 

 §1. 初犯の理由なき欠席は、状況により戒告若しくは５ユーロ乃至10ユーロの罰金で罰せられる。 

   再犯の場合は、罰金は10ユーロ乃至25ユーロである。  

   補足的な拘禁の罰は宣告されることはない。 

 §2. 前述の罰の措置とは別に、理由のない棄権が15年の期間に４回生じた場合には、選挙人は10年間選挙人名簿から抹消され、こ

の期間中官公署の任命も、昇進も、栄誉も受けることはできない。 

 §3. 本条の適用については、異なった種類の選挙に続くその選挙の欠席及びその逆は、犯罪者はそのままでは再犯とはならない。 

 §4. 本条に予定された場合には、刑の執行停止は許されない。 

 §5. 欠席により宣告された有罪判決は判決の通告から６か月以内に異議の申し立てを要する。異議申立ては簡単な届出で無料で基

礎自治体役所にすることができる。 

第２小節 投票権及び投票の秘密の侵害に関する制裁 

第26条 

 §1. 選挙人に投票の欠席又はその投票に影響を与えるために、その実行手段に関して暴力若しくは脅迫を用い、選挙人がその職を

失うことを恐れさせるか又はその人物、その家族、その将来を危険にさらす行為をするのは投票権の侵害と見なされる。 

 §2. このような侵害を犯した者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらのいずれかの罰が課

せられることになる。 

第27条 選挙当日受託者に賛同のサインを示すか若しくは掲げるか、その他あらゆる方法で秩序を乱した者は誰でも50ユーロ乃至500 

ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第28条 投票の秘密を明かした事務局長、陪席若しくは書記、全ての立会人は500乃至3,000ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第３小節 選挙の買収に関する制裁 

第29条 

 §1. 直接若しくは間接に、投票にせよ、投票の棄権にせよ、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された委任にせよ、又は選挙結果を書

き写す利便の供与を受けるという条件で、以下を行う行為及び事実は選挙買収に属する： 

   １º 賞金の形を採ったとしても、金銭にせよ、いかような物でも価値若しくは恩典にせよ、援助にせよ、与えるか、申し出るか

又は約束をする； 

   ２º 公私の職を提供するか若しくは約束をする。 
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 §2. 選挙買収で有罪となる者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50乃至500ユーロの罰金の罰を受けるか又はこれらのいずれかの

罰が課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪とになる。 

第30条 

 §1. 以下の行為及び事実も同様に選挙買収に属する： 

   １º 選挙人に、旅行若しくは滞在の補償金を口実に、金銭か又は何らかの形での価値を与えるか、申し出るか若しくは約束をす

る； 

   ２º 選挙人に選挙の際に食べ物や飲み物を与えるか、申し出るか若しくは約束をする。 

 §2. これらの行為の一つを行った者は何人も26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪となる。 

 §3. 段標１及び２に予定された違法行為の張本人として、犯すための資金を提供し、その受け取るはずの使用目的を知っていたか、

又はその名前で申し出し、約束するか若しくは脅迫させる役目を与えた者たちは罰せられることになる。 

 §4. これらの違法行為で有罪になった公務員は最高刑に処せられる。 

    拘禁並びに罰金は倍増されることができる。 

 §5. 宿屋の主人たち、飲料品小売商若しくはその他の商人たちは選挙の際になされた飲食物の支出の支払を当然のこととして要求

することは認められない。 

第31条 

 §1. 投票若しくは棄権してもらう条件で、直接にせよ間接にせよ一人乃至複数の困窮者への恒久的、一時的若しくは臨時的な援助

の申出、約束若しくは提供をした公共機関又は社会福祉目的で補助金を受けている機関の構成員若しくは従業員は何人も、８日

乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

 §2. その困窮者がその投票に影響を与えさせるか又は棄権させるのに同意しなかった理由でこれらの援助を拒否するか若しくは中

止した上述の構成員若しくは従業員は何人も同罪である。 

 §3. 特定の考えで投票をすると脅して援助及び援助の増額を要求した者は何人も８日乃至３か月の拘禁の罰を受けることになる。 

第４小節 選挙の不正行為に関する制裁 

第32条 

 §1. 投票の際及び開票の際に選挙事務局構成員が犯した以下の行為及び事実は選挙の不正行為に属する： 

   １º 投票用紙を不正に改ざんする、詐取するか若しくは書き加える； 

   ２º 記録に故意に投票用紙若しくは投票の数を自らが数える責任がある数の実数より少なくか若しくは多く記載する。 

 §2. これら上述を犯したものは何人も３か月乃至２年の禁固及び50ユーロ乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 §3. 前段標に述べられた事実で有罪となる立会人は同じ罰を受けることになる。 

 §4. 前段標に述べられた事実で有罪となるその他のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を

受けることになる。 

 §5. 事実は直ちに記録に記載される。 

第33条 投票用紙の偽造は公文書の偽造と同罪である。 

第５小節 投票の詐取に対する制裁 

第34条 

 §1. 以下の事実は投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２の場合を除き、他の選挙人の名前で投票するか若しくは投票に加わる； 

   ２º 投票用紙の１枚乃至何枚かを持ち去るか渡さない。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第35条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º そのために必要な条件を欠くのに本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して委任する； 

   ２º 投票時に本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２に予定された条件を欠いているのにその受任者に委任して投票させる； 

   ３º 委任者が死亡しているのに、又は委任者が自ら投票権を行使できるのに、承知の上でその委任者の名前で投票する； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して複数の委任を受けるか与える。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金刑を受けることになる。 

第36条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の§１に違反した投票所で投票する； 

   ２º 同じ日に同じ基礎自治体か、又は別の基礎自治体の選挙人名簿若しくは投票名簿に登録されていても、これらの別の基礎自

－ 235 －



－ 236 － 

治体の２カ所乃至複数の投票所で次々に投票する。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て８日乃至15日の拘禁又は26乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第６小節 暴力行為に関する制裁 

第37条 騒擾、暴力若しくは脅迫により一人乃至複数の市民の政治的権利の行使を妨げた者は15日乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至

1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第38条 非武装であっても、選挙人たちを威嚇するか又は秩序を乱すやり方で人々を雇い、集めるか又は張り付けた者は何人も、15日

乃至１か月の拘禁及び26乃至500ユーロの罰金刑を受ける。 

 承知の上でそのように組織された徒党、集団の一員になった者は８日乃至15日の拘禁及び26ユーロ乃至200ユーロの罰金の刑を受け

ることになる。 

第39条 選挙作業を妨げるために、暴力を使って遂行するか試みる選挙用の建物への乱入は全て３か月乃至２年の禁固及び200ユーロ

乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 張本人が武装している場合は１年乃至３年の禁固及び500ユーロ乃至3,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第40条 投票時に、事務所にせよ、その構成員の一人にせよ、立会人たちにせよ、それらに対する侮辱若しくは暴力で有罪となった、

又は暴力若しくは脅迫により選挙作業を遅らせるか又は妨げた選挙区の構成員たちは、15日乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000

ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は３か月乃至２年の禁固刑の宣告を受けることになる。 

第41条 本章の第38条乃至第40条に述べられた事実があった折に、投票が侵害された場合には、これらの条文の対象となる罰の最高が

宣告され、それらは倍増することができる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は、５年乃至10年の禁固及び3,000ユーロ乃至5,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 これらの事実が本章の第38条に述べられているような組織された徒党若しくは集団により行われた場合には、その一員となった者た

ちを雇い、集めるか若しくは張り付けた者は１か月乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第42条 提供、約束、脅迫、権限若しくは権力の濫用、有罪となる陰謀若しくは策略によるにせよ、集会若しくは公の場所で述べられ

た演説又は声高の発言によるにせよ、張り出されたビラにせよ、印刷されているか若しくはされていない文書によるにせよ、本章第

38条乃至第40条に予定された事柄を犯すよう直接そそのかした者は犯罪者として処罰され、扇動がいかなる効果も生まなかった場合

でも、その張本人は１か月乃至６か月の禁固及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第７小節 各種規定 

第43条 本法に予定された犯罪及び不法行為の追及は犯罪及び不法行為が犯された日から６か月以上経過すると時効になる。 

第44条 予定された上述の不法行為の複数が競合した場合には、罰は加重されるが、それでも最も厳しい罰の最高の２倍を越えること

はできない。 

第45条 減刑する事情があれば、裁判所は禁固の刑を少なくとも３か月の拘禁に変更し、且つ８日以下の拘禁及び６ユーロ以下の罰金

に減刑することを認める。 

 裁判所はこれらの罰のどちらかを別々に宣告することができるが、違警罪の罰以下にすることはできない。 

第46条 裁判所は請求者に渡す領収書の日付を実際より前にする要求を受けた公務員には１か月乃至２年の禁固刑を主張することにな

る。 

第Ⅵ章 選挙作業の終了及び審査 

第１節 作業の終了 

第１条 本編第Ⅴ章第16条に記載された一件書類は選挙の日の後５日以内に県事務総長に送達される。 

 県議会は必要と判断すればこれらの書類を提出させる。 

第２条 無効の投票用紙は直ちに県知事に送達され、知事が枚数を確認する。 

第３条 県知事は投票登録簿を入れた未開封の包みを本編第Ⅴ章第22条乃至第25条の適用のそれぞれに権限を有する治安判事の処理に

任せる。 

 無効以外の投票用紙を入れた包みは選挙の書類の全てを任された県理事会によってしか開封することはできない。 

第２節 法的有効性の宣言及び選挙に対する上訴 

第１小節 基礎自治体選挙 

第４条 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、選挙結果は

基礎自治体事務局により宣告されたとおり選挙の日以後45日で最終となる。 

第５条 県理事会は異議申立に決定を下すが異議申立の結果選挙を無効にすることはできない。候補者たちだけが選挙に対する異議申

立を提起することができる。 

 基礎自治体及び地区の選挙は違反のために異なった名簿間の議席配分に影響を及ぼすことができる国務院によってほどには県理事会

によっては無効にされることはできない。 

第６条 異議申立がなければ、県理事会は名簿間の議席配分及び議員たちが選出され補欠が申し渡される順位の正確さを検証するだけ
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にとどめる。 

 必要な場合には職権で議席配分及び当選順位を修正する。 

第７条 選出された基礎自治体及び地区の新議員たちは本法の第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で定められた日及び方式に従って職に

就く。 

第８条 

 §1. 基礎自治体及び地区の選挙に対する異議申立は全て、ほとんど失効することはないが、書面の形式で、記録の日付から10日以

内になされ、申立人の身元及び住所を記載しなければならない。 

    その異議申立は県事務総長に手渡されるか又は書留郵便で送られる。 

    異議申立書が手渡された公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 根拠がなく且つ異議申立を提起して妨害する意図が明らかになった者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられる。 

第９条 本章の第５条及び第６条の適用の決定をするときは、県理事会は行政裁判所として異議申立の提訴があったかなかったかを決

定する。 

第10条 県理事会の構成員による犯罪事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われる。 

 決定は理由を付し、報告評定官の名前、並びに出席した構成員たちの名前、ほとんど僅かであっても無効の全てを記載しなければな

らない。 

第11条 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３により指名された立会人たちか又は正式に要請された者たちの面前でしか投票用紙の検証が行

われるのは認められることはできない；投票用紙を入れた包みはその者たちの面前でその関与の下で開封される。 

第12条 

 §1. 県理事会は異議申立の提起から30日以内に決定を下す。 

 §2. 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、いずれの決

定もこの期限内に行われなかった場合には、異議申立は却下されて選挙結果は基礎自治体事務局により宣告されたとおり最終と

なる。 

第13条 県理事会の決定又はいかなる決定がなかったことも県事務総長の手配で事件後３日以内に場合に応じて基礎自治体若しくは地

区の議会に、及び書留郵便で異議申立人に通告される。 

第14条 

 §1. 選挙無効の場合は、県理事会の決定は、その上、本編第Ⅱ章第４条の§１の第１段落の対象となる二人の議員署名人か、又は

同条§３の対象となる三人の署名人に同じ方法で通告される。 

 §2. 県理事会が、異議申立の決定宣告であろうとなかろうと、それにより名簿間の議席配分、当選議員の順位若しくは補欠の順位

を修正する決定が、その上、同じ方法で当選の資格を失った当選議員たちに、又補欠の第１位若しくは第２位を失った補欠たち

に通告される。 

 §3. 県理事会が選挙を無効にするか又は議席配分を修正する決定をする場合は、同時に国務院院長にこの決定の原本を証明する写

し、行政上の一件書類及び裁定の一件書類が送達される。 

第15条 国務院への上告は県理事会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。国務院は上告につい

て60日の期限以内に判決を下す。国務院への上告は、選挙無効か又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、

執行停止とはならない。政府が関係基礎自治体の長を国務院がまだ宣告する前に任命したときは、この任命は選挙を無効としないか

又は議席配分を修正しない国務院の通告があってから発効する。 

 国務院によって下された判決は場合に応じて直ちに事務総長の手配で知事及び基礎自治体若しくは地区の議会に通告される。 

第16条 その職務を剥奪された議員はそこで選出されていた名簿の第１補欠に取って代わられる。 

第17条 選挙の全部若しくは一部無効の場合、基礎自治体理事会は行われた決定が議会に通告された日に基礎自治体の選挙人名簿を作

成する；同理事会はこの通告から15日以内に新たな選挙の執行のために選挙人たちを招集する。選挙作業をはっきりさせる予定表は

政府により定められる。 

第２小節 県選挙の法的有効性の宣言 

第18条 県選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、県議会は県選挙の法的有効性を

決定する；有資格構成員たち及び補欠たちの資格を審査しこの問題に提起された異議申立を裁定する。 

第19条 選挙に対する異議申立は全て県議会に資格審査の前に届けられなければならない。 

第20条 選挙無効の場合には、候補者の立候補届出を含む全ての作業が再開されなければならない。 

第21条 但し、同一郡の複数地区における選挙が本編第Ⅱ章第34条の対象となる集団と密接な関係があり、地区の一つにおける選挙無

効の原因が別の地区での行為の結果の正確さ及び誠実さを疑わざるをえないときは、県議会は本編第Ⅴ章第９条の適用により最初の

配分で配分された議席に専ら関係する地区のあれこれを審査することができるが、選挙の作業が無効とされた地区に命じられた新た

な選挙に関する資格審査のときまで２回目の配分で与えられた議員についての決定は差し控える。 

 以前の集団の届出は新たな選挙において構成が同じままの名簿についてはその効力が有効に維持される。その届出はそれゆえ更新さ
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治体の２カ所乃至複数の投票所で次々に投票する。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て８日乃至15日の拘禁又は26乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第６小節 暴力行為に関する制裁 

第37条 騒擾、暴力若しくは脅迫により一人乃至複数の市民の政治的権利の行使を妨げた者は15日乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至

1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第38条 非武装であっても、選挙人たちを威嚇するか又は秩序を乱すやり方で人々を雇い、集めるか又は張り付けた者は何人も、15日

乃至１か月の拘禁及び26乃至500ユーロの罰金刑を受ける。 

 承知の上でそのように組織された徒党、集団の一員になった者は８日乃至15日の拘禁及び26ユーロ乃至200ユーロの罰金の刑を受け

ることになる。 

第39条 選挙作業を妨げるために、暴力を使って遂行するか試みる選挙用の建物への乱入は全て３か月乃至２年の禁固及び200ユーロ

乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 張本人が武装している場合は１年乃至３年の禁固及び500ユーロ乃至3,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第40条 投票時に、事務所にせよ、その構成員の一人にせよ、立会人たちにせよ、それらに対する侮辱若しくは暴力で有罪となった、

又は暴力若しくは脅迫により選挙作業を遅らせるか又は妨げた選挙区の構成員たちは、15日乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000

ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は３か月乃至２年の禁固刑の宣告を受けることになる。 

第41条 本章の第38条乃至第40条に述べられた事実があった折に、投票が侵害された場合には、これらの条文の対象となる罰の最高が

宣告され、それらは倍増することができる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は、５年乃至10年の禁固及び3,000ユーロ乃至5,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 これらの事実が本章の第38条に述べられているような組織された徒党若しくは集団により行われた場合には、その一員となった者た

ちを雇い、集めるか若しくは張り付けた者は１か月乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第42条 提供、約束、脅迫、権限若しくは権力の濫用、有罪となる陰謀若しくは策略によるにせよ、集会若しくは公の場所で述べられ

た演説又は声高の発言によるにせよ、張り出されたビラにせよ、印刷されているか若しくはされていない文書によるにせよ、本章第

38条乃至第40条に予定された事柄を犯すよう直接そそのかした者は犯罪者として処罰され、扇動がいかなる効果も生まなかった場合

でも、その張本人は１か月乃至６か月の禁固及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第７小節 各種規定 

第43条 本法に予定された犯罪及び不法行為の追及は犯罪及び不法行為が犯された日から６か月以上経過すると時効になる。 

第44条 予定された上述の不法行為の複数が競合した場合には、罰は加重されるが、それでも最も厳しい罰の最高の２倍を越えること

はできない。 

第45条 減刑する事情があれば、裁判所は禁固の刑を少なくとも３か月の拘禁に変更し、且つ８日以下の拘禁及び６ユーロ以下の罰金

に減刑することを認める。 

 裁判所はこれらの罰のどちらかを別々に宣告することができるが、違警罪の罰以下にすることはできない。 

第46条 裁判所は請求者に渡す領収書の日付を実際より前にする要求を受けた公務員には１か月乃至２年の禁固刑を主張することにな

る。 

第Ⅵ章 選挙作業の終了及び審査 

第１節 作業の終了 

第１条 本編第Ⅴ章第16条に記載された一件書類は選挙の日の後５日以内に県事務総長に送達される。 

 県議会は必要と判断すればこれらの書類を提出させる。 

第２条 無効の投票用紙は直ちに県知事に送達され、知事が枚数を確認する。 

第３条 県知事は投票登録簿を入れた未開封の包みを本編第Ⅴ章第22条乃至第25条の適用のそれぞれに権限を有する治安判事の処理に

任せる。 

 無効以外の投票用紙を入れた包みは選挙の書類の全てを任された県理事会によってしか開封することはできない。 

第２節 法的有効性の宣言及び選挙に対する上訴 

第１小節 基礎自治体選挙 

第４条 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、選挙結果は

基礎自治体事務局により宣告されたとおり選挙の日以後45日で最終となる。 

第５条 県理事会は異議申立に決定を下すが異議申立の結果選挙を無効にすることはできない。候補者たちだけが選挙に対する異議申

立を提起することができる。 

 基礎自治体及び地区の選挙は違反のために異なった名簿間の議席配分に影響を及ぼすことができる国務院によってほどには県理事会

によっては無効にされることはできない。 

第６条 異議申立がなければ、県理事会は名簿間の議席配分及び議員たちが選出され補欠が申し渡される順位の正確さを検証するだけ
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にとどめる。 

 必要な場合には職権で議席配分及び当選順位を修正する。 

第７条 選出された基礎自治体及び地区の新議員たちは本法の第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で定められた日及び方式に従って職に

就く。 

第８条 

 §1. 基礎自治体及び地区の選挙に対する異議申立は全て、ほとんど失効することはないが、書面の形式で、記録の日付から10日以

内になされ、申立人の身元及び住所を記載しなければならない。 

    その異議申立は県事務総長に手渡されるか又は書留郵便で送られる。 

    異議申立書が手渡された公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 根拠がなく且つ異議申立を提起して妨害する意図が明らかになった者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられる。 

第９条 本章の第５条及び第６条の適用の決定をするときは、県理事会は行政裁判所として異議申立の提訴があったかなかったかを決

定する。 

第10条 県理事会の構成員による犯罪事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われる。 

 決定は理由を付し、報告評定官の名前、並びに出席した構成員たちの名前、ほとんど僅かであっても無効の全てを記載しなければな

らない。 

第11条 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３により指名された立会人たちか又は正式に要請された者たちの面前でしか投票用紙の検証が行

われるのは認められることはできない；投票用紙を入れた包みはその者たちの面前でその関与の下で開封される。 

第12条 

 §1. 県理事会は異議申立の提起から30日以内に決定を下す。 

 §2. 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、いずれの決

定もこの期限内に行われなかった場合には、異議申立は却下されて選挙結果は基礎自治体事務局により宣告されたとおり最終と

なる。 

第13条 県理事会の決定又はいかなる決定がなかったことも県事務総長の手配で事件後３日以内に場合に応じて基礎自治体若しくは地

区の議会に、及び書留郵便で異議申立人に通告される。 

第14条 

 §1. 選挙無効の場合は、県理事会の決定は、その上、本編第Ⅱ章第４条の§１の第１段落の対象となる二人の議員署名人か、又は

同条§３の対象となる三人の署名人に同じ方法で通告される。 

 §2. 県理事会が、異議申立の決定宣告であろうとなかろうと、それにより名簿間の議席配分、当選議員の順位若しくは補欠の順位

を修正する決定が、その上、同じ方法で当選の資格を失った当選議員たちに、又補欠の第１位若しくは第２位を失った補欠たち

に通告される。 

 §3. 県理事会が選挙を無効にするか又は議席配分を修正する決定をする場合は、同時に国務院院長にこの決定の原本を証明する写

し、行政上の一件書類及び裁定の一件書類が送達される。 

第15条 国務院への上告は県理事会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。国務院は上告につい

て60日の期限以内に判決を下す。国務院への上告は、選挙無効か又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、

執行停止とはならない。政府が関係基礎自治体の長を国務院がまだ宣告する前に任命したときは、この任命は選挙を無効としないか

又は議席配分を修正しない国務院の通告があってから発効する。 

 国務院によって下された判決は場合に応じて直ちに事務総長の手配で知事及び基礎自治体若しくは地区の議会に通告される。 

第16条 その職務を剥奪された議員はそこで選出されていた名簿の第１補欠に取って代わられる。 

第17条 選挙の全部若しくは一部無効の場合、基礎自治体理事会は行われた決定が議会に通告された日に基礎自治体の選挙人名簿を作

成する；同理事会はこの通告から15日以内に新たな選挙の執行のために選挙人たちを招集する。選挙作業をはっきりさせる予定表は

政府により定められる。 

第２小節 県選挙の法的有効性の宣言 

第18条 県選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、県議会は県選挙の法的有効性を

決定する；有資格構成員たち及び補欠たちの資格を審査しこの問題に提起された異議申立を裁定する。 

第19条 選挙に対する異議申立は全て県議会に資格審査の前に届けられなければならない。 

第20条 選挙無効の場合には、候補者の立候補届出を含む全ての作業が再開されなければならない。 

第21条 但し、同一郡の複数地区における選挙が本編第Ⅱ章第34条の対象となる集団と密接な関係があり、地区の一つにおける選挙無

効の原因が別の地区での行為の結果の正確さ及び誠実さを疑わざるをえないときは、県議会は本編第Ⅴ章第９条の適用により最初の

配分で配分された議席に専ら関係する地区のあれこれを審査することができるが、選挙の作業が無効とされた地区に命じられた新た

な選挙に関する資格審査のときまで２回目の配分で与えられた議員についての決定は差し控える。 

 以前の集団の届出は新たな選挙において構成が同じままの名簿についてはその効力が有効に維持される。その届出はそれゆえ更新さ
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れないし、更新も認められることはできない。 

 郡中央事務局は、新たな選挙の際に、本編第Ⅴ章第17条乃至第21条で指示された作業を行うために、補完の議席が配分されないまま

残されている、選挙がやり直された地区のものである限り、本編第Ⅴ章第１条の§３の対象となる以前の記録の所有を託されること 

になる。 

第22条 当選した新議員たちは本章第18条に従いその資格が審査されている間の集会のときに宣誓をした後で就任する。 

第３小節 基礎自治体の措置 

第23条 投票用紙は全て有効であろうと否であろうと、政府により定められた方式に従い、選挙が有効若しくは無効で終了したときに

破棄される。 

 下級裁判所の事務長たち及び県事務総長に託された投票登録簿は県知事に送達される。 

 投票登録簿は政府により保持され、同時に政府により予定された方式で破棄される。 

 │この条項は2006年６月22日のワロン政府執行規則により施行された。 

 └ 

第24条 遅くとも基礎自治体及び県の選挙の後の年の５月30日までに、政府はワロン議会に選挙の管理について報告をする。 

 関係手続の一新を必要とする選挙無効の場合には、この選挙の管理はそれが５月１日以降の日まで続けられた場合から切り離された

報告の対象となる。 

第３節 選挙費用管理に固有の規則 

第25条 

 §1. 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条に基づく異議申立は、ほとんど失効することはないが、書面で、申立人の身元及び住所を記載して、

選挙の日から45日以内に地域圏規制委員会に提起されなければならない。 

    その異議申立は地域圏規制委員会の事務長に手渡されるか、又は書留郵便の封書で送られる。 

    異議申立書が手渡される公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 候補者たちだけがそのような異議申立を提起することが認められる。 

第26条 

 §1. 地域圏規制委員会は直ちに前条を適用して提起された異議申立について決定を下す。 

    異議申立の提起は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

    委員の一人による事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われ、決定は理由を付し、報告評定官の名前並びに出席した構

成員たちの名前、ほとんど僅かでも無効の全てを記載しなければならない。 

 §2. 地域圏規制委員会は異議申立の結果として当選した候補者からその職務を奪うことはできない。 

第27条 

 §1. 地域圏規制委員会の決定は直ちにその事務長の手で政府若しくはその代理に、当該議会に、並びに書留郵便で、その選挙が異

議申立の対象となった候補者に、及び申立人に通告される。 

 §2. 国務院への上告は地域圏規制委員会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。 

    国務院への上告は、選挙無効又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、執行停止とはならない。国務

院は上告について直ちに決定を下す。 

    上告は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

 §3. 国務院により下された判決は直ちに事務総長の手配で政府若しくはその代理及び当該議会に、並びにその選挙が異議申立の対

象となった候補者に、及び地域圏規制委員会にも通告される。 

第28条 地域圏規制委員会若しくは国務院の決定によりその職務を奪われた議員はそこで選出されていた名簿の第１位の補欠に、当該

議会によるその資格審査の後で取って代わられる。その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 

第29条 

 §1. 議会の決定に対する、又は基礎自治体議員の資格での補欠の就任を行う決定を認めない異議申立はいずれも県議会に提起され

なければならない。 

    県議会議員たちに関する同じ性質の異議申立はいずれも政府に提起されなければならない。 

 §2. 提訴された官公署は文書化された異議申立の受理から30日以内に決定を下さなければならない。 

    この決定は当事者の補欠議員に、必要な場合には、管轄官公署に異議申立を提起した者たちにも通告される。 

 §3. 国務院への上告は通告後８日以内に開始される。 

 §4. 知事は県理事会の決定後８日以内に政府若しくはその代理に控訴を提起することができる。 

第30条 

 §1. 補欠がいなければ、議会の一つ乃至複数の議席の空席に対する準備がなされる。 

    選挙は本編第Ⅴ章第５条に従い執行される。 

 §2. その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 
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   第Ⅴ編 Comines-Warnetonの特別規定｛ここだけは各章の条が通し番号になっている｝ 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 本法の諸規定はComines-Warnetonの基礎自治体及び県の機関の選挙に適用される。 

 地域圏及び共同体に各種の権限の移管をもたらす2001年７月13日の特別法により修正されたような1980年８月８日の制度改革特別法

第６条のⅧの４ºに従い、本編の諸規定もこのような選挙に適用できる。 

第２条 本編の適用のために、県知事への照会をMouscron郡長への照会によって置き換える必要がある。 

第Ⅱ章 助役の直接選挙 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条に反して、基礎自治体新法第15条の§３に従い、Comines-Warnetonの助役たちは以下の方法で基礎自

治体の有権者たちの集会により直接選挙される： 

 本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１の適用で得られる当選基数が当選した助役の当選基数に等しい当選基数の合計数に達するまでその重

要度の順番で整理される。 

 行われた名簿間の配分はその得票数が最低当選基数に等しいか乃至は以上の当選基数を満たした助役職たちと同様に各名簿に割当て

を行う。 

 ある名簿が候補者をそれ以上に持っていない助役職以上に獲得した場合には、割り当てられなかった職は他の名簿に関係する候補者

に追加される；名簿間の配分は本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１で指示された作業、それに結び付いた名簿に一つの職の割当てを定め

る各新当選基数が用意される。 

 助役職はその選挙の順番に応じて議会の議員の当選した候補者に割り当てられるが、助役たちの順位は職の割当順で決められる。 

第Ⅲ章 上 訴 

第４条 

 §1. 基礎自治体選挙法第77条の２に従い、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第４条乃至第17条及び第25条乃至第30条の諸規定は本章第３条の対象

となる助役たちの選挙に適用することができ、基礎自治体の議員たちだけが異議申立を提起することができると解される。 

 §2. Comines-Warnetonの基礎自治体の議員たち及び助役たちの選挙に関する争訟の場合は、県議会の常任代表団の権限は県法第

131条の２で予定された県知事会により行使される。 

第Ⅱ巻 県、基礎自治体及び（地区）議会の選挙時の自動投票制度 

第Ⅰ編 総 則 

第１条 政府は、行政規則により、それが指定する選挙区、選挙小郡若しくは基礎自治体のために、県、基礎自治体及び（地区）議会

の選挙のときに自動投票制度が使用されるよう決定することができる。 

 政府が第１段落の対象となる機能を県選挙のために使用させるときは、自動投票制度は指定された選挙小郡の全基礎自治体における

基礎自治体選挙のために適用される。 

 基礎自治体が自ら自動投票制度を取得したいときは、第１段落の対象となる政府の行政規則は同じ選挙小郡の全基礎自治体の議会が

慎重な審議をして同じ公認の供給業者に呼び掛けをする決定をする限り必要とされることはない。 

第２条 

 §1. 自動投票制度は投票事務所ごとにより以下のものを含む： 

   １º 電子投票箱１個； 

   ２º それぞれにディスプレイ、磁気カード読取り・記録機及びライトペンを備えた１台乃至複数台の投票機械。 

    さらに、各小郡主要事務局、基礎自治体若しくは（地区）の主要事務局はこの主要事務局に属する投票事務所内で表明される

全投票の１台乃至複数の投票集計電子工学システムを設置する。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の対象となる自動投票諸制度、投票集計電子工学諸制度及びコンピュータ・ソフトウェアはあらゆる

場合に諸制度の信頼及び安全、並びに投票の秘密を保証する政府により決められた認可の一般条件に合致していて初めて使用が

認められる。 

    政府は、政府によりこのために公認された組織の意見に従い、この合致を確認する。 

第３条  

 §1. 前条の§１の対象となる諸制度は基礎自治体の所有物であり、投票集計電子工学諸制度は選挙小郡役所所在地の基礎自治体の

所有物であると解される。 

    第１段落とは別に、この設備が地域圏により取得されたときは、投票の設備が第１回目のために使用された日からずっと10年

の期間中基礎自治体は総額が政府により定められた金額をこれに毎年支払う義務がある。この金額は選挙ごとに登録された選挙

人１人について0.5ユーロを超えることできない。同時選挙の場合には、それぞれの場合に登録された選挙人一人について1.25

ユーロを超えられないが、この金額の支払は場合に応じて、金融機関の定款及び規制に関する1993年３月22日の国法の第７条、

第65条若しくは第66条の規定を満たす金融機関の所で、関係基礎自治体の名義で開設する口座上で強制的に操作される天引きの

方法で行われる。 

    第１段落とは別に、設備が基礎自治体以外の一つ乃至複数の官公署により取得されたときは、前段落の対象となる金額はこれ
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れないし、更新も認められることはできない。 

 郡中央事務局は、新たな選挙の際に、本編第Ⅴ章第17条乃至第21条で指示された作業を行うために、補完の議席が配分されないまま

残されている、選挙がやり直された地区のものである限り、本編第Ⅴ章第１条の§３の対象となる以前の記録の所有を託されること 

になる。 

第22条 当選した新議員たちは本章第18条に従いその資格が審査されている間の集会のときに宣誓をした後で就任する。 

第３小節 基礎自治体の措置 

第23条 投票用紙は全て有効であろうと否であろうと、政府により定められた方式に従い、選挙が有効若しくは無効で終了したときに

破棄される。 

 下級裁判所の事務長たち及び県事務総長に託された投票登録簿は県知事に送達される。 

 投票登録簿は政府により保持され、同時に政府により予定された方式で破棄される。 

 │この条項は2006年６月22日のワロン政府執行規則により施行された。 

 └ 

第24条 遅くとも基礎自治体及び県の選挙の後の年の５月30日までに、政府はワロン議会に選挙の管理について報告をする。 

 関係手続の一新を必要とする選挙無効の場合には、この選挙の管理はそれが５月１日以降の日まで続けられた場合から切り離された

報告の対象となる。 

第３節 選挙費用管理に固有の規則 

第25条 

 §1. 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条に基づく異議申立は、ほとんど失効することはないが、書面で、申立人の身元及び住所を記載して、

選挙の日から45日以内に地域圏規制委員会に提起されなければならない。 

    その異議申立は地域圏規制委員会の事務長に手渡されるか、又は書留郵便の封書で送られる。 

    異議申立書が手渡される公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 候補者たちだけがそのような異議申立を提起することが認められる。 

第26条 

 §1. 地域圏規制委員会は直ちに前条を適用して提起された異議申立について決定を下す。 

    異議申立の提起は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

    委員の一人による事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われ、決定は理由を付し、報告評定官の名前並びに出席した構

成員たちの名前、ほとんど僅かでも無効の全てを記載しなければならない。 

 §2. 地域圏規制委員会は異議申立の結果として当選した候補者からその職務を奪うことはできない。 

第27条 

 §1. 地域圏規制委員会の決定は直ちにその事務長の手で政府若しくはその代理に、当該議会に、並びに書留郵便で、その選挙が異

議申立の対象となった候補者に、及び申立人に通告される。 

 §2. 国務院への上告は地域圏規制委員会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。 

    国務院への上告は、選挙無効又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、執行停止とはならない。国務

院は上告について直ちに決定を下す。 

    上告は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

 §3. 国務院により下された判決は直ちに事務総長の手配で政府若しくはその代理及び当該議会に、並びにその選挙が異議申立の対

象となった候補者に、及び地域圏規制委員会にも通告される。 

第28条 地域圏規制委員会若しくは国務院の決定によりその職務を奪われた議員はそこで選出されていた名簿の第１位の補欠に、当該

議会によるその資格審査の後で取って代わられる。その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 

第29条 

 §1. 議会の決定に対する、又は基礎自治体議員の資格での補欠の就任を行う決定を認めない異議申立はいずれも県議会に提起され

なければならない。 

    県議会議員たちに関する同じ性質の異議申立はいずれも政府に提起されなければならない。 

 §2. 提訴された官公署は文書化された異議申立の受理から30日以内に決定を下さなければならない。 

    この決定は当事者の補欠議員に、必要な場合には、管轄官公署に異議申立を提起した者たちにも通告される。 

 §3. 国務院への上告は通告後８日以内に開始される。 

 §4. 知事は県理事会の決定後８日以内に政府若しくはその代理に控訴を提起することができる。 

第30条 

 §1. 補欠がいなければ、議会の一つ乃至複数の議席の空席に対する準備がなされる。 

    選挙は本編第Ⅴ章第５条に従い執行される。 

 §2. その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 
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   第Ⅴ編 Comines-Warnetonの特別規定｛ここだけは各章の条が通し番号になっている｝ 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 本法の諸規定はComines-Warnetonの基礎自治体及び県の機関の選挙に適用される。 

 地域圏及び共同体に各種の権限の移管をもたらす2001年７月13日の特別法により修正されたような1980年８月８日の制度改革特別法

第６条のⅧの４ºに従い、本編の諸規定もこのような選挙に適用できる。 

第２条 本編の適用のために、県知事への照会をMouscron郡長への照会によって置き換える必要がある。 

第Ⅱ章 助役の直接選挙 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条に反して、基礎自治体新法第15条の§３に従い、Comines-Warnetonの助役たちは以下の方法で基礎自

治体の有権者たちの集会により直接選挙される： 

 本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１の適用で得られる当選基数が当選した助役の当選基数に等しい当選基数の合計数に達するまでその重

要度の順番で整理される。 

 行われた名簿間の配分はその得票数が最低当選基数に等しいか乃至は以上の当選基数を満たした助役職たちと同様に各名簿に割当て

を行う。 

 ある名簿が候補者をそれ以上に持っていない助役職以上に獲得した場合には、割り当てられなかった職は他の名簿に関係する候補者

に追加される；名簿間の配分は本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１で指示された作業、それに結び付いた名簿に一つの職の割当てを定め

る各新当選基数が用意される。 

 助役職はその選挙の順番に応じて議会の議員の当選した候補者に割り当てられるが、助役たちの順位は職の割当順で決められる。 

第Ⅲ章 上 訴 

第４条 

 §1. 基礎自治体選挙法第77条の２に従い、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第４条乃至第17条及び第25条乃至第30条の諸規定は本章第３条の対象

となる助役たちの選挙に適用することができ、基礎自治体の議員たちだけが異議申立を提起することができると解される。 

 §2. Comines-Warnetonの基礎自治体の議員たち及び助役たちの選挙に関する争訟の場合は、県議会の常任代表団の権限は県法第

131条の２で予定された県知事会により行使される。 

第Ⅱ巻 県、基礎自治体及び（地区）議会の選挙時の自動投票制度 

第Ⅰ編 総 則 

第１条 政府は、行政規則により、それが指定する選挙区、選挙小郡若しくは基礎自治体のために、県、基礎自治体及び（地区）議会

の選挙のときに自動投票制度が使用されるよう決定することができる。 

 政府が第１段落の対象となる機能を県選挙のために使用させるときは、自動投票制度は指定された選挙小郡の全基礎自治体における

基礎自治体選挙のために適用される。 

 基礎自治体が自ら自動投票制度を取得したいときは、第１段落の対象となる政府の行政規則は同じ選挙小郡の全基礎自治体の議会が

慎重な審議をして同じ公認の供給業者に呼び掛けをする決定をする限り必要とされることはない。 

第２条 

 §1. 自動投票制度は投票事務所ごとにより以下のものを含む： 

   １º 電子投票箱１個； 

   ２º それぞれにディスプレイ、磁気カード読取り・記録機及びライトペンを備えた１台乃至複数台の投票機械。 

    さらに、各小郡主要事務局、基礎自治体若しくは（地区）の主要事務局はこの主要事務局に属する投票事務所内で表明される

全投票の１台乃至複数の投票集計電子工学システムを設置する。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の対象となる自動投票諸制度、投票集計電子工学諸制度及びコンピュータ・ソフトウェアはあらゆる

場合に諸制度の信頼及び安全、並びに投票の秘密を保証する政府により決められた認可の一般条件に合致していて初めて使用が

認められる。 

    政府は、政府によりこのために公認された組織の意見に従い、この合致を確認する。 

第３条  

 §1. 前条の§１の対象となる諸制度は基礎自治体の所有物であり、投票集計電子工学諸制度は選挙小郡役所所在地の基礎自治体の

所有物であると解される。 

    第１段落とは別に、この設備が地域圏により取得されたときは、投票の設備が第１回目のために使用された日からずっと10年

の期間中基礎自治体は総額が政府により定められた金額をこれに毎年支払う義務がある。この金額は選挙ごとに登録された選挙

人１人について0.5ユーロを超えることできない。同時選挙の場合には、それぞれの場合に登録された選挙人一人について1.25

ユーロを超えられないが、この金額の支払は場合に応じて、金融機関の定款及び規制に関する1993年３月22日の国法の第７条、

第65条若しくは第66条の規定を満たす金融機関の所で、関係基礎自治体の名義で開設する口座上で強制的に操作される天引きの

方法で行われる。 

    第１段落とは別に、設備が基礎自治体以外の一つ乃至複数の官公署により取得されたときは、前段落の対象となる金額はこれ
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らの官公署からそのそれぞれが同意した出資額まで政府により定められた様式に従って支払われる。 

    設備が基礎自治体により取得されたときは、地域圏は第２及び第３段落の対象となる制度の数と金額が超えてはならない政府

によって定められる基準に従いその20％に達するまで出資費用に対し財政的に関与する。 

 §2. 設備の保守及び保有は基礎自治体の負担である。選挙当日の支援費用は地域圏の負担である。 

    但し、自動化される投票を企画する1994年４月11日の国法の発効以前に締結された協定を実施している企業により実施されて

いる保守及び保有の手当の経費の負担は地域圏の負担のままである。 

 §3. 基礎自治体はその経費で使用不能の設備の全てを修理若しくは交換させる責任がある。 

    この場合には、§１の第２及び第３段落の対象となる金額は、同じ段標の第２段落で予定された期限満了まで支払が残る。 

 §4. コンピュータ・ソフトウェア、安全規範、個人磁気カード及び記憶装置は政府若しくはその代理からそれぞれの選挙のときに

提供される。 

    投票箱の中に置かれている磁気カード並びに未使用の磁気カードはその元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効で

終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙

人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カード、

及び投票事務所から出てきた記憶装置、並びに投票の集計のために主要事務局により使用されたものは、基礎自治体主要事務局

により使用されたもの以外は、その元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効かで終了しない限り、第一審の裁判所の

事務長か治安判事の所に保管される。基礎自治体主要事務局により使用された記憶装置はその元となる情報と一緒に、選挙が有

効か若しくは無効かで終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。 

第４条 基礎自治体は投票設備を、基礎自治体の管理のために、選挙の日の３日前までにこの設備を選挙のために使用可能な状態に戻

して機能を整理するという条件で他の目的に使用することができる。 

第５条 本章第１条の対象となる選挙区若しくは選挙小郡の一部となっている基礎自治体は投票用紙の作成及び開票事務所の事務に関

する経費の配分並びに投票の自動化のために選挙区若しくは選挙小郡の選挙事務局に関係がなくなった経費の配分から除外される。 

第６条 

 §1. 県及び基礎自治体の議会及び（地区）議会の構成員たちの選挙の際は、ワロン地域圏議会及びドイツ語話者共同体は実務専門

家一人及び補欠専門家一人を指名することができる。 

    これらの者は専門家集団を結成する。 

 §2. これらの専門家たちは選挙のときに作成に関する手続、装置の配分及び使用、ソフトウェア及び電子工学情報媒体並びに自動

化された投開票制度全体の使用及び良好な作動を管理する。専門家たちはワロン地域圏内閣からハードウェア並びに自動化され

た投開票制度の管理を行うために使用されるデータ、資料及び情報の全体を受け取る。 

    とりわけ投票機械の信頼性、投票の電子工学的投票箱の正確な転記を検証することができるし、この管理を選挙の前40日目か

ら、選挙当日及び選挙の後で§３の対象となる報告の提出まで実行する。 

 §3. 遅くとも投票終了後10日までに、いずれにせよ県、基礎自治体及び（地区）の議会に関係ある選挙についての選挙の有効性宣

告の後で、専門家たちは報告書をワロン政府及び議会に提出する。報告書はとりわけ使用された設備及びソフトウェアに関する

勧告を含む。 

 §4. 専門家たちは秘密厳守の義務がある。この秘密厳守違反は全て刑法第458条に従い、処罰されることになる。 

第Ⅱ編 自動投票制度 

第１条 投票事務所の投票所の仕切りにはそれぞれ投票機械が備え付けられる。 

第２条 

 §1. 投票所の仕切りに赴く前に、選挙人は投票事務所長若しくはその指名をされた陪席から所長若しくは陪席があらかじめ電子工

学投票箱によって正常な状態で作動させてある磁気カードを受け取る。 

 §2. その投票を表明するために、選挙人は最初に磁気カードを読取り記録のために予定されたこの投票機械の裂け目に差し込む。 

    複数の選挙が同時に行われる場合には、投票が行われる順番を政府が定める。 

 §3. 全ての場合に、ディスプレイが候補者名簿の順番及び略号を掲示する。 

    選挙人はライトペンによりその選ぶ名簿を示す。選挙人は同様にその投票を提示された名簿のいずれにも与えたくなければ白

票により示すことができる。 

    （選挙人がある名簿を選んだ後で、ディスプレイが、この名簿について、順位が前にある候補者たちの苗字及び名前を掲示す

る ─ 2006年７月１日の地域圏法第５条の§４）。 

    選挙人はライトペンを以下の所に置くことによりその投票を表明する： 

   １º 候補者たちの立候補届出順に賛同するならば名簿の第１順位に置かれた欄に； 

   ２º 同じ名簿の一人乃至複数の候補者の正面に置かれた欄に。 

 §4. 選挙人が§３に従ってその投票を表明した後で、確認するよう促され、この確認は対象となっている選挙についての選挙人の

投票を終了させる。投票が確認されない限り、選挙人は投票動作をやり直すことができる。 
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 §5. 必要な場合には、選挙人はこの後ディスプレイ上に現れる情報により次の選挙のための同じ手続に従って投票するよう促され

る。 

第３条 選挙人が選挙の全部について投票をすますと、磁気カードは投票機械から取り外される。選挙人にはそのとき次条により予定

される手続に従いそれぞれの選挙について自分が表明した投票をこの機械の画面上で見ることができる。次いで、選挙人は磁気カー

ドを事務所長若しくはその指名した陪席に戻し、事務所長たちはカードがそれぞれの印が記入されていないか若しくはぼけていない

かを検証する。そのような場合には、選挙人にそれが書き込まれている情報記憶装置の元の媒体上に書込みの後でそのままになって

いる電子工学投票箱にカードを差し込むよう促す。これらの書込みの順序は無作為の方法で定められる。 

 磁気カードは以下の場合は無効である： 

   １º 前段落の対象となる検証のときに、印若しくは書込みがカード上になされている場合に選挙人と特定することができる； 

   ２º 誤った操作又はその他全て思いがけない操作のせいで、選挙人が引き渡されたカードを傷つけた場合； 

   ３º 何らかの技術的理由で電子工学投票箱によるカードの書込みができないことが明らかになった場合。 

 前段落の対象となる場合には、選挙人は別のカードを使って投票をやり直すよう促される。二番目の試みのときに、磁気カードが前

段落１ºにより新たに無効になった場合には、投票は無効が宣告される。 

第４条 選挙人は、選挙の全部について投票をすまし、磁気カードが投票機械から取り外されると、この機械の画面でそれぞれの選挙

についてその表明した投票を見ることができる。画面はそれにより投票が表明された順序で作られる。 

第５条 その投票を表明するのに難儀を感じる選挙人は事務所長によるか若しくは立会人又はその他の人々以外のその指名したその他

の事務所構成員により支援を受けることができる。 

 事務所の所長か又は他の誰か構成員がこの難儀に異議を唱えたら、事務所が決定を下し且つその理由を付した決定は記録に記載され

る。 

第６条 

 §1. 投票の後で、事務所長はもう不要となった投票箱を次の投票のために返却する。情報記憶装置の元の媒体上に書き込まれた情

報は直ちに転写が行われる別の情報記憶装置の媒体上に転写される。 

 §2. 県及び基礎自治体の同時選挙の場合には、３台の情報記憶装置の媒体、内１台は原本、１台は小郡主要事務局に用意される転

写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写、が据え付けられる。 

    前段落により用意された転写の読取りが障害を引き起こした場合には、小郡主要事務局に用意される転写が基礎自治体主要事

務局のための転写もする。 

 §3. 県、基礎自治体及び（地区）の同時選挙の場合には、４台の情報記憶装置の媒体、内１台は元の原本、１台は小郡主要事務局

に用意される転写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写及び１台は（地区）主要事務局に用意される転写、が据え付

けられる。 

第７条 それぞれの記憶媒体装置は、原本若しくは転写に関する記載、選挙日、投票事務所及び場合によっては選挙小郡、基礎自治体

若しくは（地区）の区別が上書きに記されている別々の包みに入れられる。 

第８条 投票事務所の記録は審議中に作成される。それには、投票の後で投票箱ごとに明らかになった書き込まれた投票数、そのため

にそれらが本章第３条の第２及び第３段落により無効と宣告された無効の磁気カード並びに不使用の磁気カードの枚数が記載される。 

 記録には同様に、必要があれば、投票作業中に発生した障害及び故障も記載される。一方では、無効の磁気カード及び投票の無効を

宣告する理由のあったもの、他方では、選挙人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表

明された投票が書き込まれた磁気カードは記録に添えられた別々に封緘された包みに封入される。 

 未使用の磁気カードは投票事務所長から基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に手渡される封緘される包みに

封入される。 

第９条 封緘された投票箱は投票後直ちに基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に引き渡される。記録及び添付

包み並びに情報記憶装置媒体は直ちに投票事務所長から、受領証と引き替えに、小郡主要事務局長に、基礎自治体主要事務局長に用

意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包みを除いて引き渡され、この包みは基礎自治体及び県の同時選挙のときは、受領証と

引き替えに、この事務局の局長に投票事務所長からか若しくはその指名した陪席から引き渡される。 

 基礎自治体だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従い基礎自治体主要事務局長に引き渡される。 

 県、基礎自治体および（地区）の同時選挙の場合には、（地区）主要事務局長に用意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包み

は投票事務所長からか若しくはその指名した陪席からこの事務局の局長に受領証と引き替えに引き渡される。 

 （地区）だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従って（地区）主要事務局長に引き渡される。 

第Ⅲ編 投票特別規定 

第１条 自動投票制度が使用される投票事務所では、 

   １º （本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第３条の§１及び同第Ⅰ編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、

投票所の仕切りによる選挙人の最大人数は180人に増やされる； 

   ２º （本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§３の１º及び§４第１小節、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条の§１乃至§４及び第Ⅰ巻第Ⅰ
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らの官公署からそのそれぞれが同意した出資額まで政府により定められた様式に従って支払われる。 

    設備が基礎自治体により取得されたときは、地域圏は第２及び第３段落の対象となる制度の数と金額が超えてはならない政府

によって定められる基準に従いその20％に達するまで出資費用に対し財政的に関与する。 

 §2. 設備の保守及び保有は基礎自治体の負担である。選挙当日の支援費用は地域圏の負担である。 

    但し、自動化される投票を企画する1994年４月11日の国法の発効以前に締結された協定を実施している企業により実施されて

いる保守及び保有の手当の経費の負担は地域圏の負担のままである。 

 §3. 基礎自治体はその経費で使用不能の設備の全てを修理若しくは交換させる責任がある。 

    この場合には、§１の第２及び第３段落の対象となる金額は、同じ段標の第２段落で予定された期限満了まで支払が残る。 

 §4. コンピュータ・ソフトウェア、安全規範、個人磁気カード及び記憶装置は政府若しくはその代理からそれぞれの選挙のときに

提供される。 

    投票箱の中に置かれている磁気カード並びに未使用の磁気カードはその元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効で

終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙

人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カード、

及び投票事務所から出てきた記憶装置、並びに投票の集計のために主要事務局により使用されたものは、基礎自治体主要事務局

により使用されたもの以外は、その元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効かで終了しない限り、第一審の裁判所の

事務長か治安判事の所に保管される。基礎自治体主要事務局により使用された記憶装置はその元となる情報と一緒に、選挙が有

効か若しくは無効かで終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。 

第４条 基礎自治体は投票設備を、基礎自治体の管理のために、選挙の日の３日前までにこの設備を選挙のために使用可能な状態に戻

して機能を整理するという条件で他の目的に使用することができる。 

第５条 本章第１条の対象となる選挙区若しくは選挙小郡の一部となっている基礎自治体は投票用紙の作成及び開票事務所の事務に関

する経費の配分並びに投票の自動化のために選挙区若しくは選挙小郡の選挙事務局に関係がなくなった経費の配分から除外される。 

第６条 

 §1. 県及び基礎自治体の議会及び（地区）議会の構成員たちの選挙の際は、ワロン地域圏議会及びドイツ語話者共同体は実務専門

家一人及び補欠専門家一人を指名することができる。 

    これらの者は専門家集団を結成する。 

 §2. これらの専門家たちは選挙のときに作成に関する手続、装置の配分及び使用、ソフトウェア及び電子工学情報媒体並びに自動

化された投開票制度全体の使用及び良好な作動を管理する。専門家たちはワロン地域圏内閣からハードウェア並びに自動化され

た投開票制度の管理を行うために使用されるデータ、資料及び情報の全体を受け取る。 

    とりわけ投票機械の信頼性、投票の電子工学的投票箱の正確な転記を検証することができるし、この管理を選挙の前40日目か

ら、選挙当日及び選挙の後で§３の対象となる報告の提出まで実行する。 

 §3. 遅くとも投票終了後10日までに、いずれにせよ県、基礎自治体及び（地区）の議会に関係ある選挙についての選挙の有効性宣

告の後で、専門家たちは報告書をワロン政府及び議会に提出する。報告書はとりわけ使用された設備及びソフトウェアに関する

勧告を含む。 

 §4. 専門家たちは秘密厳守の義務がある。この秘密厳守違反は全て刑法第458条に従い、処罰されることになる。 

第Ⅱ編 自動投票制度 

第１条 投票事務所の投票所の仕切りにはそれぞれ投票機械が備え付けられる。 

第２条 

 §1. 投票所の仕切りに赴く前に、選挙人は投票事務所長若しくはその指名をされた陪席から所長若しくは陪席があらかじめ電子工

学投票箱によって正常な状態で作動させてある磁気カードを受け取る。 

 §2. その投票を表明するために、選挙人は最初に磁気カードを読取り記録のために予定されたこの投票機械の裂け目に差し込む。 

    複数の選挙が同時に行われる場合には、投票が行われる順番を政府が定める。 

 §3. 全ての場合に、ディスプレイが候補者名簿の順番及び略号を掲示する。 

    選挙人はライトペンによりその選ぶ名簿を示す。選挙人は同様にその投票を提示された名簿のいずれにも与えたくなければ白

票により示すことができる。 

    （選挙人がある名簿を選んだ後で、ディスプレイが、この名簿について、順位が前にある候補者たちの苗字及び名前を掲示す

る ─ 2006年７月１日の地域圏法第５条の§４）。 

    選挙人はライトペンを以下の所に置くことによりその投票を表明する： 

   １º 候補者たちの立候補届出順に賛同するならば名簿の第１順位に置かれた欄に； 

   ２º 同じ名簿の一人乃至複数の候補者の正面に置かれた欄に。 

 §4. 選挙人が§３に従ってその投票を表明した後で、確認するよう促され、この確認は対象となっている選挙についての選挙人の

投票を終了させる。投票が確認されない限り、選挙人は投票動作をやり直すことができる。 
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 §5. 必要な場合には、選挙人はこの後ディスプレイ上に現れる情報により次の選挙のための同じ手続に従って投票するよう促され

る。 

第３条 選挙人が選挙の全部について投票をすますと、磁気カードは投票機械から取り外される。選挙人にはそのとき次条により予定

される手続に従いそれぞれの選挙について自分が表明した投票をこの機械の画面上で見ることができる。次いで、選挙人は磁気カー

ドを事務所長若しくはその指名した陪席に戻し、事務所長たちはカードがそれぞれの印が記入されていないか若しくはぼけていない

かを検証する。そのような場合には、選挙人にそれが書き込まれている情報記憶装置の元の媒体上に書込みの後でそのままになって

いる電子工学投票箱にカードを差し込むよう促す。これらの書込みの順序は無作為の方法で定められる。 

 磁気カードは以下の場合は無効である： 

   １º 前段落の対象となる検証のときに、印若しくは書込みがカード上になされている場合に選挙人と特定することができる； 

   ２º 誤った操作又はその他全て思いがけない操作のせいで、選挙人が引き渡されたカードを傷つけた場合； 

   ３º 何らかの技術的理由で電子工学投票箱によるカードの書込みができないことが明らかになった場合。 

 前段落の対象となる場合には、選挙人は別のカードを使って投票をやり直すよう促される。二番目の試みのときに、磁気カードが前

段落１ºにより新たに無効になった場合には、投票は無効が宣告される。 

第４条 選挙人は、選挙の全部について投票をすまし、磁気カードが投票機械から取り外されると、この機械の画面でそれぞれの選挙

についてその表明した投票を見ることができる。画面はそれにより投票が表明された順序で作られる。 

第５条 その投票を表明するのに難儀を感じる選挙人は事務所長によるか若しくは立会人又はその他の人々以外のその指名したその他

の事務所構成員により支援を受けることができる。 

 事務所の所長か又は他の誰か構成員がこの難儀に異議を唱えたら、事務所が決定を下し且つその理由を付した決定は記録に記載され

る。 

第６条 

 §1. 投票の後で、事務所長はもう不要となった投票箱を次の投票のために返却する。情報記憶装置の元の媒体上に書き込まれた情

報は直ちに転写が行われる別の情報記憶装置の媒体上に転写される。 

 §2. 県及び基礎自治体の同時選挙の場合には、３台の情報記憶装置の媒体、内１台は原本、１台は小郡主要事務局に用意される転

写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写、が据え付けられる。 

    前段落により用意された転写の読取りが障害を引き起こした場合には、小郡主要事務局に用意される転写が基礎自治体主要事

務局のための転写もする。 

 §3. 県、基礎自治体及び（地区）の同時選挙の場合には、４台の情報記憶装置の媒体、内１台は元の原本、１台は小郡主要事務局

に用意される転写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写及び１台は（地区）主要事務局に用意される転写、が据え付

けられる。 

第７条 それぞれの記憶媒体装置は、原本若しくは転写に関する記載、選挙日、投票事務所及び場合によっては選挙小郡、基礎自治体

若しくは（地区）の区別が上書きに記されている別々の包みに入れられる。 

第８条 投票事務所の記録は審議中に作成される。それには、投票の後で投票箱ごとに明らかになった書き込まれた投票数、そのため

にそれらが本章第３条の第２及び第３段落により無効と宣告された無効の磁気カード並びに不使用の磁気カードの枚数が記載される。 

 記録には同様に、必要があれば、投票作業中に発生した障害及び故障も記載される。一方では、無効の磁気カード及び投票の無効を

宣告する理由のあったもの、他方では、選挙人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表

明された投票が書き込まれた磁気カードは記録に添えられた別々に封緘された包みに封入される。 

 未使用の磁気カードは投票事務所長から基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に手渡される封緘される包みに

封入される。 

第９条 封緘された投票箱は投票後直ちに基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に引き渡される。記録及び添付

包み並びに情報記憶装置媒体は直ちに投票事務所長から、受領証と引き替えに、小郡主要事務局長に、基礎自治体主要事務局長に用

意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包みを除いて引き渡され、この包みは基礎自治体及び県の同時選挙のときは、受領証と

引き替えに、この事務局の局長に投票事務所長からか若しくはその指名した陪席から引き渡される。 

 基礎自治体だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従い基礎自治体主要事務局長に引き渡される。 

 県、基礎自治体および（地区）の同時選挙の場合には、（地区）主要事務局長に用意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包み

は投票事務所長からか若しくはその指名した陪席からこの事務局の局長に受領証と引き替えに引き渡される。 

 （地区）だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従って（地区）主要事務局長に引き渡される。 

第Ⅲ編 投票特別規定 

第１条 自動投票制度が使用される投票事務所では、 

   １º （本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第３条の§１及び同第Ⅰ編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、

投票所の仕切りによる選挙人の最大人数は180人に増やされる； 

   ２º （本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§３の１º及び§４第１小節、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条の§１乃至§４及び第Ⅰ巻第Ⅰ
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編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、選挙人800人以上の投票事務所は、事務所長及び書記

以外に、コンピュータの経験が裏付けられる書記補一人並びに五人の陪席及び五人の陪席補を含む；選挙法第104条及び第109

条の諸規定は書記補に適用される； 

   ３º 選挙法第142条の第１及び第２段落に反して、政府は投票事務所の開場を延長することができる。 

     この場合には、この事務所の所長及びその他の構成員の出席手当を50％加算することができる。 

     第１段落の３º項の対象となる場合には、選挙人たちへの説明書が備えられる。 

第２条 自動投票制度が使用される投票事務所では、所長が事務所の開場の準備として磁気カードを差し入れる予定の投票箱の容器が

空で封印されていることを開場前に検証する。 

 当該選挙のために定められた一件書類に加えて、選挙人たちが自由に使えるように、本巻の１冊が投票事務所内に、２冊目が待合室

に置かれる。それぞれの選挙のために立候補の届出をした候補者たちの名簿の全てが各投票事務所内でこのために用意された掲示板

に掲示される。これらの名簿は同様にそれぞれの投票場仕切り内にも貼られる。 

第Ⅳ編 選挙の予備作業 

第１条 政府は、選挙人団主要事務局に、県主要事務局に、選挙区事務局に、（地区）事務局に、小郡主要事務局に、基礎自治体主要

事務局に及び投票事務所に用意される選挙用のソフトウェアを練り上げる。 

第２条 

 §1. 候補者名簿の最終決定の直ぐ後で、又は上訴の場合には、事務局が控訴院若しくは国務院の判決を知ったら直ちに、その管轄

の選挙小郡が自動投票に関係がある限り選挙人団、選挙区若しくは（地区）の主要事務局長、又はこれらの選挙小郡内に含まれ

る基礎自治体主要事務局長は政府により指名された公務員にこれらの名簿及びそれらに割り当てられた番号を伝達する。 

    第１段落の対象となる情報は認証されている限り磁気媒体で伝達されることができる。 

 §2. ソフトウェアが画面上に出現させるように届け出られた名簿の順番及び略号の全体を転写した一件書類及び候補者名簿は、§

１の対象となる主要事務局長の同意に付される。 

    各局長は、必要ならば、必要な訂正を行った後で一件書類を検証して上述の公務員に一件書類を返送する。 

    各局長は小郡主要事務局により、基礎自治体主要事務局により投票の集計に用意された情報記憶装置媒体、並びに、場合によ

り、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を据え付けさせる。 

 §3. 主要事務局若しくは投票事務所により封緘される包みに封入されたこれらの媒体は受領証と引き替えに少なくとも選挙の３日

前に主要事務局長たちに届けられる。それぞれの包みには事務局の区別の上書を記す。事務局ごとに区別して封緘された包みも

同様に受領証と引き替えに主要事務局長に戻される包みは情報記憶装置媒体の使用のために必要な安全の部品を含む。 

    主要事務局長は受領証と引き替えに選挙の直前にその管轄の各投票事務所長に関連のある包みを届ける。県及び基礎自治体の

同時選挙の場合は、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を入れ直した包み及び安全の部品を入れ直した包みは政府から基

礎自治体主要事務局長に伝達され、同局長はこれらの包みを第２段落に従い投票事務所長たちに引き渡す。 

第Ⅴ編 投票集計作業 

第１条 小郡若しくは基礎自治体の主要事務局長は、場合に応じて、投票事務所から届いた情報記憶装置媒体を受け取ったら直ちに、

投票の集計用に用意された情報記憶装置媒体上に元の媒体の書込みを行う。 

 元の情報記憶装置媒体による書込みができないことが明らかになった場合には、主要事務局長はこの媒体の転写によって書込みの作

業をやり直す。 

 この作業も同様にできないことが明らかになった場合には、主要事務局長は照応する電子工学投票箱の提供を当該基礎自治体に要求

する；開封された後、同局長はその投票箱に入っている磁気カードの完全な書込みを行う。投票事務所の書込みが終わると、主要事

務局長は改めて投票箱を封緘して基礎自治体に返却する。その後で同局長はそのように設定された新たな情報記憶装置媒体の書込み

を行う。 

第２条 諸名簿により獲得された部分的結果の小郡主要事務局長若しくは基礎自治体の主要事務局長による公表は少なくとも10の投票

事務所の書込みの後で追加の10事務所の結果ごとに以下同様に全投票事務所を書き込むまで述べることができる。 

 １小郡若しくは１基礎自治体が30以上の投票事務所を数える場合には、主要事務局は情報処理システムを少なくとも30の区切りごと

に整理することができる。 

 第１段落の諸規定は情報処理システムにより実施される。各事務所の結果は、集計作業のために、特定の情報処理システムにより書

き込まれる。情報処理システムによる各投票事務所の結果の書込みの後で、システムの一つが場合に応じて小郡若しくは基礎自治体

の全投票の集計に振り向けられる。 

第３条 全投票事務所の結果が書き込まれると、主要事務局長は記録及び様式が政府により定められる投票点検一覧表の印刷を行う。 

第４条 

 §1. 記録及び点検一覧表は主要事務局の事務局長、その他の構成員及び立会人により署名されて、上書が内容を表示する封緘され

た包みに封入される。 

    この包み並びに投票事務所の記録を封入した包みは主要事務局長が24時間以内に以下に届けさせた封緘された一つの梱包に集
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められる： 

   １º 県議会の選挙区の主要事務局長に； 

   ２º 基礎自治体議会議員選挙のため及び（地区）議会議員選挙のために県知事に。 

    無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙人たちへの事務局開場以前に投票事務所長若しくは事務

所構成員たちによるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カードは選挙が有効か若しくは無効かが最終的に宣告され

た直ぐ後で政府の代理を務める公務員に伝達される。 

 §2. 投票事務所から届いた情報記憶装置媒体並びに主要事務局により投票の集計に使用されたものは、受領証と引き替えに、選挙

の有効か無効かが最終的に宣告された直ぐ後で政府の代理を務める公務員に手渡される。この公務員は情報記憶装置媒体の消去

を行い、この消去が実行されたことを書面で確認する。 

 §3. 選挙が最終的に有効か若しくは無効になったら直ちに、投票箱に入っている磁気カード及び未使用の磁気カードは、このため

に（基礎自治体理事会）により指定された部屋の中か、又はこのために指名された政府の代理の公務員の所で保管される。 

第Ⅵ編 最終規定 

第１条 情報記憶装置媒体及び磁気カードの偽造は公文書偽造同様に処罰される。 

第２条 選挙法第200条は投票制度及び集計の不正な改ざん並びに情報記憶装置媒体及び磁気カードに適用することができる。 

第３条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる選挙小郡には適用することができない、：（本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第21条の§

１乃至§６、同第23条、第28条の§１、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§５、同第13条、第Ⅳ編第Ⅳ章第２条、第３条乃至第８条、第９条乃

至第12条、第Ⅱ章第38条の§１乃至§４、第Ⅰ編第Ⅰ章第２条、第Ⅳ編第Ⅲ章第１条及び第２条、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§４、第Ⅳ

編第Ⅳ章第６条、同第Ⅲ章第１条及び２条並びに第Ⅳ章第６条第１段落 ─ 2006年７月19日の地域圏法第２条）。 

第４条 

 §1. 本巻の適用のために（第Ⅳ編第Ⅴ章第３条第２段落及び第12条§１ ─ 2006年７月19日の地域圏法第３条）において《投票用

紙》（bulletins）の語を《投票》（suffrages）の語に置き替える必要がある。 

 §2. 選挙法第204条、第205条及び第206条は本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第１条及び第２条の対象となる違反に適用される。 

第５条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる基礎自治体選挙人団には適用することができない、： 

   １º （第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第38条の§１、§２の第２段落、及び§３、§４、第41 条の§１、同第Ⅲ章第21条の§１及び§４

乃至§７、第27条、同第４章の第３条乃至第13条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の１）の条文； 

   ２º 本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第３条の対象となる選挙法の諸条文又は投票用紙及び開票事務所に関係のあるものに準拠した本法第Ⅳ部

（第Ⅰ巻の諸規定 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の２の１）。 

第６条 ｛条文なし｝（…… ─ 2006年７月19日の地域圏法第５条）。 

第７条 政府は必要があれば選挙小郡及び基礎自治体選挙人団のレベルでの選挙に関する選挙人たちのための説明書を備える。 

 

第５部 受任及び報酬の申告事項の受任者の義務について 

 

第Ⅰ巻 定 義 
編唯一 

章唯一 

第１条 本法の第Ⅴ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅴ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条の適用のためには、以下のように解する： 

  ─ 本来の任務：基礎自治体議員、助役、長、県選出下院議員、県議会議員若しくは立法が基礎自治体への出席を予定している場合

には社会福祉公共センター理事長； 

  ─ 派生的任務：その範囲内でそれを行使する権限によろうと、それ以外のいずれの方法によろうと本来の任務の資格により行使さ

れ、この本来の任務の理由で託されている職務の全て； 

  ─ 受任者：本来の任務及び派生的任務の資格保持者の全て； 

  ─ 私人としての任務：法人又は事実上の派生的任務ではない団体の管理機関において行使される任務の全て； 

  ─ 執行部本来の任務：長、助役、県選出下院議員、及び立法が基礎自治体への出席を予定している場合には社会福祉公共センター

理事長の職務； 

  ─ 政治的類の任務、職務及び公務：本来の任務としても派生的任務としても整理されない政治的類の任務、職務及び公務； 

   第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§２及び第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の§２については、連邦国家の閣内大臣たち、副

大臣たち、地域圏若しくは共同体政府の構成員たちの職務は政治的類の任務、職務及び公務とはならない。 

  ─ 以下のような性格のものであれ、全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは

外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、政治的類の任務、職務及び公務として整理されない任務、管理職若しくは専

門職の任務：本来の若しくは派生的任務としても政治的類の任務、職務若しくは公務としても整理されない管理職若しくは専門
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編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、選挙人800人以上の投票事務所は、事務所長及び書記

以外に、コンピュータの経験が裏付けられる書記補一人並びに五人の陪席及び五人の陪席補を含む；選挙法第104条及び第109

条の諸規定は書記補に適用される； 

   ３º 選挙法第142条の第１及び第２段落に反して、政府は投票事務所の開場を延長することができる。 

     この場合には、この事務所の所長及びその他の構成員の出席手当を50％加算することができる。 

     第１段落の３º項の対象となる場合には、選挙人たちへの説明書が備えられる。 

第２条 自動投票制度が使用される投票事務所では、所長が事務所の開場の準備として磁気カードを差し入れる予定の投票箱の容器が

空で封印されていることを開場前に検証する。 

 当該選挙のために定められた一件書類に加えて、選挙人たちが自由に使えるように、本巻の１冊が投票事務所内に、２冊目が待合室

に置かれる。それぞれの選挙のために立候補の届出をした候補者たちの名簿の全てが各投票事務所内でこのために用意された掲示板

に掲示される。これらの名簿は同様にそれぞれの投票場仕切り内にも貼られる。 

第Ⅳ編 選挙の予備作業 

第１条 政府は、選挙人団主要事務局に、県主要事務局に、選挙区事務局に、（地区）事務局に、小郡主要事務局に、基礎自治体主要

事務局に及び投票事務所に用意される選挙用のソフトウェアを練り上げる。 

第２条 

 §1. 候補者名簿の最終決定の直ぐ後で、又は上訴の場合には、事務局が控訴院若しくは国務院の判決を知ったら直ちに、その管轄

の選挙小郡が自動投票に関係がある限り選挙人団、選挙区若しくは（地区）の主要事務局長、又はこれらの選挙小郡内に含まれ

る基礎自治体主要事務局長は政府により指名された公務員にこれらの名簿及びそれらに割り当てられた番号を伝達する。 

    第１段落の対象となる情報は認証されている限り磁気媒体で伝達されることができる。 

 §2. ソフトウェアが画面上に出現させるように届け出られた名簿の順番及び略号の全体を転写した一件書類及び候補者名簿は、§

１の対象となる主要事務局長の同意に付される。 

    各局長は、必要ならば、必要な訂正を行った後で一件書類を検証して上述の公務員に一件書類を返送する。 

    各局長は小郡主要事務局により、基礎自治体主要事務局により投票の集計に用意された情報記憶装置媒体、並びに、場合によ

り、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を据え付けさせる。 

 §3. 主要事務局若しくは投票事務所により封緘される包みに封入されたこれらの媒体は受領証と引き替えに少なくとも選挙の３日

前に主要事務局長たちに届けられる。それぞれの包みには事務局の区別の上書を記す。事務局ごとに区別して封緘された包みも

同様に受領証と引き替えに主要事務局長に戻される包みは情報記憶装置媒体の使用のために必要な安全の部品を含む。 

    主要事務局長は受領証と引き替えに選挙の直前にその管轄の各投票事務所長に関連のある包みを届ける。県及び基礎自治体の

同時選挙の場合は、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を入れ直した包み及び安全の部品を入れ直した包みは政府から基

礎自治体主要事務局長に伝達され、同局長はこれらの包みを第２段落に従い投票事務所長たちに引き渡す。 

第Ⅴ編 投票集計作業 

第１条 小郡若しくは基礎自治体の主要事務局長は、場合に応じて、投票事務所から届いた情報記憶装置媒体を受け取ったら直ちに、

投票の集計用に用意された情報記憶装置媒体上に元の媒体の書込みを行う。 

 元の情報記憶装置媒体による書込みができないことが明らかになった場合には、主要事務局長はこの媒体の転写によって書込みの作

業をやり直す。 

 この作業も同様にできないことが明らかになった場合には、主要事務局長は照応する電子工学投票箱の提供を当該基礎自治体に要求

する；開封された後、同局長はその投票箱に入っている磁気カードの完全な書込みを行う。投票事務所の書込みが終わると、主要事

務局長は改めて投票箱を封緘して基礎自治体に返却する。その後で同局長はそのように設定された新たな情報記憶装置媒体の書込み

を行う。 

第２条 諸名簿により獲得された部分的結果の小郡主要事務局長若しくは基礎自治体の主要事務局長による公表は少なくとも10の投票

事務所の書込みの後で追加の10事務所の結果ごとに以下同様に全投票事務所を書き込むまで述べることができる。 

 １小郡若しくは１基礎自治体が30以上の投票事務所を数える場合には、主要事務局は情報処理システムを少なくとも30の区切りごと

に整理することができる。 

 第１段落の諸規定は情報処理システムにより実施される。各事務所の結果は、集計作業のために、特定の情報処理システムにより書

き込まれる。情報処理システムによる各投票事務所の結果の書込みの後で、システムの一つが場合に応じて小郡若しくは基礎自治体

の全投票の集計に振り向けられる。 

第３条 全投票事務所の結果が書き込まれると、主要事務局長は記録及び様式が政府により定められる投票点検一覧表の印刷を行う。 

第４条 

 §1. 記録及び点検一覧表は主要事務局の事務局長、その他の構成員及び立会人により署名されて、上書が内容を表示する封緘され

た包みに封入される。 

    この包み並びに投票事務所の記録を封入した包みは主要事務局長が24時間以内に以下に届けさせた封緘された一つの梱包に集
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められる： 

   １º 県議会の選挙区の主要事務局長に； 

   ２º 基礎自治体議会議員選挙のため及び（地区）議会議員選挙のために県知事に。 

    無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙人たちへの事務局開場以前に投票事務所長若しくは事務

所構成員たちによるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カードは選挙が有効か若しくは無効かが最終的に宣告され

た直ぐ後で政府の代理を務める公務員に伝達される。 

 §2. 投票事務所から届いた情報記憶装置媒体並びに主要事務局により投票の集計に使用されたものは、受領証と引き替えに、選挙

の有効か無効かが最終的に宣告された直ぐ後で政府の代理を務める公務員に手渡される。この公務員は情報記憶装置媒体の消去

を行い、この消去が実行されたことを書面で確認する。 

 §3. 選挙が最終的に有効か若しくは無効になったら直ちに、投票箱に入っている磁気カード及び未使用の磁気カードは、このため

に（基礎自治体理事会）により指定された部屋の中か、又はこのために指名された政府の代理の公務員の所で保管される。 

第Ⅵ編 最終規定 

第１条 情報記憶装置媒体及び磁気カードの偽造は公文書偽造同様に処罰される。 

第２条 選挙法第200条は投票制度及び集計の不正な改ざん並びに情報記憶装置媒体及び磁気カードに適用することができる。 

第３条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる選挙小郡には適用することができない、：（本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第21条の§

１乃至§６、同第23条、第28条の§１、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§５、同第13条、第Ⅳ編第Ⅳ章第２条、第３条乃至第８条、第９条乃

至第12条、第Ⅱ章第38条の§１乃至§４、第Ⅰ編第Ⅰ章第２条、第Ⅳ編第Ⅲ章第１条及び第２条、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§４、第Ⅳ

編第Ⅳ章第６条、同第Ⅲ章第１条及び２条並びに第Ⅳ章第６条第１段落 ─ 2006年７月19日の地域圏法第２条）。 

第４条 

 §1. 本巻の適用のために（第Ⅳ編第Ⅴ章第３条第２段落及び第12条§１ ─ 2006年７月19日の地域圏法第３条）において《投票用

紙》（bulletins）の語を《投票》（suffrages）の語に置き替える必要がある。 

 §2. 選挙法第204条、第205条及び第206条は本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第１条及び第２条の対象となる違反に適用される。 

第５条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる基礎自治体選挙人団には適用することができない、： 

   １º （第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第38条の§１、§２の第２段落、及び§３、§４、第41 条の§１、同第Ⅲ章第21条の§１及び§４

乃至§７、第27条、同第４章の第３条乃至第13条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の１）の条文； 

   ２º 本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第３条の対象となる選挙法の諸条文又は投票用紙及び開票事務所に関係のあるものに準拠した本法第Ⅳ部

（第Ⅰ巻の諸規定 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の２の１）。 

第６条 ｛条文なし｝（…… ─ 2006年７月19日の地域圏法第５条）。 

第７条 政府は必要があれば選挙小郡及び基礎自治体選挙人団のレベルでの選挙に関する選挙人たちのための説明書を備える。 

 

第５部 受任及び報酬の申告事項の受任者の義務について 

 

第Ⅰ巻 定 義 
編唯一 

章唯一 

第１条 本法の第Ⅴ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅴ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条の適用のためには、以下のように解する： 

  ─ 本来の任務：基礎自治体議員、助役、長、県選出下院議員、県議会議員若しくは立法が基礎自治体への出席を予定している場合

には社会福祉公共センター理事長； 

  ─ 派生的任務：その範囲内でそれを行使する権限によろうと、それ以外のいずれの方法によろうと本来の任務の資格により行使さ

れ、この本来の任務の理由で託されている職務の全て； 

  ─ 受任者：本来の任務及び派生的任務の資格保持者の全て； 

  ─ 私人としての任務：法人又は事実上の派生的任務ではない団体の管理機関において行使される任務の全て； 

  ─ 執行部本来の任務：長、助役、県選出下院議員、及び立法が基礎自治体への出席を予定している場合には社会福祉公共センター

理事長の職務； 

  ─ 政治的類の任務、職務及び公務：本来の任務としても派生的任務としても整理されない政治的類の任務、職務及び公務； 

   第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§２及び第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の§２については、連邦国家の閣内大臣たち、副

大臣たち、地域圏若しくは共同体政府の構成員たちの職務は政治的類の任務、職務及び公務とはならない。 

  ─ 以下のような性格のものであれ、全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは

外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、政治的類の任務、職務及び公務として整理されない任務、管理職若しくは専

門職の任務：本来の若しくは派生的任務としても政治的類の任務、職務若しくは公務としても整理されない管理職若しくは専門
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職の任務、職務。 

   私人としての任務は今の定義の意味での任務、管理職若しくは専門職と見なされる。 

  ─ 非選人：本来の任務の資格がなくて基礎自治体、県、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合の機

関の一つの決定の結果として法人若しくは事実上の団体の管理責任を行使する人物； 

  ─ 報酬：本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若しくは公務又は仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは

法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管

理職若しくは専門職の行使の代償として支払われる一般的に何らかの金額の全て； 

  ─ 現物給与：一般的に金額の支払によって表現されるのでなくて、本来の任務、派生的任務、本巻の意味での政治的類の任務、職

務及び公務、政治的類の任務、職務及び公務の行使の代償として与えられる何らかの現物給与の全て。現物給与は本法の第５部

第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第２条の§１に従って評価される。 

  ─ 監督機関：このために地域圏法制定議会によってか又は政府によって設立される法人若しくは公共機関、監督機構が設置されて

いない限りそれらの権限は政府か又は政府がこの任務を委任する公共機関によって遂行される。 

   （下院、上院、ワロン議会、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体若しくは欧州議会の構成員たちである本来の任務の肩

書保持者については、このために下院がそこにおいてその任務を遂行するその下院によって任命される決定機関である。この場

合には、監督機関は毎年ワロン議会に本法のこの部分によって付与される任務の遂行について報告書を伝達する ─ 2008年６月

19日の地域圏法第２条）。 

第Ⅱ巻 申告について 

編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 本来の任務の肩書保持者により果たされなければならない申告は申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 本来の任務の報告 ─ 第１部分； 

   2. 派生的任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 政治的類の任務、職務若しくは公務の報告 ─ 第３部分； 

   4. 仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若し

くは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管理職若しくは専門職の報告。申告は同様にこれらの任務、管理職若

しくは専門職が報酬か現物支給が与えられるのが許されることも記載する ─ 第４部分； 

   5. 本来の任務と密接な関係のある現物支給並びに本来の任務の報酬の申告 ─ 第５部分； 

   6. 派生的任務と密接の関係のある現物支給並びに派生的任務の報酬の申告 ─ 第６部分； 

   7. 政治的類の任務、職務及び公務の報酬の報告 ─ 第７部分； 

   8. 第５部分乃至第７部分までの報酬及び現物支給の合計 ─ 第８部分。 

 §2. 執行部の本来の任務の資格保持者として果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について、私人とし

ての任務の範囲内で徴収された報酬の報告を含む第９部分並びに§１に記載されたものと同じ部分を含む。この部分は監督機関

で封印される包みにしまわれる。 

 §3. 非選人によって果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 託された任務とそれを託した機関の報告 ─ 第１部分； 

   2. 託された任務の結果である任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 託された任務の報酬及び託された任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第３部分； 

   4. 託された任務の結果である任務の報酬並びに託された任務の結果である任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第４部

分； 

 §4. 申告の書式は監督機関によって作成される。 

 §5. 監督機関は６年の期間中しまわれている申告を保管する。この期間の後で同機関はその破棄に留意する。 

第２条 

 §1. 遅くとも毎年６月30日までに本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が定めた様式に従って前条の§

１に列挙されたような１乃至８の部分を含んだ申告を送る。 

 §2. 遅くとも毎年６月30日までに執行部の本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って

前条の§２に列挙されたような１乃至９の部分を含んだ申告を送る。 

 §3. 遅くとも毎年６月30日までに非選人は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って前条の§３に列挙されたよ

うな１乃至４の部分を含んだ申告を送る。 
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第Ⅲ巻 各種受任の行使の範囲内の報酬及び現物支給に関して適用できる最高限度について 
第１条 

 §1. 以下の各段標は行政評議会又は法人若しくは事実上の団体の管理機関以外の全ての委員長、副委員長、理事又はその日常の管

理以外の特殊な職務に責任を持つ理事の派生的任務への従事に適用する。但し、住宅組合内での派生的任務には適用されない。

本法の第１部第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の意味での執行部の任務は特殊職務となる。 

 §2. 理事たちは、その他の全ての報酬及び現物支給を除き、その補佐する管理機関のそれぞれの会議への出席手当を受け取ること

ができる。出席手当の金額は県議会議員のそれを超えることはできない。 

    同じ法人若しくは事実上の団体内で補佐している会議の性格及び数がどうあろうと、同じ構成員には１日ごとの出席手当しか

与えられることができない。 

 §3. 日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物

支給の金額の60％を超えることはできない。報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §4. 副理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物支給の金額の75％を超えることはで

きないが、報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §5. 理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は本法の補遺に表示する金額を超えることはできない。 

    これらの報酬及び現物支給の最高額はこの同じ補遺に定められた媒介変数及び計算方法に従って点数の加算をした結果である。 

    最高額は公共部門の一定の経費の王国消費物価指数との連結制度を設定した1977年３月１日の国法により規定された規則に

従って物価指数の変動と連動する。 

    その額は1990年１月１日の138.01の指数軸に関係付けられる。 

 §6. 理事、日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事、副理事長及び理事長の出席手当、報酬及び現物支給が本法の補遺に定め

られた最高額を超えている場合には、行政評議会は上述の補遺に規定された３つの基準を尊重して、2008年３月１日以前に、認

められた最高額までその減額を行う。 

第２条 

 §1. 派生的任務の肩書保持者として享受する現物支給の額は所得税に関する税務官署により適用される規則の率で算定される。 

 §2. いかような受任者もそこでその派生的任務を遂行する法人に由来するクレジットカードの資格保持者にはなりえないし使用も

許されない。 

 §3. 本条は住宅組合内で行使される任務には適用されない。 

第３条 これまでの条文で決められる最高額は非選人にも同様に適用される。 

第Ⅳ巻 申告の規制手続について 

第Ⅰ編 監督機関とその権限について 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関又はそれらの職務を遂行する者たちは個人の性格に関する資料の取扱いに関する私生活保護に関する1992年12月８日

の国法第１条の§４の第２段落の意味での責任がある。 

 §2. 監督機関は申告の全てが本法の諸規定に合致しているかを点検する。同機関は報酬及び現物支給の最高額に関する義務が遵守

されているかに留意する。 

 §3. 監督機関はその監督下にある個人によるその税の申告並びにその目録の写しの通知、その所有を弁明できる会計書類又は全て

の書類を提出させることができる。同機関は同様にその聴聞も行うことができる。 

    本法の本部に予定された義務違反の兆候がある場合には、監督機関はその税の申告並びに受任者若しくは非選人の目録の写し

の通知、その所有を弁明できる会計書類又は全ての書類を第三者たちにより提出させることができる。同機関は同様にこれらの

第三者たちの聴聞も行うことができる。 

 §4. 監督機関の要員、規約若しくは契約職員は、刑法第458条に従って職業上知りえた秘密を守る義務がある。職員は本法により

予定された公開の原則を尊重するときしかその任務の遂行に関する情報を流布することはできない。 

第Ⅱ編 受任者たち及び非選人たちの申告の点検手続について 

章唯一 

第１条 

 §1. それらの任務の遂行において監督機関はそれが要求されているのに無申告、異常の存在若しくは違反の疑いを確認したときは、

その中に当事者に非がある可能性のある違反を表す意見を作成し、当事者については、場合に応じて受任者か非選人が対象とな

る。 

    この意見は書留郵便で通知される。 
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職の任務、職務。 

   私人としての任務は今の定義の意味での任務、管理職若しくは専門職と見なされる。 

  ─ 非選人：本来の任務の資格がなくて基礎自治体、県、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合の機

関の一つの決定の結果として法人若しくは事実上の団体の管理責任を行使する人物； 

  ─ 報酬：本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若しくは公務又は仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは

法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管

理職若しくは専門職の行使の代償として支払われる一般的に何らかの金額の全て； 

  ─ 現物給与：一般的に金額の支払によって表現されるのでなくて、本来の任務、派生的任務、本巻の意味での政治的類の任務、職

務及び公務、政治的類の任務、職務及び公務の行使の代償として与えられる何らかの現物給与の全て。現物給与は本法の第５部

第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第２条の§１に従って評価される。 

  ─ 監督機関：このために地域圏法制定議会によってか又は政府によって設立される法人若しくは公共機関、監督機構が設置されて

いない限りそれらの権限は政府か又は政府がこの任務を委任する公共機関によって遂行される。 

   （下院、上院、ワロン議会、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体若しくは欧州議会の構成員たちである本来の任務の肩

書保持者については、このために下院がそこにおいてその任務を遂行するその下院によって任命される決定機関である。この場

合には、監督機関は毎年ワロン議会に本法のこの部分によって付与される任務の遂行について報告書を伝達する ─ 2008年６月

19日の地域圏法第２条）。 

第Ⅱ巻 申告について 

編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 本来の任務の肩書保持者により果たされなければならない申告は申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 本来の任務の報告 ─ 第１部分； 

   2. 派生的任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 政治的類の任務、職務若しくは公務の報告 ─ 第３部分； 

   4. 仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若し

くは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管理職若しくは専門職の報告。申告は同様にこれらの任務、管理職若

しくは専門職が報酬か現物支給が与えられるのが許されることも記載する ─ 第４部分； 

   5. 本来の任務と密接な関係のある現物支給並びに本来の任務の報酬の申告 ─ 第５部分； 

   6. 派生的任務と密接の関係のある現物支給並びに派生的任務の報酬の申告 ─ 第６部分； 

   7. 政治的類の任務、職務及び公務の報酬の報告 ─ 第７部分； 

   8. 第５部分乃至第７部分までの報酬及び現物支給の合計 ─ 第８部分。 

 §2. 執行部の本来の任務の資格保持者として果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について、私人とし

ての任務の範囲内で徴収された報酬の報告を含む第９部分並びに§１に記載されたものと同じ部分を含む。この部分は監督機関

で封印される包みにしまわれる。 

 §3. 非選人によって果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 託された任務とそれを託した機関の報告 ─ 第１部分； 

   2. 託された任務の結果である任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 託された任務の報酬及び託された任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第３部分； 

   4. 託された任務の結果である任務の報酬並びに託された任務の結果である任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第４部

分； 

 §4. 申告の書式は監督機関によって作成される。 

 §5. 監督機関は６年の期間中しまわれている申告を保管する。この期間の後で同機関はその破棄に留意する。 

第２条 

 §1. 遅くとも毎年６月30日までに本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が定めた様式に従って前条の§

１に列挙されたような１乃至８の部分を含んだ申告を送る。 

 §2. 遅くとも毎年６月30日までに執行部の本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って

前条の§２に列挙されたような１乃至９の部分を含んだ申告を送る。 

 §3. 遅くとも毎年６月30日までに非選人は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って前条の§３に列挙されたよ

うな１乃至４の部分を含んだ申告を送る。 
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第Ⅲ巻 各種受任の行使の範囲内の報酬及び現物支給に関して適用できる最高限度について 
第１条 

 §1. 以下の各段標は行政評議会又は法人若しくは事実上の団体の管理機関以外の全ての委員長、副委員長、理事又はその日常の管

理以外の特殊な職務に責任を持つ理事の派生的任務への従事に適用する。但し、住宅組合内での派生的任務には適用されない。

本法の第１部第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の意味での執行部の任務は特殊職務となる。 

 §2. 理事たちは、その他の全ての報酬及び現物支給を除き、その補佐する管理機関のそれぞれの会議への出席手当を受け取ること

ができる。出席手当の金額は県議会議員のそれを超えることはできない。 

    同じ法人若しくは事実上の団体内で補佐している会議の性格及び数がどうあろうと、同じ構成員には１日ごとの出席手当しか

与えられることができない。 

 §3. 日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物

支給の金額の60％を超えることはできない。報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §4. 副理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物支給の金額の75％を超えることはで

きないが、報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §5. 理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は本法の補遺に表示する金額を超えることはできない。 

    これらの報酬及び現物支給の最高額はこの同じ補遺に定められた媒介変数及び計算方法に従って点数の加算をした結果である。 

    最高額は公共部門の一定の経費の王国消費物価指数との連結制度を設定した1977年３月１日の国法により規定された規則に

従って物価指数の変動と連動する。 

    その額は1990年１月１日の138.01の指数軸に関係付けられる。 

 §6. 理事、日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事、副理事長及び理事長の出席手当、報酬及び現物支給が本法の補遺に定め

られた最高額を超えている場合には、行政評議会は上述の補遺に規定された３つの基準を尊重して、2008年３月１日以前に、認

められた最高額までその減額を行う。 

第２条 

 §1. 派生的任務の肩書保持者として享受する現物支給の額は所得税に関する税務官署により適用される規則の率で算定される。 

 §2. いかような受任者もそこでその派生的任務を遂行する法人に由来するクレジットカードの資格保持者にはなりえないし使用も

許されない。 

 §3. 本条は住宅組合内で行使される任務には適用されない。 

第３条 これまでの条文で決められる最高額は非選人にも同様に適用される。 

第Ⅳ巻 申告の規制手続について 

第Ⅰ編 監督機関とその権限について 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関又はそれらの職務を遂行する者たちは個人の性格に関する資料の取扱いに関する私生活保護に関する1992年12月８日

の国法第１条の§４の第２段落の意味での責任がある。 

 §2. 監督機関は申告の全てが本法の諸規定に合致しているかを点検する。同機関は報酬及び現物支給の最高額に関する義務が遵守

されているかに留意する。 

 §3. 監督機関はその監督下にある個人によるその税の申告並びにその目録の写しの通知、その所有を弁明できる会計書類又は全て

の書類を提出させることができる。同機関は同様にその聴聞も行うことができる。 

    本法の本部に予定された義務違反の兆候がある場合には、監督機関はその税の申告並びに受任者若しくは非選人の目録の写し

の通知、その所有を弁明できる会計書類又は全ての書類を第三者たちにより提出させることができる。同機関は同様にこれらの

第三者たちの聴聞も行うことができる。 

 §4. 監督機関の要員、規約若しくは契約職員は、刑法第458条に従って職業上知りえた秘密を守る義務がある。職員は本法により

予定された公開の原則を尊重するときしかその任務の遂行に関する情報を流布することはできない。 

第Ⅱ編 受任者たち及び非選人たちの申告の点検手続について 

章唯一 

第１条 

 §1. それらの任務の遂行において監督機関はそれが要求されているのに無申告、異常の存在若しくは違反の疑いを確認したときは、

その中に当事者に非がある可能性のある違反を表す意見を作成し、当事者については、場合に応じて受任者か非選人が対象とな

る。 

    この意見は書留郵便で通知される。 
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 §2. 当事者は関係がある意見の通告から満15日の期限内にそれらの所見かその修正された申告を可能性のある聴聞の要求と一緒に

監督機関に宛てた書留郵便で提出するが、この15日の期限は７月15日から８月15日の間は中断される。 

 §3. 聴聞が願い出られた場合には、監督機関が§２の対象となる書留郵便を受理した日から40日以内に行われ、当事者は弁護人の

補佐を受けられる。 

    聴聞の調書は聴聞後満８日以内に作成されて当事者に書留郵便で伝達され、当事者は関係のある調書を受け取った日から満３

日の期限でそれらの所見を書留郵便で提出する。 

    それがなければ調書は決定したと見なされる。 

 §4. 監督機関はその決定を下す： 

    ─ 当事者が反発をしなければその意見の通知後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞がなければ受任者の所見か修正された申告受理後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞が行われた場合には調書の最終的作成後満75日以内に。 

    監督機関の決定は書留書簡で当事者に送達され、上訴は国務院調整法第14条に基づきこの決定に対して開かれている。 

 §5. 申告受理後６か月以内に§１の対象となる意見を送達しない場合は申告は照会年度については本法の諸規定に合致したものと

見なされる。 

第２条 

 §1. 監督機関の決定は前条の対象となる手続の対象となった申告の存在及び本法の諸規定への順応に向けられる。 

    必要があれば、受任者による過去の受け取りすぎた金額の算定及び返済条件を含む。 

 §2. 関係者は、監督機関の決定通知を受け取った後満60日以内に§１の第２段落の対象となる受け取りすぎた金額は返還される。 

    監督機関は当事者が書留封書で送ってきた場合に限り、決定の通知から満15日以内に、その願出に基づく特段の理由でその決

定した期限を延長することができる。 

    関係者が受任者である場合は、返済はそこにおいてその若しくはそれらの本来の任務を遂行する基礎自治体若しくは県に対し

て行われる。受任者が同時にある県において及びある基礎自治体において本来の任務の資格保持者であるときは、返済は基礎自

治体の収益となる。 

    関係者が非選人である場合は、返済は機関が当事者を受け取りすぎた分を支払った法人若しくは事実上の団体に任命した基礎

自治体、県、基礎自治体組合、基礎自治体若しくは県独立公社又は住宅組合に対して行われる。 

    関係者は返済の証拠を直ちに監督官公署に送達する。 

 §3. 監督機関の決定はこの機関により当事者の基礎自治体に、県に、公法上の法人に、私法上の法人に若しくは事実上の団体に伝

達される。伝達された側は監督官公署に返済が滞りなく実行されたことを知らせる。 

第Ⅲ編 失格及び制裁 

章唯一 

第１条 

 §1. 政府は、段標２の手続が終われば以下の失格を認めることができる： 

    ─ 本来の任務、これには執行部の本来の任務を含む、及び基礎自治体若しくは県の受任者の派生的任務； 

    ─ 基礎自治体、県の機関、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合によって行われた決定に従っ

て非選人に託された任務、関係者が申告書を提出しなかったり、故意に偽りの申告書を作成したり、又はその与えられた期

間中に不当に受け取った金額の返済を怠ったとき。 

 §2. 監督機関は当事者に書留を使って失格を引き起こした性格の事実の通知を渡す。 

    通知の伝達後、関係者が通知を受け取った日から８日以内に請求をしていた場合には、必要があればその選任した弁護人と一

緒に遅くとも20日以内に、政府は理由を付した決定において失格を証明することができる。 

    この決定は政府の手配で関係者並びにそこで関係者がそれらの本来の任務及び派生的任務を行使していた機関に通知される。 

    上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。上訴はその通知から15日以内に提起されなければな

らない。 

    段標２の第３段落の対象となる通知を受け取った後でその失格の原因を知っていながら関係者がその職務に引き続き従事して

いた場合には、刑法第262条により減刑される可能性がある。 

第Ⅴ巻 申告及び監督機関の作業の公示について 
編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関は委任の台帳を持つ。その台帳には、それぞれの受任者ごとに、本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若
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しくは公務又は仮にいかような性格のものであれベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される全ての個人若

しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体、並びに報酬及び/又は現物支給を与える場合にはその概要を含む。 

    この台帳は毎年度ベルギー官報に公示される。 

 §2. 執行部の本来任務の資格保持者の申告の第９部は監督機関により閉じられる封書に保管される。 

    予審判事だけが、この人物に対して進められる刑事予審の範囲内で、この申告の第９部の判断を委ねられる資格がある。 

 §3. 政府は毎年度議会に監督機関の任務の遂行についての報告書を送る。 

第Ⅵ巻 雑 則 
編唯一 

章唯一 

第１条 政府は行政命令によりこれまでの諸規定を書留郵便若しくはその他のいずれかの安全な通信方法により置き換えるか若しくは

補完することができる{原文はou parを逆に書いている}。 

 │この第５部の諸規定は2007年12月20日のワロン政府の行政命令で置き換えられた。 

 └ 

 

（第６）部 雑 則 
 

第Ⅰ巻 総則及び適用範囲 
編唯一 

章唯一 

第１条 管轄下のワロン地域圏全体に適用される本法は、これにはComines-Warneton基礎自治体も関係し、1980年８月８日の制度改革

特別法の第６条の§１のⅧの１º乃至４ºのａ）、及び第７条の§１の第１及び第３段落を適用する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 これには社会福祉公共センターに関する行政保護が関係する第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第36条は、憲法第138条を適用して、

その第137条の§１の対象となる題目を規定する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第３条 本法の諸規定は行政裁判の組織及び権限に関する連邦の諸規定には抵触することなく適用される。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第Ⅱ巻 経過規定 
編唯一 

章唯一 

第１条 ワロンの諸県を組織する地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革までは、《常任県代表》（la députation permanente）を

《県理事会》（le collège provincial）の代わりと；《常任県代表》（une députation permanente）を《県理事会》（une collège provincial）

の代わりと；《常任県代表の構成員たち》（les membres de députation permanente）を《県理事会》（l es membres du collège provincial）

の代わりと；《常任県代表たち》（les députés permanents）を《県代表たち》（de députés provinciaux）の代わりと；《常任県代表》

（le député permanent）を《県代表》（le député provincial）の代わりと読むのが適当である。第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第40条、第44

条、第46条、第52条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革の日まで発効しない。

第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条、同第13条の§２、及び第15条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後ま

では発効しない。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第12条は、2004年１月１日以前に行われた諸県の投資には適用されない。 

 │これらの条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

 │本法の第５部は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第１段落で第６部になった。 

 └ 
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 §2. 当事者は関係がある意見の通告から満15日の期限内にそれらの所見かその修正された申告を可能性のある聴聞の要求と一緒に

監督機関に宛てた書留郵便で提出するが、この15日の期限は７月15日から８月15日の間は中断される。 

 §3. 聴聞が願い出られた場合には、監督機関が§２の対象となる書留郵便を受理した日から40日以内に行われ、当事者は弁護人の

補佐を受けられる。 

    聴聞の調書は聴聞後満８日以内に作成されて当事者に書留郵便で伝達され、当事者は関係のある調書を受け取った日から満３

日の期限でそれらの所見を書留郵便で提出する。 

    それがなければ調書は決定したと見なされる。 

 §4. 監督機関はその決定を下す： 

    ─ 当事者が反発をしなければその意見の通知後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞がなければ受任者の所見か修正された申告受理後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞が行われた場合には調書の最終的作成後満75日以内に。 

    監督機関の決定は書留書簡で当事者に送達され、上訴は国務院調整法第14条に基づきこの決定に対して開かれている。 

 §5. 申告受理後６か月以内に§１の対象となる意見を送達しない場合は申告は照会年度については本法の諸規定に合致したものと

見なされる。 

第２条 

 §1. 監督機関の決定は前条の対象となる手続の対象となった申告の存在及び本法の諸規定への順応に向けられる。 

    必要があれば、受任者による過去の受け取りすぎた金額の算定及び返済条件を含む。 

 §2. 関係者は、監督機関の決定通知を受け取った後満60日以内に§１の第２段落の対象となる受け取りすぎた金額は返還される。 

    監督機関は当事者が書留封書で送ってきた場合に限り、決定の通知から満15日以内に、その願出に基づく特段の理由でその決

定した期限を延長することができる。 

    関係者が受任者である場合は、返済はそこにおいてその若しくはそれらの本来の任務を遂行する基礎自治体若しくは県に対し

て行われる。受任者が同時にある県において及びある基礎自治体において本来の任務の資格保持者であるときは、返済は基礎自

治体の収益となる。 

    関係者が非選人である場合は、返済は機関が当事者を受け取りすぎた分を支払った法人若しくは事実上の団体に任命した基礎

自治体、県、基礎自治体組合、基礎自治体若しくは県独立公社又は住宅組合に対して行われる。 

    関係者は返済の証拠を直ちに監督官公署に送達する。 

 §3. 監督機関の決定はこの機関により当事者の基礎自治体に、県に、公法上の法人に、私法上の法人に若しくは事実上の団体に伝

達される。伝達された側は監督官公署に返済が滞りなく実行されたことを知らせる。 

第Ⅲ編 失格及び制裁 

章唯一 

第１条 

 §1. 政府は、段標２の手続が終われば以下の失格を認めることができる： 

    ─ 本来の任務、これには執行部の本来の任務を含む、及び基礎自治体若しくは県の受任者の派生的任務； 

    ─ 基礎自治体、県の機関、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合によって行われた決定に従っ

て非選人に託された任務、関係者が申告書を提出しなかったり、故意に偽りの申告書を作成したり、又はその与えられた期

間中に不当に受け取った金額の返済を怠ったとき。 

 §2. 監督機関は当事者に書留を使って失格を引き起こした性格の事実の通知を渡す。 

    通知の伝達後、関係者が通知を受け取った日から８日以内に請求をしていた場合には、必要があればその選任した弁護人と一

緒に遅くとも20日以内に、政府は理由を付した決定において失格を証明することができる。 

    この決定は政府の手配で関係者並びにそこで関係者がそれらの本来の任務及び派生的任務を行使していた機関に通知される。 

    上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。上訴はその通知から15日以内に提起されなければな

らない。 

    段標２の第３段落の対象となる通知を受け取った後でその失格の原因を知っていながら関係者がその職務に引き続き従事して

いた場合には、刑法第262条により減刑される可能性がある。 

第Ⅴ巻 申告及び監督機関の作業の公示について 
編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関は委任の台帳を持つ。その台帳には、それぞれの受任者ごとに、本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若
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しくは公務又は仮にいかような性格のものであれベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される全ての個人若

しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体、並びに報酬及び/又は現物支給を与える場合にはその概要を含む。 

    この台帳は毎年度ベルギー官報に公示される。 

 §2. 執行部の本来任務の資格保持者の申告の第９部は監督機関により閉じられる封書に保管される。 

    予審判事だけが、この人物に対して進められる刑事予審の範囲内で、この申告の第９部の判断を委ねられる資格がある。 

 §3. 政府は毎年度議会に監督機関の任務の遂行についての報告書を送る。 

第Ⅵ巻 雑 則 
編唯一 

章唯一 

第１条 政府は行政命令によりこれまでの諸規定を書留郵便若しくはその他のいずれかの安全な通信方法により置き換えるか若しくは

補完することができる{原文はou parを逆に書いている}。 

 │この第５部の諸規定は2007年12月20日のワロン政府の行政命令で置き換えられた。 

 └ 

 

（第６）部 雑 則 
 

第Ⅰ巻 総則及び適用範囲 
編唯一 

章唯一 

第１条 管轄下のワロン地域圏全体に適用される本法は、これにはComines-Warneton基礎自治体も関係し、1980年８月８日の制度改革

特別法の第６条の§１のⅧの１º乃至４ºのａ）、及び第７条の§１の第１及び第３段落を適用する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 これには社会福祉公共センターに関する行政保護が関係する第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第36条は、憲法第138条を適用して、

その第137条の§１の対象となる題目を規定する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第３条 本法の諸規定は行政裁判の組織及び権限に関する連邦の諸規定には抵触することなく適用される。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第Ⅱ巻 経過規定 
編唯一 

章唯一 

第１条 ワロンの諸県を組織する地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革までは、《常任県代表》（la députation permanente）を

《県理事会》（le collège provincial）の代わりと；《常任県代表》（une députation permanente）を《県理事会》（une collège provincial）

の代わりと；《常任県代表の構成員たち》（les membres de députation permanente）を《県理事会》（l es membres du collège provincial）

の代わりと；《常任県代表たち》（les députés permanents）を《県代表たち》（de députés provinciaux）の代わりと；《常任県代表》

（le député permanent）を《県代表》（le député provincial）の代わりと読むのが適当である。第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第40条、第44

条、第46条、第52条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革の日まで発効しない。

第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条、同第13条の§２、及び第15条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後ま

では発効しない。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第12条は、2004年１月１日以前に行われた諸県の投資には適用されない。 

 │これらの条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

 │本法の第５部は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第１段落で第６部になった。 

 └ 
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補 遺 

理事長の派生的任務の遂行の範囲内の報酬及び現物支給に関する最高限度 ─ 地方民主制・分権法典の第Ⅴ部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１

条の§５。 

以下の計算表の６つの最高限度が適用される： 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.67 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

最高限度はそれぞれ現物を含む年間総報酬の最高額である。 

派生的委任に連結した年間総報酬は３つの基準の部分から決められる： 

 ─ 各基礎自治体若しくは各CPAS連合の人口 

 ─ 施設の取引高数 

 ─ 雇用人員。 

これら三つの基準の統計上の配分は施設を分類し特定の最高限度に連結することができるカギである。 

それぞれの基準については、施設は0.25乃至１の得点を獲得する。 

人口（より読みやすくするために概数の等級に区分する）は： 

 ─ 住民０乃至75,000の人口：人口＝0.25 

 ─ 住民75,000乃至250,000の人口：人口＝0.50 

 ─ 住民250,000乃至450,000の人口：人口＝0.75 

 ─ 住民450,000以上の人口：人口＝１ 

考慮される人口数は地方民主制・分権法典の第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の第３段落に従いワロン政府により確定されるものであ

る。提示された人口は基礎自治体連合のそれを含む。 

出来高数 

 ─ 出来高数０から€2,750,000：出来高数＝0.25 

 ─ 出来高数€2,750,000以上€15,500,000まで：出来高数＝0.5 

 ─ 出来高数€15,500,000以上€55,500,000まで：出来高数＝0.75 

 ─ 出来高数€55,500,000以上：出来高数＝１ 

考慮される出来高数は国立銀行に提出された年間最終会計報告（70乃至74）に要約されたものか、又は年間会計報告がなければ監督機

関によって評価された出来高数である。 

合併の場合には考慮される数字は当該合併の出来高数を付加した結果である。 

ETPにおける雇用職員 

 ─ 少なくとも雇用職員10人：職員＝0.25 

 ─ 雇用職員10人乃至40人：職員＝0.5 

 ─ 雇用職員40人乃至250人：職員＝0.75 

 ─ 雇用職員250人以上：職員＝１ 

施設についての総得点に与えられたこれら三つの得点の合計は0.75から３の間を変動する。 

以下は施設に連結した最高限度を決定することをできるようにする合計得点である。 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.76 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

雇用職員数は職員登録簿に登録された専任職員同等と数えられる。 

法人の合併若しくは再編の場合は、照会でとらえられた雇用職員数は合併若しくは再編報告書に表示されたものである。 

 

Namur、2007年12月20日 
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内閣議長 

R.DEMOTTE 

内務・公務大臣 

博士COURARD 

 

これらの補遺は2007年12月20日のワロン行政命令により挿入された。 

補遺２ 

これらの補遺は2008年７月15日の地域圏法第３条により挿入された。 
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補 遺 

理事長の派生的任務の遂行の範囲内の報酬及び現物支給に関する最高限度 ─ 地方民主制・分権法典の第Ⅴ部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１

条の§５。 

以下の計算表の６つの最高限度が適用される： 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.67 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

最高限度はそれぞれ現物を含む年間総報酬の最高額である。 

派生的委任に連結した年間総報酬は３つの基準の部分から決められる： 

 ─ 各基礎自治体若しくは各CPAS連合の人口 

 ─ 施設の取引高数 

 ─ 雇用人員。 

これら三つの基準の統計上の配分は施設を分類し特定の最高限度に連結することができるカギである。 

それぞれの基準については、施設は0.25乃至１の得点を獲得する。 

人口（より読みやすくするために概数の等級に区分する）は： 

 ─ 住民０乃至75,000の人口：人口＝0.25 

 ─ 住民75,000乃至250,000の人口：人口＝0.50 

 ─ 住民250,000乃至450,000の人口：人口＝0.75 

 ─ 住民450,000以上の人口：人口＝１ 

考慮される人口数は地方民主制・分権法典の第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の第３段落に従いワロン政府により確定されるものであ

る。提示された人口は基礎自治体連合のそれを含む。 

出来高数 

 ─ 出来高数０から€2,750,000：出来高数＝0.25 

 ─ 出来高数€2,750,000以上€15,500,000まで：出来高数＝0.5 

 ─ 出来高数€15,500,000以上€55,500,000まで：出来高数＝0.75 

 ─ 出来高数€55,500,000以上：出来高数＝１ 

考慮される出来高数は国立銀行に提出された年間最終会計報告（70乃至74）に要約されたものか、又は年間会計報告がなければ監督機

関によって評価された出来高数である。 

合併の場合には考慮される数字は当該合併の出来高数を付加した結果である。 

ETPにおける雇用職員 

 ─ 少なくとも雇用職員10人：職員＝0.25 

 ─ 雇用職員10人乃至40人：職員＝0.5 

 ─ 雇用職員40人乃至250人：職員＝0.75 

 ─ 雇用職員250人以上：職員＝１ 

施設についての総得点に与えられたこれら三つの得点の合計は0.75から３の間を変動する。 

以下は施設に連結した最高限度を決定することをできるようにする合計得点である。 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.76 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

雇用職員数は職員登録簿に登録された専任職員同等と数えられる。 

法人の合併若しくは再編の場合は、照会でとらえられた雇用職員数は合併若しくは再編報告書に表示されたものである。 

 

Namur、2007年12月20日 
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内閣議長 

R.DEMOTTE 

内務・公務大臣 

博士COURARD 

 

これらの補遺は2007年12月20日のワロン行政命令により挿入された。 

補遺２ 

これらの補遺は2008年７月15日の地域圏法第３条により挿入された。 
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Ⅲ－１ リエージュ県議会会議規則 
 

 県議会は、制度上は日本と違い政治組織の中心で、その中に執行部が組織されている。この会議規則は、ワロン民主的地方自治制・

分権法典に基づき制定されている。 

 

リエージュ県議会 
 

会議規則（秩序内規） 

目  次 

第１編 県議会の組織 

 第Ⅰ章 議会及び県執行部の設置 

 第Ⅱ章 議員資格確認 

 第Ⅲ章 政治会派 

 第Ⅳ章 議長、副議長、書記、財務担当理事の指名 

 第Ⅴ章 若干の執行部規定 

     第１節 執行部の構成 

     第２節 執行部の会議 

     第３節 執行部の権限 

     第４節 議 長 

 第Ⅵ章 書記、財務担当理事の権限 

 第Ⅶ章 県理事会 

 第Ⅷ章 委員会 

     第１節 常任委員会 

     第２節 特別臨時委員会 

     第３節 常任委員会及び特別臨時委員会の共通規定 

     第４節 常任委員会の会議規定 

 第Ⅸ章 議 席 

第２編 議会の職務 

 第Ⅰ章 招 集 

 第Ⅱ章 日 程 

 第Ⅲ章 定例会 

 第Ⅳ章 定足数 

 第Ⅴ章 知 事 

 第Ⅵ章 会 期 

     Ａ）会期の公告 

     Ｂ）発言権 

     Ｃ）投票方式 

     Ｄ）議事録 

     Ｅ）審議の簡潔な報告及び要約を表現する報告 

     Ｆ）細心の注意義務 

     Ｇ）緊急招集 

     Ｈ）懲 罰 

第３編 修正、質問、広報、市民による釈明要求 

 第Ⅰ章 修 正 

 第Ⅱ章 質 問 

     Ａ）口頭の回答への書面による上訴の質問 

     Ｂ）口頭の回答への書面による現状上訴の質問 

     Ｃ）県理事会の書面による回答への書面による上訴の質問 

     Ｄ）質問全体についての規定 

     Ｅ）質疑応答の報告書及びその公表 
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 第Ⅲ章 県理事会の広報 

 第Ⅳ章 Ａ）市民の説明要求権 

     Ｂ）市民の釈明要求権 

第４編 雑 則 

 第Ⅰ章 県事務総長 

 第Ⅱ章 議場取締 

 第Ⅲ章 議員の調査権 

     Ａ）閲覧権の行使 

     Ｂ）県議会議員の視察権の行使 

     Ｃ）技術的知識の入手権 

 第Ⅳ章 県民意向調査 

 第Ⅴ章 末尾規定 

 

第１編 県議会の組織 
 

第Ⅰ章 議会及び県執行部の設置 

第１条 

 県議会の全員改選後、そのつど新しく選挙された議員たちは、当然の権利として、招集なしに選挙の日の後の第２金曜日の14時に県

議会議員資格の最長勤続年数に達する構成員、又同年数の場合はその中の最年長者の主宰の下で、同様に最若年の書記２名の助けを

借りて参集する。 

 但し第１項に該当する第２金曜日が祝日の場合には、新議員の会合はその後の月曜日に延期される。 

第Ⅱ章 議員資格確認 

第２条 

 県議会は県の選挙の有効性について裁定を下す；正式の構成員の資格について審査し、この問題を提起した異議申立について審判を

行う。 

 この最後に、議会は他郡選出の議員の中から抽選の方法で指名される７人の構成員からなる各郡（ユイ・ワーレム、リエージュ、

ヴァルヴィエ）の選挙の有効性審査委員会を設置する。 

 この同じ委員会は亦不利な条件によって傷ついたがワロン地方民主制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条に該当すると信じ

られる者の未確定な指名の有効性の審査にも招集される。 

第３条 

 その証拠書類とともに選挙記録は委員会の中で委員長に指名された者及び委員会の結論を議会に委ねる責任を負う報告者のそれぞれ

にも配付される。 

 有効性審査委員会が投票若しくは審査の有効性などの予審を先行させなければならないと判断した場合に、この見解に賛成すればそ

の任務を明示した特別委員会を設置する議会に情報を提供する。 

 特別委員会は当初に指名された委員に本規則の第２条第２項に従って選挙される議員の中から抽選の方法で指名される６人の委員を

加えて構成される。 

 逆の場合には当初に指名された委員会が審査を続行する。 

第４条 

 選択、辞職、死去もしくはその他で空席となった場合に、空いた議席が補充によって埋められなければならないならば、県議会の直

近の会合でこれの指名が行われる。指名に先立って県議会は専ら被選挙資格の保持の観点からの適格性について補充の審査を行う。 

 この審査は本規則の第２条第２項に従って選出される議員の中から抽選方法により指名される７人の委員の委員会によって行われる。 

第５条 

 選出された委員は全員が自分自身の選挙に関する投票を除く第２条、第３条、第４条に予定された委員会の報告の審議及び決定の投

票に参加する。これらの容認が延期若しくは却下されれば討論及び投票への参加は中断される。 

第６条 

 委員長はワロン地方民主制・分権法典の第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条に該当すると信じられる者で審査後にこの条文の要求に合

致すると見なされる選択があった有資格の議員を招集して公開の会議を開き、法定の宣誓：「私は国王への忠誠、憲法及びベルギー

国民の法律の遵守を誓う」及び/又はドイツ語話者地域圏に住む議員のためには「｛同文のドイツ語｝」を掌中で行わせる。 

 ドイツ語話者共同体の議会の会合に当然の権利として出席するためにはこの地域に住居を有する議員は、専ら若しくは主としてドイ

ツ語で宣誓しなければならない。 

 議員が欠席する場合には県議会に議席に就く宣誓をする。 
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 議員は宣誓をするための慣例の招集が２度続いた後正当な理由なくしてこの儀式を果たさなければ辞職したと見なされる。 

第Ⅲ章 政治会派 

第７条 

 政治会派の構成員と見なされれば同一名簿の下で選出されるか政治会派を構成するための連合名簿で選出され、少なくとも８人の数

である限り県議会の構成員は少なくとも県の行政３郡を代表する。 

第８条 

 資格審査及び県議会議員の宣誓表明の後、各政治会派はその構成員の名簿を会議に提出し、会派の党首の氏名を提示する。 

 会派の党首たちは委員長の発議で招集できる。 

第９条 

 議員は唯一つの政治会派にしか所属できない。 

第10条 

 §1. どういう結果になろうとも立法府の中にある政治会派への議員の加入は会派の党首か若しくは関係する議員かによって委員長

に知らされなければならない。立法府にいる議員がその会派から脱退すれば、当然の成り行きとして、会派の中での県議会議員

の資格の理由で生じていた肩書を発揮する権限の全てが放棄される。それでもこの議員は政治会派には所属していると見なされ

る。 

 §2. 遅くとも選挙の後の11月15日以降に特にそこの当事者である政治諸会派の指示を含む多数派協定の計画若しくは諸計画が県事

務総長の手元に提出される。この（これらの）多数派協定計画（諸計画）は第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第39条の§２に従って提

出されなければならない。 

 §3. 多数派協定は選挙が有効となった後遅くとも３か月以内に議会に在席する構成員の多数で採択される。 

    多数派協定の採択の要点はその採択まで各議会の議事日程に記載される。 

第11条 

 県議会議員がそれなりの理由があって立法府を離職するとき、与えられていた権限及び職務の代わりは、離職する議員が属する会派

の提案により代わりがあれば優先順位の中での序列を維持しながら実行されることになる。 

第12条 

 政治会派は本規則の第14条に定義される自由侵害集団を除いて、選挙法第167条、第168条に従って、基礎自治体事務組合、非営利法

人、その他の団体の中で、文化協定に関する法に抵触することなく比例代表制の恩恵を受ける。 

第13条 

 政治会派は、本規則の第14条に定義される自由侵害集団を除いて、議会がその授与方法を決める職務の歳費を受ける。 

第14条 

 §1. 特に人権及び基本的自由の擁護協約による、人種差別及び外国人排斥によって助長される一定の行為の抑制を目指した1981年

７月30日の法律による、又第２次世界大戦中の国家社会主義体制によって犯された大量虐殺、若しくはその他の全ての大虐殺の

否定、過小評価、正当化若しくは称賛の抑制を目指した1995年３月23日の法律による民主主義の原理を尊重しないか若しくは尊

重すると言明しない政治会派は自由侵害集団と見なされる。 

 §2. 県議会は、執行部の提案に基づき、自ら自由侵害性若しくは会派ではないとの判断を下す。 

第Ⅳ章 議長、副議長、書記、財務担当理事の指名 

第15条 

 資格審査、宣誓、会議の委員長への各政治会派からの会派の党首名と併せて構成員の名簿の送付の後、議会は別々の投票によって議

長、副議長、書記たちの指名を行う。 

 指名は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第26条に従って行われる。 

 それらの各々について候補者が複数の場合には別々の投票で行われることになる。 

 議長の指名は議員資格の最長勤続年数か又は同年数の場合には最年長の議員資格者が会議を主宰して行われる。それは開票立会人と

なる最若年の４人の議員によって補佐され、そこには本規則の第１条に記載された２人の書記を含む。 

 選挙の後議長は論壇にその席を保有して執行部の他の構成員の選挙手続を続ける。それは予定された副議長で、選挙事務を行う４人

の最若年議員によって補佐される。 

 候補者の数が資格のある議員のそれを超えないならば、これらの構成員の全員若しくは一部は無投票で拍手によって指名される。 

第16条 

 指名の順序は副議長及び書記の優先順位を決定する。 

 議員たちはその指名に関連する作業終了後論壇にその席を保有する第１及び第２書記職を選出する。 

第17条 

 各政治会派はその構成員の中から財務担当理事を指名し議長に通告する。 

第18条 
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 第Ⅲ章 県理事会の広報 

 第Ⅳ章 Ａ）市民の説明要求権 

     Ｂ）市民の釈明要求権 

第４編 雑 則 

 第Ⅰ章 県事務総長 

 第Ⅱ章 議場取締 

 第Ⅲ章 議員の調査権 

     Ａ）閲覧権の行使 

     Ｂ）県議会議員の視察権の行使 

     Ｃ）技術的知識の入手権 

 第Ⅳ章 県民意向調査 

 第Ⅴ章 末尾規定 

 

第１編 県議会の組織 
 

第Ⅰ章 議会及び県執行部の設置 

第１条 

 県議会の全員改選後、そのつど新しく選挙された議員たちは、当然の権利として、招集なしに選挙の日の後の第２金曜日の14時に県

議会議員資格の最長勤続年数に達する構成員、又同年数の場合はその中の最年長者の主宰の下で、同様に最若年の書記２名の助けを

借りて参集する。 

 但し第１項に該当する第２金曜日が祝日の場合には、新議員の会合はその後の月曜日に延期される。 

第Ⅱ章 議員資格確認 

第２条 

 県議会は県の選挙の有効性について裁定を下す；正式の構成員の資格について審査し、この問題を提起した異議申立について審判を

行う。 

 この最後に、議会は他郡選出の議員の中から抽選の方法で指名される７人の構成員からなる各郡（ユイ・ワーレム、リエージュ、

ヴァルヴィエ）の選挙の有効性審査委員会を設置する。 

 この同じ委員会は亦不利な条件によって傷ついたがワロン地方民主制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条に該当すると信じ

られる者の未確定な指名の有効性の審査にも招集される。 

第３条 

 その証拠書類とともに選挙記録は委員会の中で委員長に指名された者及び委員会の結論を議会に委ねる責任を負う報告者のそれぞれ

にも配付される。 

 有効性審査委員会が投票若しくは審査の有効性などの予審を先行させなければならないと判断した場合に、この見解に賛成すればそ

の任務を明示した特別委員会を設置する議会に情報を提供する。 

 特別委員会は当初に指名された委員に本規則の第２条第２項に従って選挙される議員の中から抽選の方法で指名される６人の委員を

加えて構成される。 

 逆の場合には当初に指名された委員会が審査を続行する。 

第４条 

 選択、辞職、死去もしくはその他で空席となった場合に、空いた議席が補充によって埋められなければならないならば、県議会の直

近の会合でこれの指名が行われる。指名に先立って県議会は専ら被選挙資格の保持の観点からの適格性について補充の審査を行う。 

 この審査は本規則の第２条第２項に従って選出される議員の中から抽選方法により指名される７人の委員の委員会によって行われる。 

第５条 

 選出された委員は全員が自分自身の選挙に関する投票を除く第２条、第３条、第４条に予定された委員会の報告の審議及び決定の投

票に参加する。これらの容認が延期若しくは却下されれば討論及び投票への参加は中断される。 

第６条 

 委員長はワロン地方民主制・分権法典の第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条に該当すると信じられる者で審査後にこの条文の要求に合

致すると見なされる選択があった有資格の議員を招集して公開の会議を開き、法定の宣誓：「私は国王への忠誠、憲法及びベルギー

国民の法律の遵守を誓う」及び/又はドイツ語話者地域圏に住む議員のためには「｛同文のドイツ語｝」を掌中で行わせる。 

 ドイツ語話者共同体の議会の会合に当然の権利として出席するためにはこの地域に住居を有する議員は、専ら若しくは主としてドイ

ツ語で宣誓しなければならない。 

 議員が欠席する場合には県議会に議席に就く宣誓をする。 
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 議員は宣誓をするための慣例の招集が２度続いた後正当な理由なくしてこの儀式を果たさなければ辞職したと見なされる。 

第Ⅲ章 政治会派 

第７条 

 政治会派の構成員と見なされれば同一名簿の下で選出されるか政治会派を構成するための連合名簿で選出され、少なくとも８人の数

である限り県議会の構成員は少なくとも県の行政３郡を代表する。 

第８条 

 資格審査及び県議会議員の宣誓表明の後、各政治会派はその構成員の名簿を会議に提出し、会派の党首の氏名を提示する。 

 会派の党首たちは委員長の発議で招集できる。 

第９条 

 議員は唯一つの政治会派にしか所属できない。 

第10条 

 §1. どういう結果になろうとも立法府の中にある政治会派への議員の加入は会派の党首か若しくは関係する議員かによって委員長

に知らされなければならない。立法府にいる議員がその会派から脱退すれば、当然の成り行きとして、会派の中での県議会議員

の資格の理由で生じていた肩書を発揮する権限の全てが放棄される。それでもこの議員は政治会派には所属していると見なされ

る。 

 §2. 遅くとも選挙の後の11月15日以降に特にそこの当事者である政治諸会派の指示を含む多数派協定の計画若しくは諸計画が県事

務総長の手元に提出される。この（これらの）多数派協定計画（諸計画）は第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第39条の§２に従って提

出されなければならない。 

 §3. 多数派協定は選挙が有効となった後遅くとも３か月以内に議会に在席する構成員の多数で採択される。 

    多数派協定の採択の要点はその採択まで各議会の議事日程に記載される。 

第11条 

 県議会議員がそれなりの理由があって立法府を離職するとき、与えられていた権限及び職務の代わりは、離職する議員が属する会派

の提案により代わりがあれば優先順位の中での序列を維持しながら実行されることになる。 

第12条 

 政治会派は本規則の第14条に定義される自由侵害集団を除いて、選挙法第167条、第168条に従って、基礎自治体事務組合、非営利法

人、その他の団体の中で、文化協定に関する法に抵触することなく比例代表制の恩恵を受ける。 

第13条 

 政治会派は、本規則の第14条に定義される自由侵害集団を除いて、議会がその授与方法を決める職務の歳費を受ける。 

第14条 

 §1. 特に人権及び基本的自由の擁護協約による、人種差別及び外国人排斥によって助長される一定の行為の抑制を目指した1981年

７月30日の法律による、又第２次世界大戦中の国家社会主義体制によって犯された大量虐殺、若しくはその他の全ての大虐殺の

否定、過小評価、正当化若しくは称賛の抑制を目指した1995年３月23日の法律による民主主義の原理を尊重しないか若しくは尊

重すると言明しない政治会派は自由侵害集団と見なされる。 

 §2. 県議会は、執行部の提案に基づき、自ら自由侵害性若しくは会派ではないとの判断を下す。 

第Ⅳ章 議長、副議長、書記、財務担当理事の指名 

第15条 

 資格審査、宣誓、会議の委員長への各政治会派からの会派の党首名と併せて構成員の名簿の送付の後、議会は別々の投票によって議

長、副議長、書記たちの指名を行う。 

 指名は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第26条に従って行われる。 

 それらの各々について候補者が複数の場合には別々の投票で行われることになる。 

 議長の指名は議員資格の最長勤続年数か又は同年数の場合には最年長の議員資格者が会議を主宰して行われる。それは開票立会人と

なる最若年の４人の議員によって補佐され、そこには本規則の第１条に記載された２人の書記を含む。 

 選挙の後議長は論壇にその席を保有して執行部の他の構成員の選挙手続を続ける。それは予定された副議長で、選挙事務を行う４人

の最若年議員によって補佐される。 

 候補者の数が資格のある議員のそれを超えないならば、これらの構成員の全員若しくは一部は無投票で拍手によって指名される。 

第16条 

 指名の順序は副議長及び書記の優先順位を決定する。 

 議員たちはその指名に関連する作業終了後論壇にその席を保有する第１及び第２書記職を選出する。 

第17条 

 各政治会派はその構成員の中から財務担当理事を指名し議長に通告する。 

第18条 
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 議会が構成されると議長は県知事に正式に通告する。 

第Ⅴ章 若干の執行部規定 

第１節 執行部の構成 

第19条 

 執行部は議決権を持つ議長、副議長、書記たち、各会派党首及び発言権を持つ知事、２人の県代表とで構成される。 

 執行部は議長によってか、若しくはその欠席の場合には優先順位に従って、副議長によって主宰される。 

第２節 執行部の会議 

第20条 

 執行部は会議の日時、場所、議事日程を決める議長の招集の下で少なくとも月１回開催される。 

 この義務は７月及び８月には適用されない。 

 投票権を有する執行部構成員の３分の１若しくは県理事会の請求があれば、議長は日程の提案と併せて決められた日時に執行部を招

集しなければならない。議長は日程に追加項目を加えることができる。 

 執行部の管理事務局は県事務総長か若しくはその代理によって補佐される。 

第21条 

 執行部はその構成員の半数以上が出席していれば審議は有効である。 

 執行部は全会一致の原則で運営される。全会一致がなければ出席構成員の決議には単純多数決が要求される。 

第３節 執行部の権限 

第22条 

 執行部は特に県議会の予定表の作成、県の権限の概念の適用例、議員や住民の情報収集権並びに監視権、対外関係、報道陣との関係、

情報処理、議会の職務、主題の設定された会議の準備、県議会の組織及び職務に関する全ての問題に決定権又は地域圏法により若し

くは県議会により付与された答申権を行使する。 

 執行部に付される事案が、例えば会議の予定表といった議長の特権に属するときには、執行部は県議会議長への提案を作成する形を

採って自己表現するにすぎない。 

 県理事会は、県議会の決議の全てに関して取られた当局の決定の全てを執行部に報告する。 

第４節 議 長 

第23条 

 議長は民主的地方自治制・分権法典及び本規則の諸規定に従って権限を行使する。 

 議長は特に議場の秩序維持、規則の遵守の履行、発言の許可、投票結果の確認及び発表、議会の決定の宣言に留意する。 

 議長は議会を代表して発言する。 

 議長は審議の模様をはっきりさせ、又はそこへ発言者を引き戻すために、審議の最中は発言しない。 

 審議に参加したい場合には議長は議長職を離れ、主題についての審議終了後には発言しない。 

 前項が予想される場合又は議長の欠席か若しくは支障ある場合には、議長職は優先順位に従って副議長により確保される。 

 副議長に支障ある場合には議長職は勤続年数最長の県議会議員によって確保される。 

第Ⅵ章 書記、財務担当理事の権限 

第24条 

 書記たちは議事録の作成を監督する。 

 会議の冒頭に書記たちは議事録の要約を朗読する。 

 書記たちは点呼を行い、投票結果を述べ、定足数の遵守を見守り、加えて概して執行部の管轄下にある全てを管理する。 

 審議に参加するときは、書記たちは執行部の席を離れ、又主題についての審議終了後には発言してはならない。 

 書記が欠席するか若しくは支障がある場合には、その職務を果たすために出席している最若年の県議会議員に助けを求められる。 

第25条 

 経理関係に責任を負う財務担当理事は県議会議員であり、県理事会理事であり、県執行部である。 

 このために財務担当理事及び議長の年次総会が９月に開催される。 

第Ⅶ章 県理事会 

第26条 

 §1. 県理事会は議会の中から６年任期で選出された６人の構成員で構成される。 

    ― 県理事会は異なった性からなる。 

    ― 県代表の身分は多数派協定草案（諸草案）によって表示される。 

    ― 県議会の全員改選がありそれとその執行部が構成された後、議会は点呼によって多数派協定草案についての投票を行うか又

は県代表の資格で提案される県議会議員たちの身分が異なった性の人たちから提案されるこの多数派協定草案が提示され了

解される。 
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    ― 当然の権利として県代表に選挙されればどの身分のある議員たちも民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章

第39条の適用で採択される多数派協定に含まれる名簿に記載される。 

    ― 県代表の序列は多数派協定の中に記載される名簿の順位で決まる。 

 §2. 選挙の有効となった日から後３か月の期限内に多数派協定の提出又は投票がなければ政府委員の任命ができる。 

    この政府委員は任期満了の県理事会の代理として日常業務を処理する。 

 §3. 但し多数派協定に拘束される政治会派の議員たちが全て同一性の場合には、その内一人については議会内での県代表選挙の規

則に違反することになる。 

    議会以外のこの代表は民主的地方自治制・分権法典第４部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅴ章第１条に決められたような被選挙資格の条件を

充足し維持しなければならないし、多数派協定は帰属する政治会派を示さなければならない。 

 §4. 立法府では辞職したと見なされるか、又は議会への所属を辞めて県代表の資格を失うかした県理事会の構成員の代わりの決定

を用意するために、県議会によって提案され採択される不信任動議に対して多数派協定への補則が採択されてよい。 

 §5. 理事会は議会に対して責任を負わなければならない。 

    議会は理事会若しくはその構成員の一人乃至複数に関して不信任動議を採択できる。 

    動議が理事会全体に関するものについては以下の場合は受け入れられない： 

      ― 理事会への後継者の提案、 

      ― 交代する多数派を構成する各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提案されるもの。 

    動議が理事会の構成員の一人乃至複数に関するものでは以下の場合は受け入れられない： 

      ― 理事会の構成員の一人乃至複数の後継者に関係する提案、 

      ― 多数派協定に参加している各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提案されるもの。 

    いかなる動議も議会の構成員の多数でしか採択されないし、その採択は理事会の辞職を伴い、一人か若しくは複数の議員から

異議を申し立てることができる。 

    動議の投票は議会の会期中に提案された協定の獲得から最大限３日の期限しか介在できない。 

 §6. 県理事会に関する不信任動議は以下の場合には提出できない： 

      ― 理事会設置後１年半の期間、 

      ― 理事会全体の不信任動議採択後１年以内の期間、 

      ― 選挙執行の年の６月30日以前。 

第27条 

 県理事会の選挙後３か月以内に、その代表の任期に責任を持ち、少なくとも主要な分野の方向を示す予算面といった主要な政治的諸

計画を含む一般的政策の宣言が県議会の承認を受ける。この宣言は亦県のパートナーシップ及び資金調達を準備する2002年３月21日

の地域圏法によって予定されるパートナーシップの締結のために、県理事会によって提案される諸方針も含む。 

第Ⅷ章 委員会 

第１節 常任委員会 

第28条 

 県議会の全員改選ごとに執行部が最終的に設立され、県理事会が選挙された後、議会はその中に定員16人の委員と、議事日程に記載

された審議の提案のとおりのその権限に関する主題の全部若しくは一部についての意見の提供に責任を持つ委員８人の委員代理とか

らなる10の常任委員会を設置する。 

第29条 

 県議会の成立後１か月以内に各常任委員会は、県議会議員の資格で勤続年数最長か又は同年数の場合には最年長を数える委員の主宰

下で集合し、委員長及び副委員長の指名に入る。 

第30条 

 県議会の権限は以下のように10の常任委員会に割り振られる： 

 第１：経済・基礎自治体共通； 

 第２：農業； 

 第３：文化； 

 第４：身体的教育、スポーツ、青少年； 

 第５：家庭・児童、住宅・社会福祉問題； 

 第６：教育・研修； 

 第７：県の財務・業務； 

 第８：労働； 

 第９：公衆衛生・環境； 

 第10：観光。 
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 議会が構成されると議長は県知事に正式に通告する。 

第Ⅴ章 若干の執行部規定 

第１節 執行部の構成 

第19条 

 執行部は議決権を持つ議長、副議長、書記たち、各会派党首及び発言権を持つ知事、２人の県代表とで構成される。 

 執行部は議長によってか、若しくはその欠席の場合には優先順位に従って、副議長によって主宰される。 

第２節 執行部の会議 

第20条 

 執行部は会議の日時、場所、議事日程を決める議長の招集の下で少なくとも月１回開催される。 

 この義務は７月及び８月には適用されない。 

 投票権を有する執行部構成員の３分の１若しくは県理事会の請求があれば、議長は日程の提案と併せて決められた日時に執行部を招

集しなければならない。議長は日程に追加項目を加えることができる。 

 執行部の管理事務局は県事務総長か若しくはその代理によって補佐される。 

第21条 

 執行部はその構成員の半数以上が出席していれば審議は有効である。 

 執行部は全会一致の原則で運営される。全会一致がなければ出席構成員の決議には単純多数決が要求される。 

第３節 執行部の権限 

第22条 

 執行部は特に県議会の予定表の作成、県の権限の概念の適用例、議員や住民の情報収集権並びに監視権、対外関係、報道陣との関係、

情報処理、議会の職務、主題の設定された会議の準備、県議会の組織及び職務に関する全ての問題に決定権又は地域圏法により若し

くは県議会により付与された答申権を行使する。 

 執行部に付される事案が、例えば会議の予定表といった議長の特権に属するときには、執行部は県議会議長への提案を作成する形を

採って自己表現するにすぎない。 

 県理事会は、県議会の決議の全てに関して取られた当局の決定の全てを執行部に報告する。 

第４節 議 長 

第23条 

 議長は民主的地方自治制・分権法典及び本規則の諸規定に従って権限を行使する。 

 議長は特に議場の秩序維持、規則の遵守の履行、発言の許可、投票結果の確認及び発表、議会の決定の宣言に留意する。 

 議長は議会を代表して発言する。 

 議長は審議の模様をはっきりさせ、又はそこへ発言者を引き戻すために、審議の最中は発言しない。 

 審議に参加したい場合には議長は議長職を離れ、主題についての審議終了後には発言しない。 

 前項が予想される場合又は議長の欠席か若しくは支障ある場合には、議長職は優先順位に従って副議長により確保される。 

 副議長に支障ある場合には議長職は勤続年数最長の県議会議員によって確保される。 

第Ⅵ章 書記、財務担当理事の権限 

第24条 

 書記たちは議事録の作成を監督する。 

 会議の冒頭に書記たちは議事録の要約を朗読する。 

 書記たちは点呼を行い、投票結果を述べ、定足数の遵守を見守り、加えて概して執行部の管轄下にある全てを管理する。 

 審議に参加するときは、書記たちは執行部の席を離れ、又主題についての審議終了後には発言してはならない。 

 書記が欠席するか若しくは支障がある場合には、その職務を果たすために出席している最若年の県議会議員に助けを求められる。 

第25条 

 経理関係に責任を負う財務担当理事は県議会議員であり、県理事会理事であり、県執行部である。 

 このために財務担当理事及び議長の年次総会が９月に開催される。 

第Ⅶ章 県理事会 

第26条 

 §1. 県理事会は議会の中から６年任期で選出された６人の構成員で構成される。 

    ― 県理事会は異なった性からなる。 

    ― 県代表の身分は多数派協定草案（諸草案）によって表示される。 

    ― 県議会の全員改選がありそれとその執行部が構成された後、議会は点呼によって多数派協定草案についての投票を行うか又

は県代表の資格で提案される県議会議員たちの身分が異なった性の人たちから提案されるこの多数派協定草案が提示され了

解される。 
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    ― 当然の権利として県代表に選挙されればどの身分のある議員たちも民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章

第39条の適用で採択される多数派協定に含まれる名簿に記載される。 

    ― 県代表の序列は多数派協定の中に記載される名簿の順位で決まる。 

 §2. 選挙の有効となった日から後３か月の期限内に多数派協定の提出又は投票がなければ政府委員の任命ができる。 

    この政府委員は任期満了の県理事会の代理として日常業務を処理する。 

 §3. 但し多数派協定に拘束される政治会派の議員たちが全て同一性の場合には、その内一人については議会内での県代表選挙の規

則に違反することになる。 

    議会以外のこの代表は民主的地方自治制・分権法典第４部第Ⅰ巻第Ⅴ編第Ⅴ章第１条に決められたような被選挙資格の条件を

充足し維持しなければならないし、多数派協定は帰属する政治会派を示さなければならない。 

 §4. 立法府では辞職したと見なされるか、又は議会への所属を辞めて県代表の資格を失うかした県理事会の構成員の代わりの決定

を用意するために、県議会によって提案され採択される不信任動議に対して多数派協定への補則が採択されてよい。 

 §5. 理事会は議会に対して責任を負わなければならない。 

    議会は理事会若しくはその構成員の一人乃至複数に関して不信任動議を採択できる。 

    動議が理事会全体に関するものについては以下の場合は受け入れられない： 

      ― 理事会への後継者の提案、 

      ― 交代する多数派を構成する各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提案されるもの。 

    動議が理事会の構成員の一人乃至複数に関するものでは以下の場合は受け入れられない： 

      ― 理事会の構成員の一人乃至複数の後継者に関係する提案、 

      ― 多数派協定に参加している各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提案されるもの。 

    いかなる動議も議会の構成員の多数でしか採択されないし、その採択は理事会の辞職を伴い、一人か若しくは複数の議員から

異議を申し立てることができる。 

    動議の投票は議会の会期中に提案された協定の獲得から最大限３日の期限しか介在できない。 

 §6. 県理事会に関する不信任動議は以下の場合には提出できない： 

      ― 理事会設置後１年半の期間、 

      ― 理事会全体の不信任動議採択後１年以内の期間、 

      ― 選挙執行の年の６月30日以前。 

第27条 

 県理事会の選挙後３か月以内に、その代表の任期に責任を持ち、少なくとも主要な分野の方向を示す予算面といった主要な政治的諸

計画を含む一般的政策の宣言が県議会の承認を受ける。この宣言は亦県のパートナーシップ及び資金調達を準備する2002年３月21日

の地域圏法によって予定されるパートナーシップの締結のために、県理事会によって提案される諸方針も含む。 

第Ⅷ章 委員会 

第１節 常任委員会 

第28条 

 県議会の全員改選ごとに執行部が最終的に設立され、県理事会が選挙された後、議会はその中に定員16人の委員と、議事日程に記載

された審議の提案のとおりのその権限に関する主題の全部若しくは一部についての意見の提供に責任を持つ委員８人の委員代理とか

らなる10の常任委員会を設置する。 

第29条 

 県議会の成立後１か月以内に各常任委員会は、県議会議員の資格で勤続年数最長か又は同年数の場合には最年長を数える委員の主宰

下で集合し、委員長及び副委員長の指名に入る。 

第30条 

 県議会の権限は以下のように10の常任委員会に割り振られる： 

 第１：経済・基礎自治体共通； 

 第２：農業； 

 第３：文化； 

 第４：身体的教育、スポーツ、青少年； 

 第５：家庭・児童、住宅・社会福祉問題； 

 第６：教育・研修； 

 第７：県の財務・業務； 

 第８：労働； 

 第９：公衆衛生・環境； 

 第10：観光。 
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 県公社、県独立公社、非営利法人その他の団体の経営の諸計画及び諸協約の妥当な執行の検証は関連分野を所管する委員会によって

あらかじめ検討されることになる。 

 いずれかの委員会への事案付託に疑問がある場合には、執行部はその所管を断れない所管委員会を決定する。 

第31条 

 議会の全員が自分がそこに所属しない常任委員会の会議に出席し、発言権はないが聴取できる。 

 そのために全員が常任委員会の招集状を受け取る。 

第２節 特別臨時委員会 

第32条 

 議会は特別の事案の検討のために特別臨時委員会を設置できる。 

 各委員会のために議会は委員の人数及び第１節の規定の範囲内で適用できる期間を決定する。 

第３節 常任委員会及び特別臨時委員会の共通規定 

第33条 

 執行部は最終的に県議会に常任委員会及び特別臨時委員会の構成に関する提案を行う。 

 各政治会派はそれぞれにその規模に比例した代表総数を確保する。 

 これらの提案が全会一致とならなければ委員会内の構成員の割振りは県議会が確定する。 

 政治会派の比例代表及び委員会内への代表の割振りは立法府では修正できない。立法府で政治会派を離れた議員は全てなおその離脱

した政治会派に属すると見なされるが、県議会議員の資格に由来する権利を行使する権限は全て失う。 

第34条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は各種の提案の検討に責任を負う。 

 委員会は審議に招集され付託された事案に関して次の会議においてか、又は急を要する場合には開会中に県議会に報告する義務があ

る。 

 委員会は、その正規の委員の一人による県益の審議のための全ての提案若しくは主題を把握できるし、本規則の第38条に従って当初

の議事日程に引き続いて要点が記載された県議会議長への質問を決定させることができる。 

 委員会は亦特殊な問題の解明のために、判断に必要ならば、専門家及び利害関係人に聴聞できる。 

 その場合には審議の模様は関係委員会に次の会議で報告される。 

第35条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は、委員長若しくは副委員長、いずれも欠席の場合は県議会議員の資格で勤続年数最長か、又は同年

数の場合には最年長を数える委員によって主宰される。 

 投票が可否同数の場合には会議の主宰者は裁決権を持つ。 

 交代を重視して委員長は報告の必要な各事案ごとにこれらを検討する前に、委員会の結論はもとより委員会で交わされたやりとりの

総括を県議会に提出する責任を持つ報告者を指名する。 

 委員会の結論を含む行政報告の写しは会議の後で報告者に渡される。 

 県代表たちはその所管する事案を取り扱う委員会の会議に出席するが議決権は持たない。 

 県代表たち及び報告者たちは職員たちの補佐が受けられる。 

第36条 

 各報告は会議の主宰者及び報告者が署名する。 

 予算に予定されていない支出の採択を含む事案に関係のある報告は、県による支出の検討を受け持つ常任委員会に見解を求めるため

に委ねられる。 

第37条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は出席する委員の数のいかんにかかわらず招集できる。但し委員会はその委員の過半数が出席してい

る状態でなければ審議は有効でない。 

 正規の委員たち、正規の委員の補欠、及び提案の発起人若しくは共同発起人だけが提案の民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻

第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の諸規定の恩恵に浴する。 

第38条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は日時及び日程を決める議会議長によって招集される。 

 できる限り常任委員会は県議会のある週に議事堂で以下の暦日を尊重して招集される： 

 月曜：第１、第２、第３、第９各委員会 

 火曜：第４、第６、第８各委員会 

 水曜：第５、第７、第10各委員会 

 常任委員会は、指定した日時に、県理事会、委員会の委員長若しくはその委員の３分の１の要求で日程を明確にした提案について開

催できる。 
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 提案の発起人若しくは共同発起人は、当該提案の検討及び報告を担当する常任委員会若しくは特別臨時委員会の構成員でなければ議

決権は持たないが、会議に出席する権利はある。 

第39条 

 会議の書記たちは県事務総長によって確保される。 

第40条 

 常任委員会と特別臨時委員会は非公開で開催される。 

 県議会議長は各委員会の正規の委員の３分の１の要求で委員会の会議の公開を決定できる。 

第４節 常任委員会の会議規定 

第41条 

 ２若しくはそれ以上の委員会の管轄に属する一定の一件書類の関連性に応じてそれらの委員会は共同で合同委員会を招集できる。 

第42条 

 合同委員会は議会議長か、欠席ならば県議会議員の資格で勤続年数最長、同年数の場合には最年長を数える委員会の委員長によって

主宰される。 

第43条 

 第34条、35条第２、第３、第４、第５項、第36条乃至第40条は合同常任委員会に適用される。 

第Ⅸ章 議 席 

第44条 

 県議会は異常事態により議長により県内他都市で招集されない限り県庁所在地で開催される。 

 

第２編 議会の職務 
 

第Ⅰ章 招 集 

第45条 

 県議会はその権限に含まれる事案が必要なたびに少なくとも月に１回招集される。 

 この義務は少なくとも７月及び８月には適用されない。 

 原則として議会は土曜日、日曜日、祝日には招集されない。 

 議会は議長によって招集される。 

 議員の３分の１の請求があれば、議長は、指定される日時に提案された日程で招集しなければならない。 

 議長は亦県理事会の請求があれば、指定される日時に、提案された日程で招集しなければならない。 

 招集状は書面で住所に少なくとも満７日前に送付される；それには日程及び決議案が含まれる。 

 但しこの期間は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第12条の第３項の適用で満３日に短縮される。 

 又急を要する場合には満７日の招集期間は会議の満１日前以下でなければ短縮できる。 

 日程の項目は十分にはっきりと明示されなければならない。 

 招集状及びその付属文書も議会の構成員に電子回路で通知される。 

 １年間に議会は10回以上招集され、議会の招集を可能にするのに必要な議員数は翌年を通じて議員数の４分の１に減らされる。 

第46条 

 §1. 県議会の場所、日時、議事日程は、一方では県議会の会議場での、又市庁舎内の通知としての公式の掲示の方法によって、他

方では県のインターネットサイト上のオンラインへの配信によって議会の招集のために予定された同じ期間内に一般に周知され

る。 

 §2. 県に関係のある報道関係者及び住民たちは、県議会議員に発送する遅くとも３日以内に書面で要求すれば県議会の日程が通知

される。要求は県事務総長に送られなければならない。 

    先述の有効な期間は招集状送付の前に日程に追加された項目には割り振られない。 

 §２の第１項の適用に加えて、執行部は県議会の議事日程が報道発表によって送られる地方紙を会議の５日前に指名する。 

第Ⅱ章 日 程 

第47条 

 §1. 県議会の議事日程は議長によって決定される。それには決められた期間内に県理事会若しくは議会の一人乃至複数の構成員に

よって提案される、県に利害関係があり県の所管する決議案が含まれる。それは亦県理事会又は議会の一人若しくは複数の構成

員によって提案され、亦県が所管する県理事会からの伝達並びに他の行政庁若しくは公共機関への送付が予定される動議の提案

も含まれる。 

    さらに日程への修正があれば、書面での質問、口頭での回答要求が、法律若しくは地域圏法によって予定された例外がなけれ

ば、県議会及び県理事会に関係のある分野について県理事会に対して県議会の構成員たちによって同じ期間内に提出される。 
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 県公社、県独立公社、非営利法人その他の団体の経営の諸計画及び諸協約の妥当な執行の検証は関連分野を所管する委員会によって

あらかじめ検討されることになる。 

 いずれかの委員会への事案付託に疑問がある場合には、執行部はその所管を断れない所管委員会を決定する。 

第31条 

 議会の全員が自分がそこに所属しない常任委員会の会議に出席し、発言権はないが聴取できる。 

 そのために全員が常任委員会の招集状を受け取る。 

第２節 特別臨時委員会 

第32条 

 議会は特別の事案の検討のために特別臨時委員会を設置できる。 

 各委員会のために議会は委員の人数及び第１節の規定の範囲内で適用できる期間を決定する。 

第３節 常任委員会及び特別臨時委員会の共通規定 

第33条 

 執行部は最終的に県議会に常任委員会及び特別臨時委員会の構成に関する提案を行う。 

 各政治会派はそれぞれにその規模に比例した代表総数を確保する。 

 これらの提案が全会一致とならなければ委員会内の構成員の割振りは県議会が確定する。 

 政治会派の比例代表及び委員会内への代表の割振りは立法府では修正できない。立法府で政治会派を離れた議員は全てなおその離脱

した政治会派に属すると見なされるが、県議会議員の資格に由来する権利を行使する権限は全て失う。 

第34条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は各種の提案の検討に責任を負う。 

 委員会は審議に招集され付託された事案に関して次の会議においてか、又は急を要する場合には開会中に県議会に報告する義務があ

る。 

 委員会は、その正規の委員の一人による県益の審議のための全ての提案若しくは主題を把握できるし、本規則の第38条に従って当初

の議事日程に引き続いて要点が記載された県議会議長への質問を決定させることができる。 

 委員会は亦特殊な問題の解明のために、判断に必要ならば、専門家及び利害関係人に聴聞できる。 

 その場合には審議の模様は関係委員会に次の会議で報告される。 

第35条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は、委員長若しくは副委員長、いずれも欠席の場合は県議会議員の資格で勤続年数最長か、又は同年

数の場合には最年長を数える委員によって主宰される。 

 投票が可否同数の場合には会議の主宰者は裁決権を持つ。 

 交代を重視して委員長は報告の必要な各事案ごとにこれらを検討する前に、委員会の結論はもとより委員会で交わされたやりとりの

総括を県議会に提出する責任を持つ報告者を指名する。 

 委員会の結論を含む行政報告の写しは会議の後で報告者に渡される。 

 県代表たちはその所管する事案を取り扱う委員会の会議に出席するが議決権は持たない。 

 県代表たち及び報告者たちは職員たちの補佐が受けられる。 

第36条 

 各報告は会議の主宰者及び報告者が署名する。 

 予算に予定されていない支出の採択を含む事案に関係のある報告は、県による支出の検討を受け持つ常任委員会に見解を求めるため

に委ねられる。 

第37条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は出席する委員の数のいかんにかかわらず招集できる。但し委員会はその委員の過半数が出席してい

る状態でなければ審議は有効でない。 

 正規の委員たち、正規の委員の補欠、及び提案の発起人若しくは共同発起人だけが提案の民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻

第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の諸規定の恩恵に浴する。 

第38条 

 常任委員会及び特別臨時委員会は日時及び日程を決める議会議長によって招集される。 

 できる限り常任委員会は県議会のある週に議事堂で以下の暦日を尊重して招集される： 

 月曜：第１、第２、第３、第９各委員会 

 火曜：第４、第６、第８各委員会 

 水曜：第５、第７、第10各委員会 

 常任委員会は、指定した日時に、県理事会、委員会の委員長若しくはその委員の３分の１の要求で日程を明確にした提案について開

催できる。 
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 提案の発起人若しくは共同発起人は、当該提案の検討及び報告を担当する常任委員会若しくは特別臨時委員会の構成員でなければ議

決権は持たないが、会議に出席する権利はある。 

第39条 

 会議の書記たちは県事務総長によって確保される。 

第40条 

 常任委員会と特別臨時委員会は非公開で開催される。 

 県議会議長は各委員会の正規の委員の３分の１の要求で委員会の会議の公開を決定できる。 

第４節 常任委員会の会議規定 

第41条 

 ２若しくはそれ以上の委員会の管轄に属する一定の一件書類の関連性に応じてそれらの委員会は共同で合同委員会を招集できる。 

第42条 

 合同委員会は議会議長か、欠席ならば県議会議員の資格で勤続年数最長、同年数の場合には最年長を数える委員会の委員長によって

主宰される。 

第43条 

 第34条、35条第２、第３、第４、第５項、第36条乃至第40条は合同常任委員会に適用される。 

第Ⅸ章 議 席 

第44条 

 県議会は異常事態により議長により県内他都市で招集されない限り県庁所在地で開催される。 

 

第２編 議会の職務 
 

第Ⅰ章 招 集 

第45条 

 県議会はその権限に含まれる事案が必要なたびに少なくとも月に１回招集される。 

 この義務は少なくとも７月及び８月には適用されない。 

 原則として議会は土曜日、日曜日、祝日には招集されない。 

 議会は議長によって招集される。 

 議員の３分の１の請求があれば、議長は、指定される日時に提案された日程で招集しなければならない。 

 議長は亦県理事会の請求があれば、指定される日時に、提案された日程で招集しなければならない。 

 招集状は書面で住所に少なくとも満７日前に送付される；それには日程及び決議案が含まれる。 

 但しこの期間は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第12条の第３項の適用で満３日に短縮される。 

 又急を要する場合には満７日の招集期間は会議の満１日前以下でなければ短縮できる。 

 日程の項目は十分にはっきりと明示されなければならない。 

 招集状及びその付属文書も議会の構成員に電子回路で通知される。 

 １年間に議会は10回以上招集され、議会の招集を可能にするのに必要な議員数は翌年を通じて議員数の４分の１に減らされる。 

第46条 

 §1. 県議会の場所、日時、議事日程は、一方では県議会の会議場での、又市庁舎内の通知としての公式の掲示の方法によって、他

方では県のインターネットサイト上のオンラインへの配信によって議会の招集のために予定された同じ期間内に一般に周知され

る。 

 §2. 県に関係のある報道関係者及び住民たちは、県議会議員に発送する遅くとも３日以内に書面で要求すれば県議会の日程が通知

される。要求は県事務総長に送られなければならない。 

    先述の有効な期間は招集状送付の前に日程に追加された項目には割り振られない。 

 §２の第１項の適用に加えて、執行部は県議会の議事日程が報道発表によって送られる地方紙を会議の５日前に指名する。 

第Ⅱ章 日 程 

第47条 

 §1. 県議会の議事日程は議長によって決定される。それには決められた期間内に県理事会若しくは議会の一人乃至複数の構成員に

よって提案される、県に利害関係があり県の所管する決議案が含まれる。それは亦県理事会又は議会の一人若しくは複数の構成

員によって提案され、亦県が所管する県理事会からの伝達並びに他の行政庁若しくは公共機関への送付が予定される動議の提案

も含まれる。 

    さらに日程への修正があれば、書面での質問、口頭での回答要求が、法律若しくは地域圏法によって予定された例外がなけれ

ば、県議会及び県理事会に関係のある分野について県理事会に対して県議会の構成員たちによって同じ期間内に提出される。 
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    日程に記載され決定の原因となる各項目は審議予定が付されていなければならない。 

    審議予定は、県理事会によって日程に記載される項目が検討されるときに、県事務総長の指揮下で行政職員によって起草され

る；審議予定は県議会議員たちの発案で日程に記載される項目についてはその議員たちによって起草される。 

 §2. 議長が議事日程への記載要求が県議会の所管でないと判断した場合には、県議会に先立って開催される執行部の会議の際に実

際に出掛けてその事案についての執行部の構成員の意見を要請する。 

 §3. 全ての項目は前の会議時の対象となって次の会議の日程の最初の項目に記載される。 

第48条 

 §1. 遅くとも県議会の会議の前の終わりから２番目の木曜日の16時に、議長によって予約された提案及び質問は、招集状で繰り返

し議会の構成員に文書で知らされる。これらの提案は第Ⅰ編第Ⅷ章に従っていずれかの委員会に付託される。 

 §2. 日程に関係のない全ての提案、伝達若しくは質問は、少なくとも会議の満５日前に議会議長に引き渡されなければならない。

議長は日程に補充する項目と併せて遅滞なく議会の構成員たちに伝えなければならない。 

    理事会はこれについて裁量権を持っている。 

 §3. 日程に記載されていない項目は、少しでも遅らせれば重大な損害を引き起こす可能性のあるおよそ緊急の場合を除いては会議

では審議されない。 

第49条 

 議会の構成員たちは、法律で予定される例外がなければ、本規則の第Ⅲ編第Ⅱ章に決められた条件の尊重によって、県議会、県理事

会、県知事の権限に関係する分野について、県理事会若しくは県知事に書面で質問を知らせ提出する権利を有する。 

 但し質問権は基礎自治体、宗教の所有する施設、社会扶助公共センターに関する行政部の監督下の一件書類には及ばない。 

第50条 

 現状についての質問は、本規則の第87条及び第88条に従って、議会開催前満２日の期限内に議会の構成員たちによって提起され、受

取人の口頭の回答が要求され、現状についての質問は議会当日中に付託されて日程の対象となる。 

第51条 

 日程への項目記載の要求の全て、提案若しくは質問の全ては、現状についてであろうとなかろうと、あるいは会議の構成員からのも

のであろうと県理事会からのものであろうと、説明文書若しくは議会に教示する固有の記録が添えられなければならない。 

第Ⅲ章 定例会 

第52条 

 §1. 毎年10月の会議開催時に、県理事会は県議会に前年度執行の会計報告並びに次年度の執行予算の計画及び一般政策文書を提出

する。 

    一般政策文書は少なくとも優先政策及び政策目標、予算の財源及びこの優先順位並びに目標を実現しなければならない期限の

表示を含む。県がそれに参加しその経営を代行するか、少なくとも年間５万ユーロ相当の支援のための補助金を支出する公社、

基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の名簿が、前年の執行に関係のある経営計画及び契約の評価報告と併せて予算計

画に加えられる。裁判所の訴訟目録も予算計画に加えられる。 

    一般政策文書と同様に予算計画、前年度の執行会計報告は、その間にそれらが検討される会議の少なくとも満７日前に県議会

の構成員全員に配付される。 

    これらの一般政策文書は県公報で公刊され、インターネットサイト上のオンラインに配信される。 

    県理事会は亦県議会に判断に役立つその他の全ての提案を付託する。 

 §2. 年次会計報告は、予算報告、決算報告、貸借対照表、並びに県議会がそれに対する締結方法を選択しその条件を決定する労働、

物品調達、サービスの契約落札者名簿を含む。 

    さらに議会は毎年10月31日に少なくとも前年度執行の支出予算及び執行の財源を可決する。 

第53条 

 §1. 毎年10月中に予算の可決に先立って県理事会は行政報告の中で県勢発表をする。この発表は各種の活動報告からなる；これら

はとりわけ県理事会の措置を賄う前年度の執行に関係する予算の使用配分を指定する。諸活動報告の発表は投票によって承認さ

れることは全くないが、県公報には掲載される。それは将来方向の討論を開始させることになる。 

    議員たちは議長への簡単な申し出によって議会での報告の開催当日か翌日に発言できる。県代表によってなされる答弁の延長

上で議員たちは２分間だけ再発言できる。県代表は最後の答弁に２分間使う。 

    そこでその項目は議長によって終了したと見なされる。 

 §2. 予算及び会計の検討時には、県議会も、一般政策文書を、その名簿にあり次年度執行予算計画に付け加えられている県内の、

県が代表するか、又は少なくとも年間５万ユーロ相当の支援のための補助金を支出する各種公社、基礎自治体事務組合、非営利

法人その他の団体と併せて検討する。 

    このときには議会と、それより先に所管委員会は、前項を対象とする公社、基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の

経営機関の一人若しくは複数の構成員に聴聞できる。 
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第Ⅳ章 定足数 

第54条 

 §1. 議会はその構成員の過半数が出席していなければ決定を行えない。 

    但し議会が再度招集されても必要な人数を得られない場合には、新たな最後の招集の後で出席構成員の数がいかようであろう

とも日程に３回目に配置した対象について審議できる。 

    ２回目及び３回目の招集は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第22条に定められた規定に従ってなされる。

これらの招集状は招集が行われる第２回目若しくは３回目のたびに記載する。さらに３回目の招集は民主的地方自治制・分権法

典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第12条の最初の二つの項の原文どおりに再招集される。 

 §2. 指名点呼の後で必要な出席が定足数に達しないときは、議長は会議がもはや有効に審議できないことを確認しなければならな

い。 

 §3. 会派の党首たちはその構成員たちの最大多数の規則正しい出席に気を配る義務がある。 

    会議に入る前に構成員たちは民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条に規定された手当及び出席手当の

授与のための債権の申告に役立てられる名簿に署名することによって出席の確認をする。 

第Ⅴ章 知 事 

第55条 

 知事若しくはその代理は議会の会議に出席する。その席は部屋の中に宛がわれる。知事は望めば意見を聞かれる；議員たちはその発

言に答えることができる；知事は審議及び全ての適切と思われる論告に責任のある議会に出向くことができる。議会はその出席を要

請できる。 

第56条 

 知事が議会の決定に反対の訴えを行うときは、その決定は行為から10日以内に県議会及び利害関係者に通知される。 

 その後議長は次の会議の時に県議会に知らせる。 

第57条 

 ワロン政府は規則及び地域圏法の執行を、その執行方法と併せて県知事に担当させることができる。 

第Ⅵ章 会 期 

第58条 

 会議は議長によって開閉される。 

Ａ）会期の公告 

第59条 

 §1. 県議会の会議は公開である。公開の各会議は、必要があって特に指名を行わなければならないときは非公開に切り替えられる。 

 §2. 予算に関連するものを除いて、県議会は出席議員の３分の２の多数決で決めれば、治安のためになるように、又審議の公開の

ために重大な支障を理由に、会議を非公開にしなければならないことを決定することができる。 

 §3. 個人の問題が提起されしだい議長は直ちに非公開を宣告する。 

 §4. 懲戒事案以外は非公開の会議は公開の会議の後に代わってはならない。 

 §5. 事案の審議に非公開を続ける必要がありそうなら公開の会議はそのために中断できる。 

Ｂ）発言権 

第60条 

 §1. 議会の構成員は議長の要求や許可がなければ発言できない。 

 §2. 議会の構成員は以下のために発言を要求できる； 

   １）討論に加わり、又特にその参加の前に自己の投票について弁明する；  

   ２）日程の項目の撤回を提案する； 

   ３）審議及び採決の撤回を提案する； 

   ４）討論終結を提案する； 

   ５）会議日程に予定された項目の順序の変更を提案する（順序動議）； 

   ６）規則を思い出させる； 

   ７）発言者たちの交代を提案する。 

第61条 

 発言者は起立して話す。議長とか参集者には話しかけない。 

 議長の許可がなければ同一の事案に２回以上発言してはならない。 

 参集者は出席構成員の３分の２多数決で、知事、県理事会構成員、委員会の報告者などの外部の発言は決められた時間内以外発言で

きないとすることができる。 

第62条 
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    日程に記載され決定の原因となる各項目は審議予定が付されていなければならない。 

    審議予定は、県理事会によって日程に記載される項目が検討されるときに、県事務総長の指揮下で行政職員によって起草され

る；審議予定は県議会議員たちの発案で日程に記載される項目についてはその議員たちによって起草される。 

 §2. 議長が議事日程への記載要求が県議会の所管でないと判断した場合には、県議会に先立って開催される執行部の会議の際に実

際に出掛けてその事案についての執行部の構成員の意見を要請する。 

 §3. 全ての項目は前の会議時の対象となって次の会議の日程の最初の項目に記載される。 

第48条 

 §1. 遅くとも県議会の会議の前の終わりから２番目の木曜日の16時に、議長によって予約された提案及び質問は、招集状で繰り返

し議会の構成員に文書で知らされる。これらの提案は第Ⅰ編第Ⅷ章に従っていずれかの委員会に付託される。 

 §2. 日程に関係のない全ての提案、伝達若しくは質問は、少なくとも会議の満５日前に議会議長に引き渡されなければならない。

議長は日程に補充する項目と併せて遅滞なく議会の構成員たちに伝えなければならない。 

    理事会はこれについて裁量権を持っている。 

 §3. 日程に記載されていない項目は、少しでも遅らせれば重大な損害を引き起こす可能性のあるおよそ緊急の場合を除いては会議

では審議されない。 

第49条 

 議会の構成員たちは、法律で予定される例外がなければ、本規則の第Ⅲ編第Ⅱ章に決められた条件の尊重によって、県議会、県理事

会、県知事の権限に関係する分野について、県理事会若しくは県知事に書面で質問を知らせ提出する権利を有する。 

 但し質問権は基礎自治体、宗教の所有する施設、社会扶助公共センターに関する行政部の監督下の一件書類には及ばない。 

第50条 

 現状についての質問は、本規則の第87条及び第88条に従って、議会開催前満２日の期限内に議会の構成員たちによって提起され、受

取人の口頭の回答が要求され、現状についての質問は議会当日中に付託されて日程の対象となる。 

第51条 

 日程への項目記載の要求の全て、提案若しくは質問の全ては、現状についてであろうとなかろうと、あるいは会議の構成員からのも

のであろうと県理事会からのものであろうと、説明文書若しくは議会に教示する固有の記録が添えられなければならない。 

第Ⅲ章 定例会 

第52条 

 §1. 毎年10月の会議開催時に、県理事会は県議会に前年度執行の会計報告並びに次年度の執行予算の計画及び一般政策文書を提出

する。 

    一般政策文書は少なくとも優先政策及び政策目標、予算の財源及びこの優先順位並びに目標を実現しなければならない期限の

表示を含む。県がそれに参加しその経営を代行するか、少なくとも年間５万ユーロ相当の支援のための補助金を支出する公社、

基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の名簿が、前年の執行に関係のある経営計画及び契約の評価報告と併せて予算計

画に加えられる。裁判所の訴訟目録も予算計画に加えられる。 

    一般政策文書と同様に予算計画、前年度の執行会計報告は、その間にそれらが検討される会議の少なくとも満７日前に県議会

の構成員全員に配付される。 

    これらの一般政策文書は県公報で公刊され、インターネットサイト上のオンラインに配信される。 

    県理事会は亦県議会に判断に役立つその他の全ての提案を付託する。 

 §2. 年次会計報告は、予算報告、決算報告、貸借対照表、並びに県議会がそれに対する締結方法を選択しその条件を決定する労働、

物品調達、サービスの契約落札者名簿を含む。 

    さらに議会は毎年10月31日に少なくとも前年度執行の支出予算及び執行の財源を可決する。 

第53条 

 §1. 毎年10月中に予算の可決に先立って県理事会は行政報告の中で県勢発表をする。この発表は各種の活動報告からなる；これら

はとりわけ県理事会の措置を賄う前年度の執行に関係する予算の使用配分を指定する。諸活動報告の発表は投票によって承認さ

れることは全くないが、県公報には掲載される。それは将来方向の討論を開始させることになる。 

    議員たちは議長への簡単な申し出によって議会での報告の開催当日か翌日に発言できる。県代表によってなされる答弁の延長

上で議員たちは２分間だけ再発言できる。県代表は最後の答弁に２分間使う。 

    そこでその項目は議長によって終了したと見なされる。 

 §2. 予算及び会計の検討時には、県議会も、一般政策文書を、その名簿にあり次年度執行予算計画に付け加えられている県内の、

県が代表するか、又は少なくとも年間５万ユーロ相当の支援のための補助金を支出する各種公社、基礎自治体事務組合、非営利

法人その他の団体と併せて検討する。 

    このときには議会と、それより先に所管委員会は、前項を対象とする公社、基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の

経営機関の一人若しくは複数の構成員に聴聞できる。 
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第Ⅳ章 定足数 

第54条 

 §1. 議会はその構成員の過半数が出席していなければ決定を行えない。 

    但し議会が再度招集されても必要な人数を得られない場合には、新たな最後の招集の後で出席構成員の数がいかようであろう

とも日程に３回目に配置した対象について審議できる。 

    ２回目及び３回目の招集は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第22条に定められた規定に従ってなされる。

これらの招集状は招集が行われる第２回目若しくは３回目のたびに記載する。さらに３回目の招集は民主的地方自治制・分権法

典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第12条の最初の二つの項の原文どおりに再招集される。 

 §2. 指名点呼の後で必要な出席が定足数に達しないときは、議長は会議がもはや有効に審議できないことを確認しなければならな

い。 

 §3. 会派の党首たちはその構成員たちの最大多数の規則正しい出席に気を配る義務がある。 

    会議に入る前に構成員たちは民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条に規定された手当及び出席手当の

授与のための債権の申告に役立てられる名簿に署名することによって出席の確認をする。 

第Ⅴ章 知 事 

第55条 

 知事若しくはその代理は議会の会議に出席する。その席は部屋の中に宛がわれる。知事は望めば意見を聞かれる；議員たちはその発

言に答えることができる；知事は審議及び全ての適切と思われる論告に責任のある議会に出向くことができる。議会はその出席を要

請できる。 

第56条 

 知事が議会の決定に反対の訴えを行うときは、その決定は行為から10日以内に県議会及び利害関係者に通知される。 

 その後議長は次の会議の時に県議会に知らせる。 

第57条 

 ワロン政府は規則及び地域圏法の執行を、その執行方法と併せて県知事に担当させることができる。 

第Ⅵ章 会 期 

第58条 

 会議は議長によって開閉される。 

Ａ）会期の公告 

第59条 

 §1. 県議会の会議は公開である。公開の各会議は、必要があって特に指名を行わなければならないときは非公開に切り替えられる。 

 §2. 予算に関連するものを除いて、県議会は出席議員の３分の２の多数決で決めれば、治安のためになるように、又審議の公開の

ために重大な支障を理由に、会議を非公開にしなければならないことを決定することができる。 

 §3. 個人の問題が提起されしだい議長は直ちに非公開を宣告する。 

 §4. 懲戒事案以外は非公開の会議は公開の会議の後に代わってはならない。 

 §5. 事案の審議に非公開を続ける必要がありそうなら公開の会議はそのために中断できる。 

Ｂ）発言権 

第60条 

 §1. 議会の構成員は議長の要求や許可がなければ発言できない。 

 §2. 議会の構成員は以下のために発言を要求できる； 

   １）討論に加わり、又特にその参加の前に自己の投票について弁明する；  

   ２）日程の項目の撤回を提案する； 

   ３）審議及び採決の撤回を提案する； 

   ４）討論終結を提案する； 

   ５）会議日程に予定された項目の順序の変更を提案する（順序動議）； 

   ６）規則を思い出させる； 

   ７）発言者たちの交代を提案する。 

第61条 

 発言者は起立して話す。議長とか参集者には話しかけない。 

 議長の許可がなければ同一の事案に２回以上発言してはならない。 

 参集者は出席構成員の３分の２多数決で、知事、県理事会構成員、委員会の報告者などの外部の発言は決められた時間内以外発言で

きないとすることができる。 

第62条 
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 規則遵守命令でなければ誰も発言を中止されない。発言者が質問を逸脱する場合には議長は警告をするだけである。同一質問中に質

問への警告を２度受ける前に発言者がもう一度逸脱した場合には議長は審議が終わるまで発言をやめさせる。 

第63条 

 秩序を乱す性質の賛否の合図は全て禁止される。悪意の個人攻撃、罵詈雑言、非難は秩序違反と見なされ、規則遵守命令の罰を受け

る条件で禁止される。 

 発言者が会議を乱し規則に違反し礼儀作法に背く場合には、その弁明を聴取した後で、議長によって規則遵守命令が発せられる。 

 議会が明白に命ずる場合には、規則遵守命令は議事録には記載されない。 

 再犯の場合には、議長は議事録への記載を伴う新たな規則遵守命令を発する。この制裁は強制的に発言の撤回又は審議が終わるまで

の発言権剥奪を引き起こす。 

 場合によっては議会の執行部の協議を経て、議長は発言が議事録にも簡潔に表現された報告にもその他の内規の規定により予定され

た報告にも表わされない無礼な悪意の個人攻撃、罵詈雑言、非難となると決定する。 

第64条 

 討論終結は議長によって宣告される。 

第65条 

 投票行動中に発言をすることは許されない。 

Ｃ）投票方式 

第66条 

 議会は本規則の第67条に予定された場合を除き挙手で採決する。 

 議長がその結果を宣言する。 

第67条 

 但し構成員たちは出席議員の３分の１の要求があれば発声での点呼で投票する。 

 年度予算全体、県理事会の議会冒頭の一般政策の宣言、多数派協定の投票は、常に発声での点呼による投票で表明されなければなら

ない。 

第68条 

 投票時に出席していたにもかかわらず、表明しない議員は支持投票に参加しなかったと見なされる。 

第69条 

 どのような投票方法であろうと、各構成員は議事録にその投票の理由に言及することを要求していなければ、その投票が採択された

決議に反対であると掲載することが認められる。 

 議長は最後に投票する。 

第70条 

 点呼による投票は無条件であり、賛成、反対、棄権によって表明される。それはアルファベットの順で行われる。 

 投票の集計は議長及び書記たちで行われる。投票名簿及び表明された投票はその会議の議事録に掲載される。 

第71条 

 議会に留保される候補者の推薦、指名、昇進、投票、休職の決定、業務のための予防的停職、罷免若しくは解職その他の懲罰的制裁

は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第26条に従って秘密投票で行われる。他の候補者を考慮した第２次投票の

際は最初の投票が無効と見なされることを示す。 

 第２次投票は得票数が同じなら年長の候補者が勝つ。 

 秘密投票で表明されるこの投票には議長も本規則の第７条の適用される政治会派から出てくる４人の最年少議員に補佐されて開票立

会人の任務を行う。 

第72条 

 議決は全て賛成の絶対多数で決められる；賛成反対の投票だけが賛成の集計の際に考慮される。可否同数の場合は審議に掛けられた

提案は否決される。 

 議会の審議の結果は議長によって次の言葉で宣言される： 

 《議会は採択した》又は《議会は採択しなかった》 

第73条 

 議会は同種の分野の対象となる決議は投票だけを対象とすることを決定できる。投票を行うに先立って議会は議長の提案でそれらの

決議が対象となることを決定する。この投票の結果はそれぞれの提案が個別に表明されたと見なされる。 

Ｄ）議事録 

第74条 

 議事録は会議日後少なくとも満７日に県事務総長に任される。 

 構成員は誰でも会議中に議事録の作成に対して要求を出す権利を持つ。 
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 その要求が議会によって採択された場合には、事務総長は、開会中か又は遅くとも次の会議のときに議会の決定に従った新たに作成

したものを提出する責任がある。 

 会議が要求なしに経過すれば、議事録は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第60条に規定されたとおりに承認さ

れ、登録される。 

 議会が適切と判断した各回ごとに議事録は会議中にその全文若しくは一部が作成され出席議員によって署名される。 

 議事録は次のものを含む： 

  ― 会議の開催時間及び終了時間； 

  ― 日程； 

  ― 前回の会議の議事録の概括朗読の本文； 

  ― 必要があれば、会議の初めに出席した県議会議員の名簿並びに会議中に行われた点呼以外の全ての名簿； 

  ― 可決された決議の本文； 

  ― 会議に提出された提案； 

  ― 投票結果及び点呼投票若しくは秘密投票の場合にはそれぞれ記名投票の名簿若しくは投票者名簿； 

  ― 各議員の記名発言の記載； 

  ― 議員たちから議長に通告された発言の本文。 

Ｅ）審議の簡潔な報告及び要約を表現する報告 

第75条 

 県事務総長は県議会の今回の会議日程と同時に議会の公開の会議の要約を示す報告と併せて議員たちに通告された審議の簡潔な報告

に必要な措置を講ずる責任がある。 

 議員は全員この記録を文書で及びコンピュータで入手する。 

第76条 

 前条でその問題に一部言及した簡潔な報告は可決された決議その他の書類、投票の結果を記述する。 

第77条 

 議会の構成員たちは自らのその日の発言とか意見表明とかの本文を提出する。 

 議会の全員は会議の８日間要約の全文を表した報告をタイプで打った原文で文書及びコンピュータにより受け取る。 

 県議会議員たちは県事務総長に単純な書式で自分自身の発言に加えたい綴りの訂正を書面で伝えることができる。 

 指定された期限内にそういった類の要求がなければ本文はその作成者によって承認されたと見なされる。 

第78条 

 最終の要約を表した報告及び正式の議事録はコンピュータで議員たちに伝えられる。それらは同時にインターネット・サイトによる

月例発表の対象となる。それらは題目の目録を添えた季刊誌の対象となり、政治会派の党首たちに譲渡され、事務局に要求すれば入

手できる。 

Ｆ）細心の注意義務 

第79条 

 議会の構成員全員は、県事務総長、県理事会の構成員、及び誰もと同様に、民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章

第８条に規定されたとおり秘密を以下のものに持つことは禁じられる： 

 １）個人的であっても選挙の前か後に両親又は４親等までに関係のある事業の責任に私的に直接利害のある対象についての審議時に

出席し投票に参加する； 

 ２）県に関する何らかの業務、税の徴収、物品調達、入札への直接間接の参加； 

 ３）県を相手に起こされた訴訟に関する弁護士、公証人若しくは実業家としての発言；同じ資格で県の利害に関する何らかの係争事

件を弁護し、見解を述べ、又はそれに従事することはできない； 

 ４）懲戒事項若しくは命令措置による停職処分への職員の一員の議会としての発言； 

 ５）県交渉・協議委員会での労働組合代表若しくは専門家としての発言。 

 議会の構成員たちは県理事会の構成員と同様に以下の義務を有する： 

 １）十分には責任を負えない任務の受諾は拒否する； 

 ２）自分が選挙された県理事会の会議に規則正しく参加する； 

 ３）県議会の会議及び自分がその中の委員若しくは報告者である委員会の会議に規則正しく参加する； 

 ４）郡若しくは選挙区の有権者のではなくて県民の利益を擁護する； 

 ５）民主的地方自治制・分権法典を修正した2005年12月８日の命令の民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条

の規定に従って明確にされたような合併収入及び兼職の禁止を遵守する； 

 ６）県理事会の構成員については民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第76条から生じ執行部の職務以上の報酬を

伴う県代表の職務の兼職の禁止を対象とする義務を遵守する； 
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 規則遵守命令でなければ誰も発言を中止されない。発言者が質問を逸脱する場合には議長は警告をするだけである。同一質問中に質

問への警告を２度受ける前に発言者がもう一度逸脱した場合には議長は審議が終わるまで発言をやめさせる。 

第63条 

 秩序を乱す性質の賛否の合図は全て禁止される。悪意の個人攻撃、罵詈雑言、非難は秩序違反と見なされ、規則遵守命令の罰を受け

る条件で禁止される。 

 発言者が会議を乱し規則に違反し礼儀作法に背く場合には、その弁明を聴取した後で、議長によって規則遵守命令が発せられる。 

 議会が明白に命ずる場合には、規則遵守命令は議事録には記載されない。 

 再犯の場合には、議長は議事録への記載を伴う新たな規則遵守命令を発する。この制裁は強制的に発言の撤回又は審議が終わるまで

の発言権剥奪を引き起こす。 

 場合によっては議会の執行部の協議を経て、議長は発言が議事録にも簡潔に表現された報告にもその他の内規の規定により予定され

た報告にも表わされない無礼な悪意の個人攻撃、罵詈雑言、非難となると決定する。 

第64条 

 討論終結は議長によって宣告される。 

第65条 

 投票行動中に発言をすることは許されない。 

Ｃ）投票方式 

第66条 

 議会は本規則の第67条に予定された場合を除き挙手で採決する。 

 議長がその結果を宣言する。 

第67条 

 但し構成員たちは出席議員の３分の１の要求があれば発声での点呼で投票する。 

 年度予算全体、県理事会の議会冒頭の一般政策の宣言、多数派協定の投票は、常に発声での点呼による投票で表明されなければなら

ない。 

第68条 

 投票時に出席していたにもかかわらず、表明しない議員は支持投票に参加しなかったと見なされる。 

第69条 

 どのような投票方法であろうと、各構成員は議事録にその投票の理由に言及することを要求していなければ、その投票が採択された

決議に反対であると掲載することが認められる。 

 議長は最後に投票する。 

第70条 

 点呼による投票は無条件であり、賛成、反対、棄権によって表明される。それはアルファベットの順で行われる。 

 投票の集計は議長及び書記たちで行われる。投票名簿及び表明された投票はその会議の議事録に掲載される。 

第71条 

 議会に留保される候補者の推薦、指名、昇進、投票、休職の決定、業務のための予防的停職、罷免若しくは解職その他の懲罰的制裁

は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第26条に従って秘密投票で行われる。他の候補者を考慮した第２次投票の

際は最初の投票が無効と見なされることを示す。 

 第２次投票は得票数が同じなら年長の候補者が勝つ。 

 秘密投票で表明されるこの投票には議長も本規則の第７条の適用される政治会派から出てくる４人の最年少議員に補佐されて開票立

会人の任務を行う。 

第72条 

 議決は全て賛成の絶対多数で決められる；賛成反対の投票だけが賛成の集計の際に考慮される。可否同数の場合は審議に掛けられた

提案は否決される。 

 議会の審議の結果は議長によって次の言葉で宣言される： 

 《議会は採択した》又は《議会は採択しなかった》 

第73条 

 議会は同種の分野の対象となる決議は投票だけを対象とすることを決定できる。投票を行うに先立って議会は議長の提案でそれらの

決議が対象となることを決定する。この投票の結果はそれぞれの提案が個別に表明されたと見なされる。 

Ｄ）議事録 

第74条 

 議事録は会議日後少なくとも満７日に県事務総長に任される。 

 構成員は誰でも会議中に議事録の作成に対して要求を出す権利を持つ。 
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 その要求が議会によって採択された場合には、事務総長は、開会中か又は遅くとも次の会議のときに議会の決定に従った新たに作成

したものを提出する責任がある。 

 会議が要求なしに経過すれば、議事録は民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第60条に規定されたとおりに承認さ

れ、登録される。 

 議会が適切と判断した各回ごとに議事録は会議中にその全文若しくは一部が作成され出席議員によって署名される。 

 議事録は次のものを含む： 

  ― 会議の開催時間及び終了時間； 

  ― 日程； 

  ― 前回の会議の議事録の概括朗読の本文； 

  ― 必要があれば、会議の初めに出席した県議会議員の名簿並びに会議中に行われた点呼以外の全ての名簿； 

  ― 可決された決議の本文； 

  ― 会議に提出された提案； 

  ― 投票結果及び点呼投票若しくは秘密投票の場合にはそれぞれ記名投票の名簿若しくは投票者名簿； 

  ― 各議員の記名発言の記載； 

  ― 議員たちから議長に通告された発言の本文。 

Ｅ）審議の簡潔な報告及び要約を表現する報告 

第75条 

 県事務総長は県議会の今回の会議日程と同時に議会の公開の会議の要約を示す報告と併せて議員たちに通告された審議の簡潔な報告

に必要な措置を講ずる責任がある。 

 議員は全員この記録を文書で及びコンピュータで入手する。 

第76条 

 前条でその問題に一部言及した簡潔な報告は可決された決議その他の書類、投票の結果を記述する。 

第77条 

 議会の構成員たちは自らのその日の発言とか意見表明とかの本文を提出する。 

 議会の全員は会議の８日間要約の全文を表した報告をタイプで打った原文で文書及びコンピュータにより受け取る。 

 県議会議員たちは県事務総長に単純な書式で自分自身の発言に加えたい綴りの訂正を書面で伝えることができる。 

 指定された期限内にそういった類の要求がなければ本文はその作成者によって承認されたと見なされる。 

第78条 

 最終の要約を表した報告及び正式の議事録はコンピュータで議員たちに伝えられる。それらは同時にインターネット・サイトによる

月例発表の対象となる。それらは題目の目録を添えた季刊誌の対象となり、政治会派の党首たちに譲渡され、事務局に要求すれば入

手できる。 

Ｆ）細心の注意義務 

第79条 

 議会の構成員全員は、県事務総長、県理事会の構成員、及び誰もと同様に、民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章

第８条に規定されたとおり秘密を以下のものに持つことは禁じられる： 

 １）個人的であっても選挙の前か後に両親又は４親等までに関係のある事業の責任に私的に直接利害のある対象についての審議時に

出席し投票に参加する； 

 ２）県に関する何らかの業務、税の徴収、物品調達、入札への直接間接の参加； 

 ３）県を相手に起こされた訴訟に関する弁護士、公証人若しくは実業家としての発言；同じ資格で県の利害に関する何らかの係争事

件を弁護し、見解を述べ、又はそれに従事することはできない； 

 ４）懲戒事項若しくは命令措置による停職処分への職員の一員の議会としての発言； 

 ５）県交渉・協議委員会での労働組合代表若しくは専門家としての発言。 

 議会の構成員たちは県理事会の構成員と同様に以下の義務を有する： 

 １）十分には責任を負えない任務の受諾は拒否する； 

 ２）自分が選挙された県理事会の会議に規則正しく参加する； 

 ３）県議会の会議及び自分がその中の委員若しくは報告者である委員会の会議に規則正しく参加する； 

 ４）郡若しくは選挙区の有権者のではなくて県民の利益を擁護する； 

 ５）民主的地方自治制・分権法典を修正した2005年12月８日の命令の民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条

の規定に従って明確にされたような合併収入及び兼職の禁止を遵守する； 

 ６）県理事会の構成員については民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第76条から生じ執行部の職務以上の報酬を

伴う県代表の職務の兼職の禁止を対象とする義務を遵守する； 
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 ７）広報広聴の範囲内で本規則の内部規律の規定及び以下に関係する全ての条項を遵守する： 

   ― 書面により県議会の審議の説明を要求する市民の権利に； 

   ― 市民の釈明要求権に； 

 ８）以下を対象とする全ての要求を県事務総長に直接書面で提出する； 

   ― 県と共同で経営計画及び契約を持つ基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の経営機関の予算、会計、決議についての

協議； 

   ― 県議会議員、県と共同で経営計画及び契約を持つ基礎自治体組合、非営利法人その他の団体への視察の権利； 

   ― 県と共同で経営計画及び契約を持つ施設及び団体への県議会議員たちの視察権；  

   ― 県行政に関係する一から十までの協議； 

   ― 協議の一件書類に表れた記録の分野についての専門知識の取得； 

 ９）その任務の遂行に厳密に限定しなければならない協議の記録の使用には秘密厳守と慎重さとを示し、自分たちに作られた写しの

ような記録に含まれた情報の多くの第三者への伝達若しくは伝播を回避する。 

Ｇ）緊急招集 

第80条 

 緊急発動は完全な例外に属する。 

 あらかじめ書面で遅くとも会議開始前に議会の構成員たちによって知らされた議長は議会に諮る前に会派の党首たちと協議する。 

 緊急の意向は議会出席議員の３分の２によって、必要ならば点呼による投票で宣告される。 

Ｈ）懲 罰 

第81条 

 §1. 議員が秩序を乱せば議長によってその場で名指しで注意を促される。 

 §2. 議員が同じ会議中に２度目の静粛命令の対象となったときはその制裁は以前に許可を得た発言の強制的な撤回をもたらし、審

議終了まで発言権を剥奪される。それは議事録に記載される。 

 §3. 必要ならば議会執行部の協議の前に、議長はその秩序違反の発言が議事録にも議事要録にも記載しないことを決定できる。一

定の発言に責任のある議員を裁判所に起訴する場合には必要ならば証拠とされる議事録は司法機関に引き渡されることになる。 

    いわれのない人格的中傷若しくは非難、さらには第三者を巻き込んだ不快感への嫌疑と併せて憲法並びに各種の人権及び基本

的自由を保護するヨーロッパ協約によって認められた自由及び基本的人権の侵害をもたらす発言は特に秩序違反と見なされる。 

 §4. ２度目の静粛命令を受けたにもかかわらず、会議の円滑な進行を乱す議員は、議長からその行動から一時的に議場から退場さ

せることができると通告される。当該議員が秩序に反する行動を続ける場合には、議場からの一時的な退場が議長の提案により

秩序を乱した議員に対して議会により宣告される。 

    それが宣告される途中で会議は残りに掛かる。議会は挙手で宣告する。 

    退場させられた議員は特に秩序違反と見なされれば民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条に規定され

た出席手当及び諸手当の特典を失う。 

 §5. 退場させられた議員が議長によりなされた議場退去命令に従わない場合には一時中断できる。 

    会議の審議再開にあたりその議員が従わない場合には、自動的に議会の次回の会議の後まで県議会の活動から閉め出される。 

第82条 

 会議が騒然となった場合には、議長は一定の警告をした後で会議を中断若しくは閉会できる。 

 極めて深刻な状態の間議長は警備員を呼ぶことができる。 

 

第３編 修正、質問、広報、市民による釈明要求 
 

第Ⅰ章 修 正 

第83条 

 各構成員若しくは県理事会は提案の分割若しくは修正を提起する権利を有する。 

第84条 

 提案の修正は全て書面でその作成者の署名を添えて提出されなければならない。 

 議会は県理事会による予審後に、事前に委員会によって検討されるよう命ずることができる。 

第85条 

 全ての提案若しくは全ての修正は、議会がそれに関する議決をしていない限り、作成者によって撤回できる。 

 議会の全員は作成者によって撤回された提案を再提出できる。 

 再修正案は、修正案及び主要な提案の修正の前に投票に掛けられ、最初に採択された修正案が優先権を持つ。 
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第Ⅱ章 質 問 

Ａ）口頭の回答への書面による上訴の質問 

第86条 

 第49条に関する質問は審議には付されない。 

 作成者若しくは共同作成者による質問の開陳の後で、県報告者代表か若しくは知事だけが発言権を持つ。 

 回答の後で作成者若しくは共同作成者は２分を超えない時間その応答を表明でき、県代表若しくは知事は２分を超えない時間の反論

権を持つ。 

Ｂ）口頭の回答への書面による現状上訴の質問 

第87条 

 第50条に関するこれらの質問は現状が分かる性格のものを提示しなければならない。 

第88条 

 これらの質問は県議会の会議の満２日以上前に議長に届けられる。県代表若しくは知事には直接知らされる。 

 県議会議員たちに県理事会若しくは知事への口頭の現況質問を認めるために、議会の各会期の冒頭に１時間以内の十分な時間を割り

当てる。 

Ｃ）県理事会の書面による回答への書面による上訴の質問 

第89条 

 県議会の構成員たちは県行政に属する事項又は県理事会がその権限を行使する仕方について書面で県理事会に質問を提出できる。 

 後者はその受領後20平日期限内にそれに回答しなければならない。 

Ｄ）質問全体についての規定 

第90条 

 §1. 質問は全て議長に届けられ、県代表若しくは知事には直接知らされる。 

 §2. 質問の作成者が欠席するか又は出席を免除されているときは、その質問の撤回を望まない限りそれに対して回答されることに

なる。 

 §3. 質問の本文は容易にその対象及び範囲が決められるように十分に明瞭的確でなければならない。 

 §4. 法律、命令、本規則の規定に違反する場合に加えて特に以下のものは認められない： 

   １）個人の場合か又は特殊利益に関する質問； 

   ２）専ら統計資料だけを入手したい質問； 

   ３）文献資料の要求となる質問； 

   ４）専ら法律相談の入手だけを目的とする質問； 

   ５）その対象がすでに県議会の同じ会期に提案ずみでその日程に記載されている決議及び動議の同義反復の質問； 

   ６）基礎自治体、社会扶助公共センター、宗教財産の施設、警察管区及び消防機関に関する行政監督の一件書類に対して向けら

れた質問。 

Ｅ）質疑応答の報告書及びその公表 

第91条 

 第89条に規定された書面による質疑応答は質疑応答報告書で公表される。 

 この報告書は二つの項目を含む：一方は質疑応答、他方は回答が規則で決められた期間満了までに作成されていない質問。 

 報告書は県議会議長、県議会会派党首たち、質問作成者たち、県理事会の構成員たちに差し出される。 

 質疑応答報告書は毎月公表の対象となり、県議会の会議の議事録、議事録要約と同じ方式で議会の構成員たちに伝えられる。 

第92条 

 県事務総長は質疑応答報告書の実施方式に責任がある。 

第93条 

 但し質疑応答の対象が個人名に言及するか又は特別の場合にその公表が県若しくは第三者に損害を与える性質のものであるときは、

議長は質疑応答報告書に記載しないことを決定できる。 

 この場合には質問作成者は事務総長の配慮でこの決定を知らされる。 

第Ⅲ章 県理事会の広報 

第94条 

 県理事会は県議会に県議会の権限に関する分野又は県の日常業務の運営についての情報を伝えることができる。 

 審議は、その後の会議のための提案若しくは質問の提起権を侵害しないように、同様な情報を得た後で開始される。 

 県理事会は総括報告に加えた日程のこの項目の記載を要求するよう気を配る。 

第Ⅳ章 

Ａ）市民の説明要求権 
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 ７）広報広聴の範囲内で本規則の内部規律の規定及び以下に関係する全ての条項を遵守する： 

   ― 書面により県議会の審議の説明を要求する市民の権利に； 

   ― 市民の釈明要求権に； 

 ８）以下を対象とする全ての要求を県事務総長に直接書面で提出する； 

   ― 県と共同で経営計画及び契約を持つ基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の経営機関の予算、会計、決議についての

協議； 

   ― 県議会議員、県と共同で経営計画及び契約を持つ基礎自治体組合、非営利法人その他の団体への視察の権利； 

   ― 県と共同で経営計画及び契約を持つ施設及び団体への県議会議員たちの視察権；  

   ― 県行政に関係する一から十までの協議； 

   ― 協議の一件書類に表れた記録の分野についての専門知識の取得； 

 ９）その任務の遂行に厳密に限定しなければならない協議の記録の使用には秘密厳守と慎重さとを示し、自分たちに作られた写しの

ような記録に含まれた情報の多くの第三者への伝達若しくは伝播を回避する。 

Ｇ）緊急招集 

第80条 

 緊急発動は完全な例外に属する。 

 あらかじめ書面で遅くとも会議開始前に議会の構成員たちによって知らされた議長は議会に諮る前に会派の党首たちと協議する。 

 緊急の意向は議会出席議員の３分の２によって、必要ならば点呼による投票で宣告される。 

Ｈ）懲 罰 

第81条 

 §1. 議員が秩序を乱せば議長によってその場で名指しで注意を促される。 

 §2. 議員が同じ会議中に２度目の静粛命令の対象となったときはその制裁は以前に許可を得た発言の強制的な撤回をもたらし、審

議終了まで発言権を剥奪される。それは議事録に記載される。 

 §3. 必要ならば議会執行部の協議の前に、議長はその秩序違反の発言が議事録にも議事要録にも記載しないことを決定できる。一

定の発言に責任のある議員を裁判所に起訴する場合には必要ならば証拠とされる議事録は司法機関に引き渡されることになる。 

    いわれのない人格的中傷若しくは非難、さらには第三者を巻き込んだ不快感への嫌疑と併せて憲法並びに各種の人権及び基本

的自由を保護するヨーロッパ協約によって認められた自由及び基本的人権の侵害をもたらす発言は特に秩序違反と見なされる。 

 §4. ２度目の静粛命令を受けたにもかかわらず、会議の円滑な進行を乱す議員は、議長からその行動から一時的に議場から退場さ

せることができると通告される。当該議員が秩序に反する行動を続ける場合には、議場からの一時的な退場が議長の提案により

秩序を乱した議員に対して議会により宣告される。 

    それが宣告される途中で会議は残りに掛かる。議会は挙手で宣告する。 

    退場させられた議員は特に秩序違反と見なされれば民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条に規定され

た出席手当及び諸手当の特典を失う。 

 §5. 退場させられた議員が議長によりなされた議場退去命令に従わない場合には一時中断できる。 

    会議の審議再開にあたりその議員が従わない場合には、自動的に議会の次回の会議の後まで県議会の活動から閉め出される。 

第82条 

 会議が騒然となった場合には、議長は一定の警告をした後で会議を中断若しくは閉会できる。 

 極めて深刻な状態の間議長は警備員を呼ぶことができる。 

 

第３編 修正、質問、広報、市民による釈明要求 
 

第Ⅰ章 修 正 

第83条 

 各構成員若しくは県理事会は提案の分割若しくは修正を提起する権利を有する。 

第84条 

 提案の修正は全て書面でその作成者の署名を添えて提出されなければならない。 

 議会は県理事会による予審後に、事前に委員会によって検討されるよう命ずることができる。 

第85条 

 全ての提案若しくは全ての修正は、議会がそれに関する議決をしていない限り、作成者によって撤回できる。 

 議会の全員は作成者によって撤回された提案を再提出できる。 

 再修正案は、修正案及び主要な提案の修正の前に投票に掛けられ、最初に採択された修正案が優先権を持つ。 
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第Ⅱ章 質 問 

Ａ）口頭の回答への書面による上訴の質問 

第86条 

 第49条に関する質問は審議には付されない。 

 作成者若しくは共同作成者による質問の開陳の後で、県報告者代表か若しくは知事だけが発言権を持つ。 

 回答の後で作成者若しくは共同作成者は２分を超えない時間その応答を表明でき、県代表若しくは知事は２分を超えない時間の反論

権を持つ。 

Ｂ）口頭の回答への書面による現状上訴の質問 

第87条 

 第50条に関するこれらの質問は現状が分かる性格のものを提示しなければならない。 

第88条 

 これらの質問は県議会の会議の満２日以上前に議長に届けられる。県代表若しくは知事には直接知らされる。 

 県議会議員たちに県理事会若しくは知事への口頭の現況質問を認めるために、議会の各会期の冒頭に１時間以内の十分な時間を割り

当てる。 

Ｃ）県理事会の書面による回答への書面による上訴の質問 

第89条 

 県議会の構成員たちは県行政に属する事項又は県理事会がその権限を行使する仕方について書面で県理事会に質問を提出できる。 

 後者はその受領後20平日期限内にそれに回答しなければならない。 

Ｄ）質問全体についての規定 

第90条 

 §1. 質問は全て議長に届けられ、県代表若しくは知事には直接知らされる。 

 §2. 質問の作成者が欠席するか又は出席を免除されているときは、その質問の撤回を望まない限りそれに対して回答されることに

なる。 

 §3. 質問の本文は容易にその対象及び範囲が決められるように十分に明瞭的確でなければならない。 

 §4. 法律、命令、本規則の規定に違反する場合に加えて特に以下のものは認められない： 

   １）個人の場合か又は特殊利益に関する質問； 

   ２）専ら統計資料だけを入手したい質問； 

   ３）文献資料の要求となる質問； 

   ４）専ら法律相談の入手だけを目的とする質問； 

   ５）その対象がすでに県議会の同じ会期に提案ずみでその日程に記載されている決議及び動議の同義反復の質問； 

   ６）基礎自治体、社会扶助公共センター、宗教財産の施設、警察管区及び消防機関に関する行政監督の一件書類に対して向けら

れた質問。 

Ｅ）質疑応答の報告書及びその公表 

第91条 

 第89条に規定された書面による質疑応答は質疑応答報告書で公表される。 

 この報告書は二つの項目を含む：一方は質疑応答、他方は回答が規則で決められた期間満了までに作成されていない質問。 

 報告書は県議会議長、県議会会派党首たち、質問作成者たち、県理事会の構成員たちに差し出される。 

 質疑応答報告書は毎月公表の対象となり、県議会の会議の議事録、議事録要約と同じ方式で議会の構成員たちに伝えられる。 

第92条 

 県事務総長は質疑応答報告書の実施方式に責任がある。 

第93条 

 但し質疑応答の対象が個人名に言及するか又は特別の場合にその公表が県若しくは第三者に損害を与える性質のものであるときは、

議長は質疑応答報告書に記載しないことを決定できる。 

 この場合には質問作成者は事務総長の配慮でこの決定を知らされる。 

第Ⅲ章 県理事会の広報 

第94条 

 県理事会は県議会に県議会の権限に関する分野又は県の日常業務の運営についての情報を伝えることができる。 

 審議は、その後の会議のための提案若しくは質問の提起権を侵害しないように、同様な情報を得た後で開始される。 

 県理事会は総括報告に加えた日程のこの項目の記載を要求するよう気を配る。 

第Ⅳ章 

Ａ）市民の説明要求権 
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第95条 

 何人も書面によって県議会若しくは県理事会の審議に関する説明を要求する権利を有する。 

 県議会若しくは県理事会は要求を受領した翌月にそれに回答する。 

第96条 

 §1. 説明要求は直接受領できることが認められた議長に手渡されなければならない。 

 §2. 説明要求は以下の場合には受理できないことを申し渡せる： 

    ― その回答の公共的性格が事案、良好な風習、個人生活の尊重を侵害するとき； 

    ― その回答が法令の義務に違反するとき； 

    ― その質問が余りにも漠然とした表現で作成されているとき； 

    ― その質問が専ら統計資料を入手したいとき； 

    ― その質問が文献資料の要求となるとき； 

    ― その質問が専ら法律相談の入手だけを目的とするとき； 

    ― その質問がすでに同じ会期に提案された質問と同じ対象に関わるとき； 

    ― その質問が他の規則によって管理されている行政資料へのアクセスに関係するとき。 

    受理できないと判定された要求の全体は執行部の直近の会議で県議会議長の報告の対象となる。説明要求の作成者は執行部に

行われた報告の後で書面で議長によりその要求は受理できない旨伝えられる。 

 §3. 受理できないと判定された要求は直接それを行政機関に伝える責任のある県事務総長に手渡される。 

 §4. 行政機関によって作られた回答の提案はいずれにせよ県事務総長によって県議会議長に報告される前に県理事会に提示される。 

第97条 

 §1. 回答の提案を取得したならば県議会議長は執行部の直近の会議の日程にその説明要求を記載する。 

    この会議の招集状には回答の提案が執行部の検討及び投票に付されたようなその説明要求の写しが添えられる。 

 §2. 現在の理事会によって決められた期限は７月及び８月には中断される。 

Ｂ）市民の釈明要求権 

第98条 

 §1. 県土上に住所があるか居住している満18歳以上の者は誰でもその営業の本拠が県土上に置かれている全ての法人及び県土上に

住所があるか居住している満18歳以上の者によって代理されている者と同様に理事会に議会の会議の公開を要求できる。 

 §2. 要求の全文は書面で議会の議長の元に提出されねばならない。それが取得されると議長はそれの受理できることを決定し、そ

の執行機関の様式を決定する責任のある執行部の直近の会議の日程の項目に記載する。受理不能は全てその理由が述べられる。 

    受理できるためには申し立てられた要求は以下の条件を満たしていなければならない： 

   １）唯一人の人間によって申し立てられる； 

   ２）質問形式で作成され口頭の参加が２分以上にはならない； 

   ３）専ら民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の意味で県の利益に関係する事項を対象とする；ほかの

レベルの当局の権限に関係する質問は、必要な場合議長によって特別の手続しかそれに答えられない関係議会若しくは執行部

に引き渡される； 

   ４）全般的な範囲である；特別な利害の事例に関係がある質問の場合は必要に応じて民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻

第Ⅰ編第Ⅱ章第28条及び本規則の第91条の枠内で取り扱われるか又は議会の委員会の検討に移される； 

   ５）自由及び基本的人権に反しない； 

   ６）個人を質問の対象にしない； 

   ７）統計資料の入手だけを目指すものでない； 

   ８）文献資料の要求とはならない； 

   ９）専ら法律相談の入手だけを目的としない。 

 §3. 議会執行部による受理可能の判定の要求は行政機関に伝える責任のある県事務総長に手渡される。 

 §4. 回答が県理事会によって決められてから、議長は執行部によって決められた機関の様式に従って、県議会の直近の会議に出席

して公開の席で冒頭の１時間にその質問を述べ、県理事会の回答を聞くよう要求者に依頼する。依頼はこの後の§５及び§６で

言及する。 

 §5. 要求者はその質問を議長の依頼によって会議の中で与えられた２分を超えない時間内で発言する機会を準備した規則を尊重し

て公開の席で述べる。 

    県理事会の回答を聞いた後要求者は日程の最終終了の後で反問のために２分間使ってよい。 

 §6. 欠席の場合には要求者の弁明はなくその事案は無効となる。 

 §7. 本条に規定された要求は質疑応答報告書で公表され県のインターネット上のオンラインに配信される。 
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第４編 雑 則 
 

第Ⅰ章 県事務総長 

第99条 

 県事務総長は議会の会議に出席する。 

第100条 

 県事務総長は以下のものに責任がある： 

 ａ）議会の会議の議事録の作成； 

 ｂ）記録簿の保管； 

 ｃ）議事録及びその記録に関する議会の審議の登録； 

 ｄ）議会の交信の迅速な処理； 

 ｅ）議会の資料及び官印の保管； 

 ｆ）議事要録及び審議の簡潔な報告の作成； 

 ｇ）民主的地方自治制・分権法典及び内規の本規則によって規定されたように県公報への公表及び県の諸規則の県インターネット・

サイト上への配信； 

 ｈ）民主的地方自治制・分権法典及び内規の本規則によって規定されたように質疑応答、要求及びその他の一件資料の質疑応答報告

書への公表並びに質疑応答の県インターネット上への配信。 

第101条 

 県議会議員が自由に利用できるように配置される図書室が県文書課に設置される。そこには議会及び県理事会の議事録、議事要録、

質疑応答報告書、県の諸規則、県公報、県の選挙結果、会計検査院報告が含まれる。 

 各種の決定機関の会議の全ての議事録及びそれに対して県が代表する、及び/又は少なくとも年間５万ユーロ相当の支援のための補

助金を支出する基礎自治体事務組合、県公社、非営利法人その他の団体の毎年経営の契約及び計画の枠内で作成される諸報告のほか

年度予算及び会計報告も含まれる。 

第102条 

 県議会若しくは県理事会の名前で印刷された同種のもの全てが本規則に決められた様式に従って各県議会議員に送付されるよう配慮

する。 

 その伝達方法が本規則によって規定される資料の全てが電子回路で議員たちに伝達されるよう配慮する。 

第Ⅱ章 議場取締 

第103条 

 議会の取締はその遵守に必要な命令を発する議長によって議会の名前で行われる。 

 議長は警告が発せられた後で賛成か反対かいずれかを公然と合図するか又はそのいずれかを用いて騒ぎを引き起こす人間全てに傍聴

席から即座の退去を命じることができる。 

 さらに議長は違反を条件にして、ほかに起訴される理由がなければ0.02乃至0.50ユーロの罰金を宣告できる違警罪裁判所に移送する

調書を作成できる。 

第104条 

 議長によって許可されない限り、会議の様々な業務及び報道陣に必要なその占める場所を持っている職員を例外として、議会と無縁

の者は議場には招き入れられないし、とどまれない。 

第105条 

 会議中は正式に宛がわれて室内に出席する者は着席して静粛を保つ。出席者は議長に命じられた措置に従う義務がある。 

 業務に必要がなく議長の許可がなければ録音は禁じられる。 

 本条の対象となる諸規定は印刷され、宛がわれた部屋の入口に掲示される。 

第Ⅲ章 議員の調査権 

Ａ）閲覧権の行使 

第106条 

 §1. 県行政に関連のあるどのような行為、どのような書類も、これらの行為、これらの書類が県知事及び県理事会に付与された任

務と関係がありさえすれば、議員たちの調査からは逃れられない。 

    問題の行為及び書類は県書記に文書で要求し、面会して協議できる。 

    この協議の仕方は本規則の第107条で決められている。 

 §2. 協議の権利からは以下のものは除外される： 

   １）個人の性格についての資料を含むか、治安に関係するか、それにもまして治安を乱す記録； 

   ２）県理事会の構成員の一人かそのほかの者又は県公務員の誰かによって取得され作成された個人のメモ； 
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第95条 

 何人も書面によって県議会若しくは県理事会の審議に関する説明を要求する権利を有する。 

 県議会若しくは県理事会は要求を受領した翌月にそれに回答する。 

第96条 

 §1. 説明要求は直接受領できることが認められた議長に手渡されなければならない。 

 §2. 説明要求は以下の場合には受理できないことを申し渡せる： 

    ― その回答の公共的性格が事案、良好な風習、個人生活の尊重を侵害するとき； 

    ― その回答が法令の義務に違反するとき； 

    ― その質問が余りにも漠然とした表現で作成されているとき； 

    ― その質問が専ら統計資料を入手したいとき； 

    ― その質問が文献資料の要求となるとき； 

    ― その質問が専ら法律相談の入手だけを目的とするとき； 

    ― その質問がすでに同じ会期に提案された質問と同じ対象に関わるとき； 

    ― その質問が他の規則によって管理されている行政資料へのアクセスに関係するとき。 

    受理できないと判定された要求の全体は執行部の直近の会議で県議会議長の報告の対象となる。説明要求の作成者は執行部に

行われた報告の後で書面で議長によりその要求は受理できない旨伝えられる。 

 §3. 受理できないと判定された要求は直接それを行政機関に伝える責任のある県事務総長に手渡される。 

 §4. 行政機関によって作られた回答の提案はいずれにせよ県事務総長によって県議会議長に報告される前に県理事会に提示される。 

第97条 

 §1. 回答の提案を取得したならば県議会議長は執行部の直近の会議の日程にその説明要求を記載する。 

    この会議の招集状には回答の提案が執行部の検討及び投票に付されたようなその説明要求の写しが添えられる。 

 §2. 現在の理事会によって決められた期限は７月及び８月には中断される。 

Ｂ）市民の釈明要求権 

第98条 

 §1. 県土上に住所があるか居住している満18歳以上の者は誰でもその営業の本拠が県土上に置かれている全ての法人及び県土上に

住所があるか居住している満18歳以上の者によって代理されている者と同様に理事会に議会の会議の公開を要求できる。 

 §2. 要求の全文は書面で議会の議長の元に提出されねばならない。それが取得されると議長はそれの受理できることを決定し、そ

の執行機関の様式を決定する責任のある執行部の直近の会議の日程の項目に記載する。受理不能は全てその理由が述べられる。 

    受理できるためには申し立てられた要求は以下の条件を満たしていなければならない： 

   １）唯一人の人間によって申し立てられる； 

   ２）質問形式で作成され口頭の参加が２分以上にはならない； 

   ３）専ら民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条の意味で県の利益に関係する事項を対象とする；ほかの

レベルの当局の権限に関係する質問は、必要な場合議長によって特別の手続しかそれに答えられない関係議会若しくは執行部

に引き渡される； 

   ４）全般的な範囲である；特別な利害の事例に関係がある質問の場合は必要に応じて民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻

第Ⅰ編第Ⅱ章第28条及び本規則の第91条の枠内で取り扱われるか又は議会の委員会の検討に移される； 

   ５）自由及び基本的人権に反しない； 

   ６）個人を質問の対象にしない； 

   ７）統計資料の入手だけを目指すものでない； 

   ８）文献資料の要求とはならない； 

   ９）専ら法律相談の入手だけを目的としない。 

 §3. 議会執行部による受理可能の判定の要求は行政機関に伝える責任のある県事務総長に手渡される。 

 §4. 回答が県理事会によって決められてから、議長は執行部によって決められた機関の様式に従って、県議会の直近の会議に出席

して公開の席で冒頭の１時間にその質問を述べ、県理事会の回答を聞くよう要求者に依頼する。依頼はこの後の§５及び§６で

言及する。 

 §5. 要求者はその質問を議長の依頼によって会議の中で与えられた２分を超えない時間内で発言する機会を準備した規則を尊重し

て公開の席で述べる。 

    県理事会の回答を聞いた後要求者は日程の最終終了の後で反問のために２分間使ってよい。 

 §6. 欠席の場合には要求者の弁明はなくその事案は無効となる。 

 §7. 本条に規定された要求は質疑応答報告書で公表され県のインターネット上のオンラインに配信される。 
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第４編 雑 則 
 

第Ⅰ章 県事務総長 

第99条 

 県事務総長は議会の会議に出席する。 

第100条 

 県事務総長は以下のものに責任がある： 

 ａ）議会の会議の議事録の作成； 

 ｂ）記録簿の保管； 

 ｃ）議事録及びその記録に関する議会の審議の登録； 

 ｄ）議会の交信の迅速な処理； 

 ｅ）議会の資料及び官印の保管； 

 ｆ）議事要録及び審議の簡潔な報告の作成； 

 ｇ）民主的地方自治制・分権法典及び内規の本規則によって規定されたように県公報への公表及び県の諸規則の県インターネット・

サイト上への配信； 

 ｈ）民主的地方自治制・分権法典及び内規の本規則によって規定されたように質疑応答、要求及びその他の一件資料の質疑応答報告

書への公表並びに質疑応答の県インターネット上への配信。 

第101条 

 県議会議員が自由に利用できるように配置される図書室が県文書課に設置される。そこには議会及び県理事会の議事録、議事要録、

質疑応答報告書、県の諸規則、県公報、県の選挙結果、会計検査院報告が含まれる。 

 各種の決定機関の会議の全ての議事録及びそれに対して県が代表する、及び/又は少なくとも年間５万ユーロ相当の支援のための補

助金を支出する基礎自治体事務組合、県公社、非営利法人その他の団体の毎年経営の契約及び計画の枠内で作成される諸報告のほか

年度予算及び会計報告も含まれる。 

第102条 

 県議会若しくは県理事会の名前で印刷された同種のもの全てが本規則に決められた様式に従って各県議会議員に送付されるよう配慮

する。 

 その伝達方法が本規則によって規定される資料の全てが電子回路で議員たちに伝達されるよう配慮する。 

第Ⅱ章 議場取締 

第103条 

 議会の取締はその遵守に必要な命令を発する議長によって議会の名前で行われる。 

 議長は警告が発せられた後で賛成か反対かいずれかを公然と合図するか又はそのいずれかを用いて騒ぎを引き起こす人間全てに傍聴

席から即座の退去を命じることができる。 

 さらに議長は違反を条件にして、ほかに起訴される理由がなければ0.02乃至0.50ユーロの罰金を宣告できる違警罪裁判所に移送する

調書を作成できる。 

第104条 

 議長によって許可されない限り、会議の様々な業務及び報道陣に必要なその占める場所を持っている職員を例外として、議会と無縁

の者は議場には招き入れられないし、とどまれない。 

第105条 

 会議中は正式に宛がわれて室内に出席する者は着席して静粛を保つ。出席者は議長に命じられた措置に従う義務がある。 

 業務に必要がなく議長の許可がなければ録音は禁じられる。 

 本条の対象となる諸規定は印刷され、宛がわれた部屋の入口に掲示される。 

第Ⅲ章 議員の調査権 

Ａ）閲覧権の行使 

第106条 

 §1. 県行政に関連のあるどのような行為、どのような書類も、これらの行為、これらの書類が県知事及び県理事会に付与された任

務と関係がありさえすれば、議員たちの調査からは逃れられない。 

    問題の行為及び書類は県書記に文書で要求し、面会して協議できる。 

    この協議の仕方は本規則の第107条で決められている。 

 §2. 協議の権利からは以下のものは除外される： 

   １）個人の性格についての資料を含むか、治安に関係するか、それにもまして治安を乱す記録； 

   ２）県理事会の構成員の一人かそのほかの者又は県公務員の誰かによって取得され作成された個人のメモ； 
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   ３）もはや県理事会の決定の対象とはされていない一件書類に関係のある書類。 

    当方の理由でその協議の要求を受け入れられないと考える県書記に合わせてその問題に判定を下す県理事会に委ねる。 

 §3. 日程の各項目についてそこで報告されるそれぞれの書類が全て県書記への議会の構成員たちの意向に沿って日程送付後に準備

される。議員は誰でも写しを要求できる。 

    この協議も亦書面での要求や面会で行われる。 

 §4. その上一件資料に出てくる記録に関する専門的知識を得たい議員は誰でも県事務総長に対してその要求を申し入れできる。 

    この権利の行使の方法は本規則の第109条に詳述される。 

 §5. 加えて§３で対象とされた書類は議会の会合同様項目が付託される委員会の会合の日、時間、場所については議員たちの意向

に沿わなければならない。 

第107条 

 §1. 第106条で認められたような協議の権利の枠と制限内で議員は協議される行為や書類の写しを要求できる。 

    これらの要求は書面で県書記に届けられる。それらはその写しが願い出られた記録に関して十分に明瞭的確でなければならな

い。 

    これらは要求受領後10日以内に要求者に手渡される。 

    議員は秘密厳守を表明し、協議された記録の利用に関して留意しなければならない。 

    その権限の行使には厳格な自制をし、写しが自分のものになった記録に含まれる情報である限り第三者への伝達若しくは伝播

は全て回避しなければならない。 

    県書記が例えば問題の記録の性質若しくはその漏洩に気を配ってよい特別な事情を理由に交付できないと考える場合には、そ

れについて決断を下す県理事会に付託する。 

    写しの枚数が10枚を超えるときはその量以上の１頁ごとに0.05ユーロの料金が要求される。 

 §2. 県事務総長に書面で要求をする議会の構成員たちは、要求の対象となる県理事会の会議の議事録の写しをその会議の開催後15

日以内に受領する。 

 §3. 県議会議員たちは県と共同で経営計画若しくは契約を持つ基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体の経営機関の予算、

会計、決議について協議できる。 

    要求はこの協議のお膳立てをする準備をする県事務総長に申し立てられなければならない。 

    この協議の様式は経営計画若しくは契約に決められている。 

Ｂ）県議会議員の視察権の行使 

第108条 

 §1. 議員たちは県によって設置され管理される全ての施設及びサービス機関を視察することができる。 

    これらの視察はその実施場所を決める県事務総長にあらかじめ申し入れられた書面での要求の対象となる。 

    視察は施設若しくはサービス機関の理事長若しくは責任者、部局長、県事務総長若しくはその代理、必要な場合には権限のあ

る県代表の出席を得て実施される。 

    その性格が完全に情報取得にとどまらなければならない視察中は議員は受け身の態度で行動しなければならないが、観察が視

察されるサービス機関若しくは施設に就職している職員の尋問でもなければ、話題に上るのが教育機関でなければ、議員はいつ

でも本規則の第49条以降で認められた特権を行使する。 

    但しその接触が視察者の身に危険を生ずるものか、又はその個人生活とか尊厳が尊重される権利を有する利用者若しくは占有

者のものを除いて、全ての場所が視察できる。 

 §2. 県議会議員たちは県と共同で経営計画若しくは契約を持つ基礎自治体事務組合、非営利法人その他の団体を視察できる。 

    視察の要求はこの視察のお膳立てに役に立つ準備をする県事務総長に申し立てられなければならない。 

    この視察の様式は経営計画若しくは契約の中で決められる。 

Ｃ）技術的知識の入手権 

第109条 

 議員は誰でも協議される一件資料に表れる記録に関する専門知識を要求する権利を有する。この権利の行使のためには、文書で県事

務総長に申し入れられる要求も、県事務総長若しくは指定された公務員（たち）が望まれる情報を提供できるように、その対象及び

範囲に関して明瞭的確であることが必要である。 

 県事務総長が専門的知識の要求を受け入れられないと判断した場合には、それについて決断を下す県理事会に付託しなければならな

い。 

 情報は要求者に最適の期間内に提供され、このため全ての場合に要求受領後48時間以内に議会の直近の会議の日程の項目に関係する

ことになる。 

 場合に応じて情報は書面若しくは口頭で提供されることになる。 

 この最後の場合には面会の日時に関して要求者と取り決めが行われるであろう。 
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第Ⅳ章 県民意向調査 

第110条 

 県議会は県住民の発議か若しくは請求によって県益の分野に関するものについて意見を求めることができる。 

 県住民から出された発議はその10％以上によって支持されなければならない。 

第111条 

 県民意向調査とそれへの参加のためには以下のことが必要である： 

 １）県内の基礎自治体の住民登録簿に登録か若しくは記載されている； 

 ２）満16歳に達している； 

 ３）県の選挙の有権者に要求される選挙権の剥奪か停止を伴う有罪判決若しくは決定の対象となっていない。 

第112条 

 第110条に予定された県住民の発議による県民意向調査の企画及び手配の請求は、全て書留郵便で県理事会に送られなければならな

い。 

 請求には議会に伝える理由書及び適切な記録が添えられなければならない。 

第113条 

 県によって交付された書式によって申し立てられて納得され、件名と刑法第196条の写しとを加えて以下のものを記載していないと

請求は受理されない： 

 １）県民意向調査の対象となる（諸）問題； 

 ２）請求署名人の苗字、名前、生年月日、それぞれの住所； 

 ３）県民意向調査の請求の発議をした者たちの苗字、名前、生年月日、それぞれの住所。 

第114条 

 請求受理の後県理事会はそれらが十分な有効署名数によって支持されているかを調べる。 

 その調査の場合県理事会は以下のものは抹消する： 

 １）重複署名； 

 ２）県民意向調査の請求のための条件に応えられない者たちの署名； 

 ３）提出された資料がその身元を確認するには十分でない人たちの署名。 

 有効署名数に達したとき検査は終了する。 

 この場合には県議会は県民意向調査を企画し手配する。 

第115条 

 第110条の意味での県益の分野については民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第32条で要求された分野と解され
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 個人（たち）及び県の会計、予算、税、俸給は意向調査の対象としてはならない。 

 申し立てられた県益の性格が疑わしい場合には県理事会は県議会に決定を付託する。 

 県民意向調査は県議会一新のための有権者通常集会の前16か月間は企画手配できない。さらに県民意向調査は下院及び上院議員、欧

州評議会及び議会の直接選挙の前40日間は企画手配できない。 

 県住民たちは議会によって半年に一度か多くても６回しか調査されることはない。別の県議会の一新に続く期間中は同じ分野につい
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 意向調査の少なくとも一月前に県行政部は住民の意向に沿って意向調査の分野について客観的方法で紹介する小冊子を用意する。加

えてこの小冊子は住民が意向調査されるであろう問題もしくは諸問題並びに第109条第２項が適用される理由書を含む。 
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 質問はそれについてそこでイエスかノーで答えられる方法で作成されなければならない。 
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章第12条を適用した内規によって設けられた諸規定を遵守して意向調査に関係する理事会の活動をセットするのに必要なあらゆる手

段を執る。 
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 参加は義務ではない。各参加者は投票権を持つ。投票は秘密である。 

 意向調査は日曜日には行えない。参加者たちは８時か13時に投票が認められる。地方の場合は13時前の投票も認められる。 
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   ３）もはや県理事会の決定の対象とはされていない一件書類に関係のある書類。 
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ことになる。 

 場合に応じて情報は書面若しくは口頭で提供されることになる。 

 この最後の場合には面会の日時に関して要求者と取り決めが行われるであろう。 

－ 267 － 

第Ⅳ章 県民意向調査 
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 県住民の10％以下しか意向調査に参加しなければ開票には進められない。 

第Ⅴ章 末尾規定 

第121条 

 本規則の中で「満１日」という表現は住所に招請状が届いた日と会議当日は期間に含まれないことを意味する。土曜日、日曜日及び

祭日は週のほかの日と同様に満１日である。 

第122条 

 1998年６月18日の内規は本規則の発効の日に以下のものを除いて廃止される： 

 １）2006年10月８日まで適用された第20条及び第45条第１項第３列； 

 ２）民主的地方自治制・分権法典第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第26条で要求されたことによる県法第60条に関するものを除く2006年10

月８日までの適用が今なお続く第18条。 

第123条 

 本規則は印刷されて県議会の各構成員に１部配達されることになる；それは県公報で公表され県のインターネット・サイト上のオン

ラインに配信されることになる。 

 2006年10月８日に適用された以下の条文を除いて県公報の発売される翌月の初日に発効する： 

  ― 第10条§２及び§３、 

  ― 第26条§１、§２、§３、§４、 

  ― 第45条最後の項。 

第124条 

 2006年10月８日までの読み替え 

 「県理事会」→「常設代表団」 

 「県代表」→「常設代表」 

 2006年５月18日リエージュ会議で 

            議会 

   県事務総長       議長 

   マリアンヌ・ロネ    ジャンクロード・ムーラン 
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Ⅲ－２ リエージュ県庁組織図 
 

 リエージュ県庁の組織図は、原文はフランス語、前に紹介した県議会規則とともに著者の現地調査の際に提供された。日本の標準的

な府県庁組織図と対比してみると、県の主体がベルギーの場合は県議会だが、知事以下吏員は連邦政府の任命という点で、府県の実質

的な主体が公選の知事であり、職員も知事に任命される日本と基本的に異なる。 

 

リエージュ県庁組織図 
 

事務総局  県中央行政部 

      文化青少年博物館公共図書館部 

      保健環境部 

      技術部 

      教育部 

      スポーツ観光重大行事対外関係部 

      農業部 

      インターネット連携室 

      儀典広報伝達部 

 

事務総局 

 県事務総長  県議会事務局 

        県理事会事務局 

        訟務部 

        文書課 

        飜訳課 

        人事・会計・郵送・接待（王宮）課 

        車両検査課 

 

             財産庶務課  1.1課（庶務、研修、助成）（会計、文書） 

                    1.2課（財産、目録作成、賃貸借、保険、地方・ASBL・自治体連合活動） 

                    2.1課（奨学金貸与）（住宅貸付） 

             貸付予算課  2.2課（運営普通予算・入札・公設市場）（特別予算・設備・公共事業） 

                    2.3課（公債）（予算） 

                    身分・範囲 

                    3.1課（助成対象教員・非教員人事）（非助成職員募集業務） 

県中央行政部  部長室  人事課    3.2課（非教育・行政管理人事）（非教育職員異動・研修・災害人事） 

                    3.3課（財務管理・正規の特典）（非教育職員税還付・俸給決定）（県年金決定・整理） 

             会計課    4.1課（中央計算室・県会計・支払・経理・助成・公債）（普通予算・運営支出） 

                    4.2課（税・収税） 

             福祉住宅課  （県社会福祉事業活動業務）（住宅支援センター）（県児童青少年情報センター） 

                    （社会福祉研究情報事務所）（社会福祉活動監視検査） 

             県オ・サル複合体  （運営）（クリーニング）（印刷）（保守業務）（輸送業務） 
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             福祉住宅課  （県社会福祉事業活動業務）（住宅支援センター）（県児童青少年情報センター） 

                    （社会福祉研究情報事務所）（社会福祉活動監視検査） 

             県オ・サル複合体  （運営）（クリーニング）（印刷）（保守業務）（輸送業務） 
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－ 270 － 

             文化・青少年・博物館課 

                 生涯教育・青少年係 

                  文化問題担当 

                  （事務室・人事業務、経理、会計、行政管理、機材貸付、アニメ活動） 

                  生涯教育担当 

                  （行政と教育の連係、団体・歌曲芸術・生活間の関係） 

                  （劇場）（表現力創造力センター）（遺産・出版助成・特別助成） 

                  （芸術創造・奨励）（音楽情報） 

                 博物館・展示会係 

                  展示会担当 

文化青少年博物館公共        科学・文献担当 

  図書館部  部長室       アニメ担当 

                  ジェエイ城担当（管理）（保守・保安） 

                  ワロン生活博物館担当（管理・会計業務）（観客サービス） 

             公共図書館課 

                 図書館係 

                 （事務室・アニメ・展示）（移動図書館）（相談室）（成人向図書・自由閲覧） 

                 （一般サービス）（青少年向図書） 

                 メディア係（自由閲覧）（スタジオ）（音楽室） 

 

             治療施設  病院特別受入センター 

                   （事務室)（機密保護)（運営)（経理)（保守)（薬局)（医療)（看護)（ネットワーク保守) 

                   アベー・スクリュ労働復帰センター 

                   （寄宿舎）（特殊職業指導）（見習技能者養成センター） 

保健・環境部  部長室  試験所・無料診療所（エルネ・マルヴォ研究所） 

                   相談業務 

                   （スポーツ医療）（スポーツ心理学）（医療心理学）（特殊相談）（心理療法） 

                   移動検診業務 

                   （乳がん検診センター）（移動検診）（保健観察所） 

                   環境・生活の質医療業務 

                   （室内環境分析業務）（環境情報業務）（保健向上業務） 

                   試験所業務 

                   （人間生物学）（環境化学）（微生物学）（品質） 

                   検査・専門医療・学校保健向上・旅行医療業務 

                    検査・専門担当 

                    予防接種・旅行医療担当 

                    学校保健向上担当 

                    （フレマーユ支所）（エルスタル・コロミュ支所）（エルスタル・ピュイ支所） 

                    （ユイ支所） （ラ・ライ支所）（マニェー支所）（マルメディ支所）（ウグレ支所） 

                    （セラン・プロ支所）（セラン・モルシュ支所）（テンロ支所） 

                    （ヴェルヴィル・ドンクレ支所）（ヴェルヴィル・レネ支所）（ワレム支所） 

                    （ヴェルケンラエ支所） 

             庶務課 
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          県建築課（建築事業公社）（管理業務）（公共事業）（特殊技術）（建築技術） 

                道路調査係（第１管区・エスバユ）（第２管区・バスムーズ、パユ・ドゥ・エルヴ） 

                     （第３管区・コンドゥロ）（第４管区・ヴェルヴィルトワズ） 

                河川係 

技術部  部長室  県技術課  製図係 

                地方道・道路全般監督管理係 

                建設現場移動配列係 

 

          普通中等教育課 

            県立ギュイ・ラン中学校 

            エルスタル理工科学校 

            ユイ理工科学校 

            セラン理工科学校 

            ヴェルヴィ理工科学校 

            ラ・ライ中等学校教員養成所 

            県立ジャン・ベ理工科女学校 

            ヘスバユ中等学校教員養成所（クリスネ校）（ユイ市校）（セリュ市校） 

            エルスタル中等学校教員養成所 

            ユイ中等学校教員養成所 

            診療補助部門中等学校教員養成所（リエージュ校）（ユイ・ヴァレメ校）（ヴェルヴィル校） 

            セラン中等学校教員養成所 （ジャマプ校）（ウグレ校） 

            ヴェルヴィル中等学校教員養成所 

          特別中等教育課 

            ミシェロ特別中等学校教員養成所 

教育部  部長室  高等教育課 

            アンドレ・ベサル校（診療補助部門科）（教育学科）（社会福祉科）（宿舎）（経理係） 

            レオン・エリ・トゥロクレ校（経済科）（教育学科）（社会福祉科）（経理係） 

            レネキン・シュアレム校（農業科）（経済科）（技術科）（宿舎）（経理係） 

          社会向上教育 

            県立エルスタル社会向上教育研究所 

            県立ユイ・ヴァレメ社会向上教育研究所 

            県立リエージュ社会向上教育研究所 

            県立セラン社会向上中等教育研究所  一般・経済コース 

            県立セラン社会向上高等教育研究所 

            県立セラン社会向上中等教育研究所  技術コース 

            県立ヴェルヴィル社会向上教育研究所  商業コース 

            県立ヴェルヴィル社会向上教育研究所  技術コース 
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教育部  部長室  高等教育課 
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            県立セラン社会向上中等教育研究所  一般・経済コース 
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            県立セラン社会向上中等教育研究所  技術コース 

            県立ヴェルヴィル社会向上教育研究所  商業コース 

            県立ヴェルヴィル社会向上教育研究所  技術コース 
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          県立公務員研修研究所（IPFASP） 

          （行政学学校）（警察学校）（消防学校）（県立救急医療支援学校EPAMU） 

          医療制度計画センター調整室（PMS） 

          （エルスタルPMSⅠセンター）（ユイPMSⅠセンター）（セランPMSⅠセンター） 

          （ヴェルヴィルPMSⅠセンター）（エルスタルPMSⅡセンター）（ユイPMSⅡセンター） 

          （セランPMSⅡセンター）（ヴェルヴィル PMSⅡセンター）（ユパン・セン・ヴィトPMSセンター） 

          （リエージュPMSセンター）（ヴァレメPMSセンター） 

研修部  部長室  方法論センター 

          技術・教育学調整室（CE.CO.TE.PE） 

          （改革・継続研修センターCIFOC）（マルチメディア方法利用研修FORMULTIMEDIA） 

          （生産オートメーション研修センターCEFAP）（SUALEM研修研究センターCEFORS） 

          （医療補助継続研修センターCEFOP）（情報科学・社会科学継続研修研究センターHORUS） 

          （教育法・対外関係行政調整係） 

          研修質向上室 

          成功踏台室 

 

             スポーツ事務・施設課 

               （スポーツ連携）（技術連携）（行政連携） 

               県営アリュール競輪場 

スポーツ観光         ワロン・レジオン高度訓練研修センター（CREF） 

 重大行事          県ネメット・グゾヴェマン複合体 

 対外関係部  部長室  観光連盟 

             （経理、会計、保守、人事）（物流基盤整備）（奨励・広報）（出版） 

             （展示・展示会、事務機械化、応対・派遣）（コンピュータグラフィック） 

             ヴェジマン公有地 

             重大行事調整室 

             対外関係課 

 

          県立農業成人学校 

農業部  部長室  農業資料情報課 

          県立農業検査所 

          景観環境課 

 

インターネット連携室  部長室  リエージュ室 

                 セラン室 

 

              儀典課 

儀典広報伝達部  部長室  伝達課  管理室 

                   情報支所 

                   （ユイ情報支所）（ヴェルヴィル情報支所）（ヴァレメ情報支所）（ユパン情報支所） 

                   記者クラブ 
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Ⅲ－３ リエージュ県公務員法（非教育職員） 
 

（監視期間満了により発効した1998年３月26日の県議会議決） 

 

第１編 総 則 
 

第１条 職員の一定の官吏に適用される現行法規： 

  ─ その後の修正を受けたような1959年５月29日の法律に従って国庫補助を受けている者を含む行政官及びその同等官； 

  ─ 雇傭人及びその同等者； 

  ─ 技官及びその同等官； 

  ─ 介護者及びその補助者； 

  ─ 文化担当官及びその同等官。 

 反対の規定がない限りそれは労働協約の規定により雇用される同種の官吏にも適用される。 

第２条 官吏はレベル序列がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅからなる官位の名称である。 

第３条 官吏の任命は県議会の権限である。 

 但し、ワロンの県組織の2004年２月12日の地域圏法§４第32条を適用してＡ５、Ａ６、Ａ６特、Ａ７、Ａ７特、Ａ８の俸給体系に相

当する官位を除いてその権限は常任理事会に帰属する。 

第４条 任命は県の施設及び業務の職員の枠内の限度で第18条に列挙される条件によってなされる。 

第５条 県の施設及び業務の職員の枠は現行法規の補遺１に記載されている。 

第６条 常任理事会も亦季節ごとの業務の需要を満たすために若しくは時期の特別に限定された任務を果たすために特異な労働に立ち

向かうために非常勤職員を雇える。 
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Ⅲ－３ リエージュ県公務員法（非教育職員） 
 

（監視期間満了により発効した1998年３月26日の県議会議決） 

 

第１編 総 則 
 

第１条 職員の一定の官吏に適用される現行法規： 

  ─ その後の修正を受けたような1959年５月29日の法律に従って国庫補助を受けている者を含む行政官及びその同等官； 

  ─ 雇傭人及びその同等者； 

  ─ 技官及びその同等官； 

  ─ 介護者及びその補助者； 

  ─ 文化担当官及びその同等官。 

 反対の規定がない限りそれは労働協約の規定により雇用される同種の官吏にも適用される。 

第２条 官吏はレベル序列がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅからなる官位の名称である。 

第３条 官吏の任命は県議会の権限である。 

 但し、ワロンの県組織の2004年２月12日の地域圏法§４第32条を適用してＡ５、Ａ６、Ａ６特、Ａ７、Ａ７特、Ａ８の俸給体系に相

当する官位を除いてその権限は常任理事会に帰属する。 

第４条 任命は県の施設及び業務の職員の枠内の限度で第18条に列挙される条件によってなされる。 

第５条 県の施設及び業務の職員の枠は現行法規の補遺１に記載されている。 

第６条 常任理事会も亦季節ごとの業務の需要を満たすために若しくは時期の特別に限定された任務を果たすために特異な労働に立ち

向かうために非常勤職員を雇える。 
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Ⅲ－４ 教育以外のリエージュ県職員の財政法 
 

1994年７月１日施行 

一般的規定 

第１条 

 §1. リエージュ県の教育以外の職員の俸給は含まれる等級によって決められる。 

    ― 最低限の俸給； 

    ― 組み込まれる昇給と結び付いた俸給の「等級」； 

    ― 最大限の俸給。 

    21歳に達した官吏のために少なくとも各部門の職員に一致した劣ることのない俸給が保証される。 

 §2. 経歴の昇進を認める年功序列が第18条以下に定められている。 

    年功序列及び昇進の条件を満たすとする見解は唯業務の効果的な遂行と県の施設及び業務における官吏の一定の資質とに限ら

れる。 

第１章 組織体制 

総 則 

第１節 給与体系の決定 

第２条 各官位は現行法の補遺１に再掲される表に従って以下の項目の一つを条件に一つ乃至複数の俸給が付与される。 

 1. 行政職及び相当職； 

 2. 雇傭人及び相当職； 

 3. ……（無目的）…… 

 4. 技官及び相当職； 

 5. 介護業務職員及び相当職； 

 6. 文化業務技術職員及び相当職。 

 その有効な活躍に応じた官位に連動した俸給体系の恩恵を一定期間享受する。 

第３条 俸給体系はA、B、C、D、Eの文字で表される５レベルに分類される。 

 レベルB、C、D、Eの俸給は正規職員Aのグループに従属し、レベルAの俸給は正規職員Bのグループに従属する。 

 それらは1977年３月１日の国法に従って指標軸138.01に連動して消費者物価指数の変動に連動する。 

第２節 俸給の決定 

第４条 正規の規定に反することなく官吏の俸給は受け入れる業務を考慮してその官位の俸給内で決められる。 

第５条 官位の財政法規の全ての修正の際に官位と連動する俸給があたかも最新の財政法規が全ての時に存在しているように再決定さ

れる。 

 例えば俸給が県当局の修正の決定の発効によりその官吏の享受してきたものより低い場合には、同等より低い俸給を受けるという点

でその官吏はもっと有利な俸給を維持できる。 

第６条 定期昇給は経歴の開始の記念月に一致する。 

 その月の初日以外の日に当たる経歴の開始の記念月は官吏が月の平日の初日に勤めた以外は翌月の初めに繰り延べられる。 

第７条 反対の規定がなければ官吏が機敏に実行する部分の以下の現行の業務は組み込まれる昇給付与のためにのみ認められる。 

  ― 欧州共同体及び欧州連合、欧州共同体の構成国及び欧州経済圏、連邦国家、共同体、地域圏、アフリカ、県、都市圏、自治体事

務組合、自治体協議会、自治体公共扶助自治体共同業務及び施設、社会福祉委員会、公共社会扶助センター、公共貸付金庫若し

くはその他の公務金庫、職業軍人のような、又は行動に報酬の支払われる正規の公務のような、又は常勤職若しくはパートタイ

ムの業務； 

  ― 補助金・俸給により報酬の支払われる常勤職若しくはパートタイムの公務の正規の私立か若しくは聖職者のような国庫補助対象

の私学施設； 

  ― 学校教育及び職業の指導機関、補助金・俸給により報酬の支払われる時給職若しくはパートタイムの公務の正規の私立か若しく

は聖職者のような自由で補助対象の精神医療社会センター。 

 「特別の一時的な枠組み」、「労働の第３周期」「非常勤の国庫補助職員」、又は「若者の研修のための立法によって多忙な研修生」

の構成員の資格で遂行される例えば公共部門内の公権力によって失業者を就労させる業務も理解され考慮される。（2007年６月５日

の県議会議決 ― 2007年９月１日施行） 

第８条 第７条の適用については以下のように解される： 

  ― 現行の業務：法規、活動への俸給、又はさもなければ昇給の資格の維持によってそれ相応の行政上の地位によって入手される限

りの官吏によって達成される全ての業務； 
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Ⅲ－４ 教育以外のリエージュ県職員の財政法 
 

1994年７月１日施行 

一般的規定 

第１条 

 §1. リエージュ県の教育以外の職員の俸給は含まれる等級によって決められる。 

    ― 最低限の俸給； 

    ― 組み込まれる昇給と結び付いた俸給の「等級」； 

    ― 最大限の俸給。 

    21歳に達した官吏のために少なくとも各部門の職員に一致した劣ることのない俸給が保証される。 

 §2. 経歴の昇進を認める年功序列が第18条以下に定められている。 

    年功序列及び昇進の条件を満たすとする見解は唯業務の効果的な遂行と県の施設及び業務における官吏の一定の資質とに限ら

れる。 

第１章 組織体制 

総 則 

第１節 給与体系の決定 

第２条 各官位は現行法の補遺１に再掲される表に従って以下の項目の一つを条件に一つ乃至複数の俸給が付与される。 

 1. 行政職及び相当職； 

 2. 雇傭人及び相当職； 

 3. ……（無目的）…… 

 4. 技官及び相当職； 

 5. 介護業務職員及び相当職； 

 6. 文化業務技術職員及び相当職。 

 その有効な活躍に応じた官位に連動した俸給体系の恩恵を一定期間享受する。 

第３条 俸給体系はA、B、C、D、Eの文字で表される５レベルに分類される。 

 レベルB、C、D、Eの俸給は正規職員Aのグループに従属し、レベルAの俸給は正規職員Bのグループに従属する。 

 それらは1977年３月１日の国法に従って指標軸138.01に連動して消費者物価指数の変動に連動する。 

第２節 俸給の決定 

第４条 正規の規定に反することなく官吏の俸給は受け入れる業務を考慮してその官位の俸給内で決められる。 

第５条 官位の財政法規の全ての修正の際に官位と連動する俸給があたかも最新の財政法規が全ての時に存在しているように再決定さ

れる。 

 例えば俸給が県当局の修正の決定の発効によりその官吏の享受してきたものより低い場合には、同等より低い俸給を受けるという点

でその官吏はもっと有利な俸給を維持できる。 

第６条 定期昇給は経歴の開始の記念月に一致する。 

 その月の初日以外の日に当たる経歴の開始の記念月は官吏が月の平日の初日に勤めた以外は翌月の初めに繰り延べられる。 

第７条 反対の規定がなければ官吏が機敏に実行する部分の以下の現行の業務は組み込まれる昇給付与のためにのみ認められる。 

  ― 欧州共同体及び欧州連合、欧州共同体の構成国及び欧州経済圏、連邦国家、共同体、地域圏、アフリカ、県、都市圏、自治体事

務組合、自治体協議会、自治体公共扶助自治体共同業務及び施設、社会福祉委員会、公共社会扶助センター、公共貸付金庫若し

くはその他の公務金庫、職業軍人のような、又は行動に報酬の支払われる正規の公務のような、又は常勤職若しくはパートタイ

ムの業務； 

  ― 補助金・俸給により報酬の支払われる常勤職若しくはパートタイムの公務の正規の私立か若しくは聖職者のような国庫補助対象

の私学施設； 

  ― 学校教育及び職業の指導機関、補助金・俸給により報酬の支払われる時給職若しくはパートタイムの公務の正規の私立か若しく

は聖職者のような自由で補助対象の精神医療社会センター。 

 「特別の一時的な枠組み」、「労働の第３周期」「非常勤の国庫補助職員」、又は「若者の研修のための立法によって多忙な研修生」

の構成員の資格で遂行される例えば公共部門内の公権力によって失業者を就労させる業務も理解され考慮される。（2007年６月５日

の県議会議決 ― 2007年９月１日施行） 

第８条 第７条の適用については以下のように解される： 

  ― 現行の業務：法規、活動への俸給、又はさもなければ昇給の資格の維持によってそれ相応の行政上の地位によって入手される限

りの官吏によって達成される全ての業務； 
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  ― 時給職：それによって時給労働者が正規の専門的活動を完全に吸収する第３のものとなる労働報酬； 

  ― 欧州共同体及び欧州連合、欧州共同体の構成国及び欧州経済圏、連邦国家、共同体、地域圏： 

   立法権、執行権、若しくは司法権に関連し、且つ非法定の個人による裁判上の全ての業務； 

  ― アフリカの業務：ベルギーコンゴ政府若しくはルワンダ・ウルンジ政府に関連し且つ非法定の個人による裁判上の全ての業務； 

  ― 県、大都市圏、基礎自治体連合、基礎自治体協議会、基礎自治体公共扶助自治体共同業務及び施設、社会福祉委員会、公共社会

扶助センター、公共貸付金庫；上述の行政及び公法人並びにそれらの予算の支出に直接専ら依存する全ての業務； 

  ― その他の公務： 

   1. 執行権に関連しまた法定の個人的裁判上全ての業務； 

   2. ベルギーコンゴ政府若しくはルワンダ・ウルンジ政府に関連し且つ法定の個人的裁判上の業務； 

   3. 県若しくは自治体に付属する施設に関連する全ての業務と同様に県、基礎自治体、基礎自治体協議会、公共社会扶助セン

ター、都市圏若しくは基礎自治体事務組合関連の全ての業務； 

   4. 全体若しくは地方の利益の必要な集積に応え公権力の主導性を確認する創造及び指導によるベルギー法のその他の全ての制

度、同一の条件に見合う植民地法のその他の全ての制度： 

  ― 職業軍人； 

  ― 職業軍人、予備役将校、後備役将校； 

  ― 訓練招集を除く志願役達成に専念する将校； 

  ― 専任下士官、臨時下士官、予備役下士官； 

  ― 兵役志願若しくは再志願の待遇で勤務する士官集団より下位の兵卒； 

  ― 現役の幹部の非聖職者の助言者のような司祭や臨時の幹部を構成する司祭職若しくは非聖職者の助言者の平時に予備役の業務を

維持する非聖職者の助言者のような司祭。 

第９条 就職資格のある業務は歴月によって支払われるが、切り捨てられる月は支払われない。 

第10条 

 §1.１º 第７条に従って時給職の公職によって遂行される就職資格のある業務は100％の割合で考慮してよい。 

   ２º 第７条に従ってパートタイムの公職によって遂行される就職資格のある業務は１ºに適用される同じ条件で考慮してよいが、

それに相当する年数の割合は時給職の公職によって遂行される時期を含み、分子の部分によって倍加されたものの週間労働の

実数であり、分母は時給職に対応する週間労働の数量である。 

   ３º １ºに反して県に従事するパートタイムの公職によって遂行される就職資格のある業務は100％の割合で考慮してよい。 

 §2. 官吏に支払う就職資格のある業務の期間はその業務に責任を持つ期間の実際の期間を超えてはならない。 

    その同じ時期は性格の異なる就職資格のある業務に責任を持ってはならない。 

    遂行される業務が二つ乃至それ以上の公務によって同時に行われる期間は同じ期間中に時給職の単独公務によって遂行される

業務の期間を超えてはならない。 

    官吏が教育中の臨時もしくは暫定的な資格で使用されている就職資格のある業務の期間はフランス語共同体の規則に従って決

められる。 

第11条 官吏により遂行される就職資格のある業務の量は月ごとに肩書きを持つか遡及効によって以前に昇給のための地位と解されて

いたその階級への任命を形成する階級に従って決定される。 

 本条の適用については一時的により上級の公務を行使する長になる官吏の階級は考慮されない。但しこの原則の例外としてより上級

の公務を行使し続けるためにその期間中に一時的に引き受ける労働の期間中にその階級への任命の対象とされるが、その階級に達す

るのに必要な条件を全て満たすのに関係のある期限をそれ以上に遡ることはできない。 

第12条 就職資格のある業務の決定のために月の初め以外に生じた階級の変更は全て翌月の初めに繰り越される。 

第13条 俸給の決定のためには年功の積重ねだけが有効、つまりより上級の階級には年数が年功を形成する。 

第14条 官吏は誰も以前の階級の時に受けていた待遇よりもよりも劣る俸給の場合には新しい階級によっては決して昇進が得られたこ

とにはならない。 

第３節 給与の支給 

第15条 

 §1. 俸給は現金支給である： 

   1. 最終的に官吏に月１回前もって支払われる； 

   2. 臨時雇の官吏にも規則通りに月１回月の前半に支払われる； 

   3. 月１回か３か月に１回か月に複数回期末に機関の指示によって作成される表の提示によって断続的若しくは臨時に公務に就

く官吏に法規及び報酬の保護に関して留保付きで支払われる； 

 §2. 毎月の俸給は年俸の12分の１に相当する。 

    官吏が死去か若しくは退職が認められたときは月の進行中の俸給は返還請求の理由とはならない。 
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 §3. 月給がまるまる払われないときはその一部30分の１に相当する日給が支払われるべきである； 

   1. もしも官吏の勤務が月の途中までならば、その30分の１の数は月末までの途中の残りの暦日に等しい。 

   2. もしも官吏が月の途中に退職するならば、その30分の１の数は月の初日から退職の日までの暦日に等しい。 

 §4. 臨時職員に関しては 

   1. 日給はそれが閏年か否かに従って年俸の366分の１か365分の１に決められている； 

   2. 臨時雇の始めから終わりまでを計算した全ての日数が支払われるべきである。 

第４節 特別賞与、手当、補償金 

第16条 

 §1. 国に雇用された戦傷者を優遇する1919年８月３日及び1947年に調整された国法の第13条に予定された年功特別賞与は大臣の命

令に規定された限られた県に雇用された予備役の戦傷者も国会により同一の条件で一致して同一の方法に従ってこの対象となる

であろう。 

 §2. 毎月の特別賞与は在職中の官吏に1940年〜1945年の戦争のために著しく遅れた時期に各省の職員に対するのと同一の条件で一

致して同一の方法に従って適用される。 

 §3. 上述の§1.及び§2.で予定される特別賞与は一定の期間若しくは一定の任務の契約のものを除いて不定期の契約の臨時職員に

は就職の１年後に適用できる。 

第17条 官吏は各省の職員と同じ条件で以下の手当を享受する現行法規に関係する（1961年２月14日の法律の第72条）： 

  ― 住宅手当及び居住手当； 

  ― 家族手当； 

  ― 休暇貯金； 

  ― 休暇家族手当。 

 官吏は1961年２月14日の国法の第72条によって制定された勅令によって認められるにせよ監督官庁によって決められる限りで認めら

れるにせよそれぞれ固有の方法及び条件に従って以下の様々な補償金及び手当の授与も享受する： 

  ― 上級の業務遂行の手当； 

  ― 葬儀費用補償金； 

  ― 特別業務手当； 

  ― 危険・不衛生・不快労働手当 

  ― 免状取得試験手当。 

 それに加えて県当局の特別投票規則で決められた方法及び条件に従って以下の補償金及び手当を享受する： 

  ― 夜勤日曜出勤手当； 

  ― 出張費用補償金； 

  ― 滞在費用補償金。 

第17条の２ 2007年７月５日の県議会議決により廃止 ― 2007年９月１日発効 

第２章 特別規定 

第18条 

 §1. 職歴の進展は官吏に一定の特別な条件に見合うならその享受する上級の給与を付与する。すなわち： 

    ― 少なくともプラスの評価が並べられる；  

    ― その等級にある間に一定の勤続年数に達する； 

    ― 経験、もしもの時は必要な知識を持つ。 

 §2. 第７条に応じて職歴の進展で認められる勤続年数は在職の間に遂行される公共部門か若しくは国庫補助対象（病院、教育施設、

療養所、収容・介護施設）類似の業務の機関に限られる。 

    1994年６月30日に在職していた官吏のために現行法規の設定の時に職歴の進展を考慮した金銭上の年功が既得のものとなった。 

  §3. 給与体系のような職歴の進展の恩恵を受ける階級、そのために必要な実習、勤続年数、教養は現行法規の補遺１に再掲された

表に規定されている。 

 §4. 必要な教養の決定については卒業証書が全て一定の階級への採用に認められ、下位の給与の職歴の進展のために活用できる。 

    活用できるためには卒業証書は労働及び業務の質の改善の成果を発揮しなければならない。 

    但しこの活用は唯昇進を手に入れられる等級からの職歴の進展を考慮することはできない。 

第19条 1992年１月１日以前に在職していた官吏は非常勤ではない県職員の一員に就労するとき国庫補助金・給与を見込んだフランス

共同体の職務に関する財政法の規定に従って、後日修正されたままの1959年５月29日の国法に従って助成金を受ける。 

第20条 

 §1. 1959年５月29日の国法第36条の適用を受ける官吏は教育についてのその国法の若干の規定の修正により県の財政負担で給与を

受け取るのをやめた。 
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  ― 時給職：それによって時給労働者が正規の専門的活動を完全に吸収する第３のものとなる労働報酬； 

  ― 欧州共同体及び欧州連合、欧州共同体の構成国及び欧州経済圏、連邦国家、共同体、地域圏： 

   立法権、執行権、若しくは司法権に関連し、且つ非法定の個人による裁判上の全ての業務； 

  ― アフリカの業務：ベルギーコンゴ政府若しくはルワンダ・ウルンジ政府に関連し且つ非法定の個人による裁判上の全ての業務； 

  ― 県、大都市圏、基礎自治体連合、基礎自治体協議会、基礎自治体公共扶助自治体共同業務及び施設、社会福祉委員会、公共社会

扶助センター、公共貸付金庫；上述の行政及び公法人並びにそれらの予算の支出に直接専ら依存する全ての業務； 

  ― その他の公務： 

   1. 執行権に関連しまた法定の個人的裁判上全ての業務； 

   2. ベルギーコンゴ政府若しくはルワンダ・ウルンジ政府に関連し且つ法定の個人的裁判上の業務； 

   3. 県若しくは自治体に付属する施設に関連する全ての業務と同様に県、基礎自治体、基礎自治体協議会、公共社会扶助セン

ター、都市圏若しくは基礎自治体事務組合関連の全ての業務； 

   4. 全体若しくは地方の利益の必要な集積に応え公権力の主導性を確認する創造及び指導によるベルギー法のその他の全ての制

度、同一の条件に見合う植民地法のその他の全ての制度： 

  ― 職業軍人； 

  ― 職業軍人、予備役将校、後備役将校； 

  ― 訓練招集を除く志願役達成に専念する将校； 

  ― 専任下士官、臨時下士官、予備役下士官； 

  ― 兵役志願若しくは再志願の待遇で勤務する士官集団より下位の兵卒； 

  ― 現役の幹部の非聖職者の助言者のような司祭や臨時の幹部を構成する司祭職若しくは非聖職者の助言者の平時に予備役の業務を

維持する非聖職者の助言者のような司祭。 

第９条 就職資格のある業務は歴月によって支払われるが、切り捨てられる月は支払われない。 

第10条 

 §1.１º 第７条に従って時給職の公職によって遂行される就職資格のある業務は100％の割合で考慮してよい。 

   ２º 第７条に従ってパートタイムの公職によって遂行される就職資格のある業務は１ºに適用される同じ条件で考慮してよいが、

それに相当する年数の割合は時給職の公職によって遂行される時期を含み、分子の部分によって倍加されたものの週間労働の

実数であり、分母は時給職に対応する週間労働の数量である。 

   ３º １ºに反して県に従事するパートタイムの公職によって遂行される就職資格のある業務は100％の割合で考慮してよい。 

 §2. 官吏に支払う就職資格のある業務の期間はその業務に責任を持つ期間の実際の期間を超えてはならない。 

    その同じ時期は性格の異なる就職資格のある業務に責任を持ってはならない。 

    遂行される業務が二つ乃至それ以上の公務によって同時に行われる期間は同じ期間中に時給職の単独公務によって遂行される

業務の期間を超えてはならない。 

    官吏が教育中の臨時もしくは暫定的な資格で使用されている就職資格のある業務の期間はフランス語共同体の規則に従って決

められる。 

第11条 官吏により遂行される就職資格のある業務の量は月ごとに肩書きを持つか遡及効によって以前に昇給のための地位と解されて

いたその階級への任命を形成する階級に従って決定される。 

 本条の適用については一時的により上級の公務を行使する長になる官吏の階級は考慮されない。但しこの原則の例外としてより上級

の公務を行使し続けるためにその期間中に一時的に引き受ける労働の期間中にその階級への任命の対象とされるが、その階級に達す

るのに必要な条件を全て満たすのに関係のある期限をそれ以上に遡ることはできない。 

第12条 就職資格のある業務の決定のために月の初め以外に生じた階級の変更は全て翌月の初めに繰り越される。 

第13条 俸給の決定のためには年功の積重ねだけが有効、つまりより上級の階級には年数が年功を形成する。 

第14条 官吏は誰も以前の階級の時に受けていた待遇よりもよりも劣る俸給の場合には新しい階級によっては決して昇進が得られたこ

とにはならない。 

第３節 給与の支給 

第15条 

 §1. 俸給は現金支給である： 

   1. 最終的に官吏に月１回前もって支払われる； 

   2. 臨時雇の官吏にも規則通りに月１回月の前半に支払われる； 

   3. 月１回か３か月に１回か月に複数回期末に機関の指示によって作成される表の提示によって断続的若しくは臨時に公務に就

く官吏に法規及び報酬の保護に関して留保付きで支払われる； 

 §2. 毎月の俸給は年俸の12分の１に相当する。 

    官吏が死去か若しくは退職が認められたときは月の進行中の俸給は返還請求の理由とはならない。 
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 §3. 月給がまるまる払われないときはその一部30分の１に相当する日給が支払われるべきである； 

   1. もしも官吏の勤務が月の途中までならば、その30分の１の数は月末までの途中の残りの暦日に等しい。 

   2. もしも官吏が月の途中に退職するならば、その30分の１の数は月の初日から退職の日までの暦日に等しい。 

 §4. 臨時職員に関しては 

   1. 日給はそれが閏年か否かに従って年俸の366分の１か365分の１に決められている； 

   2. 臨時雇の始めから終わりまでを計算した全ての日数が支払われるべきである。 

第４節 特別賞与、手当、補償金 

第16条 

 §1. 国に雇用された戦傷者を優遇する1919年８月３日及び1947年に調整された国法の第13条に予定された年功特別賞与は大臣の命

令に規定された限られた県に雇用された予備役の戦傷者も国会により同一の条件で一致して同一の方法に従ってこの対象となる

であろう。 

 §2. 毎月の特別賞与は在職中の官吏に1940年〜1945年の戦争のために著しく遅れた時期に各省の職員に対するのと同一の条件で一

致して同一の方法に従って適用される。 

 §3. 上述の§1.及び§2.で予定される特別賞与は一定の期間若しくは一定の任務の契約のものを除いて不定期の契約の臨時職員に

は就職の１年後に適用できる。 

第17条 官吏は各省の職員と同じ条件で以下の手当を享受する現行法規に関係する（1961年２月14日の法律の第72条）： 

  ― 住宅手当及び居住手当； 

  ― 家族手当； 

  ― 休暇貯金； 

  ― 休暇家族手当。 

 官吏は1961年２月14日の国法の第72条によって制定された勅令によって認められるにせよ監督官庁によって決められる限りで認めら

れるにせよそれぞれ固有の方法及び条件に従って以下の様々な補償金及び手当の授与も享受する： 

  ― 上級の業務遂行の手当； 

  ― 葬儀費用補償金； 

  ― 特別業務手当； 

  ― 危険・不衛生・不快労働手当 

  ― 免状取得試験手当。 

 それに加えて県当局の特別投票規則で決められた方法及び条件に従って以下の補償金及び手当を享受する： 

  ― 夜勤日曜出勤手当； 

  ― 出張費用補償金； 

  ― 滞在費用補償金。 

第17条の２ 2007年７月５日の県議会議決により廃止 ― 2007年９月１日発効 

第２章 特別規定 

第18条 

 §1. 職歴の進展は官吏に一定の特別な条件に見合うならその享受する上級の給与を付与する。すなわち： 

    ― 少なくともプラスの評価が並べられる；  

    ― その等級にある間に一定の勤続年数に達する； 

    ― 経験、もしもの時は必要な知識を持つ。 

 §2. 第７条に応じて職歴の進展で認められる勤続年数は在職の間に遂行される公共部門か若しくは国庫補助対象（病院、教育施設、

療養所、収容・介護施設）類似の業務の機関に限られる。 

    1994年６月30日に在職していた官吏のために現行法規の設定の時に職歴の進展を考慮した金銭上の年功が既得のものとなった。 

  §3. 給与体系のような職歴の進展の恩恵を受ける階級、そのために必要な実習、勤続年数、教養は現行法規の補遺１に再掲された

表に規定されている。 

 §4. 必要な教養の決定については卒業証書が全て一定の階級への採用に認められ、下位の給与の職歴の進展のために活用できる。 

    活用できるためには卒業証書は労働及び業務の質の改善の成果を発揮しなければならない。 

    但しこの活用は唯昇進を手に入れられる等級からの職歴の進展を考慮することはできない。 

第19条 1992年１月１日以前に在職していた官吏は非常勤ではない県職員の一員に就労するとき国庫補助金・給与を見込んだフランス

共同体の職務に関する財政法の規定に従って、後日修正されたままの1959年５月29日の国法に従って助成金を受ける。 

第20条 

 §1. 1959年５月29日の国法第36条の適用を受ける官吏は教育についてのその国法の若干の規定の修正により県の財政負担で給与を

受け取るのをやめた。 
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 §2. 但し§1.の特典を受ける官吏は必要な場合定期的に支払いを受けるその財政負担での給与は国会が決定する。 

 §3. 1992年１月１日以前に県に在職していた官吏についてはこの年俸総額は現行法規の規定の適用を受ける給与と政府が補助しな

ければならない国庫補助金・給与との差額に等しい。 

 §4. 県の財政負担で給与の総額を受けている1991年12月31日に県に在職していた官吏は2004年１月１日からは§3.に予定された規

定の次に規定されている。 

    但し肩書の名称が決定しているときには1991年12月31日以前に県に在職していた官吏は県の財政負担で退職年金の補完、上記

の予定された規定の職務に調和した県の給与の総額など社会的な様々な規定が記載されている1981年７月20日の国法の第85条に

よって現行法規の規定の適用を受ける給与表と政府が補助しなければならない国庫補助金・給与との差額の92.22％を還元する

ことを主張できない。 

 §5. 国会は最初から本条文の適用の障害の解決に責任を負っている。 

（2004年１月29日の県議会議決） 

第21条 

 §1. 一定の県施設及び業務での生徒補助に選ばれた学生に県の施設若しくは業務のために支払われるか又はその従事している業務

の報酬の形で以下のように決められた年間契約の手当が支給される： 

   ａ）大学以外の生徒補助実習生は924.67ユーロ； 

   ｂ）大学の学生補助は3,813.80ユーロ； 

   ｃ）県細菌学部に在職の大学の学生補助インターンは4,845.75ユーロ。 

    月収は年収の12分の１相当である。 

    上記ｂ)とｃ)で決められた額は消費者物価指数の変動に連結し、指標主軸138.01に連結する。 

 §2. 月収は１か月を超えない期間を志望した学生には７月、８月、９月の間は743.69ユーロと決められている。 

    この額は消費者物価指数の変動に連結し、指標主軸138.01に連結する。 

 §3. ウェギマン県有地で季節性の職に就く官吏は少なくとも等級E１の賃金が支払われる。 

 §4. リエージュ県の高校でパートタイムで働く学生に支払われる月収は実行された働きに応じて支払われるのは743.69ユーロと決

められている。 

    この額は消費者物価指数の変動に連結する；それは指標主軸138.01に連結する。 

第21条の２ 本条の規定はリエールノの県立精神医療研究所の精神医療医師研修生の職務の雇用契約の条件を決定する。 

 §1. リエージュ大学公認の研修生の指導教員でリエールノの県立精神医療研究所の所長医師は研修生の指導教員年次会議に参加で

きるし、又各種精神医療機関への大学院修了精神医療医師研修生の配分若しくは受入を考慮する。 

 §2. 医療顧問の見解と併せて医療研修生の受入の提案に関する状況報告がリエールノの県立精神医療研究所の指導部から国会に提

出されなければならない。 

 §3. 医師研修生： 

    ― 半年か若しくは１年の雇用の労働協約によって任命される； 

    ― 一般医に支給される少なくともA４特の賃金等級を基にした報酬； 

    ― 県の公共機関の組織全体の規則により決められる規定の通りの労働協約についての国法に属する。 

 §4. 医師研修生の任務は次の二つの目的によって果たされる： 

     ― 精神医療勤務の学習； 

    ― 卒業証書に対応する医療業務の実行。 

    それは研修生の指導教員である所長医師が責任を負う職務であり、精神医療の監督をする資格が与えられる。 

第22条 俸給を基礎に計算した11％の年俸の加算が各種の特殊な業務を遂行する看護師長以下若しくは同等の階級の資格を持つ看護師、

介護人及び社会教育の職員群に適用される。 

 各種の特殊な業務については次のように解される： 

 ａ）夜間業務； 

 ｂ）日曜日及び祝日の労働； 

 ｃ）各種の労役業務か若しくは妨害業務。 

 11％の加算はこの三つの条件のうち二つを続ける仕事に従事する官吏に適用される。 

 上記の加算は毎月俸給と同時に支払われる。この資格は社会保険料及び年金の控除、又住宅手当及び居住手当の授与の計算によって

数字の変動及び干渉を受ける。それらは活動への俸給が支払われるときに支払われる。 

 したがって不可抗力で当事者の官吏が必要な二つの条件を満たさない場合には、俸給の加算はこれが県当局によって設けられたこの

ような業務の役割の通常の適用の結果ならば認められる。 

第22条の２ 

 §1. 教育以外の県人事行政法の第29条の２に定義されたのと類似の職員と同様に世話をし指揮を取る看護師職員群に適用される本
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条の規定は、職員として知られる者の経歴の最終の設定の規則の監督条項を繰り返す規定に従って割増賃金の支給の選択を行う。 

 §2. 2001年８月１日から常勤職の賃金に基づいて算出した5.26％の割増賃金の権利が45歳に達した§１の職員群に適用される。 

    2002年12月１日から常勤職の賃金に基づいて算出した10.52％の割増賃金の権利が50歳に達した§１の職員群に適用される。 

    2003年12月１日から常勤職の賃金に基づいて算出した15.78％の割増賃金の権利が55歳に達した§１の職員群に適用される。 

  §3. 非常勤労働の職員群は同じ日から遂行した業績に応じて算出した等価の割増を受ける権利を持つ。 

  §4. この割増は俸給と同時に毎月支払われる。この資格はそれぞれ社会保険料及び年金の控除、また住宅手当と居住手当、休暇報

奨金及び年末手当の授与の計算によって数字の変動及び干渉を受ける。 

    それぞれの俸給が支払われないときはそれぞれ法規として知られる第15条第３項のこの題目に従って30分の１ずつ支払われる。 

    そこで権利が発生する職務の遂行中断の場合、活動の報酬を受ける官吏は中断が避けられない場合には、労働若しくは就労の

途中での災害、職業病若しくは職業病の危険の除去又は出産休暇の結果でない場合を除いてそれぞれ引き続き30日を越えてはな

らない。 

第23条 廃止。 

第24条 木材の機械化に責任のある特殊な「作業所」の労働者若しくは職長の県職員群は各種の報酬として年額228.84ユーロの危険手

当を受ける。 

第24条の２ リエールノのリエージュ県立専門病院の受入センターのいずれかの地位に就いている医師は官舎に配置されていない場合、

額が病院法の適用を確立する一般的規則によって準備された諸条件での履行を保護する代償として以下のように決められている報酬

を受ける： 

 ａ）週末に働く看護人には347.06ユーロ； 

 ｂ）祝日に働く看護人には173.53ユーロ； 

 ｃ）平日に働く看護人には123.95ユーロ。 

 この額は消費者物価指数の変動に連結する；それは指標主軸138.01に連結する。 

第３章 暫定的な制度 

第25条 

 §1. 反対の規定がない限り本章の諸規定は遅くとも本法の承認の日に職にある官吏に適用される。 

 §2. 第１項の適用される官吏は補遺２に再掲される統合表に従ってその勤続年数の等級の参照番号に対応した給与等級を享受する。 

第26条 本法の規定の適用から生ずる年功者の金銭上の結果は1994年６月30日に発効した財政法に由来するそれよりも決して不利益と

なってはならない。 

第27条 以下の特別規定はさらに有利な規定の条件付きで遅くとも1963年12月31日までに就職した官吏に適用できる： 

 1. 以前の業務を重視するために当事者の官吏が訓練に役立ち、軍務に就く以前に公務若しくは容認される民間部門で就労し、軍務

の後でこの業務に直接戻るか又は県に直接復帰することを条件に国民兵の資格での兵役の時期は差し引かれない。 

 2. 県に就職するに先立って警察署長のところで体験して県の官吏によって遂行される業務は本法が適用されるために行政同然の業

務と見なされる。 

第28条 

 §1. この資料に指定された各部分と諸都市間に介在する協定に従って1969年１月１日を起点とするリエージュ地域圏の下水道の調

査・建設基礎自治体事務組合の規定で設けられたリエージュ地域圏の基礎自治体のデメルジュマンのための基礎自治体協議会の

20人の職員は給与の決定と算出のために、且つ例えば財政法の規定の全ての適用のためにリエージュ地域圏の基礎自治体のデメ

ルジュマンのための基礎自治体協議会に就職した日からリエージュ県に就職した時期を手に入れたと見なされる。 

 §2. 但し当該官吏がリエージュ県に復帰する日以前に1969年１月１日から要求できるもっと有利な俸給の原因となり現行財政法の

規定の適用を受ける自治体共同業務で俸給を受けていた場合には、この俸給は県の俸給がその自治体協議会の業務で1968年12月

31日に受けていたものに達するか若しくは越える時期まで維持される。 

  §3. 上記の第１・２項の規定は1985年１月１日からこの日にリエージュ県によって県の移民・受入局に置かれた基礎自治体協議会

の「県立産業会社」に復帰した５人の官吏にも適用できる。 

 §4. 上記の§1.及び§2.の規定は1989年10月１日からこの日にリエージュ県によって復帰したリエージュの高等産業研究所の官吏

にも適用される。それはこの研究所に配置されたリエージュ県の職員にとっても同じである。 

第29条 

 §1. 1994年６月30日に職員の資格（等級1.1.53）を有する部局員の次長の俸給表が支払われるべき利益を持った編集者＝検査官は

統合等級C３を得るが、但し行政職の階級の中で与えられる種類の等級の最高と当該C３との平均的に計算に対応した俸給を越

えることができる。 

 §2. 本法の承認の日に在職していた看護師及び介護士の職員群は雇用契約若しくは職務を遂行するために専門を補完する免許状亦

は社会福祉の学位を有する看護師の免許状を実際に要求しており、本法の適用から生じるような金銭上の年功及び等級の最高の

限度内で２年の勤続年数追加を付け加え続けられる。 
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 §2. 但し§1.の特典を受ける官吏は必要な場合定期的に支払いを受けるその財政負担での給与は国会が決定する。 

 §3. 1992年１月１日以前に県に在職していた官吏についてはこの年俸総額は現行法規の規定の適用を受ける給与と政府が補助しな

ければならない国庫補助金・給与との差額に等しい。 

 §4. 県の財政負担で給与の総額を受けている1991年12月31日に県に在職していた官吏は2004年１月１日からは§3.に予定された規

定の次に規定されている。 

    但し肩書の名称が決定しているときには1991年12月31日以前に県に在職していた官吏は県の財政負担で退職年金の補完、上記

の予定された規定の職務に調和した県の給与の総額など社会的な様々な規定が記載されている1981年７月20日の国法の第85条に

よって現行法規の規定の適用を受ける給与表と政府が補助しなければならない国庫補助金・給与との差額の92.22％を還元する

ことを主張できない。 

 §5. 国会は最初から本条文の適用の障害の解決に責任を負っている。 

（2004年１月29日の県議会議決） 

第21条 

 §1. 一定の県施設及び業務での生徒補助に選ばれた学生に県の施設若しくは業務のために支払われるか又はその従事している業務

の報酬の形で以下のように決められた年間契約の手当が支給される： 

   ａ）大学以外の生徒補助実習生は924.67ユーロ； 

   ｂ）大学の学生補助は3,813.80ユーロ； 

   ｃ）県細菌学部に在職の大学の学生補助インターンは4,845.75ユーロ。 

    月収は年収の12分の１相当である。 

    上記ｂ)とｃ)で決められた額は消費者物価指数の変動に連結し、指標主軸138.01に連結する。 

 §2. 月収は１か月を超えない期間を志望した学生には７月、８月、９月の間は743.69ユーロと決められている。 

    この額は消費者物価指数の変動に連結し、指標主軸138.01に連結する。 

 §3. ウェギマン県有地で季節性の職に就く官吏は少なくとも等級E１の賃金が支払われる。 

 §4. リエージュ県の高校でパートタイムで働く学生に支払われる月収は実行された働きに応じて支払われるのは743.69ユーロと決

められている。 

    この額は消費者物価指数の変動に連結する；それは指標主軸138.01に連結する。 

第21条の２ 本条の規定はリエールノの県立精神医療研究所の精神医療医師研修生の職務の雇用契約の条件を決定する。 

 §1. リエージュ大学公認の研修生の指導教員でリエールノの県立精神医療研究所の所長医師は研修生の指導教員年次会議に参加で

きるし、又各種精神医療機関への大学院修了精神医療医師研修生の配分若しくは受入を考慮する。 

 §2. 医療顧問の見解と併せて医療研修生の受入の提案に関する状況報告がリエールノの県立精神医療研究所の指導部から国会に提

出されなければならない。 

 §3. 医師研修生： 

    ― 半年か若しくは１年の雇用の労働協約によって任命される； 

    ― 一般医に支給される少なくともA４特の賃金等級を基にした報酬； 

    ― 県の公共機関の組織全体の規則により決められる規定の通りの労働協約についての国法に属する。 

 §4. 医師研修生の任務は次の二つの目的によって果たされる： 

     ― 精神医療勤務の学習； 

    ― 卒業証書に対応する医療業務の実行。 

    それは研修生の指導教員である所長医師が責任を負う職務であり、精神医療の監督をする資格が与えられる。 

第22条 俸給を基礎に計算した11％の年俸の加算が各種の特殊な業務を遂行する看護師長以下若しくは同等の階級の資格を持つ看護師、

介護人及び社会教育の職員群に適用される。 

 各種の特殊な業務については次のように解される： 

 ａ）夜間業務； 

 ｂ）日曜日及び祝日の労働； 

 ｃ）各種の労役業務か若しくは妨害業務。 

 11％の加算はこの三つの条件のうち二つを続ける仕事に従事する官吏に適用される。 

 上記の加算は毎月俸給と同時に支払われる。この資格は社会保険料及び年金の控除、又住宅手当及び居住手当の授与の計算によって

数字の変動及び干渉を受ける。それらは活動への俸給が支払われるときに支払われる。 

 したがって不可抗力で当事者の官吏が必要な二つの条件を満たさない場合には、俸給の加算はこれが県当局によって設けられたこの

ような業務の役割の通常の適用の結果ならば認められる。 

第22条の２ 

 §1. 教育以外の県人事行政法の第29条の２に定義されたのと類似の職員と同様に世話をし指揮を取る看護師職員群に適用される本
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条の規定は、職員として知られる者の経歴の最終の設定の規則の監督条項を繰り返す規定に従って割増賃金の支給の選択を行う。 

 §2. 2001年８月１日から常勤職の賃金に基づいて算出した5.26％の割増賃金の権利が45歳に達した§１の職員群に適用される。 

    2002年12月１日から常勤職の賃金に基づいて算出した10.52％の割増賃金の権利が50歳に達した§１の職員群に適用される。 

    2003年12月１日から常勤職の賃金に基づいて算出した15.78％の割増賃金の権利が55歳に達した§１の職員群に適用される。 

  §3. 非常勤労働の職員群は同じ日から遂行した業績に応じて算出した等価の割増を受ける権利を持つ。 

  §4. この割増は俸給と同時に毎月支払われる。この資格はそれぞれ社会保険料及び年金の控除、また住宅手当と居住手当、休暇報

奨金及び年末手当の授与の計算によって数字の変動及び干渉を受ける。 

    それぞれの俸給が支払われないときはそれぞれ法規として知られる第15条第３項のこの題目に従って30分の１ずつ支払われる。 

    そこで権利が発生する職務の遂行中断の場合、活動の報酬を受ける官吏は中断が避けられない場合には、労働若しくは就労の

途中での災害、職業病若しくは職業病の危険の除去又は出産休暇の結果でない場合を除いてそれぞれ引き続き30日を越えてはな

らない。 

第23条 廃止。 

第24条 木材の機械化に責任のある特殊な「作業所」の労働者若しくは職長の県職員群は各種の報酬として年額228.84ユーロの危険手

当を受ける。 

第24条の２ リエールノのリエージュ県立専門病院の受入センターのいずれかの地位に就いている医師は官舎に配置されていない場合、

額が病院法の適用を確立する一般的規則によって準備された諸条件での履行を保護する代償として以下のように決められている報酬

を受ける： 

 ａ）週末に働く看護人には347.06ユーロ； 

 ｂ）祝日に働く看護人には173.53ユーロ； 

 ｃ）平日に働く看護人には123.95ユーロ。 

 この額は消費者物価指数の変動に連結する；それは指標主軸138.01に連結する。 

第３章 暫定的な制度 

第25条 

 §1. 反対の規定がない限り本章の諸規定は遅くとも本法の承認の日に職にある官吏に適用される。 

 §2. 第１項の適用される官吏は補遺２に再掲される統合表に従ってその勤続年数の等級の参照番号に対応した給与等級を享受する。 

第26条 本法の規定の適用から生ずる年功者の金銭上の結果は1994年６月30日に発効した財政法に由来するそれよりも決して不利益と

なってはならない。 

第27条 以下の特別規定はさらに有利な規定の条件付きで遅くとも1963年12月31日までに就職した官吏に適用できる： 

 1. 以前の業務を重視するために当事者の官吏が訓練に役立ち、軍務に就く以前に公務若しくは容認される民間部門で就労し、軍務

の後でこの業務に直接戻るか又は県に直接復帰することを条件に国民兵の資格での兵役の時期は差し引かれない。 

 2. 県に就職するに先立って警察署長のところで体験して県の官吏によって遂行される業務は本法が適用されるために行政同然の業

務と見なされる。 

第28条 

 §1. この資料に指定された各部分と諸都市間に介在する協定に従って1969年１月１日を起点とするリエージュ地域圏の下水道の調

査・建設基礎自治体事務組合の規定で設けられたリエージュ地域圏の基礎自治体のデメルジュマンのための基礎自治体協議会の

20人の職員は給与の決定と算出のために、且つ例えば財政法の規定の全ての適用のためにリエージュ地域圏の基礎自治体のデメ

ルジュマンのための基礎自治体協議会に就職した日からリエージュ県に就職した時期を手に入れたと見なされる。 

 §2. 但し当該官吏がリエージュ県に復帰する日以前に1969年１月１日から要求できるもっと有利な俸給の原因となり現行財政法の

規定の適用を受ける自治体共同業務で俸給を受けていた場合には、この俸給は県の俸給がその自治体協議会の業務で1968年12月

31日に受けていたものに達するか若しくは越える時期まで維持される。 

  §3. 上記の第１・２項の規定は1985年１月１日からこの日にリエージュ県によって県の移民・受入局に置かれた基礎自治体協議会

の「県立産業会社」に復帰した５人の官吏にも適用できる。 

 §4. 上記の§1.及び§2.の規定は1989年10月１日からこの日にリエージュ県によって復帰したリエージュの高等産業研究所の官吏

にも適用される。それはこの研究所に配置されたリエージュ県の職員にとっても同じである。 

第29条 

 §1. 1994年６月30日に職員の資格（等級1.1.53）を有する部局員の次長の俸給表が支払われるべき利益を持った編集者＝検査官は

統合等級C３を得るが、但し行政職の階級の中で与えられる種類の等級の最高と当該C３との平均的に計算に対応した俸給を越

えることができる。 

 §2. 本法の承認の日に在職していた看護師及び介護士の職員群は雇用契約若しくは職務を遂行するために専門を補完する免許状亦

は社会福祉の学位を有する看護師の免許状を実際に要求しており、本法の適用から生じるような金銭上の年功及び等級の最高の

限度内で２年の勤続年数追加を付け加え続けられる。 
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第29条の２ 

  §1. 暫定的な資格で1995年12月31日に在職していた官吏はこの日に行政職D１若しくはD２の階級を付与され、以下の条件を満た

せば等級D４に昇格できる： 

    ― 等級D１の勤続年数が16年を数える； 

    ― 最終の資格に指名されている； 

    ― 少なくとも積極的な評価が揃っている； 

    ― 以下の分野に関係のある専門の確認の試験に合格する： 

     筆記試験：一般的な種類の講演の要約及び解説； 

     口述試験：憲法、県法、公会計、公職の職業倫理及び一般的な種類の諸問題の基礎知識に関する会話。 

  §2. 暫定的な資格で1995年12月31日に在職していた官吏は適任の職人の階級を付与され、以下の条件を満たせば等級D４に昇格で

きる： 

    ― 等級D３の勤続年数が８年を数える； 

    ― 少なくとも積極的な評価が揃っている； 

    ― 専門の確認の試験に合格する。 

  §3. 1995年12月31日に長として技術職にあった官吏はこの日に警察署長への昇進試験に合格するか若しくは1996年１月１日以前に

昇進していれば、等級A３に基づく俸給が支払われるだろう。等級A３の勤続年数が８年を数え、少なくとも積極的な評価が

揃っている時には等級A４が獲得される。 

第30条 タイプライター業務のチームの長に任命される官吏は継続的に月給でも支払い可能な総額年俸785.01ユーロを受けるが、その

額は経歴の異動若しくは昇進の場合以外は消費者物価指数に従って手当も同様に変動し年金のための天引きはない。 

第31条 以下の権利を有する元官吏の退職・生存年金の調整 

 １）等級A１の最高を実行する特等級4.1.83； 

 ２）財政法の構成要素をなす等級D3.1特の最高を実行する特等級5.1.57、68万〜975,650ユーロに達する《以下略》 

 且つこれは新たな給与体系全体を享受する活動において職員が協力するやいなや直ちに。 

第４章 最終規定 

第32条 

 §1. 現行財政法の規定は第18条、第31条、第33条を除き1994年７月１日に発効したものと1996年１月１日に効力を生じたものとの

両方が適用できる。 

 §2. 第25条第１項が適用される官吏に対して本法第33条が適用される新たな給与体系の適用、その点については1994年及び1995年

のために1994年５月27日の通達の3.3.1の欄が適用される条項に従ったものを参照。県及び自治体の公務員の一般原則に関係す

る内務大臣、ワロン地域圏公務員予算局の94.A6.2/8376/ml。 

    1996年１月１日から本法の規定及び新給与体系全体が完全に適用された。 

第５章 給与体系 

第33条 給与体系は以下のように決定された：  

  《以下略》 

－ 281 － 

 
Ⅳ－１ 国家公務員の法規に関する1937年10月２日の勅令 

 
第Ⅰ部 公務員 

 
第１条 公務員は各自強固に連帯して国家の公務を遂行する。公務員は自ら専らこの勅令の与件を満たす場合だけ法的地位を維持でき

る。 

第２条 但しこの勅令の条文は県知事、首都ブリュッセルの行政郡の知事、副知事、フラーンデレン・ブラバント県の知事補佐、国の

研究機関の学術研究員、国家の安全の海外勤務公務員、非公務員の各省の官房に関係する職員、2001年７月19日の連邦政府の政策機

関への就任及び共同体又は地域圏政府若しくは常任理事会の構成員の執務室を構成する一部をなす連邦政府職員に関係する勅令に規

定する関係職員・専門職員・幹部職員には適用されない。 

第３条  

 §1. 連邦政府機関の階統制的構造は４つに分かれる。すなわち上位のレベルA及びレベルB、C、Dである。 

    レベルはその官職に就任するにふさわしいと証明された訓練及び能力の評価に応じて規定される。 

 §2. レベルAはA１から上へ最高級のA５まで番号を付された５等級からなる。 

    等級は同等の複雑さ、技術的専門性、責任を有する職務で分類される。 

    職務は仕事の全体を指し、国家公務員自体として責任を取らなければならない。 

 §3. レベルAは公務員事案を所管する大臣の提案によって決定される我が大臣の専門的方針に基づき再分割される。 

    専門的方針の下では同種の専門領域に属する職務の分類が行われなければならない。 

    各専門的方針は五つの専門的等級からなる。第１の専門的等級はA１等級若しくはA２等級となりうる。 

    専門的等級の下では等級は専門的方針と連関していると解されなければならない。 

 §4. レベルAにおいては専門的等級の国家公務員が任命されなければならない。 

 §5. レベルB、C、Dにおいては等級に応じて国家公務員が任命される。 

    等級は公務員がその等級に照応する職務の仕事に就くために与えられる肩書である。 

 §6. レベルB、C、Dのそれぞれの範囲内では等級は＜同等の等級＞に任命される。 

第４条  

 §1. 等級A１及びA２に任命された公務員は担当官（attaché）の肩書を有する。 

    等級A３に任命された公務員は顧問（adviseur）の肩書を有する。 

    等級A４とA５に任命された公務員は代表顧問（adviseur-generaal）の肩書を有する。 

    追加的な肩書は国王によって第１、第２、第３の構成員に任命された肩書によって追加されうる。 

 §2. レベルBは行政専門職、財務専門職、技術専門職及びICT専門職を含む。 

    レベルCは行政補助職及び技術補助職を含む。 

    レベルDは行政助手及び技術助手を含む。 

    その他の等級は国王が設定できる。 

第５条 レベルAの国家公務員は国王によって任命される。 

 レベルB、C、Dの公務員は理事会議長若しくはその代理者によって任命される。 

第５条の２ 《欠》 

第５条の３ レベルAに格付けされたそれぞれの職務は専門的等級に区分され、それを所管する公務員問題大臣の提案に基づき閣議で

の協議を経て決定が行われる。 

第５条の４ …… 

第６条  

 §1. 全ての連邦政府機関においてこの勅令又はそれを改正若しくは補充した諸勅令の施行による特別の諸規定が用意される。これ

らの規定は大臣がその権限を委任しなかった限り、国王の明文の規定がない限り大臣はその権限を委任しない。 

    第１項及び第２項に基づき決定された全ての規定は前述の理事会の勧告に従う。 

 §2. この法規の趣旨への明白に認められない違反を含む§１において定義された諸規定は§１第３項に規定された手続、加えて第

116条に規定された手続に従わされる。 

第６条の２  

 §1. ある等級の専門的等級において異なった方法で任命され前述の決定された方法が採られないときは、所管大臣若しくは理事会

議長か又は任命権を委任されたその代理は空席になったそれぞれの官職に応じた任命方法が認められなければならない。 

 §2. レベルAの専門的等級A３若しくはA４への任命に対しては空席の官職において法定の条件を満たしその資格を有する連邦政

府機関の公務員により行われる業務に応じて専門職等級の上級等級への昇進か若しくは等級の異動により行うことができる。 
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第29条の２ 

  §1. 暫定的な資格で1995年12月31日に在職していた官吏はこの日に行政職D１若しくはD２の階級を付与され、以下の条件を満た

せば等級D４に昇格できる： 

    ― 等級D１の勤続年数が16年を数える； 

    ― 最終の資格に指名されている； 

    ― 少なくとも積極的な評価が揃っている； 

    ― 以下の分野に関係のある専門の確認の試験に合格する： 

     筆記試験：一般的な種類の講演の要約及び解説； 

     口述試験：憲法、県法、公会計、公職の職業倫理及び一般的な種類の諸問題の基礎知識に関する会話。 

  §2. 暫定的な資格で1995年12月31日に在職していた官吏は適任の職人の階級を付与され、以下の条件を満たせば等級D４に昇格で

きる： 

    ― 等級D３の勤続年数が８年を数える； 

    ― 少なくとも積極的な評価が揃っている； 

    ― 専門の確認の試験に合格する。 

  §3. 1995年12月31日に長として技術職にあった官吏はこの日に警察署長への昇進試験に合格するか若しくは1996年１月１日以前に

昇進していれば、等級A３に基づく俸給が支払われるだろう。等級A３の勤続年数が８年を数え、少なくとも積極的な評価が

揃っている時には等級A４が獲得される。 

第30条 タイプライター業務のチームの長に任命される官吏は継続的に月給でも支払い可能な総額年俸785.01ユーロを受けるが、その

額は経歴の異動若しくは昇進の場合以外は消費者物価指数に従って手当も同様に変動し年金のための天引きはない。 

第31条 以下の権利を有する元官吏の退職・生存年金の調整 

 １）等級A１の最高を実行する特等級4.1.83； 

 ２）財政法の構成要素をなす等級D3.1特の最高を実行する特等級5.1.57、68万〜975,650ユーロに達する《以下略》 

 且つこれは新たな給与体系全体を享受する活動において職員が協力するやいなや直ちに。 

第４章 最終規定 

第32条 

 §1. 現行財政法の規定は第18条、第31条、第33条を除き1994年７月１日に発効したものと1996年１月１日に効力を生じたものとの

両方が適用できる。 

 §2. 第25条第１項が適用される官吏に対して本法第33条が適用される新たな給与体系の適用、その点については1994年及び1995年

のために1994年５月27日の通達の3.3.1の欄が適用される条項に従ったものを参照。県及び自治体の公務員の一般原則に関係す

る内務大臣、ワロン地域圏公務員予算局の94.A6.2/8376/ml。 

    1996年１月１日から本法の規定及び新給与体系全体が完全に適用された。 

第５章 給与体系 

第33条 給与体系は以下のように決定された：  

  《以下略》 
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Ⅳ－１ 国家公務員の法規に関する1937年10月２日の勅令 

 
第Ⅰ部 公務員 

 
第１条 公務員は各自強固に連帯して国家の公務を遂行する。公務員は自ら専らこの勅令の与件を満たす場合だけ法的地位を維持でき

る。 

第２条 但しこの勅令の条文は県知事、首都ブリュッセルの行政郡の知事、副知事、フラーンデレン・ブラバント県の知事補佐、国の

研究機関の学術研究員、国家の安全の海外勤務公務員、非公務員の各省の官房に関係する職員、2001年７月19日の連邦政府の政策機

関への就任及び共同体又は地域圏政府若しくは常任理事会の構成員の執務室を構成する一部をなす連邦政府職員に関係する勅令に規

定する関係職員・専門職員・幹部職員には適用されない。 

第３条  

 §1. 連邦政府機関の階統制的構造は４つに分かれる。すなわち上位のレベルA及びレベルB、C、Dである。 

    レベルはその官職に就任するにふさわしいと証明された訓練及び能力の評価に応じて規定される。 

 §2. レベルAはA１から上へ最高級のA５まで番号を付された５等級からなる。 

    等級は同等の複雑さ、技術的専門性、責任を有する職務で分類される。 

    職務は仕事の全体を指し、国家公務員自体として責任を取らなければならない。 

 §3. レベルAは公務員事案を所管する大臣の提案によって決定される我が大臣の専門的方針に基づき再分割される。 

    専門的方針の下では同種の専門領域に属する職務の分類が行われなければならない。 

    各専門的方針は五つの専門的等級からなる。第１の専門的等級はA１等級若しくはA２等級となりうる。 

    専門的等級の下では等級は専門的方針と連関していると解されなければならない。 

 §4. レベルAにおいては専門的等級の国家公務員が任命されなければならない。 

 §5. レベルB、C、Dにおいては等級に応じて国家公務員が任命される。 

    等級は公務員がその等級に照応する職務の仕事に就くために与えられる肩書である。 

 §6. レベルB、C、Dのそれぞれの範囲内では等級は＜同等の等級＞に任命される。 

第４条  

 §1. 等級A１及びA２に任命された公務員は担当官（attaché）の肩書を有する。 

    等級A３に任命された公務員は顧問（adviseur）の肩書を有する。 

    等級A４とA５に任命された公務員は代表顧問（adviseur-generaal）の肩書を有する。 

    追加的な肩書は国王によって第１、第２、第３の構成員に任命された肩書によって追加されうる。 

 §2. レベルBは行政専門職、財務専門職、技術専門職及びICT専門職を含む。 

    レベルCは行政補助職及び技術補助職を含む。 

    レベルDは行政助手及び技術助手を含む。 

    その他の等級は国王が設定できる。 

第５条 レベルAの国家公務員は国王によって任命される。 

 レベルB、C、Dの公務員は理事会議長若しくはその代理者によって任命される。 

第５条の２ 《欠》 

第５条の３ レベルAに格付けされたそれぞれの職務は専門的等級に区分され、それを所管する公務員問題大臣の提案に基づき閣議で

の協議を経て決定が行われる。 

第５条の４ …… 

第６条  

 §1. 全ての連邦政府機関においてこの勅令又はそれを改正若しくは補充した諸勅令の施行による特別の諸規定が用意される。これ

らの規定は大臣がその権限を委任しなかった限り、国王の明文の規定がない限り大臣はその権限を委任しない。 

    第１項及び第２項に基づき決定された全ての規定は前述の理事会の勧告に従う。 

 §2. この法規の趣旨への明白に認められない違反を含む§１において定義された諸規定は§１第３項に規定された手続、加えて第

116条に規定された手続に従わされる。 

第６条の２  

 §1. ある等級の専門的等級において異なった方法で任命され前述の決定された方法が採られないときは、所管大臣若しくは理事会

議長か又は任命権を委任されたその代理は空席になったそれぞれの官職に応じた任命方法が認められなければならない。 

 §2. レベルAの専門的等級A３若しくはA４への任命に対しては空席の官職において法定の条件を満たしその資格を有する連邦政

府機関の公務員により行われる業務に応じて専門職等級の上級等級への昇進か若しくは等級の異動により行うことができる。 
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    官職が異動によっては関係のある連邦政府機関の公務員では満たされないときは、公務員問題に関する所定の措置に関する

1993年７月22日の国法の第１条の意味での法的条件及び資格を満たす連邦行政官庁の公務員に呼び掛けて上級等級への昇進か若

しくは等級の異動により行うことができる。 

    官職が異動によっては満たされないときは公募に関する所定の規則に従って満たされる。 

    但し候補者には等級A３で６年、A４では９年の有用な経験が求められる。 

    その中に第３項のお目当ての候補者が一人もいないとき及び公務員問題に関する所定の措置に関する1933年７月22日の国法の

第４条の条件が満たされるときは、官職は労働協約によって供給できる。但し候補者には等級A３で６年、A４では９年の有用

な経験が求められる。 

 

第Ⅱ部 権利、義務、利害対立、兼職 
 

第７条  

 §1. 国家公務員はその職務を誠実・慎重且つ清廉潔白な方法で上位の階級の指揮に従って遂行する。 

    そのために以下が役に立つ： 

   １º 国法及び規則が活動に続いて所与の方針として国法及び規則の枠内で効力を発揮する； 

   ２º 表明する助言も作成する報告も良心的で品行方正である； 

   ３º 決定は慎重であり行動には責任の自覚がある。 

 §2. 国家公務員はその上司、理事会はもとより部下たちからも品位及び礼節を持って処遇される権利を有する。 

    国家公務員は品位及び礼節を持ってその理事会、上司に仕え、部下に接する。この品位及びこの礼節を持った各自の言葉、各

自の態度、各自の風采によって窮地に陥ったり良好な勤務の遂行に損害を与えたりするのを回避できることになる。 

 §3. 国家公務員はそのそれぞれの違法行為若しくは規則違反について、上司若しくは必要ならばさらに上位若しくは最上位の上司

に通報していた場合には、刑法第29条を侵害することにはならない。 

第８条  

 §1. 国家公務員はその業務の利用者に対して親切に対処する。利用者の質問に対して親切に回答し、且つ関係資料を処理する方法

において処理に当たり中立及び公平の原則を尊重し、規則、指針を遵守する厳格な方法を遵守する。 

    国家公務員は来庁した国民と接するその職務の執行に当たり、その本来の各自の言葉、各自の態度、各自の風采によりその完

全な中立性において、その能力において、且つその品位において公衆の信頼を失う虞のあるのを回避できることになる。 

 §2. 国家公務員はその職務の執行の範囲以外でさえも各自その職務の品位を汚す態度は取らない。同様に各自の状況が関連して代

理人による場合にも執行に際してその職務の品位を汚すことのないようにすることになる。 

 §3. 国家公務員は直接手を下す場合でも、代理人による場合でも、さらに職務執行の範囲外でもこれを理由に贈物、謝礼、若しく

は何らかの利益を要求し、請求し、受領してはならない。 

    第１項は通常の職務執行の際の公務員同士の形だけの少額の贈物の交換には該当しない。 

第９条  

 §1. 国家公務員は重大な係争の状態、すなわちその性質上その職務の公平且つ公正な執行に当たり自分自身により若しくは代理者

により私的な利益といわれるものに影響を及ぼすか若しくはそのような影響が生ずるであろうとの理由のある嫌疑があるものに

身を置いてはならないし、巻き込まれてもいけない。 

 §2. 公務員は自らが重大な係争を持つかその虞のあると判断したときはこれについて直ちに上司か若しくは高官に伝える。上司は

これについて書面での提出を認める。 

    重大な係争が認められた場合上司はそれに終止符を打つための適切な措置を講ずる。 

    国家公務員はそれぞれの時点で自らが将来置かれることになる状態とか、これについて分かっていることとか、又は重大な係

争の原因について理事会議長若しくはその代理者の助言を求めることができる。その助言は１か月以内に書面で与えられる。 

第10条 国家公務員はその職務のために知り得た事実についての意見表明の権利及び自由を有する。 

 国家の安全、公共の秩序の保持、政府の重要な財政、有罪の事実についての予防及び避難、医学上の秘密、市民の権利及び自由、と

りわけ市民生活の権利及び自由に関して精通している事実は禁止されている。加えてまだ最終の決定が行われていない限り全ての決

定の準備に関する事実についても禁止されている。それが公表されるとその公務員が雇われている政府機関の利益が損なわれうる事

実についても同様である。 

第11条  

 §1. 国家公務員はその業務の執行に役立つ全ての面の情報を得る権利を有する。各上司はその部下に向けて情報の流れを保証する。 

    国家公務員はその専門的に責任を負う事項についての技術、規則、調査の発展を絶えず向上させる。 

 §2. 国家公務員はその専門的試験及び経歴の成長のための継続的な研修はもとよりその業務に役立つ研修を受ける権利を有する。 

    国家公務員はその能力を発達させる関心及び意思を持ってその職務の執行に必要な研修についていく。 
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 §3. 国家公務員は積極的な方法で公務の分業に貢献する。 

第12条  

 §1. 国家公務員は兼職の委任を受けた後でもどのような形でも報酬を支給される公務以外の活動の執行は許されない。 

    兼職の委任は最長４年の期間認められうる。その延長は新規の委任が適用される。兼職の委任は遡及効を持つことはできない。 

    兼職の委任はその職務を遂行した時間外にその活動が執行されるときだけ認められる。 

    それらは遂行される公務の前ではいかなる場合にも完全に副次的なものにすぎない。 

    活動はその活動の執行を規整する法令を遵守する場合だけ執行されうる。適切な場合には兼職の委任が認められた機関にそれ

についての証明書が送られる。 

 §2. 兼職に対する質問は公務員によりその上司に提出される。それは以下のものを含まなければならない： 

   １º 意図された活動の正確な考えられうるその配分； 

   ２º 意図された活動の期間； 

   ３º その活動が将来においても重大な係争を生み出す虞がないという確認の弁明。 

 §3. その公務員が必要だと考えたときは上司は公務員に追加の情報か若しくは弁明の書類を求める。 

    上司はその質問を階統制組織の経路に沿って理事会議長若しくはその代理者にその見解を添えて送付する。 

    理事会議長若しくはその代理者はその公務員が必要と考えたときはその公務員に追加の情報若しくは弁明の書類を求める。 

 §4. 兼職の委任の決定が承認されるか忌避されるかは議長若しくはその代理者によって行われる。その権限は管理統括者の肩書を

持つ者以外に委任できる。 

    兼職の委任の決定が承認されるか忌避されるかは理事会議長からの依頼がある場合には大臣によって行われる。 

    依頼後２か月以内に決定がなければ兼職の委任は職務上承認される。その期限は§３第１項及び第３項を利用すれば３か月に

延長される。 

 §5. 政府機関の職員に対する政治的な賜暇の設定のための1986年９月18日の国法の意味での委任の行使はこの条文の適用には該当

しない。 

    その職務に付随する報酬の支払いを受ける活動の執行は本条の意味のものとはならない。 

    但し常に前述の上司の文書での承認が必要である。依頼後２か月以内に決定がない場合にはその和議は職務上承認される。 

    権限を有する官公庁よりの付与に由来する報酬の支払いを受ける活動の執行は本条に該当しない。但し上司の情報は必要であ

る。 

第13条 全ての国家公務員は個人的な関係資料を閲覧する権利を有する。 

 国家公務員はあらかじめ上部から指示される場合以外その個人的関係資料に絶対に何も付け加えることはできない。 

第14条 第７条、第８条、第９条§１、第10条、第12条違反は刑法を侵害することなく第77条に規定された秩序罰の誘因となる。 

第14条の２ 第７条から第14条までの条項は実習生にも適用される。 

 第８条、第９条、第10条、第13条、第14条の条項は公務員が、全休中、休職中若しくは停職中でも適用される。 

第14条の３ 公務員問題の権限を持つ国王は職業倫理の枠内で公務員の権利及び義務に関するその他の法令の条項に基づくこれらと同

様に、第７条から第13条の条項に応じた確実且つ最も適切な行動規範を決める。 

 国王の閣僚大臣及び副大臣の誰もが大臣たちの協定に従って職業倫理の枠内で第１項に付加的に規定されたこういった性格の職務で

あるその権限の下に置かれた公務において第１項の規定する条項の遵守を保証する。 

 直属の上司は職業倫理に関する先例集を有する。 

 

第Ⅲ部 選考、募集、研修 
 

表題Ⅰ 選考及び募集 

第Ⅰ章 総 則 

第15条 以下の諸条件を満たさなければ何人も国家公務員に任命されることはできない。 

   １º 決定に関する承認以前に就職資格を取得する； 

   ２º 規定の競争試験に合格； 

   ３º 良好な成績での研修終了。 

 国家公務員は国王に対して職務の遂行のための医学的適合性を有するという証明をさらに詳しく用意しなければならない。 

第16条 何人もこの後以下の一般的な就職資格を満たさなければ国家公務員として任命されることはできない。 

   １º 公権力の行使に関係があり国家の公共の利益を促進する目的があるときはベルギー国民、その他の場合はベルギー国民若し

くはヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家若しくはスイス連邦国家の国民； 

   ２º 目的の官職の要求に合致する挙動； 

   ３º 市民権及び政治的権利を享受する； 
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    官職が異動によっては関係のある連邦政府機関の公務員では満たされないときは、公務員問題に関する所定の措置に関する

1993年７月22日の国法の第１条の意味での法的条件及び資格を満たす連邦行政官庁の公務員に呼び掛けて上級等級への昇進か若

しくは等級の異動により行うことができる。 

    官職が異動によっては満たされないときは公募に関する所定の規則に従って満たされる。 

    但し候補者には等級A３で６年、A４では９年の有用な経験が求められる。 

    その中に第３項のお目当ての候補者が一人もいないとき及び公務員問題に関する所定の措置に関する1933年７月22日の国法の

第４条の条件が満たされるときは、官職は労働協約によって供給できる。但し候補者には等級A３で６年、A４では９年の有用

な経験が求められる。 

 

第Ⅱ部 権利、義務、利害対立、兼職 
 

第７条  

 §1. 国家公務員はその職務を誠実・慎重且つ清廉潔白な方法で上位の階級の指揮に従って遂行する。 

    そのために以下が役に立つ： 

   １º 国法及び規則が活動に続いて所与の方針として国法及び規則の枠内で効力を発揮する； 

   ２º 表明する助言も作成する報告も良心的で品行方正である； 

   ３º 決定は慎重であり行動には責任の自覚がある。 

 §2. 国家公務員はその上司、理事会はもとより部下たちからも品位及び礼節を持って処遇される権利を有する。 

    国家公務員は品位及び礼節を持ってその理事会、上司に仕え、部下に接する。この品位及びこの礼節を持った各自の言葉、各

自の態度、各自の風采によって窮地に陥ったり良好な勤務の遂行に損害を与えたりするのを回避できることになる。 

 §3. 国家公務員はそのそれぞれの違法行為若しくは規則違反について、上司若しくは必要ならばさらに上位若しくは最上位の上司

に通報していた場合には、刑法第29条を侵害することにはならない。 

第８条  

 §1. 国家公務員はその業務の利用者に対して親切に対処する。利用者の質問に対して親切に回答し、且つ関係資料を処理する方法

において処理に当たり中立及び公平の原則を尊重し、規則、指針を遵守する厳格な方法を遵守する。 

    国家公務員は来庁した国民と接するその職務の執行に当たり、その本来の各自の言葉、各自の態度、各自の風采によりその完

全な中立性において、その能力において、且つその品位において公衆の信頼を失う虞のあるのを回避できることになる。 

 §2. 国家公務員はその職務の執行の範囲以外でさえも各自その職務の品位を汚す態度は取らない。同様に各自の状況が関連して代

理人による場合にも執行に際してその職務の品位を汚すことのないようにすることになる。 

 §3. 国家公務員は直接手を下す場合でも、代理人による場合でも、さらに職務執行の範囲外でもこれを理由に贈物、謝礼、若しく

は何らかの利益を要求し、請求し、受領してはならない。 

    第１項は通常の職務執行の際の公務員同士の形だけの少額の贈物の交換には該当しない。 

第９条  

 §1. 国家公務員は重大な係争の状態、すなわちその性質上その職務の公平且つ公正な執行に当たり自分自身により若しくは代理者

により私的な利益といわれるものに影響を及ぼすか若しくはそのような影響が生ずるであろうとの理由のある嫌疑があるものに

身を置いてはならないし、巻き込まれてもいけない。 

 §2. 公務員は自らが重大な係争を持つかその虞のあると判断したときはこれについて直ちに上司か若しくは高官に伝える。上司は

これについて書面での提出を認める。 

    重大な係争が認められた場合上司はそれに終止符を打つための適切な措置を講ずる。 

    国家公務員はそれぞれの時点で自らが将来置かれることになる状態とか、これについて分かっていることとか、又は重大な係

争の原因について理事会議長若しくはその代理者の助言を求めることができる。その助言は１か月以内に書面で与えられる。 

第10条 国家公務員はその職務のために知り得た事実についての意見表明の権利及び自由を有する。 

 国家の安全、公共の秩序の保持、政府の重要な財政、有罪の事実についての予防及び避難、医学上の秘密、市民の権利及び自由、と

りわけ市民生活の権利及び自由に関して精通している事実は禁止されている。加えてまだ最終の決定が行われていない限り全ての決

定の準備に関する事実についても禁止されている。それが公表されるとその公務員が雇われている政府機関の利益が損なわれうる事

実についても同様である。 

第11条  

 §1. 国家公務員はその業務の執行に役立つ全ての面の情報を得る権利を有する。各上司はその部下に向けて情報の流れを保証する。 

    国家公務員はその専門的に責任を負う事項についての技術、規則、調査の発展を絶えず向上させる。 

 §2. 国家公務員はその専門的試験及び経歴の成長のための継続的な研修はもとよりその業務に役立つ研修を受ける権利を有する。 

    国家公務員はその能力を発達させる関心及び意思を持ってその職務の執行に必要な研修についていく。 
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 §3. 国家公務員は積極的な方法で公務の分業に貢献する。 

第12条  

 §1. 国家公務員は兼職の委任を受けた後でもどのような形でも報酬を支給される公務以外の活動の執行は許されない。 

    兼職の委任は最長４年の期間認められうる。その延長は新規の委任が適用される。兼職の委任は遡及効を持つことはできない。 

    兼職の委任はその職務を遂行した時間外にその活動が執行されるときだけ認められる。 

    それらは遂行される公務の前ではいかなる場合にも完全に副次的なものにすぎない。 

    活動はその活動の執行を規整する法令を遵守する場合だけ執行されうる。適切な場合には兼職の委任が認められた機関にそれ

についての証明書が送られる。 

 §2. 兼職に対する質問は公務員によりその上司に提出される。それは以下のものを含まなければならない： 

   １º 意図された活動の正確な考えられうるその配分； 

   ２º 意図された活動の期間； 

   ３º その活動が将来においても重大な係争を生み出す虞がないという確認の弁明。 

 §3. その公務員が必要だと考えたときは上司は公務員に追加の情報か若しくは弁明の書類を求める。 

    上司はその質問を階統制組織の経路に沿って理事会議長若しくはその代理者にその見解を添えて送付する。 

    理事会議長若しくはその代理者はその公務員が必要と考えたときはその公務員に追加の情報若しくは弁明の書類を求める。 

 §4. 兼職の委任の決定が承認されるか忌避されるかは議長若しくはその代理者によって行われる。その権限は管理統括者の肩書を

持つ者以外に委任できる。 

    兼職の委任の決定が承認されるか忌避されるかは理事会議長からの依頼がある場合には大臣によって行われる。 

    依頼後２か月以内に決定がなければ兼職の委任は職務上承認される。その期限は§３第１項及び第３項を利用すれば３か月に

延長される。 

 §5. 政府機関の職員に対する政治的な賜暇の設定のための1986年９月18日の国法の意味での委任の行使はこの条文の適用には該当

しない。 

    その職務に付随する報酬の支払いを受ける活動の執行は本条の意味のものとはならない。 

    但し常に前述の上司の文書での承認が必要である。依頼後２か月以内に決定がない場合にはその和議は職務上承認される。 

    権限を有する官公庁よりの付与に由来する報酬の支払いを受ける活動の執行は本条に該当しない。但し上司の情報は必要であ

る。 

第13条 全ての国家公務員は個人的な関係資料を閲覧する権利を有する。 

 国家公務員はあらかじめ上部から指示される場合以外その個人的関係資料に絶対に何も付け加えることはできない。 

第14条 第７条、第８条、第９条§１、第10条、第12条違反は刑法を侵害することなく第77条に規定された秩序罰の誘因となる。 

第14条の２ 第７条から第14条までの条項は実習生にも適用される。 

 第８条、第９条、第10条、第13条、第14条の条項は公務員が、全休中、休職中若しくは停職中でも適用される。 

第14条の３ 公務員問題の権限を持つ国王は職業倫理の枠内で公務員の権利及び義務に関するその他の法令の条項に基づくこれらと同

様に、第７条から第13条の条項に応じた確実且つ最も適切な行動規範を決める。 

 国王の閣僚大臣及び副大臣の誰もが大臣たちの協定に従って職業倫理の枠内で第１項に付加的に規定されたこういった性格の職務で

あるその権限の下に置かれた公務において第１項の規定する条項の遵守を保証する。 

 直属の上司は職業倫理に関する先例集を有する。 

 

第Ⅲ部 選考、募集、研修 
 

表題Ⅰ 選考及び募集 

第Ⅰ章 総 則 

第15条 以下の諸条件を満たさなければ何人も国家公務員に任命されることはできない。 

   １º 決定に関する承認以前に就職資格を取得する； 

   ２º 規定の競争試験に合格； 

   ３º 良好な成績での研修終了。 

 国家公務員は国王に対して職務の遂行のための医学的適合性を有するという証明をさらに詳しく用意しなければならない。 

第16条 何人もこの後以下の一般的な就職資格を満たさなければ国家公務員として任命されることはできない。 

   １º 公権力の行使に関係があり国家の公共の利益を促進する目的があるときはベルギー国民、その他の場合はベルギー国民若し

くはヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家若しくはスイス連邦国家の国民； 

   ２º 目的の官職の要求に合致する挙動； 

   ３º 市民権及び政治的権利を享受する； 
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   ４º 兵役義務法を満たしている； 

   ５º 個人的には自らは重大な係争の状態にはない； 

   ６º 本勅令に追加された表に従った等級と認められるレベルに合致する証明書か若しくは推薦状を保有する。これについては労

働市場で不足する場合は動機付けのために競争試験の前に公務員問題を所管する大臣が連邦政府選考局長の助言を経て異なっ

た決定がなされる。 

第16条の２ 連邦政府選考局長は少なくともベルギー官報への公告で競争試験の仕組みについて知らせる。その公告は少なくとも指名

の最終期限を記載し、必要なら合格の保留が続く。 

 候補者は少なくとも14暦日内に自分で決着を付けなければならない。 

第17条  

 §1. 可能であれば特別の就職資格が以下の規定に合致すれば決められる。 

   Ａ．その官職の性質がこれを必要とするとき関係連邦機関に含まれる大臣によって規則が用意される場合： 

    １º ……； 

    ２º 第16条の６ºに規定される表に列挙されているそれらの中に指示されている一定の専門的等級、又は規定の証明書か若し

くは研究証明書の所有。その場合には大臣は連邦政府選考局長の助言を得る。 

   Ｂ．関係連邦政府機関の大臣は官職に必要であるためにその要求が正当化されるときは連邦政府選考局長の助言を得た後に特定

の証明書か若しくは研究証明書の所有に関する規定により指示できる。 

     ─ すでに前述のAの中で規定された等級すなわちそれに関する官位及び官職に選任されるための規則による証明書か若しく

は研究証明書の下でか； 

     ─ それともそのような規則がない場合は証明書か若しくは研究証明書の下で第16条の６ºに従って考慮される。 

   Ｃ．連邦政府選考局長はヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家若しくはスイス連邦国家において要求される前述の最

低年齢若しくは職業的才能に関する特別の要求、すなわちそのような正当な要求に関して認められる実践的知識とか若しくは

前職の経験とかの保有があれば一定の競争試験により可能である。 

   Ｄ．連邦政府選考局長は応募者の数が十分な候補者若しくは合格者を生むほど十分に大きくないと懸念したときは一定の競争試

験を卒業資格若しくは推薦状を取得するために最終学年に在籍する学生たちに許可することができる。その場合には選考試験

として最後から２年目の試験にも認められ、その共同体の試験委員会により最終学年の試験を受けてもよいことが説明される。 

    但し第１項の適用により競争試験に応募して合格した人物たちはその連邦政府選考局長に必要な証明書か若しくは研究証明書

を提出した日からまず指名して職務に分類されることができる。 

   Ｅ．その必要条件が職務の執行に妨げとなっていないときは連邦政府選考局長は一定の官位の選考のための資格証明書か若しく

は推薦状の名を挙げるのに第16条の６ºの次に同様にそのほかの資格証明書及び推薦状を考慮する： 

    １º 社会的地位向上教育及び社会文化向上教育の資格証明書及び推薦状； 

    ２º 完全な教育課程を備えた技術・芸術・職業中等教育の資格証明書及び推薦状。 

   Ｆ．レベルDの一定の官位の選考試験については連邦政府選考局長は官職遂行のために技術的若しくは特殊化された性質のもの

が重要であるという正当な要求があるときには指定された研究・教育資格証明書さえ持っていれば少なくともそのような推薦

状の資格よりも重視する。 

     レベルA、B、Cの一定の官位の選考試験については連邦政府選考局長は官職遂行のために技術的若しくは特殊化された性

質のものが且つ第16条の６ºに挙げられた研究証明書の一つの保有者と同様に資格証明書及び推薦状の保有者である限り適切

な要求であるときは指定された教育証明書及び教育推薦状の保有者に認める。 

 §2. その他の受験資格については国王が決定する。 

第17条の２  

 §1. 競争試験の準備については連邦政府選考局長は候補者が資格証明書及び推薦状に関する条件、特定の場合には最低年齢若しく

は職業的才能に関する特別の要求を満たさなければならない明確な日時を設定する。 

 §2. 連邦政府選考局長は競争試験の進行中に候補者が官位に当てはまる職業的才能に関する一般的若しくは特別の要求を満たして

いないか又は満たすことができないという確証を得たならば直ちに官職を得ようとして競争する競争試験をやめさせ、その決定

並びに理由を伝える。 

第18条 国家公務員の資格は競争試験の後閣議の協議を経て確定される勅令による国王の決定に応じた兵役法からの異動によっても確

保される。 

 異動にはレベルA、B、Cはその前１年間、レベルDは３か月から１年の試用期間が先行する。 

第19条 軍人の使用者は本勅令に規定された国家公務員の資格を持たない。 

 第７条、第８条、第９条、第10条、第11条、第49条、第99条、第101条の規定が適用される。 

第Ⅱ章 競争試験 

第20条  
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 §1. 競争試験は職務の記述及び能力の紹介に基づき連邦政府選考局長が主導してか又は大臣若しくはその代理者の依頼及び合格者

の分類への導入のために準備された選考である。 

    競争試験が連邦政府選考局長の主導により準備され、大臣若しくはその代理者が職務の記述及び能力の紹介に基づき分類され

る職務の性格を依頼できるときは、合格者が独自の分類に導入されるその職務のための追加の競争試験の依頼が行われる。 

    追加される競争試験への参加は強制的ではない。 

    連邦政府選考局長は分類の維持を考慮してこの試験への参加者の最多人数を確定する。この試験に合格していない候補者はも

とより合格者は第１項に規定された分類を維持する。 

    募集については大臣若しくはその代理者は分類に拘束される。 

 §2. 競争試験は任命のために準備される： 

   １º 専門志向の第１等級； 

   ２º A３若しくはA４の専門等級； 

   ３º レベルB、C、Dの官位。 

    本条の第１項とは異なり初めに情報処理技術者、民間技師、農業技術者、化学及び農工業の技術者、医師、獣医、薬剤師、保

険計理士の資格が等級A１に要求される専門志向の等級の競争試験を準備することができる。 

第20条の２  

 §1. 連邦政府選考局長は競争試験について合格者の保留が継続されるかどうかを決定する。 

 §2. このように競争試験を依頼する関係大臣若しくはその代理者は関係部局との協議を経て連邦政府選考局長に対して合格者の保

留を継続できる。 

    関係部局の予想される空席の数を基に連邦政府選考局長は前もってこの保留の中に合格者の数を受け入れてある。 

    …… 

 §3. 募集の保留の有効期間は２年間と決められている。公務員問題所管大臣は関係大臣若しくはその代理者の堅実な理由のある依

頼によりこの期間を再度延長できる。 

第21条 連邦政府選考局長は競争試験を準備する。 

 但しこの競争試験の準備を連邦政府機関に全部乃至一部をその監督の下で委託できる。 

第21条の２ …… 

第22条 …… 

第23条 競争試験の報告終了後受験者はそれぞれその結果の通知を受け取る。 

 受け取った結果は国家公務員に任命される候補者として受け入れられるその個人の評価資料においての特性となる。 

第Ⅱ章の２ 

第24条 異動の条項の場合その勅令の発効日当日に（ベルギー官報における公告後２か月の初日に発効する）保留適用の第２項から第

５項が残される。 

 このために連邦政府選考局長により連邦政府選考局長の監督下での追加試験の後公務に最適の合格者とのその評価に従って合格者が

供給される。 

 その決定の説明 

 合格者の提供については連邦政府選考局長は競争試験の分類に従う。 

 不採用の合格者はその最初の分類の中の保留に残される。 

第25条  

第26条  

第Ⅲ章 国家公務員の研修及び任命 

第Ⅰ節 総 則 

第27条  

 §1. 連邦政府選考局長は国王の明確な決定に応じて競争試験の合格者名簿を決定する。 

 §2. 医療能力の研究が正規のものである場合には採用された合格者は……その研究について自ら志願するときだけ任命について認

められる：その研究は確定する対象若しくは関係する能力として合格者はそのために選任され官職について働かされなければな

らない。能力条件を満たさない場合には解雇される。最後に官職の道が閉ざされる日時は労働協約との関連で解雇の日時が確定

される。この日時はその場合に失業手当の利益を享受できるように課せられる最低限の期間に等しい。この協約が労働不適任を

理由に進行し始めた日か若しくはそれについて実行中のとき、最初の場合には６か月の間手当が支払われ、第２の場合には待機

期間中必要な間強制加入の疾病障害保険の給付部門により補償される。 

 §3. 連邦政府選考局長は合格者について第16条において想定する一般的な受入れ条件及び特別の受入れ条件……第17条において想

定する……をチェックする。 

    採用された合格者はレベルAにおいては関係大臣若しくはその代理者、その他のレベルでは任命のためのその他の受入れ条件
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   ４º 兵役義務法を満たしている； 

   ５º 個人的には自らは重大な係争の状態にはない； 

   ６º 本勅令に追加された表に従った等級と認められるレベルに合致する証明書か若しくは推薦状を保有する。これについては労

働市場で不足する場合は動機付けのために競争試験の前に公務員問題を所管する大臣が連邦政府選考局長の助言を経て異なっ

た決定がなされる。 

第16条の２ 連邦政府選考局長は少なくともベルギー官報への公告で競争試験の仕組みについて知らせる。その公告は少なくとも指名

の最終期限を記載し、必要なら合格の保留が続く。 

 候補者は少なくとも14暦日内に自分で決着を付けなければならない。 

第17条  

 §1. 可能であれば特別の就職資格が以下の規定に合致すれば決められる。 

   Ａ．その官職の性質がこれを必要とするとき関係連邦機関に含まれる大臣によって規則が用意される場合： 

    １º ……； 

    ２º 第16条の６ºに規定される表に列挙されているそれらの中に指示されている一定の専門的等級、又は規定の証明書か若し

くは研究証明書の所有。その場合には大臣は連邦政府選考局長の助言を得る。 

   Ｂ．関係連邦政府機関の大臣は官職に必要であるためにその要求が正当化されるときは連邦政府選考局長の助言を得た後に特定

の証明書か若しくは研究証明書の所有に関する規定により指示できる。 

     ─ すでに前述のAの中で規定された等級すなわちそれに関する官位及び官職に選任されるための規則による証明書か若しく

は研究証明書の下でか； 

     ─ それともそのような規則がない場合は証明書か若しくは研究証明書の下で第16条の６ºに従って考慮される。 

   Ｃ．連邦政府選考局長はヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家若しくはスイス連邦国家において要求される前述の最

低年齢若しくは職業的才能に関する特別の要求、すなわちそのような正当な要求に関して認められる実践的知識とか若しくは

前職の経験とかの保有があれば一定の競争試験により可能である。 

   Ｄ．連邦政府選考局長は応募者の数が十分な候補者若しくは合格者を生むほど十分に大きくないと懸念したときは一定の競争試

験を卒業資格若しくは推薦状を取得するために最終学年に在籍する学生たちに許可することができる。その場合には選考試験

として最後から２年目の試験にも認められ、その共同体の試験委員会により最終学年の試験を受けてもよいことが説明される。 

    但し第１項の適用により競争試験に応募して合格した人物たちはその連邦政府選考局長に必要な証明書か若しくは研究証明書

を提出した日からまず指名して職務に分類されることができる。 

   Ｅ．その必要条件が職務の執行に妨げとなっていないときは連邦政府選考局長は一定の官位の選考のための資格証明書か若しく

は推薦状の名を挙げるのに第16条の６ºの次に同様にそのほかの資格証明書及び推薦状を考慮する： 

    １º 社会的地位向上教育及び社会文化向上教育の資格証明書及び推薦状； 

    ２º 完全な教育課程を備えた技術・芸術・職業中等教育の資格証明書及び推薦状。 

   Ｆ．レベルDの一定の官位の選考試験については連邦政府選考局長は官職遂行のために技術的若しくは特殊化された性質のもの

が重要であるという正当な要求があるときには指定された研究・教育資格証明書さえ持っていれば少なくともそのような推薦

状の資格よりも重視する。 

     レベルA、B、Cの一定の官位の選考試験については連邦政府選考局長は官職遂行のために技術的若しくは特殊化された性

質のものが且つ第16条の６ºに挙げられた研究証明書の一つの保有者と同様に資格証明書及び推薦状の保有者である限り適切

な要求であるときは指定された教育証明書及び教育推薦状の保有者に認める。 

 §2. その他の受験資格については国王が決定する。 

第17条の２  

 §1. 競争試験の準備については連邦政府選考局長は候補者が資格証明書及び推薦状に関する条件、特定の場合には最低年齢若しく

は職業的才能に関する特別の要求を満たさなければならない明確な日時を設定する。 

 §2. 連邦政府選考局長は競争試験の進行中に候補者が官位に当てはまる職業的才能に関する一般的若しくは特別の要求を満たして

いないか又は満たすことができないという確証を得たならば直ちに官職を得ようとして競争する競争試験をやめさせ、その決定

並びに理由を伝える。 

第18条 国家公務員の資格は競争試験の後閣議の協議を経て確定される勅令による国王の決定に応じた兵役法からの異動によっても確

保される。 

 異動にはレベルA、B、Cはその前１年間、レベルDは３か月から１年の試用期間が先行する。 

第19条 軍人の使用者は本勅令に規定された国家公務員の資格を持たない。 

 第７条、第８条、第９条、第10条、第11条、第49条、第99条、第101条の規定が適用される。 

第Ⅱ章 競争試験 

第20条  
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 §1. 競争試験は職務の記述及び能力の紹介に基づき連邦政府選考局長が主導してか又は大臣若しくはその代理者の依頼及び合格者

の分類への導入のために準備された選考である。 

    競争試験が連邦政府選考局長の主導により準備され、大臣若しくはその代理者が職務の記述及び能力の紹介に基づき分類され

る職務の性格を依頼できるときは、合格者が独自の分類に導入されるその職務のための追加の競争試験の依頼が行われる。 

    追加される競争試験への参加は強制的ではない。 

    連邦政府選考局長は分類の維持を考慮してこの試験への参加者の最多人数を確定する。この試験に合格していない候補者はも

とより合格者は第１項に規定された分類を維持する。 

    募集については大臣若しくはその代理者は分類に拘束される。 

 §2. 競争試験は任命のために準備される： 

   １º 専門志向の第１等級； 

   ２º A３若しくはA４の専門等級； 

   ３º レベルB、C、Dの官位。 

    本条の第１項とは異なり初めに情報処理技術者、民間技師、農業技術者、化学及び農工業の技術者、医師、獣医、薬剤師、保

険計理士の資格が等級A１に要求される専門志向の等級の競争試験を準備することができる。 

第20条の２  

 §1. 連邦政府選考局長は競争試験について合格者の保留が継続されるかどうかを決定する。 

 §2. このように競争試験を依頼する関係大臣若しくはその代理者は関係部局との協議を経て連邦政府選考局長に対して合格者の保

留を継続できる。 

    関係部局の予想される空席の数を基に連邦政府選考局長は前もってこの保留の中に合格者の数を受け入れてある。 

    …… 

 §3. 募集の保留の有効期間は２年間と決められている。公務員問題所管大臣は関係大臣若しくはその代理者の堅実な理由のある依

頼によりこの期間を再度延長できる。 

第21条 連邦政府選考局長は競争試験を準備する。 

 但しこの競争試験の準備を連邦政府機関に全部乃至一部をその監督の下で委託できる。 

第21条の２ …… 

第22条 …… 

第23条 競争試験の報告終了後受験者はそれぞれその結果の通知を受け取る。 

 受け取った結果は国家公務員に任命される候補者として受け入れられるその個人の評価資料においての特性となる。 

第Ⅱ章の２ 

第24条 異動の条項の場合その勅令の発効日当日に（ベルギー官報における公告後２か月の初日に発効する）保留適用の第２項から第

５項が残される。 

 このために連邦政府選考局長により連邦政府選考局長の監督下での追加試験の後公務に最適の合格者とのその評価に従って合格者が

供給される。 

 その決定の説明 

 合格者の提供については連邦政府選考局長は競争試験の分類に従う。 

 不採用の合格者はその最初の分類の中の保留に残される。 

第25条  

第26条  

第Ⅲ章 国家公務員の研修及び任命 

第Ⅰ節 総 則 

第27条  

 §1. 連邦政府選考局長は国王の明確な決定に応じて競争試験の合格者名簿を決定する。 

 §2. 医療能力の研究が正規のものである場合には採用された合格者は……その研究について自ら志願するときだけ任命について認

められる：その研究は確定する対象若しくは関係する能力として合格者はそのために選任され官職について働かされなければな

らない。能力条件を満たさない場合には解雇される。最後に官職の道が閉ざされる日時は労働協約との関連で解雇の日時が確定

される。この日時はその場合に失業手当の利益を享受できるように課せられる最低限の期間に等しい。この協約が労働不適任を

理由に進行し始めた日か若しくはそれについて実行中のとき、最初の場合には６か月の間手当が支払われ、第２の場合には待機

期間中必要な間強制加入の疾病障害保険の給付部門により補償される。 

 §3. 連邦政府選考局長は合格者について第16条において想定する一般的な受入れ条件及び特別の受入れ条件……第17条において想

定する……をチェックする。 

    採用された合格者はレベルAにおいては関係大臣若しくはその代理者、その他のレベルでは任命のためのその他の受入れ条件
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を受け入れる関係官庁がそれについて言明する。 

    合格者の保留が継続される場合は関係大臣若しくはその代理者は連邦政府選考局長に通知する。 

    レベルAの合格者についてはその決定を連邦政府研修所の管理職１の保有者にも通知する。 

    第16条の２ºに従ってさらに詳しい調査が実施され採用された合格者……の挙動が目的の官職の要求に適合したときは連邦政

府選考局長に決定の関係資料が送付される。調査が続く限り合格者若しくは候補者は暫定的に未決定者とされる：この手続につ

いては通知される。 

第28条 研修生は本勅令に規定される国家公務員ではない。 

 本勅令及びその改正若しくは補充された諸勅令の規定はその適用が明示される限りでのみ適用する。 

第28条の２ 研修生は国家公務員のためにする以下の規定が考慮される： 

   １º 研修が継続する限りこの目的のために考えられる生み出された事実を基にあらゆる種類の給付金及び報酬； 

   ２º 俸給規則。 

 本条の適用のために研修生たちに候補者自身がそのために置かれている等級若しくは持っている官位が配慮される。 

第28条の３  

 §1. 実施された研修期間の算定には研修者が官職に従事した全ての期間が考慮に入れられる。 

 §2. 研修中の欠勤の期間は研修生としてでも官職に従事する１回乃至数回、レベルDでは15労働日、その他のレベルでは30労働日

を超えるときから最終の延長に影響する。 

    15労働日若しくは30労働日の算定には以下の結果による欠勤は考慮されない： 

   １º 年次休暇； 

   ２º 連邦政府の一員として認められた休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令第14条、第15条、第15条の２、第20条； 

   ３º 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法施行のための1984年９月28日の勅令第81条の§§１・

２、第82条； 

   ４º 秘書部局、政策室、全体政策調整室、又は連邦政府構成員内部の職務執行のための休暇。 

 §3. その欠勤の間研修生はその資格を保持し、適用する規定の条項に合致した行政上の状態が決定される。 

 §4. 研修期間の延長期間中にレベルAの研修生のための連邦政府の研修所の管理職１保有者若しくはその代理者、人事業務《人

事・組織局》の業務局長若しくはその代理者、レベルB、C、Dの研修生のための人事業務《人事・組織局》の業務局長が存在

しない場合には完全を期する唯一のその他の手段であろうとなかろうと研修を前に置く理由を決定する。 

    研修の延長期間中研修生の資格の利害関係を保有する。 

第28条の４  

 §1. 各連邦政府機関においては人事業務《人事・組織局》の人事業務の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人事・組

織局》の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には、連邦政府の研修所の管理職１保有者の権限を侵害することなく

研修が指導される。 

 §2. 研修は有能な研修生が充てがわれた職務を遂行するために問題を処理する能力を身に着けるという要求がある場合には、連邦

政府機関内及び連邦行政官公庁内の研修生の最適の統合を全体として可能にし証明しなければならない。 

第28条の５ 人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人事・組織局》の人事業務の業務局長かそ

の代理者が存在しない場合には人事機関の長若しくはその代理者は必要な情報を収集した後、又研修生及びその直属上司と協議した

後公務員問題に権限を有する大臣により決定された様式に合致する研修報告を作成する。 

 レベルA、B、Cの研修生のために３か月ごとと研修の最後とに報告が作成される。 

 …… 

 レベルDの研修生のために３か月ごとと研修の最後とに報告が作成される。 

 それぞれの報告は研修生についての知識がもたらされ必要ならば判断が付け加えられその個人記録に書き留められる。 

第28条の６  

 §1. 研修生が職務に不適任とされる場合には３か月の解雇予告期間を経て解雇されうる。 

 §2. 研修期間中若しくは研修の場で重大な過失を犯すことにより罪を犯した研修生は解雇予告なしに解雇される。勧奨されればあ

らかじめ聴聞を受けねばならない。 

 §3. 解雇はその場合に応じて各省合同研修委員会か研修委員会の提案に基づき研修生がその管轄下にいる大臣により明らかにされ

る。 

    但しレベルAの研修生の解雇は研修生が暫定的にそこに割り振られた連邦政府機関の大臣の合意に従う。 

第29条 公務員問題に権限を有する大臣は研修に関する一般原則を確定する。 

第Ⅱ節 レベルＡ……の合格者の研修及びその国家公務員への任命 

第Ⅰ分節 レベルＡの合格者の研修及びその国家公務員への任命 

第30条  
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 §1. 関係大臣若しくはその代理者により認められたレベルAの合格者たちは公務員問題に権限のある大臣か若しくはその代理者か

ら研修生に指名される。受入の宣告に続く遅くとも３か月の初日には公務員の資格における行政上財政上の権利の享受について

告げられる。 

    ヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家又はスイス連邦国家において又はヨーロッパ共同体の機関若しくはそれらを

規整する条約によってか又はその下で設立された機関の周りで解雇期間中の合格者に適用できる規定の適用を遂行しなければな

らないときは、第１項に規定された期間は解雇通告の終了日に続く１か月の初日まで延長される。 

    本条第１項の規定は平時において兵役を履行し、又は公務員が良心的兵役忌避者の法規に関する1964年７月３日の国法の施行

を達成する連邦政府の一定の公務員の行政上の地位を規定する1964年６月１日の勅令の適用を妨げない。 

 §2. 研修生は専ら公務員問題所管大臣の管轄下に属する。 

    この大臣若しくはその代理者は研修生の書面による要望か、又は各省合同研修委員会の適切に表現された理由かにより暫定的

に指名し、研修期間中に一方では暫定的に研修生に割り振られる連邦政府機関の理事会の議長、他方では最終的に研修生に割り

振られる連邦政府機関の理事会の議長若しくはその代理者限りでその割振りを変更、その同意が与えられる。 

 §3. 研修期間は１年。それは前述の場合第32条§２の１ºにより期間を最大限３分の１延長できる。 

第31条  

 §1. レベルAの官職の合格者の研修は連邦政府の研修所の管理職１保有者の高度な指導下にある。公務員問題に権限を有する大臣

の管轄に属する。 

    連邦政府の研修所の管理職１保有者は一般原則を規定する第29条を遵守して研修生が参加する研修活動を決定しなければなら

ない。 

 §2. 各研修生は連邦政府の研修所の管理職１保有者に規則に従ってその決めた期限内に最終論文を手渡さなければならない。 

    論文の題目は一方では直属の上司、他方では人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人

事・組織局》の人事業務の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には、人事業務の責任者と相談して研修生によって

選択される。最終論文は研修生が割り振られた連邦政府機関にとって必要な業務で構成されており、行政上重要な題目であるこ

とについてはっきりした形にして研修生の能力について立証しなければならない。 

    これらは勤務時間中に行われる。 

    最終論文は一方では人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人事・組織局》の人事業務

の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には、人事業務の責任者若しくはその代理者により、他方では研修生の直属

上司によって承認される；この承認は論文の明確な理由に基づいて連邦政府の研修所の管理職１保有者に対して行われる。 

第32条  

 §1. 第28条の５に規定された報告が全般的に研修生にとって好意的でないか、又は第31条の§２に規定された義務を果たしていな

い場合には、連邦政府の研修所の管理職１保有者は各省合同研修委員会に対してその事情を通知する。その最後に報告が作成さ

れ研修生に伝えられる。 

 §2. 各省合同研修委員会が必要な情報を収集した後その状況に応じて： 

   １º 研修が継続されうるかどうか決定する； 

   ２º 研修が延長されなければならないかどうかを決定する；その場合には期限を規定する第30条の§３におけるただ開始の日時

だけ； 

   ３º 研修生が最終的に割り振られる連邦政府機関の理事会議長若しくはその代理者がその同意を与える限り研修生がその割振り

の変更の対象を構成する公務員問題所管大臣が決定する； 

   ４º 公務員問題所管大臣及び研修生が最終的に割り振られる連邦政府機関の大臣が明確な理由に基づく解雇若しくは任命の提案

を行う。 

 §3. 各省合同研修委員会は研修の延長について決定する前に、又は暫定的な割振りの変更若しくは解雇が行われる前に研修生への

聴聞が必要になる。 

    研修生は本人が出頭する。自分が選んだ人間によって援助してもらうことができる。 

    被告側弁護士はいかようにしても委員会の一員であることはできない。 

    正式に呼び出されたのに研修生若しくはその弁護人が正当な理由なしに出頭しない場合には委員会は公務員問題所管大臣に決

定の提案を表明する。 

    委員会は例え研修生が有効な弁解ができたとしても２回目の会議で事件が決着したら直ちに連邦政府の研修所の管理職１保有

者の報告に基づき自ら宣告する。 

第33条  

 §1. 連邦政府の研修所の管理職１保有者により若しくは各省合同研修委員会によりふさわしいと判断された研修生は国王によって

暫定的に充てられていた連邦政府機関の大臣の提案によって候補者として身を置いていた専門等級に国家公務員として任命され

る。 
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を受け入れる関係官庁がそれについて言明する。 

    合格者の保留が継続される場合は関係大臣若しくはその代理者は連邦政府選考局長に通知する。 

    レベルAの合格者についてはその決定を連邦政府研修所の管理職１の保有者にも通知する。 

    第16条の２ºに従ってさらに詳しい調査が実施され採用された合格者……の挙動が目的の官職の要求に適合したときは連邦政

府選考局長に決定の関係資料が送付される。調査が続く限り合格者若しくは候補者は暫定的に未決定者とされる：この手続につ

いては通知される。 

第28条 研修生は本勅令に規定される国家公務員ではない。 

 本勅令及びその改正若しくは補充された諸勅令の規定はその適用が明示される限りでのみ適用する。 

第28条の２ 研修生は国家公務員のためにする以下の規定が考慮される： 

   １º 研修が継続する限りこの目的のために考えられる生み出された事実を基にあらゆる種類の給付金及び報酬； 

   ２º 俸給規則。 

 本条の適用のために研修生たちに候補者自身がそのために置かれている等級若しくは持っている官位が配慮される。 

第28条の３  

 §1. 実施された研修期間の算定には研修者が官職に従事した全ての期間が考慮に入れられる。 

 §2. 研修中の欠勤の期間は研修生としてでも官職に従事する１回乃至数回、レベルDでは15労働日、その他のレベルでは30労働日

を超えるときから最終の延長に影響する。 

    15労働日若しくは30労働日の算定には以下の結果による欠勤は考慮されない： 

   １º 年次休暇； 

   ２º 連邦政府の一員として認められた休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令第14条、第15条、第15条の２、第20条； 

   ３º 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法施行のための1984年９月28日の勅令第81条の§§１・

２、第82条； 

   ４º 秘書部局、政策室、全体政策調整室、又は連邦政府構成員内部の職務執行のための休暇。 

 §3. その欠勤の間研修生はその資格を保持し、適用する規定の条項に合致した行政上の状態が決定される。 

 §4. 研修期間の延長期間中にレベルAの研修生のための連邦政府の研修所の管理職１保有者若しくはその代理者、人事業務《人

事・組織局》の業務局長若しくはその代理者、レベルB、C、Dの研修生のための人事業務《人事・組織局》の業務局長が存在

しない場合には完全を期する唯一のその他の手段であろうとなかろうと研修を前に置く理由を決定する。 

    研修の延長期間中研修生の資格の利害関係を保有する。 

第28条の４  

 §1. 各連邦政府機関においては人事業務《人事・組織局》の人事業務の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人事・組

織局》の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には、連邦政府の研修所の管理職１保有者の権限を侵害することなく

研修が指導される。 

 §2. 研修は有能な研修生が充てがわれた職務を遂行するために問題を処理する能力を身に着けるという要求がある場合には、連邦

政府機関内及び連邦行政官公庁内の研修生の最適の統合を全体として可能にし証明しなければならない。 

第28条の５ 人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人事・組織局》の人事業務の業務局長かそ

の代理者が存在しない場合には人事機関の長若しくはその代理者は必要な情報を収集した後、又研修生及びその直属上司と協議した

後公務員問題に権限を有する大臣により決定された様式に合致する研修報告を作成する。 

 レベルA、B、Cの研修生のために３か月ごとと研修の最後とに報告が作成される。 

 …… 

 レベルDの研修生のために３か月ごとと研修の最後とに報告が作成される。 

 それぞれの報告は研修生についての知識がもたらされ必要ならば判断が付け加えられその個人記録に書き留められる。 

第28条の６  

 §1. 研修生が職務に不適任とされる場合には３か月の解雇予告期間を経て解雇されうる。 

 §2. 研修期間中若しくは研修の場で重大な過失を犯すことにより罪を犯した研修生は解雇予告なしに解雇される。勧奨されればあ

らかじめ聴聞を受けねばならない。 

 §3. 解雇はその場合に応じて各省合同研修委員会か研修委員会の提案に基づき研修生がその管轄下にいる大臣により明らかにされ

る。 

    但しレベルAの研修生の解雇は研修生が暫定的にそこに割り振られた連邦政府機関の大臣の合意に従う。 

第29条 公務員問題に権限を有する大臣は研修に関する一般原則を確定する。 

第Ⅱ節 レベルＡ……の合格者の研修及びその国家公務員への任命 

第Ⅰ分節 レベルＡの合格者の研修及びその国家公務員への任命 

第30条  
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 §1. 関係大臣若しくはその代理者により認められたレベルAの合格者たちは公務員問題に権限のある大臣か若しくはその代理者か

ら研修生に指名される。受入の宣告に続く遅くとも３か月の初日には公務員の資格における行政上財政上の権利の享受について

告げられる。 

    ヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家又はスイス連邦国家において又はヨーロッパ共同体の機関若しくはそれらを

規整する条約によってか又はその下で設立された機関の周りで解雇期間中の合格者に適用できる規定の適用を遂行しなければな

らないときは、第１項に規定された期間は解雇通告の終了日に続く１か月の初日まで延長される。 

    本条第１項の規定は平時において兵役を履行し、又は公務員が良心的兵役忌避者の法規に関する1964年７月３日の国法の施行

を達成する連邦政府の一定の公務員の行政上の地位を規定する1964年６月１日の勅令の適用を妨げない。 

 §2. 研修生は専ら公務員問題所管大臣の管轄下に属する。 

    この大臣若しくはその代理者は研修生の書面による要望か、又は各省合同研修委員会の適切に表現された理由かにより暫定的

に指名し、研修期間中に一方では暫定的に研修生に割り振られる連邦政府機関の理事会の議長、他方では最終的に研修生に割り

振られる連邦政府機関の理事会の議長若しくはその代理者限りでその割振りを変更、その同意が与えられる。 

 §3. 研修期間は１年。それは前述の場合第32条§２の１ºにより期間を最大限３分の１延長できる。 

第31条  

 §1. レベルAの官職の合格者の研修は連邦政府の研修所の管理職１保有者の高度な指導下にある。公務員問題に権限を有する大臣

の管轄に属する。 

    連邦政府の研修所の管理職１保有者は一般原則を規定する第29条を遵守して研修生が参加する研修活動を決定しなければなら

ない。 

 §2. 各研修生は連邦政府の研修所の管理職１保有者に規則に従ってその決めた期限内に最終論文を手渡さなければならない。 

    論文の題目は一方では直属の上司、他方では人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人

事・組織局》の人事業務の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には、人事業務の責任者と相談して研修生によって

選択される。最終論文は研修生が割り振られた連邦政府機関にとって必要な業務で構成されており、行政上重要な題目であるこ

とについてはっきりした形にして研修生の能力について立証しなければならない。 

    これらは勤務時間中に行われる。 

    最終論文は一方では人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、又は人事業務《人事・組織局》の人事業務

の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には、人事業務の責任者若しくはその代理者により、他方では研修生の直属

上司によって承認される；この承認は論文の明確な理由に基づいて連邦政府の研修所の管理職１保有者に対して行われる。 

第32条  

 §1. 第28条の５に規定された報告が全般的に研修生にとって好意的でないか、又は第31条の§２に規定された義務を果たしていな

い場合には、連邦政府の研修所の管理職１保有者は各省合同研修委員会に対してその事情を通知する。その最後に報告が作成さ

れ研修生に伝えられる。 

 §2. 各省合同研修委員会が必要な情報を収集した後その状況に応じて： 

   １º 研修が継続されうるかどうか決定する； 

   ２º 研修が延長されなければならないかどうかを決定する；その場合には期限を規定する第30条の§３におけるただ開始の日時

だけ； 

   ３º 研修生が最終的に割り振られる連邦政府機関の理事会議長若しくはその代理者がその同意を与える限り研修生がその割振り

の変更の対象を構成する公務員問題所管大臣が決定する； 

   ４º 公務員問題所管大臣及び研修生が最終的に割り振られる連邦政府機関の大臣が明確な理由に基づく解雇若しくは任命の提案

を行う。 

 §3. 各省合同研修委員会は研修の延長について決定する前に、又は暫定的な割振りの変更若しくは解雇が行われる前に研修生への

聴聞が必要になる。 

    研修生は本人が出頭する。自分が選んだ人間によって援助してもらうことができる。 

    被告側弁護士はいかようにしても委員会の一員であることはできない。 

    正式に呼び出されたのに研修生若しくはその弁護人が正当な理由なしに出頭しない場合には委員会は公務員問題所管大臣に決

定の提案を表明する。 

    委員会は例え研修生が有効な弁解ができたとしても２回目の会議で事件が決着したら直ちに連邦政府の研修所の管理職１保有

者の報告に基づき自ら宣告する。 

第33条  

 §1. 連邦政府の研修所の管理職１保有者により若しくは各省合同研修委員会によりふさわしいと判断された研修生は国王によって

暫定的に充てられていた連邦政府機関の大臣の提案によって候補者として身を置いていた専門等級に国家公務員として任命され

る。 

－ 287 －



－ 288 － 

    最終的にこの専門等級の確定した官職に充てられその等級の第１俸給段階を手に入れる。 

 §2. その俸給段階における年功序列の判定及びその配属によって研修開始の日からその段階を取得する。 

    研修生の行動が勤務する官職に向いているかどうか調査が必要となって行われ、研修の許可が引き延ばされる場合、又同じ競

争試験の合格者たちが連邦政府機関に一人ずつ配属された後研修生がいなくなったならば、合格者か若しくは研修生の合格者た

ちの中で最良の配属を勝ち得た者が地位を取得する。 

 §3. 本条は条件付で認められた公務員の医学上の不適任のために適用される規定を侵害できない。 

 §4. …… 

第33条の２  

 §1. 各省合同研修委員会は以下の機関によって対等に編成される： 

   １º 連邦政府《人事組織》理事会議長 ─ 議長 

   ２º 連邦政府《人事組織》理事会副議長 ─ 公務員問題所管大臣により指名される 

   ３º 言語別にその理事会議長若しくはその管轄下にある議長の提案に基づき公務員問題所管大臣により指名される管理職１若し

くは２保有者２名；このような指名された保有者は研修生が配属される連邦政府機関に属する； 

   ４º 政府とその職員との関係を規整する1974年12月19日の国法の第７条に規定される労働組合の代表により指名された６名の委

員は組合ごとに２名の委員の比率となっている。 

     公務員問題所管大臣は理事会議長若しくはその管轄下にある議長の提案に基づきさらに言語別に連邦政府機関管理職１若し

くは２保有者２名を代理の資格で指名する。 

 §2. 労働組合の代表に指名された委員たちはレベルAに属する国家公務員の中から選ばれ公務員問題所管大臣によって承認されな

ければならない。承認忌避は連邦、共同体、地域圏公務委員会によって提起される。 

    労働組合は正規の委員の指名に用いられる手続に従って委員代理を指名する。 

 §3. 各省合同研修委員会はそのうち２人は合格者と同一言語に属するか若しくは1966年７月18日に調整された行政問題における言

語の使用についての国法についての第43条§３の第３項に合致すると十分に解される第２の言語を持っているとの証明がある少

なくとも委員の半数が出席して研修生の有効性について審議する。 

    且つ委員たちは投票に当たり政府代表と労働組合代表とが同数でなければならない。 

    必要な場合には抽選によって一人乃至それ以上の委員の交代によって同数が回復される。 

    委員会は最初の委員の招集の後人数が不足する場合には次回の会議では出席者の人数とは関係なく［定足数を欠いても］同じ

研修生の有効性について会議し審議を行う。 

    投票は秘密である。投票が可否同数の場合は議長が勧告の主旨を決定する。 

    委員会の各委員はこの委員が当該合格者の経歴に全く時期的にも資格においても関係していない場合にのみ研修生について唯

一つの決定だけ行える。 

 §4. 連邦政府の研修所の管理職１保有者若しくは代理者は連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、

又は人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には人事業務の責任者に加えて研修生の直属

上司若しくはその代理者により職務上の聴聞が行われる。 

第Ⅱ分節 

第33条の３  

第33条の４  

第33条の５  

第Ⅲ節 レベルＢ、Ｃ、Ｄ……の合格者の研修及びその国家公務員への任命 

第34条  

 §1. レベルB、C、Dの……試験合格後に関係当局が任命し研修生として指名する。研修生たちは公務員の資格で呼ばれ、遅くと

も承認宣告の３か月後の第１日にすでにその行政上財政上の諸権利の享受を持って一定の空席に割り振られる。 

    合格者若しくは候補者はヨーロッパ経済圏の一部を構成する国家若しくはスイス連邦国家の国民又はヨーロッパ共同体の諸機

関若しくはそれらを規整若しくはそれらに服するために設立された諸機関において適用可能な規定の適用にあたり解約通告期間

内に行わなければならないときは解約期限が切れる日の前の月の第１日までに第１項で確定された期日まで延長される。 

    その第１項の規定は公務員が平時において兵役を遂行するか若しくは良心的兵役忌避者の法規に関する1964年７月３日の国法

の施行を達成する連邦政府の一定の公務員の行政上の地位を規定する1964年６月１日の勅令の規定に違反できない。 

 §2. 研修期間はレベルBとCでは１年、レベルDでは３か月である。 

    …… 

    それは第36条§２、１ºに該当する場合にはその期間の３番目に応じて最長まで延長できる。 

第35条 研修は研修生が割り振られる連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者の責任の下に置かれる。

人事業務《人事・組織局》の業務局長が存在しない場合には研修生は人事担当者若しくはその代理者の監督下に置かれる。 
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第36条  

 §1. 第28条の５に規定される報告が研修生について全体として芳しくないものである場合には、その研修生を割り振られた連邦政

府の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者が、又人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者

が存在しない場合には、研修委員会がその旨申し立てる。そのために研修生の伝える報告が作成される。 

 §2. 研修委員会は全ての必要な情報を取得したのち以下の行為をする： 

   １º 研修が継続できるかどうかを決定する； 

   ２º 研修が延長されなければならないかどうかを決定する；その場合には唯第34条§２第２項における期間及び日時のみ； 

   ３º 関係庁が連邦行政事務の範囲内で決着が付けられることになる割振りの変更の対象となる研修生の任命を決める； 

   ４º 関係庁が任命について解雇か若しくは任命かの筋の通った提案理由を決める。 

 §3. 研修委員会は研修の延長若しくは解職の提案、任命か若しくは配置換えの提案の決定の前に聴聞のために研修生を招く。 

    研修生は自ら出頭する；自ら選任した人間によって支援を受けることができる。 

    弁護人は委員会の一員であってはならない。 

    研修生が正式に呼び出され若しくは弁護されたのに妥当な弁明がなく、出頭しない場合には、委員会は任命に関する決定の提

案を関係庁に表明する。 

    委員会はその問題が第２回目の会議の対象を構成するや直ちに研修生が妥当な弁明を請えるならばその報告に基づき連邦政府

の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者に、又人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者が

存在しない場合には、その報告に基づき人事担当者若しくはその代理者に通告する。 

第37条  

 §1. 研修生は研修委員会か又は連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者か、又は人事業務《人事・組

織局》の業務局長若しくはその代理者が存在しない場合には、人事担当者若しくはその代理者によって候補者に決定されていた

等級で国家公務員に任命される。 

 §2. 研修生の給与の等級の年功序列による評価及びその配置についてはその研修開始の日に等級が決められる。研修生の行い若し

くは挙動が公務の遂行にうまく合致しているかどうかについて調査が必要となり研修についての許可が遅らされている場合には、

又連邦官庁に在籍の研修生が同じ競争試験の合格の後で等級配置された後一度か乃至何度か無視された場合には、合格の日付で

等級を得るか若しくはその研修の合格者の最良の等級配置を持てる。 

 §3. その条項は公務員に条件付で認められた医療上の不適任のために適用される規定を侵害してはならない。 

 §4. …… 

第38条  

 §1. 連邦政府機関にはそれぞれ研修委員会がある；必要な場合には連邦政府機関の公務員がそのために設けられ所属する言語の役

割に応じたその分課が存在する。 

    その委員会若しくは分課は対等な以下のものからなる； 

   １º その理事会の議長によって指名された少なくともA３の等級の３人の公務員；この最後の者（理事会の議長）が委員会若し

くはその分課の議長職に就く公務員を指示する； 

   ２º 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法第７条の規定で職員組合代表によって指名された委員

はその組織の人数に比例する。 

     少なくともA３の等級のその他の公務員はその理事会の議長によってその代理として指名される。 

 §2. 職員組合代表として指名された委員たちは国家公務員から選任されそれぞれ関係大臣から選任されなければならない。その委

員たちは当該研修生のそれと同等若しくは以上のレベルに属さなければならない。承認の忌避は関係分課委員会の勧告で提示さ

れる。職員組合は正規の委員を指示するために使われる手続によって委員代理を指名する。 

 §3. 委員会は少なくとも委員の半数が出席していれば研修生の妥当性を審査する。且つ投票では政府代表委員及び職員組合代表委

員は同数でなければならない。必要なら抽選の後一人乃至複数の委員の排除によって対等が回復される。 

    委員会は最初の委員の招集の後人数が不足する場合には、次回の会議では出席者の人数とは関係なく［定足数を欠いても］同

じ研修生の有効性について審査し投票を行う。 

    投票は秘密である。投票が可否同数の場合は議長が決定する。 

    委員会の委員はこの委員が当該研修の経緯に全く時期的にも資格においても関係していない場合にのみ研修生について唯一つ

の決定だけ行える。 

 §4. 連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者、又人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその

代理者が存在しない場合には、人事担当者若しくはその代理者、さらに研修生の直属上司若しくはその代理者が職務上聴聞を行

う。 

第39条 各大臣はレベルAの公務員にレベルB、C、Dの研修生の研修報告を規定する第28条の５による作成を任せることができる。 

表題Ⅱ SELOR ― 連邦政府選考局 
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    最終的にこの専門等級の確定した官職に充てられその等級の第１俸給段階を手に入れる。 

 §2. その俸給段階における年功序列の判定及びその配属によって研修開始の日からその段階を取得する。 

    研修生の行動が勤務する官職に向いているかどうか調査が必要となって行われ、研修の許可が引き延ばされる場合、又同じ競

争試験の合格者たちが連邦政府機関に一人ずつ配属された後研修生がいなくなったならば、合格者か若しくは研修生の合格者た

ちの中で最良の配属を勝ち得た者が地位を取得する。 

 §3. 本条は条件付で認められた公務員の医学上の不適任のために適用される規定を侵害できない。 

 §4. …… 

第33条の２  

 §1. 各省合同研修委員会は以下の機関によって対等に編成される： 

   １º 連邦政府《人事組織》理事会議長 ─ 議長 

   ２º 連邦政府《人事組織》理事会副議長 ─ 公務員問題所管大臣により指名される 

   ３º 言語別にその理事会議長若しくはその管轄下にある議長の提案に基づき公務員問題所管大臣により指名される管理職１若し

くは２保有者２名；このような指名された保有者は研修生が配属される連邦政府機関に属する； 

   ４º 政府とその職員との関係を規整する1974年12月19日の国法の第７条に規定される労働組合の代表により指名された６名の委

員は組合ごとに２名の委員の比率となっている。 

     公務員問題所管大臣は理事会議長若しくはその管轄下にある議長の提案に基づきさらに言語別に連邦政府機関管理職１若し

くは２保有者２名を代理の資格で指名する。 

 §2. 労働組合の代表に指名された委員たちはレベルAに属する国家公務員の中から選ばれ公務員問題所管大臣によって承認されな

ければならない。承認忌避は連邦、共同体、地域圏公務委員会によって提起される。 

    労働組合は正規の委員の指名に用いられる手続に従って委員代理を指名する。 

 §3. 各省合同研修委員会はそのうち２人は合格者と同一言語に属するか若しくは1966年７月18日に調整された行政問題における言

語の使用についての国法についての第43条§３の第３項に合致すると十分に解される第２の言語を持っているとの証明がある少

なくとも委員の半数が出席して研修生の有効性について審議する。 

    且つ委員たちは投票に当たり政府代表と労働組合代表とが同数でなければならない。 

    必要な場合には抽選によって一人乃至それ以上の委員の交代によって同数が回復される。 

    委員会は最初の委員の招集の後人数が不足する場合には次回の会議では出席者の人数とは関係なく［定足数を欠いても］同じ

研修生の有効性について会議し審議を行う。 

    投票は秘密である。投票が可否同数の場合は議長が勧告の主旨を決定する。 

    委員会の各委員はこの委員が当該合格者の経歴に全く時期的にも資格においても関係していない場合にのみ研修生について唯

一つの決定だけ行える。 

 §4. 連邦政府の研修所の管理職１保有者若しくは代理者は連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者、

又は人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者が存在しない場合には人事業務の責任者に加えて研修生の直属

上司若しくはその代理者により職務上の聴聞が行われる。 

第Ⅱ分節 

第33条の３  

第33条の４  

第33条の５  

第Ⅲ節 レベルＢ、Ｃ、Ｄ……の合格者の研修及びその国家公務員への任命 

第34条  

 §1. レベルB、C、Dの……試験合格後に関係当局が任命し研修生として指名する。研修生たちは公務員の資格で呼ばれ、遅くと

も承認宣告の３か月後の第１日にすでにその行政上財政上の諸権利の享受を持って一定の空席に割り振られる。 

    合格者若しくは候補者はヨーロッパ経済圏の一部を構成する国家若しくはスイス連邦国家の国民又はヨーロッパ共同体の諸機

関若しくはそれらを規整若しくはそれらに服するために設立された諸機関において適用可能な規定の適用にあたり解約通告期間

内に行わなければならないときは解約期限が切れる日の前の月の第１日までに第１項で確定された期日まで延長される。 

    その第１項の規定は公務員が平時において兵役を遂行するか若しくは良心的兵役忌避者の法規に関する1964年７月３日の国法

の施行を達成する連邦政府の一定の公務員の行政上の地位を規定する1964年６月１日の勅令の規定に違反できない。 

 §2. 研修期間はレベルBとCでは１年、レベルDでは３か月である。 

    …… 

    それは第36条§２、１ºに該当する場合にはその期間の３番目に応じて最長まで延長できる。 

第35条 研修は研修生が割り振られる連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長か若しくはその代理者の責任の下に置かれる。

人事業務《人事・組織局》の業務局長が存在しない場合には研修生は人事担当者若しくはその代理者の監督下に置かれる。 
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第36条  

 §1. 第28条の５に規定される報告が研修生について全体として芳しくないものである場合には、その研修生を割り振られた連邦政

府の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者が、又人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者

が存在しない場合には、研修委員会がその旨申し立てる。そのために研修生の伝える報告が作成される。 

 §2. 研修委員会は全ての必要な情報を取得したのち以下の行為をする： 

   １º 研修が継続できるかどうかを決定する； 

   ２º 研修が延長されなければならないかどうかを決定する；その場合には唯第34条§２第２項における期間及び日時のみ； 

   ３º 関係庁が連邦行政事務の範囲内で決着が付けられることになる割振りの変更の対象となる研修生の任命を決める； 

   ４º 関係庁が任命について解雇か若しくは任命かの筋の通った提案理由を決める。 

 §3. 研修委員会は研修の延長若しくは解職の提案、任命か若しくは配置換えの提案の決定の前に聴聞のために研修生を招く。 

    研修生は自ら出頭する；自ら選任した人間によって支援を受けることができる。 

    弁護人は委員会の一員であってはならない。 

    研修生が正式に呼び出され若しくは弁護されたのに妥当な弁明がなく、出頭しない場合には、委員会は任命に関する決定の提

案を関係庁に表明する。 

    委員会はその問題が第２回目の会議の対象を構成するや直ちに研修生が妥当な弁明を請えるならばその報告に基づき連邦政府

の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者に、又人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者が

存在しない場合には、その報告に基づき人事担当者若しくはその代理者に通告する。 

第37条  

 §1. 研修生は研修委員会か又は連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者か、又は人事業務《人事・組

織局》の業務局長若しくはその代理者が存在しない場合には、人事担当者若しくはその代理者によって候補者に決定されていた

等級で国家公務員に任命される。 

 §2. 研修生の給与の等級の年功序列による評価及びその配置についてはその研修開始の日に等級が決められる。研修生の行い若し

くは挙動が公務の遂行にうまく合致しているかどうかについて調査が必要となり研修についての許可が遅らされている場合には、

又連邦官庁に在籍の研修生が同じ競争試験の合格の後で等級配置された後一度か乃至何度か無視された場合には、合格の日付で

等級を得るか若しくはその研修の合格者の最良の等級配置を持てる。 

 §3. その条項は公務員に条件付で認められた医療上の不適任のために適用される規定を侵害してはならない。 

 §4. …… 

第38条  

 §1. 連邦政府機関にはそれぞれ研修委員会がある；必要な場合には連邦政府機関の公務員がそのために設けられ所属する言語の役

割に応じたその分課が存在する。 

    その委員会若しくは分課は対等な以下のものからなる； 

   １º その理事会の議長によって指名された少なくともA３の等級の３人の公務員；この最後の者（理事会の議長）が委員会若し

くはその分課の議長職に就く公務員を指示する； 

   ２º 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法第７条の規定で職員組合代表によって指名された委員

はその組織の人数に比例する。 

     少なくともA３の等級のその他の公務員はその理事会の議長によってその代理として指名される。 

 §2. 職員組合代表として指名された委員たちは国家公務員から選任されそれぞれ関係大臣から選任されなければならない。その委

員たちは当該研修生のそれと同等若しくは以上のレベルに属さなければならない。承認の忌避は関係分課委員会の勧告で提示さ

れる。職員組合は正規の委員を指示するために使われる手続によって委員代理を指名する。 

 §3. 委員会は少なくとも委員の半数が出席していれば研修生の妥当性を審査する。且つ投票では政府代表委員及び職員組合代表委

員は同数でなければならない。必要なら抽選の後一人乃至複数の委員の排除によって対等が回復される。 

    委員会は最初の委員の招集の後人数が不足する場合には、次回の会議では出席者の人数とは関係なく［定足数を欠いても］同

じ研修生の有効性について審査し投票を行う。 

    投票は秘密である。投票が可否同数の場合は議長が決定する。 

    委員会の委員はこの委員が当該研修の経緯に全く時期的にも資格においても関係していない場合にのみ研修生について唯一つ

の決定だけ行える。 

 §4. 連邦政府の人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその代理者、又人事業務《人事・組織局》の業務局長若しくはその

代理者が存在しない場合には、人事担当者若しくはその代理者、さらに研修生の直属上司若しくはその代理者が職務上聴聞を行

う。 

第39条 各大臣はレベルAの公務員にレベルB、C、Dの研修生の研修報告を規定する第28条の５による作成を任せることができる。 

表題Ⅱ SELOR ― 連邦政府選考局 
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第40条 SELOR ― 連邦政府選考局は管理局長によって管理される。 

 連邦政府SELORの局長は連邦政府機関における管理機能の指示及び行使に関して規定した諸規程に従って任命される。 

 …… 

第41条 …… 

第42条  

 §1. 連邦政府選考局の管理局長は国王の決定した諸条件の下で国家公務員の選考について管理する。 

    局長はその職務についての政府報告を毎年度行う。その報告は国家公務員の正しい選考に関して役に立つ全てのものを含む。 

 §2. 局長はその組織するそれぞれの選考及び追加的な競争試験について選考委員会議長から委任される。局長は競争公募選考又は

追加的な競争試験若しくはその一部の実施の権限の全てを有するが、選考問題に関する権限を連邦選考局の公務員に委任するこ

とができる。 

    その他の選考については彼はさらに関係庁にも選考委員会の委員にも委任できる。 

 §3. 連邦政府選考局長は欠席若しくは都合が悪い場合にはこの目的のためにその指名した管理職２保有者に代理をさせる。 

 §4. 連邦政府選考局長は問題解決の促進のためにその指名したレベルAの公務員に一定の書類若しくは書簡に署名する任務を付与

できる。 

第42条の２ …… 

第43条 …… 

第44条 SELOR ― 連邦政府選考局はブリュッセルに設置されている。局長の決定により会議はほかのどこででも持てる。 

第Ⅳ節 国家公務員としての就任 

第45条 その決定に服する研修生は国家公務員に任命されたとき宣誓を行う。 

 宣誓すると同時に雇われるために公務に就いた国家公務員と見なされる。 

 宣誓を拒否する場合にはその任命はなかったものと見なされる。 

第46条 前条でいう宣誓の文言は1831年７月20日のデクレ第２条に規定されている。 

第47条 ほかに規定する国法が存在しない限りレベルB、C、Dの公務員はそのためにその公務員を任命する大臣の主宰で宣誓を行う。

レベルAの公務員は大臣の主宰でか若しくはそのために大臣によって指名された管理職又は幹部職保有者の主宰で宣誓を行う。 

第48条 管理職若しくは幹部職保有者は大臣若しくは大臣がそのために権限を認めた理事会議長の主宰で宣誓を行う。 

 就任時に宣誓を行う。 

 宣誓は1831年７月20日のデクレ第２条に規定された文言で行われる。 

 宣誓を拒否した場合にはその任命はなかったものと見なされる。 

第Ⅳ節の２ 受入及び研修 

第48条の２ 受入に当たっては新人職員の行政への統合促進のために各種の措置に理解を深めることが役に立つ。 

第48条の３ 研修に当たっては各種の活動に理解を深めることを目標とするか； 

  ― 若しくは専門の完成か； 

  ― 若しくは昇進への準備。 

 このような活動への参加は公務員が従属する大臣によって義務化されることができる。 

第48条の４ 公務員がその管轄下に入る大臣は受入及び研修に関する一般原則を決める。 

 第１項の理由で決められた一般原則を遵守して、各大臣は連邦政府機関の管理及び人事に応えるのに必要な受入及び研修の計画を確

定する。 

 大臣はその権限を理事会の議長若しくはその代理に委任できる。 

第48条の５  

 §1. 中央研修機関が設置されていない省にあっては事務次官、その不在の場合は大臣により委任された官房長に指示して言語ごと

に10等級の公務員の下で少なくとも５年の等級経歴を有する研修責任者を指名する。 

    研修責任者は５年任期で指名される。この任命は同じ手続に従って連続５年まで任期を延長できる。 

 §2. 研修責任者は任命されるためには適性証明を保有していることを各省合同研修委員会によって承認されなければならない。 

    この証明は少なくとも10日間の研修期間を終了した時点にそれについて連邦政府研修所の管理職１保有者により決められた様

式で送達される。 

    各省では研修期間を規定する第２項言語ごとに最高５人の候補者を出す。評価の結果「優秀」の成績を獲得した公務員の中か

ら理事会により指名される。 

    連邦政府研修所の管理職１保有者により候補者として考慮された各公務員は研修期間中参加できる。これは候補者の関係資料

の提出についてさらに詳しい規定が決められる。 

    研修期間へのその参加が拒否された候補者は決定の通知後８日以内に各省合同研修委員会に提訴できる。これは15日以内に裁

定が下されることになる。 
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    委員会の決定は妥当なものである。 

 §3. 本勅令によって明白に認められた権限に加えて研修責任者は任務として以下のものを有する： 

   １º 受入・研修計画の実施； 

   ２º 研修生の同伴及び監督。 

    責任者は人事に関する以外何らの任務も負わなくてよい。 

 §4. 責任者はその職務遂行のために助言者の地位を有する。且つ少なくとも同一の俸給表の俸給をもらいたくない場合には助言者

の俸給も受け取る。 

 §5. その公務を所管する大臣の依頼に基づき当該大臣の同意を得て研修責任者は連邦政府研修所の管理職１保有者の命令により臨

時に追加的に研修活動を一部分引き受けることが決められる。 

［第48条の５は2006年８月１日（2006年７月６日の勅令 ― 2006年７月18日の勅令第12条）に、関係のある人事業務《人事・組織局》

の業務局長の指示が効力を持たない連邦政府の公務の関係で設けられた] 

第48条の６ 中央研修機関を研修のために設置している省にあっては研修業務の責任者及び公務員に、必要とあれば本勅令の効力に

よって研修責任者に認められる権限が付加される。この最終部分が適用される場合には同じ規則に縛られる。 

［第48条の６は2006年８月１日（2006年７月６日の勅令 ― 2006年７月18日の勅令第13条）に、関係のある人事業務《人事・組織局》

の業務局長の指示が効力を持たない連邦政府の公務の関係で設けられた] 

第Ⅴ節 人事異動 

第49条  

 §1. 国家公務員はその申請により配置転換によってその階級、その等級、若しくは同等の等級、連邦政府機関のその他の職、又は

予定された連邦政府機関の空席に一致する官職に任命されることができる。 

    配置転換の候補者はその申請をその様式が公務員問題所管大臣によって決められる書類を用いてその所属する大臣若しくはそ

の代理に送付する。その申請は書留郵便によって行われる。 

    同時にその公務員はその申請の写しを位階制の経路を経由して理事会議長若しくはその代理に情報として送る。 

    申請の受理報告は完了する。 

    人事異動の申請は３年間有効である。その期限が過ぎてその公務員の自発的意思により申請が更新されないときは書留郵便の

送達によりその効果が失われる。 

    その申請の更新は新たな３年の期間申請の有効期間を延長する。 

 §2. 配置転換を達成するには国家公務員は第75条の§３に規定された評価に関する諸条件及び行政上の地位と併せて当該官職につ

いて規定した第６条に適する諸条件を満たさなければならない。 

 §3. 配置転換の候補者は以下の順番に整理される； 

   １º 最高の等級若しくは地位の序列を有する候補者； 

   ２º 同等の等級若しくは地位のうち最高の職務序列を有する候補者； 

   ３º 同等の職務序列のうち歳年長の候補者。 

第50条 …… 

第51条 …… 

第52条 《削除》 

第Ⅵ節 …… 

第53条 …… 

第54条 …… 

第54条の２ …… 

第55条 …… 

第Ⅶ節 評 価 

［第Ⅶ節（第56条乃至第62条）は2002年８月２日の勅令の第29条§１及び第30条で用意された規定に対応する監理委員会議長就任後最

終18か月の規定で国王による日付で各政府機関によって廃止された] 

第56条 評価は各公務員にとって効果的に行われる責務がある。 

 公務員は国王によって決められた様式に従って国家公務員の専門能力を決定することを目指す。 

第57条  

 §1. 評価は公務員にその確定した職務への任命後１年に第１回目が行われる。 

    それはその様式が公務員問題所管の大臣によって決められる評価用紙を用いてその公務員に送達される。 

 §2. 評価若しくは新たな評価はその公務員が専門等級への異動、地位の変更、昇進、若しくは評価が与えられなかった場合か又は

§３に規定された場合の異動の候補者であることを認める。 

 §3. 以下の場合にはその公務員は新たな評価が認められる： 
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第40条 SELOR ― 連邦政府選考局は管理局長によって管理される。 

 連邦政府SELORの局長は連邦政府機関における管理機能の指示及び行使に関して規定した諸規程に従って任命される。 

 …… 

第41条 …… 

第42条  

 §1. 連邦政府選考局の管理局長は国王の決定した諸条件の下で国家公務員の選考について管理する。 

    局長はその職務についての政府報告を毎年度行う。その報告は国家公務員の正しい選考に関して役に立つ全てのものを含む。 

 §2. 局長はその組織するそれぞれの選考及び追加的な競争試験について選考委員会議長から委任される。局長は競争公募選考又は

追加的な競争試験若しくはその一部の実施の権限の全てを有するが、選考問題に関する権限を連邦選考局の公務員に委任するこ

とができる。 

    その他の選考については彼はさらに関係庁にも選考委員会の委員にも委任できる。 

 §3. 連邦政府選考局長は欠席若しくは都合が悪い場合にはこの目的のためにその指名した管理職２保有者に代理をさせる。 

 §4. 連邦政府選考局長は問題解決の促進のためにその指名したレベルAの公務員に一定の書類若しくは書簡に署名する任務を付与

できる。 

第42条の２ …… 

第43条 …… 

第44条 SELOR ― 連邦政府選考局はブリュッセルに設置されている。局長の決定により会議はほかのどこででも持てる。 

第Ⅳ節 国家公務員としての就任 

第45条 その決定に服する研修生は国家公務員に任命されたとき宣誓を行う。 

 宣誓すると同時に雇われるために公務に就いた国家公務員と見なされる。 

 宣誓を拒否する場合にはその任命はなかったものと見なされる。 

第46条 前条でいう宣誓の文言は1831年７月20日のデクレ第２条に規定されている。 

第47条 ほかに規定する国法が存在しない限りレベルB、C、Dの公務員はそのためにその公務員を任命する大臣の主宰で宣誓を行う。

レベルAの公務員は大臣の主宰でか若しくはそのために大臣によって指名された管理職又は幹部職保有者の主宰で宣誓を行う。 

第48条 管理職若しくは幹部職保有者は大臣若しくは大臣がそのために権限を認めた理事会議長の主宰で宣誓を行う。 

 就任時に宣誓を行う。 

 宣誓は1831年７月20日のデクレ第２条に規定された文言で行われる。 

 宣誓を拒否した場合にはその任命はなかったものと見なされる。 

第Ⅳ節の２ 受入及び研修 

第48条の２ 受入に当たっては新人職員の行政への統合促進のために各種の措置に理解を深めることが役に立つ。 

第48条の３ 研修に当たっては各種の活動に理解を深めることを目標とするか； 

  ― 若しくは専門の完成か； 

  ― 若しくは昇進への準備。 

 このような活動への参加は公務員が従属する大臣によって義務化されることができる。 

第48条の４ 公務員がその管轄下に入る大臣は受入及び研修に関する一般原則を決める。 

 第１項の理由で決められた一般原則を遵守して、各大臣は連邦政府機関の管理及び人事に応えるのに必要な受入及び研修の計画を確

定する。 

 大臣はその権限を理事会の議長若しくはその代理に委任できる。 

第48条の５  

 §1. 中央研修機関が設置されていない省にあっては事務次官、その不在の場合は大臣により委任された官房長に指示して言語ごと

に10等級の公務員の下で少なくとも５年の等級経歴を有する研修責任者を指名する。 

    研修責任者は５年任期で指名される。この任命は同じ手続に従って連続５年まで任期を延長できる。 

 §2. 研修責任者は任命されるためには適性証明を保有していることを各省合同研修委員会によって承認されなければならない。 

    この証明は少なくとも10日間の研修期間を終了した時点にそれについて連邦政府研修所の管理職１保有者により決められた様

式で送達される。 

    各省では研修期間を規定する第２項言語ごとに最高５人の候補者を出す。評価の結果「優秀」の成績を獲得した公務員の中か

ら理事会により指名される。 

    連邦政府研修所の管理職１保有者により候補者として考慮された各公務員は研修期間中参加できる。これは候補者の関係資料

の提出についてさらに詳しい規定が決められる。 

    研修期間へのその参加が拒否された候補者は決定の通知後８日以内に各省合同研修委員会に提訴できる。これは15日以内に裁

定が下されることになる。 
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    委員会の決定は妥当なものである。 

 §3. 本勅令によって明白に認められた権限に加えて研修責任者は任務として以下のものを有する： 

   １º 受入・研修計画の実施； 

   ２º 研修生の同伴及び監督。 

    責任者は人事に関する以外何らの任務も負わなくてよい。 

 §4. 責任者はその職務遂行のために助言者の地位を有する。且つ少なくとも同一の俸給表の俸給をもらいたくない場合には助言者

の俸給も受け取る。 

 §5. その公務を所管する大臣の依頼に基づき当該大臣の同意を得て研修責任者は連邦政府研修所の管理職１保有者の命令により臨

時に追加的に研修活動を一部分引き受けることが決められる。 

［第48条の５は2006年８月１日（2006年７月６日の勅令 ― 2006年７月18日の勅令第12条）に、関係のある人事業務《人事・組織局》

の業務局長の指示が効力を持たない連邦政府の公務の関係で設けられた] 

第48条の６ 中央研修機関を研修のために設置している省にあっては研修業務の責任者及び公務員に、必要とあれば本勅令の効力に

よって研修責任者に認められる権限が付加される。この最終部分が適用される場合には同じ規則に縛られる。 

［第48条の６は2006年８月１日（2006年７月６日の勅令 ― 2006年７月18日の勅令第13条）に、関係のある人事業務《人事・組織局》

の業務局長の指示が効力を持たない連邦政府の公務の関係で設けられた] 

第Ⅴ節 人事異動 

第49条  

 §1. 国家公務員はその申請により配置転換によってその階級、その等級、若しくは同等の等級、連邦政府機関のその他の職、又は

予定された連邦政府機関の空席に一致する官職に任命されることができる。 

    配置転換の候補者はその申請をその様式が公務員問題所管大臣によって決められる書類を用いてその所属する大臣若しくはそ

の代理に送付する。その申請は書留郵便によって行われる。 

    同時にその公務員はその申請の写しを位階制の経路を経由して理事会議長若しくはその代理に情報として送る。 

    申請の受理報告は完了する。 

    人事異動の申請は３年間有効である。その期限が過ぎてその公務員の自発的意思により申請が更新されないときは書留郵便の

送達によりその効果が失われる。 

    その申請の更新は新たな３年の期間申請の有効期間を延長する。 

 §2. 配置転換を達成するには国家公務員は第75条の§３に規定された評価に関する諸条件及び行政上の地位と併せて当該官職につ

いて規定した第６条に適する諸条件を満たさなければならない。 

 §3. 配置転換の候補者は以下の順番に整理される； 

   １º 最高の等級若しくは地位の序列を有する候補者； 

   ２º 同等の等級若しくは地位のうち最高の職務序列を有する候補者； 

   ３º 同等の職務序列のうち歳年長の候補者。 

第50条 …… 

第51条 …… 

第52条 《削除》 

第Ⅵ節 …… 

第53条 …… 

第54条 …… 

第54条の２ …… 

第55条 …… 

第Ⅶ節 評 価 

［第Ⅶ節（第56条乃至第62条）は2002年８月２日の勅令の第29条§１及び第30条で用意された規定に対応する監理委員会議長就任後最

終18か月の規定で国王による日付で各政府機関によって廃止された] 

第56条 評価は各公務員にとって効果的に行われる責務がある。 

 公務員は国王によって決められた様式に従って国家公務員の専門能力を決定することを目指す。 

第57条  

 §1. 評価は公務員にその確定した職務への任命後１年に第１回目が行われる。 

    それはその様式が公務員問題所管の大臣によって決められる評価用紙を用いてその公務員に送達される。 

 §2. 評価若しくは新たな評価はその公務員が専門等級への異動、地位の変更、昇進、若しくは評価が与えられなかった場合か又は

§３に規定された場合の異動の候補者であることを認める。 

 §3. 以下の場合にはその公務員は新たな評価が認められる： 
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   １º 最終の評価以前にこの評価の悪意の事実若しくは所見が弱められる余地があり、その個人的評価カードの上に記録されうる

場合には； 

   ２º 最終の評価以前にこの評価の有利な事実若しくは所見が強められる余地があり、その個人的評価カードの上に記録されうる

場合には； 

   ３º たびたび直属上司に要求していた場合には最も早くて前述の評価報告送達の後１年で。 

 §4. その評価が最悪の結果となったときは１年後に新たな評価が認められる。 

第58条 国家公務員の評価はその公務員の個人の評価関係資料にもその与えられる見解にも蓄えられた後で行われる。 

 レベルAの公務員の評価は国王によって設置された評価会議で行われる。 

 レベルB、C、Dの公務員の評価は、うち１名は直近の直属上司が入る直属上司２名によって行われる。 

第59条 …… 

第60条  

 §1. 任命が適切でない専門的等級A１、A２、若しくはA３、又はレベルB、C、Dの国家公務員は自らについての送達された評価

について申立できる場合には、その内容及び形式に関係のある問題について評価の送達後10日以内に所管の上訴審判所に申立で

きる。 

    その申立は決定を停止する。 

    その公務員は一人で出頭し、その所見を主張できる；その弁護のためには自ら選んだ者によって援助を受けることができる。 

 §2. 上訴審判所の委員長はそれぞれの申立について挑発的、向こう見ず、無神経を宣告する。 

    …… 

第61条 …… 

第62条  

第Ⅷ節 年功序列及び階層配列 

第63条  

 §1. 年功序列の基となる規則の規定を適用するためにレベルB、C、Dの国家公務員のなかで年功序列が以下の規定により優先順

位を比較されなければならない： 

   １º 最高の階級序列を有する公務員； 

   ２º 同等の階級序列の場合は最高の職務序列を有する公務員； 

   ３º 同等の職務序列の場合は最年長公務員。 

 §2. 年功序列の基となる規則の規定を適用するためにレベルAの国家公務員のなかで年功序列が以下の規定により優先順位を比較

されなければならない： 

   １º 最高の等級序列を有する公務員； 

   ２º 同等の等級序列の場合は最高の職務序列を有する公務員； 

   ３º 同等の職務序列の場合は最年長公務員。 

 §3. 階級、等級、レベル、職務の序列の基となる規則の規定を適用するために公務員の年功序列に応じて第64条乃至第69条に規定

されている。 

第64条 等級、階級、レベルの配列の算出のために第66条§１の意味での公務員の実員の全てが考慮される。そこでは研修生としての

公務員及び各省若しくは各連邦政府機関の一員として実務に就いている自発的な休職を除く国家公務員が対象となる。 

第65条  

 §1. 階級序列については、公務員がその階級に任命され適合した規定が考慮された日から、若しくは後の昇進のために明白に遡及

して公務員がその階級に任命された日から就任した等級が考慮される。 

 §2. レベルの序列については、公務員がそのレベルに関連する階級若しくは等級に任命された日から、又は後の昇進のために明白

に遡及して公務員がその階級若しくは等級に任命された日から就任した等級が考慮される。 

 §3. 職務の配列の算出については自発的な休職を除き連邦政府機関の省若しくは公的な社会安全保障機関若しくは若干の公益法人

の人事についての法令の規定による1973年１月８日の勅令を適用した公益法人、若しくは研究職員の補充についての法規を規定

する1970年６月16日の勅令の適用される科学研究機関、若しくは研究職員及び国立科学研究諸機関の管理職員の補充についての

法規を規定する1999年４月30日の勅令の適用される国立科学研究諸機関の管理職員等の一員として何らかの地位に就くか若しく

は第66条§１の意味での公務員の実員が考慮される。 

 §4. 等級の序列の算出については公務員が検討中の等級に受け入れられた日に就任した官職も考慮される。 

    第64条に反して国家公務員が補充されるか若しくは公務員になった等級又は階級における等級序列の算出による受入について

も考慮される： 

   １º 同一の等級にある契約職員の一員の資格において実際に遂行される官職； 

   ２º レベル１の連邦行政官職にあった2004年12月１日以前に実際に遂行されその資格も有する官職。 
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    同様に連邦政府機関の職員の俸給規則に関する1973年６月29日の勅令第14条§１に規定された類似の専門的等級に用意される

職務が考慮される。 

    公務員問題を所管する大臣によって承認された職務の認知も考慮される。 

第66条  

 §1. 法令によって活動の俸給若しくは無報酬、俸給表上の昇給の権利を維持する理由で行政上の地位にある限り公務員は実務の遂

行が配慮される。 

 §2. 過失が公務員の責任である場合には停職は当然となる。 

 §3. …… 

第67条 同様に等級、階級、レベル、職務の序列はそれについての算出の場合実務に就いていた歴月の期間まるまるの合計を考慮する。 

 代理の公務員への第１項の適用については個人的問題から労働を縮小した以下の実績； 

 ａ）パートタイム労働の時間は1976年の実績のまるまる12歴月が算出される； 

 ｂ）パートタイム労働の時間は個々の労働時間部分は除外された1976年の実績の12分の１が算出される； 

 ｃ）実務は終業した月の初日若しくは終了した月の最終日が除外される。 

第68条 …… 

第69条  

 §1. 公務員問題所管大臣の同意を得て連邦政府機関の関係大臣の推薦によって制定された勅令が以下の規定をする； 

   １º どのような比率で等級、階級、レベル、職務の序列の算出を考慮できるか： 

    ａ）連邦政府機関において遂行される職務が個人的問題のせいで業績の上がらなかったというよりは業績の不十分な官職； 

    ｂ）人事が国王により国家公務員法と同等と認められる法令の規整状態の下での連邦政府機関とは別の公職において遂行され

る職務； 

   ２º どのような資格でどのような状況の下で異なった等級若しくはレベルに分類された専門的等級若しくは階級の肩書により遂

行される職務が等級序列の、階級序列の、レベル序列の算出により考慮されうると考えられるか。 

 §2. §１の１ºのｂに反して公務員が連邦政府機関に雇用される以前に地域圏若しくは共同体又は基礎自治体の基礎自治体理事会

連合会、又は国に依存する公益法人で行っていた第66条の§１の意味での実務が職務序列と等級序列の算出に当たり考慮される。 

    但し等級序列の算出については専門職等級にあって遂行された限り第１項だけの実務が考慮される。容認の承認は公務員問題

所管の大臣によって認められる。 

 §3. この資格では廃止された若しくは現存の階級の肩書が国家公務員の場合には国家公務員問題を所管する大臣の同意を得てその

公務員がその下に所属する大臣により準備される。 

第Ⅸ節 国家公務員の経歴 

第70条  

 §1. 昇進には二つの種類がある： 

   １º 行政上の経歴に関するもので昇進が国家公務員の任命である： 

    ａ）より上級のレベルへの階級に； 

    ｂ）より低いレベルの一員であるときにレベルAの等級に； 

    ｃ）より高い等級に； 

   ２º 財政上の経歴に関するもので昇進が国家公務員が受けているものより高い俸給表の階級若しくは等級にあるとの認定であ

る；《俸給表における昇格での昇進》と呼ばれる俸給表A12から俸給表A21への進級は俸給表における昇格での昇進と見なさ

れる。 

 §2. 俸給表における昇格若しくはより高い等級への昇格による昇進は能力測定での若しくは適性保証の研修の合格によって決めら

れることができる。 

    能力測定は国家公務員がその良好な職務の開発及び実行維持はもとよりその遂行に必要な専門的能力及び一般的な行動判定能

力を自由に使いこなせるようになり始めることを狙いとする検証である。 

    適性保証の研修は加えて公務員の実行並びに開発の才能及び能力に向けられる研修である。それは研修により習得された知識

の有効性で完結する。…… 

 §２の2. 適性保証の研修はレベルAにおいては専門志向で、又レベルDにおいては職能集団志向で準備される。 

    能力測定はレベルB及びCでは職能集団志向で準備される。 

    レベルB及びCについては職能集団は公務員問題所管大臣の提案により閣議での協議を経て国王によって決められる。職能集

団の下では集団の職能は遂行される作業の領域においても、引き受けられなければならない責任領域の領域においても一般的な

行動判定能力の開発及び行動指示の支援により一様に見えるまで精通させられる。 

    第２項に反して能力測定はレベルB及びCの職能集団については公務員問題所管大臣の提案により閣議での協議を経て国王の

決定により適性保証の研修に変えられる。 
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   １º 最終の評価以前にこの評価の悪意の事実若しくは所見が弱められる余地があり、その個人的評価カードの上に記録されうる

場合には； 

   ２º 最終の評価以前にこの評価の有利な事実若しくは所見が強められる余地があり、その個人的評価カードの上に記録されうる

場合には； 

   ３º たびたび直属上司に要求していた場合には最も早くて前述の評価報告送達の後１年で。 

 §4. その評価が最悪の結果となったときは１年後に新たな評価が認められる。 

第58条 国家公務員の評価はその公務員の個人の評価関係資料にもその与えられる見解にも蓄えられた後で行われる。 

 レベルAの公務員の評価は国王によって設置された評価会議で行われる。 

 レベルB、C、Dの公務員の評価は、うち１名は直近の直属上司が入る直属上司２名によって行われる。 

第59条 …… 

第60条  

 §1. 任命が適切でない専門的等級A１、A２、若しくはA３、又はレベルB、C、Dの国家公務員は自らについての送達された評価

について申立できる場合には、その内容及び形式に関係のある問題について評価の送達後10日以内に所管の上訴審判所に申立で

きる。 

    その申立は決定を停止する。 

    その公務員は一人で出頭し、その所見を主張できる；その弁護のためには自ら選んだ者によって援助を受けることができる。 

 §2. 上訴審判所の委員長はそれぞれの申立について挑発的、向こう見ず、無神経を宣告する。 

    …… 

第61条 …… 

第62条  

第Ⅷ節 年功序列及び階層配列 

第63条  

 §1. 年功序列の基となる規則の規定を適用するためにレベルB、C、Dの国家公務員のなかで年功序列が以下の規定により優先順

位を比較されなければならない： 

   １º 最高の階級序列を有する公務員； 

   ２º 同等の階級序列の場合は最高の職務序列を有する公務員； 

   ３º 同等の職務序列の場合は最年長公務員。 

 §2. 年功序列の基となる規則の規定を適用するためにレベルAの国家公務員のなかで年功序列が以下の規定により優先順位を比較

されなければならない： 

   １º 最高の等級序列を有する公務員； 

   ２º 同等の等級序列の場合は最高の職務序列を有する公務員； 

   ３º 同等の職務序列の場合は最年長公務員。 

 §3. 階級、等級、レベル、職務の序列の基となる規則の規定を適用するために公務員の年功序列に応じて第64条乃至第69条に規定

されている。 

第64条 等級、階級、レベルの配列の算出のために第66条§１の意味での公務員の実員の全てが考慮される。そこでは研修生としての

公務員及び各省若しくは各連邦政府機関の一員として実務に就いている自発的な休職を除く国家公務員が対象となる。 

第65条  

 §1. 階級序列については、公務員がその階級に任命され適合した規定が考慮された日から、若しくは後の昇進のために明白に遡及

して公務員がその階級に任命された日から就任した等級が考慮される。 

 §2. レベルの序列については、公務員がそのレベルに関連する階級若しくは等級に任命された日から、又は後の昇進のために明白

に遡及して公務員がその階級若しくは等級に任命された日から就任した等級が考慮される。 

 §3. 職務の配列の算出については自発的な休職を除き連邦政府機関の省若しくは公的な社会安全保障機関若しくは若干の公益法人

の人事についての法令の規定による1973年１月８日の勅令を適用した公益法人、若しくは研究職員の補充についての法規を規定

する1970年６月16日の勅令の適用される科学研究機関、若しくは研究職員及び国立科学研究諸機関の管理職員の補充についての

法規を規定する1999年４月30日の勅令の適用される国立科学研究諸機関の管理職員等の一員として何らかの地位に就くか若しく

は第66条§１の意味での公務員の実員が考慮される。 

 §4. 等級の序列の算出については公務員が検討中の等級に受け入れられた日に就任した官職も考慮される。 

    第64条に反して国家公務員が補充されるか若しくは公務員になった等級又は階級における等級序列の算出による受入について

も考慮される： 

   １º 同一の等級にある契約職員の一員の資格において実際に遂行される官職； 

   ２º レベル１の連邦行政官職にあった2004年12月１日以前に実際に遂行されその資格も有する官職。 
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    同様に連邦政府機関の職員の俸給規則に関する1973年６月29日の勅令第14条§１に規定された類似の専門的等級に用意される

職務が考慮される。 

    公務員問題を所管する大臣によって承認された職務の認知も考慮される。 

第66条  

 §1. 法令によって活動の俸給若しくは無報酬、俸給表上の昇給の権利を維持する理由で行政上の地位にある限り公務員は実務の遂

行が配慮される。 

 §2. 過失が公務員の責任である場合には停職は当然となる。 

 §3. …… 

第67条 同様に等級、階級、レベル、職務の序列はそれについての算出の場合実務に就いていた歴月の期間まるまるの合計を考慮する。 

 代理の公務員への第１項の適用については個人的問題から労働を縮小した以下の実績； 

 ａ）パートタイム労働の時間は1976年の実績のまるまる12歴月が算出される； 

 ｂ）パートタイム労働の時間は個々の労働時間部分は除外された1976年の実績の12分の１が算出される； 

 ｃ）実務は終業した月の初日若しくは終了した月の最終日が除外される。 

第68条 …… 

第69条  

 §1. 公務員問題所管大臣の同意を得て連邦政府機関の関係大臣の推薦によって制定された勅令が以下の規定をする； 

   １º どのような比率で等級、階級、レベル、職務の序列の算出を考慮できるか： 

    ａ）連邦政府機関において遂行される職務が個人的問題のせいで業績の上がらなかったというよりは業績の不十分な官職； 

    ｂ）人事が国王により国家公務員法と同等と認められる法令の規整状態の下での連邦政府機関とは別の公職において遂行され

る職務； 

   ２º どのような資格でどのような状況の下で異なった等級若しくはレベルに分類された専門的等級若しくは階級の肩書により遂

行される職務が等級序列の、階級序列の、レベル序列の算出により考慮されうると考えられるか。 

 §2. §１の１ºのｂに反して公務員が連邦政府機関に雇用される以前に地域圏若しくは共同体又は基礎自治体の基礎自治体理事会

連合会、又は国に依存する公益法人で行っていた第66条の§１の意味での実務が職務序列と等級序列の算出に当たり考慮される。 

    但し等級序列の算出については専門職等級にあって遂行された限り第１項だけの実務が考慮される。容認の承認は公務員問題

所管の大臣によって認められる。 

 §3. この資格では廃止された若しくは現存の階級の肩書が国家公務員の場合には国家公務員問題を所管する大臣の同意を得てその

公務員がその下に所属する大臣により準備される。 

第Ⅸ節 国家公務員の経歴 

第70条  

 §1. 昇進には二つの種類がある： 

   １º 行政上の経歴に関するもので昇進が国家公務員の任命である： 

    ａ）より上級のレベルへの階級に； 

    ｂ）より低いレベルの一員であるときにレベルAの等級に； 

    ｃ）より高い等級に； 

   ２º 財政上の経歴に関するもので昇進が国家公務員が受けているものより高い俸給表の階級若しくは等級にあるとの認定であ

る；《俸給表における昇格での昇進》と呼ばれる俸給表A12から俸給表A21への進級は俸給表における昇格での昇進と見なさ

れる。 

 §2. 俸給表における昇格若しくはより高い等級への昇格による昇進は能力測定での若しくは適性保証の研修の合格によって決めら

れることができる。 

    能力測定は国家公務員がその良好な職務の開発及び実行維持はもとよりその遂行に必要な専門的能力及び一般的な行動判定能

力を自由に使いこなせるようになり始めることを狙いとする検証である。 

    適性保証の研修は加えて公務員の実行並びに開発の才能及び能力に向けられる研修である。それは研修により習得された知識

の有効性で完結する。…… 

 §２の2. 適性保証の研修はレベルAにおいては専門志向で、又レベルDにおいては職能集団志向で準備される。 

    能力測定はレベルB及びCでは職能集団志向で準備される。 

    レベルB及びCについては職能集団は公務員問題所管大臣の提案により閣議での協議を経て国王によって決められる。職能集

団の下では集団の職能は遂行される作業の領域においても、引き受けられなければならない責任領域の領域においても一般的な

行動判定能力の開発及び行動指示の支援により一様に見えるまで精通させられる。 

    第２項に反して能力測定はレベルB及びCの職能集団については公務員問題所管大臣の提案により閣議での協議を経て国王の

決定により適性保証の研修に変えられる。 
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 §3. より高いレベルへの移行による昇進は競争試験の方法により認められる。 

第70条の２  

 §1. SELOR ― 連邦政府選考局 ― の管理局長はより高いレベルへの移行のための競争試験及び能力測定を準備する。 

    局長は関係連邦政府機関にその全部若しくは一部を委任するとしても、その監督下で選考及び測定を準備することができる。 

 §2. 連邦政府研修所は研修所が引き受けた後で適性保証の研修を準備する。 

    必要に応じて： 

   １º 研修所が自ら研修を引き受ける； 

   ２º その監督の下で他の連邦政府機関の研修所か若しくは協力協定に基づき地域圏及び共同体の研修機関に委託する； 

   ３º 適性保証の研修職務を持つ階級若しくは専門的等級に照応するレベルの教育機関か若しくは類似の機関に研修を任せる。 

    適性保証の研修は良好若しくは不良の判定によって終了する。 

    研修所の管理職１の保有者若しくはその代理者は習得された知識の妥当性の証明書を送付する。第２項２º及び３ºの場合には

適性保証の研修の終了時に受講者によって発表される記録に根拠を置く。 

第71条 階級の変更は国家公務員のこれまでと同等の階級への任命である。 

 専門職等級の変更は他の専門方向の同一等級への任命である。 

第72条  

 §1. 昇進は一定の官職に空席があるときだけ可能性がある。それは国王によって決められた規則に従って認められる。 

 §2. 昇進によって空いた官職の空席は任命可能な公務員に空いた官職の公告によって周知される。候補者に全ての事情に通じて志

願させるために空いた官職に関する全ての要素を含めて通知する。 

    空いた官職の通知は通知の受領の日付が記された署名された領収書と引替えに該当公務員に手渡されるか、書留郵便によって

該当者の最新の所定の住所に送付されるか、同時にベルギー官報での公告及び任命される可能性のある公務員へのその送達に

よって伝えられる。 

    公務員が何らかの理由で一時職務から離れているときには空いた官職の通知が書留郵便でその最新の所定の住所に送付される。 

    第６条の２の§２の第２項が適用されるときは空席がベルギー官報での空いた当該官職の公告によって任命される可能性のあ

る公務員に伝えられる。候補者に全ての事情に通じて志願させるために空いた官職に関する全ての要素を含めて通知する。 

 §3. 昇進には公務員の官職を全て考慮して書留郵便によって空いた当該官職の通知が手渡されたか又は郵便によって提供された次

の労働日の初日に始まる10労働日間の期間内に通知される。期限の初日か若しくは最終日が土曜日、日曜日若しくは法定の祝日

の場合は次の労働日まで期限は延長される。 

    その公務員にはあらかじめその空席が志願の対象となる期間内に獲得すべき個々の官職について認められる。志願の有効性は

１か月間と決められる。 

 §4. §２及び§３に反して既定の条件を満たした公務員はレベルDの俸給表における昇進によって空いた当該空席への職務上の候

補者となる。 

    この場合には昇進の提案が伝えられる。 

    その公務員は提案の送達の次の最初の労働日に始まる10労働日の期限内に書簡によって昇進を断ることができる。期限の初日

若しくは最終日が土曜日、日曜日若しくは法定の祝日の場合は次の労働日まで期限は延長される。 

 §5. …… 

第73条 《改正》 

 §1. 階級の異動及び等級の異動は全て一定の関係空席があれば可能である。 

    等級の異動により若しくは階級の異動により欠員となった官職による空席は昇進の可能性ある公務員に通知される。 

 §2. 候補者の受領通知が受け取られる。 

 §3. 理事会若しくはそれに代わる機関が立候補の調査をし、行使する職務に関する能力に応じて専門的等級の異動若しくは階級及

び階級序列の異動について志願する行使する職務にふさわしい候補者を指示する。 

 §4. 専門的等級の異動による任命は大臣によって行われる。階級の異動による任命は大臣又はその理事会の議長か若しくはその代

理によって行われる。 

第73条の２ 第70条の§２に反して俸給表における昇格若しくは上級の等級への昇格による昇進はSELOR ― 連邦政府選考局 ― に

より準備され国家公務員を所管する大臣の同意を得て所管大臣により諸条件及び細則が決められる選考への合格によって決定する。 

 但しSELOR ― 連邦政府選考局の管理局長はその監督の下で関係連邦政府機関に選考の全部乃至一部を委託できる。 

第74条 …… 

第74条の２ …… 

第75条  

 §1. 上級のレベルへの異動のための選考の一部を引き受けるには能力測定若しくは適性証明の研修と同様にその公務員自身が自分

自身昇進の資格を評価できる行政上の地位にいなければならない。 
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    第１項に明記された条件は連邦政府選考局管理局長によって決定される日時を満たさなければならない。 

 §2. 公務員が選考の一部のうち§１に明記された条件をもはや満たしていないと……能力測定はもとより競争試験の予想された合

格の優位性を失う。 

 §3. 俸給表上の昇格による、上級の等級への昇格による、若しくは上級のレベルへの昇格による昇進、専門職等級の異動若しくは

獲得すべき階級の異動については公務員自身は自らが昇進の資格を評価できる行政上の地位にいなければならない。且つ評価の

最後に「不適切」の表現を受けてはならない。 

 §4. …… 

第76条 《改正》 

 §1. レベルB、C、Dの階級の保有者で俸給表の最高を支払われていない公務員は少なくとも１年レベル序列を持っていたときは

能力測定に付されるか若しくは適性証明の研修を追求する権利を有する。 

    その序列の条件は能力測定若しくは適性証明の研修に応募したときに満たされていなければならない。但し研修生自身は研修

の最後の月のうちに応募できる。 

    研修期間延長の場合には連邦政府の職員に認められる休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令第24条、第31条、第33条、

第34条、第37条、第117条に規定されたとおり休暇の結果として研修の最後の月のうちに応募が行われたと見なされる。 

    その他の研修の延長で第３項を侵害しない場合には研修生が翌月の１日に任命された限り応募は効力を持つ。 

 §2. 等級A１、A２、A３、若しくはA４に任命されている公務員は俸給表３等級が支払われておらず昇進の資格に値すればレベル

序列が少なくとも１年を数えるときは第70条に規定された適性証明の研修の権利を有する。 

    その序列の条件は能力測定若しくは適性証明の研修に応募したときに満たされていなければならない。但し研修生自身は研修

の最後の月のうちに応募できる。 

    研修期間延長の場合には連邦政府の職員に認められる休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令第24条、第31条、第33条、

第34条、第37条に規定されたとおり休暇の結果として研修の最後の月のうちに応募が行われたと見なされる。 

    その他の研修の延長で第３項を侵害しない場合には研修生が翌月の１日に任命された限り応募は効力を持つ。 

第Ⅹ節 懲戒規定 

第Ⅰ分節 懲 罰 

第77条  

 §1. 以下の懲罰刑が宣告できる； 

   １º 訓告 

   ２º 戒告 

   ３º 減給 

   ４º 更迭 

   ５º 停職 

   ６º 降給 

   ７º 降格 

   ８º 免職 

   ９º 懲戒免職 

 §2. 減給は最高１か月間適用され、決定は被用者の給与の保護に関する1965年４月12日の国法の第23条第２項に規定されたもの以

上になってはならない。 

 §3. 更迭は公務員は懲罰刑の取消によって所定の期間内に新たな配置でも配置転換でもない要請を行うことができる。 

 §4. 第107条を侵害することなく停職は最短１か月から最長３か月の期間宣告される。 

 §４の2. 降給は以下の認定によって課せられる： 

   １º 同一階級若しくは同一等級のより低い俸給表の； 

   ２º より低い俸給表に見合う同一レベルの階級の。 

 §5. 降格はより低いレベルにある階級若しくはより低い等級の認定によって課せられる。 

    公務員はこの新たな階級若しくはこの新たな等級において認定が発効する日の地位を甘受する。 

 §6. それぞれの懲罰刑は公務員の個人別評価カードに記録される。 

第78条  

 §1. 懲罰刑はレベルB、C、Dの公務員に関する任命権のある政府機関によって宣告される。 

    レベルAの公務員が関係するものは降格を除いて国王によって課せられる公務員の罷免及び懲戒免職は大臣によって宣告され

る。 

 §2. 懲罰刑は暫定的に提案された後権限のある直属上司によって宣告される。これはあらかじめ公務員に責任が非難される事実に

ついて聴聞し、万一の場合には経緯について証人の聴聞が行われる。自ら選んだ人間によって援助を受けることができる。 
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 §3. より高いレベルへの移行による昇進は競争試験の方法により認められる。 

第70条の２  

 §1. SELOR ― 連邦政府選考局 ― の管理局長はより高いレベルへの移行のための競争試験及び能力測定を準備する。 

    局長は関係連邦政府機関にその全部若しくは一部を委任するとしても、その監督下で選考及び測定を準備することができる。 

 §2. 連邦政府研修所は研修所が引き受けた後で適性保証の研修を準備する。 

    必要に応じて： 

   １º 研修所が自ら研修を引き受ける； 

   ２º その監督の下で他の連邦政府機関の研修所か若しくは協力協定に基づき地域圏及び共同体の研修機関に委託する； 

   ３º 適性保証の研修職務を持つ階級若しくは専門的等級に照応するレベルの教育機関か若しくは類似の機関に研修を任せる。 

    適性保証の研修は良好若しくは不良の判定によって終了する。 

    研修所の管理職１の保有者若しくはその代理者は習得された知識の妥当性の証明書を送付する。第２項２º及び３ºの場合には

適性保証の研修の終了時に受講者によって発表される記録に根拠を置く。 

第71条 階級の変更は国家公務員のこれまでと同等の階級への任命である。 

 専門職等級の変更は他の専門方向の同一等級への任命である。 

第72条  

 §1. 昇進は一定の官職に空席があるときだけ可能性がある。それは国王によって決められた規則に従って認められる。 

 §2. 昇進によって空いた官職の空席は任命可能な公務員に空いた官職の公告によって周知される。候補者に全ての事情に通じて志

願させるために空いた官職に関する全ての要素を含めて通知する。 

    空いた官職の通知は通知の受領の日付が記された署名された領収書と引替えに該当公務員に手渡されるか、書留郵便によって

該当者の最新の所定の住所に送付されるか、同時にベルギー官報での公告及び任命される可能性のある公務員へのその送達に

よって伝えられる。 

    公務員が何らかの理由で一時職務から離れているときには空いた官職の通知が書留郵便でその最新の所定の住所に送付される。 

    第６条の２の§２の第２項が適用されるときは空席がベルギー官報での空いた当該官職の公告によって任命される可能性のあ

る公務員に伝えられる。候補者に全ての事情に通じて志願させるために空いた官職に関する全ての要素を含めて通知する。 

 §3. 昇進には公務員の官職を全て考慮して書留郵便によって空いた当該官職の通知が手渡されたか又は郵便によって提供された次

の労働日の初日に始まる10労働日間の期間内に通知される。期限の初日か若しくは最終日が土曜日、日曜日若しくは法定の祝日

の場合は次の労働日まで期限は延長される。 

    その公務員にはあらかじめその空席が志願の対象となる期間内に獲得すべき個々の官職について認められる。志願の有効性は

１か月間と決められる。 

 §4. §２及び§３に反して既定の条件を満たした公務員はレベルDの俸給表における昇進によって空いた当該空席への職務上の候

補者となる。 

    この場合には昇進の提案が伝えられる。 

    その公務員は提案の送達の次の最初の労働日に始まる10労働日の期限内に書簡によって昇進を断ることができる。期限の初日

若しくは最終日が土曜日、日曜日若しくは法定の祝日の場合は次の労働日まで期限は延長される。 

 §5. …… 

第73条 《改正》 

 §1. 階級の異動及び等級の異動は全て一定の関係空席があれば可能である。 

    等級の異動により若しくは階級の異動により欠員となった官職による空席は昇進の可能性ある公務員に通知される。 

 §2. 候補者の受領通知が受け取られる。 

 §3. 理事会若しくはそれに代わる機関が立候補の調査をし、行使する職務に関する能力に応じて専門的等級の異動若しくは階級及

び階級序列の異動について志願する行使する職務にふさわしい候補者を指示する。 

 §4. 専門的等級の異動による任命は大臣によって行われる。階級の異動による任命は大臣又はその理事会の議長か若しくはその代

理によって行われる。 

第73条の２ 第70条の§２に反して俸給表における昇格若しくは上級の等級への昇格による昇進はSELOR ― 連邦政府選考局 ― に

より準備され国家公務員を所管する大臣の同意を得て所管大臣により諸条件及び細則が決められる選考への合格によって決定する。 

 但しSELOR ― 連邦政府選考局の管理局長はその監督の下で関係連邦政府機関に選考の全部乃至一部を委託できる。 

第74条 …… 

第74条の２ …… 

第75条  

 §1. 上級のレベルへの異動のための選考の一部を引き受けるには能力測定若しくは適性証明の研修と同様にその公務員自身が自分

自身昇進の資格を評価できる行政上の地位にいなければならない。 
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    第１項に明記された条件は連邦政府選考局管理局長によって決定される日時を満たさなければならない。 

 §2. 公務員が選考の一部のうち§１に明記された条件をもはや満たしていないと……能力測定はもとより競争試験の予想された合

格の優位性を失う。 

 §3. 俸給表上の昇格による、上級の等級への昇格による、若しくは上級のレベルへの昇格による昇進、専門職等級の異動若しくは

獲得すべき階級の異動については公務員自身は自らが昇進の資格を評価できる行政上の地位にいなければならない。且つ評価の

最後に「不適切」の表現を受けてはならない。 

 §4. …… 

第76条 《改正》 

 §1. レベルB、C、Dの階級の保有者で俸給表の最高を支払われていない公務員は少なくとも１年レベル序列を持っていたときは

能力測定に付されるか若しくは適性証明の研修を追求する権利を有する。 

    その序列の条件は能力測定若しくは適性証明の研修に応募したときに満たされていなければならない。但し研修生自身は研修

の最後の月のうちに応募できる。 

    研修期間延長の場合には連邦政府の職員に認められる休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令第24条、第31条、第33条、

第34条、第37条、第117条に規定されたとおり休暇の結果として研修の最後の月のうちに応募が行われたと見なされる。 

    その他の研修の延長で第３項を侵害しない場合には研修生が翌月の１日に任命された限り応募は効力を持つ。 

 §2. 等級A１、A２、A３、若しくはA４に任命されている公務員は俸給表３等級が支払われておらず昇進の資格に値すればレベル

序列が少なくとも１年を数えるときは第70条に規定された適性証明の研修の権利を有する。 

    その序列の条件は能力測定若しくは適性証明の研修に応募したときに満たされていなければならない。但し研修生自身は研修

の最後の月のうちに応募できる。 

    研修期間延長の場合には連邦政府の職員に認められる休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令第24条、第31条、第33条、

第34条、第37条に規定されたとおり休暇の結果として研修の最後の月のうちに応募が行われたと見なされる。 

    その他の研修の延長で第３項を侵害しない場合には研修生が翌月の１日に任命された限り応募は効力を持つ。 

第Ⅹ節 懲戒規定 

第Ⅰ分節 懲 罰 

第77条  

 §1. 以下の懲罰刑が宣告できる； 

   １º 訓告 

   ２º 戒告 

   ３º 減給 

   ４º 更迭 

   ５º 停職 

   ６º 降給 

   ７º 降格 

   ８º 免職 

   ９º 懲戒免職 

 §2. 減給は最高１か月間適用され、決定は被用者の給与の保護に関する1965年４月12日の国法の第23条第２項に規定されたもの以

上になってはならない。 

 §3. 更迭は公務員は懲罰刑の取消によって所定の期間内に新たな配置でも配置転換でもない要請を行うことができる。 

 §4. 第107条を侵害することなく停職は最短１か月から最長３か月の期間宣告される。 

 §４の2. 降給は以下の認定によって課せられる： 

   １º 同一階級若しくは同一等級のより低い俸給表の； 

   ２º より低い俸給表に見合う同一レベルの階級の。 

 §5. 降格はより低いレベルにある階級若しくはより低い等級の認定によって課せられる。 

    公務員はこの新たな階級若しくはこの新たな等級において認定が発効する日の地位を甘受する。 

 §6. それぞれの懲罰刑は公務員の個人別評価カードに記録される。 

第78条  

 §1. 懲罰刑はレベルB、C、Dの公務員に関する任命権のある政府機関によって宣告される。 

    レベルAの公務員が関係するものは降格を除いて国王によって課せられる公務員の罷免及び懲戒免職は大臣によって宣告され

る。 

 §2. 懲罰刑は暫定的に提案された後権限のある直属上司によって宣告される。これはあらかじめ公務員に責任が非難される事実に

ついて聴聞し、万一の場合には経緯について証人の聴聞が行われる。自ら選んだ人間によって援助を受けることができる。 
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    この聴聞については調書が作成される。 

 §3. 当該公務員は調書を査証し、７日前までに返還する。異論がある場合には、書面の覚書きを添えて返還する。 

 §4. 第３項で決められた期限の終期の次の日から５日以内に直属の上司は公務員に予定された懲罰刑について理事会への提案を決

めて伝える。 

 §5. 大臣は本条の適用について直属上司に指示する。 

第79条  

 §1. 審査中の懲罰刑の提案が行われてから５日以内に理事会は当該公務員に書留郵便で出頭を要求する；その公務員の聴聞は理事

会で審査が行われる後の20日から30日の間に起こされなければならない。 

    召喚状は場所、日時、会議の時間、加えて懲罰関係資料が調べられる場所及び期間を伝える。 

    当該公務員は本人が出頭する；自分が選んだ人間によって援助してもらうことができる。弁護人はいかなる場合にも理事会を

構成する一員であってはならない。 

    当該公務員若しくはその弁護人が適切な召喚であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しない場合には、暫定的な提案が最

終的な提案として適用される。 

    理事会は当の公務員若しくは弁護人が正当な理由を主張できるならば関係資料の文書に基づき再度その案件を会議に諮ること

を宣告する。 

［2001年12月５日以降の懲罰手続は以下に従って始められたと解さなければならない（2001年11月16日の勅令第48条及び第50条参照）： 

 当該公務員若しくはその弁護人が適切な召喚であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しない場合には、理事会は関係資料の文書

に基づき宣告する。同じものが当の公務員若しくは弁護人が正当な理由を主張できる場合には、再度その案件を会議に諮るに値する。

但し理事会が懲罰刑の最終提案を暫定提案よりも厳しいものにする場合には改めて当該公務員を聴聞のため召喚する。] 

 §2. 懲罰要求の対象となっている公務員、懲罰要求の開始に参加したか若しくは懲罰手続の資格だけで参加している個々の公務員

は、理事会の会議も開けなければ審査にも参加できない。 

 §3. 当該案件が理事会に付された日から最長２か月のうちに理事会は最終提案を行い、10日以内に当該公務員に送達する。 

［2001年12月５日以降の懲罰手続について§３は以下に従って始められたと解さなければならない（2001年11月16日の勅令第48条及び第50条参照）： 

 §3. 理事会は当該案件がそこに付された日から最長２か月のうちに最終提案を行い30日以内に当該公務員に送達する。 

    この送達が30日の期限内にない場合には、理事会は当該公務員に責任のある事実についての手続を放棄したものと見なされ

る。] 

 §4. …… 

 §5. その最終提案送達から10日以内に当該公務員はその提案に対して権限のある上訴審判所に上訴の手続をすることができる。 

第80条  

 §1. 免職及び懲戒免職を除きそれぞれの懲罰は当該公務員の個人の関係資料からは§２に規定された条件の下で消去される。 

    懲罰刑の執行を侵害することなく、消去は消去された懲罰刑はとりわけ当該公務員の昇進の資格の評価にも評価の認定にもも

はや考慮されなくてよいという効果を有する。 

 §2. 懲罰刑の消去は以下のそれぞれの期間が確定した期限後に当該公務員の経歴に生じる： 

    ― 訓告では６か月； 

    ― 戒告では９か月； 

    ― 減給では１年； 

    ― 懲罰措置による異動では18か月； 

    ― 停職では２年； 

    ― 降給及び降格では３年； 

     期限は罰の宣告された日から開始する。 

第81条  

 §1. 権限ある政府機関は最終的に提案されたものより重い懲罰刑を課することはできない。懲罰刑はほかに明示された規則の規定

がない限り宣告された期限以上には効力を持たない。 

 §2. 但し当該公務員に責任のある一つ以上の事実が存在する場合だけは懲罰刑の手続及び宣告の誘因となりうる。 

    懲戒手続の進行中に当該公務員に責任のある新事実が見付けられたときは進行中の手続は中断することなく新たな手続の誘因

となりうる。 

 §3. 刑事訴訟は懲戒の手続及び宣告を中断する。 

    刑事訴訟の結果とは関係なく全ての行政機関は懲罰の妥当性について意見を述べる。 

 §4. 関係書類について正当性を弁明する新たな要素に従い、§５に述べられた除斥期間内であっても、何人も以前にすでに処罰事

実の懲戒規定の対象となったものを懲戒訴訟の対象とすることはできない。 

 §5. 懲戒訴訟は訴訟が開始された日より前６か月の期限内に完了しているか若しくは確定した事実についてだけ関係できる。 
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    刑事訴訟の場合には、且つ検察庁が当該公務員を所管する大臣に法定の最終判決を通知してきた場合には、懲戒訴訟は通知の

あった日以後６か月以内に開始できる。 

第81条の２ この分節は研修生に適用される。 

第Ⅱ分節 上訴審判所 

第82条 次の上訴審判所が設置されている； 

   １º 各連邦政府機関に省上訴審判所； 

   ２º 連邦政府機関全体のために最上級公務員による上訴審判所及び省際上訴審判所。 

 省上訴審判所及び省際上訴審判所においてはどれだけかは公務員のための言語別役割及び系統により審判所によって聴聞のために質

問できる。 

 最上級公務員による上訴審判所はオランダ語及びフランス語の部を包含する。 

 公務員の言語別役割及び系統はどちらの部に出頭するかを決定する。 

第83条 上訴審判所は第60条に規定された上訴、懲戒案件その他の措置における上訴、その施行が行われる国法若しくは勅令の条項の

適用についての通知を行うことを任務としている。審判所はその案件が上訴審判所に付託された後の初回の会議で第60条に規定され

た上訴を優先的に審理する。 

 最上級公務員による上訴審判所は最上級公務員たちによって開始される上訴を審理する。 

 省際上訴審判所は最上級公務員たちではない連邦政府機関のレベルAの公務員たちによって開始される上訴を審理する。 

 省上訴審判所はレベルB、C、Dの公務員たちによって開始される上訴を審理する。 

 国王は一つ乃至それ以上の上訴審判所を設置でき、そこでは二つ乃至それ以上の連邦政府機関に所属するレベルB、C、Dの公務員

たちの上訴を審理する。 

第83条の２ 最上級公務員による上訴審判所は以下の者によって構成される： 

   １º 国家公務員所管の大臣の推薦により国王から任命される裁判官の審判長；審判長は二つの部の審判長になる；オランダ語部

及びフランス語部の審理を行わなければならない； 

   ２º 部ごとに現役の事務次官若しくは上訴者と同じ言語の現役の連邦政府機関の理事会の議長；陪席の職を占める； 

   ３º 個々の案件ごとに国家公務員所管の大臣により指名された事務総長；事務総長には投票権はない； 

   ４º 審判長と同じ方法で任命される裁判官の副審判長は二つの部門の審判長を務めオランダ語部及びフランス語部の審理を行わ

なければならない。 

 事務次官若しくは理事会議長が上訴に着手するときはその審理がすむまで陪席としての任務を保持する。 

 審判長は陪席の一人を報告者に指名する。 

 最上級公務員による上訴審判所の記録の書記局及びその保管は省際上訴審判所の事務総長に付託する。 

 最上級公務員による上訴審判所の部の審査は少なくとも陪席二人が出席しさえすれば有効である。 

 最上級公務員による上訴審判所は管理職保有者に対しても権限がある。 

第84条  

 §1. 省上訴審判所及び省際上訴審判所は以下の者によって構成される： 

   ａ）国王により指名された二人の裁判官の審判長；フランス語話者部のためのフランス語話者審判長及びオランダ語話者部のた

めのオランダ語話者審判長； 

   ｂ）部ごとに選ばれた国家公務員の陪席； 

   ｃ）部ごとに事務総長兼報告者； 

   ｄ）副審判長たち、すなわち： 

     国王によって指名される省上訴審判所のための二人乃至三人の審判長、少なくとも二人の事務総長兼報告者及び陪席たち； 

     国王によって指名される省際上訴審判所のための三人の審判長、少なくとも二人の事務総長兼報告者及び陪席たち。 

 §2. 二人の副審判長がそれぞれフランス語話者審判長によるフランス語話者部審判長職及びオランダ語話者審判長によるオランダ

語話者部審判長職を引き受ける。 

    省際上訴審判所においては第３副審判長がフランス人及びオランダ人と同様にドイツ人も審理しなければならない。とりわけ

その責任がドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審判長として事を運ぶ。 

    省際上訴審判所においては連邦政府機関の職員がドイツ語系である場合には、第３副審判長はフランス語若しくはオランダ語

同様ドイツ語での審理を行わなければならない。とりわけその責任がドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審

判長として事を運ぶ。 

 §２の2. 省上訴審判所においては裁判官が得られない場合には名誉判事を指名できる。 

 §3. 陪席の半分は連邦政府機関に設置される省上訴審判所では関係大臣によって指名される；省際上訴審判所の場合には公務員問

題所管大臣によって；残り半分はオランダ語部及びフランス語部の陪席二人及びドイツ語部陪席一人の割合で機関ごとに職員組

合代表によって指名される。 
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    この聴聞については調書が作成される。 

 §3. 当該公務員は調書を査証し、７日前までに返還する。異論がある場合には、書面の覚書きを添えて返還する。 

 §4. 第３項で決められた期限の終期の次の日から５日以内に直属の上司は公務員に予定された懲罰刑について理事会への提案を決

めて伝える。 

 §5. 大臣は本条の適用について直属上司に指示する。 

第79条  

 §1. 審査中の懲罰刑の提案が行われてから５日以内に理事会は当該公務員に書留郵便で出頭を要求する；その公務員の聴聞は理事

会で審査が行われる後の20日から30日の間に起こされなければならない。 

    召喚状は場所、日時、会議の時間、加えて懲罰関係資料が調べられる場所及び期間を伝える。 

    当該公務員は本人が出頭する；自分が選んだ人間によって援助してもらうことができる。弁護人はいかなる場合にも理事会を

構成する一員であってはならない。 

    当該公務員若しくはその弁護人が適切な召喚であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しない場合には、暫定的な提案が最

終的な提案として適用される。 

    理事会は当の公務員若しくは弁護人が正当な理由を主張できるならば関係資料の文書に基づき再度その案件を会議に諮ること

を宣告する。 

［2001年12月５日以降の懲罰手続は以下に従って始められたと解さなければならない（2001年11月16日の勅令第48条及び第50条参照）： 

 当該公務員若しくはその弁護人が適切な召喚であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しない場合には、理事会は関係資料の文書

に基づき宣告する。同じものが当の公務員若しくは弁護人が正当な理由を主張できる場合には、再度その案件を会議に諮るに値する。

但し理事会が懲罰刑の最終提案を暫定提案よりも厳しいものにする場合には改めて当該公務員を聴聞のため召喚する。] 

 §2. 懲罰要求の対象となっている公務員、懲罰要求の開始に参加したか若しくは懲罰手続の資格だけで参加している個々の公務員

は、理事会の会議も開けなければ審査にも参加できない。 

 §3. 当該案件が理事会に付された日から最長２か月のうちに理事会は最終提案を行い、10日以内に当該公務員に送達する。 

［2001年12月５日以降の懲罰手続について§３は以下に従って始められたと解さなければならない（2001年11月16日の勅令第48条及び第50条参照）： 

 §3. 理事会は当該案件がそこに付された日から最長２か月のうちに最終提案を行い30日以内に当該公務員に送達する。 

    この送達が30日の期限内にない場合には、理事会は当該公務員に責任のある事実についての手続を放棄したものと見なされ

る。] 

 §4. …… 

 §5. その最終提案送達から10日以内に当該公務員はその提案に対して権限のある上訴審判所に上訴の手続をすることができる。 

第80条  

 §1. 免職及び懲戒免職を除きそれぞれの懲罰は当該公務員の個人の関係資料からは§２に規定された条件の下で消去される。 

    懲罰刑の執行を侵害することなく、消去は消去された懲罰刑はとりわけ当該公務員の昇進の資格の評価にも評価の認定にもも

はや考慮されなくてよいという効果を有する。 

 §2. 懲罰刑の消去は以下のそれぞれの期間が確定した期限後に当該公務員の経歴に生じる： 

    ― 訓告では６か月； 

    ― 戒告では９か月； 

    ― 減給では１年； 

    ― 懲罰措置による異動では18か月； 

    ― 停職では２年； 

    ― 降給及び降格では３年； 

     期限は罰の宣告された日から開始する。 

第81条  

 §1. 権限ある政府機関は最終的に提案されたものより重い懲罰刑を課することはできない。懲罰刑はほかに明示された規則の規定

がない限り宣告された期限以上には効力を持たない。 

 §2. 但し当該公務員に責任のある一つ以上の事実が存在する場合だけは懲罰刑の手続及び宣告の誘因となりうる。 

    懲戒手続の進行中に当該公務員に責任のある新事実が見付けられたときは進行中の手続は中断することなく新たな手続の誘因

となりうる。 

 §3. 刑事訴訟は懲戒の手続及び宣告を中断する。 

    刑事訴訟の結果とは関係なく全ての行政機関は懲罰の妥当性について意見を述べる。 

 §4. 関係書類について正当性を弁明する新たな要素に従い、§５に述べられた除斥期間内であっても、何人も以前にすでに処罰事

実の懲戒規定の対象となったものを懲戒訴訟の対象とすることはできない。 

 §5. 懲戒訴訟は訴訟が開始された日より前６か月の期限内に完了しているか若しくは確定した事実についてだけ関係できる。 
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    刑事訴訟の場合には、且つ検察庁が当該公務員を所管する大臣に法定の最終判決を通知してきた場合には、懲戒訴訟は通知の

あった日以後６か月以内に開始できる。 

第81条の２ この分節は研修生に適用される。 

第Ⅱ分節 上訴審判所 

第82条 次の上訴審判所が設置されている； 

   １º 各連邦政府機関に省上訴審判所； 

   ２º 連邦政府機関全体のために最上級公務員による上訴審判所及び省際上訴審判所。 

 省上訴審判所及び省際上訴審判所においてはどれだけかは公務員のための言語別役割及び系統により審判所によって聴聞のために質

問できる。 

 最上級公務員による上訴審判所はオランダ語及びフランス語の部を包含する。 

 公務員の言語別役割及び系統はどちらの部に出頭するかを決定する。 

第83条 上訴審判所は第60条に規定された上訴、懲戒案件その他の措置における上訴、その施行が行われる国法若しくは勅令の条項の

適用についての通知を行うことを任務としている。審判所はその案件が上訴審判所に付託された後の初回の会議で第60条に規定され

た上訴を優先的に審理する。 

 最上級公務員による上訴審判所は最上級公務員たちによって開始される上訴を審理する。 

 省際上訴審判所は最上級公務員たちではない連邦政府機関のレベルAの公務員たちによって開始される上訴を審理する。 

 省上訴審判所はレベルB、C、Dの公務員たちによって開始される上訴を審理する。 

 国王は一つ乃至それ以上の上訴審判所を設置でき、そこでは二つ乃至それ以上の連邦政府機関に所属するレベルB、C、Dの公務員

たちの上訴を審理する。 

第83条の２ 最上級公務員による上訴審判所は以下の者によって構成される： 

   １º 国家公務員所管の大臣の推薦により国王から任命される裁判官の審判長；審判長は二つの部の審判長になる；オランダ語部

及びフランス語部の審理を行わなければならない； 

   ２º 部ごとに現役の事務次官若しくは上訴者と同じ言語の現役の連邦政府機関の理事会の議長；陪席の職を占める； 

   ３º 個々の案件ごとに国家公務員所管の大臣により指名された事務総長；事務総長には投票権はない； 

   ４º 審判長と同じ方法で任命される裁判官の副審判長は二つの部門の審判長を務めオランダ語部及びフランス語部の審理を行わ

なければならない。 

 事務次官若しくは理事会議長が上訴に着手するときはその審理がすむまで陪席としての任務を保持する。 

 審判長は陪席の一人を報告者に指名する。 

 最上級公務員による上訴審判所の記録の書記局及びその保管は省際上訴審判所の事務総長に付託する。 

 最上級公務員による上訴審判所の部の審査は少なくとも陪席二人が出席しさえすれば有効である。 

 最上級公務員による上訴審判所は管理職保有者に対しても権限がある。 

第84条  

 §1. 省上訴審判所及び省際上訴審判所は以下の者によって構成される： 

   ａ）国王により指名された二人の裁判官の審判長；フランス語話者部のためのフランス語話者審判長及びオランダ語話者部のた

めのオランダ語話者審判長； 

   ｂ）部ごとに選ばれた国家公務員の陪席； 

   ｃ）部ごとに事務総長兼報告者； 

   ｄ）副審判長たち、すなわち： 

     国王によって指名される省上訴審判所のための二人乃至三人の審判長、少なくとも二人の事務総長兼報告者及び陪席たち； 

     国王によって指名される省際上訴審判所のための三人の審判長、少なくとも二人の事務総長兼報告者及び陪席たち。 

 §2. 二人の副審判長がそれぞれフランス語話者審判長によるフランス語話者部審判長職及びオランダ語話者審判長によるオランダ

語話者部審判長職を引き受ける。 

    省際上訴審判所においては第３副審判長がフランス人及びオランダ人と同様にドイツ人も審理しなければならない。とりわけ

その責任がドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審判長として事を運ぶ。 

    省際上訴審判所においては連邦政府機関の職員がドイツ語系である場合には、第３副審判長はフランス語若しくはオランダ語

同様ドイツ語での審理を行わなければならない。とりわけその責任がドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審

判長として事を運ぶ。 

 §２の2. 省上訴審判所においては裁判官が得られない場合には名誉判事を指名できる。 

 §3. 陪席の半分は連邦政府機関に設置される省上訴審判所では関係大臣によって指名される；省際上訴審判所の場合には公務員問

題所管大臣によって；残り半分はオランダ語部及びフランス語部の陪席二人及びドイツ語部陪席一人の割合で機関ごとに職員組

合代表によって指名される。 
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    陪席は少なくとも35歳以上で６年間良好な勤務状態の国家公務員から選ばれる。６年間良好な勤務状態の公務員がいない場合

にはこの条件から外れることができる。 

    省際上訴審判所の代表は政府とその職員組合間の関係を規整する1974年12月19日の国法第７条によって決定される；省上訴審

判所の代表は上述の国法の第７条若しくは第８条§１の条件を満たす職員組合代表である。 

    1974年12月19日の上述の国法の効力があるその条文の発効の日までに分科会が設置されていない場合には指定された分科会が

設置されるまでの間労働総評議会に議席を持つ職員組合、その組織がない場合には労働総評議会の代表が省上訴審判所に出席す

る。職員組合によって省際上訴審判所に出席するよう指示された陪席は国家公務員所管の大臣の承認が必要である；省上訴審判

所に出席するよう指示された陪席は関係大臣の承認が必要である。承認拒否は省際上訴審判所の陪席たちによって提案された連

邦、共同体、地域圏の政府機関のための委員会の勧告及び省上訴審判所の陪席たちの推薦した権限ある分科会若しくは権限ある

組合の勧告に対するものとなる。 

 §4. 省上訴審判所の事務総長兼報告者は関係大臣によって指名される；省際上訴審判所の事務総長兼報告者は国家公務員所管の大

臣によって指名される。 

    事務総長兼報告者は投票権を持たない。 

 §5. 審判長若しくは審判長たち、陪席、事務総長は同じ方法で常任構成員として指名される。 

 §6. 省際上訴審判所の場合連邦政府の公務員によって提起された上訴が審理に掛けられるときはこの連邦政府機関に所属する陪席

が少なくとも一人出席しなければならない。 

 §7. 個々の案件において関係大臣若しくはその代理はレベルAの公務員及びその代理を一人ずつ異議申立の上訴を弁護するための

代理人を指示する。 

第84条の２  

 §1. 上訴審判所は第60条に規定された上訴が行われたときは裁判官に付託された権限が行使される： 

   １º 省際上訴審判所の場合は公務員問題所管大臣によって指名されたオランダ語話者公務員総括者及びフランス語話者公務員総

括者によって； 

［１ºは関係管理職保有者の任命が発効した日に改正された以下の本文による（2001年11月６日の勅令第45条１º参照） 

   １º 省際上訴審判所の場合は公務員問題所管大臣によって指名されたオランダ語話者管理職１若しくは２の保有者及びフランス

語話者管理職１若しくは２の保有者によって；] 

   ２º 省上訴審判所の場合は関係大臣によって指名されたレベルAのオランダ語話者公務員及びレベルAのフランス語話者公務員

によって。 

 §2. 審判長として指名されうるにはレベルAの公務員は加えて以下でなければならない： 

   １º 満40歳以上である； 

   ２º 法学博士若しくは法学修士の免状の保有者； 

   ３º レベルAの序列を少なくとも10年持っていたか若しくは管理の長に少なくとも５年在籍。 

［§２の３ºは関係管理職保有者の任命が発効した日に改正された以下の本文により（2001年11月６日の勅令第45条１º参照）］ 

    上訴審判所の審判長の資格での公務員の指名は公務員問題所管大臣若しくは関係大臣が関係審判所に在席する職員組合の推薦

による候補者名簿を作る。その推薦は10日以内に行われる。 

    それぞれの審判長には同じ方法で現役の審判長として指名される二人の副審判長が充てがわれ、それぞれがフランス語話者審

判長によるフランス語話者部審判長職及びオランダ語話者審判長によるオランダ語話者部審判長に指名された審判長職となる。 

    省際上訴審判所の場合はオランダ語若しくはフランス語と同様にドイツ語の審理を行わなければならない第３副審判長が加え

られる。とりわけその責任はドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審判長として事を運ぶ。 

    省上訴審判所においてはドイツ語系連邦政府公務員が含まれている場合には第３副審判長がフランス人及びオランダ人と同様

にドイツ人も審理しなければならない。とりわけその責任がドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審判長とし

て事を運ぶ。 

 §3. 本条に従って審判長に指名されるレベルAの公務員は同じ連邦政府機関に所属する公務員によって提出される評価案件の上訴

の審理が行われるときは上訴審判所の審判長にはなれない。且つ省上訴審判所の審判長に指名されるレベルAの公務員は上訴審

判所が設置される連邦政府機関に所属してはならない。 

 §4. 上訴審判所の審判長に指名されるレベルAの公務員は完全に独立してその任務を遂行する。この独立が指名した大臣を窮地に

陥らせることのできる事実は少ない。 

 §5. 審判長は可否同数の場合を除き投票はできない；その場合にはその勧告の方向を決める。 

第85条 上訴審判所に提出された一定の案件において一人の陪席が少なくとも申立人のレベルに属していないときは同レベル若しくは

上級レベルの副陪席に代えられる。条件を満たす副陪席がほとんどいないときは最長１か月間常任の副陪席を指名に適用する法規に

従って第84条の条件を全て満たす副陪席が指名される。 

 いずれにしても１か月の期限後には少なくとも半数の陪席の数が大臣によって指名された必要な陪席が職員組合によって指名された
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同じ数とはならずに正常の上訴審判所を構成する陪席の数の半数プラス一人となるや直ちに関係審判所の審理は有効となる。 

第86条 申立人は陪席を忌避する権利を有する。その権利は同一案件の間一度だけ行使できる。 

 事務総長兼報告者は当該案件の審理のために招集される常任若しくは副陪審の名簿を申立人に書留郵便で送付する。 

 名簿の通知の日から８日の期限内に申立人は事務総長に書留郵便でその忌避する陪席の氏名の通知についてこの名簿を送付する。忌

避は理由の説明を必要とする。 

 第３項に規定された期限が切れたときは当該公務員は陪席忌避の権利を放棄したものと見なされる。 

第87条 且つ裁判官としての審判長の判断で陪席自身の案件と考えられることができる場合も忌避される。 

第88条 処分か若しくは懲罰の提案に署名した日から始まる10日の期限を超えてもとにかく当該公務員を処分する権限ある上訴審判所

に付託された上訴は審理することになる。 

第89条 その案件は大臣若しくはその代理者の協力を得て上訴審判所によって審理に掛けられる。大臣たちは完全な関係資料を送る。 

 その関係資料は責任を課せられた事実を全て網羅する。 

第90条 上訴審判所は審理が全て終了していない場合、申立人に抗弁を主張する機会が与えられていない場合、且つ関係資料が審判所

案件の完全な審理に応じた勧告を与えられる役に立つ資料を全て含んでいない場合には申立を審理してはならない。 

 案件が審判所によって審理に掛けられてからせいぜい１か月で起こさなければならない会議の日取りが確定したことによって遅延す

る場合には審判長はこの遅延の理由を大臣に報告する。 

第90条の２ 審判所は招集された陪席の過半数が出席していない場合には審理も裁決もできない。 

 第83条の２若しくは第85条第３項が適用されるときを除いて、職員組合によって指名された陪席は大臣指名と同様投票に参加しなけ

ればならない。必要な場合には抽選により一人乃至複数人の排除によって同数に是正される。 

 陪席が都合が付かない正当な理由を持っている場合には招集の日から３日以内に欠席の理由を文書で審判長に通告しなければならな

い。 

第91条 審判所は追加的調査を推奨し審理に出席している陪席二人をこのために選出することができる。組合から指名された陪席がい

ない場合を除きこの二人の陪席は、一人は大臣によりいま一人は職員組合により指名された陪席として選出される。 

 調査の後審判所は関係書類を関係大臣に送付し、会議の日からせいぜい１か月後に理由を説明した勧告の通告をする。大臣は投票が

行われて賛否何票の投票があったかを通告する。 

 所定の構成員において期限が守られていない場合には審判長はこの遅延の理由を大臣に報告する。 

 投票は秘密である。可否同数の場合は勧告は申立人に有利と見なされる。 

 申立人及びその弁護人は審判所の事務総長に発表された勧告の情報を取得できる。 

第92条 当該公務員は本人が審判所に出頭する；自分が選んだ人間によって援助してもらうことができる。弁護人はいかなる場合にも

審判所を構成する一員であってはならない。 

 当該公務員は事務総長に召喚の日から３日以内に弁護人の氏名を通告する。 

 その最後の場合には弁護人も亦召喚される。 

第93条 当該公務員若しくは弁護人が適切な召喚であるにもかかわらず有効な理由なしに出頭しない場合には、審判長はその案件をも

はや審理中ではないと見なしその関係資料を大臣に届けさせる。 

 審判所は例え当該公務員若しくはその弁護人が有効な根拠を察知できたとしても２回目の会議でその案件が提出されると直ちにその

関係資料の文書に基づき宣告する。 

第94条 上訴審判所の勧告が有利であれば大臣によって常に受け入れられ最終的に提示される。 

 大臣は決定が意見の一致していない上訴審判所の勧告についてそれぞれ理由を説明する。 

 大臣は上訴審判所の勧告が理由を説明した以外の事実を話題にすることはできない。大臣若しくはその代理者はその決定を上訴審判

所に通告する。 

 大臣は上訴審判所の勧告の送達から数えて15日以内に決定する。大臣若しくはその代理者は即刻当該公務員及び上訴審判所に通告す

る。 

第95条 陪席、国家公務員であれば弁護人、審判所の勧告が有利であれば申立人が旅費及び宿泊費について計算された報酬を規則の条

文に従って受領する。 

 各上訴審判所は内規を策定して関係大臣に承認を求めて提案する。 

第Ⅺ節 

第96条 《欠》 

第97条 《欠》 

第Ⅻ節 行政上の地位 

第Ⅰ分節 総 則 

第98条 国家公務員は以下の地位にある： 

   １º 現職； 
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    陪席は少なくとも35歳以上で６年間良好な勤務状態の国家公務員から選ばれる。６年間良好な勤務状態の公務員がいない場合

にはこの条件から外れることができる。 

    省際上訴審判所の代表は政府とその職員組合間の関係を規整する1974年12月19日の国法第７条によって決定される；省上訴審

判所の代表は上述の国法の第７条若しくは第８条§１の条件を満たす職員組合代表である。 

    1974年12月19日の上述の国法の効力があるその条文の発効の日までに分科会が設置されていない場合には指定された分科会が

設置されるまでの間労働総評議会に議席を持つ職員組合、その組織がない場合には労働総評議会の代表が省上訴審判所に出席す

る。職員組合によって省際上訴審判所に出席するよう指示された陪席は国家公務員所管の大臣の承認が必要である；省上訴審判

所に出席するよう指示された陪席は関係大臣の承認が必要である。承認拒否は省際上訴審判所の陪席たちによって提案された連

邦、共同体、地域圏の政府機関のための委員会の勧告及び省上訴審判所の陪席たちの推薦した権限ある分科会若しくは権限ある

組合の勧告に対するものとなる。 

 §4. 省上訴審判所の事務総長兼報告者は関係大臣によって指名される；省際上訴審判所の事務総長兼報告者は国家公務員所管の大

臣によって指名される。 

    事務総長兼報告者は投票権を持たない。 

 §5. 審判長若しくは審判長たち、陪席、事務総長は同じ方法で常任構成員として指名される。 

 §6. 省際上訴審判所の場合連邦政府の公務員によって提起された上訴が審理に掛けられるときはこの連邦政府機関に所属する陪席

が少なくとも一人出席しなければならない。 

 §7. 個々の案件において関係大臣若しくはその代理はレベルAの公務員及びその代理を一人ずつ異議申立の上訴を弁護するための

代理人を指示する。 

第84条の２  

 §1. 上訴審判所は第60条に規定された上訴が行われたときは裁判官に付託された権限が行使される： 

   １º 省際上訴審判所の場合は公務員問題所管大臣によって指名されたオランダ語話者公務員総括者及びフランス語話者公務員総

括者によって； 

［１ºは関係管理職保有者の任命が発効した日に改正された以下の本文による（2001年11月６日の勅令第45条１º参照） 

   １º 省際上訴審判所の場合は公務員問題所管大臣によって指名されたオランダ語話者管理職１若しくは２の保有者及びフランス

語話者管理職１若しくは２の保有者によって；] 

   ２º 省上訴審判所の場合は関係大臣によって指名されたレベルAのオランダ語話者公務員及びレベルAのフランス語話者公務員

によって。 

 §2. 審判長として指名されうるにはレベルAの公務員は加えて以下でなければならない： 

   １º 満40歳以上である； 

   ２º 法学博士若しくは法学修士の免状の保有者； 

   ３º レベルAの序列を少なくとも10年持っていたか若しくは管理の長に少なくとも５年在籍。 

［§２の３ºは関係管理職保有者の任命が発効した日に改正された以下の本文により（2001年11月６日の勅令第45条１º参照）］ 

    上訴審判所の審判長の資格での公務員の指名は公務員問題所管大臣若しくは関係大臣が関係審判所に在席する職員組合の推薦

による候補者名簿を作る。その推薦は10日以内に行われる。 

    それぞれの審判長には同じ方法で現役の審判長として指名される二人の副審判長が充てがわれ、それぞれがフランス語話者審

判長によるフランス語話者部審判長職及びオランダ語話者審判長によるオランダ語話者部審判長に指名された審判長職となる。 

    省際上訴審判所の場合はオランダ語若しくはフランス語と同様にドイツ語の審理を行わなければならない第３副審判長が加え

られる。とりわけその責任はドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審判長として事を運ぶ。 

    省上訴審判所においてはドイツ語系連邦政府公務員が含まれている場合には第３副審判長がフランス人及びオランダ人と同様

にドイツ人も審理しなければならない。とりわけその責任がドイツ語系の公務員によって提出される上訴である部の審判長とし

て事を運ぶ。 

 §3. 本条に従って審判長に指名されるレベルAの公務員は同じ連邦政府機関に所属する公務員によって提出される評価案件の上訴

の審理が行われるときは上訴審判所の審判長にはなれない。且つ省上訴審判所の審判長に指名されるレベルAの公務員は上訴審

判所が設置される連邦政府機関に所属してはならない。 

 §4. 上訴審判所の審判長に指名されるレベルAの公務員は完全に独立してその任務を遂行する。この独立が指名した大臣を窮地に

陥らせることのできる事実は少ない。 

 §5. 審判長は可否同数の場合を除き投票はできない；その場合にはその勧告の方向を決める。 

第85条 上訴審判所に提出された一定の案件において一人の陪席が少なくとも申立人のレベルに属していないときは同レベル若しくは

上級レベルの副陪席に代えられる。条件を満たす副陪席がほとんどいないときは最長１か月間常任の副陪席を指名に適用する法規に

従って第84条の条件を全て満たす副陪席が指名される。 

 いずれにしても１か月の期限後には少なくとも半数の陪席の数が大臣によって指名された必要な陪席が職員組合によって指名された
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同じ数とはならずに正常の上訴審判所を構成する陪席の数の半数プラス一人となるや直ちに関係審判所の審理は有効となる。 

第86条 申立人は陪席を忌避する権利を有する。その権利は同一案件の間一度だけ行使できる。 

 事務総長兼報告者は当該案件の審理のために招集される常任若しくは副陪審の名簿を申立人に書留郵便で送付する。 

 名簿の通知の日から８日の期限内に申立人は事務総長に書留郵便でその忌避する陪席の氏名の通知についてこの名簿を送付する。忌

避は理由の説明を必要とする。 

 第３項に規定された期限が切れたときは当該公務員は陪席忌避の権利を放棄したものと見なされる。 

第87条 且つ裁判官としての審判長の判断で陪席自身の案件と考えられることができる場合も忌避される。 

第88条 処分か若しくは懲罰の提案に署名した日から始まる10日の期限を超えてもとにかく当該公務員を処分する権限ある上訴審判所

に付託された上訴は審理することになる。 

第89条 その案件は大臣若しくはその代理者の協力を得て上訴審判所によって審理に掛けられる。大臣たちは完全な関係資料を送る。 

 その関係資料は責任を課せられた事実を全て網羅する。 

第90条 上訴審判所は審理が全て終了していない場合、申立人に抗弁を主張する機会が与えられていない場合、且つ関係資料が審判所

案件の完全な審理に応じた勧告を与えられる役に立つ資料を全て含んでいない場合には申立を審理してはならない。 

 案件が審判所によって審理に掛けられてからせいぜい１か月で起こさなければならない会議の日取りが確定したことによって遅延す

る場合には審判長はこの遅延の理由を大臣に報告する。 

第90条の２ 審判所は招集された陪席の過半数が出席していない場合には審理も裁決もできない。 

 第83条の２若しくは第85条第３項が適用されるときを除いて、職員組合によって指名された陪席は大臣指名と同様投票に参加しなけ

ればならない。必要な場合には抽選により一人乃至複数人の排除によって同数に是正される。 

 陪席が都合が付かない正当な理由を持っている場合には招集の日から３日以内に欠席の理由を文書で審判長に通告しなければならな

い。 

第91条 審判所は追加的調査を推奨し審理に出席している陪席二人をこのために選出することができる。組合から指名された陪席がい

ない場合を除きこの二人の陪席は、一人は大臣によりいま一人は職員組合により指名された陪席として選出される。 

 調査の後審判所は関係書類を関係大臣に送付し、会議の日からせいぜい１か月後に理由を説明した勧告の通告をする。大臣は投票が

行われて賛否何票の投票があったかを通告する。 

 所定の構成員において期限が守られていない場合には審判長はこの遅延の理由を大臣に報告する。 

 投票は秘密である。可否同数の場合は勧告は申立人に有利と見なされる。 

 申立人及びその弁護人は審判所の事務総長に発表された勧告の情報を取得できる。 

第92条 当該公務員は本人が審判所に出頭する；自分が選んだ人間によって援助してもらうことができる。弁護人はいかなる場合にも

審判所を構成する一員であってはならない。 

 当該公務員は事務総長に召喚の日から３日以内に弁護人の氏名を通告する。 

 その最後の場合には弁護人も亦召喚される。 

第93条 当該公務員若しくは弁護人が適切な召喚であるにもかかわらず有効な理由なしに出頭しない場合には、審判長はその案件をも

はや審理中ではないと見なしその関係資料を大臣に届けさせる。 

 審判所は例え当該公務員若しくはその弁護人が有効な根拠を察知できたとしても２回目の会議でその案件が提出されると直ちにその

関係資料の文書に基づき宣告する。 

第94条 上訴審判所の勧告が有利であれば大臣によって常に受け入れられ最終的に提示される。 

 大臣は決定が意見の一致していない上訴審判所の勧告についてそれぞれ理由を説明する。 

 大臣は上訴審判所の勧告が理由を説明した以外の事実を話題にすることはできない。大臣若しくはその代理者はその決定を上訴審判

所に通告する。 

 大臣は上訴審判所の勧告の送達から数えて15日以内に決定する。大臣若しくはその代理者は即刻当該公務員及び上訴審判所に通告す

る。 

第95条 陪席、国家公務員であれば弁護人、審判所の勧告が有利であれば申立人が旅費及び宿泊費について計算された報酬を規則の条

文に従って受領する。 

 各上訴審判所は内規を策定して関係大臣に承認を求めて提案する。 

第Ⅺ節 

第96条 《欠》 

第97条 《欠》 

第Ⅻ節 行政上の地位 

第Ⅰ分節 総 則 

第98条 国家公務員は以下の地位にある： 

   １º 現職； 
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   ２º 休職； 

   ３º 待命中。 

第99条 国家公務員は行政上の地位については法律上の明確な規定があれば例外として常に現役と見なされるか又は政府機関の決定に

よって他の行政上の地位に就く。 

第100条 第99条及び第101条第１項は研修生に適用される。 

 この部分の残りの規定の研修生への適用範囲は国王によって決定されることになる。 

第Ⅱ分節 現役勤務 

第101条 それに反する明確な規定があれば例外として現役の国家公務員は俸給表上の俸給及び昇進の権利を有する。 

 その公務員は昇進の権利を主張できる。 

第102条 国王によって決められた条件の下で現役公務員は以下の休暇が得られる： 

   １º 年次休暇及び祝日、事情休暇と特別休暇； 

   ２º 母性保護のため；父親育児休暇； 

   ３º 親としての休暇、養子若しくは里子のための保育； 

   ４º 家族の利害のためにやむをえない理由； 

   ５º 病気のため； 

   ６º 有害な労働環境除去のため； 

   ７º 病気のための作業軽減による； 

   ８º 教育活動の社会的促進及び参加； 

   ９º 任務のため； 

   10º 職業経歴の中断による； 

   11º 職員組合の活動による； 

   12º 国家、共同体、地域圏の立法議会でそれぞれの団体の一つの団長によって認められた政治団体の活動のため； 

   13º 平時における一定の兵役の履行及び民間防衛の職務若しくは良心的兵役忌避者の法令に関する国法の調整を維持する1980年

２月20日の国法に基づく公益部門の履行による； 

   14º 半日契約の早期退庁による； 

   15º 週の４労働日を超える作業を常時課せられた作業の５分の４について。 

第103条 現役の国家公務員は国王によって決められた諸条件の下で職務の利益が要求するときはその職務を中断させることができる。 

第103条の２ 国家公務員の占めていた官職の廃止は国家公務員の資格の喪失若しくは罷免の誘因となりうる。 

 この公務員は復職させられれば現役の行政上の地位にある。 

第Ⅲ分節 休 職 

第104条 明確な反対規定がなければ休職中の国家公務員は権利も俸給も持たない。 

 全て国王によって決められた諸条件の下で昇進及び俸給表上の昇格を主張できる。 

第105条 何人も休職中に規定された退職の資格を満たせば在職も居座りもできない。 

第106条 国王によって決められた諸条件の下で国家公務員は休職となる： 

   １º 平時の一定の兵役の履行又は民間防衛のため若しくは良心的兵役忌避者の法令に従う、とりわけ1975年７月３日の国法に指

示された1964年６月３日の国法の適用により指示された公益部門の履行のため； 

   ２º 公益とは認められない仕事に従事し続けるとき； 

   ３º 許可を得て個人的問題のために長期間専任の勤務を欠勤する場合； 

   ４º 1962年４月30日に調整された兵役義務法の第16条に相応する兵役免除を誘引する使命に従って欠勤しているとき； 

   ５º 個人的問題処理のために作業軽減された自己の職務権限に基づき欠勤するとき； 

   ６º 経歴の中断による休暇の期間が休職に変えられるとき； 

   ７º 公務員が休暇若しくは職務免除を得ることなしに欠勤しているとき。 

第107条 懲罰による停職処分は公務員を職務上行政上の地位を休職にする。 

 懲罰による停職処分中公務員は昇進及び俸給表上の昇格の権利を主張できない。減給は被用者の給与の保護に関する1965年４月12日

の国法の第23条第２項に規定されたもの以上になってはならない。 

第Ⅳ分節 待 命 

第108条 国家公務員は国王によって決められる諸条件の下で解雇されることなしに待命が決められる： 

   １º …… 

   ２º 疾病若しくは身体的欠陥のための休暇よりも長期の欠勤の誘因となるだけの際限のない職務不適任が生ずる疾病若しくは身

体的欠陥のために； 

   ３º …… 
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第109条 何人もその決められた退職の要件を満たすときには待命を決め若しくは維持できない。 

第110条 国王によって金額の決められた休職給は待命に指定された第108条の１º及び２ºに相応して公務員に認められる。 

 休職給及び必要ならば待命中の公務員に認められる給与は現役の公務員に適用される配置転換規則の適用を受ける。 

第111条 待命中の国家公務員は大臣の裁量行為により、国王によって決められた諸条件の下で空席があれば人事編成に再就職できる。 

 大臣によって決められた期限内に割り当てられた官職に受け入れられなければならない。 

第ⅩⅢ節 職務の最終的な喪失 

第112条  

 §1. もはやベルギー国籍条項を満たさずに、公権力の行使を維持し、国家の公益を守るという目標に関係のある職務に就くベル

ギー人公務員は職務上解雇予告なしに公務員の資格を喪失する。 

 §2. §１に規定された以外の職務を遂行し、それなしには国籍条項を満たさず、ヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家

若しくはスイス連邦国家のその他の職務を獲得するヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家若しくはスイス連邦国家の

市民である公務員は、職務上解雇予告なしに公務員の資格を喪失する。 

 §3. 職務上解雇予告なしに公務員の資格を喪失する公務員は： 

   １º 上訴期限内に国務院による無効宣告で確定された不正な任命の；この期限は公務員の側の狡猾若しくは欺瞞の場合には当て

はまらない； 

   ２º もはや市民権若しくは政治的権利を享受していない； 

   ３º 兵役法を全く果たしていないか若しくはその市民である国における国民的任務に関する義務を正常な状態に比べて全く果た

していない； 

   ４º かなりはっきりした医学的に不適切な； 

   ５º 正当な理由なしに部署を離れ、10労働日以上欠勤したままで、かなり前もって知らされていて、説明を要求されていた； 

   ６º 職務停止の結果民法及び刑法が適用される危険な状態にある； 

   ７º 懲罰で諭旨免職若しくは懲戒免職にされた。 

   ５º 以下の規定は組織的なストライキに参加した公務員には適用されない。 

 §4. この条文は研修生にも適用される。 

第112条の２ …… 

第113条 停職の誘因： 

   １º 自発的な退職：この場合には当該公務員は書留郵便でその左右される官庁に自分の退職を送達しただけで退職できる； 

    第１項の１ºは退職の前少なくとも30日の送達を意味し、書留郵便送達の日に発効する。この期限は相互に一致すれば短縮で

きる。 

   ２º 退職； 

   ３º もはや全く国務院によって無効とされる余地のない他の政府機関における一定の雇用関係での２度目の専任の任命。 

 第１項の１º及び２ºはともに研修生にも適用される。 

第114条 停職として同様に最終的に国王によって決められた手続に従って確定された職務不適切が誘因となる。 

 国王によって決められた諸条件の下で当事者は退職金が認められうる。 

第ⅩⅣ節 配置転換及び最終配置の決定 

第115条 …… 

第116条 大事なのは例えこの決定の一部修正がもたらされたとしてもその対象は閣議で協議された決定となることである。 

第117条 我が大臣たちはそれぞれの国法に関係し、その決定の施行に責任を負う。 

補 遺 国家公務員の法規に関する1937年10月２日の勅令 

第Ⅰ章 以下の卒業証書若しくは研究証明書はレベルに従って連邦政府機関に受け入れられる資格がある。 

レベルＡ 

１）以下の卒業証明書 

  修士号 

  博士号 

  薬剤師 

  教授資格 

  民間技師 

  農業技師 

  化学若しくは農業化学技師 

  販売技術技師 

  民間建築技師 
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   ２º 休職； 

   ３º 待命中。 

第99条 国家公務員は行政上の地位については法律上の明確な規定があれば例外として常に現役と見なされるか又は政府機関の決定に

よって他の行政上の地位に就く。 

第100条 第99条及び第101条第１項は研修生に適用される。 

 この部分の残りの規定の研修生への適用範囲は国王によって決定されることになる。 

第Ⅱ分節 現役勤務 

第101条 それに反する明確な規定があれば例外として現役の国家公務員は俸給表上の俸給及び昇進の権利を有する。 

 その公務員は昇進の権利を主張できる。 

第102条 国王によって決められた条件の下で現役公務員は以下の休暇が得られる： 

   １º 年次休暇及び祝日、事情休暇と特別休暇； 

   ２º 母性保護のため；父親育児休暇； 

   ３º 親としての休暇、養子若しくは里子のための保育； 

   ４º 家族の利害のためにやむをえない理由； 

   ５º 病気のため； 

   ６º 有害な労働環境除去のため； 

   ７º 病気のための作業軽減による； 

   ８º 教育活動の社会的促進及び参加； 

   ９º 任務のため； 

   10º 職業経歴の中断による； 

   11º 職員組合の活動による； 

   12º 国家、共同体、地域圏の立法議会でそれぞれの団体の一つの団長によって認められた政治団体の活動のため； 

   13º 平時における一定の兵役の履行及び民間防衛の職務若しくは良心的兵役忌避者の法令に関する国法の調整を維持する1980年

２月20日の国法に基づく公益部門の履行による； 

   14º 半日契約の早期退庁による； 

   15º 週の４労働日を超える作業を常時課せられた作業の５分の４について。 

第103条 現役の国家公務員は国王によって決められた諸条件の下で職務の利益が要求するときはその職務を中断させることができる。 

第103条の２ 国家公務員の占めていた官職の廃止は国家公務員の資格の喪失若しくは罷免の誘因となりうる。 

 この公務員は復職させられれば現役の行政上の地位にある。 

第Ⅲ分節 休 職 

第104条 明確な反対規定がなければ休職中の国家公務員は権利も俸給も持たない。 

 全て国王によって決められた諸条件の下で昇進及び俸給表上の昇格を主張できる。 

第105条 何人も休職中に規定された退職の資格を満たせば在職も居座りもできない。 

第106条 国王によって決められた諸条件の下で国家公務員は休職となる： 

   １º 平時の一定の兵役の履行又は民間防衛のため若しくは良心的兵役忌避者の法令に従う、とりわけ1975年７月３日の国法に指

示された1964年６月３日の国法の適用により指示された公益部門の履行のため； 

   ２º 公益とは認められない仕事に従事し続けるとき； 

   ３º 許可を得て個人的問題のために長期間専任の勤務を欠勤する場合； 

   ４º 1962年４月30日に調整された兵役義務法の第16条に相応する兵役免除を誘引する使命に従って欠勤しているとき； 

   ５º 個人的問題処理のために作業軽減された自己の職務権限に基づき欠勤するとき； 

   ６º 経歴の中断による休暇の期間が休職に変えられるとき； 

   ７º 公務員が休暇若しくは職務免除を得ることなしに欠勤しているとき。 

第107条 懲罰による停職処分は公務員を職務上行政上の地位を休職にする。 

 懲罰による停職処分中公務員は昇進及び俸給表上の昇格の権利を主張できない。減給は被用者の給与の保護に関する1965年４月12日

の国法の第23条第２項に規定されたもの以上になってはならない。 

第Ⅳ分節 待 命 

第108条 国家公務員は国王によって決められる諸条件の下で解雇されることなしに待命が決められる： 

   １º …… 

   ２º 疾病若しくは身体的欠陥のための休暇よりも長期の欠勤の誘因となるだけの際限のない職務不適任が生ずる疾病若しくは身

体的欠陥のために； 

   ３º …… 
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第109条 何人もその決められた退職の要件を満たすときには待命を決め若しくは維持できない。 

第110条 国王によって金額の決められた休職給は待命に指定された第108条の１º及び２ºに相応して公務員に認められる。 

 休職給及び必要ならば待命中の公務員に認められる給与は現役の公務員に適用される配置転換規則の適用を受ける。 

第111条 待命中の国家公務員は大臣の裁量行為により、国王によって決められた諸条件の下で空席があれば人事編成に再就職できる。 

 大臣によって決められた期限内に割り当てられた官職に受け入れられなければならない。 

第ⅩⅢ節 職務の最終的な喪失 

第112条  

 §1. もはやベルギー国籍条項を満たさずに、公権力の行使を維持し、国家の公益を守るという目標に関係のある職務に就くベル

ギー人公務員は職務上解雇予告なしに公務員の資格を喪失する。 

 §2. §１に規定された以外の職務を遂行し、それなしには国籍条項を満たさず、ヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家

若しくはスイス連邦国家のその他の職務を獲得するヨーロッパ経済圏の一部を構成するその他の国家若しくはスイス連邦国家の

市民である公務員は、職務上解雇予告なしに公務員の資格を喪失する。 

 §3. 職務上解雇予告なしに公務員の資格を喪失する公務員は： 

   １º 上訴期限内に国務院による無効宣告で確定された不正な任命の；この期限は公務員の側の狡猾若しくは欺瞞の場合には当て

はまらない； 

   ２º もはや市民権若しくは政治的権利を享受していない； 

   ３º 兵役法を全く果たしていないか若しくはその市民である国における国民的任務に関する義務を正常な状態に比べて全く果た

していない； 

   ４º かなりはっきりした医学的に不適切な； 

   ５º 正当な理由なしに部署を離れ、10労働日以上欠勤したままで、かなり前もって知らされていて、説明を要求されていた； 

   ６º 職務停止の結果民法及び刑法が適用される危険な状態にある； 

   ７º 懲罰で諭旨免職若しくは懲戒免職にされた。 

   ５º 以下の規定は組織的なストライキに参加した公務員には適用されない。 

 §4. この条文は研修生にも適用される。 

第112条の２ …… 

第113条 停職の誘因： 

   １º 自発的な退職：この場合には当該公務員は書留郵便でその左右される官庁に自分の退職を送達しただけで退職できる； 

    第１項の１ºは退職の前少なくとも30日の送達を意味し、書留郵便送達の日に発効する。この期限は相互に一致すれば短縮で

きる。 

   ２º 退職； 

   ３º もはや全く国務院によって無効とされる余地のない他の政府機関における一定の雇用関係での２度目の専任の任命。 

 第１項の１º及び２ºはともに研修生にも適用される。 

第114条 停職として同様に最終的に国王によって決められた手続に従って確定された職務不適切が誘因となる。 

 国王によって決められた諸条件の下で当事者は退職金が認められうる。 

第ⅩⅣ節 配置転換及び最終配置の決定 

第115条 …… 

第116条 大事なのは例えこの決定の一部修正がもたらされたとしてもその対象は閣議で協議された決定となることである。 

第117条 我が大臣たちはそれぞれの国法に関係し、その決定の施行に責任を負う。 

補 遺 国家公務員の法規に関する1937年10月２日の勅令 

第Ⅰ章 以下の卒業証書若しくは研究証明書はレベルに従って連邦政府機関に受け入れられる資格がある。 

レベルＡ 

１）以下の卒業証明書 

  修士号 

  博士号 

  薬剤師 

  教授資格 

  民間技師 

  農業技師 

  化学若しくは農業化学技師 

  販売技術技師 

  民間建築技師 
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  生物学技師 

  医師 

  歯科医師 

  獣医 

  教員 

  工業技師 

  建築士 

  室内装飾建築士 

 例え上述の教育施設のいずれか若しくは国のいずれかの施設か、又は共同体のいずれかにより設置された検定委員会では遂行されな

い研究部分があったとしても、少なくとも４年間の研究を含んでいる大学教育協定若しくは国法及びデクレによってそれと同様な状

態にある施設若しくは単科大学を含むベルギーの各大学により授与された。 

２）少なくとも60履修単位２課程の修士教育を受けた後いずれかの大学若しくはいずれかの単科大学による修士授与証書。 

３）国王によって決められた資格を持った民間技術者若しくは修士の称号を持った高等教育の資格の称号を優遇する1933年９月11日の

国法に従ってその研究者の王立兵学校の総合技術学部若しくは社会・軍事科学部卒業認定の証書。 

レベルＡ（暫定措置） 

１）少なくとも４年間の研究を含んでいるアントワープのベルギー植民地大学によって認証された証書とアントワープの海外領土大学

研究所によって認定された修士号証書。 

２）以下の証書 

  販売技術学士 

  販売技術技師 

  販売技術上等中等教育の教授資格 

  翻訳学士 

  通訳学士 

  ３等級の高等専門教育施設若しくはA５部門の商業学校に分類される専門教育施設若しくはいずれかの国立検定委員会による認

定。 

３）以下による５年の課程後に認定される人物証書： 

  ブリュッセルの「高等ルシアン・コーレマンス教育研究所」の行政科学部； 

  エルセーネの高等経営・商業科学研究所； 

  アントワープの県立高等行政科学研究所。 

レベルＢ 

１）完全な教育課程（１課程の高等教育）を備えた短期型の高等教育の証書： 

  国、若しくはいずれかの共同体、又は共同体が設置した検定委員会によって設立され、それに付属し、若しくは認可された施設に

より認定された。 

２）候補者証書若しくは人物証明書： 

  いずれかの大学教育協定、国により、若しくはいずれかの共同体、又は共同体が設置した検定委員会によって設立され、それに付

属し、若しくは認可された同様な施設に関する国法による若しくは単科大学を含むベルギーの大学少なくとも２年の課程の後で認定

された。 

３）180単位の後の１課程か２課程中の前期１課程のいずれかの教育の後に認定された学士号証書： 

  いずれかの大学若しくは単科大学による、又は国若くはいずれかの共同体が設置した検定委員会による認定。 

４）高等課程の海運教育の人物証明書、卒業証書、若しくは免許証。 

５）不動産測量鑑定士の証書。 

６）鉱山測量士の証書。 

７）２級の高等専門課程の後に授与される専門技師の卒業証書。 

８）短期型で社会的地位向上のための単科大学に格付けされる学科及び３種、２種、若しくは１種の芸術若しくは専門の単科大学卒業

証書。 

  国若しくはいずれかの共同体が設置した検定委員会による認定。 

９）王立兵学校の総合技術学部若しくは社会・軍事科学部の在学前期２年に合格した後の人物証明書。 

レベルＢ（暫定措置） 

１）アントワープのベルギー植民地大学による少なくとも在学２年で１課程後に認定される卒業証書若しくはアントワープの海外領土

大学研究所により認定される学士号証書。 

２）少なくとも在学２年で１課程後に認定される卒業証書。 
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  ３等級の高等専門教育施設若しくはA５部門の商業学校に分類される専門教育施設による。 

３）いずれかの大学により認定された民間経営者の証書。 

４）２種高等専門学校により交付された専門技師の証書。 

５）以下の証書： 

  前期中等教育の教員資格； 

  低学年男子教員； 

  低学年女子教員； 

  幼稚園女子教員； 

  幼稚園男子教員。 

６）農学学位授与証書。 

  農業技師、農業化学技師、河川・森林技師、植民地農業技師、園芸技師、農場経営技師、農業経営技師の免状の認定についての条

件を明確にした1934年10月31日の勅令で1936年７月16日の勅令で改正された第８条の規定に従って認定された。 

７）国若しくはいずれかの公的共同検定委員会によって設立され、それに付属し、若しくは認可された完全な教育課程を備えたいずれ

かの１種高等専門教育施設より認定された卒業証書。 

８）以下のいずれかの種類に格付けされた卒業証書： 

  A１、A６/A１、A７/A１、C１/A１、A８/A１、A１/D、A２An、C/１D、C５/C１/D、C１/An 

  国若しくはいずれかの公的共同検定委員会によって設立され、それに付属し、若しくは認可された高等専門教育施設より認定され

た卒業証書。 

９）B３/B１に格付けされた卒業証書。 

  国により設立され、それに付属し、若しくは認可された専門教育施設より少なくとも750日の教育期間の１課程の後で認定された

か、又は以下の要求を受け入れることによる： 

  又は完全な後期中等教育の卒業証書； 

  又はそれと同等の扱いを受けるいずれかの入学試験の合格； 

  又はB３/B２種に格付けされる学科の卒業証書。 

レベルＣ 

１）後期中等教育の人物証明書、高等教育への入学を認める能力証明書： 

  国若しくはいずれかの共同体による中等教育試験による認定若しくは授与された。 

２）1949年12月31日に調整された学位授与及び大学試験計画の国法の第５条に規定された試験の後認定される卒業証書。 

３）以下の免状： 

  准看護師若しくは病院助手； 

  男女看護師； 

  国によってかいずれかの共同体によってかのいずれかによって設立され、それに付属し、若しくは認可された専門補習中学校の種

類においてか、国若しくはいずれかの共同体のいずれかが設置した検定委員会によってか認定された。 

４）国によってかいずれかの共同体によって設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの施設により合格した後で認定さ

れる完全な教育課程を有する総合、専門、技術若しくは職業中等教育の６年の学習期間の卒業証書、学習人物証明書若しくは人物証

明書。 

５）中等課程の海運教育の人物証明書、卒業証書若しくは免状。 

６）国若しくはいずれかの共同体により設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの教育施設で少なくとも750日の教育

期間の１課程の後で認定された社会的地位向上の後期中等教育のいずれかの学科で合格した卒業証書。 

レベルＣ（暫定措置） 

１）1964年６月８日に存在した規定のように1949年12月31日に調整された学位授与及び大学試験計画の国法の第10条、第10条の２及び

第12条に規定された用意された試験の後認定される人物証明書。 

２）それと同等若しくは後期中等教育の国の検定委員会により認定された卒業証書若しくはそれによる後期中等教育の卒業証書又は後

期中等教育の人物証明書。 

３）高級な（商学科）中等教育学習の認定若しくは受入証書。 

４）後期中等教育の合格卒業証書か終了人物証明書。 

５）それと同等の後期中等専門学校卒業証書又は国により設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの専門教育施設で３

年１課程の後期中等教育で学び合格した後交付されるいずれかの後期中等専門学校の学習終了人物証明書若しくは国の検定委員会に

より交付される後期中等専門学校卒業証書。 

６）以前の種類A２、A６/A２、A６/C１/A２、A７/A２、A８/A２、A２A、C１、C１A、C５/C１、C１/A２後期中等専門学校の卒

業証書若しくは終了人物証明書。 
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  生物学技師 

  医師 

  歯科医師 

  獣医 

  教員 

  工業技師 

  建築士 

  室内装飾建築士 

 例え上述の教育施設のいずれか若しくは国のいずれかの施設か、又は共同体のいずれかにより設置された検定委員会では遂行されな

い研究部分があったとしても、少なくとも４年間の研究を含んでいる大学教育協定若しくは国法及びデクレによってそれと同様な状

態にある施設若しくは単科大学を含むベルギーの各大学により授与された。 

２）少なくとも60履修単位２課程の修士教育を受けた後いずれかの大学若しくはいずれかの単科大学による修士授与証書。 

３）国王によって決められた資格を持った民間技術者若しくは修士の称号を持った高等教育の資格の称号を優遇する1933年９月11日の

国法に従ってその研究者の王立兵学校の総合技術学部若しくは社会・軍事科学部卒業認定の証書。 

レベルＡ（暫定措置） 

１）少なくとも４年間の研究を含んでいるアントワープのベルギー植民地大学によって認証された証書とアントワープの海外領土大学

研究所によって認定された修士号証書。 

２）以下の証書 

  販売技術学士 

  販売技術技師 

  販売技術上等中等教育の教授資格 

  翻訳学士 

  通訳学士 

  ３等級の高等専門教育施設若しくはA５部門の商業学校に分類される専門教育施設若しくはいずれかの国立検定委員会による認

定。 

３）以下による５年の課程後に認定される人物証書： 

  ブリュッセルの「高等ルシアン・コーレマンス教育研究所」の行政科学部； 

  エルセーネの高等経営・商業科学研究所； 

  アントワープの県立高等行政科学研究所。 

レベルＢ 

１）完全な教育課程（１課程の高等教育）を備えた短期型の高等教育の証書： 

  国、若しくはいずれかの共同体、又は共同体が設置した検定委員会によって設立され、それに付属し、若しくは認可された施設に

より認定された。 

２）候補者証書若しくは人物証明書： 

  いずれかの大学教育協定、国により、若しくはいずれかの共同体、又は共同体が設置した検定委員会によって設立され、それに付

属し、若しくは認可された同様な施設に関する国法による若しくは単科大学を含むベルギーの大学少なくとも２年の課程の後で認定

された。 

３）180単位の後の１課程か２課程中の前期１課程のいずれかの教育の後に認定された学士号証書： 

  いずれかの大学若しくは単科大学による、又は国若くはいずれかの共同体が設置した検定委員会による認定。 

４）高等課程の海運教育の人物証明書、卒業証書、若しくは免許証。 

５）不動産測量鑑定士の証書。 

６）鉱山測量士の証書。 

７）２級の高等専門課程の後に授与される専門技師の卒業証書。 

８）短期型で社会的地位向上のための単科大学に格付けされる学科及び３種、２種、若しくは１種の芸術若しくは専門の単科大学卒業

証書。 

  国若しくはいずれかの共同体が設置した検定委員会による認定。 

９）王立兵学校の総合技術学部若しくは社会・軍事科学部の在学前期２年に合格した後の人物証明書。 

レベルＢ（暫定措置） 

１）アントワープのベルギー植民地大学による少なくとも在学２年で１課程後に認定される卒業証書若しくはアントワープの海外領土

大学研究所により認定される学士号証書。 

２）少なくとも在学２年で１課程後に認定される卒業証書。 
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  ３等級の高等専門教育施設若しくはA５部門の商業学校に分類される専門教育施設による。 

３）いずれかの大学により認定された民間経営者の証書。 

４）２種高等専門学校により交付された専門技師の証書。 

５）以下の証書： 

  前期中等教育の教員資格； 

  低学年男子教員； 

  低学年女子教員； 

  幼稚園女子教員； 

  幼稚園男子教員。 

６）農学学位授与証書。 

  農業技師、農業化学技師、河川・森林技師、植民地農業技師、園芸技師、農場経営技師、農業経営技師の免状の認定についての条

件を明確にした1934年10月31日の勅令で1936年７月16日の勅令で改正された第８条の規定に従って認定された。 

７）国若しくはいずれかの公的共同検定委員会によって設立され、それに付属し、若しくは認可された完全な教育課程を備えたいずれ

かの１種高等専門教育施設より認定された卒業証書。 

８）以下のいずれかの種類に格付けされた卒業証書： 

  A１、A６/A１、A７/A１、C１/A１、A８/A１、A１/D、A２An、C/１D、C５/C１/D、C１/An 

  国若しくはいずれかの公的共同検定委員会によって設立され、それに付属し、若しくは認可された高等専門教育施設より認定され

た卒業証書。 

９）B３/B１に格付けされた卒業証書。 

  国により設立され、それに付属し、若しくは認可された専門教育施設より少なくとも750日の教育期間の１課程の後で認定された

か、又は以下の要求を受け入れることによる： 

  又は完全な後期中等教育の卒業証書； 

  又はそれと同等の扱いを受けるいずれかの入学試験の合格； 

  又はB３/B２種に格付けされる学科の卒業証書。 

レベルＣ 

１）後期中等教育の人物証明書、高等教育への入学を認める能力証明書： 

  国若しくはいずれかの共同体による中等教育試験による認定若しくは授与された。 

２）1949年12月31日に調整された学位授与及び大学試験計画の国法の第５条に規定された試験の後認定される卒業証書。 

３）以下の免状： 

  准看護師若しくは病院助手； 

  男女看護師； 

  国によってかいずれかの共同体によってかのいずれかによって設立され、それに付属し、若しくは認可された専門補習中学校の種

類においてか、国若しくはいずれかの共同体のいずれかが設置した検定委員会によってか認定された。 

４）国によってかいずれかの共同体によって設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの施設により合格した後で認定さ

れる完全な教育課程を有する総合、専門、技術若しくは職業中等教育の６年の学習期間の卒業証書、学習人物証明書若しくは人物証

明書。 

５）中等課程の海運教育の人物証明書、卒業証書若しくは免状。 

６）国若しくはいずれかの共同体により設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの教育施設で少なくとも750日の教育

期間の１課程の後で認定された社会的地位向上の後期中等教育のいずれかの学科で合格した卒業証書。 

レベルＣ（暫定措置） 

１）1964年６月８日に存在した規定のように1949年12月31日に調整された学位授与及び大学試験計画の国法の第10条、第10条の２及び

第12条に規定された用意された試験の後認定される人物証明書。 

２）それと同等若しくは後期中等教育の国の検定委員会により認定された卒業証書若しくはそれによる後期中等教育の卒業証書又は後

期中等教育の人物証明書。 

３）高級な（商学科）中等教育学習の認定若しくは受入証書。 

４）後期中等教育の合格卒業証書か終了人物証明書。 

５）それと同等の後期中等専門学校卒業証書又は国により設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの専門教育施設で３

年１課程の後期中等教育で学び合格した後交付されるいずれかの後期中等専門学校の学習終了人物証明書若しくは国の検定委員会に

より交付される後期中等専門学校卒業証書。 

６）以前の種類A２、A６/A２、A６/C１/A２、A７/A２、A８/A２、A２A、C１、C１A、C５/C１、C１/A２後期中等専門学校の卒

業証書若しくは終了人物証明書。 
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７）それと同等の完全な教育課程を有する後期中等技術教育卒業証書。 

  後期中等専門学校の専門教育の水準の同等性を確定しそれによって卒業証書の交付の諸条件が規定される1971年２月10日の勅令及

び完全な教育課程を有する技術教育施設の若干の後期中等科の学習を規整する1976年６月25日の勅令により規定された諸条件に照応

して交付される。 

８）国により設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの施設から交付された完全な教育課程を有する専門若しくは技術

教育の６年の卒業証書、終了人物証明書、学習証明書、若しくは免状。 

９）いずれかの職業科の上級課程の終了後に交付される免状若しくは終了人物証明書。 

  国によって設立され、それに付属し、若しくは認可され、種類A４、C３、C２、C５のいずれかに格付けされたいずれかの専門教

育施設と結び付く。 

10）少なくとも750日の教育期間の１課程の後で交付された卒業証書。 

  種類B３、B１のいずれかに格付けされ国によって設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの専門教育施設による。 

11）少なくとも750日の教育期間の１課程の後で交付された卒業証書若しくは人物証明書種類B３、B２のいずれかに格付けされ国に

よって設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの専門教育施設、初級中等教育卒業証書若しくはそれと同等視される

検定試験の合格証書のいずれかによる。 

レベルＤ 

卒業証書とか若しくは人物証明書は全く要求されていない。 

第Ⅱ章 

§1. 同様に条約若しくは国際的協定の効力、若しくはこの名簿に規定された卒業証書若しくは学習証明書のいずれかについて同等で

あることが宣言された海外の卒業証書若しくは学習証明書の同等性に関する1971年３月19日の国法によって認められた手続の適用

によっていずれかの海外の規則に合致して取得された卒業証書若しくは学習人物証明書は認められる。 

§2. §１は、少なくとも３年の職業教育が完結させられる高等教育卒業証書を認める第１の総合的体系に関する1988年12月21日の会

議の（ヨーロッパ経済共同体）指針89/48/EECの規定、及び連邦政府機関への受入を考慮に入れた職業教育を認める第２の総合的

体系に関する1992年６月18日の会議の指針92/51/EECに反する。 

   既定の選考試験の範囲内でSELORの管理局長は1988年12月21日の上述の指針の第３条ａ項及びｂ項並びに資格を規定する1992

年６月18日の上述の指針の第３条、第５条、第６条、第８条、第９条の保有者が受け取る指名に責任を負う。現在の資格の価値を

知るためにはSELORの管理局長は権限ある教育官庁のいずれかにその資格について助言を求める。 

   その後で局長は、第４条においてそれについて用意された補償規定のありうる適用を含む1988年12月21日の上述の指針の第８条

§２により正式に決定するか、又はそれについて用意された補償規定の第４条、第５条、第７条のありうる適用を含む1992年６月

18日の上述の指針の第12条§２により決定する。 

§3. SELORの管理局長が適切な措置に影響を及ぼす決定を甘受しなければならないか若しくは認められている権限を修正すること

になる場合を除いて§２において列挙された指針を補充若しくは変更することになるベルギー官報において交付される指針は法的

に有効である。 
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Ⅳ－２ 連邦政府機関の管理職、幹部職の重要度及びその俸給の決定に関する 
   2001年７月11日の勅令 
 
2001年７月13日のベルギー官報 

 

調整版 

 

改正 

2004年３月９日ベルギー官報   第１条、第３条、第８条修正 俸給改正 

                第４条及び第５条２ｅ項廃止 

決定済み及び決定 

第１条 連邦政府機関の管理職の名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令第２条及び連邦政府機関の幹部職の名称及び権限に関す

る2002年10月２日の勅令第２条に記述された連邦政府機関の理事会議長職、幹部職、管理職１、２、３は本勅令の補遺１に具体化さ

れている基準の適用に応じて重要度が測られる。 

 前項に規定された基準のそれぞれについては本勅令の補遺２に従って点数が認められる。 

第２条 第１条に記述された官職の重要度は第１条の規定の適用に応じて獲得される点数の総合計については同じである。 

第３条 第１条に記述された官職は下記の２の欄に表示される第２条の重要度に応じて同じ表の１の欄の１等級から７等級までに及ぶ。

連邦政府機関の管理職及び名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令第15条並びに連邦政府機関の幹部職の名称及び権限に関する

2002年10月２日の勅令第14条を侵害することなく第１条に記述された官職の俸給は同じ表の３の欄に対応して決められる。 

１ ２ ３ 

等級 点数での職務の測定 俸給 

１ ≧320及び＜400点  64,623.91 

２ ≧400及び＜470点  71,004.20 

３ ≧470及び＜570点  81,453.64 

４ ≧570及び＜660点  90,999.24 

５ ≧660及び＜770点 108,654.92 

６ ≧770及び＜900点 127,028.75 

７ ≧900点 146,224.72 

俸給単位＝ユーロ 

 各省の職員の給与に当てはまる変動の規則もこの上の３の欄に記した給与の適用となる。 

 それらは中心軸×105.20の数値に結び付けられる。 

第４条 （……） 

第５条 水平的な連邦政府機関の人事、組織、財政、管理統制は第１条で上述した官職の重要度測定について決定を行う。 

第６条  

 §1. 閣議は連邦政府機関の各理事会議長の職務の重要度測定を権限ある大臣との協議を経て公務員問題を所管する大臣の提案で確

定する。 

    理事会議長は人事、組織、財政、管理統制の幹部職所管の管理局長の助言を経て連邦政府機関の管理職１及び幹部職の重要度

を確定する。人事、組織、財政、管理統制の幹部職所管の管理局長のそれぞれの官職の重要度測定については、財政、管理統制、

人事、組織の幹部職所管の管理局長の助言がそれぞれ個別に問われる。 

    理事会議長及び管理職１の保有者は人事、組織、財政、管理統制の幹部職所管の管理局長の助言を経て連邦政府機関の管理職

２、３の保有者の重要度を確定する。 

    第２項及び第３項に規定した重要度測定委員会が完全には確定していない間は公務員問題を所管する大臣の助言を経て管理職

１、２、３の保有者の重要度の概算を所管大臣が決定する。 

 §2. これらの重要度測定の結果は官職の任命決定若しくは官職任命への決定に具体化される。 

第７条 第１条に上述した官職の全てはそれぞれこの決定の発効の日から６年間保証されることになる。 

 第１項に規定された保証期間在職する管理職１及び幹部職の保有者たちは最初の重要度測定の結果を任務の終わりまで維持する。 

第８条 この勅令は連邦政府機関の管理職並びに幹部職の名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令と同日付で発効して、理事会議

長及び管理職１、２、３の保有者の官職に関連し、連邦政府機関の幹部職の名称及び権限に関する2002年10月２日の勅令と同日付で

発効して幹部職に関連する。 

第９条 我が大臣及び我が副大臣はそれぞれの国法に関係し、その決定の施行に責任を負う。 

 資料《略》 

 

勅命により 
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７）それと同等の完全な教育課程を有する後期中等技術教育卒業証書。 

  後期中等専門学校の専門教育の水準の同等性を確定しそれによって卒業証書の交付の諸条件が規定される1971年２月10日の勅令及

び完全な教育課程を有する技術教育施設の若干の後期中等科の学習を規整する1976年６月25日の勅令により規定された諸条件に照応

して交付される。 

８）国により設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの施設から交付された完全な教育課程を有する専門若しくは技術

教育の６年の卒業証書、終了人物証明書、学習証明書、若しくは免状。 

９）いずれかの職業科の上級課程の終了後に交付される免状若しくは終了人物証明書。 

  国によって設立され、それに付属し、若しくは認可され、種類A４、C３、C２、C５のいずれかに格付けされたいずれかの専門教

育施設と結び付く。 

10）少なくとも750日の教育期間の１課程の後で交付された卒業証書。 

  種類B３、B１のいずれかに格付けされ国によって設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの専門教育施設による。 

11）少なくとも750日の教育期間の１課程の後で交付された卒業証書若しくは人物証明書種類B３、B２のいずれかに格付けされ国に

よって設立され、それに付属し、若しくは認可されたいずれかの専門教育施設、初級中等教育卒業証書若しくはそれと同等視される

検定試験の合格証書のいずれかによる。 

レベルＤ 

卒業証書とか若しくは人物証明書は全く要求されていない。 

第Ⅱ章 

§1. 同様に条約若しくは国際的協定の効力、若しくはこの名簿に規定された卒業証書若しくは学習証明書のいずれかについて同等で

あることが宣言された海外の卒業証書若しくは学習証明書の同等性に関する1971年３月19日の国法によって認められた手続の適用

によっていずれかの海外の規則に合致して取得された卒業証書若しくは学習人物証明書は認められる。 

§2. §１は、少なくとも３年の職業教育が完結させられる高等教育卒業証書を認める第１の総合的体系に関する1988年12月21日の会

議の（ヨーロッパ経済共同体）指針89/48/EECの規定、及び連邦政府機関への受入を考慮に入れた職業教育を認める第２の総合的

体系に関する1992年６月18日の会議の指針92/51/EECに反する。 

   既定の選考試験の範囲内でSELORの管理局長は1988年12月21日の上述の指針の第３条ａ項及びｂ項並びに資格を規定する1992

年６月18日の上述の指針の第３条、第５条、第６条、第８条、第９条の保有者が受け取る指名に責任を負う。現在の資格の価値を

知るためにはSELORの管理局長は権限ある教育官庁のいずれかにその資格について助言を求める。 

   その後で局長は、第４条においてそれについて用意された補償規定のありうる適用を含む1988年12月21日の上述の指針の第８条

§２により正式に決定するか、又はそれについて用意された補償規定の第４条、第５条、第７条のありうる適用を含む1992年６月

18日の上述の指針の第12条§２により決定する。 

§3. SELORの管理局長が適切な措置に影響を及ぼす決定を甘受しなければならないか若しくは認められている権限を修正すること

になる場合を除いて§２において列挙された指針を補充若しくは変更することになるベルギー官報において交付される指針は法的

に有効である。 
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Ⅳ－２ 連邦政府機関の管理職、幹部職の重要度及びその俸給の決定に関する 
   2001年７月11日の勅令 
 
2001年７月13日のベルギー官報 

 

調整版 

 

改正 

2004年３月９日ベルギー官報   第１条、第３条、第８条修正 俸給改正 

                第４条及び第５条２ｅ項廃止 

決定済み及び決定 

第１条 連邦政府機関の管理職の名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令第２条及び連邦政府機関の幹部職の名称及び権限に関す

る2002年10月２日の勅令第２条に記述された連邦政府機関の理事会議長職、幹部職、管理職１、２、３は本勅令の補遺１に具体化さ

れている基準の適用に応じて重要度が測られる。 

 前項に規定された基準のそれぞれについては本勅令の補遺２に従って点数が認められる。 

第２条 第１条に記述された官職の重要度は第１条の規定の適用に応じて獲得される点数の総合計については同じである。 

第３条 第１条に記述された官職は下記の２の欄に表示される第２条の重要度に応じて同じ表の１の欄の１等級から７等級までに及ぶ。

連邦政府機関の管理職及び名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令第15条並びに連邦政府機関の幹部職の名称及び権限に関する

2002年10月２日の勅令第14条を侵害することなく第１条に記述された官職の俸給は同じ表の３の欄に対応して決められる。 

１ ２ ３ 

等級 点数での職務の測定 俸給 

１ ≧320及び＜400点  64,623.91 

２ ≧400及び＜470点  71,004.20 

３ ≧470及び＜570点  81,453.64 

４ ≧570及び＜660点  90,999.24 

５ ≧660及び＜770点 108,654.92 

６ ≧770及び＜900点 127,028.75 

７ ≧900点 146,224.72 

俸給単位＝ユーロ 

 各省の職員の給与に当てはまる変動の規則もこの上の３の欄に記した給与の適用となる。 

 それらは中心軸×105.20の数値に結び付けられる。 

第４条 （……） 

第５条 水平的な連邦政府機関の人事、組織、財政、管理統制は第１条で上述した官職の重要度測定について決定を行う。 

第６条  

 §1. 閣議は連邦政府機関の各理事会議長の職務の重要度測定を権限ある大臣との協議を経て公務員問題を所管する大臣の提案で確

定する。 

    理事会議長は人事、組織、財政、管理統制の幹部職所管の管理局長の助言を経て連邦政府機関の管理職１及び幹部職の重要度

を確定する。人事、組織、財政、管理統制の幹部職所管の管理局長のそれぞれの官職の重要度測定については、財政、管理統制、

人事、組織の幹部職所管の管理局長の助言がそれぞれ個別に問われる。 

    理事会議長及び管理職１の保有者は人事、組織、財政、管理統制の幹部職所管の管理局長の助言を経て連邦政府機関の管理職

２、３の保有者の重要度を確定する。 

    第２項及び第３項に規定した重要度測定委員会が完全には確定していない間は公務員問題を所管する大臣の助言を経て管理職

１、２、３の保有者の重要度の概算を所管大臣が決定する。 

 §2. これらの重要度測定の結果は官職の任命決定若しくは官職任命への決定に具体化される。 

第７条 第１条に上述した官職の全てはそれぞれこの決定の発効の日から６年間保証されることになる。 

 第１項に規定された保証期間在職する管理職１及び幹部職の保有者たちは最初の重要度測定の結果を任務の終わりまで維持する。 

第８条 この勅令は連邦政府機関の管理職並びに幹部職の名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令と同日付で発効して、理事会議

長及び管理職１、２、３の保有者の官職に関連し、連邦政府機関の幹部職の名称及び権限に関する2002年10月２日の勅令と同日付で

発効して幹部職に関連する。 

第９条 我が大臣及び我が副大臣はそれぞれの国法に関係し、その決定の施行に責任を負う。 

 資料《略》 

 

勅命により 
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Ⅳ－３ 連邦政府機関における評価周期の採用のための2002年８月２日の勅令 
 

（2002年８月13日のベルギー官報） 

 

第Ⅰ編 適用範囲及び定義 
 

第１条 本勅令は以下のものを除いて各連邦政府機関に共通の機関の設置及び編成に関する2000年11月７日の勅令に規定された連邦政

府諸機関の職員群に適用される： 

   １º 管理職及び幹部職保有者； 

   ２º 国家安全管理の外勤職員； 

   ３º 16・17等級の廃止された階級の肩書保有者。 

   …… 

第２条  

 §1. 本勅令の適用のためには以下のように解される： 

   １º 評価周期：評価者が指導責任について支援し、目標は長とその直属部下との間の意思疎通を刺激すること、職員群の能力の

向上を促進すること、連邦政府機関の目標設定を達成することにある手続； 

   ２º 職務記録：とりわけ職務の目的、成果の範囲、職務の必要要件、職員群と職務の関係の記述； 

   ３º 職務全般の記述：同じ職務を行う職員群全員に適用される職務記述； 

   ４º 特別職務記述：職員群の一人だけに適用される職務記述； 

   ５º 評価者：日常の指導に当たる及び/又は被評価者の職務を監督している、且つ評価周期の枠内で非公式若しくは公式の意思

疎通が確保されている職場の長； 

   ６º 評価：職員群の職務、能力及び態度の評価が記述される； 

   ７º 組織目標設定：各種の管理職レベルで連邦政府の各種政策・行政機関において目標設定及び計画が作成される； 

   ８º 職員群：常勤公務員及び労働契約によって職務に任命される人間。 

 §2. …… 

 

第Ⅱ編 評価周期 

 

第Ⅰ章 総 則 

第３条 評価周期は現役の職員にとっては義務となる。 

第４条 評価期間は１年若しくは２年関係する。 

 理事会は関係する職員群の範疇及び評価周期１年か若しくは２年を決定する。 

第５条 連邦政府機関の理事会は関係連邦政府機関の評価周期の組織及びそれに関連する企画政府機関に関する施行規則を制定する。 

第Ⅱ章 評価者及び被評価者の役割 

第６条 第２条§２を侵害することなしに職員群の評価周期は評価者によって運営される。 

 …… 

 評価者は被評価者の最も身近な管理職若しくは幹部職保有者に頼るか、又は被評価者が招聘してもらえた職場の上司の職員群かであ

る。 

 評価者は誰もが昇進事件の必要な研修を受けていかなければならない。連邦政府人事組織局がこの研修の内容を決定する。 

第７条 第20条第３項及び第２条§２を侵害することなしに評価者は評価と評価資料管理の最終責任を負う。 

 被評価者は自己の評価記録資料に記録を記載されることができる。 

 第２項に述べられていることを除いて何らかの記録が評価記録資料の中に書き留められているときは評価者は被評価者にこれについ

ての写しを手に入れてやる。被評価者はこの記録に了承の署名をし所見を付け加えることができる。 

第８条 評価の対話の準備として評価者は評価に役立てられる情報を全て入手できる。 

第９条 評価者はとりわけ自らによってなされた評価の役割がその一部である指導能力を評価される。 

第Ⅲ章 評価周期の終了 

第１節 職務記録及び目標設定 

第10条 常勤に任命の際に、又は就任の際に、新しい職務の受入れの際に評価者は被評価者を職務の遂行に付随してその際に確定され

る職務記述のための職務をめぐる対話に招く。 

第11条 評価者は被評価者の職務内容に基づく計画をめぐる対話又は達成目標設定が時宜を得ている際に決定する。 
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Ⅳ－３ 連邦政府機関における評価周期の採用のための2002年８月２日の勅令 
 

（2002年８月13日のベルギー官報） 

 

第Ⅰ編 適用範囲及び定義 
 

第１条 本勅令は以下のものを除いて各連邦政府機関に共通の機関の設置及び編成に関する2000年11月７日の勅令に規定された連邦政

府諸機関の職員群に適用される： 

   １º 管理職及び幹部職保有者； 

   ２º 国家安全管理の外勤職員； 

   ３º 16・17等級の廃止された階級の肩書保有者。 

   …… 

第２条  

 §1. 本勅令の適用のためには以下のように解される： 

   １º 評価周期：評価者が指導責任について支援し、目標は長とその直属部下との間の意思疎通を刺激すること、職員群の能力の

向上を促進すること、連邦政府機関の目標設定を達成することにある手続； 

   ２º 職務記録：とりわけ職務の目的、成果の範囲、職務の必要要件、職員群と職務の関係の記述； 

   ３º 職務全般の記述：同じ職務を行う職員群全員に適用される職務記述； 

   ４º 特別職務記述：職員群の一人だけに適用される職務記述； 

   ５º 評価者：日常の指導に当たる及び/又は被評価者の職務を監督している、且つ評価周期の枠内で非公式若しくは公式の意思

疎通が確保されている職場の長； 

   ６º 評価：職員群の職務、能力及び態度の評価が記述される； 

   ７º 組織目標設定：各種の管理職レベルで連邦政府の各種政策・行政機関において目標設定及び計画が作成される； 

   ８º 職員群：常勤公務員及び労働契約によって職務に任命される人間。 

 §2. …… 

 

第Ⅱ編 評価周期 

 

第Ⅰ章 総 則 

第３条 評価周期は現役の職員にとっては義務となる。 

第４条 評価期間は１年若しくは２年関係する。 

 理事会は関係する職員群の範疇及び評価周期１年か若しくは２年を決定する。 

第５条 連邦政府機関の理事会は関係連邦政府機関の評価周期の組織及びそれに関連する企画政府機関に関する施行規則を制定する。 

第Ⅱ章 評価者及び被評価者の役割 

第６条 第２条§２を侵害することなしに職員群の評価周期は評価者によって運営される。 

 …… 

 評価者は被評価者の最も身近な管理職若しくは幹部職保有者に頼るか、又は被評価者が招聘してもらえた職場の上司の職員群かであ

る。 

 評価者は誰もが昇進事件の必要な研修を受けていかなければならない。連邦政府人事組織局がこの研修の内容を決定する。 

第７条 第20条第３項及び第２条§２を侵害することなしに評価者は評価と評価資料管理の最終責任を負う。 

 被評価者は自己の評価記録資料に記録を記載されることができる。 

 第２項に述べられていることを除いて何らかの記録が評価記録資料の中に書き留められているときは評価者は被評価者にこれについ

ての写しを手に入れてやる。被評価者はこの記録に了承の署名をし所見を付け加えることができる。 

第８条 評価の対話の準備として評価者は評価に役立てられる情報を全て入手できる。 

第９条 評価者はとりわけ自らによってなされた評価の役割がその一部である指導能力を評価される。 

第Ⅲ章 評価周期の終了 

第１節 職務記録及び目標設定 

第10条 常勤に任命の際に、又は就任の際に、新しい職務の受入れの際に評価者は被評価者を職務の遂行に付随してその際に確定され

る職務記述のための職務をめぐる対話に招く。 

第11条 評価者は被評価者の職務内容に基づく計画をめぐる対話又は達成目標設定が時宜を得ている際に決定する。 
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 この目標設定は組織の目標設定の一環である。 

 必要ならば被評価者及び評価者はそれぞれの達成目標設定評価期間の初めに及び/又は個人的開発目標設定及びこの目標設定が確定

される到来する評価期間の前に話し合う。 

 …… 

第２節 援護及び連絡 

第12条 それぞれ必要な場合には評価期間の途中で職務についての対話が被評価者と評価者の間に行われる。 

 職務についての対話では以下の機会がめぐってくる： 

   １º 被評価者の職務と関連する障害の解決； 

   ２º 取り決められた目標達成の障害の解決；これは組織及び職務活動にも外在的要因としての長の援護にも関係がありうる； 

   ３º 現在の職務の初めの職員群の教育； 

   ４º 職員群の経歴の展望及び昇進の期待並びにこのための望ましい能力の開発。 

    この対話の機会には開発達成目標設定が述べられたり取り決められた達成目標設定について修正が行われたりする。 

第３節 評 価 

第13条 評価は以下の基準に基づいて行われる。 

   １º 職務基準； 

   ２º 計画をめぐる対話についての外部要因； 

   ３º 必要ならば達成目標設定及び個人的な開発目標設定。 

第14条 評価の対話の準備として被評価者が自己評価を用意する。 

 各評価者は自己評価において評価方法と自らによって用意された評価の質とがその一部である指導能力を評価する。 

 書面の自己評価は被評価者に所有権が残る。被評価者は評価記録資料に書き留めさせてもらえる。 

第15条 評価期間の終了の後で評価者はそこで被評価者の職務及び目標設定が達成される程度を判断される評価対話に被評価者を招く。 

第16条 評価対話が終了した後で評価者はとりわけ過ぎ去った評価期間中の被評価者の職務を扱った前提とされた目標設定が達成され

た程度及びその職員の個人的貢献について評価報告を書く。 

 その書面の評価報告書は被評価者との評価対話後15暦日以内に届けられる。 

 受領後15暦日以内に被評価者は評価への所見を追加し評価者に報告書を戻す。 

第Ⅳ章 評価関係資料 

第17条 個人の評価関係資料は以下のものを含む： 

   １º 身分証明資料、等級、名称を付した身分証明カード； 

   ２º 一般的な必要があれば特殊な職務記述及びこれに若干追加する限り計画対話からの要素； 

   ３º 必要ならば取り決められた達成目標設定； 

   ４º 必要ならば職務をめぐる対話の報告及び/又はこの対話の間になされた取決め； 

   ５º 被評価者から要請された追加の記録； 

   ６º 書面の評価報告。 

第18条 被評価者の個人的評価関係資料は職員個人、評価者、日常の指導及び/又は監督が評価者の職務について行われる職員、及び

関係連邦政府機関の人事組織局の幹部職が自由に利用することができる。 

 

第Ⅲ編 評価報告及び「不合格」の最終評価 
 

第Ⅰ章 「不合格」の最終評価の認定 

第19条 書面の報告は評価者が被評価者が「不合格」の評価を受けると判断した場合を除いて最終報告には含まれない。 

第20条 評価記録は被評価者の職務が明らかに標準以下であるために最終評価でのみ「不合格」と評価できる。 

 「不合格」の最終評価は過去の評価期間についての書面の評価報告においてのみ裏づけられる。 

 「不合格」の評価でもって結論付けられる書面の評価報告は第２条の§２で規定される場合を除いて評価者及びその職務上の長に

よって署名される。 

第Ⅱ章 常勤公務員の経歴への影響 

第１節 総 則 

第21条 最初の「不合格」の評価は常勤職公務員にとっては警告及び職務向上への誘導と見なされる。評価者及び職場の長は関係連邦

政府機関の人事組織幹部職の責任において被評価者の配置転換を提案できる；これは通告される。 

 理事会は最初の「不合格」の評価の承認に続く評価期間を決定する；この期間は６か月に達する。 

 最初の「不合格」の評価後３年以内に２回目の「不合格」の評価が続いた場合には任命機関に免職の提案がなされる。 

第２節 最初の「不合格」の評価の場合の手続 
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第22条  

 §1. 公務員は書留郵便で連邦政府機関内に設置される上訴審判所に最初の「不合格」の評価送達後書留郵便で15暦日以内に上訴を

開始できる。 

    その上訴は保留される。 

 §2. 第24条及び第25条は§１で言及した上訴に適用される。 

第３節 職務不適任の報告への手続 

第23条 公務員は書留郵便で連邦政府機関内に設置される上訴審判所に２回目の「不合格」の評価に対して２回目の「不合格」の評価

送達後書留郵便で15暦日以内に上訴を開始できる。 

第24条  

 §1. 第22条及び第23条に規定された上訴審判所においては公務員のために仮に言語別役割及び系統があれば何がしかの部局は審判

所によって聴聞のために質問できる。 

 §2. 上訴審判所は以下のもので構成される： 

   １º 他の連邦政府機関の管理職１若しくは２の保有者で当該理事会議長から指名される議長一人； 

   ２º 部局ごとに常勤職公務員から選ばれた陪席たち； 

   ３º 部局ごとに当該理事会議長から指名された事務総長兼報告者一人； 

   ４º 代理人たち。 

 §3. 陪席の半数は理事会議長によって指名される；他の半数は陪席に比例して政府とその職員労働組合との関係を規制する1974年

12月19日の国法の第７条若しくは８条§１の諸条件を満たす労働組合代表ごとに指名される。 

 §4. 事務総長兼報告者は投票権を持たない。 

 §5. 代理人たちは同じ方法で正規の構成員として指名される。 

 §6. 案件の審理のために在席する正規及び代理の陪席は上訴人と同じか上位のレベルに属していなければならない。 

第25条  

 §1. 公務員は案件の完全な関係資料を15暦日以内に上訴審判所の構成員に手渡す事務総長兼報告者を通じて上訴を開始する。 

 §2. 事務総長兼報告者は議長に関係案件の審理のために呼び出される正規及び代理の構成員の名簿を書留郵便で送達する。 

 §3. 公務員は自ら出頭しなければならない。自ら選任した人間によって支援を受けることができる。弁護人は上訴審判所の一員で

あってはならない。 

 §4. 上訴審判所は関係資料を審理開始の15暦日以内に審理しなければならない。審理後少なくとも15暦日以内に理事会の議長とと

もに上訴人にも書留郵便で理由を付した勧告を伝える。理事会の議長は上訴審判所の勧告の受領後確実に15暦日以内に上訴審判

所の勧告を書留郵便で公務員と上訴審判所の両方に遅滞なくその決定を伝える。 

 §5. 仮に公務員が適切な召喚であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しないならば議長はもはやその案件を審判所で係争中で

はないし、その関係記録資料は理事会の議長に帰属していないと見なす。２回目の欠席の場合は有効な理由が援用されえたとし

ても不可抗力の場合を除いて関係資料の文書を基に審決を宣告できる。 

    弁護人の欠席は不可抗力の場合を除いて延期の理由なしと見なされる。 

 §6. 投票は秘密である。投票の結果は勧告に追加される。 

第27条 職務不適任のために解雇される公務員には解雇のための補償が認められる。 

 この補償は公務員が少なくとも20年在任していた場合には最後の月収の12倍、10年か10年以下在任していたらこの補償は８倍か若し

くは６倍に相当する。 

 本条の適用によって「補償」についてはそれぞれの俸給、それぞれの賃金若しくは俸給又は賃金に代わるそれぞれの補償は小売価格

指標の変動に起因する昇給若しくは減給を考慮すると解されなければならない。完璧な業績に対して当然支払われるべきものを考慮

に入れた補償は必要なら家族手当若しくは地域給を含んで小売価格指標の変動に起因する昇給若しくは減給を考慮する。 

第Ⅲ章 労働協約に加入させられる職員の報告 

第28条 書面の評価報告が「不合格」の最終評価で結論付けされるときは労働協約に関する1978年７月３日の法律の強制的な適用を考

慮して職員構成員の労働協約は終了となる。 

 

第Ⅳ編 異動の決定及び最終決定 

 
第29条 本勅令により規定される連邦政府機関の公務員に関する国法により廃止されるのは： 

   １º 1994年９月26日の勅令により取って代わられた国家公務員の法規に関する1937年10月２日の勅令第56条乃至第62条まで； 

   ２º 1997年２月６日の勅令により取って代わられ、2000年９月17日の勅令により修正され、1997年２月６日の勅令によって取っ

て代わられた国家公務員の評価及び経歴に関する1994年９月26日の勅令の第Ⅰ編； 

   ３º 1997年２月６日の勅令により取って代わられた1973年６月29日の勅令の第29条の２及び第30条； 
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 この目標設定は組織の目標設定の一環である。 

 必要ならば被評価者及び評価者はそれぞれの達成目標設定評価期間の初めに及び/又は個人的開発目標設定及びこの目標設定が確定

される到来する評価期間の前に話し合う。 

 …… 

第２節 援護及び連絡 

第12条 それぞれ必要な場合には評価期間の途中で職務についての対話が被評価者と評価者の間に行われる。 

 職務についての対話では以下の機会がめぐってくる： 

   １º 被評価者の職務と関連する障害の解決； 

   ２º 取り決められた目標達成の障害の解決；これは組織及び職務活動にも外在的要因としての長の援護にも関係がありうる； 

   ３º 現在の職務の初めの職員群の教育； 

   ４º 職員群の経歴の展望及び昇進の期待並びにこのための望ましい能力の開発。 

    この対話の機会には開発達成目標設定が述べられたり取り決められた達成目標設定について修正が行われたりする。 

第３節 評 価 

第13条 評価は以下の基準に基づいて行われる。 

   １º 職務基準； 

   ２º 計画をめぐる対話についての外部要因； 

   ３º 必要ならば達成目標設定及び個人的な開発目標設定。 

第14条 評価の対話の準備として被評価者が自己評価を用意する。 

 各評価者は自己評価において評価方法と自らによって用意された評価の質とがその一部である指導能力を評価する。 

 書面の自己評価は被評価者に所有権が残る。被評価者は評価記録資料に書き留めさせてもらえる。 

第15条 評価期間の終了の後で評価者はそこで被評価者の職務及び目標設定が達成される程度を判断される評価対話に被評価者を招く。 

第16条 評価対話が終了した後で評価者はとりわけ過ぎ去った評価期間中の被評価者の職務を扱った前提とされた目標設定が達成され

た程度及びその職員の個人的貢献について評価報告を書く。 

 その書面の評価報告書は被評価者との評価対話後15暦日以内に届けられる。 

 受領後15暦日以内に被評価者は評価への所見を追加し評価者に報告書を戻す。 

第Ⅳ章 評価関係資料 

第17条 個人の評価関係資料は以下のものを含む： 

   １º 身分証明資料、等級、名称を付した身分証明カード； 

   ２º 一般的な必要があれば特殊な職務記述及びこれに若干追加する限り計画対話からの要素； 

   ３º 必要ならば取り決められた達成目標設定； 

   ４º 必要ならば職務をめぐる対話の報告及び/又はこの対話の間になされた取決め； 

   ５º 被評価者から要請された追加の記録； 

   ６º 書面の評価報告。 

第18条 被評価者の個人的評価関係資料は職員個人、評価者、日常の指導及び/又は監督が評価者の職務について行われる職員、及び

関係連邦政府機関の人事組織局の幹部職が自由に利用することができる。 

 

第Ⅲ編 評価報告及び「不合格」の最終評価 
 

第Ⅰ章 「不合格」の最終評価の認定 

第19条 書面の報告は評価者が被評価者が「不合格」の評価を受けると判断した場合を除いて最終報告には含まれない。 

第20条 評価記録は被評価者の職務が明らかに標準以下であるために最終評価でのみ「不合格」と評価できる。 

 「不合格」の最終評価は過去の評価期間についての書面の評価報告においてのみ裏づけられる。 

 「不合格」の評価でもって結論付けられる書面の評価報告は第２条の§２で規定される場合を除いて評価者及びその職務上の長に

よって署名される。 

第Ⅱ章 常勤公務員の経歴への影響 

第１節 総 則 

第21条 最初の「不合格」の評価は常勤職公務員にとっては警告及び職務向上への誘導と見なされる。評価者及び職場の長は関係連邦

政府機関の人事組織幹部職の責任において被評価者の配置転換を提案できる；これは通告される。 

 理事会は最初の「不合格」の評価の承認に続く評価期間を決定する；この期間は６か月に達する。 

 最初の「不合格」の評価後３年以内に２回目の「不合格」の評価が続いた場合には任命機関に免職の提案がなされる。 

第２節 最初の「不合格」の評価の場合の手続 
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第22条  

 §1. 公務員は書留郵便で連邦政府機関内に設置される上訴審判所に最初の「不合格」の評価送達後書留郵便で15暦日以内に上訴を

開始できる。 

    その上訴は保留される。 

 §2. 第24条及び第25条は§１で言及した上訴に適用される。 

第３節 職務不適任の報告への手続 

第23条 公務員は書留郵便で連邦政府機関内に設置される上訴審判所に２回目の「不合格」の評価に対して２回目の「不合格」の評価

送達後書留郵便で15暦日以内に上訴を開始できる。 

第24条  

 §1. 第22条及び第23条に規定された上訴審判所においては公務員のために仮に言語別役割及び系統があれば何がしかの部局は審判

所によって聴聞のために質問できる。 

 §2. 上訴審判所は以下のもので構成される： 

   １º 他の連邦政府機関の管理職１若しくは２の保有者で当該理事会議長から指名される議長一人； 

   ２º 部局ごとに常勤職公務員から選ばれた陪席たち； 

   ３º 部局ごとに当該理事会議長から指名された事務総長兼報告者一人； 

   ４º 代理人たち。 

 §3. 陪席の半数は理事会議長によって指名される；他の半数は陪席に比例して政府とその職員労働組合との関係を規制する1974年

12月19日の国法の第７条若しくは８条§１の諸条件を満たす労働組合代表ごとに指名される。 

 §4. 事務総長兼報告者は投票権を持たない。 

 §5. 代理人たちは同じ方法で正規の構成員として指名される。 

 §6. 案件の審理のために在席する正規及び代理の陪席は上訴人と同じか上位のレベルに属していなければならない。 

第25条  

 §1. 公務員は案件の完全な関係資料を15暦日以内に上訴審判所の構成員に手渡す事務総長兼報告者を通じて上訴を開始する。 

 §2. 事務総長兼報告者は議長に関係案件の審理のために呼び出される正規及び代理の構成員の名簿を書留郵便で送達する。 

 §3. 公務員は自ら出頭しなければならない。自ら選任した人間によって支援を受けることができる。弁護人は上訴審判所の一員で

あってはならない。 

 §4. 上訴審判所は関係資料を審理開始の15暦日以内に審理しなければならない。審理後少なくとも15暦日以内に理事会の議長とと

もに上訴人にも書留郵便で理由を付した勧告を伝える。理事会の議長は上訴審判所の勧告の受領後確実に15暦日以内に上訴審判

所の勧告を書留郵便で公務員と上訴審判所の両方に遅滞なくその決定を伝える。 

 §5. 仮に公務員が適切な召喚であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しないならば議長はもはやその案件を審判所で係争中で

はないし、その関係記録資料は理事会の議長に帰属していないと見なす。２回目の欠席の場合は有効な理由が援用されえたとし

ても不可抗力の場合を除いて関係資料の文書を基に審決を宣告できる。 

    弁護人の欠席は不可抗力の場合を除いて延期の理由なしと見なされる。 

 §6. 投票は秘密である。投票の結果は勧告に追加される。 

第27条 職務不適任のために解雇される公務員には解雇のための補償が認められる。 

 この補償は公務員が少なくとも20年在任していた場合には最後の月収の12倍、10年か10年以下在任していたらこの補償は８倍か若し

くは６倍に相当する。 

 本条の適用によって「補償」についてはそれぞれの俸給、それぞれの賃金若しくは俸給又は賃金に代わるそれぞれの補償は小売価格

指標の変動に起因する昇給若しくは減給を考慮すると解されなければならない。完璧な業績に対して当然支払われるべきものを考慮

に入れた補償は必要なら家族手当若しくは地域給を含んで小売価格指標の変動に起因する昇給若しくは減給を考慮する。 

第Ⅲ章 労働協約に加入させられる職員の報告 

第28条 書面の評価報告が「不合格」の最終評価で結論付けされるときは労働協約に関する1978年７月３日の法律の強制的な適用を考

慮して職員構成員の労働協約は終了となる。 

 

第Ⅳ編 異動の決定及び最終決定 

 
第29条 本勅令により規定される連邦政府機関の公務員に関する国法により廃止されるのは： 

   １º 1994年９月26日の勅令により取って代わられた国家公務員の法規に関する1937年10月２日の勅令第56条乃至第62条まで； 

   ２º 1997年２月６日の勅令により取って代わられ、2000年９月17日の勅令により修正され、1997年２月６日の勅令によって取っ

て代わられた国家公務員の評価及び経歴に関する1994年９月26日の勅令の第Ⅰ編； 

   ３º 1997年２月６日の勅令により取って代わられた1973年６月29日の勅令の第29条の２及び第30条； 
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   ４º 第23条を除いて2001年11月16日の勅令により修正された国家公務員の職務不適任による解雇を規定する1999年４月26日の勅

令。 

 国家公務員の職務不適任による解雇を規定する1999年４月26日の勅令に基づき開始される手続は本勅令により規整されたままである。 

第30条 本勅令は朕によって確定された日に発効する；この日は関係理事会議長の就任後18か月を超えてはならない。 

第30条の２ …… 

1. 2002年10月２日の勅令（2002年10月９日のベルギー官報） 

2. 2003年９月28日の勅令（2003年10月８日のベルギー官報） 

3. 2004年２月10日の勅令（2004年３月19日のベルギー官報） 

4. 2004年10月８日の勅令（2004年10月28日のベルギー官報） 

5. 2005年２月１日の勅令（2005年２月16日のベルギー官報） 

6. 2005年４月12日の勅令（2005年５月６日のベルギー官報） 
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Ⅳ－４ 連邦政府機関の幹部職の名称及び権限並びに連邦企画機関に関する 
   2002年10月２日の勅令 

 
第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 この勅令はとりわけ各連邦政府機関に共通の機関の設置と編成を行う2000年11月７日の勅令に規定された連邦政府諸機関と連

邦政府企画機関に適用される。内部監査部長の権限及び名称に関しては本勅令は連邦政府機関内の内部監査に関する2002年10月２日

の勅令を補完し修正する。 

第Ⅱ章 幹部職及びその法律上の性質 

第２条  

 §1. 幹部職は以下のとおり： 

   １º 人事組織部長 

   ２º 財務管理部長 

   ３º 情報通信技術部長 

   ４º 内部監査部長 

    幹部職の追加は関係大臣の提案で公務員問題及び財政所管大臣の同意を得て国王によって組織図に加えることができる。 

    連邦政府機関の幹部職及び連邦政府企画機関は二つのグループに分けられる： 

    レベル１、とりわけ§１の第１項、第２項、第３項に規定された幹部職、 

    レベル２の幹部職。 

 §2. レベル１の幹部職は以下の階層序列で管理職を構成する。 

   １º 理事会議長若しくは議長； 

   ２º 管理職１の保有者若しくはレベル１の幹部職保有者。 

 §3. レベル２の幹部職は以下の階層序列で管理職を構成する。 

   １º 管理職１の保有者； 

   ２º 管理職２の保有者若しくはレベル２の幹部職保有者。 

 §4. 内部監査部長の階層序列は連邦政府機関内の内部監査に関する2002年10月２日の勅令によって規定される。 

 §5. 全ての幹部職は委任、すなわち第９条に対応した更新可能な暫定的な指示の一環の中で職務を果たす。 

第Ⅲ章 幹部職保有者の選考、募集、任命 

第Ⅰ節 総 則 

第３条 本章の規定を侵害することなく国家公務員の選考及び募集に適切な規則が幹部職の保有者の選考及び募集に適用される。 

第Ⅱ節 選 考 

第４条 幹部職の競争試験に参加するには候補者はレベルAの保有者か若しくはレベルAの官職の競争試験に参加できなければならな

い。 

 幹部職の候補者は少なくとも５年の有用な専門的経験を持つことを証明しなければならない。 

第５条  

 §1. 幹部職の候補者は挑戦する幹部職の職務記述及び能力特性に規定されたそれぞれの官職特有の経験及び知識の諸条件を満たさ

なければならない。 

 §2. 連邦政府機関若しくは連邦企画機関内の挑戦する幹部職の職務記述及び権限の特性は以下により規定されている： 

   １º レベル１の幹部職については理事会の議長若しくは議長の提案に基づき大臣により； 

   ２º レベル２の幹部職については理事会の議長又は議長及びレベル１の幹部職保有者の提案に基づき大臣により。 

第６条  

 §1. 候補者たちは一般的特殊的受入条件を考慮してその受入の可能性を調査するSELOR ― 連邦政府選考局 ― により受け入れ

られる。 

    SELOR ― 連邦政府選考局 ― により受入の可能性を宣告された候補者たちは選考委員会に移される。 

 §2. 受入可能な候補者の宣告を受けた候補者たちは選考委員会から挑戦する幹部職と関連のある実例から始まる口述試験を受ける。

この口述試験はいずれかの幹部職の遂行について評価される官職特有の能力及び必要な行動の素質の両方を目的にしている。 

    口述試験は連邦政府選考局により言語ごとに準備され、それに加えて候補者の人柄の検査はもとより管理・組織の素質に及ぶ

コンピュータ化された試験が先行する。この試験の内容はフランス語もオランダ語も同じである。試験の結果はそれについて採

点・評価された結果だけが選考委員会に通告される。 

 §3. §２に規定された試験及び口述試験の後、且つ候補者の証明書及び利点を比較した後、候補者はグループA《非常に優秀》、

グループB《有能》、グループC《あまり有能でない》、グループD《無能》に区分される。この区分には理由の説明がある。 
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   ４º 第23条を除いて2001年11月16日の勅令により修正された国家公務員の職務不適任による解雇を規定する1999年４月26日の勅

令。 

 国家公務員の職務不適任による解雇を規定する1999年４月26日の勅令に基づき開始される手続は本勅令により規整されたままである。 

第30条 本勅令は朕によって確定された日に発効する；この日は関係理事会議長の就任後18か月を超えてはならない。 

第30条の２ …… 

1. 2002年10月２日の勅令（2002年10月９日のベルギー官報） 

2. 2003年９月28日の勅令（2003年10月８日のベルギー官報） 

3. 2004年２月10日の勅令（2004年３月19日のベルギー官報） 

4. 2004年10月８日の勅令（2004年10月28日のベルギー官報） 

5. 2005年２月１日の勅令（2005年２月16日のベルギー官報） 

6. 2005年４月12日の勅令（2005年５月６日のベルギー官報） 
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Ⅳ－４ 連邦政府機関の幹部職の名称及び権限並びに連邦企画機関に関する 
   2002年10月２日の勅令 

 
第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 この勅令はとりわけ各連邦政府機関に共通の機関の設置と編成を行う2000年11月７日の勅令に規定された連邦政府諸機関と連

邦政府企画機関に適用される。内部監査部長の権限及び名称に関しては本勅令は連邦政府機関内の内部監査に関する2002年10月２日

の勅令を補完し修正する。 

第Ⅱ章 幹部職及びその法律上の性質 

第２条  

 §1. 幹部職は以下のとおり： 

   １º 人事組織部長 

   ２º 財務管理部長 

   ３º 情報通信技術部長 

   ４º 内部監査部長 

    幹部職の追加は関係大臣の提案で公務員問題及び財政所管大臣の同意を得て国王によって組織図に加えることができる。 

    連邦政府機関の幹部職及び連邦政府企画機関は二つのグループに分けられる： 

    レベル１、とりわけ§１の第１項、第２項、第３項に規定された幹部職、 

    レベル２の幹部職。 

 §2. レベル１の幹部職は以下の階層序列で管理職を構成する。 

   １º 理事会議長若しくは議長； 

   ２º 管理職１の保有者若しくはレベル１の幹部職保有者。 

 §3. レベル２の幹部職は以下の階層序列で管理職を構成する。 

   １º 管理職１の保有者； 

   ２º 管理職２の保有者若しくはレベル２の幹部職保有者。 

 §4. 内部監査部長の階層序列は連邦政府機関内の内部監査に関する2002年10月２日の勅令によって規定される。 

 §5. 全ての幹部職は委任、すなわち第９条に対応した更新可能な暫定的な指示の一環の中で職務を果たす。 

第Ⅲ章 幹部職保有者の選考、募集、任命 

第Ⅰ節 総 則 

第３条 本章の規定を侵害することなく国家公務員の選考及び募集に適切な規則が幹部職の保有者の選考及び募集に適用される。 

第Ⅱ節 選 考 

第４条 幹部職の競争試験に参加するには候補者はレベルAの保有者か若しくはレベルAの官職の競争試験に参加できなければならな

い。 

 幹部職の候補者は少なくとも５年の有用な専門的経験を持つことを証明しなければならない。 

第５条  

 §1. 幹部職の候補者は挑戦する幹部職の職務記述及び能力特性に規定されたそれぞれの官職特有の経験及び知識の諸条件を満たさ

なければならない。 

 §2. 連邦政府機関若しくは連邦企画機関内の挑戦する幹部職の職務記述及び権限の特性は以下により規定されている： 

   １º レベル１の幹部職については理事会の議長若しくは議長の提案に基づき大臣により； 

   ２º レベル２の幹部職については理事会の議長又は議長及びレベル１の幹部職保有者の提案に基づき大臣により。 

第６条  

 §1. 候補者たちは一般的特殊的受入条件を考慮してその受入の可能性を調査するSELOR ― 連邦政府選考局 ― により受け入れ

られる。 

    SELOR ― 連邦政府選考局 ― により受入の可能性を宣告された候補者たちは選考委員会に移される。 

 §2. 受入可能な候補者の宣告を受けた候補者たちは選考委員会から挑戦する幹部職と関連のある実例から始まる口述試験を受ける。

この口述試験はいずれかの幹部職の遂行について評価される官職特有の能力及び必要な行動の素質の両方を目的にしている。 

    口述試験は連邦政府選考局により言語ごとに準備され、それに加えて候補者の人柄の検査はもとより管理・組織の素質に及ぶ

コンピュータ化された試験が先行する。この試験の内容はフランス語もオランダ語も同じである。試験の結果はそれについて採

点・評価された結果だけが選考委員会に通告される。 

 §3. §２に規定された試験及び口述試験の後、且つ候補者の証明書及び利点を比較した後、候補者はグループA《非常に優秀》、

グループB《有能》、グループC《あまり有能でない》、グループD《無能》に区分される。この区分には理由の説明がある。 
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    グループA及びグループBの候補者は編入される。 

第７条  

 §1. 選考委員会は以下の者によって構成される 

   １º 連邦政府選考局長若しくはその代理者、委員長； 

   ２º 管理問題の外部専門家一人； 

   ３º 人的資源管理問題の外部専門家一人； 

   ４º 挑戦する官職に固有の問題について経験及び特別の知識を有する外部専門家二人； 

   ５º いずれかの幹部職の選考手続がその人々によって準備される他の連邦政府機関若しくは連邦企画機関からの、いずれかの省

からの、いずれかの公的な社会保障施設からの、いずれかの連邦科学研究施設からの、いずれかの連邦公益法人からの、地域

圏若しくは共同体の政府からの、又は共同体協会からの、その官職が少なくとも挑戦する幹部職と同等である二人の公務員； 

   ６º ２º以下５ºまでに記述された委員のそれぞれについて言語ごとに一人の代表。この者たちは現役の委員として同時に任命さ

れる。 

    言語集団はそれぞれの現役の部の内部で保障され、第１項の４º及び５ºに規定された選考委員会の代表委員となる。第１項の

２ºに規定された現役委員及びその代理者は、第１項の３ºに規定されたいずれかの他の言語身分に所属しその代理となる。第１

項の２º、３º、４ºに規定された委員及びその代理者の言語身分はその専門的任務に必要な能力の評価について考慮されるその

修学を証明する人物証明書若しくは卒業証書によって決定される。第１項の５ºに規定された委員及びその代理者の言語身分は

公務員の言語の名簿によって若しくは制度改革についての1980年８月９日の普通法の第35条乃至第41条までの適用によって決定

される。 

    第１項の２º、４º、５ºに規定された選考委員会の現役委員の顔ぶれはその代理者とともに関係理事会の議長若しくは関係議

長の提案に基づき関係大臣と相談して決定される。 

    いずれかの幹部職の空席が両言語名簿の候補者に明らかにされたときは選考委員会委員長は1966年７月18日に調整された行政

問題における言語の使用の国法の第43条§３第１項に従って両言語の知識を証明しているか若しくはこの知識を証明しているい

ずれかの公務員に援助されるかしなければならない。 

    いずれかの幹部職の空席が専らどちらかの言語名簿の候補者に明らかにされる場合には、又は連邦政府選考局による候補者の

受入の調査の後でいずれか一つの言語名簿のいずれか一人の候補者だけが残されている場合には、選考委員会は第１項の２º、

３º、４º、５ºに規定された委員の部ごとの唯一人の代表によって構成される。候補者と同じ言語名簿若しくは言語身分に所属

する。選考委員会の委員長が言語名簿若しくは言語身分に所属している場合には、第４項に規定された公務員の援助を受けるに

は及ばない。 

 §2. SELOR ― 連邦政府選考局 ― 局長は公務員問題所管大臣と一緒に局長代理を含めて選考委員会を編成する。直ちに７労働

日の期限内に知らせる責任を負っている政府委員に知らせる。この場合には公務員問題所管大臣は完全な関係資料を関係政府委

員にこれについての写しが送付された後で閣議決定に掛ける。 

    閣議が公務員問題所管大臣により提出された関係資料を基に選考委員の一人に異論を唱えればSELOR ― 連邦政府選考局 ― 

は別の委員を任命する；その場合には第１項が適用される。 

 §3. 選考委員会は有効な方法でのみ候補者の聴聞に進め、委員の過半数が出席し、少なくとも委員の二人は候補者の言語名簿に所

属し、§１第１項の２ºから５ºまでに規定された委員のどちらかの種類に属している限り協議に入ることができる。 

    すでに候補者の聴聞に参加している委員会委員は全て候補者のA、B、C、Dグループへの格付け及びA、Bグループへの分類

を考慮して協議に参加できる。 

    可否同数の場合は委員長が裁決する。 

 §4. 候補者はA、B、C、Dグループへの格付け及びA、Bグループへの分類について知らされる。 

第Ⅲ節 募 集 

第８条 SELOR ― 連邦政府選考局は第６条に規定された手続の結果を理事会の議長若しくは議長に伝える。 

 Aグループの候補者については追加の補充が準備される。この補充は所定の幹部職の官職記述及び能力紹介に規定されたような経験

及び官職特有の知識に関する比較を目的とする。この補充は以下のように伝えられる： 

   １º レベル１の幹部職保有者の募集については理事会議長若しくは議長に； 

   ２º レベル２の幹部職保有者の募集についてはレベル１の幹部職保有者又は理事会議長若しくは議長に； 

 それぞれの補充の報告が作成され、任命関係資料に追加される。 

 レベル１の幹部職保有者の募集のための追加の補充については理事会議長又は議長が不在の場合は所管の大臣若しくは副大臣によっ

て代わられ、そのために所管の大臣若しくは副大臣によってそのほかいずれかのレベル１の幹部職保有者がレベル２の幹部職保有者

募集のために指名される。 

 AグループがいなくなればBグループの候補者についてその手順が繰り返される。 

第Ⅳ節 任 命 
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第９条  

 §1. 第８条に従って選ばれた候補者は理事会議長又は議長の推薦を経て所管大臣の提案により国王によって６年の任期で任命され

る。 

 §2. §１第１項の規定にもかかわらず外交官はそれとは関係のない経歴の一部をなし、４年から６年の任期を選ぶ幹部職に任命さ

れる。 

 §3. 国家公務員法に関する1937年10月２日の勅令第28条乃至第33条の規定にもかかわらず幹部職保有者は研修経験をする必要はな

い。 

第Ⅳ章 幹部職の権限に関する細則 

第Ⅰ節 幹部職保有者の支援計画 

第10条  

 §1. 任命後６か月以内に管理職保有者のために支援計画の案が準備される： 

   １º 理事会議長又は議長及び所管大臣若しくは副大臣がレベル１の幹部職保有者のために； 

   ２º レベル１の幹部職保有者及び理事会議長又は議長がレベル２の幹部職保有者のために。 

 §2. その支援計画の案は以下の要素を考慮する： 

   １º レベル１の幹部職保有者に関係する理事会議長若しくは議長の管理計画及び運用計画； 

   ２º レベル２の幹部職保有者に関係するレベル１の幹部職保有者の支援計画。 

 §3. 例えば上級連邦政府機関共通の幹部の職務として§２とは無関係に理事会議長又は関係議長の管理計画及び運用計画の要素を

考慮した幹部職保有者の支援計画の案が維持される。 

 §4. 支援計画の形式及び最小限の内容は公務員問題所管大臣の提案を受け閣議での協議を経て確定された勅令で国王により決定さ

れる。 

   注 国王により決定された日に発効する。 

 §5. 支援計画の案が適切に決定されてから２か月以内に§１に規定された機関は関係幹部職保有者たちとの協議を経て支援計画を

十分に検討する。 

 §6. 上級連邦政府機関共通の幹部の事務が存在するときは、レベル１の幹部職保有者の活動領域を所管する連邦政府機関の理事会

議長は支援計画の案について理事会議長たち若しくは関係議長たちの助言を求める。これは助言について表明があるまでに15労

働日の期限がある。この期限が過ぎればもはや助言は不要となる。活動領域を所管する議長は幹部職保有者との協議と、必要な

らば別の理事会議長たち若しくは関係議長たちの意見を聞いた後支援計画を十分に検討する。 

 §7. 支援計画は必要ならばレベル１の幹部職保有者に関係する理事会議長若しくは議長の管理計画及び運用計画に加えられる修正

の機会又はレベル２の幹部職保有者に関係するレベル１の幹部職保有者の支援計画に加えられる修正の機会が相互の協議で適応

される。 

    この適応は幹部職によって作成された修正案に基づき第18条に予定されるような職務についての意見交換に続いて１か月以内

に導入される。 

 §8. 例えば上級連邦政府機関共通の幹部の事務として、必要ならばレベル１の幹部職保有者の支援計画は連邦政府機関の理事会議

長若しくは議長たち又は議長若しくは議長たちの管理計画及び運用計画に加えられる修正の機会が相互の協議で適応される。 

    その場合には理事会議長若しくは議長は幹部職保有者の活動領域を所管する連邦政府機関の理事会議長たち若しくは関係議長

たちは支援計画の適応について意見を述べるよう申し入れる。 

    幹部職保有者の活動領域を所管する連邦政府機関の理事会議長はその計画の適応について理事会議長たち若しくは関係議長た

ちの助言を求める。これは助言について表明があるまでに15労働日の期限がある。この期限が過ぎればもはや助言は不要となる。

活動領域を所管する議長は幹部職保有者との協議、必要ならば別の理事会議長たち若しくは関係議長たちの意見を聞いた後支援

計画を十分に検討する。 

 §9. その適応は案が適切に決定されてから２か月以内に§１に規定された機関によって十分に検討される。 

 §10．幹部職保有者が命じられた期限内に支援計画の案を作成しない場合、又は命じられた期限内に適応の案を作成しない場合には、

その職務の評価に関係する要素及びその他の要素となる。 

 §11．§１に規定された機関が支援計画若しくは適応を命じられた期限内に十分検討しない場合には、その十分な検討がなされたと

見なされる。 

第Ⅱ節 幹部職の業務に関する細則 

第11条 本勅令はそれに違反する場合を除いてその任期中幹部職に適用される国家公務員の法規となる。 

 国家公務員の法規の適用については幹部職保有者はレベルAの部分となる。それはA５等級以上の序列に位置する。 

第12条 幹部職保有者は政府の常勤職に任命された時点で任期中に配置された公益遂行のための職務上の賜暇が認められる国家公務員

の休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令の規定にもかかわらず公務員問題に関する各種の措置に関する1993年７月22日の国法

第１条§１に規定される。その官職は２年後には空席と宣告できるがその間は契約雇用か若しくは上級職によって充足されうる。 
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    グループA及びグループBの候補者は編入される。 

第７条  

 §1. 選考委員会は以下の者によって構成される 

   １º 連邦政府選考局長若しくはその代理者、委員長； 

   ２º 管理問題の外部専門家一人； 

   ３º 人的資源管理問題の外部専門家一人； 

   ４º 挑戦する官職に固有の問題について経験及び特別の知識を有する外部専門家二人； 

   ５º いずれかの幹部職の選考手続がその人々によって準備される他の連邦政府機関若しくは連邦企画機関からの、いずれかの省

からの、いずれかの公的な社会保障施設からの、いずれかの連邦科学研究施設からの、いずれかの連邦公益法人からの、地域

圏若しくは共同体の政府からの、又は共同体協会からの、その官職が少なくとも挑戦する幹部職と同等である二人の公務員； 

   ６º ２º以下５ºまでに記述された委員のそれぞれについて言語ごとに一人の代表。この者たちは現役の委員として同時に任命さ

れる。 

    言語集団はそれぞれの現役の部の内部で保障され、第１項の４º及び５ºに規定された選考委員会の代表委員となる。第１項の

２ºに規定された現役委員及びその代理者は、第１項の３ºに規定されたいずれかの他の言語身分に所属しその代理となる。第１

項の２º、３º、４ºに規定された委員及びその代理者の言語身分はその専門的任務に必要な能力の評価について考慮されるその

修学を証明する人物証明書若しくは卒業証書によって決定される。第１項の５ºに規定された委員及びその代理者の言語身分は

公務員の言語の名簿によって若しくは制度改革についての1980年８月９日の普通法の第35条乃至第41条までの適用によって決定

される。 

    第１項の２º、４º、５ºに規定された選考委員会の現役委員の顔ぶれはその代理者とともに関係理事会の議長若しくは関係議

長の提案に基づき関係大臣と相談して決定される。 

    いずれかの幹部職の空席が両言語名簿の候補者に明らかにされたときは選考委員会委員長は1966年７月18日に調整された行政

問題における言語の使用の国法の第43条§３第１項に従って両言語の知識を証明しているか若しくはこの知識を証明しているい

ずれかの公務員に援助されるかしなければならない。 

    いずれかの幹部職の空席が専らどちらかの言語名簿の候補者に明らかにされる場合には、又は連邦政府選考局による候補者の

受入の調査の後でいずれか一つの言語名簿のいずれか一人の候補者だけが残されている場合には、選考委員会は第１項の２º、

３º、４º、５ºに規定された委員の部ごとの唯一人の代表によって構成される。候補者と同じ言語名簿若しくは言語身分に所属

する。選考委員会の委員長が言語名簿若しくは言語身分に所属している場合には、第４項に規定された公務員の援助を受けるに

は及ばない。 

 §2. SELOR ― 連邦政府選考局 ― 局長は公務員問題所管大臣と一緒に局長代理を含めて選考委員会を編成する。直ちに７労働

日の期限内に知らせる責任を負っている政府委員に知らせる。この場合には公務員問題所管大臣は完全な関係資料を関係政府委

員にこれについての写しが送付された後で閣議決定に掛ける。 

    閣議が公務員問題所管大臣により提出された関係資料を基に選考委員の一人に異論を唱えればSELOR ― 連邦政府選考局 ― 

は別の委員を任命する；その場合には第１項が適用される。 

 §3. 選考委員会は有効な方法でのみ候補者の聴聞に進め、委員の過半数が出席し、少なくとも委員の二人は候補者の言語名簿に所

属し、§１第１項の２ºから５ºまでに規定された委員のどちらかの種類に属している限り協議に入ることができる。 

    すでに候補者の聴聞に参加している委員会委員は全て候補者のA、B、C、Dグループへの格付け及びA、Bグループへの分類

を考慮して協議に参加できる。 

    可否同数の場合は委員長が裁決する。 

 §4. 候補者はA、B、C、Dグループへの格付け及びA、Bグループへの分類について知らされる。 

第Ⅲ節 募 集 

第８条 SELOR ― 連邦政府選考局は第６条に規定された手続の結果を理事会の議長若しくは議長に伝える。 

 Aグループの候補者については追加の補充が準備される。この補充は所定の幹部職の官職記述及び能力紹介に規定されたような経験

及び官職特有の知識に関する比較を目的とする。この補充は以下のように伝えられる： 

   １º レベル１の幹部職保有者の募集については理事会議長若しくは議長に； 

   ２º レベル２の幹部職保有者の募集についてはレベル１の幹部職保有者又は理事会議長若しくは議長に； 

 それぞれの補充の報告が作成され、任命関係資料に追加される。 

 レベル１の幹部職保有者の募集のための追加の補充については理事会議長又は議長が不在の場合は所管の大臣若しくは副大臣によっ

て代わられ、そのために所管の大臣若しくは副大臣によってそのほかいずれかのレベル１の幹部職保有者がレベル２の幹部職保有者

募集のために指名される。 

 AグループがいなくなればBグループの候補者についてその手順が繰り返される。 

第Ⅳ節 任 命 
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第９条  

 §1. 第８条に従って選ばれた候補者は理事会議長又は議長の推薦を経て所管大臣の提案により国王によって６年の任期で任命され

る。 

 §2. §１第１項の規定にもかかわらず外交官はそれとは関係のない経歴の一部をなし、４年から６年の任期を選ぶ幹部職に任命さ

れる。 

 §3. 国家公務員法に関する1937年10月２日の勅令第28条乃至第33条の規定にもかかわらず幹部職保有者は研修経験をする必要はな

い。 

第Ⅳ章 幹部職の権限に関する細則 

第Ⅰ節 幹部職保有者の支援計画 

第10条  

 §1. 任命後６か月以内に管理職保有者のために支援計画の案が準備される： 

   １º 理事会議長又は議長及び所管大臣若しくは副大臣がレベル１の幹部職保有者のために； 

   ２º レベル１の幹部職保有者及び理事会議長又は議長がレベル２の幹部職保有者のために。 

 §2. その支援計画の案は以下の要素を考慮する： 

   １º レベル１の幹部職保有者に関係する理事会議長若しくは議長の管理計画及び運用計画； 

   ２º レベル２の幹部職保有者に関係するレベル１の幹部職保有者の支援計画。 

 §3. 例えば上級連邦政府機関共通の幹部の職務として§２とは無関係に理事会議長又は関係議長の管理計画及び運用計画の要素を

考慮した幹部職保有者の支援計画の案が維持される。 

 §4. 支援計画の形式及び最小限の内容は公務員問題所管大臣の提案を受け閣議での協議を経て確定された勅令で国王により決定さ

れる。 

   注 国王により決定された日に発効する。 

 §5. 支援計画の案が適切に決定されてから２か月以内に§１に規定された機関は関係幹部職保有者たちとの協議を経て支援計画を

十分に検討する。 

 §6. 上級連邦政府機関共通の幹部の事務が存在するときは、レベル１の幹部職保有者の活動領域を所管する連邦政府機関の理事会

議長は支援計画の案について理事会議長たち若しくは関係議長たちの助言を求める。これは助言について表明があるまでに15労

働日の期限がある。この期限が過ぎればもはや助言は不要となる。活動領域を所管する議長は幹部職保有者との協議と、必要な

らば別の理事会議長たち若しくは関係議長たちの意見を聞いた後支援計画を十分に検討する。 

 §7. 支援計画は必要ならばレベル１の幹部職保有者に関係する理事会議長若しくは議長の管理計画及び運用計画に加えられる修正

の機会又はレベル２の幹部職保有者に関係するレベル１の幹部職保有者の支援計画に加えられる修正の機会が相互の協議で適応

される。 

    この適応は幹部職によって作成された修正案に基づき第18条に予定されるような職務についての意見交換に続いて１か月以内

に導入される。 

 §8. 例えば上級連邦政府機関共通の幹部の事務として、必要ならばレベル１の幹部職保有者の支援計画は連邦政府機関の理事会議

長若しくは議長たち又は議長若しくは議長たちの管理計画及び運用計画に加えられる修正の機会が相互の協議で適応される。 

    その場合には理事会議長若しくは議長は幹部職保有者の活動領域を所管する連邦政府機関の理事会議長たち若しくは関係議長

たちは支援計画の適応について意見を述べるよう申し入れる。 

    幹部職保有者の活動領域を所管する連邦政府機関の理事会議長はその計画の適応について理事会議長たち若しくは関係議長た

ちの助言を求める。これは助言について表明があるまでに15労働日の期限がある。この期限が過ぎればもはや助言は不要となる。

活動領域を所管する議長は幹部職保有者との協議、必要ならば別の理事会議長たち若しくは関係議長たちの意見を聞いた後支援

計画を十分に検討する。 

 §9. その適応は案が適切に決定されてから２か月以内に§１に規定された機関によって十分に検討される。 

 §10．幹部職保有者が命じられた期限内に支援計画の案を作成しない場合、又は命じられた期限内に適応の案を作成しない場合には、

その職務の評価に関係する要素及びその他の要素となる。 

 §11．§１に規定された機関が支援計画若しくは適応を命じられた期限内に十分検討しない場合には、その十分な検討がなされたと

見なされる。 

第Ⅱ節 幹部職の業務に関する細則 

第11条 本勅令はそれに違反する場合を除いてその任期中幹部職に適用される国家公務員の法規となる。 

 国家公務員の法規の適用については幹部職保有者はレベルAの部分となる。それはA５等級以上の序列に位置する。 

第12条 幹部職保有者は政府の常勤職に任命された時点で任期中に配置された公益遂行のための職務上の賜暇が認められる国家公務員

の休暇及び欠勤に関する1998年11月19日の勅令の規定にもかかわらず公務員問題に関する各種の措置に関する1993年７月22日の国法

第１条§１に規定される。その官職は２年後には空席と宣告できるがその間は契約雇用か若しくは上級職によって充足されうる。 
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第13条 幹部職保有者は常勤でその任務を遂行する。 

 その任期中以下のことができる｛できない？｝： 

   １º 養親休暇、病人の介護、関係者の重病の看護を除いて経歴の中断による休暇は得られない； 

   ２º 連邦立法議会、地域圏議会、共同体議会、若しくは県議会の選挙の立候補については、又はいずれかの大臣若しくは副大臣

の戦略室か官房で、又はいずれかの共同体政府若しくは地域圏、共同体の共同体委員会の連合組織、又はフランス共同体連合

のそれらの議長若しくは理事の官房で遂行するいずれかの職務については休暇は得られない； 

   ３º いずれかの政府機関のその他の官職における研修期間若しくは試用期間中は休暇は得られない； 

   ４º 受入及び研修のための休暇は得られない； 

   ５º 自警団により自発的に任命されたその自警団による平時における民間防衛を遂行するためには休暇は得られない； 

   ６º 障害者又は病人の付添若しくは援助のためには休暇は得られない； 

   ７º 公益の遂行のためには休暇は得られない； 

   ８º 個人的問題でその職務について業務の軽減の許可は得られない； 

   ９º 個人的問題で長期にわたる欠勤は得られない： 

   10º 国家公務員の要員の休暇の決定をベルギーの国王若しくは王子及び王女の裁量に委ねることに関する1993年８月12日の勅令

及び公認の政治集団のための、すなわち連邦、共同体、地域圏の立法議会それぞれの党派の団長のための一定の業務を遂行す

る若干の政府機関要員に認められる休暇に関する1975年４月２日の勅令に規定されたような休暇は得られない。 

第14条  

 §1. 幹部職保有者は同じグループに分類された職務のいずれかの職務の重要度の結果を基に同等の年俸総額を受領する。 

    その職務重要度体系、この体系の基礎となる客観的基準及び俸給の方法論は連邦政府機関の管理職及び幹部職の重要度並びに

その俸給の決定に関する2001年７月11日の勅令に規定される。 

 §2. 幹部職の年俸総額は以下のものを含む： 

   １º 毎月の給与総額； 

   ２º 職員雇用人基金により運用されるいずれかの補完的年金制度への加入。 

 §3. §１及び§２の冒頭に述べられた俸給は俸給総額から支出された経費の一括返済に当てることができ、且ついずれかの公用車

を私的目的に使用できるようにする。 

第Ⅴ章 幹部職保有者の評価 

第Ⅰ節 評価の周期 

第15条 それぞれのいずれかの幹部職保有者は任期中３回評価を受ける。最初の２回の周期は２年間に、又臨時の評価が１回で終了す

る。３回目の周期は任期終了６か月前に終了し最終評価となる。 

 第１項にもかかわらずいずれかの幹部職保有者として任命され任期について４年を選択した海外の経歴を持つ外交官は任期中２回評

価を受ける。最初の周期は２年間に、又臨時の評価は１回で終了する。２回目の周期は任期終了６か月前に終了し最終評価となる。 

第Ⅱ節 評価の主題 

第16条 幹部職の臨時の評価と最終評価は以下に関係する： 

   １º 第10条に規定された支援計画に定められた目標の達成； 

   ２º 目標についての方法が達成されたかいなか； 

   ３º 目標達成への幹部職保有者の個人的貢献； 

   ４º 能力開発に傾注された努力。 

第Ⅲ節 評価の実行者たち 

第17条  

 §1. 幹部職保有者の評価は以下によって行われる： 

   １º いずれかのレベル１の幹部職保有者の中から理事会議長若しくは議長により指名される第１次評価者及び所管大臣若しくは

副大臣により指名される第２次評価者； 

   ２º いずれかのレベル２の幹部職保有者の中からレベル１の幹部職保有者によって指名される第１次評価者及び理事会議長若し

くは議長により指名される第２次評価者。 

 §2. §１但し若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には、レベル１の幹部職保有者の評価は評価対象の活動範囲

を所管する連邦政府機関の理事会議長若しくは議長に指名される第１次評価者及びこの連邦政府機関を所管する所管大臣若しく

は副大臣に指名される第２次評価者により行われる。 

 §3. 評価技術に関する外部の支援については§１及び§２に規定された評価では連邦政府人事組織局に要請できる。 

第Ⅳ節 評価周期の経過 

第Ⅰ分節 職務遂行の意見交換 

第18条 それぞれの評価周期中に職務遂行についての意見交換の場が必要なときはいつでも幹部職保有者か第１次評価者の提案により

－ 315 － 

それが持てる。 

 若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には第１次評価者の理事会議長及び所管の議長は彼の個人的利益の問題につ

いて何らかの職務についての意見交換を準備を要求できる。 

 職務についての意見交換はそれへの必要な適応が設定・達成されなければならない支援計画において確定された目標はもとより幹部

職保有者の関わりのある職務全般に関係する。 

第Ⅱ分節 その評価の意見交換 

第18条の２  

 §1. 各評価周期の最後に第１次評価者は評価についての意見交換のために幹部職保有者を招聘する。 

    第２次評価者は第１次評価者によって指名された補助者としてその意見交換に参加できる。 

    全ての場合に第１次評価者及び第２次評価者は評価についての意見交換のための協議の場を持つ。 

 §2. 評価についての意見交換の準備のために幹部職保有者は自己評価を行う。意見交換の確定日の前に遅くとも20労働日が第１次

評価者に提供される。 

 §3. 第１次評価者は幹部職保有者の自己評価について一貫性及び根拠付の検証により評価についての意見交換を準備する。それを

自分が持っている評価対象となるその職務の毎日の継続中の事実の結果及び観察された挙動の諸要素を比較する。加えて公正且

つ客観的な評価に役立つ追加的な情報を全て収集する。 

 §4. 若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には、第１次評価者は別の関係理事会議長たち及び別の議長たちに自

己評価を付託しその助言を求める。これらの助言が10労働日以内に付託されない場合にはこの助言はもはや必要なくなる。 

    関係理事会議長たち及び別の議長たちは希望すれば評価についての意見交換に出席する。 

第Ⅴ節 評価報告及び承認された記述 

第19条  

 §1. 評価についての意見交換終了後第１次評価者は書面での評価報告の草案を作成し、必要ならば記述に関する提案を行う。所見

を述べることのできる第２次評価者と協議する。その後書面の評価報告書を作成し必要な記述を承認する。 

 §2. 若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には、第１次評価者は関係理事会議長たち及び別の関係議長たちと共

通の評価に達したことについて協議する。この協議の後評価報告書の草案及び記述の必要な提案が第１次評価者によって理事会

議長たち及び別の関係議長たちに通告される。これらはその助言の表明及び所見の通告に７労働日の期間がある。この期間が経

過するともはや助言は必要なくなる。第１次評価者は必要な記述を挿入し、その後で書面の評価報告書を作成し、必要な記述を

承認する。 

 §3. その評価報告書は第２次評価者によって連署され、評価意見交換後20労働日以内に受領証明と一緒に評価対象者に通告される。 

 §4. 第１次評価者が幹部職保有者は《不合格》の烙印を押されるとの意見の場合を除いて臨時の評価中には書面の評価報告書に最

終の記述はなされない。 

    最終評価は《不合格》《合格》《優秀》の表現で終了する。 

 §5. 幹部職保有者の臨時評価及び最終評価は評価が終わって幹部職保有者が期待されたレベル以下であり、及び/又は支援計画に

含まれる目標が達成できない、及び/又はその目標獲得方法が不適当、及び/又は被評価者は目標達成に個人的には唯単に僅かし

か貢献していないことが明らかな場合には《不合格》の表現で閉じられる。 

 §6. 幹部職保有者の最終評価は評価が終わって仮定された目標が適切な方法で達成され幹部職保有者の個人的貢献が明白であるこ

とが立証されることが明らかな場合には《優秀》の表現で閉じられる。 

 §7. 幹部職保有者の最終評価は評価が終わって仮定された目標がある程度適切な方法で達成されたがなお実質的な向上が付託され

た任務について達成のために最適かつ完全になされなければならないこと、及び/又は幹部職保有者の個人的貢献が限定される

ことが明らかな場合には《合格》の表現で閉じられる。 

 §8. 幹部職保有者の最終評価は臨時の評価の終了時期及び最終評価の任務中の全時期に関する書面による評価報告で確認される。 

 §9. 幹部職保有者が最終報告を入手していない場合には法的には《不合格》の表現が認められる。 

第Ⅵ節 評価関係資料 

第19条の２  

 §1. 幹部職保有者の評価関係資料は以下のものからなる： 

   １º 個人的資料及び任命決定に関する身分証明書； 

   ２º 承認された職務記述； 

   ３º 支援計画及びそれにもたらされた継続的な適応； 

   ４º 必要な場合には職務についての意見交換の報告、及び/又は適合した意見が入手できるその他の各種記録、評価対象の幹部

職保有者と第１次評価者との間に関係がある協定及び取決め； 

   ５º 幹部職保有者の自己評価； 

   ６º 書面による諸評価報告書； 
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第13条 幹部職保有者は常勤でその任務を遂行する。 

 その任期中以下のことができる｛できない？｝： 

   １º 養親休暇、病人の介護、関係者の重病の看護を除いて経歴の中断による休暇は得られない； 

   ２º 連邦立法議会、地域圏議会、共同体議会、若しくは県議会の選挙の立候補については、又はいずれかの大臣若しくは副大臣

の戦略室か官房で、又はいずれかの共同体政府若しくは地域圏、共同体の共同体委員会の連合組織、又はフランス共同体連合

のそれらの議長若しくは理事の官房で遂行するいずれかの職務については休暇は得られない； 

   ３º いずれかの政府機関のその他の官職における研修期間若しくは試用期間中は休暇は得られない； 

   ４º 受入及び研修のための休暇は得られない； 

   ５º 自警団により自発的に任命されたその自警団による平時における民間防衛を遂行するためには休暇は得られない； 

   ６º 障害者又は病人の付添若しくは援助のためには休暇は得られない； 

   ７º 公益の遂行のためには休暇は得られない； 

   ８º 個人的問題でその職務について業務の軽減の許可は得られない； 

   ９º 個人的問題で長期にわたる欠勤は得られない： 

   10º 国家公務員の要員の休暇の決定をベルギーの国王若しくは王子及び王女の裁量に委ねることに関する1993年８月12日の勅令

及び公認の政治集団のための、すなわち連邦、共同体、地域圏の立法議会それぞれの党派の団長のための一定の業務を遂行す

る若干の政府機関要員に認められる休暇に関する1975年４月２日の勅令に規定されたような休暇は得られない。 

第14条  

 §1. 幹部職保有者は同じグループに分類された職務のいずれかの職務の重要度の結果を基に同等の年俸総額を受領する。 

    その職務重要度体系、この体系の基礎となる客観的基準及び俸給の方法論は連邦政府機関の管理職及び幹部職の重要度並びに

その俸給の決定に関する2001年７月11日の勅令に規定される。 

 §2. 幹部職の年俸総額は以下のものを含む： 

   １º 毎月の給与総額； 

   ２º 職員雇用人基金により運用されるいずれかの補完的年金制度への加入。 

 §3. §１及び§２の冒頭に述べられた俸給は俸給総額から支出された経費の一括返済に当てることができ、且ついずれかの公用車

を私的目的に使用できるようにする。 

第Ⅴ章 幹部職保有者の評価 

第Ⅰ節 評価の周期 

第15条 それぞれのいずれかの幹部職保有者は任期中３回評価を受ける。最初の２回の周期は２年間に、又臨時の評価が１回で終了す

る。３回目の周期は任期終了６か月前に終了し最終評価となる。 

 第１項にもかかわらずいずれかの幹部職保有者として任命され任期について４年を選択した海外の経歴を持つ外交官は任期中２回評

価を受ける。最初の周期は２年間に、又臨時の評価は１回で終了する。２回目の周期は任期終了６か月前に終了し最終評価となる。 

第Ⅱ節 評価の主題 

第16条 幹部職の臨時の評価と最終評価は以下に関係する： 

   １º 第10条に規定された支援計画に定められた目標の達成； 

   ２º 目標についての方法が達成されたかいなか； 

   ３º 目標達成への幹部職保有者の個人的貢献； 

   ４º 能力開発に傾注された努力。 

第Ⅲ節 評価の実行者たち 

第17条  

 §1. 幹部職保有者の評価は以下によって行われる： 

   １º いずれかのレベル１の幹部職保有者の中から理事会議長若しくは議長により指名される第１次評価者及び所管大臣若しくは

副大臣により指名される第２次評価者； 

   ２º いずれかのレベル２の幹部職保有者の中からレベル１の幹部職保有者によって指名される第１次評価者及び理事会議長若し

くは議長により指名される第２次評価者。 

 §2. §１但し若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には、レベル１の幹部職保有者の評価は評価対象の活動範囲

を所管する連邦政府機関の理事会議長若しくは議長に指名される第１次評価者及びこの連邦政府機関を所管する所管大臣若しく

は副大臣に指名される第２次評価者により行われる。 

 §3. 評価技術に関する外部の支援については§１及び§２に規定された評価では連邦政府人事組織局に要請できる。 

第Ⅳ節 評価周期の経過 

第Ⅰ分節 職務遂行の意見交換 

第18条 それぞれの評価周期中に職務遂行についての意見交換の場が必要なときはいつでも幹部職保有者か第１次評価者の提案により
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それが持てる。 

 若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には第１次評価者の理事会議長及び所管の議長は彼の個人的利益の問題につ

いて何らかの職務についての意見交換を準備を要求できる。 

 職務についての意見交換はそれへの必要な適応が設定・達成されなければならない支援計画において確定された目標はもとより幹部

職保有者の関わりのある職務全般に関係する。 

第Ⅱ分節 その評価の意見交換 

第18条の２  

 §1. 各評価周期の最後に第１次評価者は評価についての意見交換のために幹部職保有者を招聘する。 

    第２次評価者は第１次評価者によって指名された補助者としてその意見交換に参加できる。 

    全ての場合に第１次評価者及び第２次評価者は評価についての意見交換のための協議の場を持つ。 

 §2. 評価についての意見交換の準備のために幹部職保有者は自己評価を行う。意見交換の確定日の前に遅くとも20労働日が第１次

評価者に提供される。 

 §3. 第１次評価者は幹部職保有者の自己評価について一貫性及び根拠付の検証により評価についての意見交換を準備する。それを

自分が持っている評価対象となるその職務の毎日の継続中の事実の結果及び観察された挙動の諸要素を比較する。加えて公正且

つ客観的な評価に役立つ追加的な情報を全て収集する。 

 §4. 若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には、第１次評価者は別の関係理事会議長たち及び別の議長たちに自

己評価を付託しその助言を求める。これらの助言が10労働日以内に付託されない場合にはこの助言はもはや必要なくなる。 

    関係理事会議長たち及び別の議長たちは希望すれば評価についての意見交換に出席する。 

第Ⅴ節 評価報告及び承認された記述 

第19条  

 §1. 評価についての意見交換終了後第１次評価者は書面での評価報告の草案を作成し、必要ならば記述に関する提案を行う。所見

を述べることのできる第２次評価者と協議する。その後書面の評価報告書を作成し必要な記述を承認する。 

 §2. 若干の連邦政府機関でいずれの幹部の職務も共通の場合には、第１次評価者は関係理事会議長たち及び別の関係議長たちと共

通の評価に達したことについて協議する。この協議の後評価報告書の草案及び記述の必要な提案が第１次評価者によって理事会

議長たち及び別の関係議長たちに通告される。これらはその助言の表明及び所見の通告に７労働日の期間がある。この期間が経

過するともはや助言は必要なくなる。第１次評価者は必要な記述を挿入し、その後で書面の評価報告書を作成し、必要な記述を

承認する。 

 §3. その評価報告書は第２次評価者によって連署され、評価意見交換後20労働日以内に受領証明と一緒に評価対象者に通告される。 

 §4. 第１次評価者が幹部職保有者は《不合格》の烙印を押されるとの意見の場合を除いて臨時の評価中には書面の評価報告書に最

終の記述はなされない。 

    最終評価は《不合格》《合格》《優秀》の表現で終了する。 

 §5. 幹部職保有者の臨時評価及び最終評価は評価が終わって幹部職保有者が期待されたレベル以下であり、及び/又は支援計画に

含まれる目標が達成できない、及び/又はその目標獲得方法が不適当、及び/又は被評価者は目標達成に個人的には唯単に僅かし

か貢献していないことが明らかな場合には《不合格》の表現で閉じられる。 

 §6. 幹部職保有者の最終評価は評価が終わって仮定された目標が適切な方法で達成され幹部職保有者の個人的貢献が明白であるこ

とが立証されることが明らかな場合には《優秀》の表現で閉じられる。 

 §7. 幹部職保有者の最終評価は評価が終わって仮定された目標がある程度適切な方法で達成されたがなお実質的な向上が付託され

た任務について達成のために最適かつ完全になされなければならないこと、及び/又は幹部職保有者の個人的貢献が限定される

ことが明らかな場合には《合格》の表現で閉じられる。 

 §8. 幹部職保有者の最終評価は臨時の評価の終了時期及び最終評価の任務中の全時期に関する書面による評価報告で確認される。 

 §9. 幹部職保有者が最終報告を入手していない場合には法的には《不合格》の表現が認められる。 

第Ⅵ節 評価関係資料 

第19条の２  

 §1. 幹部職保有者の評価関係資料は以下のものからなる： 

   １º 個人的資料及び任命決定に関する身分証明書； 

   ２º 承認された職務記述； 

   ３º 支援計画及びそれにもたらされた継続的な適応； 

   ４º 必要な場合には職務についての意見交換の報告、及び/又は適合した意見が入手できるその他の各種記録、評価対象の幹部

職保有者と第１次評価者との間に関係がある協定及び取決め； 

   ５º 幹部職保有者の自己評価； 

   ６º 書面による諸評価報告書； 
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   ７º 課せられた職務についての必要な関係資料。 

    評価対象者は自己の評価関係資料に記録を記載させることができる。 

    評価関係資料は関係連邦政府機関の人事組織局長によって保管されている。 

 §2. 評価関係資料は第１次及び第２次の評価者はもとより関係連邦政府機関の人事組織担当者及び評価対象の幹部職保有者に公開

されている。 

    若干の連邦政府機関で幹部職が共通の場合にはレベル１の幹部職保有者の評価関係資料はその他の関係理事会議長たち及び議

長たちにも公開される。 

 §3. 評価についての意見交換後に適当な評価関係資料の写しが幹部職保有者の評価手続の質の統制に責任を負っている連邦政府機

関人事組織局理事会議長に移送される。 

第Ⅶ節 不服審査の方法 

第19条の３  

 §1. 臨時評価の結果が《不合格》の判定となったか若しくは最終評価の結果が《優秀》とならなかったレベル１及び２の幹部職保

有者は書留郵便で連邦政府機関連邦企画機関管理職の名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令第19条§１の適用に沿って公

務員問題所管の大臣によって設置された上訴審判所に不服申立ができる。その不服申立は評価報告書の送達後15暦日以内に開始

される。 

    レベル１若しくは２の幹部職保有者の評価手続に参加した理事会議長若しくは議長は委員会に出席も参加もできない：傍聴は

できる。 

    議長は政府企画機関が所属する連邦政府機関のレベル１若しくは２の幹部職保有者によって提起された不服申立の審査に責任

のある委員会に出席も参加もできない。 

 §2. その不服申立は保留される。 

 §3. 幹部職保有者は別個にその抗弁を行うために遅くとも会議の前８労働日に喚問される。自ら出頭する。自ら選任した人間に

よって支援を受けることができる。弁護人は唯の一度でもどんな資格においても幹部職保有者の評価手続に参加していてはなら

ない。 

    幹部職保有者若しくはその弁護人が適切な喚問であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しなかった場合には上訴機関は関

係資料の文書に基づき宣告する。例え幹部職保有者若しくはその弁護人が有効な弁解ができたとしても２回目の会議で事件が決

着するや直ちに同様措置が執られる。 

    弁護人の欠席は不可抗力の場合を除き遅延の理由にはならない。 

    上訴機関は事件を完全に理解できるよう各人に聴聞し全ての必要資料を収集する。 

 §4. 上訴機関は合法的な方法でのみ委員の過半数が出席している限り幹部職保有者に聴聞し協議できる。 

    投票は秘密である。投票が可否同数の場合には委員長の賛成で決着が付く。不服申立が《不合格》の表現となった臨時の評価

に対して提起される場合にはその時はこの表現の撤回は依頼人の有利な決着となる。不服申立が《不合格》の表現となった最終

評価に対して提起される場合にはその時は《合格》若しくは《優秀》の表現を意味する依頼人に有利な決着となる。提起された

不服申立が《合格》の表現に対するものの場合には、その時は《優秀》の表現を意味する依頼人に有利な決着となる。 

 §5. その上訴機関はその提訴後１か月以内に決定し同様に幹部職保有者に遅滞なくその決定を通告する。 

 §6. その上訴期間は連邦政府の評価方法の専門家の援助を受けることができる。 

第Ⅵ章 任期の終了及びその後の非更新 

第Ⅰ節 任期の終了 

第Ⅰ分節 法的地位の終了 

第20条 その任期は第９条に規定された期間が終了したとき、及び幹部職保有者が65歳の年齢に到達したときに法律上の資格が終了す

る。 

 幹部職保有者の任期はその後任の任期の初めまで最大限６か月延長できる。 

第Ⅱ分節 早期退職 

第21条  

 §1. 第16条第１項に規定された評価が《不合格》の表現に至ったときはその表現認定後翌月の初日に任期は終了する。 

 §2. 《不合格》の表現のために任期が終了させられ就労所得及び恩給をもらえない幹部職保有者は退職金を受領する。 

 §3. 退職金は幹部職保有者の年俸の12分の１に相当する。 

    年俸については以下のように解されなければならない：12か月に支払われなければならない給与は連邦政府機関の管理職及び

幹部職の重要度並びにその俸給の決定に関する2001年７月11日の勅令第３条に従って算定される。 

    最終評価、第２次臨時評価若しくは第１次臨時評価で《不合格》の表現が認定されるに応じて幹部職保有者は第１項及び第２

項に応じて算定された退職金の９倍、６倍、３倍が支払われる。 

    退職金は当事者について関係期間中就労所得がないか若しくは§２に規定されたような恩給が支払われていることがはっきり
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とした説明を提示するならば毎月１回支払われる。当事者によって虚偽の説明がなされる場合には、この支払われた金額は不正

に支払われた退職金と一致する。 

第22条 幹部職保有者がその任期の終了について質問するとすれば第８条に規定された機関は協定に従って６か月の予告期間が必要と

なる。この期間は協定に応じて短縮できる…… 

第Ⅲ分節 非更新 

第23条  

 §1. 最終評価が《優秀》若しくは《合格》の表現を勝ち取ったが新たな競争試験に参加した後で新たな任期を得られなかったか又

はもはや幹部職に空席がないと宣告された幹部職保有者は復職手当をもらえる。 

 §2. 復職手当は幹部職保有者の年俸の12分の１である。 

    年俸については以下のように解されなければならない：12か月に支払われなければならない給与は連邦政府機関の管理職及び

幹部職の重要度並びにその俸給の決定に関する2001年７月11日の勅令第３条に従って算定される。 

 §3. §２に反して第12条に記述された幹部職の復職手当は一方では連邦政府機関の管理職及び幹部職の重要度並びにその俸給の決

定に関する2001年７月11日の勅令第３条３欄に確定されているような俸給、他方では幹部職保有者がその任期の終了後の翌月に

得られる就労所得との間の差額の12分の１に相当するところの一括補償の総額となる。 

    復職手当は関係当局によって権利を持っている若しくは常勤職として権利を持っているであろう月給に言及する宣告を行う場

合には認められる。 

 §4. 最終評価が《優秀》の表現に至ったならば§１に規定された幹部職保有者は１回だけの支払を12回分§２若しくは§３に応じ

て支払われる復職手当をもらえる。 

    最終評価が《合格》の表現に至った場合には§１に規定された幹部職保有者は以下の方式に従って§２若しくは§３に応じて

算定される復職手当がもらえる： 

   １º 任務を全うしていた場合には唯の１回支払われる復職手当の総額を３回もらえる； 

   ２º 同一の幹部職の任務を２度乃至何回も全うしていた場合には、唯の１回支払われる復職手当の総額を12回もらえる。 

 §5. 復職手当の有資格者がその任期終了後12か月以内に年金支給資格の年齢に到達した場合には§４が適用される。その場合には

復職手当の支払額はやはり§２若しくは§３に応じて算定され、任期終了と年金支給の間の月数が増やされる。 

第Ⅶ章 任期の更新 

第24条 所管大臣によってある幹部職が空席でありそれについての任期満了の保有者が明らかにされると、《優秀》の最終評価を受け

た限り第８条第２項により前述の機関が新たな任期に就ける。 

 第Ⅲ章第Ⅱ・Ⅲ節の規定にもかかわらずこの場合新たな選考手続が準備されることなしに第６条に規定された競争試験を受けたと見

なされる。 

第Ⅷ章 経過規定 

第25条  ―  

第Ⅸ章 最終条項 

第26条 本勅令はベルギー官報に公告された日から発効する。 

第27条 我が大臣及び我が国務長官は各自所管し本勅令の施行に責任を負う。 
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   ７º 課せられた職務についての必要な関係資料。 

    評価対象者は自己の評価関係資料に記録を記載させることができる。 

    評価関係資料は関係連邦政府機関の人事組織局長によって保管されている。 

 §2. 評価関係資料は第１次及び第２次の評価者はもとより関係連邦政府機関の人事組織担当者及び評価対象の幹部職保有者に公開

されている。 

    若干の連邦政府機関で幹部職が共通の場合にはレベル１の幹部職保有者の評価関係資料はその他の関係理事会議長たち及び議

長たちにも公開される。 

 §3. 評価についての意見交換後に適当な評価関係資料の写しが幹部職保有者の評価手続の質の統制に責任を負っている連邦政府機

関人事組織局理事会議長に移送される。 

第Ⅶ節 不服審査の方法 

第19条の３  

 §1. 臨時評価の結果が《不合格》の判定となったか若しくは最終評価の結果が《優秀》とならなかったレベル１及び２の幹部職保

有者は書留郵便で連邦政府機関連邦企画機関管理職の名称及び権限に関する2001年10月29日の勅令第19条§１の適用に沿って公

務員問題所管の大臣によって設置された上訴審判所に不服申立ができる。その不服申立は評価報告書の送達後15暦日以内に開始

される。 

    レベル１若しくは２の幹部職保有者の評価手続に参加した理事会議長若しくは議長は委員会に出席も参加もできない：傍聴は

できる。 

    議長は政府企画機関が所属する連邦政府機関のレベル１若しくは２の幹部職保有者によって提起された不服申立の審査に責任

のある委員会に出席も参加もできない。 

 §2. その不服申立は保留される。 

 §3. 幹部職保有者は別個にその抗弁を行うために遅くとも会議の前８労働日に喚問される。自ら出頭する。自ら選任した人間に

よって支援を受けることができる。弁護人は唯の一度でもどんな資格においても幹部職保有者の評価手続に参加していてはなら

ない。 

    幹部職保有者若しくはその弁護人が適切な喚問であるにもかかわらず正当な理由なしに出頭しなかった場合には上訴機関は関

係資料の文書に基づき宣告する。例え幹部職保有者若しくはその弁護人が有効な弁解ができたとしても２回目の会議で事件が決

着するや直ちに同様措置が執られる。 

    弁護人の欠席は不可抗力の場合を除き遅延の理由にはならない。 

    上訴機関は事件を完全に理解できるよう各人に聴聞し全ての必要資料を収集する。 

 §4. 上訴機関は合法的な方法でのみ委員の過半数が出席している限り幹部職保有者に聴聞し協議できる。 

    投票は秘密である。投票が可否同数の場合には委員長の賛成で決着が付く。不服申立が《不合格》の表現となった臨時の評価

に対して提起される場合にはその時はこの表現の撤回は依頼人の有利な決着となる。不服申立が《不合格》の表現となった最終

評価に対して提起される場合にはその時は《合格》若しくは《優秀》の表現を意味する依頼人に有利な決着となる。提起された

不服申立が《合格》の表現に対するものの場合には、その時は《優秀》の表現を意味する依頼人に有利な決着となる。 

 §5. その上訴機関はその提訴後１か月以内に決定し同様に幹部職保有者に遅滞なくその決定を通告する。 

 §6. その上訴期間は連邦政府の評価方法の専門家の援助を受けることができる。 

第Ⅵ章 任期の終了及びその後の非更新 

第Ⅰ節 任期の終了 

第Ⅰ分節 法的地位の終了 

第20条 その任期は第９条に規定された期間が終了したとき、及び幹部職保有者が65歳の年齢に到達したときに法律上の資格が終了す

る。 

 幹部職保有者の任期はその後任の任期の初めまで最大限６か月延長できる。 

第Ⅱ分節 早期退職 

第21条  

 §1. 第16条第１項に規定された評価が《不合格》の表現に至ったときはその表現認定後翌月の初日に任期は終了する。 

 §2. 《不合格》の表現のために任期が終了させられ就労所得及び恩給をもらえない幹部職保有者は退職金を受領する。 

 §3. 退職金は幹部職保有者の年俸の12分の１に相当する。 

    年俸については以下のように解されなければならない：12か月に支払われなければならない給与は連邦政府機関の管理職及び

幹部職の重要度並びにその俸給の決定に関する2001年７月11日の勅令第３条に従って算定される。 

    最終評価、第２次臨時評価若しくは第１次臨時評価で《不合格》の表現が認定されるに応じて幹部職保有者は第１項及び第２

項に応じて算定された退職金の９倍、６倍、３倍が支払われる。 

    退職金は当事者について関係期間中就労所得がないか若しくは§２に規定されたような恩給が支払われていることがはっきり
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とした説明を提示するならば毎月１回支払われる。当事者によって虚偽の説明がなされる場合には、この支払われた金額は不正

に支払われた退職金と一致する。 

第22条 幹部職保有者がその任期の終了について質問するとすれば第８条に規定された機関は協定に従って６か月の予告期間が必要と

なる。この期間は協定に応じて短縮できる…… 

第Ⅲ分節 非更新 

第23条  

 §1. 最終評価が《優秀》若しくは《合格》の表現を勝ち取ったが新たな競争試験に参加した後で新たな任期を得られなかったか又

はもはや幹部職に空席がないと宣告された幹部職保有者は復職手当をもらえる。 

 §2. 復職手当は幹部職保有者の年俸の12分の１である。 

    年俸については以下のように解されなければならない：12か月に支払われなければならない給与は連邦政府機関の管理職及び

幹部職の重要度並びにその俸給の決定に関する2001年７月11日の勅令第３条に従って算定される。 

 §3. §２に反して第12条に記述された幹部職の復職手当は一方では連邦政府機関の管理職及び幹部職の重要度並びにその俸給の決

定に関する2001年７月11日の勅令第３条３欄に確定されているような俸給、他方では幹部職保有者がその任期の終了後の翌月に

得られる就労所得との間の差額の12分の１に相当するところの一括補償の総額となる。 

    復職手当は関係当局によって権利を持っている若しくは常勤職として権利を持っているであろう月給に言及する宣告を行う場

合には認められる。 

 §4. 最終評価が《優秀》の表現に至ったならば§１に規定された幹部職保有者は１回だけの支払を12回分§２若しくは§３に応じ

て支払われる復職手当をもらえる。 

    最終評価が《合格》の表現に至った場合には§１に規定された幹部職保有者は以下の方式に従って§２若しくは§３に応じて

算定される復職手当がもらえる： 

   １º 任務を全うしていた場合には唯の１回支払われる復職手当の総額を３回もらえる； 

   ２º 同一の幹部職の任務を２度乃至何回も全うしていた場合には、唯の１回支払われる復職手当の総額を12回もらえる。 

 §5. 復職手当の有資格者がその任期終了後12か月以内に年金支給資格の年齢に到達した場合には§４が適用される。その場合には

復職手当の支払額はやはり§２若しくは§３に応じて算定され、任期終了と年金支給の間の月数が増やされる。 

第Ⅶ章 任期の更新 

第24条 所管大臣によってある幹部職が空席でありそれについての任期満了の保有者が明らかにされると、《優秀》の最終評価を受け

た限り第８条第２項により前述の機関が新たな任期に就ける。 

 第Ⅲ章第Ⅱ・Ⅲ節の規定にもかかわらずこの場合新たな選考手続が準備されることなしに第６条に規定された競争試験を受けたと見

なされる。 

第Ⅷ章 経過規定 

第25条  ―  

第Ⅸ章 最終条項 

第26条 本勅令はベルギー官報に公告された日から発効する。 

第27条 我が大臣及び我が国務長官は各自所管し本勅令の施行に責任を負う。 
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Ⅳ－５ 連邦政府機関における幹部職職務の指示及び行使に関する2002年10月２日の勅令 

 
2002年10月９日のベルギー官報 

 
調整版 

 

修正 

2004年６月15日の勅令 

 選考手続の修正 第４条、第５条、第６条、第７条、第８条、第24条 

 削除 第25条 

2004年８月４日の勅令  修正 第４条及び第11条（レベルAの新しい経歴） 

2005年４月12日の勅令  修正 第５条、第７条、第８条 

            修正 第10条 支援計画 

            修正 第15条t/m第19条  

            修正 評価手続の修正・上訴委員会 

2006年２月２日の勅令  修正 第１条、第２条、第５条、第８条乃至第10条、第17条、 

               第18の２、第19条の３、第21条、 

               第23条、PODの統合 

            修正 選考委員会 

 選考委員会      修正 「不合格」の決定に対する上訴の結果 

2006年７月18日の勅令  修正 第19条 評価不足 

 俸給の打切り及び   修正 第19条§４ 「不合格」の決定に対する上訴 

 復職手当＋正誤表   修正 第20条 年金年齢 

            修正 第21条、第23条、第24条 俸給及び復職手当 
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Ⅳ－５ 連邦政府機関における幹部職職務の指示及び行使に関する2002年10月２日の勅令 

 
2002年10月９日のベルギー官報 
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修正 
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            修正 第10条 支援計画 

            修正 第15条t/m第19条  

            修正 評価手続の修正・上訴委員会 

2006年２月２日の勅令  修正 第１条、第２条、第５条、第８条乃至第10条、第17条、 
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               第23条、PODの統合 
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            修正 第21条、第23条、第24条 俸給及び復職手当 
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Ⅳ－６ 2004年３月９日の勅令（俸給表・勅令名不明） 

 
第６条 

 §1. 同じ勅令の第３条に反してすでに勅令の発効した日に任命された管理職及び幹部職の保有者はこの以下の表の２の欄に規定さ

れた金額を現在の任命及び個人の資格の終了まで確保する。 

 

１ ３ 

等級 俸給 

１  68,580.00 

２  75,350.00 

３  90,041.00 

４ 104,966.00 

５ 131,029.00 

６ 160,481.00 

７ 193,968.00 

俸給＝ユーロ 

 §2. §１は目下連邦政府機関の管理職及び幹部職の重要度測定に関する2001年７月11日の勅令第３条に記載された表の３の欄に規

定された給与及び本条の§１に載っている表の２の欄に規定されている範囲の金額の給与に適用される。 

第７条 公的社会保障制度の総支配人及び副支配人の管理機能についての2003年10月１日に発効した国法に関する2003年10月24日の勅

令に基づく任命については第２条の２ºの条項が2003年10月１日に発効している。 
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Ⅳ－６ 2004年３月９日の勅令（俸給表・勅令名不明） 

 
第６条 

 §1. 同じ勅令の第３条に反してすでに勅令の発効した日に任命された管理職及び幹部職の保有者はこの以下の表の２の欄に規定さ

れた金額を現在の任命及び個人の資格の終了まで確保する。 

 

１ ３ 

等級 俸給 

１  68,580.00 

２  75,350.00 

３  90,041.00 

４ 104,966.00 

５ 131,029.00 

６ 160,481.00 

７ 193,968.00 

俸給＝ユーロ 

 §2. §１は目下連邦政府機関の管理職及び幹部職の重要度測定に関する2001年７月11日の勅令第３条に記載された表の３の欄に規

定された給与及び本条の§１に載っている表の２の欄に規定されている範囲の金額の給与に適用される。 

第７条 公的社会保障制度の総支配人及び副支配人の管理機能についての2003年10月１日に発効した国法に関する2003年10月24日の勅

令に基づく任命については第２条の２ºの条項が2003年10月１日に発効している。 
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Ⅴ－１ 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月９日の国法 
 

ボードゥウィン 

ベルギー国王 

未来に栄光あれ、敬具                                                   

以下のものを両院が可決し、朕が承認する：                                         

第Ⅰ章 国法の目的及び効力範囲 

第１条 

 §1. この国法に基づき制定される規則は国王によりその決定する諸条件の下でその範囲内で例え労働契約で募集された場合でも以

下に所属する常勤、研修中、臨時、若しくは補助職員に適用されることが宣言される； 

   １º 司法権の地位にある公務員及び国に所属する公法人を含む国の管理職員その他の公務員； 

   ２º ａ）共同体及び地域圏政府の国の管理職員その他の公務員並びに共同体の基礎自治体理事会連合会及びフランス共同体理事

会連合会の管理職員その他の公務員； 

     ｂ）基礎自治体によって若しくはそのために設立された教育機関； 

     ｃ）フランス共同体理事会によって設立された教育機関； 

     ｄ）基礎自治体、地域圏、共同体の基礎自治体理事会、フランス共同体理事会に所属する公法人； 

   ３º ａ）フランス共同体理事会によって設立された助成対象教育機関； 

     ｂ）リュシア・ドゥ・ブロウッケレ単科大学の経営者法人の承認に関する1996年６月24日のフランス共同体の共同体法に規

定されたリュシア・ドゥ・ブロウッケレ単科大学； 

     ｃ）県； 

     ｄ）基礎自治体； 

     ｅ）フラーンデレン共同体理事会； 

     ｆ）基本法第163条及び第165条に規定されたその他の全ての県及び基礎自治体の諸機関； 

   ４º 基礎自治体に所属する公的諸機関； 

   ５º 干拓地及び排水路； 

   ６º  ─  

 §2. 規則を制定するこの国法は以下には適用できないことは明らかである： 

   １º ａ）国民代表議会及び上院の職務に就く職員； 

     ｂ）会計検査院の委員及びその職員； 

     ｃ）警察及び情報機関の監督を規整する1997年７月18日の国法に規定された警察官を監督する常設委員会及び情報機関を監

督する常設委員会の長はもとより委員、事務総長、職員、各連合調査委員会の委員及びその職員； 

     ｄ）連邦オンブズマンの設置のための1995年３月22日の国法に規定された連邦オンブズマン； 

   １ºの２  ─  

   １ºの３  ─  

   ２º 司法裁判機構の司法官及び事務総長； 

   ３º 上院の公務員； 

   ４º 軍人； 

   ５º 共同体によって設置された大学、大学のセンターの教職員、ゲンブルー農業科学部の教授団； 

   ６º 国家の安全の外勤要員； 

   ７º 原子力の分野の国家安全のために働く公務員及びその側面援助の実施要員； 

   ８º  ─  

   ９º 二つの基準で構成される統合警察勤務職員。 

 §3. この規整は同様に以下の委員及びその職員には適用できないことは明らかである： 

   １º N.M.B.S.持株会社； 

   ２º  ─  

   ３º 一定の経済的公共事業の改善に関する1991年３月21日の国法第１条の§４に分類されたその他の独立公共事業。 

第Ⅱ章 交 渉 

第２条 

 §1. 国王により特定の緊急事態とされたりその他の特定の事態とされたりした場合には関係行政庁はそのために設置された委員会

において労働組合代表との交渉を決められない： 
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     ｂ）基礎自治体によって若しくはそのために設立された教育機関； 

     ｃ）フランス共同体理事会によって設立された教育機関； 

     ｄ）基礎自治体、地域圏、共同体の基礎自治体理事会、フランス共同体理事会に所属する公法人； 

   ３º ａ）フランス共同体理事会によって設立された助成対象教育機関； 

     ｂ）リュシア・ドゥ・ブロウッケレ単科大学の経営者法人の承認に関する1996年６月24日のフランス共同体の共同体法に規

定されたリュシア・ドゥ・ブロウッケレ単科大学； 

     ｃ）県； 

     ｄ）基礎自治体； 

     ｅ）フラーンデレン共同体理事会； 

     ｆ）基本法第163条及び第165条に規定されたその他の全ての県及び基礎自治体の諸機関； 

   ４º 基礎自治体に所属する公的諸機関； 
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第Ⅱ章 交 渉 

第２条 
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－ 323 －

Ⅴ-

１



－ 324 － 

   １º 以下の事項の基本的規則： 

    ａ）短期・長期の休暇規則を含む行政規則； 

    ｂ）俸給規則； 

    ｃ）年金規則； 

    ｄ）労働組合との関係； 

    ｅ）社会福祉の組織。 

     国王はその中で取り扱われている事項及びその中に取り入れられている規定の報告と併せて基本的規則を指示する。このた

めにあらかじめ本条に規定された交渉を進める勅令を決定する。 

     国王が第１項のａ)、ｂ)、ｃ)の事項の実施のために決定し法令の下に含まれる職員にのみ適用される基本的規則は職員を

雇用する労働協約にも同様に適用される。 

   ２º 公布される規則の条項は後の職員構成の確定の観点から若しくは労働期間及び労働組織に関して内部規律の一般的事項、一

般的指針となる。 

     国王は労働組織について本法の趣旨と解されるようにしなければならないものを決定する。そのためにあらかじめ本条に記

述した交渉を進める勅令を決定する。 

 §2. §１に規定された件が提案される法案又は命令若しくは規則の案の前にこの規定に対応する交渉が行われる。一定の経済的公

共事業の改善に関する1991年３月21日の国法第１条の§４に分類された独立公共事業に案が関係する場合にも交渉を行う前に関

係委員会はその名称を持った国法の第31条に規定された公共事業委員会において助言を受ける。 

 §3. 国王は交渉手続のためにさらに細則を決定する。 

第３条 

 §1. 国王は以下の総務委員会を整える： 

   １º 連邦、共同体、地域圏の公務員のための委員会；この委員会は管理者、機関、公務員を意味する専ら第１条§１の１ºの職

員に関係する事項を所管する； 

   ２º 県及び基礎自治体のための委員会；この委員会は管理者、機関、公務員を意味する専ら第１条§１の３ºから５ºまでの職員

に関係する事項を所管する； 

   ３º 全ての政府機関のための共同体委員会；この委員会は関係職員を意味する１ºについて及び２ºについての事項を所管する；

特に社会計画に関してそう呼ばれる協定に照応する一般的団体協約に属する事項について；但し第Ⅱ章の規定を侵害すること

なくその委員会は関係職員を意味する１ºについて及び２ºについての民間防衛に関する1963年12月31日の国法の第19条に規定

された総則に関する事項を専管する県及び基礎自治体の政府機関のために存在する。 

     原則として２年間全政府機関のための共同体委員会においては各部門共通の社会計画について交渉が行われる。交渉は連邦

権限に属する事柄及び関係する職員を規定する１ºについて及び２ºについてと同様に第３条§１第７項及び§３、第９条の２

§１の１º及び２ºのｆ）、§５に規定された事柄に関係する。交渉は交渉に同意して委員会に出席している政府及び労働組合

に関するその他の事柄にも関係できる。 

     連邦政府の代表も第１条の§１の２ºに規定された個々の政府及び連合の一人乃至複数の代表はその委員会における政府代

表団の一部をなす。連邦政府、共同体、地域圏、共同体の共同体理事会及びフランス共同体理事会は交渉の間に取る立場をあ

らかじめ協議する。 

     全ての政府機関のための共同体委員会の議事日程の初回の各部門共通の計画についての交渉が登録されるときから４か月間

は交渉委員会の議事日程について部門別社会計画に関する課題は全くなされない。 

     原則として２年間の期間に各部門共通の計画について協定が締結されないとしてもなおそれ以降も多分若干の政府機関の職

員について部門別計画が締結され、その期間中に必要且つ補完的な各部門共通の社会計画について同名の委員会において交渉

がなされることになる。 

     同委員会は加えて本法によって制定された規則が明らかに適用される政府機関の職員が専ら関係している事柄について必要

な両会議の勧告若しくは提案が効果的に適用される全ての場合に全国労働会議や労働の予防及び保護のための最高会議にも代

理を立てる。 

    第１項に反して§２のこの文節の１º及び２º、並びに第４条の§３は専ら全ての政府機関のための共同体委員会に提案され

る： 

   １º 本法及びその施行令の改正の提案； 

   ２º 若干の政府部門の職員の労働組合奨励金の承認及び支給に関する1980年９月１日の国法若しくはその施行令の改正の提案； 

   ３º 連邦の権限に属する職歴の中断の側面。 

    全ての政府機関のための共同体委員会の事務局長は委員会に在籍している政府機関及び労働組合の監督のために以下に責任を

負う： 

   １º 全国労働組合会議において締結された団体労働協約及び連邦、共同体、地域圏の政府機関及び共同体、地域圏の各部門委員
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会のための委員会での協議の後の議事録についての情報提供； 

   ２º 委員会での起こりうる協議の観点で政府機関の職員に関係しているヨーロッパの関係資料及びヨーロッパの指針の通知並び

にそれに従っての行動； 

   ３º 団体協約関係、職歴、労働条件、公私両分野の給与の展開を追求する研究機関の設立及び組織。 

 §2. 但し連邦、共同体、地域圏の政府機関のための委員会は第４条によってそのために少なくとも二つの部門委員会が設置される

少なくとも二つの連邦、共同体、地域圏の政府機関の職員に関係している事項を取り扱う場合には専権を有する。 

    §１の第１項３ºの第２の意味に反することなく、県及び基礎自治体の委員会はそのために少なくとも二つの特別委員会が設

置される少なくとも二つの県若しくは基礎自治体の政府機関の職員に関係している事項を取り扱う場合には専権を有する。 

 §3. 団体労働協約及びその適用のための（労使委員同数の）労使調停委員会に関する1968年12月５日の国法が職員に全てが適用さ

れる国法若しくは規則の諸条項、労使調停委員会で締結された団体労働協約、及び全国労働会議の提案は本法によって制定され

る規則が明らかに適用される職員のための特別規則と見なす観点から第７項の意味での政府若しくは労働組合代表の提唱による

職員に関して権限を有する交渉委員会か若しくは協議委員会に提案される。 

第３条の２ 第２条に規定された交渉及び第12条でいま一度規定される協議の後県及び基礎自治体政府機関、並びに公的助成を受ける

教育の職員に対して専権を持つ者の委員会に設置される各課及び係は共同体の場合は、共同体法により、連邦政府の場合は勅令によ

り認められる権限を行使する。 

第４条 

 §1. 国王は以下の委員会を設置する： 

   １º 第１条§１の１º及び２ºに規定された勅令、機関、官職により数で最高25の部門委員会； 

   ２º 第１条§１の３ºから５ºまでに規定された勅令、機関、官職、及び特に公的助成を受ける教育のための特別委員会； 

   ３º ２ºに規定された政府機関の公的助成を受ける教育のための分離された特別委員会。 

 §2. 国王は個々の部門委員会、個々の特別委員会の管轄域を決定し、その管轄下に入る政府機関若しくは政府諸機関を指定する。 

 §3. 個々の部門委員会及び個々の特別委員会はそのために設置される機関若しくは諸機関の職員を専権している事項について権限

を有する。 

第５条 

 §1. 国王は交渉委員会の構成及び活動様式を決定する。 

 §2. 連邦、共同体、地域圏の政府機関のための委員会においては、一方では公務員問題大臣及び予算大臣又はしかるべきその授権

された代理者が政府代表団の多数を占め、他方では第１条§１の２ºに規定された職員が直接の当事者になるまでに一人乃至複

数の委員は提案によってそれぞれ政府若しくはその連合又はしかるべき授権されたその代理者にそれぞれ関係を持って指名され

る。 

    共同体、地域圏、共同体の共同体理事会及びフランス共同体理事会が直接の利害を持っているそれぞれの提案については全て

の関係政府及びその連合とともに連邦政府によって事前協議が開催される。政府代理の最終的な観点は連邦政府機関及びその関

係政府並びにその連合によって共同決定される。 

    制度改革のための1980年８月８日の特別法の第87条§４に規定された勅令の補足若しくは改正によって第１条§１の２ºに規

定された職員は直接の当事者とされる；同じ規則は国王が前述の勅令に基づき第１条§１の２ºに規定された政府若しくは連合

の助言又はそれらとの協議を経て行う決定について効力を有する。 

 §3. 県及び基礎自治体の政府機関のための委員会においては、一方では内務大臣若しくはしかるべき授権されたその代理者がその

政府代表団の多数を占め、他方ではこれにより第１条§１の２ºに規定されたそれぞれの政府若しくは連合の一人乃至複数の委

員が指名される。 

 §4. 全ての政府機関のための共同体委員会においては、一方では公務員問題大臣及び予算大臣又はしかるべき授権されたその代理

者が政府代表団の多数を占め、他方ではこれにより第１条§１の２ºに規定されたそれぞれの政府若しくは連合の一人乃至複数

の委員若しくはしかるべき授権されたその代理者が指名される。 

 §5. 部門委員会においては公務員問題大臣及び予算大臣若しくはしかるべき授権されたその代理者が政府代表団の多数を占める。 

 §6. 第３条§１第３項に反することなく、第１条§１の１ºに規定された政府若しくは連合の代表団は、共同体により若しくはそ

の代理として若しくはフランス共同体理事会により設置された教育機関、共同体、地域圏、共同体の共同体理事会、又はフラン

ス共同体理事会、さらには第１条§１の１º及び２ºに規定された勅令、機関、官職の管轄下にある公法人の職員に関係のある事

項の全ての部分を総務委員会において協議する。 

第６条 労働組合の代表は全員交渉委員会に議席を有する。 

第７条 全ての政府機関のための共同体委員会において有する議席については連邦、共同体、地域圏のための委員会、県及び基礎自治

体の政府機関のための委員会においては同時に以下のそれぞれの労働組合代表と見なされる： 

   １º 全国的分野で活動する； 

   ２º 政府機関の職員の全ての部門の利益が擁護される； 
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   １º 以下の事項の基本的規則： 

    ａ）短期・長期の休暇規則を含む行政規則； 

    ｂ）俸給規則； 

    ｃ）年金規則； 

    ｄ）労働組合との関係； 

    ｅ）社会福祉の組織。 

     国王はその中で取り扱われている事項及びその中に取り入れられている規定の報告と併せて基本的規則を指示する。このた

めにあらかじめ本条に規定された交渉を進める勅令を決定する。 

     国王が第１項のａ)、ｂ)、ｃ)の事項の実施のために決定し法令の下に含まれる職員にのみ適用される基本的規則は職員を

雇用する労働協約にも同様に適用される。 

   ２º 公布される規則の条項は後の職員構成の確定の観点から若しくは労働期間及び労働組織に関して内部規律の一般的事項、一

般的指針となる。 

     国王は労働組織について本法の趣旨と解されるようにしなければならないものを決定する。そのためにあらかじめ本条に記

述した交渉を進める勅令を決定する。 

 §2. §１に規定された件が提案される法案又は命令若しくは規則の案の前にこの規定に対応する交渉が行われる。一定の経済的公

共事業の改善に関する1991年３月21日の国法第１条の§４に分類された独立公共事業に案が関係する場合にも交渉を行う前に関

係委員会はその名称を持った国法の第31条に規定された公共事業委員会において助言を受ける。 

 §3. 国王は交渉手続のためにさらに細則を決定する。 

第３条 

 §1. 国王は以下の総務委員会を整える： 

   １º 連邦、共同体、地域圏の公務員のための委員会；この委員会は管理者、機関、公務員を意味する専ら第１条§１の１ºの職

員に関係する事項を所管する； 

   ２º 県及び基礎自治体のための委員会；この委員会は管理者、機関、公務員を意味する専ら第１条§１の３ºから５ºまでの職員

に関係する事項を所管する； 

   ３º 全ての政府機関のための共同体委員会；この委員会は関係職員を意味する１ºについて及び２ºについての事項を所管する；

特に社会計画に関してそう呼ばれる協定に照応する一般的団体協約に属する事項について；但し第Ⅱ章の規定を侵害すること

なくその委員会は関係職員を意味する１ºについて及び２ºについての民間防衛に関する1963年12月31日の国法の第19条に規定

された総則に関する事項を専管する県及び基礎自治体の政府機関のために存在する。 

     原則として２年間全政府機関のための共同体委員会においては各部門共通の社会計画について交渉が行われる。交渉は連邦

権限に属する事柄及び関係する職員を規定する１ºについて及び２ºについてと同様に第３条§１第７項及び§３、第９条の２

§１の１º及び２ºのｆ）、§５に規定された事柄に関係する。交渉は交渉に同意して委員会に出席している政府及び労働組合

に関するその他の事柄にも関係できる。 

     連邦政府の代表も第１条の§１の２ºに規定された個々の政府及び連合の一人乃至複数の代表はその委員会における政府代

表団の一部をなす。連邦政府、共同体、地域圏、共同体の共同体理事会及びフランス共同体理事会は交渉の間に取る立場をあ

らかじめ協議する。 

     全ての政府機関のための共同体委員会の議事日程の初回の各部門共通の計画についての交渉が登録されるときから４か月間

は交渉委員会の議事日程について部門別社会計画に関する課題は全くなされない。 

     原則として２年間の期間に各部門共通の計画について協定が締結されないとしてもなおそれ以降も多分若干の政府機関の職

員について部門別計画が締結され、その期間中に必要且つ補完的な各部門共通の社会計画について同名の委員会において交渉

がなされることになる。 

     同委員会は加えて本法によって制定された規則が明らかに適用される政府機関の職員が専ら関係している事柄について必要

な両会議の勧告若しくは提案が効果的に適用される全ての場合に全国労働会議や労働の予防及び保護のための最高会議にも代

理を立てる。 

    第１項に反して§２のこの文節の１º及び２º、並びに第４条の§３は専ら全ての政府機関のための共同体委員会に提案され

る： 

   １º 本法及びその施行令の改正の提案； 

   ２º 若干の政府部門の職員の労働組合奨励金の承認及び支給に関する1980年９月１日の国法若しくはその施行令の改正の提案； 

   ３º 連邦の権限に属する職歴の中断の側面。 

    全ての政府機関のための共同体委員会の事務局長は委員会に在籍している政府機関及び労働組合の監督のために以下に責任を

負う： 

   １º 全国労働組合会議において締結された団体労働協約及び連邦、共同体、地域圏の政府機関及び共同体、地域圏の各部門委員
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会のための委員会での協議の後の議事録についての情報提供； 

   ２º 委員会での起こりうる協議の観点で政府機関の職員に関係しているヨーロッパの関係資料及びヨーロッパの指針の通知並び

にそれに従っての行動； 

   ３º 団体協約関係、職歴、労働条件、公私両分野の給与の展開を追求する研究機関の設立及び組織。 

 §2. 但し連邦、共同体、地域圏の政府機関のための委員会は第４条によってそのために少なくとも二つの部門委員会が設置される

少なくとも二つの連邦、共同体、地域圏の政府機関の職員に関係している事項を取り扱う場合には専権を有する。 

    §１の第１項３ºの第２の意味に反することなく、県及び基礎自治体の委員会はそのために少なくとも二つの特別委員会が設

置される少なくとも二つの県若しくは基礎自治体の政府機関の職員に関係している事項を取り扱う場合には専権を有する。 

 §3. 団体労働協約及びその適用のための（労使委員同数の）労使調停委員会に関する1968年12月５日の国法が職員に全てが適用さ

れる国法若しくは規則の諸条項、労使調停委員会で締結された団体労働協約、及び全国労働会議の提案は本法によって制定され

る規則が明らかに適用される職員のための特別規則と見なす観点から第７項の意味での政府若しくは労働組合代表の提唱による

職員に関して権限を有する交渉委員会か若しくは協議委員会に提案される。 

第３条の２ 第２条に規定された交渉及び第12条でいま一度規定される協議の後県及び基礎自治体政府機関、並びに公的助成を受ける

教育の職員に対して専権を持つ者の委員会に設置される各課及び係は共同体の場合は、共同体法により、連邦政府の場合は勅令によ

り認められる権限を行使する。 

第４条 

 §1. 国王は以下の委員会を設置する： 

   １º 第１条§１の１º及び２ºに規定された勅令、機関、官職により数で最高25の部門委員会； 

   ２º 第１条§１の３ºから５ºまでに規定された勅令、機関、官職、及び特に公的助成を受ける教育のための特別委員会； 

   ３º ２ºに規定された政府機関の公的助成を受ける教育のための分離された特別委員会。 

 §2. 国王は個々の部門委員会、個々の特別委員会の管轄域を決定し、その管轄下に入る政府機関若しくは政府諸機関を指定する。 

 §3. 個々の部門委員会及び個々の特別委員会はそのために設置される機関若しくは諸機関の職員を専権している事項について権限

を有する。 

第５条 

 §1. 国王は交渉委員会の構成及び活動様式を決定する。 

 §2. 連邦、共同体、地域圏の政府機関のための委員会においては、一方では公務員問題大臣及び予算大臣又はしかるべきその授権

された代理者が政府代表団の多数を占め、他方では第１条§１の２ºに規定された職員が直接の当事者になるまでに一人乃至複

数の委員は提案によってそれぞれ政府若しくはその連合又はしかるべき授権されたその代理者にそれぞれ関係を持って指名され

る。 

    共同体、地域圏、共同体の共同体理事会及びフランス共同体理事会が直接の利害を持っているそれぞれの提案については全て

の関係政府及びその連合とともに連邦政府によって事前協議が開催される。政府代理の最終的な観点は連邦政府機関及びその関

係政府並びにその連合によって共同決定される。 

    制度改革のための1980年８月８日の特別法の第87条§４に規定された勅令の補足若しくは改正によって第１条§１の２ºに規

定された職員は直接の当事者とされる；同じ規則は国王が前述の勅令に基づき第１条§１の２ºに規定された政府若しくは連合

の助言又はそれらとの協議を経て行う決定について効力を有する。 

 §3. 県及び基礎自治体の政府機関のための委員会においては、一方では内務大臣若しくはしかるべき授権されたその代理者がその

政府代表団の多数を占め、他方ではこれにより第１条§１の２ºに規定されたそれぞれの政府若しくは連合の一人乃至複数の委

員が指名される。 

 §4. 全ての政府機関のための共同体委員会においては、一方では公務員問題大臣及び予算大臣又はしかるべき授権されたその代理

者が政府代表団の多数を占め、他方ではこれにより第１条§１の２ºに規定されたそれぞれの政府若しくは連合の一人乃至複数

の委員若しくはしかるべき授権されたその代理者が指名される。 

 §5. 部門委員会においては公務員問題大臣及び予算大臣若しくはしかるべき授権されたその代理者が政府代表団の多数を占める。 

 §6. 第３条§１第３項に反することなく、第１条§１の１ºに規定された政府若しくは連合の代表団は、共同体により若しくはそ

の代理として若しくはフランス共同体理事会により設置された教育機関、共同体、地域圏、共同体の共同体理事会、又はフラン

ス共同体理事会、さらには第１条§１の１º及び２ºに規定された勅令、機関、官職の管轄下にある公法人の職員に関係のある事

項の全ての部分を総務委員会において協議する。 

第６条 労働組合の代表は全員交渉委員会に議席を有する。 

第７条 全ての政府機関のための共同体委員会において有する議席については連邦、共同体、地域圏のための委員会、県及び基礎自治

体の政府機関のための委員会においては同時に以下のそれぞれの労働組合代表と見なされる： 

   １º 全国的分野で活動する； 

   ２º 政府機関の職員の全ての部門の利益が擁護される； 
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   ３º 全国労働会議において代表される労働組合への加盟。 

第８条 

 §1. 部門委員会に有する議席については以下の代表と見なされる： 

   １º 連邦、共同体、地域圏政府機関のための委員会に議席を有するそれぞれの労働組合； 

   ２º １ºに反することなく同時にそれぞれの労働組合； 

    ａ）委員会の管轄下にある政府機関の職員の全ての部門の利益が擁護される； 

    ｂ）全国分野のセンターとして設立された労働組合若しくは同じ分野で設立された労働組合の一部と結合された； 

    ｃ）１ºに規定され委員会の管轄下にある機関の職員の数を代表する少なくとも10％以上の数の加入者分担金を持つ委員のそ

の他の労働組合の中の最大の数の加入者分担金を持つ委員。 

 §2. 特別委員会に有する議席については以下の代表と見なされる： 

   １º 県及び基礎自治体の政府機関のための委員会に議席を有する個々の労働組合； 

   ２º １ºに反することなく§１の２ºの条件を満たす個々の労働組合。 

第９条 全ての交渉の結果はそこに記録される議事録に書き留められる： 

   １º 代表団の全員の全会一致の協定か； 

   ２º 政府代表と一つ乃至複数の労働組合代表との協定、さらに一つ乃至複数の労働組合代理の観点か； 

   ３º 個々の代表のそれぞれの観点か。 

第Ⅱ章の２ 最低限の権利 

第９条の２ 

 §1. 本章の適用によって以下の事項について最低限の権利が決定される： 

   １º ａ）児童手当； 

     ｂ）労働災害及び職業病； 

     ｃ）年金の権利及び年金の調整を考慮して共同体、地域圏、共同体の共同体理事会、若しくはフランス共同体理事会の管轄

下にある公法人の規約で定められた職員の生計の道である固有の年金規則を除き特に階級の廃止に関する国法で部局の機

構改革若しくは再編の領域で廃止された階級と結び付いた俸給の支給の決定について適用されなければならない原則を含

む年金に関する細則； 

     ｄ）消費者物価指標と連動する給与体系； 

     ｅ）雇用関係の中断に伴う社会保障 

   ２º ａ）最大労働時間； 

     ｂ）最小限の年次休暇日数； 

     ｃ）出産休暇の法的金銭的権利に関する最低限の規則； 

     ｄ）休暇手当として認められる月給の総額の最低限の率； 

     ｅ）完全就業に保証される最低限月収； 

     ｆ）年金の権利と廃止された階級と結び付いた俸給の支給の決定について適用されなければならない原則を含む共同体、地

域圏、共同体の共同体理事会、若しくはフランス共同体理事会の管轄下にある公法人の規約で定められた職員の生計の道

である固有の年金規則に関する細則。 

 §2. 全政府機関のための共同体委員会に在席する関係政府機関若しくは労働組合の発議で国王により§１に規定された事項の名簿

は閣議での協議を経て決定された勅令によりその委員会での交渉を経て補充される。 

 §3. §１の１ºに規定された事項に関するものは全て最低限の権利の法律条項である； 

 §4. §１の２º ｆ)に規定された事項に関するものは全て最低限の権利の法律条項である； 

 §5. それについて本法が適用されることが明らかな規約で定められた職員は誰かについては§１の２ºのａ)からｅ)に規定された

それぞれの事項における最低限の権利は閣議での協議を経て勅令により国王によって決定される。 

第９条の３ 第９条の２の§１の１º及び２º ｆ)に規定された最低限の権利に関する提案は専ら全政府機関のための共同体委員会に提

出される。 

 第９条の２の§５に規定される最低限の権利の決定若しくは修正のための勅令の草案は専ら全政府機関のための共同体委員会に提出

される。 

 連邦政府、共同体及び地域圏の政府、共同体の共同体理事会連合及びフランス共同体理事会連合は前もって交渉の期間中に第９条の

２の§５に従って全政府機関のための共同体委員会での決定若しくは修正に関する個々の提案に取り込まれるであろう観点を提起す

る。 

第９条の４ 

 §1. 委員会に在席する労働組合の一人乃至複数の代表が提案がこの委員会に提出される本章の規定についての論議の中で意見があ

れば最初にこの委員会の権限について交渉が行われることになる。 
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 §2. 政府代表と労働組合代表との間に§１に規定された委員会の権限について意見の一致がない場合には、且つこの委員会はもと

より総務委員会に在席の労働組合代表の要請で権限ある政府に従って全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政

府機関若しくはこの委員会に設置される権限ある分科会において権限ある場所について交渉が持たれる。 

    第１項に規定された要請は領収書付の書留郵便で権限についての交渉が起こる委員会の議長に送付される。 

    第２条§３に反して全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委員会に設置される権限あ

る分科会においての交渉手続のための期間は議事録の最終原本が政府代表によってそのような方法で第２項に規定された書留郵

便の受領の日の後30日以内に作成される。 

 §3. §１に規定された交渉は全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委員会に設置される権

限ある分科会での交渉の結論が議事録に記録されない限り終わらせることはできない。 

 §4. 提案が第９条の２の§５に従って国王によって決定された最低限の権利としてあまり望ましいものでない場合には、§２に規

定された労働組合代表は権限ある政府に従って全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委

員会に設置される権限ある分科会の議事録にその提案を記載することを求めることができる。 

    その要請は領収書付の書留郵便で第１項に規定された権限ある委員会の議長に送付される。 

    第２条の§３に反して全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委員会に設置される権限

ある分科会においての交渉手続のための期間は議事録の最終原本が政府代表によってそのような方法で第２項に規定された書留

郵便の受領の日の後30日以内に作成される。 

第Ⅱ章の３ 権限違反 

第９条の５ 同様な事項に関係を有する提案の決定が連邦政府によって授権された交渉委員会若しくは協議委員会の所管となる場合に

は政府は第７条の意味での労働組合代表との協議を経て総務委員会に提出された提案の全体をやはり総務委員会のそれぞれの権限を

侵害することなく決定できる。 

第Ⅲ章 協 議 

第10条 

 §1. 国王はそれに従って協議委員会公務員若しくは公務員集団のために設置される規則を制定する。委員会の構成及び行動様式に

関する規則も制定する。 

 §2. 国王は同様にそれぞれが専ら適切に決定された事項に権限のある又はそれについて設置を命じられた公務員若しくは公務員集

団のためのいろいろな協議委員会を設置できる。 

第11条 

 §1. 国王が決定した緊急事態の場合及びその他の国王が決定した場合を除いて権限ある行政機関はその場合に応じて労働組合との

協議を経て第10条に相応して設置される委員会において若しくは第12条の２により設置される委員会では以下のことは決定でき

ない： 

   １º 関係協議委員会の管轄下にある政府機関の職員構成の取決めの決定； 

   ２º 国王が第２条§１の１ºの最後の項に従ってさらに上述の政府機関に固有の労働時間及び労働組織に関係している基本原則

とは見なさない諸規則。 

    同様に前もって内部規律について及び第１項の２ºに規定されている事項に関係している指針について協議に付さなければな

らない。 

    協議委員会は本項に基づいて提起される提案について適切な根拠を有する助言をもたらす。 

    同様な規則に従って委員会では人間関係の改善若しくは生産性の向上にまで及ぶものまで審議に掛けることができる。 

 §2. 国王は労働災害防止及び労働保護について私企業に指示する委員会にある権限をその指名する協議委員会に認める。 

 §3. 国王は協議手続の細則を制定する。 

第12条 部門委員会若しくは特別委員会において労働組合代表は既定の委員会の領域内に設置される協議委員会に在席している正当な

代表である。 

第12条の２ 第11条§１の規定に違反することなく国王が第２条§１の１ºの最終項に従って協議については基本的な規則とは見なし

ていない以下の諸規則が提案される： 

   １º 諸規則が少なくとも二つの部門委員会の管轄下にある職員に関係しているときには連邦、共同体及び地域圏の政府機関のた

めの委員会； 

   ２º 諸規則が少なくとも二つの特別委員会の管轄下にある職員に関係しているときには県及び基礎自治体の政府機関のための委

員会； 

   ３º 諸規則が一つ乃至複数の部門委員会の管轄下にある職員及び一つ乃至複数の特別委員会の管轄下にある職員に関係している

場合には全政府機関のための共同体委員会。 

 第１項の３に述べられた総務委員会の協議は協議委員会の行動様式及び協議手続に関して第10条§１及び第11条の§３を実行する規

定に対応して進行する；委員会は第11条§１第３項に規定された適切な根拠を有する助言に達する。 
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   ３º 全国労働会議において代表される労働組合への加盟。 

第８条 

 §1. 部門委員会に有する議席については以下の代表と見なされる： 

   １º 連邦、共同体、地域圏政府機関のための委員会に議席を有するそれぞれの労働組合； 

   ２º １ºに反することなく同時にそれぞれの労働組合； 

    ａ）委員会の管轄下にある政府機関の職員の全ての部門の利益が擁護される； 

    ｂ）全国分野のセンターとして設立された労働組合若しくは同じ分野で設立された労働組合の一部と結合された； 

    ｃ）１ºに規定され委員会の管轄下にある機関の職員の数を代表する少なくとも10％以上の数の加入者分担金を持つ委員のそ

の他の労働組合の中の最大の数の加入者分担金を持つ委員。 

 §2. 特別委員会に有する議席については以下の代表と見なされる： 

   １º 県及び基礎自治体の政府機関のための委員会に議席を有する個々の労働組合； 

   ２º １ºに反することなく§１の２ºの条件を満たす個々の労働組合。 

第９条 全ての交渉の結果はそこに記録される議事録に書き留められる： 

   １º 代表団の全員の全会一致の協定か； 

   ２º 政府代表と一つ乃至複数の労働組合代表との協定、さらに一つ乃至複数の労働組合代理の観点か； 

   ３º 個々の代表のそれぞれの観点か。 

第Ⅱ章の２ 最低限の権利 

第９条の２ 

 §1. 本章の適用によって以下の事項について最低限の権利が決定される： 

   １º ａ）児童手当； 

     ｂ）労働災害及び職業病； 

     ｃ）年金の権利及び年金の調整を考慮して共同体、地域圏、共同体の共同体理事会、若しくはフランス共同体理事会の管轄

下にある公法人の規約で定められた職員の生計の道である固有の年金規則を除き特に階級の廃止に関する国法で部局の機

構改革若しくは再編の領域で廃止された階級と結び付いた俸給の支給の決定について適用されなければならない原則を含

む年金に関する細則； 

     ｄ）消費者物価指標と連動する給与体系； 

     ｅ）雇用関係の中断に伴う社会保障 

   ２º ａ）最大労働時間； 

     ｂ）最小限の年次休暇日数； 

     ｃ）出産休暇の法的金銭的権利に関する最低限の規則； 

     ｄ）休暇手当として認められる月給の総額の最低限の率； 

     ｅ）完全就業に保証される最低限月収； 

     ｆ）年金の権利と廃止された階級と結び付いた俸給の支給の決定について適用されなければならない原則を含む共同体、地

域圏、共同体の共同体理事会、若しくはフランス共同体理事会の管轄下にある公法人の規約で定められた職員の生計の道

である固有の年金規則に関する細則。 

 §2. 全政府機関のための共同体委員会に在席する関係政府機関若しくは労働組合の発議で国王により§１に規定された事項の名簿

は閣議での協議を経て決定された勅令によりその委員会での交渉を経て補充される。 

 §3. §１の１ºに規定された事項に関するものは全て最低限の権利の法律条項である； 

 §4. §１の２º ｆ)に規定された事項に関するものは全て最低限の権利の法律条項である； 

 §5. それについて本法が適用されることが明らかな規約で定められた職員は誰かについては§１の２ºのａ)からｅ)に規定された

それぞれの事項における最低限の権利は閣議での協議を経て勅令により国王によって決定される。 

第９条の３ 第９条の２の§１の１º及び２º ｆ)に規定された最低限の権利に関する提案は専ら全政府機関のための共同体委員会に提

出される。 

 第９条の２の§５に規定される最低限の権利の決定若しくは修正のための勅令の草案は専ら全政府機関のための共同体委員会に提出

される。 

 連邦政府、共同体及び地域圏の政府、共同体の共同体理事会連合及びフランス共同体理事会連合は前もって交渉の期間中に第９条の

２の§５に従って全政府機関のための共同体委員会での決定若しくは修正に関する個々の提案に取り込まれるであろう観点を提起す

る。 

第９条の４ 

 §1. 委員会に在席する労働組合の一人乃至複数の代表が提案がこの委員会に提出される本章の規定についての論議の中で意見があ

れば最初にこの委員会の権限について交渉が行われることになる。 
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 §2. 政府代表と労働組合代表との間に§１に規定された委員会の権限について意見の一致がない場合には、且つこの委員会はもと

より総務委員会に在席の労働組合代表の要請で権限ある政府に従って全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政

府機関若しくはこの委員会に設置される権限ある分科会において権限ある場所について交渉が持たれる。 

    第１項に規定された要請は領収書付の書留郵便で権限についての交渉が起こる委員会の議長に送付される。 

    第２条§３に反して全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委員会に設置される権限あ

る分科会においての交渉手続のための期間は議事録の最終原本が政府代表によってそのような方法で第２項に規定された書留郵

便の受領の日の後30日以内に作成される。 

 §3. §１に規定された交渉は全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委員会に設置される権

限ある分科会での交渉の結論が議事録に記録されない限り終わらせることはできない。 

 §4. 提案が第９条の２の§５に従って国王によって決定された最低限の権利としてあまり望ましいものでない場合には、§２に規

定された労働組合代表は権限ある政府に従って全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委

員会に設置される権限ある分科会の議事録にその提案を記載することを求めることができる。 

    その要請は領収書付の書留郵便で第１項に規定された権限ある委員会の議長に送付される。 

    第２条の§３に反して全政府機関のための共同体委員会、県及び基礎自治体の政府機関若しくはこの委員会に設置される権限

ある分科会においての交渉手続のための期間は議事録の最終原本が政府代表によってそのような方法で第２項に規定された書留

郵便の受領の日の後30日以内に作成される。 

第Ⅱ章の３ 権限違反 

第９条の５ 同様な事項に関係を有する提案の決定が連邦政府によって授権された交渉委員会若しくは協議委員会の所管となる場合に

は政府は第７条の意味での労働組合代表との協議を経て総務委員会に提出された提案の全体をやはり総務委員会のそれぞれの権限を

侵害することなく決定できる。 

第Ⅲ章 協 議 

第10条 

 §1. 国王はそれに従って協議委員会公務員若しくは公務員集団のために設置される規則を制定する。委員会の構成及び行動様式に

関する規則も制定する。 

 §2. 国王は同様にそれぞれが専ら適切に決定された事項に権限のある又はそれについて設置を命じられた公務員若しくは公務員集

団のためのいろいろな協議委員会を設置できる。 

第11条 

 §1. 国王が決定した緊急事態の場合及びその他の国王が決定した場合を除いて権限ある行政機関はその場合に応じて労働組合との

協議を経て第10条に相応して設置される委員会において若しくは第12条の２により設置される委員会では以下のことは決定でき

ない： 

   １º 関係協議委員会の管轄下にある政府機関の職員構成の取決めの決定； 

   ２º 国王が第２条§１の１ºの最後の項に従ってさらに上述の政府機関に固有の労働時間及び労働組織に関係している基本原則

とは見なさない諸規則。 

    同様に前もって内部規律について及び第１項の２ºに規定されている事項に関係している指針について協議に付さなければな

らない。 

    協議委員会は本項に基づいて提起される提案について適切な根拠を有する助言をもたらす。 

    同様な規則に従って委員会では人間関係の改善若しくは生産性の向上にまで及ぶものまで審議に掛けることができる。 

 §2. 国王は労働災害防止及び労働保護について私企業に指示する委員会にある権限をその指名する協議委員会に認める。 

 §3. 国王は協議手続の細則を制定する。 

第12条 部門委員会若しくは特別委員会において労働組合代表は既定の委員会の領域内に設置される協議委員会に在席している正当な

代表である。 

第12条の２ 第11条§１の規定に違反することなく国王が第２条§１の１ºの最終項に従って協議については基本的な規則とは見なし

ていない以下の諸規則が提案される： 

   １º 諸規則が少なくとも二つの部門委員会の管轄下にある職員に関係しているときには連邦、共同体及び地域圏の政府機関のた

めの委員会； 

   ２º 諸規則が少なくとも二つの特別委員会の管轄下にある職員に関係しているときには県及び基礎自治体の政府機関のための委

員会； 

   ３º 諸規則が一つ乃至複数の部門委員会の管轄下にある職員及び一つ乃至複数の特別委員会の管轄下にある職員に関係している

場合には全政府機関のための共同体委員会。 

 第１項の３に述べられた総務委員会の協議は協議委員会の行動様式及び協議手続に関して第10条§１及び第11条の§３を実行する規

定に対応して進行する；委員会は第11条§１第３項に規定された適切な根拠を有する助言に達する。 
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第Ⅲ章の２ 交渉及び協議に共通の規定 

第12条の３ 

 §1. 本条は第11条§１の３ºから５ºに規定されるように政府機関に適用される。 

 §2. 政府は以下の条件が満たされる限りそれについての交渉及び協議の提案に服することが免除される： 

   １º 監督官庁の発する勧告の適用に関する提案； 

   ２º 総務委員会若しくは県及び基礎自治体の政府機関のための委員会に設置された部局若しくは分科会での交渉若しくは協議の

結果としての第９条の１º若しくは２ºの意味での協定議定書又は適切な根拠を有する助言を対象にする勧告； 

   ３º 適用するために修正若しくは逸脱のない勧告を目的にしている提案； 

   ４º 権限ある官庁によって召喚を免除する意図を領収書付の書留郵便で知らされた後権限ある交渉若しくは協議委員会に在席し

ている労働組合のそれぞれはその提案の委員会への提出は郵便の受領の日の後３労働日以内は要請しない。 

第Ⅲ章の３ 教 育 

第12条の４ 本章は権限ある共同体限りの教育機関の管轄下にある職員に遅くとも本法第24条§２を利用する本章の発効の日に適用さ

れる。 

第12条の５ 加えて第５条§１に従って規定される交渉委員会の構成は同様にそれぞれの場合に応じて設置される統治機関若しくは統

治機関の連合体となる第12条の４に規定される職員のために設置される部門委員会及び第３条の２に規定された分科会の一部となる。

第９条に反してそれぞれの交渉の結論は各代表のそれぞれの観点が記録された議事録に記載される。 

第12条の６ 共同体の事項と考えられる事項はそれぞれの共同体政府が第12条の５に規定された部門委員会若しくは分科会及び自らが

その議長を務める権限ある共同体によって設置される助成を受ける自由教育のための委員会を一緒に招集する。 

 共同体政府が議長を務める。 

第12条の７ 第２条の§１及び第11条の§１に反して第12条の４に規定された職員のために第10条に従って設置される委員会は第11条

の§１に記載された事項についての交渉を所管する。 

第Ⅳ章 社会福祉 

第13条 国王は規則に従って社会福祉のために設置している行政庁か若しくは代表が第８条の意味の各種の労働組合かにその全体若し

くは一部の運営を任せることを決定する。 

 国王によって決定された条件の下で社会福祉のために設置し賛成を表明した行政庁の場合には公共施設、公共福祉施設若しくは非営

利団体に運営の責任が負わされる。 

第Ⅴ章 統制手段 

第14条 

 §1. 国王によって決定された期限６年ごとに委員会若しくは社会福祉のためのの交渉委員会において若しくは運営委員会において

第８条及び第13条に規定された一定の加入者分担金を支払う委員に関する基準を満たす場合に応じて在席しているか若しくは在

席を要求するのが望ましい労働組合を検証する。 

    委員会は司法部の判事からなる３人の執行委員及び３人の代理委員で構成される。国王によって指名される。議長及び副議長

はオランダ及びフランスの例証について知識を持っていなければならない。委員会は委員会に二人の委員が出席すれば審議は有

効である。 

    委員会は全会一致で決定する。 

    第１項に規定された労働組合は要請があれば適用される項の適用に必要な証拠資料を委員会に提出する。 

    委員会議長の要請により当局若しくは本法により制定された規則に関係する職員が入手される修正された職員名簿の適用を受

ける官庁若しくは機関を決定しなければならない。 

    委員会の委員及び職員のためには必要ならば労働組合によって提供される通知の内容に関する職業上の秘密の遵守義務が適用

されるべきである。 

    関係労働組合の代表は組織に関する検査の実施の全てに参加しなければならない。 

 §2. 委員会によって§１の第１項に規定された条項を満たしていないと確定された労働組合は、課せられた諸条件が確定以前から

確かに満たされていなかったと考えられる場合には６年の期限前に新たな検査を要請しなければならない。 

    新たな検査でその労働組合が課せられた諸条件を満たしていることがはっきりした場合には直ちにその代表と見なされる委員

会に議席を有する。 

 §3. 国王は「加入者分担金支払条項」の下で本法の第８条及び第13条の意味での「職員」及び「職員群」と解されなければならな

いことを決定する。 

第Ⅵ章 承 認 

第15条 本法によって制定される規則が適用される職員の労働組合は国王が決定する場合を条件として関係当局により法令の写し及び

責任ある指導者の名簿の書留郵便による送付が行われるや直ちに承認される。 

 関係当局その法令若しくは責任ある指導者の名簿に書き入れる修正に気が付いた場合だけ承認を留保する。 
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第16条 承認された労働組合は国王によって決定された条件の下で以下のことをしてよい： 

   １º その代表する職員の共通の利益の場合又は職員構成員の特殊な利益の場の当局への介入； 

   ２º その立場に立って行政庁による行為を正当化しなければならない職員構成員； 

   ３º 官庁の局内の通知の掲示； 

   ４º その代表しなければならない職員の管理に関する一般的な記録の受領。 

第Ⅶ章 労働組合代表の特権 

第17条 国王によって決定された諸条件の下で本法によって認められたその他の特権に反することなしに労働組合代表は以下のことを

しなければならない： 

   １º 承認された労働組合の特権の行使； 

   ２º 職務時間内の局内での組合費徴収； 

   ３º 競争試験についての且つ試験委員会の特権を侵害することなく職員群のために準備される試験についての提案； 

   ４º 局内での集会の準備。 

第Ⅷ章 労働組合に関する条項 

第18条 国王は労働組合のために政府機関内での活動問題に適用される規則を定める。国王はこの資格を持っている職員群の行政上の

立場、及び勤務時間と同等視される労働組合の任務を果たす時間の場合の多くについて決定する。 

 国王は職員群の資格にある若干の代表に労働組合によって支払われる金額の当局への払戻しに関する規則を制定する。 

 但し国王は自ら決定した条件及び基準に従って労働組合代表の払戻金の全額若しくは一部を免除することができる。国王は他の機関

の管轄下にある職員のために関係機関の助言を経て連邦政府機関が要請している権限を行使できる。助言の表明は全く自由である。 

第Ⅸ章 修正・削除・最終決定 

第Ⅰ節 修正及び削除の決定 

第19条 国王は疑問のある規則についてそれぞれの条文の対比が示される以下に列記される国法の修正について権限を有する： 

 1. （1952年６月10日の国法）。 

 2. 団体労働協約及び第２条の§３の１の合同委員会に関する1968年12月５日の国法： 

   第12項に規定された国王の職権で本法によって制定された国、県、基礎自治体、公共団体、公益機関の職務に就く関係職員が明

定される諸規則の適用される時期を終了させる規則の条文で補完する。 

 3. 経済発展、社会的向上、財政再建のための1961年２月14日の国法の第４編の若干の条文の修正、共同体法第75条を補完する1961

年２月28日の国法第９条の廃止のための1961年７月27日の国法： 

   労働組合の鑑定がこの後者の利益を得る職員群のための本法について制定される細則によって取って代わられることを規定する。 

 4. 教育国家公務員の規則に関する1964年６月22日の国法第７条第３項： 

   第３項は労働組合の鑑定の廃止がもたらした結果としての本法の規定に適応する。 

第19条の２ 本法が適用される政府機関に関しては合同委員会において、労使協議会において、若しくは本法によって準備された交渉

若しくは協議委員会において行われる労働組合代表との共同作業において本法に従って進められる手続を修正するために以下に列記

する国法に従って国王に委任される： 

   １º 労働を規整する1965年４月８日の国法； 

   ２º 1971年３月16日の労働法； 

   ３º 祝日に関する1974年１月４日の国法。 

第20条 初等教育の規整の国法が適用されて教育する教育職員の労働組合への出向の地位に関する1954年３月10日の国法は下記のよう

に修正し補完される： 

   １º 国法名は下記のように修正された：「助成を受ける自由教育の助成を受ける職員群の労働組合への出向の地位に関する国

法」； 

   ２º 第１条では「受け入れられるか受入可能な公立の」の表現が「完全な教育課程を備えた助成を受ける自由教育機関」に変え

られた； 

   ３º 第２条では「基礎自治体議会の若しくは」の表現及び「受け入れるか受け入れできる」の表現が削除された； 

   ４º 第４条第２項及び第３項では「国、基礎自治体若しくは受入可能な学校の管理者」の表現が「国、若しくは助成を受ける自

由教育の助成機関」に変えられた； 

   ５º 第６条では「受け入れるか若しくは受入可能な初等教育と幼稚園の教育」の表現が「助成を受ける自由教育の助成を受ける

職員群」に変えられた。 

第21条 若干の公益機関の統制に関する1954年３月16日の国法の修正及び補完のための1967年４月18日の勅令第４号の第12条によって

一部無効にされたそれによって委任された規整が規約の中で十分に検証するための幾らかの修正がなされた1927年７月20日の国法に

よって挿入された全国鉄道支線協会の規約第39条は1967年４月30日付で改めて完全に発効された。 

第22条 無効にされたのは： 
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第Ⅲ章の２ 交渉及び協議に共通の規定 

第12条の３ 

 §1. 本条は第11条§１の３ºから５ºに規定されるように政府機関に適用される。 

 §2. 政府は以下の条件が満たされる限りそれについての交渉及び協議の提案に服することが免除される： 

   １º 監督官庁の発する勧告の適用に関する提案； 

   ２º 総務委員会若しくは県及び基礎自治体の政府機関のための委員会に設置された部局若しくは分科会での交渉若しくは協議の

結果としての第９条の１º若しくは２ºの意味での協定議定書又は適切な根拠を有する助言を対象にする勧告； 

   ３º 適用するために修正若しくは逸脱のない勧告を目的にしている提案； 

   ４º 権限ある官庁によって召喚を免除する意図を領収書付の書留郵便で知らされた後権限ある交渉若しくは協議委員会に在席し

ている労働組合のそれぞれはその提案の委員会への提出は郵便の受領の日の後３労働日以内は要請しない。 

第Ⅲ章の３ 教 育 

第12条の４ 本章は権限ある共同体限りの教育機関の管轄下にある職員に遅くとも本法第24条§２を利用する本章の発効の日に適用さ

れる。 

第12条の５ 加えて第５条§１に従って規定される交渉委員会の構成は同様にそれぞれの場合に応じて設置される統治機関若しくは統

治機関の連合体となる第12条の４に規定される職員のために設置される部門委員会及び第３条の２に規定された分科会の一部となる。

第９条に反してそれぞれの交渉の結論は各代表のそれぞれの観点が記録された議事録に記載される。 

第12条の６ 共同体の事項と考えられる事項はそれぞれの共同体政府が第12条の５に規定された部門委員会若しくは分科会及び自らが

その議長を務める権限ある共同体によって設置される助成を受ける自由教育のための委員会を一緒に招集する。 

 共同体政府が議長を務める。 

第12条の７ 第２条の§１及び第11条の§１に反して第12条の４に規定された職員のために第10条に従って設置される委員会は第11条

の§１に記載された事項についての交渉を所管する。 

第Ⅳ章 社会福祉 

第13条 国王は規則に従って社会福祉のために設置している行政庁か若しくは代表が第８条の意味の各種の労働組合かにその全体若し

くは一部の運営を任せることを決定する。 

 国王によって決定された条件の下で社会福祉のために設置し賛成を表明した行政庁の場合には公共施設、公共福祉施設若しくは非営

利団体に運営の責任が負わされる。 

第Ⅴ章 統制手段 

第14条 

 §1. 国王によって決定された期限６年ごとに委員会若しくは社会福祉のためのの交渉委員会において若しくは運営委員会において

第８条及び第13条に規定された一定の加入者分担金を支払う委員に関する基準を満たす場合に応じて在席しているか若しくは在

席を要求するのが望ましい労働組合を検証する。 

    委員会は司法部の判事からなる３人の執行委員及び３人の代理委員で構成される。国王によって指名される。議長及び副議長

はオランダ及びフランスの例証について知識を持っていなければならない。委員会は委員会に二人の委員が出席すれば審議は有

効である。 

    委員会は全会一致で決定する。 

    第１項に規定された労働組合は要請があれば適用される項の適用に必要な証拠資料を委員会に提出する。 

    委員会議長の要請により当局若しくは本法により制定された規則に関係する職員が入手される修正された職員名簿の適用を受

ける官庁若しくは機関を決定しなければならない。 

    委員会の委員及び職員のためには必要ならば労働組合によって提供される通知の内容に関する職業上の秘密の遵守義務が適用

されるべきである。 

    関係労働組合の代表は組織に関する検査の実施の全てに参加しなければならない。 

 §2. 委員会によって§１の第１項に規定された条項を満たしていないと確定された労働組合は、課せられた諸条件が確定以前から

確かに満たされていなかったと考えられる場合には６年の期限前に新たな検査を要請しなければならない。 

    新たな検査でその労働組合が課せられた諸条件を満たしていることがはっきりした場合には直ちにその代表と見なされる委員

会に議席を有する。 

 §3. 国王は「加入者分担金支払条項」の下で本法の第８条及び第13条の意味での「職員」及び「職員群」と解されなければならな

いことを決定する。 

第Ⅵ章 承 認 

第15条 本法によって制定される規則が適用される職員の労働組合は国王が決定する場合を条件として関係当局により法令の写し及び

責任ある指導者の名簿の書留郵便による送付が行われるや直ちに承認される。 

 関係当局その法令若しくは責任ある指導者の名簿に書き入れる修正に気が付いた場合だけ承認を留保する。 
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第16条 承認された労働組合は国王によって決定された条件の下で以下のことをしてよい： 

   １º その代表する職員の共通の利益の場合又は職員構成員の特殊な利益の場の当局への介入； 

   ２º その立場に立って行政庁による行為を正当化しなければならない職員構成員； 

   ３º 官庁の局内の通知の掲示； 

   ４º その代表しなければならない職員の管理に関する一般的な記録の受領。 

第Ⅶ章 労働組合代表の特権 

第17条 国王によって決定された諸条件の下で本法によって認められたその他の特権に反することなしに労働組合代表は以下のことを

しなければならない： 

   １º 承認された労働組合の特権の行使； 

   ２º 職務時間内の局内での組合費徴収； 

   ３º 競争試験についての且つ試験委員会の特権を侵害することなく職員群のために準備される試験についての提案； 

   ４º 局内での集会の準備。 

第Ⅷ章 労働組合に関する条項 

第18条 国王は労働組合のために政府機関内での活動問題に適用される規則を定める。国王はこの資格を持っている職員群の行政上の

立場、及び勤務時間と同等視される労働組合の任務を果たす時間の場合の多くについて決定する。 

 国王は職員群の資格にある若干の代表に労働組合によって支払われる金額の当局への払戻しに関する規則を制定する。 

 但し国王は自ら決定した条件及び基準に従って労働組合代表の払戻金の全額若しくは一部を免除することができる。国王は他の機関

の管轄下にある職員のために関係機関の助言を経て連邦政府機関が要請している権限を行使できる。助言の表明は全く自由である。 

第Ⅸ章 修正・削除・最終決定 

第Ⅰ節 修正及び削除の決定 

第19条 国王は疑問のある規則についてそれぞれの条文の対比が示される以下に列記される国法の修正について権限を有する： 

 1. （1952年６月10日の国法）。 

 2. 団体労働協約及び第２条の§３の１の合同委員会に関する1968年12月５日の国法： 

   第12項に規定された国王の職権で本法によって制定された国、県、基礎自治体、公共団体、公益機関の職務に就く関係職員が明

定される諸規則の適用される時期を終了させる規則の条文で補完する。 

 3. 経済発展、社会的向上、財政再建のための1961年２月14日の国法の第４編の若干の条文の修正、共同体法第75条を補完する1961

年２月28日の国法第９条の廃止のための1961年７月27日の国法： 

   労働組合の鑑定がこの後者の利益を得る職員群のための本法について制定される細則によって取って代わられることを規定する。 

 4. 教育国家公務員の規則に関する1964年６月22日の国法第７条第３項： 

   第３項は労働組合の鑑定の廃止がもたらした結果としての本法の規定に適応する。 

第19条の２ 本法が適用される政府機関に関しては合同委員会において、労使協議会において、若しくは本法によって準備された交渉

若しくは協議委員会において行われる労働組合代表との共同作業において本法に従って進められる手続を修正するために以下に列記

する国法に従って国王に委任される： 

   １º 労働を規整する1965年４月８日の国法； 

   ２º 1971年３月16日の労働法； 

   ３º 祝日に関する1974年１月４日の国法。 

第20条 初等教育の規整の国法が適用されて教育する教育職員の労働組合への出向の地位に関する1954年３月10日の国法は下記のよう

に修正し補完される： 

   １º 国法名は下記のように修正された：「助成を受ける自由教育の助成を受ける職員群の労働組合への出向の地位に関する国

法」； 

   ２º 第１条では「受け入れられるか受入可能な公立の」の表現が「完全な教育課程を備えた助成を受ける自由教育機関」に変え

られた； 

   ３º 第２条では「基礎自治体議会の若しくは」の表現及び「受け入れるか受け入れできる」の表現が削除された； 

   ４º 第４条第２項及び第３項では「国、基礎自治体若しくは受入可能な学校の管理者」の表現が「国、若しくは助成を受ける自

由教育の助成機関」に変えられた； 

   ５º 第６条では「受け入れるか若しくは受入可能な初等教育と幼稚園の教育」の表現が「助成を受ける自由教育の助成を受ける

職員群」に変えられた。 

第21条 若干の公益機関の統制に関する1954年３月16日の国法の修正及び補完のための1967年４月18日の勅令第４号の第12条によって

一部無効にされたそれによって委任された規整が規約の中で十分に検証するための幾らかの修正がなされた1927年７月20日の国法に

よって挿入された全国鉄道支線協会の規約第39条は1967年４月30日付で改めて完全に発効された。 

第22条 無効にされたのは： 
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   １º 国家教育公務員の規則に関する1964年６月22日の国法の第１条第９項の９º； 

   ２º 行政事項における言語の使用及び国務院の国法の調整に関する国務院の制度を支える1946年12月23日の国法に適応するため

の1973年１月12日の勅令の第102条第２項の助成を受ける自由教育の助成を受ける職員群の労働組合への出向の地位に関する

1954年３月10日の国法は教育立法の若干の修正のための1959年５月29日の国法第12条の２の§３勅令によって規定される助成

を受ける自由教育の助成を受ける職員群の行政上の立場及び休暇規則に関する規定の発効の日に無効にされた。 

第Ⅱ節 最終条項 

第23条 本法の別の条項は国王によって発効させられ、資料に基づいて国王が制定する規則に従って明解に適用される。国王が第４条

の§１の２ºを発効させる時点で助成を受ける公教育のための教育立法によって指示された合同委員会が設置されない場合には国王

はそのために教育独自の特別委員会を設置する。 

 本法の施行に関する勅令は閣議で協議され、労働組合協議会には適用されない。これに反した個々の決定にもかかわらず公益機関に

関係のあるそのような決定は諸機関の提案及び助言に優位してはならない。 

第24条 1974年12月19日の国法が明確に適用され共同体及び地域圏に委任され職員群のために上述の国法の施行のための1984年９月28

日の勅令の補遺Ⅰでの修正が発効し始めるまで交渉・協議委員会に権限が残される。 

第25条 本法に従って設置される交渉・協議委員会はすでに国会の検査のための委員会によって確定された現存の労働組合代表に基づ

きベルギー官報に公告されている第14条§１に規定される次回の最初の国会の検査の結果が出るまで活動する。 

第26条 以下を除いて1989年１月１日付で発効した1989年７月６日の国法によって行われた本法の修正： 

   １º ベルギー官報に公告されている間の翌月の初日に発効する第11条§１及び第12条の２の修正条文； 

   ２º その条文を施行する勅令によって規定された資料を発効させる第２条§１の修正条文。 

第27条 

 §1. 社会問題各種の条文に関する1991年７月20日の国法によって本法にもたらされた修正は1990年１月１日付で発効していた第３

条§１第８項を除いて制度改革のための1980年８月８日の特別法第87条§４に規定された勅令の発効の日に発効する。 

 §2. 1993年７月22日の国法によって本法にもたらされた修正はベルギー官報に公告されている間の翌月の初日に発効する第２条§

１の新たな第３項を除いてベルギー官報に公告されている間の翌月の初日に発効する。 

第28条 本法の公布は国璽によって権限が与えられることを命じベルギー官報により公告される。 

 1974年12月19日ブリュッセルで成立 

 国王 ボードゥウィン 経由 

 総理大臣 L・ティンデマン 

 内務大臣 J・ミヘル 

 公務員国務大臣 L・D・ヘセレール 

 国璽で承認された： 

 法務大臣 H・ヴァンデルポールテン 
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Ⅴ－２ 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法施行の 
   ための1984年９月28日の勅令 
 

 ベルギー官報1984年10月20日公告 

以下により修正 

 2006年３月９日の勅令 

  公告 2006年３月21日 

 2004年11月10日の勅令 

  公告 2004年11月23日 

 2003年９月29日の勅令 

  公告 2003年11月23日 

 2001年５月８日の勅令 

  公告 2001年６月15日 

 2001年２月８日の勅令 

  公告 2001年２月17日 

 2000年10月10日の勅令 

  公告 2000年10月28日 

 1999年６月13日の勅令 

  公告 1999年７月15日 

 1999年５月27日の勅令 

  公告 1999年７月15日 

 1999年１月26日の勅令 

  公告 1999年１月30日 

 1998年７月17日の勅令 

  公告 1998年８月４日 

 1997年９月16日の勅令 

  公告 1997年11月４日 

 1997年９月16日の勅令 

  公告 1997年11月４日 

 1995年10月20日の勅令 

  公告 1995年11月１日 

 1995年９月25日の勅令 

  公告 1995年11月１日 

 1995年４月10日の勅令 

  公告 1995年６月13日 

 1992年５月25日の勅令 

  公告 1992年６月20日 

 1991年11月18日の勅令 

  公告 1992年１月７日 

 1991年９月10日の勅令 

  公告 1991年11月15日 

 1990年10月31日の勅令 

  公告 1990年11月23日 

 1990年８月２日の勅令 

  公告 1990年８月31日 

 1989年６月２日の勅令 

  公告 1989年６月17日 

 1989年５月29日の勅令 

  公告 1989年６月１日 

 1987年10月７日の勅令 
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   １º 国家教育公務員の規則に関する1964年６月22日の国法の第１条第９項の９º； 

   ２º 行政事項における言語の使用及び国務院の国法の調整に関する国務院の制度を支える1946年12月23日の国法に適応するため

の1973年１月12日の勅令の第102条第２項の助成を受ける自由教育の助成を受ける職員群の労働組合への出向の地位に関する

1954年３月10日の国法は教育立法の若干の修正のための1959年５月29日の国法第12条の２の§３勅令によって規定される助成

を受ける自由教育の助成を受ける職員群の行政上の立場及び休暇規則に関する規定の発効の日に無効にされた。 

第Ⅱ節 最終条項 

第23条 本法の別の条項は国王によって発効させられ、資料に基づいて国王が制定する規則に従って明解に適用される。国王が第４条

の§１の２ºを発効させる時点で助成を受ける公教育のための教育立法によって指示された合同委員会が設置されない場合には国王

はそのために教育独自の特別委員会を設置する。 

 本法の施行に関する勅令は閣議で協議され、労働組合協議会には適用されない。これに反した個々の決定にもかかわらず公益機関に

関係のあるそのような決定は諸機関の提案及び助言に優位してはならない。 

第24条 1974年12月19日の国法が明確に適用され共同体及び地域圏に委任され職員群のために上述の国法の施行のための1984年９月28

日の勅令の補遺Ⅰでの修正が発効し始めるまで交渉・協議委員会に権限が残される。 

第25条 本法に従って設置される交渉・協議委員会はすでに国会の検査のための委員会によって確定された現存の労働組合代表に基づ

きベルギー官報に公告されている第14条§１に規定される次回の最初の国会の検査の結果が出るまで活動する。 

第26条 以下を除いて1989年１月１日付で発効した1989年７月６日の国法によって行われた本法の修正： 

   １º ベルギー官報に公告されている間の翌月の初日に発効する第11条§１及び第12条の２の修正条文； 

   ２º その条文を施行する勅令によって規定された資料を発効させる第２条§１の修正条文。 

第27条 

 §1. 社会問題各種の条文に関する1991年７月20日の国法によって本法にもたらされた修正は1990年１月１日付で発効していた第３

条§１第８項を除いて制度改革のための1980年８月８日の特別法第87条§４に規定された勅令の発効の日に発効する。 

 §2. 1993年７月22日の国法によって本法にもたらされた修正はベルギー官報に公告されている間の翌月の初日に発効する第２条§

１の新たな第３項を除いてベルギー官報に公告されている間の翌月の初日に発効する。 

第28条 本法の公布は国璽によって権限が与えられることを命じベルギー官報により公告される。 

 1974年12月19日ブリュッセルで成立 

 国王 ボードゥウィン 経由 

 総理大臣 L・ティンデマン 

 内務大臣 J・ミヘル 

 公務員国務大臣 L・D・ヘセレール 

 国璽で承認された： 

 法務大臣 H・ヴァンデルポールテン 
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Ⅴ－２ 政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法施行の 
   ための1984年９月28日の勅令 
 

 ベルギー官報1984年10月20日公告 

以下により修正 

 2006年３月９日の勅令 

  公告 2006年３月21日 

 2004年11月10日の勅令 

  公告 2004年11月23日 

 2003年９月29日の勅令 

  公告 2003年11月23日 

 2001年５月８日の勅令 

  公告 2001年６月15日 

 2001年２月８日の勅令 

  公告 2001年２月17日 

 2000年10月10日の勅令 

  公告 2000年10月28日 

 1999年６月13日の勅令 

  公告 1999年７月15日 

 1999年５月27日の勅令 

  公告 1999年７月15日 

 1999年１月26日の勅令 

  公告 1999年１月30日 

 1998年７月17日の勅令 

  公告 1998年８月４日 

 1997年９月16日の勅令 

  公告 1997年11月４日 

 1997年９月16日の勅令 

  公告 1997年11月４日 

 1995年10月20日の勅令 

  公告 1995年11月１日 

 1995年９月25日の勅令 

  公告 1995年11月１日 

 1995年４月10日の勅令 

  公告 1995年６月13日 

 1992年５月25日の勅令 

  公告 1992年６月20日 

 1991年11月18日の勅令 

  公告 1992年１月７日 

 1991年９月10日の勅令 

  公告 1991年11月15日 

 1990年10月31日の勅令 

  公告 1990年11月23日 

 1990年８月２日の勅令 

  公告 1990年８月31日 

 1989年６月２日の勅令 

  公告 1989年６月17日 

 1989年５月29日の勅令 

  公告 1989年６月１日 

 1987年10月７日の勅令 
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  公告 1987年10月22日 

 1985年７月17日の勅令 

  公告 1985年７月24日 

非公式の調整 

 1975年６月20日、1980年９月１日及び1983年７月19日の各国法により修正された公共諸機関とその職員の労働組合との関係を規整す

る1974年12月19日の国法に基づく； 

 被雇用者の健康及び安全並びに労働及び職場の衛生に関する1952年６月10日の国法、とりわけ第１条§４のｄに基づく； 

 経済的発展、社会的向上及び財政再建のための1961年２月14日の国法の第Ⅳ編の若干の規定を修正し、共同体法第75条、とりわけ第

９条を補完した1961年２月28日の国法を廃止した1961年７月21日の国法に基づく； 

 教育国家公務員の身分に関する1964年６月22日の国法、とりわけ第７条に基づく； 

 公共部門における勤務中の事故及び通勤途上の事故及び職業病により生じた損害の補償に関する1957年７月３日の国法、とりわけ

1973年７月13日の国法により修正された第２条第５項に基づく； 

 団体労働協約及び労使調停委員会に関する1968年12月５日の国法、とりわけ1973年７月11日の国法により修正された第２条§３に基

づく； 

 1984年２月21日に締結された我が予算大臣協定に基づく； 

 1973年１月12日に調整され、1980年８月９日の国法により修正された国務院に関する諸国法、とりわけ第３条§１に基づく； 

 国務院の勧告に基づく； 

 国務院の勧告に従い且つ主として国務院により表明された所見に合致することを意図した勅令草案報告により勅令本文にもたらされ

た付随的性質の適応に関するものの緊急性に基づく； 

 国法及びその施行令の適用の範囲内に含まれる公共機関の実人員の算出に必要な統計資料の収集に関する技術的な理由の点から、労

働組合が国法の第８条に基づく代表と見なされるためには満たさなければならない組合費を支払う最小限の組合員数の算出に大きな遅

れを伴うことを認めざるをえず、それにより1974年12月19日の国法及びその施行令の有効な適用が少なくとも１年の期間遅らされると

いう具合でその施行令の第52条に規定された日時が1985年まで延期されねばならないということに帰着する1974年12月19日の国法及び

その施行令の発効の開始の長期にわたり延期することになるということを考慮する； 

 加えて即座に必要なあらゆる予備的な随伴する方策、とりわけ本勅令の第62条第２項及び第63条第２項で予知された期限内に終える

ことができる調査のために実施されなければならない公共機関に就職している職員の名簿の収集に関する方策に基づく； 

 我が総理大臣、我が内務公職大臣、我が教育大臣、我が予算大臣、我が社会問題大臣、我が公職公務副大臣の諸提案について及び閣

議で決定した諸勧告について、 

（国王への報告及び国務院の勧告：1984年10月20日のベルギー官報１万4039〜１万4089頁参照） 

 

第Ⅰ編 総 則 
 

第Ⅰ章 序 文 

第１条 本勅令においては： 

   １º 「国法」は政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法を指す； 

   ２º 「職員構成員」は国法により制定される規則が適用されるようになる職員を意味する； 

   ３º 「公共機関」は国法により制定される規則が職員構成員に適用されるようになる官公署、機関、施設、公益法人を指す； 

   ４º 「代表の条件」は国法の第７条及び第８条に記述された代表と見なされうるための前提条件を指す； 

   ５º 「代表の基準」は国法の第８条に規定された労働組合員の実人員に関する基準を指す； 

   ６º 「委員会」は国法の第14条に規定された代表の審査委員会。 

第２条 本文から別のものが明らかにならない限り、「特別委員会」の名称は国法の第４条§１の２º及び第４条§１の３º並びに第23

条第１項に予定された個々の特別委員会を指す。 

第Ⅱ章 国法により制定される規則の適用範囲 

第３条 

 §1. 第４条に予知される例外を除いて、国法により制定される規則は以下に所属する職員構成員に適用されるようになる： 

   １º 司法権を補佐する機関を含む国の官署その他の機関、及び本勅令の補遺Ⅰに列挙されているような国の所管する公法上の法

人； 

   ２º ａ）共同体及び地域圏の政府の官署その他の機関、並びに本勅令の補遺Ⅰに列挙されているような共同体の共同体委員会理

事会及びフランス共同体委員会理事会の官署その他の機関； 

     ｂ） 共同体により設置された教育機関； 

     ｃ）共同体、地域圏、本勅令の補遺Ⅰに列挙されているような共同体の共同体委員会及びフランス共同体委員会に所属する
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公法上の法人； 

     ｄ）フランス共同体委員会により設置された非助成教育機関； 

   ３º ａ）県、基礎自治体、基礎自治体事務組合、都市圏及び基礎自治体連合、県連合、基礎自治体協議会、県独立公社、共同体

独立公社、フラーンデレン共同体委員会； 

     ｂ）社会福祉公共センター、社会福祉公共センター連合及び公共貸付金庫； 

     ｃ）共同体の共同体委員会の1995年12月22日の国会授権命令と合体された社会福祉公共センターに関する1976年７月８日の

組織法の第Ⅻ章の２に規定された病院協会； 

     ｄ）ルシア・ドゥ・ブロウケデ単科大学。 

    第１項の２º及び３ºに規定された職員構成員の中には俸給によっては支払われない２º及び３ºに列挙された政府機関により組

織される被助成公教育及び被助成公共精神医学社会センター又は政府機関に所属する被助成生徒介護センターの構成員が含まれ

る。 

 §2. 国法により制定された規則は、例え労働協約により雇用されていても、俸給により支払われ、被助成公教育及び被助成公共精

神医学社会センター又は被助成生徒介護センターに所属する専任、見習中、臨時若しくは補助職員に適用される。 

第４条 国法により制定された規則は以下には適用されない： 

   １º 第３条に規定された職員構成員に属さず且つ官房に結び付きのある以下の職員たち： 

    ａ）連邦政府の構成員たち、共同体及び地域圏の政府の構成員たち、連邦地域圏副大臣、共同体の共同体委員会理事会の構成

員たち及びフランス共同体委員会理事会の構成員たち； 

    ｂ）県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の知事及び副知事及びフラーンデレン・ブラバント県の副知事； 

   ２º 県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の知事及び副知事、フラーンデレン・ブラバント県の副知事、県事務総長たち、郡

長たち及び副郡長たち； 

   ３º 外交上の及び領事館の職に雇われている外国籍の職員構成員たち； 

   ４º ドイツ法に従いドイツ共和国連邦駐留のベルギー軍に雇われている文民職員構成員たち； 

   ５º 健康保険の補助金庫の保険医たち； 

   ６º 核エネルギー研究センター職員構成員たち； 

   ７º 国家放射元素研究所の職員構成員たち； 

   ８º フラーンデレン技術研究所の職員構成員たち； 

   ９º 財政情報処理センターの職員構成員たち。 

第Ⅲ章 交渉及び協議に共通の規定 

第５条 

 §1. 国法の第２条§１及び§２で予知された交渉並びに国法の第11条§１で予知される協議は以下のものでは必要ない： 

   １º 国土の安全及び防衛の組織に関して措置が講じられるとき； 

   ２º 自然災害に生じた私的財産の一定の損害の回復に関する1976年７月12日の国法の第２条の意味での自然災害の場合； 

   ３º 新自治体法第135条第２項５ºの意味での事故若しくは大災難の場合； 

   ４º 本勅令の規定に従った交渉の後もっと後の勅令が規定するはずのその他の場合。 

 §2. 当局は、§１に規定されたそれぞれの措置について、交渉若しくは協議を実施しない決定の理由を説明しなければならない。 

第６条 交渉若しくは協議の後に執られる措置は国法の第９条若しくは第11条§１第３項にそれぞれ規定される決議書若しくは明確な

論拠を持った勧告の資料に記載される。 

 

第Ⅱ編 労働組合活動 
 

第Ⅰ章 労働組合が存在を認められ及び中止させられる場合 

第７条 

 §1. 全ての種類の職員構成員の職業上の利益を促進する労働組合は規約の写し及び有責指導者の名簿が書留郵便で全公共機関のた

めの共同体委員会の議長に送達されたときから全公共機関により承認される。 

    労働組合は規約の写し並びに有責指導者及び法廷の活動範囲に属する職員構成員の種類の名簿が以下に送達されたときからそ

の職業上の利益を促進する職員の所属する全公共機関により承認される： 

   ａ）それがいずれかの部会の下に属する公共機関のために働く場合には連邦、共同体及び地域圏の公共機関のための委員会議長

に； 

   ｂ）それがいずれかの特別委員会の下に属する公共機関のために働く場合には県及び基礎自治体の公共機関のための委員会議長

に。 

    労働組合はその構成員の名前を第１項及び第２項に規定された記録に追加する。 
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  公告 1987年10月22日 

 1985年７月17日の勅令 

  公告 1985年７月24日 

非公式の調整 

 1975年６月20日、1980年９月１日及び1983年７月19日の各国法により修正された公共諸機関とその職員の労働組合との関係を規整す

る1974年12月19日の国法に基づく； 

 被雇用者の健康及び安全並びに労働及び職場の衛生に関する1952年６月10日の国法、とりわけ第１条§４のｄに基づく； 

 経済的発展、社会的向上及び財政再建のための1961年２月14日の国法の第Ⅳ編の若干の規定を修正し、共同体法第75条、とりわけ第

９条を補完した1961年２月28日の国法を廃止した1961年７月21日の国法に基づく； 

 教育国家公務員の身分に関する1964年６月22日の国法、とりわけ第７条に基づく； 

 公共部門における勤務中の事故及び通勤途上の事故及び職業病により生じた損害の補償に関する1957年７月３日の国法、とりわけ

1973年７月13日の国法により修正された第２条第５項に基づく； 

 団体労働協約及び労使調停委員会に関する1968年12月５日の国法、とりわけ1973年７月11日の国法により修正された第２条§３に基

づく； 

 1984年２月21日に締結された我が予算大臣協定に基づく； 

 1973年１月12日に調整され、1980年８月９日の国法により修正された国務院に関する諸国法、とりわけ第３条§１に基づく； 

 国務院の勧告に基づく； 

 国務院の勧告に従い且つ主として国務院により表明された所見に合致することを意図した勅令草案報告により勅令本文にもたらされ

た付随的性質の適応に関するものの緊急性に基づく； 

 国法及びその施行令の適用の範囲内に含まれる公共機関の実人員の算出に必要な統計資料の収集に関する技術的な理由の点から、労

働組合が国法の第８条に基づく代表と見なされるためには満たさなければならない組合費を支払う最小限の組合員数の算出に大きな遅

れを伴うことを認めざるをえず、それにより1974年12月19日の国法及びその施行令の有効な適用が少なくとも１年の期間遅らされると

いう具合でその施行令の第52条に規定された日時が1985年まで延期されねばならないということに帰着する1974年12月19日の国法及び

その施行令の発効の開始の長期にわたり延期することになるということを考慮する； 

 加えて即座に必要なあらゆる予備的な随伴する方策、とりわけ本勅令の第62条第２項及び第63条第２項で予知された期限内に終える

ことができる調査のために実施されなければならない公共機関に就職している職員の名簿の収集に関する方策に基づく； 

 我が総理大臣、我が内務公職大臣、我が教育大臣、我が予算大臣、我が社会問題大臣、我が公職公務副大臣の諸提案について及び閣

議で決定した諸勧告について、 

（国王への報告及び国務院の勧告：1984年10月20日のベルギー官報１万4039〜１万4089頁参照） 

 

第Ⅰ編 総 則 
 

第Ⅰ章 序 文 

第１条 本勅令においては： 

   １º 「国法」は政府とその職員の労働組合との関係を規整する1974年12月19日の国法を指す； 

   ２º 「職員構成員」は国法により制定される規則が適用されるようになる職員を意味する； 

   ３º 「公共機関」は国法により制定される規則が職員構成員に適用されるようになる官公署、機関、施設、公益法人を指す； 

   ４º 「代表の条件」は国法の第７条及び第８条に記述された代表と見なされうるための前提条件を指す； 

   ５º 「代表の基準」は国法の第８条に規定された労働組合員の実人員に関する基準を指す； 

   ６º 「委員会」は国法の第14条に規定された代表の審査委員会。 

第２条 本文から別のものが明らかにならない限り、「特別委員会」の名称は国法の第４条§１の２º及び第４条§１の３º並びに第23

条第１項に予定された個々の特別委員会を指す。 

第Ⅱ章 国法により制定される規則の適用範囲 

第３条 

 §1. 第４条に予知される例外を除いて、国法により制定される規則は以下に所属する職員構成員に適用されるようになる： 

   １º 司法権を補佐する機関を含む国の官署その他の機関、及び本勅令の補遺Ⅰに列挙されているような国の所管する公法上の法

人； 

   ２º ａ）共同体及び地域圏の政府の官署その他の機関、並びに本勅令の補遺Ⅰに列挙されているような共同体の共同体委員会理

事会及びフランス共同体委員会理事会の官署その他の機関； 

     ｂ） 共同体により設置された教育機関； 

     ｃ）共同体、地域圏、本勅令の補遺Ⅰに列挙されているような共同体の共同体委員会及びフランス共同体委員会に所属する
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公法上の法人； 

     ｄ）フランス共同体委員会により設置された非助成教育機関； 

   ３º ａ）県、基礎自治体、基礎自治体事務組合、都市圏及び基礎自治体連合、県連合、基礎自治体協議会、県独立公社、共同体

独立公社、フラーンデレン共同体委員会； 

     ｂ）社会福祉公共センター、社会福祉公共センター連合及び公共貸付金庫； 

     ｃ）共同体の共同体委員会の1995年12月22日の国会授権命令と合体された社会福祉公共センターに関する1976年７月８日の

組織法の第Ⅻ章の２に規定された病院協会； 

     ｄ）ルシア・ドゥ・ブロウケデ単科大学。 

    第１項の２º及び３ºに規定された職員構成員の中には俸給によっては支払われない２º及び３ºに列挙された政府機関により組

織される被助成公教育及び被助成公共精神医学社会センター又は政府機関に所属する被助成生徒介護センターの構成員が含まれ

る。 

 §2. 国法により制定された規則は、例え労働協約により雇用されていても、俸給により支払われ、被助成公教育及び被助成公共精

神医学社会センター又は被助成生徒介護センターに所属する専任、見習中、臨時若しくは補助職員に適用される。 

第４条 国法により制定された規則は以下には適用されない： 

   １º 第３条に規定された職員構成員に属さず且つ官房に結び付きのある以下の職員たち： 

    ａ）連邦政府の構成員たち、共同体及び地域圏の政府の構成員たち、連邦地域圏副大臣、共同体の共同体委員会理事会の構成

員たち及びフランス共同体委員会理事会の構成員たち； 

    ｂ）県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の知事及び副知事及びフラーンデレン・ブラバント県の副知事； 

   ２º 県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の知事及び副知事、フラーンデレン・ブラバント県の副知事、県事務総長たち、郡

長たち及び副郡長たち； 

   ３º 外交上の及び領事館の職に雇われている外国籍の職員構成員たち； 

   ４º ドイツ法に従いドイツ共和国連邦駐留のベルギー軍に雇われている文民職員構成員たち； 

   ５º 健康保険の補助金庫の保険医たち； 

   ６º 核エネルギー研究センター職員構成員たち； 

   ７º 国家放射元素研究所の職員構成員たち； 

   ８º フラーンデレン技術研究所の職員構成員たち； 

   ９º 財政情報処理センターの職員構成員たち。 

第Ⅲ章 交渉及び協議に共通の規定 

第５条 

 §1. 国法の第２条§１及び§２で予知された交渉並びに国法の第11条§１で予知される協議は以下のものでは必要ない： 

   １º 国土の安全及び防衛の組織に関して措置が講じられるとき； 

   ２º 自然災害に生じた私的財産の一定の損害の回復に関する1976年７月12日の国法の第２条の意味での自然災害の場合； 

   ３º 新自治体法第135条第２項５ºの意味での事故若しくは大災難の場合； 

   ４º 本勅令の規定に従った交渉の後もっと後の勅令が規定するはずのその他の場合。 

 §2. 当局は、§１に規定されたそれぞれの措置について、交渉若しくは協議を実施しない決定の理由を説明しなければならない。 

第６条 交渉若しくは協議の後に執られる措置は国法の第９条若しくは第11条§１第３項にそれぞれ規定される決議書若しくは明確な

論拠を持った勧告の資料に記載される。 

 

第Ⅱ編 労働組合活動 
 

第Ⅰ章 労働組合が存在を認められ及び中止させられる場合 

第７条 

 §1. 全ての種類の職員構成員の職業上の利益を促進する労働組合は規約の写し及び有責指導者の名簿が書留郵便で全公共機関のた

めの共同体委員会の議長に送達されたときから全公共機関により承認される。 

    労働組合は規約の写し並びに有責指導者及び法廷の活動範囲に属する職員構成員の種類の名簿が以下に送達されたときからそ

の職業上の利益を促進する職員の所属する全公共機関により承認される： 

   ａ）それがいずれかの部会の下に属する公共機関のために働く場合には連邦、共同体及び地域圏の公共機関のための委員会議長

に； 

   ｂ）それがいずれかの特別委員会の下に属する公共機関のために働く場合には県及び基礎自治体の公共機関のための委員会議長

に。 

    労働組合はその構成員の名前を第１項及び第２項に規定された記録に追加する。 
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    議長がその承認資料の処理権限がないと判断したら直ちに権限のある議長に移送する。 

 §2. 議長はその書類を受領したら直ちにそれぞれ個々の労働組合の名称、住所、電話番号、及び活動範囲をベルギー官報に公告さ

せる。労働組合組織の構成要素の名称が記載される。 

    その資料に加えられる訂正も同様に公告させる。 

第８条 

 §1. 労働組合の承認は以下の場合中止される： 

   １º その規約及び有責指導者の名簿に加えられる修正が権限ある議長の承認を３か月以内に得られなかったとき； 

   ２º 第78条に規定された支払が指定された期限内に実行されなかったとき； 

   ３º その職業上の利益を擁護する職員構成員が国法により制定された規則の適用下にもはや入らなくなったとき。 

 §2. §１の１ºに規定された場合には明確な論拠を持って権限ある議長の決定の撤回が起こる。労働組合はあらかじめ有責指導者

の一人乃至複数人が説明の提供を求められる。 

    §１の２ºに規定された場合には第79条に指示された手続に応じて撤回が行われる。 

    §１の３ºに規定された場合には法律上の撤回が行われる。 

 §3. §２の第１項及び第２項に従った撤回の決定後10日以内に労働組合は書留郵便で通告される。その決定は概要がベルギー官報

に公告される。 

第Ⅱ章 労働組合の特権 

第９条 承認された労働組合はそれについて政府機関内で承認されその職業上の利益を擁護する職員のためだけにその特権を行使する。 

 総務委員会に議席を有する労働組合代表は委員会の領域内でその特権を行使する。 

 総務委員会に議席を持たない労働組合代表は議席を有する交渉委員会の領域内でその特権を行使する。 

第10条 但し自分の側についている労働組合を通して要求する職員構成員は直属の上司に増大する窮迫を弱めなければならないと認め

させるために直接説明する責任がある。 

第11条 労働組合の通達は適時その職業上の利益を擁護する職員の執務室に張り出され、その後で政府によりこのために指名された公

務員により調査による査証が行われる。 

 その査証は直ちに承認される。それはその通達が個人、機関若しくは他の労働組合の尊厳を傷つけるか又は公共機関があらかじめ秘

密性を認めている事実が含まれる場合には完全に拒否されるかも知れない。 

 通達は政府機関によってあらかじめ適切な目に付き易い場所に張り出される。 

第12条 その全てがその場所で閲覧することができる資料を除いて労働組合はその依頼でその原価と引き替えにその代表が指導を任さ

れている職員に関する通常の性質の文書を受け取る。 

第13条 権限ある政府機関は労働組合代表に関する相互協定により執務室において組合費を徴収することができる日時を決定する。 

第14条 労働組合代表構成員は個別の試験又は職員構成員を募集するための競争試験の試験委員会において、並びにいずれかの代表を

個々の競争試験、その代表する職員構成員のために準備される個々の検査、又は個々の試験の試験委員会において代表させる権利を

有する。 

 代表は競争試験、検査、若しくは試験の正常な進行への干渉を差し控えねばならないし試験委員会の協議には参加することはできな

い。代表は業務の調書を知ることはできないし写しを受け取ることもできない。但し代表は競争試験、試験若しくは検査の進行につ

いて調書の補遺にその所見を記載することができる。 

第15条 労働組合代表は権限ある公共機関との相互協定により執務時間中であっても集会の場所、日時が決められる執務室での集会を

招集することができる。 

 

第Ⅲ編 交渉委員会 
 

第Ⅰ章 交渉委員会の設置及び個々の委員会独自の取決め 

第16条 国法の第３条§１の１ºに規定された連邦政府、共同体、地域圏の公共機関のための委員会は行政管理局の下に設置される。

公務員問題大臣がその議長となる。予算大臣がその副議長となる。 

第17条 

 §1. 法律の第３条§１の２ºに規定された県及び基礎自治体の公共機関のための委員会は内務大臣により設置される。内務大臣が

その議長となる。社会問題大臣はその副議長となる。 

 §2. §１に規定された委員会の中に二つの部会が設置される： 

   １º 第３条§１の３ºに規定された全職員構成員のための部会； 

   ２º 第３条§２に規定された全職員構成員のための部会。 

    第１項の１ºに規定された部会の正副議長は§１に規定された大臣たちの代理を務める。 

    第１項の２ºに規定された部会の正副議長は連邦教育大臣の代理を務める。 
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 §２の2. §２の１ºに規定された部会には以下の分科会が設置される： 

   １º 「フラーンデレン地域圏及びフラーンデレン共同体」分科会； 

   ２º 「ワロン地域圏」分科会； 

   ３º 「ブリュッセル首都圏」分科会； 

   ４º 「フランス共同体」分科会； 

   ５º 「ドイツ語圏共同体」分科会； 

   ６º 「フラーンデレン港湾公社」分科会。 

    各分科会の正副議長はそれぞれに関係する共同体政府及び地域圏政府により決められる。 

    ブリュッセル首都２言語併用地域圏の広域病院連合は「ブリュッセル首都圏」分科会の管轄下にある公共社会福祉センターに

関する1976年７月８日の組織法第Ⅻ章の２に規定されている。 

 §２の3. §２の２ºに規定された部会には以下の分科会が設置される： 

   １º 「フラーンデレン共同体」分科会； 

   ２º 「フランス共同体」分科会； 

   ３º 「ドイツ語圏共同体」分科会。 

    各小委員会の正副議長は、事情に応じて、フラーンデレン共同体政府、フランス共同体政府及びドイツ語圏共同体政府により

定められる。 

 §3. 法律第７条に規定される労働組合は§２に規定された分科会並びに§２の２及び§２の３に規定された分科会にも議席を有す

る。 

第17条の２ 内務大臣及び社会問題大臣は第17条§２の２に規定される分科会に議席を有するそれぞれ一人の代理人を指名することが

できる。 

第18条 

 §1. 国法第３条§１の３ºに規定された全公共機関のための共同委員会は総理府により設置される。総理大臣がその議長となる。

公務員問題大臣及び内務大臣がその副議長となる。 

 §2. 全公共機関のための共同委員会の中に分科会が一つ設置される。 

    総理大臣が分科会の議長となる。総理大臣は全公共機関のための共同委員会の構成に関する規程に従い政府代表の構成を決定

する。議長及び政府代表委員はふさわしい代理人に代理を務めさせることができる。 

    国法第７条に規定された労働組合は分科会で代表を務める。 

    分科会は職務として第75条、第79条、第85条§２で与えられる勧告の提起ができる。 

    その議長への依頼事項は以下のとおり： 

   １º 異論のある事項への国法及び本勅令により準備された規則の適用のための勧告の提起； 

   ２º 上述の規則の適用に関する一般方針の策定及び加えて以下の特定事項における： 

    ・交渉委員会及び協議委員会の活動； 

    ・労働組合の特権； 

    ・公共機関内での労働組合代表の参加。 

    そのために権限ある公共機関及び労働組合は案件の提起を要請することができる。 

    全公共機関のための共同体委員会の議事規則が分科会の活動を規制する。 

第19条 その名称及び活動領域が補遺Ⅰに従って規定される部会が設置される。 

 連邦公共機関に所属する部会の議長及び必要ならば副議長が朕により決められる。 

 共同体及び地域圏の政府は共同体及び地域圏の政府に所属するそれぞれ関係する部会の議長及び必要に応じて副議長を決める。但し、

共同体の共同体委員会の合同理事会及びフランス共同体委員会理事会もこれらの機関に関係する代表たちによりそれぞれ関係する委

員会の公共機関に所属する部会の議長及び必要に応じて副議長を決める。 

 政府及び関係理事会は労働組合代表たちに部会の議長及び副議長の名簿を通告する。 

第20条 

 §1. 以下の特別委員会が設置される： 

   １º それぞれの県にその議長である知事により県職員のために； 

   ２º ブリュッセル大都市圏においては、ブリュッセル首都圏政府により大都市圏の職員のために；特別委員会の議長は上述の政

府により定められる； 

   ３º それぞれの基礎自治体においては、その議長である基礎自治体の長により基礎自治体の職員、社会福祉公共センターの職員

及び公共貸付金庫の職員のために；社会福祉評議会の議長がその副議長となる； 

   ４º それぞれの基礎自治体事務組合においては、同様に特別委員会の議長である評議会の議長により事務組合職員のために； 

   ５º 社会福祉公共センター連合においては同様に特別委員会の議長である評議会の議長により連合職員のために； 
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    議長がその承認資料の処理権限がないと判断したら直ちに権限のある議長に移送する。 

 §2. 議長はその書類を受領したら直ちにそれぞれ個々の労働組合の名称、住所、電話番号、及び活動範囲をベルギー官報に公告さ

せる。労働組合組織の構成要素の名称が記載される。 

    その資料に加えられる訂正も同様に公告させる。 

第８条 

 §1. 労働組合の承認は以下の場合中止される： 

   １º その規約及び有責指導者の名簿に加えられる修正が権限ある議長の承認を３か月以内に得られなかったとき； 

   ２º 第78条に規定された支払が指定された期限内に実行されなかったとき； 

   ３º その職業上の利益を擁護する職員構成員が国法により制定された規則の適用下にもはや入らなくなったとき。 

 §2. §１の１ºに規定された場合には明確な論拠を持って権限ある議長の決定の撤回が起こる。労働組合はあらかじめ有責指導者

の一人乃至複数人が説明の提供を求められる。 

    §１の２ºに規定された場合には第79条に指示された手続に応じて撤回が行われる。 

    §１の３ºに規定された場合には法律上の撤回が行われる。 

 §3. §２の第１項及び第２項に従った撤回の決定後10日以内に労働組合は書留郵便で通告される。その決定は概要がベルギー官報

に公告される。 

第Ⅱ章 労働組合の特権 

第９条 承認された労働組合はそれについて政府機関内で承認されその職業上の利益を擁護する職員のためだけにその特権を行使する。 

 総務委員会に議席を有する労働組合代表は委員会の領域内でその特権を行使する。 

 総務委員会に議席を持たない労働組合代表は議席を有する交渉委員会の領域内でその特権を行使する。 

第10条 但し自分の側についている労働組合を通して要求する職員構成員は直属の上司に増大する窮迫を弱めなければならないと認め

させるために直接説明する責任がある。 

第11条 労働組合の通達は適時その職業上の利益を擁護する職員の執務室に張り出され、その後で政府によりこのために指名された公

務員により調査による査証が行われる。 

 その査証は直ちに承認される。それはその通達が個人、機関若しくは他の労働組合の尊厳を傷つけるか又は公共機関があらかじめ秘

密性を認めている事実が含まれる場合には完全に拒否されるかも知れない。 

 通達は政府機関によってあらかじめ適切な目に付き易い場所に張り出される。 

第12条 その全てがその場所で閲覧することができる資料を除いて労働組合はその依頼でその原価と引き替えにその代表が指導を任さ

れている職員に関する通常の性質の文書を受け取る。 

第13条 権限ある政府機関は労働組合代表に関する相互協定により執務室において組合費を徴収することができる日時を決定する。 

第14条 労働組合代表構成員は個別の試験又は職員構成員を募集するための競争試験の試験委員会において、並びにいずれかの代表を

個々の競争試験、その代表する職員構成員のために準備される個々の検査、又は個々の試験の試験委員会において代表させる権利を

有する。 

 代表は競争試験、検査、若しくは試験の正常な進行への干渉を差し控えねばならないし試験委員会の協議には参加することはできな

い。代表は業務の調書を知ることはできないし写しを受け取ることもできない。但し代表は競争試験、試験若しくは検査の進行につ

いて調書の補遺にその所見を記載することができる。 

第15条 労働組合代表は権限ある公共機関との相互協定により執務時間中であっても集会の場所、日時が決められる執務室での集会を

招集することができる。 

 

第Ⅲ編 交渉委員会 
 

第Ⅰ章 交渉委員会の設置及び個々の委員会独自の取決め 

第16条 国法の第３条§１の１ºに規定された連邦政府、共同体、地域圏の公共機関のための委員会は行政管理局の下に設置される。

公務員問題大臣がその議長となる。予算大臣がその副議長となる。 

第17条 

 §1. 法律の第３条§１の２ºに規定された県及び基礎自治体の公共機関のための委員会は内務大臣により設置される。内務大臣が

その議長となる。社会問題大臣はその副議長となる。 

 §2. §１に規定された委員会の中に二つの部会が設置される： 

   １º 第３条§１の３ºに規定された全職員構成員のための部会； 

   ２º 第３条§２に規定された全職員構成員のための部会。 

    第１項の１ºに規定された部会の正副議長は§１に規定された大臣たちの代理を務める。 

    第１項の２ºに規定された部会の正副議長は連邦教育大臣の代理を務める。 
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 §２の2. §２の１ºに規定された部会には以下の分科会が設置される： 

   １º 「フラーンデレン地域圏及びフラーンデレン共同体」分科会； 

   ２º 「ワロン地域圏」分科会； 

   ３º 「ブリュッセル首都圏」分科会； 

   ４º 「フランス共同体」分科会； 

   ５º 「ドイツ語圏共同体」分科会； 

   ６º 「フラーンデレン港湾公社」分科会。 

    各分科会の正副議長はそれぞれに関係する共同体政府及び地域圏政府により決められる。 

    ブリュッセル首都２言語併用地域圏の広域病院連合は「ブリュッセル首都圏」分科会の管轄下にある公共社会福祉センターに

関する1976年７月８日の組織法第Ⅻ章の２に規定されている。 

 §２の3. §２の２ºに規定された部会には以下の分科会が設置される： 

   １º 「フラーンデレン共同体」分科会； 

   ２º 「フランス共同体」分科会； 

   ３º 「ドイツ語圏共同体」分科会。 

    各小委員会の正副議長は、事情に応じて、フラーンデレン共同体政府、フランス共同体政府及びドイツ語圏共同体政府により

定められる。 

 §3. 法律第７条に規定される労働組合は§２に規定された分科会並びに§２の２及び§２の３に規定された分科会にも議席を有す

る。 

第17条の２ 内務大臣及び社会問題大臣は第17条§２の２に規定される分科会に議席を有するそれぞれ一人の代理人を指名することが

できる。 

第18条 

 §1. 国法第３条§１の３ºに規定された全公共機関のための共同委員会は総理府により設置される。総理大臣がその議長となる。

公務員問題大臣及び内務大臣がその副議長となる。 

 §2. 全公共機関のための共同委員会の中に分科会が一つ設置される。 

    総理大臣が分科会の議長となる。総理大臣は全公共機関のための共同委員会の構成に関する規程に従い政府代表の構成を決定

する。議長及び政府代表委員はふさわしい代理人に代理を務めさせることができる。 

    国法第７条に規定された労働組合は分科会で代表を務める。 

    分科会は職務として第75条、第79条、第85条§２で与えられる勧告の提起ができる。 

    その議長への依頼事項は以下のとおり： 

   １º 異論のある事項への国法及び本勅令により準備された規則の適用のための勧告の提起； 

   ２º 上述の規則の適用に関する一般方針の策定及び加えて以下の特定事項における： 

    ・交渉委員会及び協議委員会の活動； 

    ・労働組合の特権； 

    ・公共機関内での労働組合代表の参加。 

    そのために権限ある公共機関及び労働組合は案件の提起を要請することができる。 

    全公共機関のための共同体委員会の議事規則が分科会の活動を規制する。 

第19条 その名称及び活動領域が補遺Ⅰに従って規定される部会が設置される。 

 連邦公共機関に所属する部会の議長及び必要ならば副議長が朕により決められる。 

 共同体及び地域圏の政府は共同体及び地域圏の政府に所属するそれぞれ関係する部会の議長及び必要に応じて副議長を決める。但し、

共同体の共同体委員会の合同理事会及びフランス共同体委員会理事会もこれらの機関に関係する代表たちによりそれぞれ関係する委

員会の公共機関に所属する部会の議長及び必要に応じて副議長を決める。 

 政府及び関係理事会は労働組合代表たちに部会の議長及び副議長の名簿を通告する。 

第20条 

 §1. 以下の特別委員会が設置される： 

   １º それぞれの県にその議長である知事により県職員のために； 

   ２º ブリュッセル大都市圏においては、ブリュッセル首都圏政府により大都市圏の職員のために；特別委員会の議長は上述の政

府により定められる； 

   ３º それぞれの基礎自治体においては、その議長である基礎自治体の長により基礎自治体の職員、社会福祉公共センターの職員

及び公共貸付金庫の職員のために；社会福祉評議会の議長がその副議長となる； 

   ４º それぞれの基礎自治体事務組合においては、同様に特別委員会の議長である評議会の議長により事務組合職員のために； 

   ５º 社会福祉公共センター連合においては同様に特別委員会の議長である評議会の議長により連合職員のために； 
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   ６º それぞれの自治体独立公社においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の理事長によりその職員のために； 

   ７º フラーンデレン共同体委員会においては、その職員のために、同様に特別委員会の議長であるこの委員会理事会により指名

される当局により； 

   ８º 公共社会福祉センターに関する1976年７月８日の組織法第Ⅻ章の２に規定されているブリュッセル首都２言語併用地域圏の

それぞれの広域病院連合においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の理事長によりその連合の職員のために；  

   ９º それぞれの県の独立法人においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の議長によりその職員のために； 

   10º それぞれのフラーンデレン港湾公社においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の理事長によりその職員のために。 

    自治体以外の各特別委員会の議長は副議長を指名する。 

 §2. §１に指定された特別委員会は第３条§２に規定された職員構成員のための権限は持たない。 

 §3. 個別の特別委員会の一つがそれぞれ準備される被助成公教育機関によりその管轄下に入る第３条§２に規定された職員のため

に設置される。 

    同委員会は準備される機関により設置された特別委員会の議長により主宰される。 

    フランス共同体委員会により設置される個別の特別委員会の議長はフランス共同体委員会理事会により定められる。 

    ルシア・ドゥ・ブロウケデ単科大学の機関により設置される個別の特別委員会も同様に俸給の方法によっては支払われない職

員構成員のために権限が付与される。この委員会はこの単科大学の評議会の議長により主宰される。 

第Ⅱ章 交渉委員会並びにその内部に設置される部会及び分科会に共通の規程 

第21条 

 §1. 各交渉委員会も各部会及び各分科会も以下により構成される： 

   １º 政府代表団；  

   ２º 各労働組合代表団。 

 §2. 政府代表団は委員会の議長及び必要ならば副議長（たち）、最大限以下の者からなる部会及び各分科会を含む： 

   ・総務委員会の15人； 

   ・第17条§２に規定された部会、並びに第17条§２の２及び§２の３に規定された分科会のような部会の委員10人； 

   ・特別委員会の委員７人。 

    政府代表団成員たちは各委員会、部会若しくは分科会の議長により関係公共機関に関して、どのような資格であろうと、権限

を有する者から選ばれる。 

    委員会、部会若しくは分科会の議長及び副議長（たち）及びさらに他の政府代表委員たちもふさわしい代理人に代理を務めさ

せることができる。 

    政府代表団は専門家に介添えしてもらうことができる。 

    社会福祉公共センター連合の議員二人は社会福祉公共センターが所属する特別委員会の政府代表団の法定委員となる。 

 §3. 各労働組合は代表団を共同で自由に決める。 

    最大で以下のものからなる： 

   ・総務委員会に７人の委員； 

   ・第17条§２に規定された部会並びに第17条§２の２及び§２の３に規定された分科会のような部会に４人の委員； 

   ・特別委員会に３人の委員。 

    各労働組合の代表団は議事日程に登録された事項ごとにせいぜい二人の専門家に介添えしてもらうことができる。 

第22条 正規に招集された政府代表団の委員が一人乃至複数人が欠席しても正規に招集された労働組合代表団の委員が一人乃至複数人

が欠席しても交渉は無効とはならない。 

第23条 案件は政府若しくは労働組合代表の発議に基づき交渉に付される。 

 交渉のために労働組合代表は全ての文書記録を受領する。 

第24条 議長が第23条に規定された発議を考慮して議事日程を設定する；議長が会議の日を決める。 

 議長は討議を指揮し会議の秩序維持を確保する。 

 議事日程はその中で第25条で予知される交渉の期限が終えなければならないことを記載する。 

第25条 交渉はそこで事案が最初に議題にされた会議の日から30日以内に終了する。 

 期限は出席した代表間の共通の合意により延期されることができる。 

 議長は事案が緊急に処理されねばならないと判断したときは期限を10日まで短縮することができる。 

 本条で決められた期限の終了後、交渉は終了し議長は第30条に規定される決議書の草案を作成する。 

第26条 議長は委員会、部会若しくは分科会の良好な活動に気を配り、その書記、並びに事務局を編成する行政課にも指示する。 

第27条 書記が政府並びに労働組合の代表団の構成員たちに会議の日の少なくとも10平日前に議事日程を含む召集状を送付する。郵送

の日付が送達の証明と見なされる。 

 議長が緊急と判断した場合には第25条第３項の適用の必要が生ずることなしにその期限を３日まで短縮することができる。 
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 それぞれの招集のたびに協議のために必要な参考資料が追加される。 

第28条 会議中には、代表団は全て議事日程の変更をさせる権利を有する。 

 それが効力を発するためには出席した代表団により全会一致で採択されなければならない。 

第29条 書記が議事録を作成する。それぞれの会議の議事録は唯以下のことだけを記載する： 

   １º 議事日程； 

   ２º 政府代表団構成員たちの出席、出席免除若しくは欠席した名前； 

   ３º 出席、出席免除若しくは欠席した労働組合の名称、及び出席若しくは出席免除のこれらの労働組合代表団構成員たちの名

前； 

   ４º 専門家たちの名前； 

   ５º 審理された事項； 

   ６º 交渉が終了した事項。 

 議事録は議長及び書記により署名される。 

 その後写しが代表団構成員たち及び労働組合に通知される。 

第30条 議長は法律の第９条に従い決議書の草案を作成し、交渉の終了後15日以内に、同意を得るために、政府の他の代表団構成員た

ちに、及び同様に労働組合にも提出する。 

 政府及び労働組合の代表団構成員たちがその所見を議長に伝えるためには、一件書類が書留郵便により送られてきてから15平日の期

限がある。但し、議長はいずれかの代表団の提案に基づき他の当該代表団に上述の期限内に意見を聞いた後に、期限を修正すること

ができる。 

 決議書の最終原本が作成された後では原本の修正は提案することができない。 

 逆の場合には、所見は次回の会議の最中に検討される。議長はその検討に基づいて決議書の最終原本を作成する。 

 決議書の最終原本の写しは政府代表団構成員たち及び労働組合に送付される。 

 議長は政府代表団構成員たち及び労働組合に、当該労働組合に意見を聞いた後で、議長が定めた期限内に決議書に署名するよう要請

する。 

第31条 

 §1. 付属資料を付した議事日程、議事録及び決議書は事務局に預けられ保管される。 

 §2. 書記は以下の各官公署に決議書の写しを送付する： 

   ・提議された処置を実施する権限を有する； 

   ・行政及び予算統制の領域で役割を果たす； 

   ・その処置が講じられる範囲内で総則を決める； 

   ・提議された処置に監督を行使する。 

    第20条§１の７ºに規定された委員会の書記は決議書の写しをフラーンデレン政府に送付する。 

    第20条§３に規定された委員会の書記は、事情に応じて、フラーンデレン政府の所管大臣、フランス共同体政府、ドイツ語圏

共同体政府に決議書の写しを送付する。 

第32条 各委員会、各部会若しくは各分科会の内規は本勅令が予定していない場合に制定される。 

第33条 各委員会、各部会若しくは各分科会の運営費は委員会、部会若しくは分科会の議長を出している立場にある行政機関若しくは

公法上の法人の負担となる。 

第Ⅲ章 共同体の若干の交渉委員会、若干の部会、若干の分科会の会議に関する規程 

第33条の２ 基礎自治体が留意する案件の交渉のために共同体及び地域圏の政府、共同体の共同体委員会の連合理事会及びフランス共

同体委員会理事会はそれらが会議の議長職を務める委員会、部会若しくは分科会の合同会議を招集することができる。 

第33条の３ 全ての労働組合代表たちは第33条の２の適用により関係交渉委員会に在席することにより交渉に参加する。 

 各労働組合の代表は最大限委員４人である。この委員たちは議事日程に記載された事項ごとに最大限二人の専門家により介添えされ

ることができる。 

第33条の４ その議長職は合同の委員会、部会若しくは分科会の議長たちにより共同で引き受けられる。その事務局は合同の委員会、

部会若しくは分科会の書記たちにより共同で引き受けられる。 

第33条の５ 第33条の２の適用から生ずる運営費の負担はその合同の委員会、部会若しくは分科会の議長を出している立場にある政府

若しくは公法上の法人の間で等分に分担される。 

 

第Ⅳ編 協議委員会 
 

第Ⅰ章 協議員会の設置及び権限 

第34条 上級協議委員会が委員会の所属する全公共機関のための各部会の管轄内に設置される。 
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   ６º それぞれの自治体独立公社においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の理事長によりその職員のために； 

   ７º フラーンデレン共同体委員会においては、その職員のために、同様に特別委員会の議長であるこの委員会理事会により指名

される当局により； 

   ８º 公共社会福祉センターに関する1976年７月８日の組織法第Ⅻ章の２に規定されているブリュッセル首都２言語併用地域圏の

それぞれの広域病院連合においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の理事長によりその連合の職員のために；  

   ９º それぞれの県の独立法人においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の議長によりその職員のために； 

   10º それぞれのフラーンデレン港湾公社においては、同様に特別委員会の議長である取締役会の理事長によりその職員のために。 

    自治体以外の各特別委員会の議長は副議長を指名する。 

 §2. §１に指定された特別委員会は第３条§２に規定された職員構成員のための権限は持たない。 

 §3. 個別の特別委員会の一つがそれぞれ準備される被助成公教育機関によりその管轄下に入る第３条§２に規定された職員のため

に設置される。 

    同委員会は準備される機関により設置された特別委員会の議長により主宰される。 

    フランス共同体委員会により設置される個別の特別委員会の議長はフランス共同体委員会理事会により定められる。 

    ルシア・ドゥ・ブロウケデ単科大学の機関により設置される個別の特別委員会も同様に俸給の方法によっては支払われない職

員構成員のために権限が付与される。この委員会はこの単科大学の評議会の議長により主宰される。 

第Ⅱ章 交渉委員会並びにその内部に設置される部会及び分科会に共通の規程 

第21条 

 §1. 各交渉委員会も各部会及び各分科会も以下により構成される： 

   １º 政府代表団；  

   ２º 各労働組合代表団。 

 §2. 政府代表団は委員会の議長及び必要ならば副議長（たち）、最大限以下の者からなる部会及び各分科会を含む： 

   ・総務委員会の15人； 

   ・第17条§２に規定された部会、並びに第17条§２の２及び§２の３に規定された分科会のような部会の委員10人； 

   ・特別委員会の委員７人。 

    政府代表団成員たちは各委員会、部会若しくは分科会の議長により関係公共機関に関して、どのような資格であろうと、権限

を有する者から選ばれる。 

    委員会、部会若しくは分科会の議長及び副議長（たち）及びさらに他の政府代表委員たちもふさわしい代理人に代理を務めさ

せることができる。 

    政府代表団は専門家に介添えしてもらうことができる。 

    社会福祉公共センター連合の議員二人は社会福祉公共センターが所属する特別委員会の政府代表団の法定委員となる。 

 §3. 各労働組合は代表団を共同で自由に決める。 

    最大で以下のものからなる： 

   ・総務委員会に７人の委員； 

   ・第17条§２に規定された部会並びに第17条§２の２及び§２の３に規定された分科会のような部会に４人の委員； 

   ・特別委員会に３人の委員。 

    各労働組合の代表団は議事日程に登録された事項ごとにせいぜい二人の専門家に介添えしてもらうことができる。 

第22条 正規に招集された政府代表団の委員が一人乃至複数人が欠席しても正規に招集された労働組合代表団の委員が一人乃至複数人

が欠席しても交渉は無効とはならない。 

第23条 案件は政府若しくは労働組合代表の発議に基づき交渉に付される。 

 交渉のために労働組合代表は全ての文書記録を受領する。 

第24条 議長が第23条に規定された発議を考慮して議事日程を設定する；議長が会議の日を決める。 

 議長は討議を指揮し会議の秩序維持を確保する。 

 議事日程はその中で第25条で予知される交渉の期限が終えなければならないことを記載する。 

第25条 交渉はそこで事案が最初に議題にされた会議の日から30日以内に終了する。 

 期限は出席した代表間の共通の合意により延期されることができる。 

 議長は事案が緊急に処理されねばならないと判断したときは期限を10日まで短縮することができる。 

 本条で決められた期限の終了後、交渉は終了し議長は第30条に規定される決議書の草案を作成する。 

第26条 議長は委員会、部会若しくは分科会の良好な活動に気を配り、その書記、並びに事務局を編成する行政課にも指示する。 

第27条 書記が政府並びに労働組合の代表団の構成員たちに会議の日の少なくとも10平日前に議事日程を含む召集状を送付する。郵送

の日付が送達の証明と見なされる。 

 議長が緊急と判断した場合には第25条第３項の適用の必要が生ずることなしにその期限を３日まで短縮することができる。 
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 それぞれの招集のたびに協議のために必要な参考資料が追加される。 

第28条 会議中には、代表団は全て議事日程の変更をさせる権利を有する。 

 それが効力を発するためには出席した代表団により全会一致で採択されなければならない。 

第29条 書記が議事録を作成する。それぞれの会議の議事録は唯以下のことだけを記載する： 

   １º 議事日程； 

   ２º 政府代表団構成員たちの出席、出席免除若しくは欠席した名前； 

   ３º 出席、出席免除若しくは欠席した労働組合の名称、及び出席若しくは出席免除のこれらの労働組合代表団構成員たちの名

前； 

   ４º 専門家たちの名前； 

   ５º 審理された事項； 

   ６º 交渉が終了した事項。 

 議事録は議長及び書記により署名される。 

 その後写しが代表団構成員たち及び労働組合に通知される。 

第30条 議長は法律の第９条に従い決議書の草案を作成し、交渉の終了後15日以内に、同意を得るために、政府の他の代表団構成員た

ちに、及び同様に労働組合にも提出する。 

 政府及び労働組合の代表団構成員たちがその所見を議長に伝えるためには、一件書類が書留郵便により送られてきてから15平日の期

限がある。但し、議長はいずれかの代表団の提案に基づき他の当該代表団に上述の期限内に意見を聞いた後に、期限を修正すること

ができる。 

 決議書の最終原本が作成された後では原本の修正は提案することができない。 

 逆の場合には、所見は次回の会議の最中に検討される。議長はその検討に基づいて決議書の最終原本を作成する。 

 決議書の最終原本の写しは政府代表団構成員たち及び労働組合に送付される。 

 議長は政府代表団構成員たち及び労働組合に、当該労働組合に意見を聞いた後で、議長が定めた期限内に決議書に署名するよう要請

する。 

第31条 

 §1. 付属資料を付した議事日程、議事録及び決議書は事務局に預けられ保管される。 

 §2. 書記は以下の各官公署に決議書の写しを送付する： 

   ・提議された処置を実施する権限を有する； 

   ・行政及び予算統制の領域で役割を果たす； 

   ・その処置が講じられる範囲内で総則を決める； 

   ・提議された処置に監督を行使する。 

    第20条§１の７ºに規定された委員会の書記は決議書の写しをフラーンデレン政府に送付する。 

    第20条§３に規定された委員会の書記は、事情に応じて、フラーンデレン政府の所管大臣、フランス共同体政府、ドイツ語圏

共同体政府に決議書の写しを送付する。 

第32条 各委員会、各部会若しくは各分科会の内規は本勅令が予定していない場合に制定される。 

第33条 各委員会、各部会若しくは各分科会の運営費は委員会、部会若しくは分科会の議長を出している立場にある行政機関若しくは

公法上の法人の負担となる。 

第Ⅲ章 共同体の若干の交渉委員会、若干の部会、若干の分科会の会議に関する規程 

第33条の２ 基礎自治体が留意する案件の交渉のために共同体及び地域圏の政府、共同体の共同体委員会の連合理事会及びフランス共

同体委員会理事会はそれらが会議の議長職を務める委員会、部会若しくは分科会の合同会議を招集することができる。 

第33条の３ 全ての労働組合代表たちは第33条の２の適用により関係交渉委員会に在席することにより交渉に参加する。 

 各労働組合の代表は最大限委員４人である。この委員たちは議事日程に記載された事項ごとに最大限二人の専門家により介添えされ

ることができる。 

第33条の４ その議長職は合同の委員会、部会若しくは分科会の議長たちにより共同で引き受けられる。その事務局は合同の委員会、

部会若しくは分科会の書記たちにより共同で引き受けられる。 

第33条の５ 第33条の２の適用から生ずる運営費の負担はその合同の委員会、部会若しくは分科会の議長を出している立場にある政府

若しくは公法上の法人の間で等分に分担される。 

 

第Ⅳ編 協議委員会 
 

第Ⅰ章 協議員会の設置及び権限 

第34条 上級協議委員会が委員会の所属する全公共機関のための各部会の管轄内に設置される。 
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 各大臣は、それぞれの部会の管轄区域に属するその所管する若しくは監督する公共機関のために、自らがその管轄区域を定める基幹

協議委員会を設置する。各大臣は、その同じ機関のために、自らがその管轄区域を定める協議調停委員会を設置することができる。 

 ドイツ語圏共同体政府はその管轄下にある機関のために基幹協議委員会を設置することはできない。 

第35条 上級協議委員会がその委員会が所属する全政府機関のための各特別委員会の管轄区域内に設置される。 

 各上級協議委員会の議長は自らが管轄区域を定める基幹協議委員会及び協議調停委員会を設置することができる。 

第36条 基幹協議委員会の全管轄区域は上級協議委員会の管轄区域と一致していなければならない。 

 協議調停委員会の管轄区域は少なくとも二つの基幹協議委員会の管轄区域と一致していなければならない。 

第37条 各基幹協議委員会、各協議調停委員会及び各上級協議委員会は国法の第11条§１に規定された専らその管轄区域に属する職員

構成員に関係している案件を所管する。 

 社会保障の改善及び年金の法体系の持続性保障のための1996年７月26日の国法第47条の適用に関する社会福祉公共センターの責任感

保持を目指す方策に関する1997年４月３日の勅令の第３条§２に列挙されているような各社会福祉公共センターの協議調停委員会は、

又はそれを欠く場合の基幹協議委員会は、運営協定の実施に関して定期的に協議が行われる。 

第38条 基幹協議委員会及び協議調停委員会の設置並びにその管轄区域の決定に関する提案は、それらの委員会の設置される管轄区域

内の上級協議委員会での協議の対象となる。 

第39条 私企業において、労災防止及び保護のための委員会に付託される全ての権限は基幹協議委員会により、又それがない場合には

上級協議委員会により行使される。 

 いずれかの部会の管轄区域に含まれる公共機関に権限若しくは監督が行使する大臣は、関係上級協議委員会での協議を経て、一つ乃

至複数の協議調停委員会に上述の権限の全部若しくは一部を付与する。特別委員会の管轄区域内に設置される上級協議委員会の議長

は、その委員会での協議を経て、同様に行うことができる。 

第40条 複数の部会であれ、複数の特別委員会であれ、又はその他の各種委員会であれ、それらに属する公共機関の職員構成員たちが、

同じ建物に入居しているときは、私企業において、労災防止及び保護のための委員会に付託される権限は、その全部乃至一部が特別

協議委員会に付託されることができる。 

 これらの委員会は以下により設置される： 

 ・部会及び特別委員会の管轄区域内に含まれる公共機関を討議する場合には、公共機関全体の共同委員会の議長； 

 ・各種部会の管轄区域内に含まれる公共機関を討議する場合には、連邦、共同体及び地域圏公共機関の委員会の議長； 

 ・各種特別委員会の管轄区域内に含まれる公共機関を討議する場合には、県及び基礎自治体の公共機関の委員会の議長。 

第Ⅱ章 協議委員会の編成 

第41条 いずれかの部会若しくは特別委員会に在席する労働組合は交渉委員会の領域に設置される協議委員会にも在席する。 

第42条 

 §1. いずれかの部会の議長がそれに相応する上級協議委員会の議長となる。議長はその代理並びに政府代表団構成員たち及びその

代理人たちを指名する。 

    当該大臣たちは基幹協議委員会における及び協議調停委員会における議長たち及び政府代表団構成員たち、並びにその代理人

たちを指名する。 

 §2. いずれかの特別委員会の議長はそれに相応する上級協議委員会の議長となる。議長はその代理並びに政府代表団構成員たち及

びその代理人たちを指名する。 

    加えて議長は基幹協議委員会における及び協議調停委員会における議長たち及び政府代表団構成員たち、並びにその代理人た

ちを指名する。 

 §3. いずれかの特別協議委員会が設置する総務委員会の議長はその議長職を当局及び必要ならば県知事に託す。 

    議長は順番にその代理、政府代表団構成員たち及びその代理たちを指名する。 

 §4. 政府代表団構成員たちは、どのような資格であれ、当該官公署に傭われるための資格を有する者、又は常勤職に任命される関

係協議委員会管轄区域内に含まれるいずれかの公共機関に少なくとも一年前から就任していた職員構成員である。 

 §5. 政府代表団には専門家が介添えすることができる。 

第43条 各労働組合代表団は最高３人まで組合が自由に選ぶ構成員からなり、専門家に介添えしてもらうことができる。 

第44条 労災防止及び労働保護のための内局若しくはその部課の指導に責任を有する労災防止顧問は、私企業においては労災防止及び

労働保護委員会に付託される案件についての会議のために、第39条に規定された協議委員会のそれぞれの法定委員となる。 

 それぞれの特別協議委員会には労災防止及び労働保護のための内局若しくはその部課の指導に責任を有する関係労災防止顧問たちが

その委員会の法定委員となる。 

第Ⅲ章 交渉の組織 

第45条 各協議委員会の議長は議日程を設定し会議の日取りを決める。 

第46条 協議委員会に在席する全労働組合は議長にその協議の対象となる懸案の事項を議事日程に載せるよう文書で要求することがで

きる。その場合には、議長は要求の受領後遅くとも60日以内に委員会を開催しなければならない。 
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 議長はやむを得ない理由から議事日程に項目を記載するのを拒否することができる。その場合には、議長はその拒否の理由を要求の

送付後15日以内に、委員会及び当該労働組合に通知しなければならない。 

第47条 第22条乃至第28条、第31条§１、第32条、第33条は協議委員会は必要な変更を施して適用できる。 

 第23条第１項、第24条第１項は労災防止及び労働保護のための委員会の権限に責任を有する委員会には適用できない。 

 労働組合代表の一人が議長に職場の安全、健康及び美化に関する案件を議事日程に載せる要求を文書でしたときは、議長は可及的速

やかに要求の受領後遅くとも30日には委員会を招集しなければならない。 

 第44条に規定された職員構成員はその条文により自分が出席する委員会の会議に関する文書資料を受領する；この会議の招集状は第

27条に従って送付される。 

第48条 書記は会議の議事録を作成する。 

 それぞれの会議の議事録は以下を記載する： 

   １º 議事日程； 

   ２º 政府代表団構成員の氏名、出席、欠席理由若しくは欠席； 

   ３º 出席、欠席理由提出若しくは欠席の労働組合名称及び出席、欠席理由提出したそれらの労働組合代表団構成員の氏名； 

   ３ºの２ 必要な場合には、第44条に規定された職員構成員の出席、欠席理由提出若しくは欠席した氏名； 

   ４º 専門家たちの氏名； 

   ５º 討議の簡潔な概要； 

   ６º 理由を付した勧告。 

 議事録は議長及び書記が署名する。 

第49条 

 §1. 会議の後15日以内に、議事録の写しは政府代表団の現職構成員たち及び補欠たち、当該労働組合、必要な場合には第44条に規

定された職員構成員に書留郵便で送付される。 

 §2. 政府代表団構成員たち、労働組合、必要ならば第44条に規定された職員構成員は、その所見を議長に伝えるために、議事録の

発送後15平日の期間を持っている。郵送の日付が送達の証明と見なされる。 

    但し、いずれかの代表団の提案に基づき且つ他の当該代表団に上述の15平日の期限内に意見を聴取した後で、議長はその期限

を修正することができる。 

    原本のいかなる修正も期限内に提案されないならば、議事録は最終のものとなる。 

    修正要求は議長により次回の最初の会議の際に協議委員会に提案される。合意に達しなければ、見解不一致の提案が議事録に

書き留められる。 

 §3. 議事録の写しが当該官公署に送付される。 

第50条 協議委員会により表明される理由を付した勧告と異なる官公署の決定についての理由は、政府代表団構成員、労働組合、必要

ならば第44条に規定された職員構成員に１か月以内に伝えられる。 

 

第Ⅴ編 代表の審査 
 

第Ⅰ章 総 則 

第51条 国法の第８条の適用については以下のように解されるべきである： 

   １º 「職員構成員」（membres du personnel）により： 

    ａ）第３条§１の１º及び２º並びに§２に規定された公共機関に関して：この後で定義される「基準日」に、いずれかの労働

組合がそこに参加するためにそこでの代表基準の審査に付されるいずれかの委員会の管轄区域に含まれるいずれかの公共機

関に所属する職員構成員、これには労働の第３周期の範囲内で又は特別の暫定的枠組で募集される者たちを例外とする1988

年12月30日の計画法の第93条乃至第101条により創設された一定の官公署の場合の助成契約制度の受益者を含む； 

    ｂ）第３条§１の３ºに規定された県の公共機関に関して：いずれかの労働組合がそこに参加するためにそこでの代表基準の

審査に付されるいずれかの委員会の管轄区域に含まれるいずれかの公共機関に所属し、且つ基準日に、現金諸給付若しくは

それらの給付と同等に扱われる状況が、基準年の第２四半期に当たり、県及び基礎自治体当局の国民社会保障事務所から支

給される家族手当の権利として出生に与えられるか若しくは与えられることが認められる職員構成員； 

    ｃ）第３条§１の３ºに規定された公共機関に関して：いずれかの労働組合がそこに参加するためにそこでの代表基準を満た

すための審査に付されるいずれかの委員会の管轄区域に含まれるいずれかの公共機関に所属し、且つ基準日に、現金諸給付

若しくはそれらの給付と同等に扱われる状況が、基準年の第２四半期に当たり、県及び基礎自治体当局の国民社会保障事務

所から支給される家族手当の権利として出生に与えられるか若しくは与えられることが認められる職員構成員。 

   ２º 「職員実人員」については：１ºに定義された職員構成員の総称； 

   ３º 「組合費負担加盟者」については：労働の第３周期の範囲内で又は特別の暫定的枠組で募集される者を例外とし、そこに基
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 各大臣は、それぞれの部会の管轄区域に属するその所管する若しくは監督する公共機関のために、自らがその管轄区域を定める基幹

協議委員会を設置する。各大臣は、その同じ機関のために、自らがその管轄区域を定める協議調停委員会を設置することができる。 

 ドイツ語圏共同体政府はその管轄下にある機関のために基幹協議委員会を設置することはできない。 

第35条 上級協議委員会がその委員会が所属する全政府機関のための各特別委員会の管轄区域内に設置される。 

 各上級協議委員会の議長は自らが管轄区域を定める基幹協議委員会及び協議調停委員会を設置することができる。 

第36条 基幹協議委員会の全管轄区域は上級協議委員会の管轄区域と一致していなければならない。 

 協議調停委員会の管轄区域は少なくとも二つの基幹協議委員会の管轄区域と一致していなければならない。 

第37条 各基幹協議委員会、各協議調停委員会及び各上級協議委員会は国法の第11条§１に規定された専らその管轄区域に属する職員

構成員に関係している案件を所管する。 

 社会保障の改善及び年金の法体系の持続性保障のための1996年７月26日の国法第47条の適用に関する社会福祉公共センターの責任感

保持を目指す方策に関する1997年４月３日の勅令の第３条§２に列挙されているような各社会福祉公共センターの協議調停委員会は、

又はそれを欠く場合の基幹協議委員会は、運営協定の実施に関して定期的に協議が行われる。 

第38条 基幹協議委員会及び協議調停委員会の設置並びにその管轄区域の決定に関する提案は、それらの委員会の設置される管轄区域

内の上級協議委員会での協議の対象となる。 

第39条 私企業において、労災防止及び保護のための委員会に付託される全ての権限は基幹協議委員会により、又それがない場合には

上級協議委員会により行使される。 

 いずれかの部会の管轄区域に含まれる公共機関に権限若しくは監督が行使する大臣は、関係上級協議委員会での協議を経て、一つ乃

至複数の協議調停委員会に上述の権限の全部若しくは一部を付与する。特別委員会の管轄区域内に設置される上級協議委員会の議長

は、その委員会での協議を経て、同様に行うことができる。 

第40条 複数の部会であれ、複数の特別委員会であれ、又はその他の各種委員会であれ、それらに属する公共機関の職員構成員たちが、

同じ建物に入居しているときは、私企業において、労災防止及び保護のための委員会に付託される権限は、その全部乃至一部が特別

協議委員会に付託されることができる。 

 これらの委員会は以下により設置される： 

 ・部会及び特別委員会の管轄区域内に含まれる公共機関を討議する場合には、公共機関全体の共同委員会の議長； 

 ・各種部会の管轄区域内に含まれる公共機関を討議する場合には、連邦、共同体及び地域圏公共機関の委員会の議長； 

 ・各種特別委員会の管轄区域内に含まれる公共機関を討議する場合には、県及び基礎自治体の公共機関の委員会の議長。 

第Ⅱ章 協議委員会の編成 

第41条 いずれかの部会若しくは特別委員会に在席する労働組合は交渉委員会の領域に設置される協議委員会にも在席する。 

第42条 

 §1. いずれかの部会の議長がそれに相応する上級協議委員会の議長となる。議長はその代理並びに政府代表団構成員たち及びその

代理人たちを指名する。 

    当該大臣たちは基幹協議委員会における及び協議調停委員会における議長たち及び政府代表団構成員たち、並びにその代理人

たちを指名する。 

 §2. いずれかの特別委員会の議長はそれに相応する上級協議委員会の議長となる。議長はその代理並びに政府代表団構成員たち及

びその代理人たちを指名する。 

    加えて議長は基幹協議委員会における及び協議調停委員会における議長たち及び政府代表団構成員たち、並びにその代理人た

ちを指名する。 

 §3. いずれかの特別協議委員会が設置する総務委員会の議長はその議長職を当局及び必要ならば県知事に託す。 

    議長は順番にその代理、政府代表団構成員たち及びその代理たちを指名する。 

 §4. 政府代表団構成員たちは、どのような資格であれ、当該官公署に傭われるための資格を有する者、又は常勤職に任命される関

係協議委員会管轄区域内に含まれるいずれかの公共機関に少なくとも一年前から就任していた職員構成員である。 

 §5. 政府代表団には専門家が介添えすることができる。 

第43条 各労働組合代表団は最高３人まで組合が自由に選ぶ構成員からなり、専門家に介添えしてもらうことができる。 

第44条 労災防止及び労働保護のための内局若しくはその部課の指導に責任を有する労災防止顧問は、私企業においては労災防止及び

労働保護委員会に付託される案件についての会議のために、第39条に規定された協議委員会のそれぞれの法定委員となる。 

 それぞれの特別協議委員会には労災防止及び労働保護のための内局若しくはその部課の指導に責任を有する関係労災防止顧問たちが

その委員会の法定委員となる。 

第Ⅲ章 交渉の組織 

第45条 各協議委員会の議長は議日程を設定し会議の日取りを決める。 

第46条 協議委員会に在席する全労働組合は議長にその協議の対象となる懸案の事項を議事日程に載せるよう文書で要求することがで

きる。その場合には、議長は要求の受領後遅くとも60日以内に委員会を開催しなければならない。 
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 議長はやむを得ない理由から議事日程に項目を記載するのを拒否することができる。その場合には、議長はその拒否の理由を要求の

送付後15日以内に、委員会及び当該労働組合に通知しなければならない。 

第47条 第22条乃至第28条、第31条§１、第32条、第33条は協議委員会は必要な変更を施して適用できる。 

 第23条第１項、第24条第１項は労災防止及び労働保護のための委員会の権限に責任を有する委員会には適用できない。 

 労働組合代表の一人が議長に職場の安全、健康及び美化に関する案件を議事日程に載せる要求を文書でしたときは、議長は可及的速

やかに要求の受領後遅くとも30日には委員会を招集しなければならない。 

 第44条に規定された職員構成員はその条文により自分が出席する委員会の会議に関する文書資料を受領する；この会議の招集状は第

27条に従って送付される。 

第48条 書記は会議の議事録を作成する。 

 それぞれの会議の議事録は以下を記載する： 

   １º 議事日程； 

   ２º 政府代表団構成員の氏名、出席、欠席理由若しくは欠席； 

   ３º 出席、欠席理由提出若しくは欠席の労働組合名称及び出席、欠席理由提出したそれらの労働組合代表団構成員の氏名； 

   ３ºの２ 必要な場合には、第44条に規定された職員構成員の出席、欠席理由提出若しくは欠席した氏名； 

   ４º 専門家たちの氏名； 

   ５º 討議の簡潔な概要； 

   ６º 理由を付した勧告。 

 議事録は議長及び書記が署名する。 

第49条 

 §1. 会議の後15日以内に、議事録の写しは政府代表団の現職構成員たち及び補欠たち、当該労働組合、必要な場合には第44条に規

定された職員構成員に書留郵便で送付される。 

 §2. 政府代表団構成員たち、労働組合、必要ならば第44条に規定された職員構成員は、その所見を議長に伝えるために、議事録の

発送後15平日の期間を持っている。郵送の日付が送達の証明と見なされる。 

    但し、いずれかの代表団の提案に基づき且つ他の当該代表団に上述の15平日の期限内に意見を聴取した後で、議長はその期限

を修正することができる。 

    原本のいかなる修正も期限内に提案されないならば、議事録は最終のものとなる。 

    修正要求は議長により次回の最初の会議の際に協議委員会に提案される。合意に達しなければ、見解不一致の提案が議事録に

書き留められる。 

 §3. 議事録の写しが当該官公署に送付される。 

第50条 協議委員会により表明される理由を付した勧告と異なる官公署の決定についての理由は、政府代表団構成員、労働組合、必要

ならば第44条に規定された職員構成員に１か月以内に伝えられる。 

 

第Ⅴ編 代表の審査 
 

第Ⅰ章 総 則 

第51条 国法の第８条の適用については以下のように解されるべきである： 

   １º 「職員構成員」（membres du personnel）により： 

    ａ）第３条§１の１º及び２º並びに§２に規定された公共機関に関して：この後で定義される「基準日」に、いずれかの労働

組合がそこに参加するためにそこでの代表基準の審査に付されるいずれかの委員会の管轄区域に含まれるいずれかの公共機

関に所属する職員構成員、これには労働の第３周期の範囲内で又は特別の暫定的枠組で募集される者たちを例外とする1988

年12月30日の計画法の第93条乃至第101条により創設された一定の官公署の場合の助成契約制度の受益者を含む； 

    ｂ）第３条§１の３ºに規定された県の公共機関に関して：いずれかの労働組合がそこに参加するためにそこでの代表基準の

審査に付されるいずれかの委員会の管轄区域に含まれるいずれかの公共機関に所属し、且つ基準日に、現金諸給付若しくは

それらの給付と同等に扱われる状況が、基準年の第２四半期に当たり、県及び基礎自治体当局の国民社会保障事務所から支

給される家族手当の権利として出生に与えられるか若しくは与えられることが認められる職員構成員； 

    ｃ）第３条§１の３ºに規定された公共機関に関して：いずれかの労働組合がそこに参加するためにそこでの代表基準を満た

すための審査に付されるいずれかの委員会の管轄区域に含まれるいずれかの公共機関に所属し、且つ基準日に、現金諸給付

若しくはそれらの給付と同等に扱われる状況が、基準年の第２四半期に当たり、県及び基礎自治体当局の国民社会保障事務

所から支給される家族手当の権利として出生に与えられるか若しくは与えられることが認められる職員構成員。 

   ２º 「職員実人員」については：１ºに定義された職員構成員の総称； 

   ３º 「組合費負担加盟者」については：労働の第３周期の範囲内で又は特別の暫定的枠組で募集される者を例外とし、そこに基
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準日が含まれるここに定義される「基準期間」のいずれかの月の前に組合費を支払ってきた職員構成員。 

   「基準日」はそれぞれの開始が国法の第14条§１に規定された６年の期間を含む年の前の年の６月30日、又は必要ならば国法の

第14条§２に規定された臨時の監督の要請が提案される年の前の年の６月30日である。 

   「基準期間」は基準日が含まれる年の４番目の月の初日からの６か月である。 

   「組合費」は基準日が含まれる月の前に基準日の前の年の７月１日に適用されているようなスライド制の保証された月給総額

（少なくとも0.74％に相当する）といったものである。 

   その額は省の一定の公務員に保証された給料の支給に関する1973年６月29日の勅令の第３条で課せられる低い組合費に基づいて

計算される。この計算の結果は低い方できっちり５倍になる。 

   仮に労働組合の組合費規定が特別な個人的事情のために減額される組合費を予定する場合には、規定された「組合費」は前項で

規定された組合費の半分に減額される。 

第52条 国法の第14条§１に規定された６年の期間の出発点は1984年12月１日となる。 

第Ⅱ章 代表条件の審査 

第53条 いずれかの交渉委員会に在席を望む労働組合は全てそのために以下の要求を申し入れる： 

 ・全公共機関のための共同委員会の議長に三つの総務委員会及び部会、特別委員会若しくは各種委員会に同時に在席できること； 

 ・連邦、共同体、地域圏政府機関のための委員会の議長に一つ乃至複数の部会に在席できること； 

 ・県及び基礎自治体の公共機関の委員会の議長に一つ乃至複数の特別委員会に在席できること； 

 要求は有責指導者により署名され、国法の第14条§１に規定された６年の期間の最初の30日以内に書留郵便で送付される。 

 要求の提出が遅れれば労働組合の候補は代表になるための審査から外される。 

第54条 全国労働評議会代表協議会に加盟していて、いずれかの交渉委員会に在席したいと要求しているが本勅令の第７条には適合し

ていない労働組合は全て、その規約及びその有責指導者の名簿をその要請に添付する。 

 その組合は、３か月以内に書留郵便で、総務委員会に在席したいとの要求が届けられた議長に、その規約及びその有責指導者の名簿

に加えられる訂正を通知しなければならない。 

第55条 議長は、要求の受領後60日以内に、その労働組合が代表資格の条件を満たしているかどうかを審査する。 

 是ならば議長は直ちに労働組合にその決定を通知する。 

 否ならば、又は提供された資料では判断できないことがはっきりしたときは、議長は即刻その確認事項を労働組合に知らせ、少なく

とも30日の定められた期限内に、説明の提供を要求する。この期限が守られなければ審査業務は継続されなくなる。 

 議長はこの期限切れ後10日以内にその最終決定を通知する。 

 議長が要求の審査について権限がないと判断した場合は直ちに、所管の議長にそれを移送する。 

 議長及び労働組合への通知は書留郵便で行われる。 

第56条 

 §1. 三つの総務委員会に在席するために規則通りに届けられた要求の全てについて議長が決定を下した後10日以内に、議長は代表

の諸条件を満たす労働組合の名簿を委員会に通知する。 

    総務委員会に在席するための代表の諸条件を満たす労働組合の名簿、並びにその名簿の訂正は議長の手配によりベルギー官報

で公告される。これらの資料が以前に第７条の§２により公告されていない限り、名簿は当該労働組合の住所及び電話番号を記

載する；これらの資料の訂正も同様にベルギー官報でも公告される。 

 §2. いずれかの所定の部会若しくは特別委員会に在席するための規則通りに届けられた要求の全てについて議長が決定を下した後

10日以内に、議長は代表の諸条件を満たす労働組合の名簿を委員会に通知する。 

第57条 （削除） 

第Ⅲ章 代表基準の審査 

第58条 代表の諸基準を満たしていることを証明するためには、労働組合が、委員会に、その要求により、有責指導者から、そのため

に必要な正確な説明文書を提出する。 

 委員会は提出された証拠の要素を審査して必要な決定を下す。 

第59条 委員会に提出しなければならない官公署は、委員会が決めた期限内に、任務を遂行するのに必要な情報を全て提供する。 

第60条 委員会に提出しなければならない労働組合は、委員会が決めた期限内に、且つその後の作業は考慮されないという罰則を受け

る条件で、その任務を遂行するのに必要な情報は全て提供しなければならない。 

第61条 その審査実施の初めから、委員会は各労働組合に、それに関係のある審査の実施の際に代表を務めるための代表の一人を指定

するよう要請する。 

第62条 委員会は全ての部会、全ての特別委員会又は国法の第８条§１の１º及び§２の１ºによりそれらのいずれかに在席することを

要求した労働組合の名簿を受領すると直ちに、委員会のために要求された第63条に規定される名簿の受領を待たずに、当該労働組合

が国法の上述の規程に規定された代表の基準を満たしているかどうかの審査に入る。 

 委員会は第１項に規定された名簿の受領後できるだけ早く遅くとも６か月以内に審査を終える。 
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 委員会はできるだけ早く遅くとも６か月以内に第１項に規定された名簿の受領を終了する。 

 審査の完了後10日以内に、委員会はその決定を当該労働組合に書留郵便で、併せて部会若しくは特別委員会に関係する公務員問題大

臣若しくは内務大臣に通知する。 

第63条 委員会は法律の第８条§１の２º若しくは§２の２ºにより一つ乃至複数の部会か又は一つ乃至複数の特別委員会に在席するこ

とを要求した労働組合の名簿を受領したら直ちに、他の部会若しくは特別委員会の名簿を待たずに、交渉委員会により労働組合が国

法の上述の規程で指示されている代表基準を満たしているかどうかを審査する。 

 各交渉委員会のために、委員会は第１項に規定された名簿の受領後可及的速やかに遅くとも６か月以内に審査を終える。 

 既定の部会若しくは特別委員会に関するその審査の終了後10日以内に、委員会はこの委員会に在席することができる全ての労働組合

の完全な名簿を以下に通知する。 

   １º 当該交渉委員会の議長に； 

   ２º 当該労働組合に、書留郵便により； 

   ３º 部会若しくは特別委員会に自身が関係する公務員問題大臣若しくは内務大臣に。 

第64条 やむをえない理由のために且つ委員会の論拠が明確な要請があれば、総理大臣は、その任命した交渉委員会のために第62条及

び第63条で予定された６か月の期間を延長することができる。 

第65条 部会若しくは特別委員会に自身が関係する公務員問題大臣若しくは内務大臣は、第63条第３項に規定された当該交渉委員会に

関する労働組合代表の名簿をベルギー官報で公告する。 

第Ⅳ章 委員会の構成及び活動 

第66条 委員会は議長一人及び二人の構成員からなり、国王により、総理大臣、法務大臣及び公務員問題大臣の共同推薦により、裁判

官の身分を有する司法官の中から指名される。 

 構成員たちはその免状により、法学博士若しくは法学修士の試験を受けたことを証明し、一人はオランダ語の委員、いま一人はフラ

ンス語の委員でなければならない。 

第67条 総理大臣は委員会の任務を遂行するのに必要な職員を指名する。その職員の中から一人の書記及びいま一人は言語の異なる名

簿でその補佐の書記補を任命する。 

第68条 委員会の活動費は首相府の予算から支出される。 

第69条 委員会の構成員たちは、以下の意味での、省の職員たちに適用できる旅費及び宿泊費の規定を享受する： 

 ・省の職員構成員たちに認められる旅費のための報酬を決める1964年12月24日の勅令； 

 ・旅費に関する総則に関する1965年１月18日の勅令； 

 ・省の職員に認められる全ての種類の報酬及び手当の総則に関する1965年３月26日の勅令。 

 構成員たちはそのために15等級乃至17等級の公務員と同等の扱いを受ける。 

第70条 委員会はその審査業務の遂行が不必要になったときは提出していた資料を労働組合に返送する。 

 

第Ⅵ編 組合活動参加者 
 

第Ⅰ章 組合代表の目録 

第71条 組合代表は以下のとおり： 

   １º 第７条及び第54条に規定された名簿の一つに記載された有責指導者たち； 

   ２º 有責指導者たちの専従代理者たち； 

   ３º 「専従代表たち」、すなわち定期的に且つ継続して職員の職業上の利益を保護し並びにそれなりに職業として認められ確定

されている職員構成員； 

   ４º いずれかの交渉委員会若しくは協議委員会において代表を務める労働組合代表団員たち、並びに上述の専門家たち； 

   ５º 国法の第16条の１º、２º及び３º、第17条の１º、２º及び３ºによりこの組織に認められている特に一つ乃至複数の特権を行

使するために労働組合により指名される者たち； 

   ６º 労働組合内に設置された諸委員会及び総務委員会の業務に参加する職員構成員たち； 

   ７º 委員会にいる労働組合代表。 

第Ⅱ章 有責指導者及びその専従代理人 

第72条 労働組合はその有責指導者たちの専従代理人の名簿、場合により、第７条に従い承認されるために議長に送ってきた資料、又

は第53条及び第54条により総務委員会に在席することができるための要求を申し入れてきた資料を議長に送付する。 

 上述の議長はその書式が総理大臣により決められる身分証明カードを有責指導者たち及びその専従代理人たちに発行する。 

 そのカードを所持していれば、有責指導者たち及び専従代理人たちは労働組合に認められた特権を全て行使することができる。 

第Ⅲ章 専従代表 

第73条 職員構成員の専従代表としての承認はその所属する官公署により、労働組合の有責指導者の要求に基づき、承認されなければ
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準日が含まれるここに定義される「基準期間」のいずれかの月の前に組合費を支払ってきた職員構成員。 

   「基準日」はそれぞれの開始が国法の第14条§１に規定された６年の期間を含む年の前の年の６月30日、又は必要ならば国法の

第14条§２に規定された臨時の監督の要請が提案される年の前の年の６月30日である。 

   「基準期間」は基準日が含まれる年の４番目の月の初日からの６か月である。 

   「組合費」は基準日が含まれる月の前に基準日の前の年の７月１日に適用されているようなスライド制の保証された月給総額

（少なくとも0.74％に相当する）といったものである。 

   その額は省の一定の公務員に保証された給料の支給に関する1973年６月29日の勅令の第３条で課せられる低い組合費に基づいて

計算される。この計算の結果は低い方できっちり５倍になる。 

   仮に労働組合の組合費規定が特別な個人的事情のために減額される組合費を予定する場合には、規定された「組合費」は前項で

規定された組合費の半分に減額される。 

第52条 国法の第14条§１に規定された６年の期間の出発点は1984年12月１日となる。 

第Ⅱ章 代表条件の審査 

第53条 いずれかの交渉委員会に在席を望む労働組合は全てそのために以下の要求を申し入れる： 

 ・全公共機関のための共同委員会の議長に三つの総務委員会及び部会、特別委員会若しくは各種委員会に同時に在席できること； 

 ・連邦、共同体、地域圏政府機関のための委員会の議長に一つ乃至複数の部会に在席できること； 

 ・県及び基礎自治体の公共機関の委員会の議長に一つ乃至複数の特別委員会に在席できること； 

 要求は有責指導者により署名され、国法の第14条§１に規定された６年の期間の最初の30日以内に書留郵便で送付される。 

 要求の提出が遅れれば労働組合の候補は代表になるための審査から外される。 

第54条 全国労働評議会代表協議会に加盟していて、いずれかの交渉委員会に在席したいと要求しているが本勅令の第７条には適合し

ていない労働組合は全て、その規約及びその有責指導者の名簿をその要請に添付する。 

 その組合は、３か月以内に書留郵便で、総務委員会に在席したいとの要求が届けられた議長に、その規約及びその有責指導者の名簿

に加えられる訂正を通知しなければならない。 

第55条 議長は、要求の受領後60日以内に、その労働組合が代表資格の条件を満たしているかどうかを審査する。 

 是ならば議長は直ちに労働組合にその決定を通知する。 

 否ならば、又は提供された資料では判断できないことがはっきりしたときは、議長は即刻その確認事項を労働組合に知らせ、少なく

とも30日の定められた期限内に、説明の提供を要求する。この期限が守られなければ審査業務は継続されなくなる。 

 議長はこの期限切れ後10日以内にその最終決定を通知する。 

 議長が要求の審査について権限がないと判断した場合は直ちに、所管の議長にそれを移送する。 

 議長及び労働組合への通知は書留郵便で行われる。 

第56条 

 §1. 三つの総務委員会に在席するために規則通りに届けられた要求の全てについて議長が決定を下した後10日以内に、議長は代表

の諸条件を満たす労働組合の名簿を委員会に通知する。 

    総務委員会に在席するための代表の諸条件を満たす労働組合の名簿、並びにその名簿の訂正は議長の手配によりベルギー官報

で公告される。これらの資料が以前に第７条の§２により公告されていない限り、名簿は当該労働組合の住所及び電話番号を記

載する；これらの資料の訂正も同様にベルギー官報でも公告される。 

 §2. いずれかの所定の部会若しくは特別委員会に在席するための規則通りに届けられた要求の全てについて議長が決定を下した後

10日以内に、議長は代表の諸条件を満たす労働組合の名簿を委員会に通知する。 

第57条 （削除） 

第Ⅲ章 代表基準の審査 

第58条 代表の諸基準を満たしていることを証明するためには、労働組合が、委員会に、その要求により、有責指導者から、そのため

に必要な正確な説明文書を提出する。 

 委員会は提出された証拠の要素を審査して必要な決定を下す。 

第59条 委員会に提出しなければならない官公署は、委員会が決めた期限内に、任務を遂行するのに必要な情報を全て提供する。 

第60条 委員会に提出しなければならない労働組合は、委員会が決めた期限内に、且つその後の作業は考慮されないという罰則を受け

る条件で、その任務を遂行するのに必要な情報は全て提供しなければならない。 

第61条 その審査実施の初めから、委員会は各労働組合に、それに関係のある審査の実施の際に代表を務めるための代表の一人を指定

するよう要請する。 

第62条 委員会は全ての部会、全ての特別委員会又は国法の第８条§１の１º及び§２の１ºによりそれらのいずれかに在席することを

要求した労働組合の名簿を受領すると直ちに、委員会のために要求された第63条に規定される名簿の受領を待たずに、当該労働組合

が国法の上述の規程に規定された代表の基準を満たしているかどうかの審査に入る。 

 委員会は第１項に規定された名簿の受領後できるだけ早く遅くとも６か月以内に審査を終える。 
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 委員会はできるだけ早く遅くとも６か月以内に第１項に規定された名簿の受領を終了する。 

 審査の完了後10日以内に、委員会はその決定を当該労働組合に書留郵便で、併せて部会若しくは特別委員会に関係する公務員問題大

臣若しくは内務大臣に通知する。 

第63条 委員会は法律の第８条§１の２º若しくは§２の２ºにより一つ乃至複数の部会か又は一つ乃至複数の特別委員会に在席するこ

とを要求した労働組合の名簿を受領したら直ちに、他の部会若しくは特別委員会の名簿を待たずに、交渉委員会により労働組合が国

法の上述の規程で指示されている代表基準を満たしているかどうかを審査する。 

 各交渉委員会のために、委員会は第１項に規定された名簿の受領後可及的速やかに遅くとも６か月以内に審査を終える。 

 既定の部会若しくは特別委員会に関するその審査の終了後10日以内に、委員会はこの委員会に在席することができる全ての労働組合

の完全な名簿を以下に通知する。 

   １º 当該交渉委員会の議長に； 

   ２º 当該労働組合に、書留郵便により； 

   ３º 部会若しくは特別委員会に自身が関係する公務員問題大臣若しくは内務大臣に。 

第64条 やむをえない理由のために且つ委員会の論拠が明確な要請があれば、総理大臣は、その任命した交渉委員会のために第62条及

び第63条で予定された６か月の期間を延長することができる。 

第65条 部会若しくは特別委員会に自身が関係する公務員問題大臣若しくは内務大臣は、第63条第３項に規定された当該交渉委員会に

関する労働組合代表の名簿をベルギー官報で公告する。 

第Ⅳ章 委員会の構成及び活動 

第66条 委員会は議長一人及び二人の構成員からなり、国王により、総理大臣、法務大臣及び公務員問題大臣の共同推薦により、裁判

官の身分を有する司法官の中から指名される。 

 構成員たちはその免状により、法学博士若しくは法学修士の試験を受けたことを証明し、一人はオランダ語の委員、いま一人はフラ

ンス語の委員でなければならない。 

第67条 総理大臣は委員会の任務を遂行するのに必要な職員を指名する。その職員の中から一人の書記及びいま一人は言語の異なる名

簿でその補佐の書記補を任命する。 

第68条 委員会の活動費は首相府の予算から支出される。 

第69条 委員会の構成員たちは、以下の意味での、省の職員たちに適用できる旅費及び宿泊費の規定を享受する： 

 ・省の職員構成員たちに認められる旅費のための報酬を決める1964年12月24日の勅令； 

 ・旅費に関する総則に関する1965年１月18日の勅令； 

 ・省の職員に認められる全ての種類の報酬及び手当の総則に関する1965年３月26日の勅令。 

 構成員たちはそのために15等級乃至17等級の公務員と同等の扱いを受ける。 

第70条 委員会はその審査業務の遂行が不必要になったときは提出していた資料を労働組合に返送する。 

 

第Ⅵ編 組合活動参加者 
 

第Ⅰ章 組合代表の目録 

第71条 組合代表は以下のとおり： 

   １º 第７条及び第54条に規定された名簿の一つに記載された有責指導者たち； 

   ２º 有責指導者たちの専従代理者たち； 

   ３º 「専従代表たち」、すなわち定期的に且つ継続して職員の職業上の利益を保護し並びにそれなりに職業として認められ確定

されている職員構成員； 

   ４º いずれかの交渉委員会若しくは協議委員会において代表を務める労働組合代表団員たち、並びに上述の専門家たち； 

   ５º 国法の第16条の１º、２º及び３º、第17条の１º、２º及び３ºによりこの組織に認められている特に一つ乃至複数の特権を行

使するために労働組合により指名される者たち； 

   ６º 労働組合内に設置された諸委員会及び総務委員会の業務に参加する職員構成員たち； 

   ７º 委員会にいる労働組合代表。 

第Ⅱ章 有責指導者及びその専従代理人 

第72条 労働組合はその有責指導者たちの専従代理人の名簿、場合により、第７条に従い承認されるために議長に送ってきた資料、又

は第53条及び第54条により総務委員会に在席することができるための要求を申し入れてきた資料を議長に送付する。 

 上述の議長はその書式が総理大臣により決められる身分証明カードを有責指導者たち及びその専従代理人たちに発行する。 

 そのカードを所持していれば、有責指導者たち及び専従代理人たちは労働組合に認められた特権を全て行使することができる。 

第Ⅲ章 専従代表 

第73条 職員構成員の専従代表としての承認はその所属する官公署により、労働組合の有責指導者の要求に基づき、承認されなければ
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ならない。 

 但し、承認の認定はやむをえない公務上の理由があれば、最高４か月間延期されることができる。 

 関係者が、承認の要求以降に、何らかの判断、何らかの評価、若しくは何らかのそれらと同価値の報告を入手しなければ、この時点

でつまり適用できる制度がそのような報告書類の付与を準備する期限が終了し、最大限４か月間承認の認定は延期される；この期間

中に何らかの報告書類が付与される。４か月の期限が過ぎれば、承認は認められる。 

 官公署はその決定を関係者、その上司、及び書留郵便で当該労働組合に直ちに通知する。 

第74条 職員構成員の誰かを専従代表として承認する官公署は書式が総理大臣により決められる身分証明カードを交付する。 

 このカードを所持していれば、専従代表たちはその労働組合に与えられた特権を行使できる。 

第75条 承認は、唯重大な理由に基づく理由を付した根拠のある、当事者の職員構成員が何らかの部会若しくは何らかの特別委員会の

管轄区域に属する公共機関の一員であるのに応じて、それぞれ連邦、共同体及び地域圏の公共機関委員会の議長又は県及び基礎自治

体の公共機関委員会の議長の決定によってのみ無効とすることができる。 

 議長は、関係専従代表及び関係労働組合の一人乃至複数の有責指導者から提示される説明を聞いた後で、第18条§２で予定された上

述の分科会の勧告に基づき決定する。 

第76条 議長はその決定を職員構成員、その上司及び書留郵便により当該労働組合に通知する。 

第77条 

 §1. 職員構成員が、専従代表の資格を認められると直ちに、法律上は労働組合休暇の状態となる。 

    そうなれば、専従代表は階層的な官公署には属さない。専従代表は、この地位での個人的権利、特にその給与及び昇給並びに

昇進の権利を定める規定にそのまま従う。 

 §2. 承認のその日に、判断、評価、若しくはそれらと同価値の報告の制度が適用できる専従代表として認められた職員構成員は、

その承認の前に与えられた最新の評価が、その労働組合休暇中、維持される。 

    とにかくその職員構成員が、その時点で何らかの判断、何らかの評価、若しくはそれらと同価値の何らかの報告を適用できる

制度を予測されたにもかかわらず、その承認の前にそのような評価を問題にしていなかった場合には、その労働組合休暇中は、

いずれもあるとは認められない。 

    判断、評価、若しくはそれらと同価値の報告のいずれもが、その承認の日に、適用されなかった専従代表と認められた職員構

成員は、その労働組合休暇中に、そのような評価の一つを立証しなければならないときには、評価されなければならない報告に

より職員構成員に与えられる中で最も有利な評価を受ける資格保有者と見なされる。 

 §3. 専従代表が、定員超過により、他の公務員によりはじき出されたときは、その要求によりその法令の規定に従い、定数外と

なって以下の三つの条件が満たされるときは昇進又は相応の等級若しくは経歴のいずれかが許可される： 

   １º 当事者が少なくとも２年以上前から労働組合休暇中である； 

   ２º 昇進した公務員が当事者と同一言語集団に属するか、又は他の言語集団に属する場合には特別規定が埋合わせの昇進を認め

るときにはその他の言語集団に属する； 

   ３º 昇進した公務員が当事者の後で以下に格付けされる： 

    ・一定の公益機関の人事規程制定のための1973年１月８日の勅令の適用に従う公益機関の二人の国家公務員若しくは二人の職

員構成員がいる場合には、年功序列により得られる格付けに； 

    ・二人の他の職員構成員がいる場合には、国法により若しくは固有の規則により昇進のために又は相応の等級若しくは経歴の

いずれかのために予定されるか格付けに； 

    昇進又は相応の等級若しくは経歴のいずれかが他の同じような昇進がそのはじき出された昇進の日に専従代表に与えられる。

不確実な等級の占有はこの昇進については遡及することはできない。 

    はじき出されたための何らかの新たな昇進は労働組合代表には前例の後少なくとも３年は与えられることはできない。 

 §4. 専従代表の労働組合休暇についてはその要求により又はその労働組合が決定したとき若しくはさらに承認が撤回されたときに

終わらされる。 

    その任期終了で、専従代表は§３の適用により休暇の終わりにその以前に占めていた官職若しくは職務に再配属されることが

できる。 

    §３の適用を得た専従代表は空席のある職務若しくはその等級相応の官職に、それに必要な諸条件を満たしている限り、又さ

もなくばそのような空席が生ずるまで、その休職以前に就いていた職務若しくは官職に再配属されることができる。 

第78条 

 §1. 各四半期の終了前に、労働組合は専従代表に、又は職員構成員のその資格に基づく権利所有者に前の４半期中に行われた支払

の総額に相当する支払額を官公署に払い戻す。 

    この総額は、それがいかなる形であれ、直接間接に専従代表若しくはその権利所有者たちに対して、又はそのために貨幣でか

若しくは貨幣で評価できる収益で支払われる全ての額を含む。 

    このために、官公署は、労働組合に、支払総額、並びに組合が支払わなければならない勘定の名称及び数を知らせる。 
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    貨幣で評価できる収益の評価は被雇用者の給料の保護に関する1965年４月12日の国法の第６条§３の規定に従い行われる。 

    労働組合は同様に専従代表の配偶者に支払われるか与えられなければならない以外には第１項に規定された総額の全額か若し

くは一部が差押えか若しくは譲渡のために支払えないか又は与えられないときは払い戻さなければならない。 

 §2. §１に規定された払戻しには以下のものは含まれない： 

   １º 法定の社会保障制度の枠内にある支払義務のある雇用保険分担金； 

   ２º 公共部門の職員構成員の法定の退職及び生存年金制度のために用意される雇用保険分担金； 

   ３º 以下の二つの条件を満たす保険料若しくは分担金： 

    ａ）労災若しくは職業病の制度に用意される； 

    ｂ）官公署により支払われる以下のもの： 

     ・公認の保険会社への； 

     ・公認の基礎自治体保険金庫への； 

     ・労災保険基金への； 

     ・職業病基金への； 

     ・これらの保険料若しくは分担金の徴収に責任を負う社会保障機関への； 

   ４º 官公署により支払われる休暇手当を除いて、雇用保険分担金が支払われようがしまいが、法定の社会保証制度の枠内で与え

られるどのような種類のものでも収益及び副次的収益； 

   ５º 官公署により設立若しくは認可された社会福祉事業により与えられる収益； 

   ６º これらの分担金が国法若しくは規則により課せられているか若しくは課せられていない１ºで規定されたもの以外の雇用保

険分担金に基づき与えられる収益； 

   ７º 公共部門の一定の職員構成員への及びこの部門内で雇用されていた失業者への労働組合助成金の付与及び支払に関する1980

年９月１日の法律に従い支払われる労働組合助成金。 

 §3. 専従代表の給料の支払が月極助成金により与えられる場合には、§１及び§２に定められた規定に従い払戻しが行われる。 

第79条 第78条に規定された支払が決められた期限内に履行されない場合には、官公署は書留郵便により労働組合に15日以内に必要な

支払を行うよう催促する。労働組合は前もって一人乃至複数の有責指導者に説明をさせるよう促される。 

 催促に対しての結果若しくは有責指導者の説明が不十分な場合には、官公署はそこで全公共機関のための共同委員会の議長に知らせ

る。委員会は、第18条の§２に予定された分科会の勧告に従い、理由を付した決定により、当該労働組合の全ての専従代表の承認を

撤回し、且つ第７条に従い認められた労働組合が関係するときには組合そのものの承認を撤回する。 

第Ⅳ章 有責指導者たち、その専従代理人たち及び専従代表たちに適用される共通規定 

第80条 身分証明カードが与えられた労働組合代表はその任務が終了しだいこれを発行した官公署に返送する。 

第Ⅴ章 専従代表以外の全労働組合代表に共通の規定 

第81条 

 §1. あらかじめその直属上司に、有責指導者であることから生ずる、専従職員のその時々の招集状又は派遣命令を提示することに

より、第71条の１º若しくは２ºに規定された職員構成員＝労働組合代表は、当然の権利として交渉委員会若しくは協議委員会の

活動に参加するための労働組合休暇をこのために必要な期間中許可される。上述の招集状又は派遣命令は他の有責指導者にも出

されなければならない。 

    あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる専従職員のその時々の招集状又は派遣命令を提示することにより、

第71条の４ºに規定された議長に＝労働組合代表は当然の権利としてこのために必要な期間中その所属する交渉委員会及び協議

委員会の活動に参加するための労働組合休暇を許可される。 

 §2. あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる専従職員のその時々の招集状又は派遣命令を交渉委員会若しくは

協議委員会の議長に提示することにより、職員構成員は当然の権利としてその委員会の活動に参加するためにこのために必要な

期間中職務免除を許可される。 

 §3. §１及び§２に規定された招集状及び派遣命令は職員構成員がその活動への参加を求められる交渉委員会若しくは協議委員会

を記載する。その時々の招集状にはさらにその会議の場所、日時を指定する。 

    当該交渉委員会若しくは協議委員会の議長は、直属の上司から§１に規定された招集状若しくは派遣命令の写しを受領する。 

    議長はその直属上司に会議に欠席した職員構成員の名前を通知する。 

第82条 あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる個人の招集状を提示することにより、職員構成員は当然の権利と

してこのために必要な期間中労働組合の中に設置された委員会及び総務委員会の活動に参加するための労働組合休暇を許可される。 

第83条  

 §1. あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる派遣命令若しくは個人的な命令書を提示することにより、職員構

成員は当然の権利としてこのために必要な期間中国法第16条の１º、２º及び３º並びに第17条の１º、２º及び３ºに列挙された特

権行使のための職務免除を許可される。 
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ならない。 

 但し、承認の認定はやむをえない公務上の理由があれば、最高４か月間延期されることができる。 

 関係者が、承認の要求以降に、何らかの判断、何らかの評価、若しくは何らかのそれらと同価値の報告を入手しなければ、この時点

でつまり適用できる制度がそのような報告書類の付与を準備する期限が終了し、最大限４か月間承認の認定は延期される；この期間

中に何らかの報告書類が付与される。４か月の期限が過ぎれば、承認は認められる。 

 官公署はその決定を関係者、その上司、及び書留郵便で当該労働組合に直ちに通知する。 

第74条 職員構成員の誰かを専従代表として承認する官公署は書式が総理大臣により決められる身分証明カードを交付する。 

 このカードを所持していれば、専従代表たちはその労働組合に与えられた特権を行使できる。 

第75条 承認は、唯重大な理由に基づく理由を付した根拠のある、当事者の職員構成員が何らかの部会若しくは何らかの特別委員会の

管轄区域に属する公共機関の一員であるのに応じて、それぞれ連邦、共同体及び地域圏の公共機関委員会の議長又は県及び基礎自治

体の公共機関委員会の議長の決定によってのみ無効とすることができる。 

 議長は、関係専従代表及び関係労働組合の一人乃至複数の有責指導者から提示される説明を聞いた後で、第18条§２で予定された上

述の分科会の勧告に基づき決定する。 

第76条 議長はその決定を職員構成員、その上司及び書留郵便により当該労働組合に通知する。 

第77条 

 §1. 職員構成員が、専従代表の資格を認められると直ちに、法律上は労働組合休暇の状態となる。 

    そうなれば、専従代表は階層的な官公署には属さない。専従代表は、この地位での個人的権利、特にその給与及び昇給並びに

昇進の権利を定める規定にそのまま従う。 

 §2. 承認のその日に、判断、評価、若しくはそれらと同価値の報告の制度が適用できる専従代表として認められた職員構成員は、

その承認の前に与えられた最新の評価が、その労働組合休暇中、維持される。 

    とにかくその職員構成員が、その時点で何らかの判断、何らかの評価、若しくはそれらと同価値の何らかの報告を適用できる

制度を予測されたにもかかわらず、その承認の前にそのような評価を問題にしていなかった場合には、その労働組合休暇中は、

いずれもあるとは認められない。 

    判断、評価、若しくはそれらと同価値の報告のいずれもが、その承認の日に、適用されなかった専従代表と認められた職員構

成員は、その労働組合休暇中に、そのような評価の一つを立証しなければならないときには、評価されなければならない報告に

より職員構成員に与えられる中で最も有利な評価を受ける資格保有者と見なされる。 

 §3. 専従代表が、定員超過により、他の公務員によりはじき出されたときは、その要求によりその法令の規定に従い、定数外と

なって以下の三つの条件が満たされるときは昇進又は相応の等級若しくは経歴のいずれかが許可される： 

   １º 当事者が少なくとも２年以上前から労働組合休暇中である； 

   ２º 昇進した公務員が当事者と同一言語集団に属するか、又は他の言語集団に属する場合には特別規定が埋合わせの昇進を認め

るときにはその他の言語集団に属する； 

   ３º 昇進した公務員が当事者の後で以下に格付けされる： 

    ・一定の公益機関の人事規程制定のための1973年１月８日の勅令の適用に従う公益機関の二人の国家公務員若しくは二人の職

員構成員がいる場合には、年功序列により得られる格付けに； 

    ・二人の他の職員構成員がいる場合には、国法により若しくは固有の規則により昇進のために又は相応の等級若しくは経歴の

いずれかのために予定されるか格付けに； 

    昇進又は相応の等級若しくは経歴のいずれかが他の同じような昇進がそのはじき出された昇進の日に専従代表に与えられる。

不確実な等級の占有はこの昇進については遡及することはできない。 

    はじき出されたための何らかの新たな昇進は労働組合代表には前例の後少なくとも３年は与えられることはできない。 

 §4. 専従代表の労働組合休暇についてはその要求により又はその労働組合が決定したとき若しくはさらに承認が撤回されたときに

終わらされる。 

    その任期終了で、専従代表は§３の適用により休暇の終わりにその以前に占めていた官職若しくは職務に再配属されることが

できる。 

    §３の適用を得た専従代表は空席のある職務若しくはその等級相応の官職に、それに必要な諸条件を満たしている限り、又さ

もなくばそのような空席が生ずるまで、その休職以前に就いていた職務若しくは官職に再配属されることができる。 

第78条 

 §1. 各四半期の終了前に、労働組合は専従代表に、又は職員構成員のその資格に基づく権利所有者に前の４半期中に行われた支払

の総額に相当する支払額を官公署に払い戻す。 

    この総額は、それがいかなる形であれ、直接間接に専従代表若しくはその権利所有者たちに対して、又はそのために貨幣でか

若しくは貨幣で評価できる収益で支払われる全ての額を含む。 

    このために、官公署は、労働組合に、支払総額、並びに組合が支払わなければならない勘定の名称及び数を知らせる。 
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    貨幣で評価できる収益の評価は被雇用者の給料の保護に関する1965年４月12日の国法の第６条§３の規定に従い行われる。 

    労働組合は同様に専従代表の配偶者に支払われるか与えられなければならない以外には第１項に規定された総額の全額か若し

くは一部が差押えか若しくは譲渡のために支払えないか又は与えられないときは払い戻さなければならない。 

 §2. §１に規定された払戻しには以下のものは含まれない： 

   １º 法定の社会保障制度の枠内にある支払義務のある雇用保険分担金； 

   ２º 公共部門の職員構成員の法定の退職及び生存年金制度のために用意される雇用保険分担金； 

   ３º 以下の二つの条件を満たす保険料若しくは分担金： 

    ａ）労災若しくは職業病の制度に用意される； 

    ｂ）官公署により支払われる以下のもの： 

     ・公認の保険会社への； 

     ・公認の基礎自治体保険金庫への； 

     ・労災保険基金への； 

     ・職業病基金への； 

     ・これらの保険料若しくは分担金の徴収に責任を負う社会保障機関への； 

   ４º 官公署により支払われる休暇手当を除いて、雇用保険分担金が支払われようがしまいが、法定の社会保証制度の枠内で与え

られるどのような種類のものでも収益及び副次的収益； 

   ５º 官公署により設立若しくは認可された社会福祉事業により与えられる収益； 

   ６º これらの分担金が国法若しくは規則により課せられているか若しくは課せられていない１ºで規定されたもの以外の雇用保

険分担金に基づき与えられる収益； 

   ７º 公共部門の一定の職員構成員への及びこの部門内で雇用されていた失業者への労働組合助成金の付与及び支払に関する1980

年９月１日の法律に従い支払われる労働組合助成金。 

 §3. 専従代表の給料の支払が月極助成金により与えられる場合には、§１及び§２に定められた規定に従い払戻しが行われる。 

第79条 第78条に規定された支払が決められた期限内に履行されない場合には、官公署は書留郵便により労働組合に15日以内に必要な

支払を行うよう催促する。労働組合は前もって一人乃至複数の有責指導者に説明をさせるよう促される。 

 催促に対しての結果若しくは有責指導者の説明が不十分な場合には、官公署はそこで全公共機関のための共同委員会の議長に知らせ

る。委員会は、第18条の§２に予定された分科会の勧告に従い、理由を付した決定により、当該労働組合の全ての専従代表の承認を

撤回し、且つ第７条に従い認められた労働組合が関係するときには組合そのものの承認を撤回する。 

第Ⅳ章 有責指導者たち、その専従代理人たち及び専従代表たちに適用される共通規定 

第80条 身分証明カードが与えられた労働組合代表はその任務が終了しだいこれを発行した官公署に返送する。 

第Ⅴ章 専従代表以外の全労働組合代表に共通の規定 

第81条 

 §1. あらかじめその直属上司に、有責指導者であることから生ずる、専従職員のその時々の招集状又は派遣命令を提示することに

より、第71条の１º若しくは２ºに規定された職員構成員＝労働組合代表は、当然の権利として交渉委員会若しくは協議委員会の

活動に参加するための労働組合休暇をこのために必要な期間中許可される。上述の招集状又は派遣命令は他の有責指導者にも出

されなければならない。 

    あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる専従職員のその時々の招集状又は派遣命令を提示することにより、

第71条の４ºに規定された議長に＝労働組合代表は当然の権利としてこのために必要な期間中その所属する交渉委員会及び協議

委員会の活動に参加するための労働組合休暇を許可される。 

 §2. あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる専従職員のその時々の招集状又は派遣命令を交渉委員会若しくは

協議委員会の議長に提示することにより、職員構成員は当然の権利としてその委員会の活動に参加するためにこのために必要な

期間中職務免除を許可される。 

 §3. §１及び§２に規定された招集状及び派遣命令は職員構成員がその活動への参加を求められる交渉委員会若しくは協議委員会

を記載する。その時々の招集状にはさらにその会議の場所、日時を指定する。 

    当該交渉委員会若しくは協議委員会の議長は、直属の上司から§１に規定された招集状若しくは派遣命令の写しを受領する。 

    議長はその直属上司に会議に欠席した職員構成員の名前を通知する。 

第82条 あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる個人の招集状を提示することにより、職員構成員は当然の権利と

してこのために必要な期間中労働組合の中に設置された委員会及び総務委員会の活動に参加するための労働組合休暇を許可される。 

第83条  

 §1. あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる派遣命令若しくは個人的な命令書を提示することにより、職員構

成員は当然の権利としてこのために必要な期間中国法第16条の１º、２º及び３º並びに第17条の１º、２º及び３ºに列挙された特

権行使のための職務免除を許可される。 
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    上述の特権はその雇用者である公共機関に所属する部会若しくは特別委員会の管轄区域内でしかその職員構成員により行使さ

れることができない。 

 §2. あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる派遣命令若しくは個人的な命令書を提示することにより、§１に

規定された者以外は全て第１項に規定された特権を行使することができる。 

第84条 所管の官公署に宛てた有責指導者の要求により、且つ職務の必要と完全に矛盾する場合を除いて、職員構成員は、このために

必要な期間中、労働組合代表により地元で招集される集会に参加するための職務免除を許可される。 

第Ⅵ章 全労働組合代表に適用される規定 

第85条 

 §1. 組合代表たちは極秘の性質の事項及び文書について守秘義務がある。 

 §2. 組合代表たちはあらかじめ権限ある官公署が極秘の性質であるとした事項若しくは文書を漏洩することはできない。 

    この規定違反は以下の結果をもたらす： 

   １º 当該組合代表に対して、国法の第16条及び第17条に規定された特権を１年間行使することを禁止； 

   ２º 専従代表が関係する場合は、その承認が取り消されて職務に呼び戻される；１年後でないと専従代表として改めて承認され

ることはできない。 

    第２項による専従代表の承認取消は第75条及び第76条に則って自動的に国法の第16条及び第17条に規定された特権が１年間行

使できないという結果となる。 

    他の職員構成員については、第２項の１ºに予定された制裁の適用が当該職員構成員に聴聞をした後直属の上司により提案さ

れる。その職員構成員の雇用者の公共機関に所属する部会若しくは特別委員会の議長は、第18条の§２で予定された分科会の勧

告に基づき決定を下す。 

第86条 本編の意味でのその休暇若しくは職務免除の期間中組合の任務を遂行するために、組合代表の職員構成員は労働災害及び通勤

途上での不慮の災害に関する立法の適用のために職務遂行中の場所にいたと見なされる。 

第87条 以下に関係する規定は： 

   １º 秩序罰及び懲罰； 

   ２º 停職； 

   ３º 免職； 

   ４º 解雇。 

 組合代表にはその資格で遂行し且つその行使する特権と直接関係している行為については適用されることはできない。 

 それらの行為はその判断、全ての評価若しくはそれらと同価値の報告の作成にも修正にも影響を及ぼしてはならない。 

第Ⅶ章 一定の組合代表の保護に関する規定 

第88条 

 §1. 労働協約に基づき任用されている上級協議委員会に属する全公共機関に在席の職員構成員の人数が合計100人、少なくとも100

人以上、500人以上、1,000人以上若しくは2,000人以上に応じて有責労働組合代表はその上級協議委員会の議長にその委員会に

属する公共機関の職員構成員のそれぞれ１人、２人、３人、４人若しくは５人の名前を通知する。 

    上級協議委員会に属する公共機関の全員でも労働協約で雇用された職員構成員が少なくとも20人に達していないときには、こ

れらの代表される職員構成員の実人員の少なくとも半数まで達していない場合には第１項の規定は適用できない。 

    第１項及び第２項の適用のためには、勘定に入れられるのは第１項に規定された通知がなされる前年の６月30日に在職した実

人員である。 

    そのつど、労働組合代表の有責指導者たちは上級協議委員会の議長にそれ以前にその名前が通知されていた職員構成員と交代

する別の職員構成員の名前を通知しなければならない。 

    労働協約に基づき、継続的に、§２に規定されている書簡の送付の日の少なくとも２年前から、本勅令が適用されている公共

機関に在席していた職員構成員たちだけが指名されることができる。 

 §2. その指名された職員構成員の名前及び、必要ならば、等級が受領通知付きの書留郵便でその雇用者の公共機関に通知される。 

    第１項に規定された書簡の写しは関係公共機関によりその所属の上級協議委員会の議長に送付される。 

    第89条の諸規定は、そのようにその氏名が通知された職員構成員に、公共機関が第１項に規定された書簡を受領した日から適

用される。 

 §3. 毎年７月１日以前に、公共機関は上級協議委員会の議長に§１の第１項に規定された実人員の人数を通知する。 

 §4. 毎年10月１日以前に、上級協議委員会の議長はこの委員会に在席する労働組合に§３に規定された数字及びこれらの数字をき

ちんと勘定に入れた、§１に従い指名されることができる職員構成員数と併せて通知する。 

    以前に任用された職員構成員の人数が任用可能な人数より多い場合には、労働組合は第89条の諸規定がこの年の12月31日以降

にも引き続き適用される職員構成員を指名する。 

    この指名がない場合には、以前に指名された職員構成員が、以下の順番で、第89条の規定がこの年の12月31日以降に引き続き
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適用される者たちを定めるために指定される： 

   １º 最長の職務年限を持つ職員構成員； 

   ２º 職務年限が同じなら年齢の最高の者。 

    職務年限は職員構成員に適用できる法規の規定に従い計算される。このような規定がない場合には、職務年限は何らかの資格

を持ち自発的な中断がない§１の第５項に規定された公共機関の一員をなしていた期間を含む。  

第89条 

 §1. 第88条に従い指名されているいずれかの職員構成員の解雇を検討する官公署は、その官公署が指定した労働組合がなお代表を

務めている限り、その関係職員構成員、官公署の指定した労働組合及びこの職員構成員の雇用者の公共機関が所属する上級協議

委員会の議長に書留郵便で通知する。 

    書簡は官公署が解雇を検討するのにそれを根拠にした詳細な理由説明を含む。関係職員構成員宛ての書簡に官公署は必要なら

ば詳細な理由説明の中で直接乃至間接に言及されている文書の写しを添付する。 

 §2. 関係労働組合は官公署の書簡の受領の日から10日の期限内に、上級協議委員会の議長に、書留郵便で、同委員会の特別会の要

求をしてもよい。この期限は書留の書簡が郵便で労働組合の住所に送られた日から進行する。 

    議長はこの特別会の日取りを決める。 

 §3. 上級協議委員会は第41条及び第42条に従い構成される。但し、政府代表及び労働組合代表たちは専門家を付けることはできな

い。 

    解雇が検討されている職員構成員はこの特別会のときの委員会には出席が許されない。 

 §4. 上級協議委員会の書記は、書留郵便、召集状を同委員会に在席している政府代表構成員たち並びに労働組合に、特別会につい

て決められる日より少なくとも10日前に送付する。 

    召集状には§１及び§２の規定に従い同委員会の議長に送付された書簡類の写しが添付される。 

 §5. 正規に招集された政府委員の一人乃至複数人、正規に招集された労働組合代表の一人乃至複数人の欠席が手続の有効性を損な

うことはない。 

 §6. 議長は討論を司会し会議の議事進行を確保する。 

    会議の終了に当たり議長は全会一致の意見か若しくは不一致の意見の存在を確認する。 

 §7. 書記は会議の議事録を作成する。 

    これは以下のものを記載する： 

   １º 議題； 

   ２º 政府代表委員の出席、出席免除若しくは欠席した名前； 

   ３º 労働組合の出席、出席免除若しくは欠席した名前及びこの労働組合代表委員の出席若しくは出席免除の名前； 

   ４º 出席した代表委員たちの全会一致の意見か若しくは不一致の意見。 

    議事録は議長及び書記により署名される。 

 §8. 会議の日の後10日以内に、議事録の写しが、書留郵便で、政府代表構成員たち及び委員会に在席している労働組合並びに解雇

を検討中の政府に送付される。 

    政府代表委員たち及び労働組合は、議事録の送付後５平日後に、その所見を書留郵便で議長に通知してよい。その所見は議事

録に追加される。議事録は期限経過後に確定されることになる。 

    §９に抵触することなしに、政府は第２項に規定された期限の経過した日から初めて自由に解雇することができる。 

 §9. 検討された解雇に賛成が全会一致の場合を除き、政府は行われた解雇決定についての理由の説明を必要ならば解雇者にしなけ

ればならない。理由の説明は議事録に記載された検討された解雇を対象とする論拠への反論を含まなければならない。理由の説

明は§１に規定された書簡に記載された以外の事実に依拠することはできない。 

    この理由の説明は、遅くとも官公署により行われる解雇の通知の日には、書留郵便により関係職員構成員を指名した労働組合、

この職員構成員、並びに上級協議委員会の議長に通知されなければならない。 

第90条 第89条により設けられる手続は以下には適用できない： 

   １º その職員構成員が、関係公共機関内で効力のある規定に基づき、それにより解雇が延期される内部の業務についている場

合； 

   ２º 重大な理由に基づく解雇の場合； 

   ３º 協定が期限切れ又はそれにより協定が終了する業務の完了で終了するとき； 

   ４º 代理契約が代理された者の復帰により終了するとき； 

   ５º 官公署と職員構成員が協定を終わらせる合意をした場合； 

   ６º 協定が不可抗力の原因で終了するとき； 

   ７º 協定が職員構成員の意思で破棄されたとき。 
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    上述の特権はその雇用者である公共機関に所属する部会若しくは特別委員会の管轄区域内でしかその職員構成員により行使さ

れることができない。 

 §2. あらかじめその直属上司に有責指導者であることから生ずる派遣命令若しくは個人的な命令書を提示することにより、§１に

規定された者以外は全て第１項に規定された特権を行使することができる。 

第84条 所管の官公署に宛てた有責指導者の要求により、且つ職務の必要と完全に矛盾する場合を除いて、職員構成員は、このために

必要な期間中、労働組合代表により地元で招集される集会に参加するための職務免除を許可される。 

第Ⅵ章 全労働組合代表に適用される規定 

第85条 

 §1. 組合代表たちは極秘の性質の事項及び文書について守秘義務がある。 

 §2. 組合代表たちはあらかじめ権限ある官公署が極秘の性質であるとした事項若しくは文書を漏洩することはできない。 

    この規定違反は以下の結果をもたらす： 

   １º 当該組合代表に対して、国法の第16条及び第17条に規定された特権を１年間行使することを禁止； 

   ２º 専従代表が関係する場合は、その承認が取り消されて職務に呼び戻される；１年後でないと専従代表として改めて承認され

ることはできない。 

    第２項による専従代表の承認取消は第75条及び第76条に則って自動的に国法の第16条及び第17条に規定された特権が１年間行

使できないという結果となる。 

    他の職員構成員については、第２項の１ºに予定された制裁の適用が当該職員構成員に聴聞をした後直属の上司により提案さ

れる。その職員構成員の雇用者の公共機関に所属する部会若しくは特別委員会の議長は、第18条の§２で予定された分科会の勧

告に基づき決定を下す。 

第86条 本編の意味でのその休暇若しくは職務免除の期間中組合の任務を遂行するために、組合代表の職員構成員は労働災害及び通勤

途上での不慮の災害に関する立法の適用のために職務遂行中の場所にいたと見なされる。 

第87条 以下に関係する規定は： 

   １º 秩序罰及び懲罰； 

   ２º 停職； 

   ３º 免職； 

   ４º 解雇。 

 組合代表にはその資格で遂行し且つその行使する特権と直接関係している行為については適用されることはできない。 

 それらの行為はその判断、全ての評価若しくはそれらと同価値の報告の作成にも修正にも影響を及ぼしてはならない。 

第Ⅶ章 一定の組合代表の保護に関する規定 

第88条 

 §1. 労働協約に基づき任用されている上級協議委員会に属する全公共機関に在席の職員構成員の人数が合計100人、少なくとも100

人以上、500人以上、1,000人以上若しくは2,000人以上に応じて有責労働組合代表はその上級協議委員会の議長にその委員会に

属する公共機関の職員構成員のそれぞれ１人、２人、３人、４人若しくは５人の名前を通知する。 

    上級協議委員会に属する公共機関の全員でも労働協約で雇用された職員構成員が少なくとも20人に達していないときには、こ

れらの代表される職員構成員の実人員の少なくとも半数まで達していない場合には第１項の規定は適用できない。 

    第１項及び第２項の適用のためには、勘定に入れられるのは第１項に規定された通知がなされる前年の６月30日に在職した実

人員である。 

    そのつど、労働組合代表の有責指導者たちは上級協議委員会の議長にそれ以前にその名前が通知されていた職員構成員と交代

する別の職員構成員の名前を通知しなければならない。 

    労働協約に基づき、継続的に、§２に規定されている書簡の送付の日の少なくとも２年前から、本勅令が適用されている公共

機関に在席していた職員構成員たちだけが指名されることができる。 

 §2. その指名された職員構成員の名前及び、必要ならば、等級が受領通知付きの書留郵便でその雇用者の公共機関に通知される。 

    第１項に規定された書簡の写しは関係公共機関によりその所属の上級協議委員会の議長に送付される。 

    第89条の諸規定は、そのようにその氏名が通知された職員構成員に、公共機関が第１項に規定された書簡を受領した日から適

用される。 

 §3. 毎年７月１日以前に、公共機関は上級協議委員会の議長に§１の第１項に規定された実人員の人数を通知する。 

 §4. 毎年10月１日以前に、上級協議委員会の議長はこの委員会に在席する労働組合に§３に規定された数字及びこれらの数字をき

ちんと勘定に入れた、§１に従い指名されることができる職員構成員数と併せて通知する。 

    以前に任用された職員構成員の人数が任用可能な人数より多い場合には、労働組合は第89条の諸規定がこの年の12月31日以降

にも引き続き適用される職員構成員を指名する。 

    この指名がない場合には、以前に指名された職員構成員が、以下の順番で、第89条の規定がこの年の12月31日以降に引き続き
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適用される者たちを定めるために指定される： 

   １º 最長の職務年限を持つ職員構成員； 

   ２º 職務年限が同じなら年齢の最高の者。 

    職務年限は職員構成員に適用できる法規の規定に従い計算される。このような規定がない場合には、職務年限は何らかの資格

を持ち自発的な中断がない§１の第５項に規定された公共機関の一員をなしていた期間を含む。  

第89条 

 §1. 第88条に従い指名されているいずれかの職員構成員の解雇を検討する官公署は、その官公署が指定した労働組合がなお代表を

務めている限り、その関係職員構成員、官公署の指定した労働組合及びこの職員構成員の雇用者の公共機関が所属する上級協議

委員会の議長に書留郵便で通知する。 

    書簡は官公署が解雇を検討するのにそれを根拠にした詳細な理由説明を含む。関係職員構成員宛ての書簡に官公署は必要なら

ば詳細な理由説明の中で直接乃至間接に言及されている文書の写しを添付する。 

 §2. 関係労働組合は官公署の書簡の受領の日から10日の期限内に、上級協議委員会の議長に、書留郵便で、同委員会の特別会の要

求をしてもよい。この期限は書留の書簡が郵便で労働組合の住所に送られた日から進行する。 

    議長はこの特別会の日取りを決める。 

 §3. 上級協議委員会は第41条及び第42条に従い構成される。但し、政府代表及び労働組合代表たちは専門家を付けることはできな

い。 

    解雇が検討されている職員構成員はこの特別会のときの委員会には出席が許されない。 

 §4. 上級協議委員会の書記は、書留郵便、召集状を同委員会に在席している政府代表構成員たち並びに労働組合に、特別会につい

て決められる日より少なくとも10日前に送付する。 

    召集状には§１及び§２の規定に従い同委員会の議長に送付された書簡類の写しが添付される。 

 §5. 正規に招集された政府委員の一人乃至複数人、正規に招集された労働組合代表の一人乃至複数人の欠席が手続の有効性を損な

うことはない。 

 §6. 議長は討論を司会し会議の議事進行を確保する。 

    会議の終了に当たり議長は全会一致の意見か若しくは不一致の意見の存在を確認する。 

 §7. 書記は会議の議事録を作成する。 

    これは以下のものを記載する： 

   １º 議題； 

   ２º 政府代表委員の出席、出席免除若しくは欠席した名前； 

   ３º 労働組合の出席、出席免除若しくは欠席した名前及びこの労働組合代表委員の出席若しくは出席免除の名前； 

   ４º 出席した代表委員たちの全会一致の意見か若しくは不一致の意見。 

    議事録は議長及び書記により署名される。 

 §8. 会議の日の後10日以内に、議事録の写しが、書留郵便で、政府代表構成員たち及び委員会に在席している労働組合並びに解雇

を検討中の政府に送付される。 

    政府代表委員たち及び労働組合は、議事録の送付後５平日後に、その所見を書留郵便で議長に通知してよい。その所見は議事

録に追加される。議事録は期限経過後に確定されることになる。 

    §９に抵触することなしに、政府は第２項に規定された期限の経過した日から初めて自由に解雇することができる。 

 §9. 検討された解雇に賛成が全会一致の場合を除き、政府は行われた解雇決定についての理由の説明を必要ならば解雇者にしなけ

ればならない。理由の説明は議事録に記載された検討された解雇を対象とする論拠への反論を含まなければならない。理由の説

明は§１に規定された書簡に記載された以外の事実に依拠することはできない。 

    この理由の説明は、遅くとも官公署により行われる解雇の通知の日には、書留郵便により関係職員構成員を指名した労働組合、

この職員構成員、並びに上級協議委員会の議長に通知されなければならない。 

第90条 第89条により設けられる手続は以下には適用できない： 

   １º その職員構成員が、関係公共機関内で効力のある規定に基づき、それにより解雇が延期される内部の業務についている場

合； 

   ２º 重大な理由に基づく解雇の場合； 

   ３º 協定が期限切れ又はそれにより協定が終了する業務の完了で終了するとき； 

   ４º 代理契約が代理された者の復帰により終了するとき； 

   ５º 官公署と職員構成員が協定を終わらせる合意をした場合； 

   ６º 協定が不可抗力の原因で終了するとき； 

   ７º 協定が職員構成員の意思で破棄されたとき。 
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第Ⅶ編 補助対象非公共教育における交渉及び協議（削除） 
 

第Ⅷ編 修正、経過及び廃止規定 
 

第Ⅰ章 修正規定 

第91条 被雇用者の健康及び安全並びに労働及び職場の衛生に関する1952年６月10日の国法第１条の§４のｄは以下の条文により補充

される： 

 「官公署とこれらの官公署に所属する公務員の組合との関係を準備する1974年12月19日の国法により創設された制度が適用できるよ

うにされた職員構成員の公共機関には、第４項に規定された施設及び団体は含まれない。 

 職場の安全、健康及び美化委員会に属する権限を委任した協議委員会の決定の際に、国王がそれに従い協議委員会の構成員たちが指

名される規則を決める。」 

第92条 経済的発展、社会的向上及び財政再建の1961年２月14日の国法第４編の若干の規定を修正し且つ共同体法第75条を補足した

1961年２月28日の国法に関係する1961年７月27日の国法の第９条は以下の条項により補充された： 

 「第１項及び第２項で予定された協議は諸官公署とこれらの官公署に所属する公務員の労働組合との関係を準備する1974年12月19日

の国法により規定された交渉及び協議に関する手続によりこの国法の制度が適用されるようになった職員構成員のために置き換えら

れる。」 

第93条 国家教育職員構成員の身分に関する1964年６月22日の国法第７条第３項は以下の規定により置き換えられた： 

 「会議に出席している場合には、諸官公署とこれらの官公署に所属する公務員の労働組合との関係を準備する1974年12月19日の国法

第３条§１の１ºで規定された連邦、共同体及び地域圏の公共機関の委員会に在席する労働組合により指名された代表たち。」 

第94条 団体労働協約及び合同委員会に関する1968年12月５日の国法第２条§３の１は以下の条文で補充された： 

 「諸官公署とこれらの官公署に所属する公務員の労働組合との関係を準備する1974年12月19日の国法によりその日に創設される制度

はその日の到来で、国家、県、基礎自治体、公共施設及び公益施設の職務に就いている当該職員たちに適用される。」。 

第Ⅱ章 経過規定及び廃止規定 

第１節 暫定的規定 

第95条 第75条、第79条、第85条の§２により規定された勧告は第18条§２で提供された分科会の設置、構成及び職務に関係している

本勅令の諸規定が発効していない限り、必要ない。 

第96条 1990年12月１日に初登場した国法第51条第１項の３ºの初めての適用のために、並びに第14条§１に規定された周期に関する

代表審査のために、職員構成員は、第３周期の労働範囲の一環として又は特別の暫定的枠組で募集される者を例外として、必要があ

れば「基準日」に当たる月に組合費支払「義務条項」により組合費を支払っていたと解される。 

 第51条第４項の初めての適用のためには、その職員構成員は最低限本勅令がベルギー官報に公告された後の４か月間に組合費に関す

る条件が満たされていなければならない。 

 第53条第２項の初めての適用のためには、本条の発効の日から30日の期限が始まる。 

第96条の２ ドイツ語圏共同体の執行部の職務のための第63条第２項の初めての適用のときは、必要があれば第51条の第２項及び第３

項の適用のためには以下のように解される： 

   １º 基準日：1985年６月30日； 

   ２º 基準月：1985年６月の月。 

第97条 第77条§３に予定された２年及び３年の期限は、必要があれば、当該職員構成員へのこれらの規定の適用の際には、本条の発

効の日に適用された法規に従い専従組合代表の資格で許可された組合休暇を考慮に入れる。 

第97条の２ 明白に他事記載のある条文を除き且つ第３条に抵触することなしに、連邦、共同体、地域圏、共同体の共同体委員会及び

フランス共同体委員会に所属する、創設が1990年10月１日以降である公共機関の期限付、見習、臨時、補助の職員構成員が、例え労

働協約の下で雇用されていても、国法により設置された制度に属する。 

 上述の機関が本勅令の補遺Ⅰへの記載の対象とされるまでの間、それらの機関は議長若しくは副議長がそれぞれに関係する、関係公

共機関に対してその権限、その統制若しくは監督権を行使する官公署である部会に所属する。 

 関係連邦公共機関に対してその権限、その統制若しくは監督権を行使する連邦大臣が部会の議長若しくは副議長でないとき、又は別

の連邦大臣たちが連邦公共機関に対して権限、統制若しくは監督権を行使するときは、部会に所属する関係公共機関はこの機関が本

勅令の補遺Ⅰへの記載の対象とされるまでの間総理大臣により統括される。 

 本条は地域圏により基礎自治体の都市交通及び道路に関するそれらの権限行使に当たり設置される公法上の法人には適用されない；

施設改善のための1980年８月８日の特別法を修正した1988年８月８日の国法の発効以前に基礎自治体の都市交通及び道路のための公

社の職員に適用される団体労働協約の制度に服したままとなる。 
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第２節 移行措置の修正による既存の規制の存続 

第98条 第99条乃至第103条及び第105条乃至第107条の適用のためには、必要があれば「以前の労働組合法」については以下のように

解される： 

   １º 1957年２月11日、1959年２月18日、６月２日、９月16日及び11月10日、1960年８月２日、1962年５月４日、1963年６月６

日、1971年６月２日及び1981年９月21日の勅令により修正された公共機関の職員の労働法規に関する1955年６月20日の勅令； 

   ２º 1964年８月９日の勅令により修正された検事以外の司法官及び事務官の労働法規に関する1956年２月21日の勅令； 

   ３º 1963年７月１日の勅令により修正された文書課及び検察庁の職員並びに児童保護のための専従代表たちの労働法規に関する

1962年12月７日の勅令； 

   ４º 1968年５月28日の勅令により修正された労働組合についての協議のために招集された技官協働会議の職員構成員の地位の調

整に関する1965年７月７日の勅令； 

   ５º 1978年10月11日の勅令により導入された連邦教育文化省の分割に関する1969年９月25日の勅令の第７条§２、並びに同勅令

の第11条； 

   ６º 本法の適用に服する職員構成員が関係する範囲での被助成対象教育における組合休暇に関する1981年12月16日の勅令； 

   ７º 本法の適用に服する職員構成員が関係する範囲での被助成精神医学社会センター及び生徒介護機関における労働組合休暇に

関する1981年12月16日の勅令。 

第99条 総務委員会においてそれについて交渉されなければならない案件を対象とする国法の第２条§１第１項の１ºに規定される労

働組合の協議に関する従前の労働組合法の規定はその案件に関する基本原則の明確化のための勅令の発効の日まで適用されたままと

なる。 

第100条 総務委員会においてそれについて交渉されなければならない案件を対象とする国法の第２条§１第１項の２º及び第３条の§

１の３ºに関する労働組合の協議に関する従前の労働組合法の規定は第56条§１に提示された名簿がベルギー官報に公告された日以

降の29番目の日に適用されたままとなる。 

第101条 部会若しくは特別委員会においてそれについて交渉されなければならない案件に関する労働組合の協議に関する従前の労働

組合法の規定は第63条第３項に規定されたその委員会の名簿がベルギー官報に公告された以降の29番目の日に適用されたままとなる。

提示された日が国法の第２条§１第１項の１ºの意味での基本原則の修正のための勅令の発効の日より前に当たるときはその勅令の

発効の日に適用された規定はそのままとなる。 

第101条の２ 国法第２条§１第１項の１ºに規定された案件に関わり且つ総務委員会における交渉に付されなければならない組合の協

議手続、国法第２条§１第１項の２º及び第３条§１の３ºに規定された案件に関わり且つ部会若しくは特別委員会での協議又は約束

がされていて、それぞれ遅くとも第99条、第100条及び第101条に予定された日に組合の当該協議機関の日程への記載により従前の労

働組合法による協議に付されなければならない案件に関わる組合の協議手続は、その実現まで続けられる。 

 労働組合の合法的若しくは合規的な書面による協議手続も必要な書類の送付により同日に受領されたと見なされる；郵便の日付は送

付の証と見なされる。 

 これらの手続に従い届けられた勧告は有効性を保持し且つその勧告の対象となった方策の立案若しくは提案は国法により予定される

交渉及び協議の手続に以下の場合に新たに従うまでしてはならない： 

 ａ）官公署が採った決定が組合の協議機関か又は書面で組合の協議手続に付された方策の立案若しくは提案と一致している場合； 

 ｂ）官公署が組合の協議機関か又は書面で組合の協議手続に付された方策の立案若しくは提案に対して与えた修正が表明された勧告

に従った方策と唯結果として一致している場合。 

 前項に予定された制度及び二つの場合の中止は、それぞれ国法の第２条§１第１項の１ºに規定され且つ総務委員会での交渉に付さ

れなければならない案件、国法の第２条の§１第１項の２º及び第３条の§１の３ºに規定された案件並びに部会若しくは特別委員会

での交渉又は協議に付されなければならない案件に関係のあるという点で、第99条、第100条及び第101条に規定された日から４か月

以内に官公署が組合の協議機関か又は書面で組合の協議手続に付された方策の立案若しくは提案に関する決定を行わなかった場合に

適用できる。 

第102条 社会貢献に関する従前の労働組合法の規定は勅令により決められる日まで適用したままとなる。 

第103条 第99条乃至第102条の適用が必要な限り、労働組合及びその代表はそれらの条文で規定された労働組合の協議機関の活動及び

社会貢献を可能にする従前の労働組合法の規定に服したままとなる。 

第104条 公共機関の公務員の組合法に関する1955年６月20日の勅令第41条に従い又はいずれか他の同等の法律若しくは規則の規定に

従い労働組合により当然支払われるべき金額がこれらの規定により決められた期限内に支払われなければならない。 

 第１項が遵守されない場合には第79条が適用される。 

第３節 労働組合の利益のための経過規定 

第105条 この規定が発効した日に、従前の労働法に基づき承認されている労働組合は、第109条の１ºに規定された日から30日以内に、

この組合が第７条§１に従い又は在席している間に交渉委員会に正規の要求を提出するという条件付で、第56条§１に提示されたベ

ルギー官報に名簿が公告された日までこの承認並びにそれに付随する特権を保持する。 
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第Ⅶ編 補助対象非公共教育における交渉及び協議（削除） 
 

第Ⅷ編 修正、経過及び廃止規定 
 

第Ⅰ章 修正規定 

第91条 被雇用者の健康及び安全並びに労働及び職場の衛生に関する1952年６月10日の国法第１条の§４のｄは以下の条文により補充

される： 

 「官公署とこれらの官公署に所属する公務員の組合との関係を準備する1974年12月19日の国法により創設された制度が適用できるよ

うにされた職員構成員の公共機関には、第４項に規定された施設及び団体は含まれない。 

 職場の安全、健康及び美化委員会に属する権限を委任した協議委員会の決定の際に、国王がそれに従い協議委員会の構成員たちが指

名される規則を決める。」 

第92条 経済的発展、社会的向上及び財政再建の1961年２月14日の国法第４編の若干の規定を修正し且つ共同体法第75条を補足した

1961年２月28日の国法に関係する1961年７月27日の国法の第９条は以下の条項により補充された： 

 「第１項及び第２項で予定された協議は諸官公署とこれらの官公署に所属する公務員の労働組合との関係を準備する1974年12月19日

の国法により規定された交渉及び協議に関する手続によりこの国法の制度が適用されるようになった職員構成員のために置き換えら

れる。」 

第93条 国家教育職員構成員の身分に関する1964年６月22日の国法第７条第３項は以下の規定により置き換えられた： 

 「会議に出席している場合には、諸官公署とこれらの官公署に所属する公務員の労働組合との関係を準備する1974年12月19日の国法

第３条§１の１ºで規定された連邦、共同体及び地域圏の公共機関の委員会に在席する労働組合により指名された代表たち。」 

第94条 団体労働協約及び合同委員会に関する1968年12月５日の国法第２条§３の１は以下の条文で補充された： 

 「諸官公署とこれらの官公署に所属する公務員の労働組合との関係を準備する1974年12月19日の国法によりその日に創設される制度

はその日の到来で、国家、県、基礎自治体、公共施設及び公益施設の職務に就いている当該職員たちに適用される。」。 

第Ⅱ章 経過規定及び廃止規定 

第１節 暫定的規定 

第95条 第75条、第79条、第85条の§２により規定された勧告は第18条§２で提供された分科会の設置、構成及び職務に関係している

本勅令の諸規定が発効していない限り、必要ない。 

第96条 1990年12月１日に初登場した国法第51条第１項の３ºの初めての適用のために、並びに第14条§１に規定された周期に関する

代表審査のために、職員構成員は、第３周期の労働範囲の一環として又は特別の暫定的枠組で募集される者を例外として、必要があ

れば「基準日」に当たる月に組合費支払「義務条項」により組合費を支払っていたと解される。 

 第51条第４項の初めての適用のためには、その職員構成員は最低限本勅令がベルギー官報に公告された後の４か月間に組合費に関す

る条件が満たされていなければならない。 

 第53条第２項の初めての適用のためには、本条の発効の日から30日の期限が始まる。 

第96条の２ ドイツ語圏共同体の執行部の職務のための第63条第２項の初めての適用のときは、必要があれば第51条の第２項及び第３

項の適用のためには以下のように解される： 

   １º 基準日：1985年６月30日； 

   ２º 基準月：1985年６月の月。 

第97条 第77条§３に予定された２年及び３年の期限は、必要があれば、当該職員構成員へのこれらの規定の適用の際には、本条の発

効の日に適用された法規に従い専従組合代表の資格で許可された組合休暇を考慮に入れる。 

第97条の２ 明白に他事記載のある条文を除き且つ第３条に抵触することなしに、連邦、共同体、地域圏、共同体の共同体委員会及び

フランス共同体委員会に所属する、創設が1990年10月１日以降である公共機関の期限付、見習、臨時、補助の職員構成員が、例え労

働協約の下で雇用されていても、国法により設置された制度に属する。 

 上述の機関が本勅令の補遺Ⅰへの記載の対象とされるまでの間、それらの機関は議長若しくは副議長がそれぞれに関係する、関係公

共機関に対してその権限、その統制若しくは監督権を行使する官公署である部会に所属する。 

 関係連邦公共機関に対してその権限、その統制若しくは監督権を行使する連邦大臣が部会の議長若しくは副議長でないとき、又は別

の連邦大臣たちが連邦公共機関に対して権限、統制若しくは監督権を行使するときは、部会に所属する関係公共機関はこの機関が本

勅令の補遺Ⅰへの記載の対象とされるまでの間総理大臣により統括される。 

 本条は地域圏により基礎自治体の都市交通及び道路に関するそれらの権限行使に当たり設置される公法上の法人には適用されない；

施設改善のための1980年８月８日の特別法を修正した1988年８月８日の国法の発効以前に基礎自治体の都市交通及び道路のための公

社の職員に適用される団体労働協約の制度に服したままとなる。 
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第２節 移行措置の修正による既存の規制の存続 

第98条 第99条乃至第103条及び第105条乃至第107条の適用のためには、必要があれば「以前の労働組合法」については以下のように

解される： 

   １º 1957年２月11日、1959年２月18日、６月２日、９月16日及び11月10日、1960年８月２日、1962年５月４日、1963年６月６

日、1971年６月２日及び1981年９月21日の勅令により修正された公共機関の職員の労働法規に関する1955年６月20日の勅令； 

   ２º 1964年８月９日の勅令により修正された検事以外の司法官及び事務官の労働法規に関する1956年２月21日の勅令； 

   ３º 1963年７月１日の勅令により修正された文書課及び検察庁の職員並びに児童保護のための専従代表たちの労働法規に関する

1962年12月７日の勅令； 

   ４º 1968年５月28日の勅令により修正された労働組合についての協議のために招集された技官協働会議の職員構成員の地位の調

整に関する1965年７月７日の勅令； 

   ５º 1978年10月11日の勅令により導入された連邦教育文化省の分割に関する1969年９月25日の勅令の第７条§２、並びに同勅令

の第11条； 

   ６º 本法の適用に服する職員構成員が関係する範囲での被助成対象教育における組合休暇に関する1981年12月16日の勅令； 

   ７º 本法の適用に服する職員構成員が関係する範囲での被助成精神医学社会センター及び生徒介護機関における労働組合休暇に

関する1981年12月16日の勅令。 

第99条 総務委員会においてそれについて交渉されなければならない案件を対象とする国法の第２条§１第１項の１ºに規定される労

働組合の協議に関する従前の労働組合法の規定はその案件に関する基本原則の明確化のための勅令の発効の日まで適用されたままと

なる。 

第100条 総務委員会においてそれについて交渉されなければならない案件を対象とする国法の第２条§１第１項の２º及び第３条の§

１の３ºに関する労働組合の協議に関する従前の労働組合法の規定は第56条§１に提示された名簿がベルギー官報に公告された日以

降の29番目の日に適用されたままとなる。 

第101条 部会若しくは特別委員会においてそれについて交渉されなければならない案件に関する労働組合の協議に関する従前の労働

組合法の規定は第63条第３項に規定されたその委員会の名簿がベルギー官報に公告された以降の29番目の日に適用されたままとなる。

提示された日が国法の第２条§１第１項の１ºの意味での基本原則の修正のための勅令の発効の日より前に当たるときはその勅令の

発効の日に適用された規定はそのままとなる。 

第101条の２ 国法第２条§１第１項の１ºに規定された案件に関わり且つ総務委員会における交渉に付されなければならない組合の協

議手続、国法第２条§１第１項の２º及び第３条§１の３ºに規定された案件に関わり且つ部会若しくは特別委員会での協議又は約束

がされていて、それぞれ遅くとも第99条、第100条及び第101条に予定された日に組合の当該協議機関の日程への記載により従前の労

働組合法による協議に付されなければならない案件に関わる組合の協議手続は、その実現まで続けられる。 

 労働組合の合法的若しくは合規的な書面による協議手続も必要な書類の送付により同日に受領されたと見なされる；郵便の日付は送

付の証と見なされる。 

 これらの手続に従い届けられた勧告は有効性を保持し且つその勧告の対象となった方策の立案若しくは提案は国法により予定される

交渉及び協議の手続に以下の場合に新たに従うまでしてはならない： 

 ａ）官公署が採った決定が組合の協議機関か又は書面で組合の協議手続に付された方策の立案若しくは提案と一致している場合； 

 ｂ）官公署が組合の協議機関か又は書面で組合の協議手続に付された方策の立案若しくは提案に対して与えた修正が表明された勧告

に従った方策と唯結果として一致している場合。 

 前項に予定された制度及び二つの場合の中止は、それぞれ国法の第２条§１第１項の１ºに規定され且つ総務委員会での交渉に付さ

れなければならない案件、国法の第２条の§１第１項の２º及び第３条の§１の３ºに規定された案件並びに部会若しくは特別委員会

での交渉又は協議に付されなければならない案件に関係のあるという点で、第99条、第100条及び第101条に規定された日から４か月

以内に官公署が組合の協議機関か又は書面で組合の協議手続に付された方策の立案若しくは提案に関する決定を行わなかった場合に

適用できる。 

第102条 社会貢献に関する従前の労働組合法の規定は勅令により決められる日まで適用したままとなる。 

第103条 第99条乃至第102条の適用が必要な限り、労働組合及びその代表はそれらの条文で規定された労働組合の協議機関の活動及び

社会貢献を可能にする従前の労働組合法の規定に服したままとなる。 

第104条 公共機関の公務員の組合法に関する1955年６月20日の勅令第41条に従い又はいずれか他の同等の法律若しくは規則の規定に

従い労働組合により当然支払われるべき金額がこれらの規定により決められた期限内に支払われなければならない。 

 第１項が遵守されない場合には第79条が適用される。 

第３節 労働組合の利益のための経過規定 

第105条 この規定が発効した日に、従前の労働法に基づき承認されている労働組合は、第109条の１ºに規定された日から30日以内に、

この組合が第７条§１に従い又は在席している間に交渉委員会に正規の要求を提出するという条件付で、第56条§１に提示されたベ

ルギー官報に名簿が公告された日までこの承認並びにそれに付随する特権を保持する。 
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 労働組合が上掲の期限以内に第７条若しくは第53条に規定された無権限の場合の代表審査についての関係書類若しくは要求を議長に

提出した場合には、組合は第１項に従っていると見なされる。 

第106条 

 §1. ベルギー官報への本勅令の公告の日に以下の規定のいずれかに基づき特権を享有する第105条に規定されている労働組合はこ

れらの規定が明白に修正されるか若しくは失効しない限りこれを引き続き行使する。 

   １º 国家公務員法に関する1937年10月２日の勅令の第84条第１項ｂ； 

   ２º 一定の公益機関の人事規程を決める1973年１月８日の勅令第22条§２； 

   ３º 国立科学研究所の職務及び勤務に就く行政職員、技術職員及び熟練者並びに勤務者の法令を決める1970年６月16日の勅令第

20条第３項； 

   ４º 国立科学研究所の学術職員の法令を決める1965年４月21日の勅令第28条第３項； 

   ５º 国家公務員の公募及び経歴のために準備される選抜試験及び審査に関する1969年９月17日の勅令第１条第２項； 

   ６º 公共機関の公務員の研修促進に責任を負う常設委員会設置のための1969年２月21日の勅令第３条§１； 

   ７º 国家公務員の受入及び研修に関する1982年11月18日の勅令第２条§２の３º； 

   ８º 国家行政府の公務員に与えられる一定の休暇及び私的事項のための欠勤に関する1964年６月１日の勅令第２条の２第３項。 

    ベルギー官報への本勅令の公告の日に、試験計画決定のための委員会の上訴審判所、職員の受入及び研修の促進のための委員

会、休暇、休職、欠勤に関する上訴委員会においてその代表に基づく特権を享受する労働組合は、第１項に規定されたもの以外

の類似してはいるが別の規定により設置されこれらの審判所及び各委員会の構成が国法に規定された代表の条件及び基準に適合

するようになるまで引き続き特権を行使する。 

    第105条で決められたものを満たしているいずれかの労働組合に与えられた第１項及び第２項に規定された正規の諸規定以外

の諸規定、国法により及び本勅令により認められた特権を付与された以外の特権は本勅令の施行後も引き続き効力を維持する。 

 §2. §１に規定されたいずれかの労働組合の代表たちの身分を規整する特別規定は明確に修正されないか若しくは失効しない限り

適用したままとなる。 

 §3. 明らかに修正若しくは失効するまでは以下は完全に適用されたままとなる： 

   １º 以下によって規整されるような試験委員会における労働組合代表に関する諸規定： 

    ・国立教育施設及びこれらの施設に帰属する寄宿舎の監督に責任を有する視学の職に任命されうるために国家教育職員構成員

の資格を持たなければならない職を決めた1969年７月31日の勅令； 

    ・技術系及び実務専門家の男性若しくは女性視学への任命のために必要な資格を決めた1969年７月31日の勅令； 

    ・国立の幼稚園・初等、特別、中等、技術、技能及び師範教育の諸施設、これらの施設に所属する寄宿舎の管理及び教育職員

構成員、教育補助職員、診療補助職員、これらの施設の監督に責任を負う視学の身分を決めた1969年３月22日の勅令により

予定された昇進審査会の構成がそれにより決められた1969年７月31日の勅令； 

    ・国立大学、国立単科大学、国立大学センターの管理職員、教授陣、専門・労務職員の身分を決めた1971年10月30日の勅令； 

    ・初等教育の小郡視学官の職の適性証書取得のための試験に関する1978年３月７日の勅令； 

    ・国立精神医学社会センター、国立養成センター、精神医学社会センターの監督に責任を負う検査官、被助成生徒介護セン

ター、特殊の精神医学社会センターなどの技術職員構成員の身分を付与する1979年７月27日の勅令。 

   ２º 従前の労働組合法以外の法律若しくは規則の諸規定により設置された審判所及び委員会に関係する限り、規定職員構成員が

本法の適用に被助成対象教育における組合休暇に関する且つ精神医学社会センター及び被助成学校教育及び職業指導事務所の

組合休暇に関する1981年12月16日の勅令。 

第４節 行政職員構成員たち及びそれに属さない者のための経過規定 

第107条 

 §1. 職員構成員たちは、その労働組合が第105条に規定されているものを満たしている場合には、従前の労働組合法に基づき決め

られている限度内で労働組合内に設置されている研究集団、各種委員会に参加することができる。 

    この制度は第56条§１に規定された名簿がベルギー官報への公告の日までに適用できる。 

 §2. 第104条に抵触することなく、休暇についての従前の労働組合法に基づき第105条に規定されているものに合致する労働組合代

表としての職員の職業的利益を永続的、合法的且つ継続的な方法で擁護するために休暇を取る職員構成員は、そこに予定されて

いる手続に従う義務を負うことなしに第73条の意味での専従代表として正当に承認される。 

    本勅令の適用のために且つ特に第74条に規定された身分証明カードの授与及び第78条により払い戻される金額の徴収の観点か

ら、労働組合はそれぞれが関係しているという点で、当該代表が職員構成員として所属している官公署に、第１項に規定された

職員名簿を提出する。 

 §3. 休暇についての従前の労働組合法に基づき、第105条に規定されているものを満たす労働組合の代表の資格で職員の利益を永

続的、合法的且つ継続的な方法で擁護するために遅くとも1984年６月30日に休暇を取っていた職員構成員は、本段標の発効の日

に始まり、判断、全ての評価若しくはそれらと同価値の全ての報告に関する規則の適用のためにそれにより評価されなければな
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らない報告により職員構成員に与えられる最も有利な評価を保持すると見なされる。 

 §4. §１及び§２に規定されている以外の職員は、従前の労働組合法に基づき第105条に規定されているものを満たす労働組合の

名前で職務及び権限を行使することができる。この制度は§１に規定された日に発効する。 

第108条 本規定の発効した日から職員の代表構成員として、又は選挙での正規の候補者として、被雇用者の健康及び安全、並びに労

働及び職場の衛生に関する1952年６月10日の国法により優遇を享受した職員は、労働組合代表の資格でのこの保護をこの国法により

定められる規間中いる間保持する。 

第５節 施 行 

第109条 第13条を除き本法の各条及び本勅令の各条は本勅令の補遺Ⅱに即応して以下の日に発効する： 

   １º 本勅令がベルギー官報に公告された後の２か月後の初日； 

   ２º 第56条§１に規定された３つの総務委員会に在席するための代表の条件を満たす労働組合の名簿のベルギー官報への公告の

日； 

   ３º 第63条第３項に規定されたいずれかの部会又はいずれかの特別委員会に在席するための労働組合代表の名簿のベルギー官報

への公告の日； 

   ４º ２ºに規定された日の30日後； 

   ５º ３ºに規定された日の30日後。 

第110条 それぞれに関係するという点で、我が国務大臣及び我が副大臣は本勅令の施行に責任を有する。 

補遺Ⅰ及びⅡ参照：補遺Ⅰ及びⅡ 

  84年９月28日の補遺・参考資料 

補遺Ⅰ 

第19条に従い設置された部会 

１）部会はローマ数字でⅩⅩまで表示される。 

２）Ａ及びＢの文字はそれぞれ以下のものを表示する： 

 Ａ. その委員会の名称； 

 Ｂ. 以下の条件での委員会の管轄領域： 

  ａ）解散が予想されているがなおこの補遺に記載されている公法上の法人；それらはどれだけかの職員を持つか持てる限り記載さ

れたままとなる； 

  ｂ）その組織法は未施行だが記載されている公法上の法人； 

  ｃ）どれだけかの職員をいまだ持っていないがその組織法がどれだけかの職員を持つ見込みがある限り記載されている公法上の法

人； 

  ｄ）本勅令の第97条の２がいずれかの公法人がこの補遺にはまだ記載されていないのは確かだがいずれかの部会に所属する旨を決

めている場合 

３）法律の第１条§２及び本勅令の第４条で決められた適用除外はこの補遺では再掲されていない。 

部門Ⅰ 

Ａ. 総務 

Ｂ. １º 総理大臣の連邦政府機関官房。 

  ２º 連邦政府人事組織局。 

  ３º 連邦政府予算経営管理局。 

  ４º 連邦政府情報通信技術局。 

  ５º 連邦科学研究所の職員。 

  ６º 連邦科学研究所の財団法人の職員。 

  ７º 国立ベルギー交響楽団。 

  ８º 王立貨幣劇場。 

  ９º 機会均等・人種差別禁止センター。 

  10º 建築規制。 

  11º 「戦争・現代協会」研究・記録センター。 

  12º 芸術宮殿。 

  13º 財務監督連邦相互集団。 

部門Ⅱ 

Ａ. 財務 

Ｂ. １º 連邦政府財務機関及び財務省。 

  ２º 連邦政府資産管理企画局。 
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 労働組合が上掲の期限以内に第７条若しくは第53条に規定された無権限の場合の代表審査についての関係書類若しくは要求を議長に

提出した場合には、組合は第１項に従っていると見なされる。 

第106条 

 §1. ベルギー官報への本勅令の公告の日に以下の規定のいずれかに基づき特権を享有する第105条に規定されている労働組合はこ

れらの規定が明白に修正されるか若しくは失効しない限りこれを引き続き行使する。 

   １º 国家公務員法に関する1937年10月２日の勅令の第84条第１項ｂ； 

   ２º 一定の公益機関の人事規程を決める1973年１月８日の勅令第22条§２； 

   ３º 国立科学研究所の職務及び勤務に就く行政職員、技術職員及び熟練者並びに勤務者の法令を決める1970年６月16日の勅令第

20条第３項； 

   ４º 国立科学研究所の学術職員の法令を決める1965年４月21日の勅令第28条第３項； 

   ５º 国家公務員の公募及び経歴のために準備される選抜試験及び審査に関する1969年９月17日の勅令第１条第２項； 

   ６º 公共機関の公務員の研修促進に責任を負う常設委員会設置のための1969年２月21日の勅令第３条§１； 

   ７º 国家公務員の受入及び研修に関する1982年11月18日の勅令第２条§２の３º； 

   ８º 国家行政府の公務員に与えられる一定の休暇及び私的事項のための欠勤に関する1964年６月１日の勅令第２条の２第３項。 

    ベルギー官報への本勅令の公告の日に、試験計画決定のための委員会の上訴審判所、職員の受入及び研修の促進のための委員

会、休暇、休職、欠勤に関する上訴委員会においてその代表に基づく特権を享受する労働組合は、第１項に規定されたもの以外

の類似してはいるが別の規定により設置されこれらの審判所及び各委員会の構成が国法に規定された代表の条件及び基準に適合

するようになるまで引き続き特権を行使する。 

    第105条で決められたものを満たしているいずれかの労働組合に与えられた第１項及び第２項に規定された正規の諸規定以外

の諸規定、国法により及び本勅令により認められた特権を付与された以外の特権は本勅令の施行後も引き続き効力を維持する。 

 §2. §１に規定されたいずれかの労働組合の代表たちの身分を規整する特別規定は明確に修正されないか若しくは失効しない限り

適用したままとなる。 

 §3. 明らかに修正若しくは失効するまでは以下は完全に適用されたままとなる： 

   １º 以下によって規整されるような試験委員会における労働組合代表に関する諸規定： 

    ・国立教育施設及びこれらの施設に帰属する寄宿舎の監督に責任を有する視学の職に任命されうるために国家教育職員構成員

の資格を持たなければならない職を決めた1969年７月31日の勅令； 

    ・技術系及び実務専門家の男性若しくは女性視学への任命のために必要な資格を決めた1969年７月31日の勅令； 

    ・国立の幼稚園・初等、特別、中等、技術、技能及び師範教育の諸施設、これらの施設に所属する寄宿舎の管理及び教育職員

構成員、教育補助職員、診療補助職員、これらの施設の監督に責任を負う視学の身分を決めた1969年３月22日の勅令により

予定された昇進審査会の構成がそれにより決められた1969年７月31日の勅令； 

    ・国立大学、国立単科大学、国立大学センターの管理職員、教授陣、専門・労務職員の身分を決めた1971年10月30日の勅令； 

    ・初等教育の小郡視学官の職の適性証書取得のための試験に関する1978年３月７日の勅令； 

    ・国立精神医学社会センター、国立養成センター、精神医学社会センターの監督に責任を負う検査官、被助成生徒介護セン

ター、特殊の精神医学社会センターなどの技術職員構成員の身分を付与する1979年７月27日の勅令。 

   ２º 従前の労働組合法以外の法律若しくは規則の諸規定により設置された審判所及び委員会に関係する限り、規定職員構成員が

本法の適用に被助成対象教育における組合休暇に関する且つ精神医学社会センター及び被助成学校教育及び職業指導事務所の

組合休暇に関する1981年12月16日の勅令。 

第４節 行政職員構成員たち及びそれに属さない者のための経過規定 

第107条 

 §1. 職員構成員たちは、その労働組合が第105条に規定されているものを満たしている場合には、従前の労働組合法に基づき決め

られている限度内で労働組合内に設置されている研究集団、各種委員会に参加することができる。 

    この制度は第56条§１に規定された名簿がベルギー官報への公告の日までに適用できる。 

 §2. 第104条に抵触することなく、休暇についての従前の労働組合法に基づき第105条に規定されているものに合致する労働組合代

表としての職員の職業的利益を永続的、合法的且つ継続的な方法で擁護するために休暇を取る職員構成員は、そこに予定されて

いる手続に従う義務を負うことなしに第73条の意味での専従代表として正当に承認される。 

    本勅令の適用のために且つ特に第74条に規定された身分証明カードの授与及び第78条により払い戻される金額の徴収の観点か

ら、労働組合はそれぞれが関係しているという点で、当該代表が職員構成員として所属している官公署に、第１項に規定された

職員名簿を提出する。 

 §3. 休暇についての従前の労働組合法に基づき、第105条に規定されているものを満たす労働組合の代表の資格で職員の利益を永

続的、合法的且つ継続的な方法で擁護するために遅くとも1984年６月30日に休暇を取っていた職員構成員は、本段標の発効の日

に始まり、判断、全ての評価若しくはそれらと同価値の全ての報告に関する規則の適用のためにそれにより評価されなければな
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らない報告により職員構成員に与えられる最も有利な評価を保持すると見なされる。 

 §4. §１及び§２に規定されている以外の職員は、従前の労働組合法に基づき第105条に規定されているものを満たす労働組合の

名前で職務及び権限を行使することができる。この制度は§１に規定された日に発効する。 

第108条 本規定の発効した日から職員の代表構成員として、又は選挙での正規の候補者として、被雇用者の健康及び安全、並びに労

働及び職場の衛生に関する1952年６月10日の国法により優遇を享受した職員は、労働組合代表の資格でのこの保護をこの国法により

定められる規間中いる間保持する。 

第５節 施 行 

第109条 第13条を除き本法の各条及び本勅令の各条は本勅令の補遺Ⅱに即応して以下の日に発効する： 

   １º 本勅令がベルギー官報に公告された後の２か月後の初日； 

   ２º 第56条§１に規定された３つの総務委員会に在席するための代表の条件を満たす労働組合の名簿のベルギー官報への公告の

日； 

   ３º 第63条第３項に規定されたいずれかの部会又はいずれかの特別委員会に在席するための労働組合代表の名簿のベルギー官報

への公告の日； 

   ４º ２ºに規定された日の30日後； 

   ５º ３ºに規定された日の30日後。 

第110条 それぞれに関係するという点で、我が国務大臣及び我が副大臣は本勅令の施行に責任を有する。 

補遺Ⅰ及びⅡ参照：補遺Ⅰ及びⅡ 

  84年９月28日の補遺・参考資料 

補遺Ⅰ 

第19条に従い設置された部会 

１）部会はローマ数字でⅩⅩまで表示される。 

２）Ａ及びＢの文字はそれぞれ以下のものを表示する： 

 Ａ. その委員会の名称； 

 Ｂ. 以下の条件での委員会の管轄領域： 

  ａ）解散が予想されているがなおこの補遺に記載されている公法上の法人；それらはどれだけかの職員を持つか持てる限り記載さ

れたままとなる； 

  ｂ）その組織法は未施行だが記載されている公法上の法人； 

  ｃ）どれだけかの職員をいまだ持っていないがその組織法がどれだけかの職員を持つ見込みがある限り記載されている公法上の法

人； 

  ｄ）本勅令の第97条の２がいずれかの公法人がこの補遺にはまだ記載されていないのは確かだがいずれかの部会に所属する旨を決

めている場合 

３）法律の第１条§２及び本勅令の第４条で決められた適用除外はこの補遺では再掲されていない。 

部門Ⅰ 

Ａ. 総務 

Ｂ. １º 総理大臣の連邦政府機関官房。 

  ２º 連邦政府人事組織局。 

  ３º 連邦政府予算経営管理局。 

  ４º 連邦政府情報通信技術局。 

  ５º 連邦科学研究所の職員。 

  ６º 連邦科学研究所の財団法人の職員。 

  ７º 国立ベルギー交響楽団。 

  ８º 王立貨幣劇場。 

  ９º 機会均等・人種差別禁止センター。 

  10º 建築規制。 

  11º 「戦争・現代協会」研究・記録センター。 

  12º 芸術宮殿。 

  13º 財務監督連邦相互集団。 

部門Ⅱ 

Ａ. 財務 

Ｂ. １º 連邦政府財務機関及び財務省。 

  ２º 連邦政府資産管理企画局。 
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  ３º 恩賜。 

  ４º 公共住宅貸付基金。 

  ５º 年金基金。 

部門Ⅲ 

Ａ. 法務 

Ｂ. １º 連邦政府法務機関。 

  ２º 文書課、訟務検察官及び裁判官の人事。 

  ３º 破棄院の原本の記録及び用語索引のための職務担当者。 

  ４º 国家公安庁総監及び国家公安庁副総監。 

  ５º 刑事政策総括顧問及び刑事政策顧問補佐。 

  ６º 検事総長団の事務総長及び顧問補佐。 

  ７º 条件付釈放審査委員会の陪席判事。 

部門Ⅳ 

Ａ. 経済問題 

Ｂ. １º 連邦政府経済・中小企業・自営業庁。 

  ２º 連邦政府消費者問題企画局。 

  ３º 連邦政府電気通信企画局。 

  ４º 連邦政府持続的発展企画局。 

  ５º 連邦政府科学政策企画局。 

  ６º 連邦企画庁。 

  ７º 火器試験台。 

  ８º 中央経済会議。 

  ９º ベルギー・ノーマライゼイション研究所。 

   10º 保険監督局。 

   11º 国立放射性廃棄物・濃縮核分裂物質研究所。 

   12º 電気・ガス規制委員会の職務。 

   13º 自営業中小企業最高協議会及び手工業・小売商協議会。 

   14º 権利管理会社での経済大臣の代理及び大臣の代理補佐。 

   15º ベルギー仲裁・弁済局。 

部門Ⅴ 

Ａ. 国内問題 

Ｂ. １º 連邦政府国内問題機関。 

  ２º 国務院の管理職成員。 

  ３º 連邦原子力管理庁。 

  ４º A.S.T.R.I.D. 

  ５º 難民及び無国籍者のための委員会委員長及び副委員長。 

  ６º 難民のための常勤職業委員会の常勤委員。 

  ７º 予防政策のための専任書記局員及び書記局員補佐。 

部門Ⅵ 

Ａ. 流通・運輸 

Ｂ. １º 連邦流通・運輸機関。 

  ２º 国営ベルギー鉄道会社のオンブズマン委員。 

部門Ⅶ 

Ａ. 外交問題 

Ｂ. １º 連邦政府外交問題、海外通商、開発協力庁。 

  ２º ベルギー在住の発展途上国の国民のための研究・研修組織の設置に関する1989年３月１日の勅令に従っている監視員及び研修

生監督と同様に1967年４月10日、1978年１月４日、1978年８月25日勅令に従って発展途上国に協力する職員構成員。 

  ３º ベルギー海外通商局。 

  ４º ベルギー技術協同組合。 

  ５º 国際協力特別評価局。 

  ６º 海外通商管理局。  
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部門Ⅷ 

Ａ. 郵政・電信 

Ｂ. １º ベルギー郵政・電信研究所。 

  ２º 郵便監視職構成員。 

  ３º 電信監視職構成員。 

部門Ⅸ 

Ａ. 教育（フランス共同体） 

Ｂ. １º フランス共同体の教育機関の管理職、上述の校長、専門・事務職員並びに教育職員、補助教育職員、診療補助・精神療法技

術・社会問題職員。 

  ２º フランス共同体の精神医学社会センター及びフランス共同体の養成センターの職員。 

  ３º フランス共同体に依拠する検査業務構成員。 

  ４º フランス共同体に依拠するカトリック、プロテスタント、イスラム、イスラエル宗教の教師、聖職者、視学。 

  ５º フランス共同体の大学及びフランス共同体の大学センターの職員。 

  ６º フランス共同体の大学及びフランス共同体の大学センターの法人格で占められた財団の職員。 

  ７º 「リエージュ大学医療センター」。 

  ８º 「マン総合技術大学」。 

  ９º フランス共同体により設立された単科大学の職員。 

部門Ⅹ 

Ａ. 教育（フラーンデレン共同体） 

Ｂ. １º フラーンデレン共同体の一定の職員構成員の法的地位に関する1991年３月27日の勅令が適用される職員構成員。 

  ２º フラーンデレン共同体により設立された教育施設の地方学校評議会により若しくは学校評議会の権限ある機関によって労働協

約により雇用された校長、専門・事務職員。 

  ３º 監督及び教育学的枠付に関する1991年７月17日の勅令の第８条及び第９条に提示された職員構成員。 

  ４º 人生観科目の監督及び枠付に関する1993年12月１日の勅令の第10条に提示された職員構成員。 

  ５º フラーンデレン共同体の大学及びフラーンデレン共同体の大学センターの職員。 

  ６º フラーンデレン共同体の大学及びフラーンデレン共同体の大学センターの法人格で占められた財団の職員。 

  ７º リンブルグ大学センター。 

  ８º アントワープ大学協会。 

  ９º 高等商船学校の職員構成員。 

   10º フラーンデレンの自律的単科大学の職員構成員。 

部門Ⅺ 

Ａ. 雇用・労働 

Ｂ. １º 連邦政府雇用・労働・社会保障協議機関。 

  ２º 全国労働評議会。 

  ３º 海運船員協同基金。 

  ４º 男女平等研究所。 

部門Ⅻ 

Ａ. 公衆衛生 

Ｂ. １º 連邦政府公衆衛生、食物連鎖安全・生活環境保全機関。 

  ２º 獣医検査研究所。 

  ３º 連邦食物連鎖安全局。 

  ４º 連邦持続的発展協議会書記局職員。 

  ５º 連邦健康増進専門センター。 

部門ⅩⅢ 

Ａ. 社会保障 

Ｂ. １º 連邦政府社会安全保障局。 

  ２º 連邦政府社会的統合・貧困撲滅・社会福祉企画庁。 

  ３º 国民健康保険・全国国民健康保険連合監督局。 

  ４º 連邦難民救援庁。 

部門ⅩⅠⅤ 

Ａ. 国防 
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  ３º 恩賜。 

  ４º 公共住宅貸付基金。 

  ５º 年金基金。 

部門Ⅲ 

Ａ. 法務 

Ｂ. １º 連邦政府法務機関。 

  ２º 文書課、訟務検察官及び裁判官の人事。 

  ３º 破棄院の原本の記録及び用語索引のための職務担当者。 

  ４º 国家公安庁総監及び国家公安庁副総監。 

  ５º 刑事政策総括顧問及び刑事政策顧問補佐。 

  ６º 検事総長団の事務総長及び顧問補佐。 

  ７º 条件付釈放審査委員会の陪席判事。 

部門Ⅳ 

Ａ. 経済問題 

Ｂ. １º 連邦政府経済・中小企業・自営業庁。 

  ２º 連邦政府消費者問題企画局。 

  ３º 連邦政府電気通信企画局。 

  ４º 連邦政府持続的発展企画局。 

  ５º 連邦政府科学政策企画局。 

  ６º 連邦企画庁。 

  ７º 火器試験台。 

  ８º 中央経済会議。 

  ９º ベルギー・ノーマライゼイション研究所。 

   10º 保険監督局。 

   11º 国立放射性廃棄物・濃縮核分裂物質研究所。 

   12º 電気・ガス規制委員会の職務。 

   13º 自営業中小企業最高協議会及び手工業・小売商協議会。 

   14º 権利管理会社での経済大臣の代理及び大臣の代理補佐。 

   15º ベルギー仲裁・弁済局。 

部門Ⅴ 

Ａ. 国内問題 

Ｂ. １º 連邦政府国内問題機関。 

  ２º 国務院の管理職成員。 

  ３º 連邦原子力管理庁。 

  ４º A.S.T.R.I.D. 

  ５º 難民及び無国籍者のための委員会委員長及び副委員長。 

  ６º 難民のための常勤職業委員会の常勤委員。 

  ７º 予防政策のための専任書記局員及び書記局員補佐。 

部門Ⅵ 

Ａ. 流通・運輸 

Ｂ. １º 連邦流通・運輸機関。 

  ２º 国営ベルギー鉄道会社のオンブズマン委員。 

部門Ⅶ 

Ａ. 外交問題 

Ｂ. １º 連邦政府外交問題、海外通商、開発協力庁。 

  ２º ベルギー在住の発展途上国の国民のための研究・研修組織の設置に関する1989年３月１日の勅令に従っている監視員及び研修

生監督と同様に1967年４月10日、1978年１月４日、1978年８月25日勅令に従って発展途上国に協力する職員構成員。 

  ３º ベルギー海外通商局。 

  ４º ベルギー技術協同組合。 

  ５º 国際協力特別評価局。 

  ６º 海外通商管理局。  
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部門Ⅷ 

Ａ. 郵政・電信 

Ｂ. １º ベルギー郵政・電信研究所。 

  ２º 郵便監視職構成員。 

  ３º 電信監視職構成員。 

部門Ⅸ 

Ａ. 教育（フランス共同体） 

Ｂ. １º フランス共同体の教育機関の管理職、上述の校長、専門・事務職員並びに教育職員、補助教育職員、診療補助・精神療法技

術・社会問題職員。 

  ２º フランス共同体の精神医学社会センター及びフランス共同体の養成センターの職員。 

  ３º フランス共同体に依拠する検査業務構成員。 

  ４º フランス共同体に依拠するカトリック、プロテスタント、イスラム、イスラエル宗教の教師、聖職者、視学。 

  ５º フランス共同体の大学及びフランス共同体の大学センターの職員。 

  ６º フランス共同体の大学及びフランス共同体の大学センターの法人格で占められた財団の職員。 

  ７º 「リエージュ大学医療センター」。 

  ８º 「マン総合技術大学」。 

  ９º フランス共同体により設立された単科大学の職員。 

部門Ⅹ 

Ａ. 教育（フラーンデレン共同体） 

Ｂ. １º フラーンデレン共同体の一定の職員構成員の法的地位に関する1991年３月27日の勅令が適用される職員構成員。 

  ２º フラーンデレン共同体により設立された教育施設の地方学校評議会により若しくは学校評議会の権限ある機関によって労働協

約により雇用された校長、専門・事務職員。 

  ３º 監督及び教育学的枠付に関する1991年７月17日の勅令の第８条及び第９条に提示された職員構成員。 

  ４º 人生観科目の監督及び枠付に関する1993年12月１日の勅令の第10条に提示された職員構成員。 

  ５º フラーンデレン共同体の大学及びフラーンデレン共同体の大学センターの職員。 

  ６º フラーンデレン共同体の大学及びフラーンデレン共同体の大学センターの法人格で占められた財団の職員。 

  ７º リンブルグ大学センター。 

  ８º アントワープ大学協会。 

  ９º 高等商船学校の職員構成員。 

   10º フラーンデレンの自律的単科大学の職員構成員。 

部門Ⅺ 

Ａ. 雇用・労働 

Ｂ. １º 連邦政府雇用・労働・社会保障協議機関。 

  ２º 全国労働評議会。 

  ３º 海運船員協同基金。 

  ４º 男女平等研究所。 

部門Ⅻ 

Ａ. 公衆衛生 

Ｂ. １º 連邦政府公衆衛生、食物連鎖安全・生活環境保全機関。 

  ２º 獣医検査研究所。 

  ３º 連邦食物連鎖安全局。 

  ４º 連邦持続的発展協議会書記局職員。 

  ５º 連邦健康増進専門センター。 

部門ⅩⅢ 

Ａ. 社会保障 

Ｂ. １º 連邦政府社会安全保障局。 

  ２º 連邦政府社会的統合・貧困撲滅・社会福祉企画庁。 

  ３º 国民健康保険・全国国民健康保険連合監督局。 

  ４º 連邦難民救援庁。 

部門ⅩⅠⅤ 

Ａ. 国防 
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Ｂ. １º 国防省。 

  ２º 上述の省の補助職員及び臨時職員。 

  ３º 軍事安全保障の民間職員構成員。 

  ４º ドイツ連邦共和国に駐留するベルギー軍のためにベルギー法の約定の下で雇用されている民間職員構成員。 

  ５º 国立ベーンドンク要塞記念碑。 

  ６º 国立地理協会。 

  ７º ドイツ法の約定の下でドイツ連邦共和国に雇用されている職員を除く国防省の社会的文化的活動のためのセンター業務。 

  ８º 国立傷痍軍人・在郷軍人・戦争犠牲者協会。 

部門ⅩⅤ 

Ａ. ブリュッセル首都圏 

Ｂ. １º ブリュッセル首都圏省。 

  ２º ブリュッセル地域圏の情報センター。 

  ３º ブリュッセル環境管理協会。 

  ４º ブリュッセル共同体職業安定局。 

  ５º ブリュッセル首都圏のための共同体開発公社。 

  ６º ブリュッセル共同体住宅公社。 

  ７º ブリュッセル首都圏消防救急庁。 

  ８º 「ブリュッセルをキレイに」、共同体清潔局。 

  ９º ブリュッセル港。 

  10º 自治体資金のブリュッセル共同体償還基金。 

  その委員会に所属する共同体の共同体委員会連合協会の業務。 

  フランス語共同体委員会協会、その「職業教育のためのフランス語話者ブリュッセル協会」、その委員会に所属するフランス共同

体委員会によって設立された非助成教育施設の業務。 

部門ⅩⅥ 

Ａ. ワロン地域圏 

Ｂ. １º ワロン政府庁。 

  ２º 地域圏収税吏。 

  ３º 「ワロン地域圏経済社会会議」。 

  ４º 「ワロン職業・雇用局」。 

  ５º 「シャルルロア自治港」。 

  ６º 「リエージュ自治港」。 

  ７º 「ナミュール自治港」。 

  ８º 「ワロン住宅公社」。 

  ９º 「ワロン水道公社」。 

  10º 「公共サービス科学研究所」。 

  11º 「ワロン障害者差別撤廃局」。 

  12º 「アイのコナラ精神病センター」。 

  13º 「マロニエ精神病センター」。 

  14º 「地域圏自治体支援センター」。 

  15º 「ワロン輸出局」。 

  16º 「ワロン電気通信局」。 

  17º 「ワロン遺産研究所」。 

  18º 「中部及び西部の自治港」。 

  19º 「ワロン・エネルギー委員会」。 

  20º 「ワロン農業品質向上局」。 

部門ⅩⅦ 

Ａ. フランス共同体 

Ｂ. １º フランス共同体政府の部課。 

  ２º 「出産児童局」。 

  ３º フランス共同体の学術施設の職員及びフランス共同体の学術施設の法人格を有する財団の職員。 

  ４º 「中流階級及び中小企業の永続的育成のための協会」。 
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  ５º 「国際関係総務委員」。 

  ６º 「フランス共同体のラジオ及びテレビの放送料金徴収事務」。 

  ７º 「フランス共同体情報通信ニュース技術公社」。 

  ８º 「研修・職業学校協会」。 

  ９º 「視聴覚教育最高会議」の事務局職員。 

  10º 「フランス共同体のリス基金」。 

部門ⅩⅧ 

Ａ.  

Ｂ. １º フラーンデレン共同体政府の諸機関。 

  ２º 地域圏収入役。 

  ３º 海運局。 

  ４º フラーンデレン社会経済会議。 

  ５º フラーンデレンラジオ・テレビ放送。 

  ６º ここからGOMと名付けられた地域圏発展政策： 

   ・アントワープGOM； 

   ・東フラーンデレンGOM； 

   ・西フラーンデレンGOM； 

   ・リンブルクGOM； 

   ・フラーンデレン・ブラバントGOM。 

  ７º 観光。 

  ８º 子ども及び家族。 

  ９º フラーンデレン地域圏廃棄物処理公社。 

   10º フラーンデレン給水会社。 

   11º フラーンデレン職業紹介職業訓練局。 

   12º フラーンデレン住宅公社。 

   13º フラーンデレン土地公社。 

   14º 地域圏教育会議管理業務。 

   15º 助成教育基盤整備事業局。 

   16º フラーンデレン共同体科学研究所の人事。 

   17º フラーンデレン共同体の学術施設の法人格を有する財団の職員。   

   18º ゲント大学病院。 

   19º フラーンデレン障害者社会統合基金。 

   20º 身体の成長・スポーツ・屋外レクリエーションの促進委員会委員長。 

   21º フラーンデレン輸出局。 

   22º フラーンデレン科学技術革新奨励協会。 

   23º フラーンデレン自営業者協会。 

   24º フラーンデレン教育会議。 

   25º 公立ゲール精神病院。 

   26º レケム精神病院。 

   27º フラーンデレン環境公社。 

   28º フラーンデレン無名海洋連絡運河・河川連結土地管理局。 

   29º フラーンデレン・オペラ（Ⅵオペラ）。 

   30º フラーンデレン文学基金。 

   31º フラーンデレン美術館再建基金。 

   32º フラーンデレン電気ガス規制局。 

   33º 人間の利用のための水域に関する2002年５月24日の勅令により設置された統制機関。 

部門ⅩⅨ 

Ａ. ドイツ語圏共同体 

Ｂ. １º ドイツ語圏共同体省。 

  ２º ドイツ語圏共同体教育施設の職員。 

  ３º ドイツ語圏共同体の精神医学社会センター及びドイツ語圏共同体の養成センターの職員。 
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Ｂ. １º 国防省。 

  ２º 上述の省の補助職員及び臨時職員。 

  ３º 軍事安全保障の民間職員構成員。 

  ４º ドイツ連邦共和国に駐留するベルギー軍のためにベルギー法の約定の下で雇用されている民間職員構成員。 

  ５º 国立ベーンドンク要塞記念碑。 

  ６º 国立地理協会。 

  ７º ドイツ法の約定の下でドイツ連邦共和国に雇用されている職員を除く国防省の社会的文化的活動のためのセンター業務。 

  ８º 国立傷痍軍人・在郷軍人・戦争犠牲者協会。 

部門ⅩⅤ 

Ａ. ブリュッセル首都圏 

Ｂ. １º ブリュッセル首都圏省。 

  ２º ブリュッセル地域圏の情報センター。 

  ３º ブリュッセル環境管理協会。 

  ４º ブリュッセル共同体職業安定局。 

  ５º ブリュッセル首都圏のための共同体開発公社。 

  ６º ブリュッセル共同体住宅公社。 

  ７º ブリュッセル首都圏消防救急庁。 

  ８º 「ブリュッセルをキレイに」、共同体清潔局。 

  ９º ブリュッセル港。 

  10º 自治体資金のブリュッセル共同体償還基金。 

  その委員会に所属する共同体の共同体委員会連合協会の業務。 

  フランス語共同体委員会協会、その「職業教育のためのフランス語話者ブリュッセル協会」、その委員会に所属するフランス共同

体委員会によって設立された非助成教育施設の業務。 

部門ⅩⅥ 

Ａ. ワロン地域圏 

Ｂ. １º ワロン政府庁。 

  ２º 地域圏収税吏。 

  ３º 「ワロン地域圏経済社会会議」。 

  ４º 「ワロン職業・雇用局」。 

  ５º 「シャルルロア自治港」。 

  ６º 「リエージュ自治港」。 

  ７º 「ナミュール自治港」。 

  ８º 「ワロン住宅公社」。 

  ９º 「ワロン水道公社」。 

  10º 「公共サービス科学研究所」。 

  11º 「ワロン障害者差別撤廃局」。 

  12º 「アイのコナラ精神病センター」。 

  13º 「マロニエ精神病センター」。 

  14º 「地域圏自治体支援センター」。 

  15º 「ワロン輸出局」。 

  16º 「ワロン電気通信局」。 

  17º 「ワロン遺産研究所」。 

  18º 「中部及び西部の自治港」。 

  19º 「ワロン・エネルギー委員会」。 

  20º 「ワロン農業品質向上局」。 

部門ⅩⅦ 

Ａ. フランス共同体 

Ｂ. １º フランス共同体政府の部課。 

  ２º 「出産児童局」。 

  ３º フランス共同体の学術施設の職員及びフランス共同体の学術施設の法人格を有する財団の職員。 

  ４º 「中流階級及び中小企業の永続的育成のための協会」。 
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  ５º 「国際関係総務委員」。 

  ６º 「フランス共同体のラジオ及びテレビの放送料金徴収事務」。 

  ７º 「フランス共同体情報通信ニュース技術公社」。 

  ８º 「研修・職業学校協会」。 

  ９º 「視聴覚教育最高会議」の事務局職員。 

  10º 「フランス共同体のリス基金」。 

部門ⅩⅧ 

Ａ.  

Ｂ. １º フラーンデレン共同体政府の諸機関。 

  ２º 地域圏収入役。 

  ３º 海運局。 

  ４º フラーンデレン社会経済会議。 

  ５º フラーンデレンラジオ・テレビ放送。 

  ６º ここからGOMと名付けられた地域圏発展政策： 

   ・アントワープGOM； 

   ・東フラーンデレンGOM； 

   ・西フラーンデレンGOM； 

   ・リンブルクGOM； 

   ・フラーンデレン・ブラバントGOM。 

  ７º 観光。 

  ８º 子ども及び家族。 

  ９º フラーンデレン地域圏廃棄物処理公社。 

   10º フラーンデレン給水会社。 

   11º フラーンデレン職業紹介職業訓練局。 

   12º フラーンデレン住宅公社。 

   13º フラーンデレン土地公社。 

   14º 地域圏教育会議管理業務。 

   15º 助成教育基盤整備事業局。 

   16º フラーンデレン共同体科学研究所の人事。 

   17º フラーンデレン共同体の学術施設の法人格を有する財団の職員。   

   18º ゲント大学病院。 

   19º フラーンデレン障害者社会統合基金。 

   20º 身体の成長・スポーツ・屋外レクリエーションの促進委員会委員長。 

   21º フラーンデレン輸出局。 

   22º フラーンデレン科学技術革新奨励協会。 

   23º フラーンデレン自営業者協会。 

   24º フラーンデレン教育会議。 

   25º 公立ゲール精神病院。 

   26º レケム精神病院。 

   27º フラーンデレン環境公社。 

   28º フラーンデレン無名海洋連絡運河・河川連結土地管理局。 

   29º フラーンデレン・オペラ（Ⅵオペラ）。 

   30º フラーンデレン文学基金。 

   31º フラーンデレン美術館再建基金。 

   32º フラーンデレン電気ガス規制局。 

   33º 人間の利用のための水域に関する2002年５月24日の勅令により設置された統制機関。 

部門ⅩⅨ 

Ａ. ドイツ語圏共同体 

Ｂ. １º ドイツ語圏共同体省。 

  ２º ドイツ語圏共同体教育施設の職員。 

  ３º ドイツ語圏共同体の精神医学社会センター及びドイツ語圏共同体の養成センターの職員。 

－ 353 －



－ 354 － 

  ４º ドイツ語圏共同体政府に依拠する監督官庁の職員。 

  ５º ドイツ語圏共同体に依拠するカトリック、プロテスタント、イスラム及びイスラエル宗教の教師、聖職者及び視学。 

  ６º ドイツ語圏共同体の学術諸団体の職員。 

  ７º ドイツ語圏共同体の学術施設の法人格を有する財団の職員。 

  ８º 「ドイツ語圏社会のベルギーラジオ・テレビ放送センター」。 

  ９º 「ドイツ語圏社会障害者局」。 

  10º 「中流階級及び中小企業の専門養成・永続的育成のための協会」。 

  11º 「ドイツ語圏社会職業安定所」。 

  12º 「ドイツ語圏社会掲示社会会議」。 

部門ⅩⅩ 

Ａ. 公共社会保障制度 

Ｂ. １º 海外社会保障局。 

  ２º 労働災害基金。 

  ３º 職業病基金。 

  ４º ベルギー国旗下の船員救援準備金庫。 

  ５º 失業手当支援金庫。 

  ６º 疾病・傷害者保険支援金庫。 

  ７º 社会保障岐路銀行。 

  ８º 国家職業安定所。 

  ９º 国家年次休暇局。 

   10º 国家被雇用者家族手当局。 

   11º 国家年金局。 

   12º 国家社会保障局。 

   13º 国家県・自治体政府機関社会保障局。 

   14º 国立自営業者社会保障協会。 

   15º 国立疾病・傷害者保険協会。 

1984年９月28日の勅令により追加されたものを考慮。 

84年９月28日の補遺・参考資料 

補遺Ⅱ 

国法及びその勅令の施行 

Ａ. 日の再掲 

 (ａ) 勅令の公告された日から２か月後の最初の日。 

 (ｂ) 勅令の第56条§１に提示された名簿が公告された日。 

 (ｃ) 勅令の第63条第３項に提示された名簿が公告された日。 

 (ｄ) “ａ”の日以後30日。 

 (ｅ) “ｃ”の日以後30日。 

Ｂ. 国法の施行 

    条      
１ ａ     
２§§１ ｔ/en２    ｄ(３)(４) ｅ(６)(７) 
２§３ ａ     
３ å/tot８ ａ     
９    ｄ(３) ｅ(６)(７) 
10 ａ     
11§§１ et/en２     ｅ 
11§３ ａ     
12 ａ     
13      
14,15 ａ     
16  ｂ    
17  ｂ(１) ｃ(２)   
18  ｂ    
19,１º     ｅ 
19,２º    ｄ  
19,３º    ｄ(３)(５) ｅ(６)(７) 
19,４º    ｄ(３) ｅ(６)(７) 
20  ｂ    
21å/tot23 ａ     
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 (１) 総務委員会に在席する労働組合に関するもの。 

 (２) 総務委員会に在席せず全員が関係交渉委員会に領域にいる労働組合に関するもの。 

 (３) 全員が総務委員会に関係するもの。 

 (４) 但し国法の第２条§１第１項１ºに規定された案件についての交渉の義務が基本原則の定義のための勅令の施行の日に全て存

在する。 

 (５) この条文だけは交渉に関係している。 

 (６) 部門別委員会、特別委員会、協議委員会に関係するもの。 

 (７) 基本原則の定義のための勅令の施行の日より以前にはまだ発効していなかった。 

Ｃ. 勅令の施行 

         条      

１å/tot４ ａ     

５,６    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

７,８ ａ(１)     

９,al./lid１  ｂ    

９,al./lid１ et/en３  ｂ(２) ｃ(３)   

10å/tot12  ｂ    

13å/tot15  ｂ(２) ｃ(３)   

16å/tot18,§１  ａ     

18§２  ｂ    

19å/tot21 ａ     

22    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

23,24 ａ     

25    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

26,27 ａ     

28å/tot32    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

33å/tot47 ａ     

48å/tot50     ｅ(７) 

51å/tot70 ａ     

71å/tot80  ｂ    

81    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

82,83  ｂ    

84  ｂ(２) ｃ(３)   

85å/tot87  ｂ    

88å/tot90,al./lid１ et/en２ ａ     

90,al./lid３     ｅ(７) 

91     ｅ(７) 

92    ｄ(４)(５) ｅ(６)(７) 

93    ｄ(４)(５) ｅ(６)(７) 

94    ｄ  

95  ｂ    

96 ａ     

97  ｂ    

98å/tot103 ａ     

104  ｂ    

105å/tot107,§§１et/en４ ａ     

 (１) その日の夕方総理大臣が『ベルギー官報』に労働組合が勅令第７条§１に提示されたとおりに行動するよう求めた通告を公告

した。 

 (２) 総務委員会に在席する労働組合に関するもの。 

 (３) 総務委員会に在席していない労働組合に関するもの。 

 (４) 且つ法律の第２条§１第１項１ºに規定された資料のために基本原則の明確化のための勅令の発効の日に。 

 (５) 全員が総務委員会に関係するもの。 

 (６) 部会、特別委員会、協議委員会に関係するもの。 

 (７) 基本原則の定義のための勅令の施行の日より以前にはまだ発効していなかった。 

1984年９月28日の勅令により追加されたものを考慮。 
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  ４º ドイツ語圏共同体政府に依拠する監督官庁の職員。 

  ５º ドイツ語圏共同体に依拠するカトリック、プロテスタント、イスラム及びイスラエル宗教の教師、聖職者及び視学。 

  ６º ドイツ語圏共同体の学術諸団体の職員。 

  ７º ドイツ語圏共同体の学術施設の法人格を有する財団の職員。 

  ８º 「ドイツ語圏社会のベルギーラジオ・テレビ放送センター」。 

  ９º 「ドイツ語圏社会障害者局」。 

  10º 「中流階級及び中小企業の専門養成・永続的育成のための協会」。 

  11º 「ドイツ語圏社会職業安定所」。 

  12º 「ドイツ語圏社会掲示社会会議」。 

部門ⅩⅩ 

Ａ. 公共社会保障制度 

Ｂ. １º 海外社会保障局。 

  ２º 労働災害基金。 

  ３º 職業病基金。 

  ４º ベルギー国旗下の船員救援準備金庫。 

  ５º 失業手当支援金庫。 

  ６º 疾病・傷害者保険支援金庫。 

  ７º 社会保障岐路銀行。 

  ８º 国家職業安定所。 

  ９º 国家年次休暇局。 

   10º 国家被雇用者家族手当局。 

   11º 国家年金局。 

   12º 国家社会保障局。 

   13º 国家県・自治体政府機関社会保障局。 

   14º 国立自営業者社会保障協会。 

   15º 国立疾病・傷害者保険協会。 

1984年９月28日の勅令により追加されたものを考慮。 

84年９月28日の補遺・参考資料 

補遺Ⅱ 

国法及びその勅令の施行 

Ａ. 日の再掲 

 (ａ) 勅令の公告された日から２か月後の最初の日。 

 (ｂ) 勅令の第56条§１に提示された名簿が公告された日。 

 (ｃ) 勅令の第63条第３項に提示された名簿が公告された日。 

 (ｄ) “ａ”の日以後30日。 

 (ｅ) “ｃ”の日以後30日。 

Ｂ. 国法の施行 

    条      
１ ａ     
２§§１ ｔ/en２    ｄ(３)(４) ｅ(６)(７) 
２§３ ａ     
３ å/tot８ ａ     
９    ｄ(３) ｅ(６)(７) 
10 ａ     
11§§１ et/en２     ｅ 
11§３ ａ     
12 ａ     
13      
14,15 ａ     
16  ｂ    
17  ｂ(１) ｃ(２)   
18  ｂ    
19,１º     ｅ 
19,２º    ｄ  
19,３º    ｄ(３)(５) ｅ(６)(７) 
19,４º    ｄ(３) ｅ(６)(７) 
20  ｂ    
21å/tot23 ａ     

－ 355 － 

 (１) 総務委員会に在席する労働組合に関するもの。 

 (２) 総務委員会に在席せず全員が関係交渉委員会に領域にいる労働組合に関するもの。 

 (３) 全員が総務委員会に関係するもの。 

 (４) 但し国法の第２条§１第１項１ºに規定された案件についての交渉の義務が基本原則の定義のための勅令の施行の日に全て存

在する。 

 (５) この条文だけは交渉に関係している。 

 (６) 部門別委員会、特別委員会、協議委員会に関係するもの。 

 (７) 基本原則の定義のための勅令の施行の日より以前にはまだ発効していなかった。 

Ｃ. 勅令の施行 

         条      

１å/tot４ ａ     

５,６    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

７,８ ａ(１)     

９,al./lid１  ｂ    

９,al./lid１ et/en３  ｂ(２) ｃ(３)   

10å/tot12  ｂ    

13å/tot15  ｂ(２) ｃ(３)   

16å/tot18,§１  ａ     

18§２  ｂ    

19å/tot21 ａ     

22    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

23,24 ａ     

25    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

26,27 ａ     

28å/tot32    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

33å/tot47 ａ     

48å/tot50     ｅ(７) 

51å/tot70 ａ     

71å/tot80  ｂ    

81    ｄ(５) ｅ(６)(７) 

82,83  ｂ    

84  ｂ(２) ｃ(３)   

85å/tot87  ｂ    

88å/tot90,al./lid１ et/en２ ａ     

90,al./lid３     ｅ(７) 

91     ｅ(７) 

92    ｄ(４)(５) ｅ(６)(７) 

93    ｄ(４)(５) ｅ(６)(７) 

94    ｄ  

95  ｂ    

96 ａ     

97  ｂ    

98å/tot103 ａ     

104  ｂ    

105å/tot107,§§１et/en４ ａ     

 (１) その日の夕方総理大臣が『ベルギー官報』に労働組合が勅令第７条§１に提示されたとおりに行動するよう求めた通告を公告

した。 

 (２) 総務委員会に在席する労働組合に関するもの。 

 (３) 総務委員会に在席していない労働組合に関するもの。 

 (４) 且つ法律の第２条§１第１項１ºに規定された資料のために基本原則の明確化のための勅令の発効の日に。 

 (５) 全員が総務委員会に関係するもの。 

 (６) 部会、特別委員会、協議委員会に関係するもの。 

 (７) 基本原則の定義のための勅令の施行の日より以前にはまだ発効していなかった。 

1984年９月28日の勅令により追加されたものを考慮。 

 

－ 355 －



－ 357 － 

 

Ⅴ－３ 1984年９月28日の勅令 ─ 政府内官職及び職員労働組合を規整する 
   1974年12月19日の国法の施行のための勅令 
 

1984年10月20日公布 

改 正 

2006年３月９日の勅令 ─ 2006年３月21日公布 

2004年11月10日の勅令 ─ 2004年11月23日公布 

2003年７月30日の勅令 ─ 2003年９月29日公布 

2001年５月８日の勅令 ─ 2001年６月15日公布 

2001年２月８日の勅令 ─ 2001年２月17日公布 

2000年10月11日の勅令 ─ 2000年10月28日公布 

1999年６月13日の勅令 ─ 1999年７月15日公布 

1999年５月27日の勅令 ─ 1999年７月15日公布 

1999年１月26日の勅令 ─ 1999年１月30日公布 

1998年７月17日の勅令 ─ 1998年８月４日公布 

1997年９月16日の勅令 ─ 1997年11月４日公布 

1997年９月16日の勅令 ─ 1997年９月16日公布 

1995年10月20日の勅令 ─ 1995年11月１日公布 

1995年９月25日の勅令 ─ 1995年11月１日公布 

1995年４月10日の勅令 ─ 1995年６月13日公布 

1992年５月25日の勅令 ─ 1992年６月20日公布 

1991年11月18日の勅令 ─ 1992年１月７日公布 

1991年９月10日の勅令 ─ 1991年11月15日公布 

1990年10月31日の勅令 ─ 1990年11月15日公布 

1990年８月２日の勅令 ─ 1990年８月31日公布 

1989年６月２日の勅令 ─ 1989年６月17日公布 

1989年５月29日の勅令 ─ 1989年６月１日公布 

1987年10月７日の勅令 ─ 1987年10月22日公布 

1985年７月17日の勅令 ─ 1985年７月24日公布 

非公式の調整 

 1975年６月20日、1980年９月１日、1983年７月19日の各国法で改正された職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の

国法に基づく被雇用者の健康及び安全、加えて労働及び作業場の衛生に関する1952年６月10日の国法、とりわけ第１条§４、ｄに基づ

く； 

 1961年２月14日の経済の拡大、社会の進歩、財政再建についての国法の表題Ⅳの若干の条項を改正した基礎自治体についての第75条、

特に第９条の追加を残した1961年２月28日の国法を廃止した1961年７月27日の国法に基づく； 

 王国教育公務員構成員に関する1964年６月22日の国法、とりわけ第７条に基づく； 

 公共部門での労働災害、就業中の事件、就業中の不幸な災害、職業病の補償に関する1967年７月３日の国法、とりわけ1973年７月13

日の国法で改正された第２条第５項に基づく； 

 労働団体協約と労使調停委員会に関する1968年12月５日の法律、とりわけ1973年７月11日の国法で改正された第２条§３に基づく； 

 1984年２月21日に与えられた我が予算大臣の同意に基づく； 

 1973年１月12日に調整された国務院法、とりわけ1980年８月９日の国法で改正された第３条§１に基づく； 

 国務院の助言に基づく； 

 とりわけ国務院の助言及び主として国務院によって表明された所見で認められた意向、主として国務院によって表明された所見で認

められた意向によって提起された勅令草案に対して提案された小さな付随的原文調整に関する差し迫った必要性に基づく； 

 1974年12月19日の国法及びその施行勅令第52条の発効の予定された日付を疑いもなく1985年まで延期しなければならなくなるという

引き続きの延期のために格別に重要であり、なぜならば法律及びその勅令の適用の下で公務に含まれる職員数の決定について必要な統

計的資料を収集する技術的根拠があり、少なくともある程度は組合費を納める構成員は法律第８条の根拠について労働組合が単に代表

と見なされるにすぎず、1974年12月19日の国法及びそのかなりの執行勅令の効果的な適用を変更し最小限１年の期間を延期することに

なるという大きな遅延を知らされることになる； 

 そのうえ格別に重要なのは直ちにあらゆる必要な準備された随伴する処置、とりわけ公職に雇用された職員名簿の収集を考慮して勅
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Ⅴ－３ 1984年９月28日の勅令 ─ 政府内官職及び職員労働組合を規整する 
   1974年12月19日の国法の施行のための勅令 
 

1984年10月20日公布 

改 正 

2006年３月９日の勅令 ─ 2006年３月21日公布 

2004年11月10日の勅令 ─ 2004年11月23日公布 

2003年７月30日の勅令 ─ 2003年９月29日公布 

2001年５月８日の勅令 ─ 2001年６月15日公布 

2001年２月８日の勅令 ─ 2001年２月17日公布 

2000年10月11日の勅令 ─ 2000年10月28日公布 

1999年６月13日の勅令 ─ 1999年７月15日公布 

1999年５月27日の勅令 ─ 1999年７月15日公布 

1999年１月26日の勅令 ─ 1999年１月30日公布 

1998年７月17日の勅令 ─ 1998年８月４日公布 

1997年９月16日の勅令 ─ 1997年11月４日公布 

1997年９月16日の勅令 ─ 1997年９月16日公布 

1995年10月20日の勅令 ─ 1995年11月１日公布 

1995年９月25日の勅令 ─ 1995年11月１日公布 

1995年４月10日の勅令 ─ 1995年６月13日公布 

1992年５月25日の勅令 ─ 1992年６月20日公布 

1991年11月18日の勅令 ─ 1992年１月７日公布 

1991年９月10日の勅令 ─ 1991年11月15日公布 

1990年10月31日の勅令 ─ 1990年11月15日公布 

1990年８月２日の勅令 ─ 1990年８月31日公布 

1989年６月２日の勅令 ─ 1989年６月17日公布 

1989年５月29日の勅令 ─ 1989年６月１日公布 

1987年10月７日の勅令 ─ 1987年10月22日公布 

1985年７月17日の勅令 ─ 1985年７月24日公布 

非公式の調整 

 1975年６月20日、1980年９月１日、1983年７月19日の各国法で改正された職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の

国法に基づく被雇用者の健康及び安全、加えて労働及び作業場の衛生に関する1952年６月10日の国法、とりわけ第１条§４、ｄに基づ

く； 

 1961年２月14日の経済の拡大、社会の進歩、財政再建についての国法の表題Ⅳの若干の条項を改正した基礎自治体についての第75条、

特に第９条の追加を残した1961年２月28日の国法を廃止した1961年７月27日の国法に基づく； 

 王国教育公務員構成員に関する1964年６月22日の国法、とりわけ第７条に基づく； 

 公共部門での労働災害、就業中の事件、就業中の不幸な災害、職業病の補償に関する1967年７月３日の国法、とりわけ1973年７月13

日の国法で改正された第２条第５項に基づく； 

 労働団体協約と労使調停委員会に関する1968年12月５日の法律、とりわけ1973年７月11日の国法で改正された第２条§３に基づく； 

 1984年２月21日に与えられた我が予算大臣の同意に基づく； 

 1973年１月12日に調整された国務院法、とりわけ1980年８月９日の国法で改正された第３条§１に基づく； 

 国務院の助言に基づく； 

 とりわけ国務院の助言及び主として国務院によって表明された所見で認められた意向、主として国務院によって表明された所見で認

められた意向によって提起された勅令草案に対して提案された小さな付随的原文調整に関する差し迫った必要性に基づく； 

 1974年12月19日の国法及びその施行勅令第52条の発効の予定された日付を疑いもなく1985年まで延期しなければならなくなるという

引き続きの延期のために格別に重要であり、なぜならば法律及びその勅令の適用の下で公務に含まれる職員数の決定について必要な統

計的資料を収集する技術的根拠があり、少なくともある程度は組合費を納める構成員は法律第８条の根拠について労働組合が単に代表

と見なされるにすぎず、1974年12月19日の国法及びそのかなりの執行勅令の効果的な適用を変更し最小限１年の期間を延期することに

なるという大きな遅延を知らされることになる； 

 そのうえ格別に重要なのは直ちにあらゆる必要な準備された随伴する処置、とりわけ公職に雇用された職員名簿の収集を考慮して勅
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令の第62条第２項、第63条第２項における前述の期間内に取りまとめの調査を受け入れなければならないことである； 

我が首相、我が内政問題公職大臣、我が文部大臣、我が予算大臣、我が社会問題大臣、我が公職国務大臣の推薦、及び国務院に参集す

る我が各大臣たちの助言によって； 

（国王の報告と国務院の助言、官報1984年10月20日、14,039〜14,089頁） 

 

第１ 一般的定義 
 

第Ⅰ章 前置きの定義 

第１条 勅令においては以下の通りに解される： 

   １º「国法」とは政府内職員及び職員組合を規整するための1974年12月19日の国法； 

   ２º「公務員構成員」とは規則が制定される国法にはっきりと該当する職員； 

   ３º「公職」とは規則が制定される国法に該当する公務員構成員に応じた執行部、機関、施設、公法人、軍人； 

   ４º「代表資格条件」とは国法の第７条及び第８条で言及されている代表と見なせる前提条件； 

   ５º「代表資格基準」とは国法の第８条で言及されている若干の職員組合員に関する基準； 

   ６º「委員会」とは国法の第14条において言及されている代表資格を調査する委員会。 

第２条 表題から別のものとはっきりしない限り「特別委員会」の名称は法律の第４条§１と２において言及されている通常の特別委

員会も法律の第４条§１と３及び第23条第１項において言及されている専門の特別委員会も指す。 

第Ⅱ章 規則が制定される国法の適用範囲 

第３条 

 §1. 第４条において規定された例外を除き公務員構成員に当てはまると言明する規則を制定する国法に服する： 

   １º 勅令に関する補遺Ⅰに列挙したように連邦の執行部及び司法権の補助職員、連邦の管理下にある公法裁判官を含むその他の

公務員； 

   ２º ａ）勅令に関する補遺Ⅰに列挙したように共同体政府、地域圏の執行部その他の公務員、加えて共同体の共同体委員会の協

会、フランス地域圏委員会の協会の執行部その他の公務員； 

     ｂ）地域圏によって設立された教育施設； 

     ｃ）勅令に関する補遺Ⅰに列挙したように共同体、地域圏、共同体の共同体委員会、フランス地域圏委員会に属する公法裁

判官； 

     ｄ）フランス地域圏委員会により設立された非補助教育施設； 

   ３º ａ）県、基礎自治体、都市圏、基礎自治体連合、県協議会、基礎自治体協議会、独立県公社、独立基礎自治体公社、フラー

ンデレン基礎自治体委員会； 

     ｂ）公立社会福祉センター、公立社会福祉センター連合、公立金融金庫； 

     ｃ）公立社会福祉センターに関する1976年７月８日の組織法第Ⅶ章の２で意味する病院協会、とりわけ共同体の共同体委員

会に関する1995年12月22日の国法の勅令の場合； 

     ｄ）ルシア・ブロウッケレ上級職業専門学校。 

    １º２º３ºに含まれる構成員の範囲には２º及び３ºに列挙された補助対象の政府の公教育職員構成員及び補助対象の精神医学

社会センター若しくは政府所管の補助対象の幹部職員養成センター構成員に支払われる俸給賞与の方法によってではないものも

含まれる。 

 §2. 例え労働協約に加入させられていても給与賞与の方法により支払われる補助対象の公教育職員、視学官、補助対象の精神医学

社会センター若しくは政府所管の補助対象の幹部職員養成センターに所属する一定の研修中の暫定的若しくは補助職員の構成員

にはっきりと該当する規則を制定する法律による； 

第４条 以下の場合ははっきりとは該当しない規則を制定する法律による； 

   １º 第３章の意味での公務員構成員に属さない職員と以下の内閣と関連のある職員； 

    ａ）連邦政府の構成員、共同体政府と地域圏の構成員、地域圏の国務大臣、共同体の共同体委員会の協会の構成員、フランス

地域圏委員会の協会の構成員； 

    ｂ）県知事、ブリュッセル首都圏行政郡長と副郡長、フラマン・ブラバント県知事の補助員； 

   ２º 県知事、ブリュッセル首都圏行政郡長と副郡長、フラマン・ブラバント県知事の補助員、県事務総長、郡委員、郡委員補； 

   ３º 外交官と領事の職に雇われる外国籍の公務員； 

   ４º ドイツ法に従って協定によりドイツ連邦共和国においてベルギー軍の職員に編入された文官の公務員構成員； 

   ５º 疾病障害保険のための助成金庫の相談医師； 

   ６º 原子力研究センター職員構成員； 

   ７º 国立放射性元素研究所職員構成員； 
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   ８º フラーンデレン技術研究所職員構成員； 

   ９º 財政情報処理センター職員構成員； 

第Ⅲ章 交渉と協議の公式の定義 

第５条 

 §1. 法律の第２条§§１と２で用意された交渉と法律の第11条§１で用意された協議は以下には必要がない： 

   １º 国土の治安若しくは防衛体制に関する措置を執る場合； 

   ２º 自然災害による個人の品物に生じた確実な被害の補償に関する1976年７月12日の法律の第２条の意味での自然災害の場合； 

   ３º 新地方自治法第135条の意味での災害と災禍の場合； 

   ４º 勅令の条項の類似の交渉に続いて後の勅令が明確にすると思われるそのほかの場合。 

 §2. 当局が明確な根拠を持った行われる交渉若しくは協議としてではない決着を§１で規定されたそれぞれの措置によって付ける

ようになる。 

第６条 理由について適切に表現された勧告の議事録の日付に言及している交渉若しくは協議が行われた後での法律の第９条若しくは

第11条§１第３項にそれぞれ規定された措置。 

 

第２ 職員組合活動 
 

第Ⅰ章 公認された労働組合が公認を継続する方法 

第７条 

 §1. 公務員構成員の全ての部門の職業上の利益を保護する職員組合は全ての政府官職に公認され規約の写しと責任ある指導者の名

簿とを書留郵便で全政府官職に関する共同委員会議長に届けたときから全政府官職について公認される。 

    職員組合はそれに所属する職員の職業上の利益を保護し、規約の写し、責任ある指導者の名簿、その規約の効力範囲に属する

政府官職と公務員構成員の種類の名簿を書留郵便で届けたときから職員がそれに属する政府官職について公認される。 

   ａ）連邦、共同体、地域圏、部門別委員会の管轄下の官職も含めた政府官職委員会議長； 

   ｂ）県と基礎自治体、特別委員会の管轄下の職も含めた公職委員会議長。 

    構成要素の名称の名簿の職員組合に応じた第１項と第２項に規定された記録。 

    議長は権限のない承認書類の発行を決定する場合には直ちに権限のある議長がそれを作成する。 

 §2. 議長はその書類を受理したら直ちにその後それぞれの認可された職員組合の名称、住所、電話番号、効力範囲をベルギー官報

に公告する。 

    職員組合の構成要素の名称が挙げられる。 

    資料の変更も同様にその後公告が行われる。 

第８条 

 §1. 職員組合の承認は以下について行われる： 

   １º 権限ある議長の行った承認から３か月以内でない規約や責任ある指導者の名簿の変更の場合； 

   ２º 規定の期限内に行われなかった第78条に規定された放棄の場合； 

   ３º もはや規則を制定する法律の適用の下にない公務員構成員の職業上の利益を保護する場合。 

 §2. 権限のある議長によって取消理由に関する明確な決定が行われる第１節の１ºの場合、職員組合は責任ある指導者にあらかじ

めの一度かそれ以上釈明の実施の要求が認められる。 

    第79条の正規の手続に合致した取消に関する明確な決定が行われる第１節の１ºの場合、法的な取消が行われる第１節の３ºの

場合。 

 §3. 第２節の第１項と第２項に合致した取消の決定の10日以内に書留郵便で職員組合にそれについて知らされる。 

    決定はその概要についてベルギー官報に公告される。 

第Ⅱ章 職員組合の特権 

第９条 公認の職員組合は承認された政府官職のためにその職業上の利益を保護する職員のための唯一の特権を行使する。 

 職員組合代表は総務委員会に議席を持ちその委員会の範囲内で特権を行使する。 

 総務委員会に議席を持たない職員組合代表は議席を持つ交渉委員会の範囲内で特権を行使する。 

第10条 公務員構成員は職員組合によって要求が行われ、それにより上級者は即座に緊急に説明することが義務づけられる。 

第11条 職員組合の通知は職務上の利益が保護される職員の職場の部局において適切に掲示され、その後その件に対して指摘された職

務の属する部署により調査が実施される。 

 《以下略》 
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令の第62条第２項、第63条第２項における前述の期間内に取りまとめの調査を受け入れなければならないことである； 

我が首相、我が内政問題公職大臣、我が文部大臣、我が予算大臣、我が社会問題大臣、我が公職国務大臣の推薦、及び国務院に参集す

る我が各大臣たちの助言によって； 

（国王の報告と国務院の助言、官報1984年10月20日、14,039〜14,089頁） 

 

第１ 一般的定義 
 

第Ⅰ章 前置きの定義 

第１条 勅令においては以下の通りに解される： 

   １º「国法」とは政府内職員及び職員組合を規整するための1974年12月19日の国法； 

   ２º「公務員構成員」とは規則が制定される国法にはっきりと該当する職員； 

   ３º「公職」とは規則が制定される国法に該当する公務員構成員に応じた執行部、機関、施設、公法人、軍人； 

   ４º「代表資格条件」とは国法の第７条及び第８条で言及されている代表と見なせる前提条件； 

   ５º「代表資格基準」とは国法の第８条で言及されている若干の職員組合員に関する基準； 

   ６º「委員会」とは国法の第14条において言及されている代表資格を調査する委員会。 

第２条 表題から別のものとはっきりしない限り「特別委員会」の名称は法律の第４条§１と２において言及されている通常の特別委

員会も法律の第４条§１と３及び第23条第１項において言及されている専門の特別委員会も指す。 

第Ⅱ章 規則が制定される国法の適用範囲 

第３条 

 §1. 第４条において規定された例外を除き公務員構成員に当てはまると言明する規則を制定する国法に服する： 

   １º 勅令に関する補遺Ⅰに列挙したように連邦の執行部及び司法権の補助職員、連邦の管理下にある公法裁判官を含むその他の

公務員； 

   ２º ａ）勅令に関する補遺Ⅰに列挙したように共同体政府、地域圏の執行部その他の公務員、加えて共同体の共同体委員会の協

会、フランス地域圏委員会の協会の執行部その他の公務員； 

     ｂ）地域圏によって設立された教育施設； 

     ｃ）勅令に関する補遺Ⅰに列挙したように共同体、地域圏、共同体の共同体委員会、フランス地域圏委員会に属する公法裁

判官； 

     ｄ）フランス地域圏委員会により設立された非補助教育施設； 

   ３º ａ）県、基礎自治体、都市圏、基礎自治体連合、県協議会、基礎自治体協議会、独立県公社、独立基礎自治体公社、フラー

ンデレン基礎自治体委員会； 

     ｂ）公立社会福祉センター、公立社会福祉センター連合、公立金融金庫； 

     ｃ）公立社会福祉センターに関する1976年７月８日の組織法第Ⅶ章の２で意味する病院協会、とりわけ共同体の共同体委員

会に関する1995年12月22日の国法の勅令の場合； 

     ｄ）ルシア・ブロウッケレ上級職業専門学校。 

    １º２º３ºに含まれる構成員の範囲には２º及び３ºに列挙された補助対象の政府の公教育職員構成員及び補助対象の精神医学

社会センター若しくは政府所管の補助対象の幹部職員養成センター構成員に支払われる俸給賞与の方法によってではないものも

含まれる。 

 §2. 例え労働協約に加入させられていても給与賞与の方法により支払われる補助対象の公教育職員、視学官、補助対象の精神医学

社会センター若しくは政府所管の補助対象の幹部職員養成センターに所属する一定の研修中の暫定的若しくは補助職員の構成員

にはっきりと該当する規則を制定する法律による； 

第４条 以下の場合ははっきりとは該当しない規則を制定する法律による； 

   １º 第３章の意味での公務員構成員に属さない職員と以下の内閣と関連のある職員； 

    ａ）連邦政府の構成員、共同体政府と地域圏の構成員、地域圏の国務大臣、共同体の共同体委員会の協会の構成員、フランス

地域圏委員会の協会の構成員； 

    ｂ）県知事、ブリュッセル首都圏行政郡長と副郡長、フラマン・ブラバント県知事の補助員； 

   ２º 県知事、ブリュッセル首都圏行政郡長と副郡長、フラマン・ブラバント県知事の補助員、県事務総長、郡委員、郡委員補； 

   ３º 外交官と領事の職に雇われる外国籍の公務員； 

   ４º ドイツ法に従って協定によりドイツ連邦共和国においてベルギー軍の職員に編入された文官の公務員構成員； 

   ５º 疾病障害保険のための助成金庫の相談医師； 

   ６º 原子力研究センター職員構成員； 

   ７º 国立放射性元素研究所職員構成員； 
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   ８º フラーンデレン技術研究所職員構成員； 

   ９º 財政情報処理センター職員構成員； 

第Ⅲ章 交渉と協議の公式の定義 

第５条 

 §1. 法律の第２条§§１と２で用意された交渉と法律の第11条§１で用意された協議は以下には必要がない： 

   １º 国土の治安若しくは防衛体制に関する措置を執る場合； 

   ２º 自然災害による個人の品物に生じた確実な被害の補償に関する1976年７月12日の法律の第２条の意味での自然災害の場合； 

   ３º 新地方自治法第135条の意味での災害と災禍の場合； 

   ４º 勅令の条項の類似の交渉に続いて後の勅令が明確にすると思われるそのほかの場合。 

 §2. 当局が明確な根拠を持った行われる交渉若しくは協議としてではない決着を§１で規定されたそれぞれの措置によって付ける

ようになる。 

第６条 理由について適切に表現された勧告の議事録の日付に言及している交渉若しくは協議が行われた後での法律の第９条若しくは

第11条§１第３項にそれぞれ規定された措置。 

 

第２ 職員組合活動 
 

第Ⅰ章 公認された労働組合が公認を継続する方法 

第７条 

 §1. 公務員構成員の全ての部門の職業上の利益を保護する職員組合は全ての政府官職に公認され規約の写しと責任ある指導者の名

簿とを書留郵便で全政府官職に関する共同委員会議長に届けたときから全政府官職について公認される。 

    職員組合はそれに所属する職員の職業上の利益を保護し、規約の写し、責任ある指導者の名簿、その規約の効力範囲に属する

政府官職と公務員構成員の種類の名簿を書留郵便で届けたときから職員がそれに属する政府官職について公認される。 

   ａ）連邦、共同体、地域圏、部門別委員会の管轄下の官職も含めた政府官職委員会議長； 

   ｂ）県と基礎自治体、特別委員会の管轄下の職も含めた公職委員会議長。 

    構成要素の名称の名簿の職員組合に応じた第１項と第２項に規定された記録。 

    議長は権限のない承認書類の発行を決定する場合には直ちに権限のある議長がそれを作成する。 

 §2. 議長はその書類を受理したら直ちにその後それぞれの認可された職員組合の名称、住所、電話番号、効力範囲をベルギー官報

に公告する。 

    職員組合の構成要素の名称が挙げられる。 

    資料の変更も同様にその後公告が行われる。 

第８条 

 §1. 職員組合の承認は以下について行われる： 

   １º 権限ある議長の行った承認から３か月以内でない規約や責任ある指導者の名簿の変更の場合； 

   ２º 規定の期限内に行われなかった第78条に規定された放棄の場合； 

   ３º もはや規則を制定する法律の適用の下にない公務員構成員の職業上の利益を保護する場合。 

 §2. 権限のある議長によって取消理由に関する明確な決定が行われる第１節の１ºの場合、職員組合は責任ある指導者にあらかじ

めの一度かそれ以上釈明の実施の要求が認められる。 

    第79条の正規の手続に合致した取消に関する明確な決定が行われる第１節の１ºの場合、法的な取消が行われる第１節の３ºの

場合。 

 §3. 第２節の第１項と第２項に合致した取消の決定の10日以内に書留郵便で職員組合にそれについて知らされる。 

    決定はその概要についてベルギー官報に公告される。 

第Ⅱ章 職員組合の特権 

第９条 公認の職員組合は承認された政府官職のためにその職業上の利益を保護する職員のための唯一の特権を行使する。 

 職員組合代表は総務委員会に議席を持ちその委員会の範囲内で特権を行使する。 

 総務委員会に議席を持たない職員組合代表は議席を持つ交渉委員会の範囲内で特権を行使する。 

第10条 公務員構成員は職員組合によって要求が行われ、それにより上級者は即座に緊急に説明することが義務づけられる。 

第11条 職員組合の通知は職務上の利益が保護される職員の職場の部局において適切に掲示され、その後その件に対して指摘された職

務の属する部署により調査が実施される。 

 《以下略》 
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Ⅴ－４ 1985年８月29日 ─ 職員労働組合の関係官職を規整する1974年12月19日の 
   国法第12条§１、１ºの意味での基本規定の指示による勅令 
 

1985年10月２日公布 

宣 告 

改 正 

1993年10月５日の勅令 ─ 1993年10月22日公布 

1991年３月27日の勅令 ─ 1991年５月15日公布 

非公式の調整 

 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の国法、とりわけ1983年７月19日の国法で改正された第２条§１の１ºに基

づく； 

 1985年７月２日の全公務の合同委員会における交渉及びこの交渉の結論に従うその会議録に基づく； 

 国務院の勧告に基づく； 

 我が内閣総理大臣、我が内政問題公職大臣、我が文部大臣、我が予算大臣、我が社会問題大臣、我が年金国務大臣、我が公職副大臣

の推薦、及び国務院に参集する我が各大臣たちの助言によって。 

第１条 以下のような意味： 

   １º 「国法」 ─ 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法； 

   ２º 「基本規定」 ─ 国法第12条§１の１ºの意味での基本規定； 

   ３º 「職員構成員」 ─ 結論に該当する職員。 

第２条 結論は制定された国法に該当する規則に基づき常勤ばかりでなく、例え雇用契約の下でも研修中、臨時若しくは補助職員の集

団にも適用される。 

第３条 労働組合についての行政法の基本原則と見なされる法令としての規則： 

   １º 人々が職員構成員に加えられるために満たさなければならない条件として必要ならばそれに先行する競争試験に参加する条

件を含んで試験が準備され、試験計画が立案される規則に従って任命が認められる研修がある； 

   ２º 職員構成員となる雇用契約の種類及び期間； 

   ３º 業務に関係のある他の官職との兼任に関する規整と同様に職員構成員の権利及び義務、兼任禁止及び禁止条項； 

   ４º 懲戒規定； 

   ５º 懲戒措置； 

   ６º 職員構成員の責任； 

   ７º 採点、評価若しくはそれと同等の成績表に関する規則； 

   ８º 等級、官職、若しくは職務の決定、分類、配列、格付け； 

   ９º 配置転換、異動若しくはその他の再配置、あるいはそれに所属する他の公職にある職員構成員の公務の形態、加えて担当す

る任務を有する職員構成員についての適用規則； 

   10º 年功序列体系； 

   11º 昇進、等級の変更、若しくは等級の昇格、より高い水準への移行による昇進、そのほかの経歴の進行の体系、そのほかの全

ての非専門的職能への移行、より高い官職及び教育の行使に関する規則、選抜規則； 

   12º バカンス、賜暇若しくはその使用に関する規則を含む職員構成員の行政上の地位、所定の環境及び状況への影響； 

   13º パートタイム労働の規則； 

   14º 職員構成員の契約解約時に従わされうる、若しくは公務関係が中断させられうる規則。 

第４条 契約の基本原則と見なされる給与規則： 

   １º 職員構成員の手当、報酬、給与、若しくは賞与、以下のものを決定する規則； 

    ａ．手当の権利若しくは増加を含む手当、報酬、給与、若しくは賞与； 

    ｂ．手当の規模の決定を含む手当、報酬、給与、若しくは賞与、それについての考慮される期間の決定を含む金額の計算； 

    ｃ．保証される手当、報酬、給与、若しくは賞与の認定； 

    ｄ．手当、報酬、給与、若しくは賞与の保護； 

    ｅ．手当、報酬、給与、若しくは賞与及び消費者物価指数又はそのほかの基準との連結方式。 

   ２º 職員構成員及び認定される賞与、全ての種類の報酬、現物支給に関する以下についての規則； 

    ａ．受給者； 

    ｂ．認定条件； 

    ｃ．金額； 
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Ⅴ－４ 1985年８月29日 ─ 職員労働組合の関係官職を規整する1974年12月19日の 
   国法第12条§１、１ºの意味での基本規定の指示による勅令 
 

1985年10月２日公布 

宣 告 

改 正 

1993年10月５日の勅令 ─ 1993年10月22日公布 

1991年３月27日の勅令 ─ 1991年５月15日公布 

非公式の調整 

 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の国法、とりわけ1983年７月19日の国法で改正された第２条§１の１ºに基

づく； 

 1985年７月２日の全公務の合同委員会における交渉及びこの交渉の結論に従うその会議録に基づく； 

 国務院の勧告に基づく； 

 我が内閣総理大臣、我が内政問題公職大臣、我が文部大臣、我が予算大臣、我が社会問題大臣、我が年金国務大臣、我が公職副大臣

の推薦、及び国務院に参集する我が各大臣たちの助言によって。 

第１条 以下のような意味： 

   １º 「国法」 ─ 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法； 

   ２º 「基本規定」 ─ 国法第12条§１の１ºの意味での基本規定； 

   ３º 「職員構成員」 ─ 結論に該当する職員。 

第２条 結論は制定された国法に該当する規則に基づき常勤ばかりでなく、例え雇用契約の下でも研修中、臨時若しくは補助職員の集

団にも適用される。 

第３条 労働組合についての行政法の基本原則と見なされる法令としての規則： 

   １º 人々が職員構成員に加えられるために満たさなければならない条件として必要ならばそれに先行する競争試験に参加する条

件を含んで試験が準備され、試験計画が立案される規則に従って任命が認められる研修がある； 

   ２º 職員構成員となる雇用契約の種類及び期間； 

   ３º 業務に関係のある他の官職との兼任に関する規整と同様に職員構成員の権利及び義務、兼任禁止及び禁止条項； 

   ４º 懲戒規定； 

   ５º 懲戒措置； 

   ６º 職員構成員の責任； 

   ７º 採点、評価若しくはそれと同等の成績表に関する規則； 

   ８º 等級、官職、若しくは職務の決定、分類、配列、格付け； 

   ９º 配置転換、異動若しくはその他の再配置、あるいはそれに所属する他の公職にある職員構成員の公務の形態、加えて担当す

る任務を有する職員構成員についての適用規則； 

   10º 年功序列体系； 

   11º 昇進、等級の変更、若しくは等級の昇格、より高い水準への移行による昇進、そのほかの経歴の進行の体系、そのほかの全

ての非専門的職能への移行、より高い官職及び教育の行使に関する規則、選抜規則； 

   12º バカンス、賜暇若しくはその使用に関する規則を含む職員構成員の行政上の地位、所定の環境及び状況への影響； 

   13º パートタイム労働の規則； 

   14º 職員構成員の契約解約時に従わされうる、若しくは公務関係が中断させられうる規則。 

第４条 契約の基本原則と見なされる給与規則： 

   １º 職員構成員の手当、報酬、給与、若しくは賞与、以下のものを決定する規則； 

    ａ．手当の権利若しくは増加を含む手当、報酬、給与、若しくは賞与； 

    ｂ．手当の規模の決定を含む手当、報酬、給与、若しくは賞与、それについての考慮される期間の決定を含む金額の計算； 

    ｃ．保証される手当、報酬、給与、若しくは賞与の認定； 

    ｄ．手当、報酬、給与、若しくは賞与の保護； 

    ｅ．手当、報酬、給与、若しくは賞与及び消費者物価指数又はそのほかの基準との連結方式。 

   ２º 職員構成員及び認定される賞与、全ての種類の報酬、現物支給に関する以下についての規則； 

    ａ．受給者； 

    ｂ．認定条件； 

    ｃ．金額； 
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    ｄ．保護； 

    ｅ．消費者物価指数その他の基準との連結方式。 

第５条 年金規整に関連する基本原則と見なされる決定のための規則： 

   １º その適用範囲； 

   ２º 権利保有者の範疇； 

   ３º 年金資格取得年齢； 

   ４º 年金支給開始条件； 

   ５º 所得、賞与の斟酌と加入期間の斟酌とを含む年金額の計算方式； 

   ６º 年金の保護； 

   ７º 消費者物価指数その他の基準との連結方式； 

   ８º 就業中の事件、就業中の不幸な災害、職業病に関する規則。 

第６条 職員と労働組合に関連する基本原則と見なされるもの： 

   １º 政府内職員とその職員組合規整のための1974年12月19日の国法及びそれの執行勅令； 

   ２º 公共部門の一定の職員構成員の労働組合への奨励金認定及び支給に関する1980年９月１日の国法及びそれの執行勅令。 

第７条 社会奉仕団体に関連する基本原則と見なされる以下の決定のための規則： 

   １º 効力及び運営方式； 

   ２º 受給者の決定； 

   ３º 社会奉仕の任務及び活動の一般的枠組み。 

第８条 勅令はベルギー官報に公告後30日で発効する。 

第９条 我が各大臣及び我が各副大臣はそれぞれ関係のある勅令の執行に責任を負う。 
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Ⅴ－５ 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法第18条 
   第３項施行のための1999年４月20日の勅令 
 

1999年５月12日公布 

宣 告 

非公式の調整 

 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法に関連、とりわけ1999年４月11日に国法に挿入された第18条第３項

に基づく政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法施行のための1984年９月28日の勅令、とりわけ1997年９月16

日の勅令に宣告された第78条に基づく； 

 1999年２月23日に行われた会計検査官の勧告に基づく； 

 1999年２月23日に行われた予算大臣の協定に基づく； 

 1999年３月26日の全政府に関する共同体委員会の会議録107/３に基づく； 

 1973年１月12日に改正された国務院規則、とりわけ1989年７月４日の規則により改正され1996年８月４日の規則により確定された第

３条§１に基づく； 

 差し迫った必要に基づく； 

 下された決定の遡及効を持続する考慮のために遅滞なく必要な措置を講じなければならない公務のために格別に重要な我が内閣総理

大臣及び我が公務員問題大臣の推薦、及び国務院に参集する我が各大臣たちの助言によって。 

第１条 以下のような意味で使われる： 

   １º 「1974年12月19日の国法」という語： 

     1974年12月19日の国法 ─ 政府内職員及びその職員組合規整のための国法； 

   ２º 「1984年９月28日の勅令」という語： 

     1984年９月28日の勅令 ─ 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法施行のための。 

第２条 1974年12月19日の国法が適用される連邦政府の公務員に適用される。 

第３条 

 §1. 1974年12月19日の国法第７条及び第８条に従って連邦政府の管轄下に属する連邦、共同体、地域圏、地区委員会の委員会にお

いて代表権を持っていると見なされる労働組合は８人の決まった代表についての1984年９月28日の勅令の第78条§§１・３の前

述の返済を免除される。 

 §2. 第４条の規定を侵害せずに1974年12月19日の法律第７条及び第８条に従って連邦政府の管轄下に属する連邦、共同体、地域圏

の委員会において、又最小限二つの地区委員会において代表権を持っていると見なされる労働組合は３人の決まった代表につい

ての1984年９月28日の勅令の第78条§§１・３の前述の返済を免除される。 

第４条 

 §1. 常勤職労働組合が要請するのに適用されるための以下の叙述についての公務員問題大臣総務局事務総長による受領した証明に

関する書留郵便の書簡： 

   １º 必要なら公務員に関係のある呼称及び等級； 

   ２º 政府の管轄下に属する公務員の呼称； 

   ３º 問題の免除が発効する日付。 

    別のものに変えるよう意図した免除の要請がある場合には免除の終了に言及した日付の公務の証明書に添えられた前述の書簡

が役に立つ。 

 §2. 要請が勅令の規定に合致する場合には総務局が書留郵便の書簡により労働組合と同様に関係公務員にも返済が免除される。 

    要請が勅令の規定に合致していない場合には総務局により書留郵便の書簡によって労働組合に通知される。 

第５条 1997年11月１日から発効した勅令。 
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    ｄ．保護； 

    ｅ．消費者物価指数その他の基準との連結方式。 

第５条 年金規整に関連する基本原則と見なされる決定のための規則： 

   １º その適用範囲； 

   ２º 権利保有者の範疇； 

   ３º 年金資格取得年齢； 

   ４º 年金支給開始条件； 

   ５º 所得、賞与の斟酌と加入期間の斟酌とを含む年金額の計算方式； 

   ６º 年金の保護； 

   ７º 消費者物価指数その他の基準との連結方式； 

   ８º 就業中の事件、就業中の不幸な災害、職業病に関する規則。 

第６条 職員と労働組合に関連する基本原則と見なされるもの： 

   １º 政府内職員とその職員組合規整のための1974年12月19日の国法及びそれの執行勅令； 

   ２º 公共部門の一定の職員構成員の労働組合への奨励金認定及び支給に関する1980年９月１日の国法及びそれの執行勅令。 

第７条 社会奉仕団体に関連する基本原則と見なされる以下の決定のための規則： 

   １º 効力及び運営方式； 

   ２º 受給者の決定； 

   ３º 社会奉仕の任務及び活動の一般的枠組み。 

第８条 勅令はベルギー官報に公告後30日で発効する。 

第９条 我が各大臣及び我が各副大臣はそれぞれ関係のある勅令の執行に責任を負う。 
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Ⅴ－５ 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法第18条 
   第３項施行のための1999年４月20日の勅令 
 

1999年５月12日公布 

宣 告 

非公式の調整 

 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法に関連、とりわけ1999年４月11日に国法に挿入された第18条第３項

に基づく政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法施行のための1984年９月28日の勅令、とりわけ1997年９月16

日の勅令に宣告された第78条に基づく； 

 1999年２月23日に行われた会計検査官の勧告に基づく； 

 1999年２月23日に行われた予算大臣の協定に基づく； 

 1999年３月26日の全政府に関する共同体委員会の会議録107/３に基づく； 

 1973年１月12日に改正された国務院規則、とりわけ1989年７月４日の規則により改正され1996年８月４日の規則により確定された第

３条§１に基づく； 

 差し迫った必要に基づく； 

 下された決定の遡及効を持続する考慮のために遅滞なく必要な措置を講じなければならない公務のために格別に重要な我が内閣総理

大臣及び我が公務員問題大臣の推薦、及び国務院に参集する我が各大臣たちの助言によって。 

第１条 以下のような意味で使われる： 

   １º 「1974年12月19日の国法」という語： 

     1974年12月19日の国法 ─ 政府内職員及びその職員組合規整のための国法； 

   ２º 「1984年９月28日の勅令」という語： 

     1984年９月28日の勅令 ─ 政府内職員及びその職員組合規整のための1974年12月19日の国法施行のための。 

第２条 1974年12月19日の国法が適用される連邦政府の公務員に適用される。 

第３条 

 §1. 1974年12月19日の国法第７条及び第８条に従って連邦政府の管轄下に属する連邦、共同体、地域圏、地区委員会の委員会にお

いて代表権を持っていると見なされる労働組合は８人の決まった代表についての1984年９月28日の勅令の第78条§§１・３の前

述の返済を免除される。 

 §2. 第４条の規定を侵害せずに1974年12月19日の法律第７条及び第８条に従って連邦政府の管轄下に属する連邦、共同体、地域圏

の委員会において、又最小限二つの地区委員会において代表権を持っていると見なされる労働組合は３人の決まった代表につい

ての1984年９月28日の勅令の第78条§§１・３の前述の返済を免除される。 

第４条 

 §1. 常勤職労働組合が要請するのに適用されるための以下の叙述についての公務員問題大臣総務局事務総長による受領した証明に

関する書留郵便の書簡： 

   １º 必要なら公務員に関係のある呼称及び等級； 

   ２º 政府の管轄下に属する公務員の呼称； 

   ３º 問題の免除が発効する日付。 

    別のものに変えるよう意図した免除の要請がある場合には免除の終了に言及した日付の公務の証明書に添えられた前述の書簡

が役に立つ。 

 §2. 要請が勅令の規定に合致する場合には総務局が書留郵便の書簡により労働組合と同様に関係公務員にも返済が免除される。 

    要請が勅令の規定に合致していない場合には総務局により書留郵便の書簡によって労働組合に通知される。 

第５条 1997年11月１日から発効した勅令。 
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Ⅴ－６ 2003年９月20日 ─ 政府内官職及び職員労働組合を規整する1974年12月19日の 
   国法の施行のための1984年９月28日の勅令第19条第２項施行のための勅令 
 

2003年９月29日公布 

宣 告 

改 正 

2006年３月９日の勅令 ─ 2006年３月21日公布 

非公式の調整 

 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の国法、とりわけ1998年12月15日の国法で改正された第５条に基づく； 

 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の国法施行のための1984年９月28日の勅令、とりわけ2001年５月８日の勅令

で改正された第19条に基づく； 

 2003年４月７日に行われた会計検査官の勧告に基づく； 

 我が内閣総理大臣及び我が公務員問題大臣の推薦、及び国務院に参集する我が各大臣たちの助言によって； 

第１条 連邦行政に属する各部門の委員会の議長職及び事故発生時の副議長職について以下のように規定： 

 部門Ⅰ ─ 一般行政 

  議 長：内閣総理大臣 

  副議長：以下に関して権限のある各大臣及び各副大臣： 

   1. 公務員問題 

   2.  予算 

   3.  連邦科学協会 

   4.  連邦文化協会 

   5.  建築規制 

   6.  科学政策 

   7.  国家情報 

 部門Ⅱ ─ 財 務 

  議 長：財務に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣と各副大臣： 

   1. 政府企業 

   2. 政府参加企業 

   3. 公共部門の年金 

 部門Ⅲ ─ 司 法 

  議 長：司法に権限のある大臣 

 部門Ⅳ ─ 経済問題 

  議 長：経済に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1.  消費者問題 

   2.  電話通信 

   3.  持続的発展 

   4.  科学政策 

   5.  エネルギー 

   6. 著作権 

 部門Ⅴ ─ 内政問題 

  議 長：内政問題に権限のある大臣 

 部門Ⅵ ─ 動員及び運輸 

  議 長：動員に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣と各副大臣 

   1. 運輸 

 部門Ⅶ ─ 海外問題 

  議 長：海外問題に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 
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Ⅴ－６ 2003年９月20日 ─ 政府内官職及び職員労働組合を規整する1974年12月19日の 
   国法の施行のための1984年９月28日の勅令第19条第２項施行のための勅令 
 

2003年９月29日公布 

宣 告 

改 正 

2006年３月９日の勅令 ─ 2006年３月21日公布 

非公式の調整 

 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の国法、とりわけ1998年12月15日の国法で改正された第５条に基づく； 

 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の国法施行のための1984年９月28日の勅令、とりわけ2001年５月８日の勅令

で改正された第19条に基づく； 

 2003年４月７日に行われた会計検査官の勧告に基づく； 

 我が内閣総理大臣及び我が公務員問題大臣の推薦、及び国務院に参集する我が各大臣たちの助言によって； 

第１条 連邦行政に属する各部門の委員会の議長職及び事故発生時の副議長職について以下のように規定： 

 部門Ⅰ ─ 一般行政 

  議 長：内閣総理大臣 

  副議長：以下に関して権限のある各大臣及び各副大臣： 

   1. 公務員問題 

   2.  予算 

   3.  連邦科学協会 

   4.  連邦文化協会 

   5.  建築規制 

   6.  科学政策 

   7.  国家情報 

 部門Ⅱ ─ 財 務 

  議 長：財務に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣と各副大臣： 

   1. 政府企業 

   2. 政府参加企業 

   3. 公共部門の年金 

 部門Ⅲ ─ 司 法 

  議 長：司法に権限のある大臣 

 部門Ⅳ ─ 経済問題 

  議 長：経済に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1.  消費者問題 

   2.  電話通信 

   3.  持続的発展 

   4.  科学政策 

   5.  エネルギー 

   6. 著作権 

 部門Ⅴ ─ 内政問題 

  議 長：内政問題に権限のある大臣 

 部門Ⅵ ─ 動員及び運輸 

  議 長：動員に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣と各副大臣 

   1. 運輸 

 部門Ⅶ ─ 海外問題 

  議 長：海外問題に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 
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   1. 開発協力 

   2. 海外貿易及び国際貿易 

 部門Ⅷ ─ 郵政及び電信電話 

  議 長：政府企業に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1. ベルギー郵政電信電話公社 

   2. 郵便公的オンブズマン 

   3. 電信電話オンブズマン 

 部門Ⅺ ─ 雇用及び労働 

  議 長：雇用に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1. 男女平等政策 

 部門Ⅻ ─ 国民の健康 

  議 長：国民の健康に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1. 社会問題 

   2. 持続的発展 

   3. 生活環境 

 部門ⅩⅢ ─ 社会安全保障 

  議 長：社会問題に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1. 社会的統合 

   2. 難民救援 

   3. 社会経済 

 部門ⅩⅠⅤ ─ 国 防 

  議 長：国防に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1. 戦争犠牲者 

 部門ⅩⅩ ─ 社会安全保障 

  議 長：社会問題に権限のある大臣 

  副議長：以下に権限のある各大臣及び各副大臣 

   1. 雇用 

   2. 内政問題 

   3. 自営業者 

   4. 年金受給者 

第２条 各副大臣は唯登録された議事日程に関する部門別委員会の副議長だけの権限を行使でき、そのために関係のある職員への権限

を行使できる。 

第３条 職員労働組合及び政府内職員を規整する1974年12月19日の法律施行のための1984年９月28日の勅令、とりわけ2002年１月18日

の勅令で改正された第19条第２項実施のための2001年６月10日の勅令。 

第４条 我が内閣総理大臣及び我が公務員問題大臣はおのおのに関係がある勅令の施行に責任を負う。 
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