
－ 104 － 

体・地域圏に連邦と対等同格に近い強力な自治権を付与し、1993年に憲法が改正されてそれまでの単一国家から「共同体と地域圏から

なる」連邦国家に移行したことによる。したがって、当然フラーンデレンにも同様な法律が別途制定された（“ONTWERP VAN 

GEMEENTEDECREET”VRAAMS PARLEMENT 2005年５月26日公布）が、これまた膨大でオランダ語なので本書への登載は断念せざ

るをえなかった。ただし、両地域の歴史的事情から、ワロンでは共同体は地域圏に吸収併合されているところから、地域圏法となって

いるが、逆にフラーンデレンでは共同体が地域圏より優位で、その両者を併せた名称がフラーンデレンであり、いわば共同体法の形を

採ることになった。 

 ところで、ワロン地域圏のこの法律はフランス語で次の６部から成り、条文は章ごとに変わるので数えてみると999条、内容も膨大

な量に上り、以下に見るように、全訳した日本語の字数は25万8200字に達する。なお、この法律は制定以後頻繁に改正されているが飜

訳した原文は2008年７月15日までの修正を加えた版を用いた。 

 第１部：基礎自治体（384か条、全訳字数９万9500字） 

 第２部：超基礎自治体（202か条、４万7468字） 

 第３部：基礎自治体と超基礎自治体に対する共通規定（98か条、２万85字） 

 第４部：選 挙（300か条、第５部第６部を加えて９万1007字） 

 第５部：受任と報酬の申告事項の受任者の義務について（10か条） 

 第６部：雑 則（５か条） 

 つぎに、各部（partie）は、順に巻（livre）、編（titre）、章（chapitre）に分けられ、必要に応じてさらに章の中が順に節（section）、

小節（sub-section）へと細分化されている。そして、各条は例えばＬ1111－１条と表記され、1111は最初の１が部、２番目が巻、３番

目が編、４番目が章で、－１は章ごとに順番に数字が振られている。 

 なお、この法典を理解するに当たってあらかじめ知っておいた方がよいことを２〜３挙げておく。 

 まず、法典に出てくるワロン地域の地方自治構造は、日本と同様基礎自治体（commune）と広域の県（province）の２層であるが、

前者は日本と違って市町村といった区別がないので、ここではやや煩雑の感が否めないものの「基礎自治体」の訳を当てる。この基礎

自治体は、議会と公選首長の並立する日本のアメリカ型首長制とは異なり、議会に全権があって、議会は多くは小党分立のため多数派

協定が締結されて｛県も同様｝その中から執行部の長（bourgmestre）｛ただし議員以外でもよい｝と、その長と一緒に基礎自治体理事

会（collège communal）を構成する複数の助役｛ただし議員以外でもよい｝などの理事たちが選出される。 

 つぎに、基礎自治体の広域組織として、基礎自治体一部事務組合（intercommune）、都市圏（agglomération）、 基礎自治体連合

（fédération de communes）があり、またこの法典には特殊法人の基礎自治体普通公社（régie communale ordinaire）と独立基礎自治体公

社（régie communale autonome）が規定されており、この公社は県にも同様な規定が置かれている。 

 一方、広域の中間団体である県は、フランスのナポレオン法典に範を採った自治体と国の出先機関の二重性格を有し、県議会とは別

個に地域圏の官吏である県知事が任命されるが、ここにも県理事会が置かれる。 

 第４部の選挙は、日本の地方自治法も1947年の制定時に選挙の条文が第20条から第73条まで設けられていたが、公職選挙法が制定さ

れて1956年の改正時にそちらに統一されて全文削除となった。 

 なお、この法典で使われる「政府」（Gouvernement）の語はワロン地域圏政府を指す。 

最後に、ベルギーの地方自治法典の紹介は本邦で初めての試みであり、合併後の10万以上の基礎自治体に完全な分権地区組織を設ける

など、いろいろわが国の地方自治改革に参考になる事項が含まれているように思われることを指摘しておきたい。また、以下本法典を

４つに分けて掲載することにする（第５・６部はⅡ－４に入れる）。 
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Ⅱ－１ ワロン自治法(１) 
 

第１部 基礎自治体 
 

第Ⅰ巻 基礎自治体の組織 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 名 称 

第１条 政府が基礎自治体及び集落の名称の綴りを決定する。 

第Ⅱ章 区 域 

第１条 基礎自治体の一部分が基礎自治体に昇格したいときには、政府{以下地域圏政府を指す}の規則が、その部分の有権者の即時招

集を命じ、最初の選挙に関係のあるその全てを決め、本法第４部第Ⅰ巻の第Ⅱ編及び第Ⅲ編により規定された改選命令に合致した最

初の改選の日取りを決める。 

 基礎自治体議会が、世帯、すなわちこれらの地域内に住所を有する世帯主の数を基にとらえて分離する両地域の住民間の基礎自治体

財産の分割を決め、基礎自治体が承認する。同議会は又負債や記録文書に関する分割も決める。 

 基礎自治体の議会間に不一致が生じた場合には、紛争は国務院により解決される。 

 名称若しくは所有の権利に関する紛争が生じた場合には、両基礎自治体は裁判所に付託する。 

第２条 基礎自治体若しくは基礎自治体の一部分が他の基礎自治体との合併を表明したときは、基礎自治体に関しては本巻第Ⅰ編第Ⅱ

章第１条の規定の下で進められる。この基礎自治体若しくはその一部分の併合により基礎自治体の基礎自治体議会議員数の増員が必

要な場合には、同様に同条により進められる。 

第３条 本章は1980年８月８日の制度改革特別法のⅧの２º第６条§１に従ってComines-Warnetonの基礎自治体には適用できない。 

第Ⅲ章 基礎自治体の権限一般 

第１条 基礎自治体の権限は以下のとおり：基礎自治体の財産及び収入を管理する；基礎自治体の資金で支払われなければならない地

方的支出のそれを決定し支払う；基礎自治体の負担となる公共事業を運営し実施させる；その負担で維持されるか若しくは特にその

住民の利用に供される基礎自治体に帰属する施設を管理する。 

第Ⅱ編 基礎自治体の中枢機関 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各基礎自治体には議員たち、長及び助役たちで構成される機関が置かれる。 

第２条 （統一改選時に任期満了となった基礎自治体の議員たち及び辞職者たちは彼らの後任たちの就任が行われるまではその職にと

どまる。 

 統一改選時に任期満了となった基礎自治体の理事会の構成員たち及び辞職者たちはその交代までは引き続きその権限を行使する。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§４にもかかわらず、議会及び理事会はその後任たちの就任まで日常の業務を遂行する ― 2005年12月８日

の地域圏法）。 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条及び第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条に従った基礎自治体の分類は基礎自治体議会の各統一改選時に

政府により人口数と共に報告される。 

 考慮される住民数は統一改選の年の１月１日に当該基礎自治体内にその主たる住居を保有している自然人の全国登録局に登録されて

いた人数である。 

この段落は2005年10月13日にワロン政府規則により施行された。 

 第１段落により確定される人口数はまた同日に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条乃至第８条の、同様に人口数に基づく基礎自治体の等級に関

する限りで本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条§１、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第１条、第11条、第15条、第21条、第35条、第37条、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章

第４条及び第８条の対象となる分類に適用される。 

 第１段落に従って確定される地域圏の各基礎自治体の人口数は政府の措置により遅くとも基礎自治体の議会の統一改選が執行される

までの間の年の５月１日までにベルギー官報に公表される。 

第４条 各基礎自治体には書記及び収入役が置かれる。 

第Ⅱ章 基礎自治体の議会 

第１節 基礎自治体議員の選任方法及び規則 

第１条 （……2005年12月８日の地域圏法第２条） 

 議会は６年ごとに統一改選される。 

第２条 議員たちは基礎自治体の有権者たちの集りにより直接選挙される。 

第３条 基礎自治体の議会は人口1,000人以下の基礎自治体では長と助役を含め７人の構成員により構成される； 

 住民1,000人から1,999人までのそれは９人； 
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 住民2,000人から2,999人までのそれは11人； 

 住民3,000人から3,999人までのそれは13人； 

 住民4,000人から4,999人までのそれは15人； 

 住民5,000人から6,999人までのそれは17人； 

 住民7,000人から8,999人までのそれは19人； 

 住民9,000人から11,999人までのそれは21人； 

 住民12,000人から14,999人までのそれは23人； 

 住民15,000人から19,999人までのそれは25人； 

 住民20,000人から24,999人までのそれは27人； 

 住民25,000人から29,999人までのそれは29人； 

 住民30,000人から34,999人までのそれは31人； 

 住民35,000人から39,999人までのそれは33人； 

 住民40,000人から49,999人までのそれは35人； 

 住民50,000人から59,999人までのそれは37人； 

 住民60,000人から69,999人までのそれは39人； 

 住民70,000人から79,999人までのそれは41人； 

 住民80,000人から89,999人までのそれは43人； 

 住民90,000人から99,999人までのそれは45人； 

 住民100,000人から149,999人までのそれは47人； 

 住民150,000人から199,999人までのそれは49人； 

 住民200,000人から249,999人までのそれは51人； 

 住民250,000人から299,999人までのそれは53人； 

 住民300,000人以上のそれは55人； 

 議会は、（その中に基礎自治体の理事会の構成員が選挙されなかったとき ― 2005年12月８日の地域圏法第３条１º）、なお上記で

決められた議員数は残される。 

 （基礎自治体の議会は選挙の後の12月の第１月曜日に発足する。それが法定の祝日に当たるときは、次の最初の就業日に発足する。 

― 2005年12月８日の地域圏法第３条２º） 

第４条 （候補者は誰でもその当選の法的有効性認証の後その就任の前に与えられた受任を断念できる。この辞退は、有効であるため

には、書面で基礎自治体議会に通告しなければならず、議会はそれを正式の決定により法的な正当性を確認する。この決定は基礎自

治体書記により当事者に通告される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日

以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第３条）。 

第５条 （被選挙資格の条件のいずれか一つを失った議会の構成員は議会の一員でなくなる。 

 理事会は失格を引き起こした性質の事実を議会に通告し直ちに政府に報告する。 

 政府若しくはその代表は前段落に従ってか又は職権により把握し、受領証と引替えに失格を引き起こした性質の事実送達証書を当事

者に伝達する。 

 失格の理由を認識していても、全く送達証書がなく、当事者がその職務に引き続き従事した場合には、その者は刑法第262条により

減刑される可能性がある。 

 第２段落の対象となる通告受領後少なくとも８日以内に、且つその者が実際に要求すれば、必要があればその選択により議会と一緒

に当事者に聴聞した後で、政府若しくはその代表は正式の決定により失格を確認する。この決定は政府若しくはその代表の措置によ

り当該議会の構成員たち又はそこから議会に通告する理事会に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基づきこの決定に対

して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第５条）。 

第６条 （ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の１º） 

 子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい基礎自治体の議員は、書面により（基礎自治体の理事会）に宛てたその請求に

よって、早くても誕生若しくは養育の予定された日から始まり誕生若しくは養育に続く８週間の終わりまで交代させられる。任務の

遂行の中断は書面によるその請求で、８週間を超えて、誕生若しくは養育の日以前の７週間期間中にその任務を引き続き遂行してい

た間のそれに等しい期間延長される。 

 育児休暇のためにその交代を請求する出席できない基礎自治体の議員（ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の２º）は、その名簿

に属し本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第42条に表示された順位中第１位の補欠者により、基礎自治体議会によるこの人物の代理権承認後に交代と

なる。 

 （但し第１段落は出席できない基礎自治体議員がその間に就任した者に続く基礎自治体議会の初会からしか適用できない ― 2005年

12月８日の地域圏法第６条の３º）。 

－ 107 － 

第７条 

 §1. 基礎自治体の議員たちはいかなる俸給も受け取らない。 

    （政府により決められた条件により方法で、基礎自治体の本会議、委員会及び部会に出席した際に出席手当を受け取る ― 

2005年12月８日の地域圏法第７条の１º）。 

    出席手当の額は基礎自治体議会により決められる。 

    この額は最低37.18ユーロと県議会議員たちが県議会の本会議に出席する際にその受け取る出席手当の額に等しい最高額との

間とされ、規則の適用は物価指数に連結して増減する。 

（§2. 基礎自治体議員の出席手当及びその議員がその本来の任務、その派生的任務、並びに本法第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に

定義されているその公的な任務、職務並びに政治的種類の責務のために享受する報酬及び現物給与は下院及び上院の議員たちが

受け取っている議員歳費の１倍半相当かそれよりも低い額である。 

    段落１に決められた限界の超過の場合には、その派生的職務、公的な任務、職務並びに政治的類の責務により基礎自治体議員

により受領される手当及び/又は報酬、現物給与の額は競合分を減らされる ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第１段

落）。 

 §3. （ ― 2005年12月８日の地域圏法第７条の３º）。基礎自治体は、政府が決める方式に従って、法定若しくは規則によるその

他の俸給、年金若しくは諸手当を享受する基礎自治体議員の出席手当を、受任者が要求を自ら行うことを条件に、当事者により

受領されている収入の損失を補償する額に増額することができる。 

    収入の損失を補償する額を増額する出席手当の額は絶対に住民５万人の基礎自治体の助役の俸給を超えてはならない。 

 §4. （…… ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第２段落） 

第８条 障害を理由に、一人ではその任務に従事できない議員は、その任務の遂行のために、基礎自治体議会議員の任務のための被選

挙権者の条件を満たし、基礎自治体の職員の一員でもなければ関係基礎自治体の公共社会福祉センターの職員でもない基礎自治体議

会議員の有権者の中からの選出が可能な信頼の置ける人物に補佐される。 

 第１段落の適用のために、政府は障害のある議員の資格を設けるのに役立つ基準を決める。 

 この補佐をする際は、信頼の置ける人物は同種の能力を提供し、議員と同じ義務に服する。但し、補佐人には出席手当を受け取る権

利はない。 

第９条 （議員の辞職は書面で議会に通告され、議会はこの通告後の最初の会議のときに正式の決定により承諾する。 

 辞職は議会が受諾したときに発効し、この決定は基礎自治体書記により当事者に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基

づきこの決定に対して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第８条）。 

第２節 基礎自治体議会の会議と審議 

第10条 

 §1. 行政に関するいかなる行為も、そのいかなる部分も議会の審理を免れることはできない。 

 §2. 基礎自治体の議員たちは議会により作成された内規により決められた条件内で基礎自治体の行政に関する行為及びその一部分

の写しを入手できる。この内規は同じく基礎自治体の施設及び業務を検査する諸条件をも明確にする。 

 §3. 基礎自治体の議員たちは（基礎自治体理事会）に質問を書面や口頭で提出する権利を有する。内規はこの権利を行使する諸条

件を決める。 

第11条 議会はその権限に含まれる問題が必要とするたびに、また少なくとも年10回は招集される。 

  │１年間に、議会が10回より少なく招集されたときは、翌年中は第86条第２段落で議会の招集のための請求をする議員数（第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第12条第２段落を読め) 

  │は基礎自治体議会のメンバーの４分の１に減らされる。 

  │2004年５月27日の地域圏法により導入された新基礎自治体法第85条の第２段落は、修正が法典化の最終期限である2004年３月31日以後にずれ込んだために、まだ法典に組 

  └み込まれていない。 

 （1976年７月８日の公共福祉センター組織法第26条の２の§５、段落２により課せられた義務に加えて、基礎自治体議会は社会福祉

協議会との合同会議を開催することができる ― 2005年12月８日の地域圏法第９条）。 

第12条 議会は（基礎自体理事会）により招集される。 

 関係する構成員の３分の１の請求により、（基礎自治体理事会）により指定された日と時刻に招集しなければならない。 

第13条 

 §1. 緊急の場合を除き、招集状は書面に作成されて会議の満７日前までに住所に送られる； 

    それには議事日程が含まれる。この期限は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第17条第３段落適用のためには満２日に短縮される。 

    議事日程の項目は十分に明解に決められる。 

 §2. 議事日程の各項目については、通告された全ての部分が議事日程を送付された基礎自治体議会の構成員により自由にそのまま

の形で使えるようになる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規は、基礎自治体の書記若しくはその指名した職員たちが一件書類に出てくる資料に

ついての専門的知識を求める議員たちに提供する準備を可能にする；この場合には、内規は同様にそれに従ってこの専門的知識
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 住民2,000人から2,999人までのそれは11人； 

 住民3,000人から3,999人までのそれは13人； 

 住民4,000人から4,999人までのそれは15人； 

 住民5,000人から6,999人までのそれは17人； 

 住民7,000人から8,999人までのそれは19人； 

 住民9,000人から11,999人までのそれは21人； 

 住民12,000人から14,999人までのそれは23人； 

 住民15,000人から19,999人までのそれは25人； 

 住民20,000人から24,999人までのそれは27人； 

 住民25,000人から29,999人までのそれは29人； 

 住民30,000人から34,999人までのそれは31人； 

 住民35,000人から39,999人までのそれは33人； 

 住民40,000人から49,999人までのそれは35人； 

 住民50,000人から59,999人までのそれは37人； 

 住民60,000人から69,999人までのそれは39人； 

 住民70,000人から79,999人までのそれは41人； 

 住民80,000人から89,999人までのそれは43人； 

 住民90,000人から99,999人までのそれは45人； 

 住民100,000人から149,999人までのそれは47人； 

 住民150,000人から199,999人までのそれは49人； 

 住民200,000人から249,999人までのそれは51人； 

 住民250,000人から299,999人までのそれは53人； 

 住民300,000人以上のそれは55人； 

 議会は、（その中に基礎自治体の理事会の構成員が選挙されなかったとき ― 2005年12月８日の地域圏法第３条１º）、なお上記で

決められた議員数は残される。 

 （基礎自治体の議会は選挙の後の12月の第１月曜日に発足する。それが法定の祝日に当たるときは、次の最初の就業日に発足する。 

― 2005年12月８日の地域圏法第３条２º） 

第４条 （候補者は誰でもその当選の法的有効性認証の後その就任の前に与えられた受任を断念できる。この辞退は、有効であるため

には、書面で基礎自治体議会に通告しなければならず、議会はそれを正式の決定により法的な正当性を確認する。この決定は基礎自

治体書記により当事者に通告される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日

以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第３条）。 

第５条 （被選挙資格の条件のいずれか一つを失った議会の構成員は議会の一員でなくなる。 

 理事会は失格を引き起こした性質の事実を議会に通告し直ちに政府に報告する。 

 政府若しくはその代表は前段落に従ってか又は職権により把握し、受領証と引替えに失格を引き起こした性質の事実送達証書を当事

者に伝達する。 

 失格の理由を認識していても、全く送達証書がなく、当事者がその職務に引き続き従事した場合には、その者は刑法第262条により

減刑される可能性がある。 

 第２段落の対象となる通告受領後少なくとも８日以内に、且つその者が実際に要求すれば、必要があればその選択により議会と一緒

に当事者に聴聞した後で、政府若しくはその代表は正式の決定により失格を確認する。この決定は政府若しくはその代表の措置によ

り当該議会の構成員たち又はそこから議会に通告する理事会に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基づきこの決定に対

して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第５条）。 

第６条 （ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の１º） 

 子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい基礎自治体の議員は、書面により（基礎自治体の理事会）に宛てたその請求に

よって、早くても誕生若しくは養育の予定された日から始まり誕生若しくは養育に続く８週間の終わりまで交代させられる。任務の

遂行の中断は書面によるその請求で、８週間を超えて、誕生若しくは養育の日以前の７週間期間中にその任務を引き続き遂行してい

た間のそれに等しい期間延長される。 

 育児休暇のためにその交代を請求する出席できない基礎自治体の議員（ ― 2005年12月８日の地域圏法第６条の２º）は、その名簿

に属し本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第42条に表示された順位中第１位の補欠者により、基礎自治体議会によるこの人物の代理権承認後に交代と

なる。 

 （但し第１段落は出席できない基礎自治体議員がその間に就任した者に続く基礎自治体議会の初会からしか適用できない ― 2005年

12月８日の地域圏法第６条の３º）。 
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第７条 

 §1. 基礎自治体の議員たちはいかなる俸給も受け取らない。 

    （政府により決められた条件により方法で、基礎自治体の本会議、委員会及び部会に出席した際に出席手当を受け取る ― 

2005年12月８日の地域圏法第７条の１º）。 

    出席手当の額は基礎自治体議会により決められる。 

    この額は最低37.18ユーロと県議会議員たちが県議会の本会議に出席する際にその受け取る出席手当の額に等しい最高額との

間とされ、規則の適用は物価指数に連結して増減する。 

（§2. 基礎自治体議員の出席手当及びその議員がその本来の任務、その派生的任務、並びに本法第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に

定義されているその公的な任務、職務並びに政治的種類の責務のために享受する報酬及び現物給与は下院及び上院の議員たちが

受け取っている議員歳費の１倍半相当かそれよりも低い額である。 

    段落１に決められた限界の超過の場合には、その派生的職務、公的な任務、職務並びに政治的類の責務により基礎自治体議員

により受領される手当及び/又は報酬、現物給与の額は競合分を減らされる ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第１段

落）。 

 §3. （ ― 2005年12月８日の地域圏法第７条の３º）。基礎自治体は、政府が決める方式に従って、法定若しくは規則によるその

他の俸給、年金若しくは諸手当を享受する基礎自治体議員の出席手当を、受任者が要求を自ら行うことを条件に、当事者により

受領されている収入の損失を補償する額に増額することができる。 

    収入の損失を補償する額を増額する出席手当の額は絶対に住民５万人の基礎自治体の助役の俸給を超えてはならない。 

 §4. （…… ― 2007年12月20日のワロン政府法第１条第２段落） 

第８条 障害を理由に、一人ではその任務に従事できない議員は、その任務の遂行のために、基礎自治体議会議員の任務のための被選

挙権者の条件を満たし、基礎自治体の職員の一員でもなければ関係基礎自治体の公共社会福祉センターの職員でもない基礎自治体議

会議員の有権者の中からの選出が可能な信頼の置ける人物に補佐される。 

 第１段落の適用のために、政府は障害のある議員の資格を設けるのに役立つ基準を決める。 

 この補佐をする際は、信頼の置ける人物は同種の能力を提供し、議員と同じ義務に服する。但し、補佐人には出席手当を受け取る権

利はない。 

第９条 （議員の辞職は書面で議会に通告され、議会はこの通告後の最初の会議のときに正式の決定により承諾する。 

 辞職は議会が受諾したときに発効し、この決定は基礎自治体書記により当事者に通告される。上訴の道は、国務院調整法第16条に基

づきこの決定に対して開かれている。それは通告から８日以内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第８条）。 

第２節 基礎自治体議会の会議と審議 

第10条 

 §1. 行政に関するいかなる行為も、そのいかなる部分も議会の審理を免れることはできない。 

 §2. 基礎自治体の議員たちは議会により作成された内規により決められた条件内で基礎自治体の行政に関する行為及びその一部分

の写しを入手できる。この内規は同じく基礎自治体の施設及び業務を検査する諸条件をも明確にする。 

 §3. 基礎自治体の議員たちは（基礎自治体理事会）に質問を書面や口頭で提出する権利を有する。内規はこの権利を行使する諸条

件を決める。 

第11条 議会はその権限に含まれる問題が必要とするたびに、また少なくとも年10回は招集される。 

  │１年間に、議会が10回より少なく招集されたときは、翌年中は第86条第２段落で議会の招集のための請求をする議員数（第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第12条第２段落を読め) 

  │は基礎自治体議会のメンバーの４分の１に減らされる。 

  │2004年５月27日の地域圏法により導入された新基礎自治体法第85条の第２段落は、修正が法典化の最終期限である2004年３月31日以後にずれ込んだために、まだ法典に組 

  └み込まれていない。 

 （1976年７月８日の公共福祉センター組織法第26条の２の§５、段落２により課せられた義務に加えて、基礎自治体議会は社会福祉

協議会との合同会議を開催することができる ― 2005年12月８日の地域圏法第９条）。 

第12条 議会は（基礎自体理事会）により招集される。 

 関係する構成員の３分の１の請求により、（基礎自治体理事会）により指定された日と時刻に招集しなければならない。 

第13条 

 §1. 緊急の場合を除き、招集状は書面に作成されて会議の満７日前までに住所に送られる； 

    それには議事日程が含まれる。この期限は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第17条第３段落適用のためには満２日に短縮される。 

    議事日程の項目は十分に明解に決められる。 

 §2. 議事日程の各項目については、通告された全ての部分が議事日程を送付された基礎自治体議会の構成員により自由にそのまま

の形で使えるようになる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規は、基礎自治体の書記若しくはその指名した職員たちが一件書類に出てくる資料に

ついての専門的知識を求める議員たちに提供する準備を可能にする；この場合には、内規は同様にそれに従ってこの専門的知識
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が提供される方式を決める。 

第14条 基礎自治体議会の会議の場所、日、時刻及び議事日程は基礎自治体庁舎に掲示する方法で、同時に議会の招集に関係のある本

巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条、第23条、第24条の第３段落に予定されるものも一般への周知が図られる。 

 報道陣及び利害関係住民たちは、その要求により有効期限内に、必要があれば原価を超えない手数料を払って基礎自治体議会の議事

日程を知らされる。この有効期限は本巻第Ⅱ編第13条に従った召集状の送達後に追加された議事日程の項目には適用されない。 

 内規はその他の公示方法を準備することができる。 

第15条 長若しくはその代理者が議会の議長を務める。 

 会議は議長により開閉される。 

 （議会による本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の対象となる多数派協定の可決以前は、議会は前の立法部の最後に長の職務又は不在なら助役

の職務を、又順位が最上級若しくは不在なら議会の最年長の議員としての職務を行使していた基礎自治体の議員により主宰される。

同年齢の場合には、最年長者が、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、人種

差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２次世界大戦中の

国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧することを意

図した1995年３月23日の国法により民主的な内容の諸原則を尊重する政治集団の中から選ばれる。これが不在なら、議会は直近の選

挙で最高得票数を獲得した名簿上で最多得票を獲得した候補者により主宰される ― 2005年12月８日の地域圏法第10条）。 

第16条 内規に反する条項がなければ、前回の会議の議事録の朗読が各会議の冒頭に行われる。 

 全ての場合に、議事録は少なくとも会議の満７日前に議員が自由に使えるようになる。本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条の対象となる緊急の

場合には、同時に議事日程も自由に使えるようになる。 

 構成員は誰でも会議の最中に議事録について所見を述べる権利を有する。その所見が採択されれば、書記が、開会中か遅くとも次の

会議に、議会の決定に従って、新たな法文を提出する責任を負う。 

 会議が所見なしに過ぎれば、議事録が採択されたものと見なされて長及び書記により署名される。 

 議会が適切と判断するたびごとに、議事録が開会中に全部か一部が作成され、出席構成員により署名がなされる。 

第17条 議会はその現職構成員の過半数が出席していなければ議決することはできない。 

 但し、議会が仮に有資格の構成員が必要な数を得ることなく再度招集される場合には、新たな最終の招集の後、議事日程に３度目の

ために配置された諸問題について審議することができる。 

 ２度目及び３度目の招集は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条により定められた規則に従って行われ、その招集が２度目か３度目に開催される

事情についての言及がなされる；その上、３度目の招集は本条の第２段落の本文通りに再招集されなければならない。 

第18条 基礎自治体議会は内規を採択する。 

 本法の第１部が記載しているものの規定に加えて、この規則は議会の業務に関係のある規定を含めることができる。 

 （内規はその中で基礎自治体議員たちの席次表が確定される諸条件を決める。 

 内規はその中で基礎自治体議会及び社会福祉活動委員会の定例会が準備される諸条件を決める。 

 内規は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§１の第２段落の適用方法を決め、対象となる派生的権限を列挙する。 

 基礎的自治体は、その内規により、職業倫理規定と倫理規定を決める。 

 これらの規定はとりわけ絶対に引き受けてはならない任務の受入の拒否、議会、理事会及び委員会の会議への定期的出席、当選者と

地方行政との関係、住民の監視及び通報を神聖視する ― 2005年12月８日の地域圏法第11条）。） 

第19条 議会（及び理事会 ― 2006年12月８日の地域圏法第12条）の全員は以下のことが禁じられる： 

   １º 選挙の前か後に、個人としてであれ、事業の責任者としてであれ、自分が直接利害関係を有するか、又はその４親等以内の

親族若しくは姻族が個人的にか直接にかそれに利害関係を有する対象の審議に出席する。 

    この禁止は、候補者の推薦、職への任命、及び懲戒手続の場合には２親等の親族若しくは姻族以下には拡張されることはない。 

   ２º 基礎自治体に帰属する公行政の会計検査を補佐してその一員となること。 

第20条 議会の会議は公開である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の条件付きで、基礎自治体議会は、出席構成員の３分の２の多数決で決定を下すが、治安上の利益のために

且つ重大な支障の理由で、会議が公開されないことを決定する。 

第21条 会議は個人の問題に関係するときは公開されない。 

 この種の問題が提起されたときは議長は直ちに非公開を宣告する。 

第22条 懲戒事項を除き、非公開の会議は公開の会議後でなければ行うことはできない。 

 必要と思われれば、公開の会議の間に、非公開の会議の項目の審査を続行して、公開の会議が中断されてこれを終了できる。 

第23条 基礎自治体の議会が、予算、予算若しくは会計の修正を審議するために招集されてから遅くとも満７日には、理事会は、基礎

自治体各議員に予算案、予算若しくは会計の修正案の写しを届ける。 

 案は議会の審議に付されるように、規定の形式でその最終判定に必要な付属文書、例外として会計に関する審議のためには証拠書類

の写しを添えて提出される。予算案及び会計案には報告書が添えられる。 
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 報告書は予算若しくは会計の概要を含む。加えて、予算を取り扱う報告書は、基礎自治体の一般方針と財政を明示し、情報として役

立つ全ての要素と併せて基礎自治体の行政及び財政の状況を概括し、又会計を取り扱うものはこの会計自体が報告される会計年度中

の基礎自治体の財政運営を概括する。 

 基礎自治体議会の会議は公開である。 

 議会が審議する前に、（基礎自治体理事会）報告書の内容について注釈を加える。 

第24条 議事日程とは無関係の対象はいずれも、少しでも遅れれば危険を引き起こす虞のある緊急事態の場合を除き議題に加えること

はできない。 

 緊急事態は少なくとも出席構成員の３分の２によってしか決定することはできない；その氏名は議事録に記載される。 

 議事日程に無関係の提案の全ては、少なくとも会議の満10日前に長若しくはそれに代わる者に引き渡されなければならない；それに

は説明文か又は議会に明らかにできる全ての資料を添えなければならない。（基礎自治体理事会）の構成員はこの権能を行使するの

を禁じられる。 

 長は直ちに議事日程を補足する項目を議会の構成員たちに伝達する。 

 （議事日程に記載される決定をする理由がある各項目には、内規により決められた条件で、審議計画が付け加えられなければならな

い。 

 議事日程に決定の原因となる項目の記載を要求する基礎自治体議会議員はその要求に審議計画を付け加える ― 2005年12月８日の地

域圏法第13条）。 

第25条 議長は議場の取締権を持つ；議長は、賛成、不賛成を問わず公然たる意思表示をしたか又は何らかの方法でこのいずれかの騒

ぎを引き起こした個人は全て、警告を与えた後、直ちに退去させる。 

 議長は、その上、違反者を訴追する調書を作成して、もしもそこで事実に理由があれば、他の告訴がなければ15ユーロの罰金刑か３

日の拘留を宣告できる違警罪裁判所に送付することができる。 

第26条 

 §1. 議決は絶対過半数の投票で決められる；投票が可否同数の場合には提案は否決される。 

 §2. 基礎自治体議会は年次予算全体及び会計全体について可決する。 

    但し、その構成員は誰でも、予算の場合には、その指定する款の一つ乃至複数又は款若しくは項の数群、会計の場合には、そ

の指定する款又は項の一つ乃至複数の分離投票を要求することができる。 

    この場合には、全体の投票は、指定したいずれかの款若しくは複数の款、又は款若しくは項の数群についての投票の後でなけ

れば行えないし、又それは構成員の誰もが分割投票を要求しなかった款、若しくは項と、すでに分離投票により可決されている

款とを対象とする。 

第27条 第４段落以外は議会の構成員は大声で投票する。 

 内規は発声での投票に見合う投票方法を準備することができる。そのようなものと見なされるのは、コンピュータで表現される記名

投票及び着席か起立での投票がある。 

 但し、内規の規定は、出席議員の３分の１が要求すればいつでも投票は発声で行われる。 

 候補者の推薦、役職への任命、休職措置、勤務関係の予防的中断及び懲罰だけは絶対過半数の投票で秘密投票の対象となる。 

 対象が議会の構成員のときは、議長は最後に投票する。 

 前段落は秘密投票には適用されない。 

第28条 任命若しくは候補者の推薦の場合、必要な絶対多数が第１回投票で得られない場合は、最高投票数を得ている候補者間で第２

回投票が行われる。 

 そのために、議長は任命若しくは推薦が行われる数の２倍を含む名簿を作成する。 

 投票はこの名簿に記載された候補者たちにしか行えない。 

 任命若しくは推薦は多数票に行われる。可否同数の場合は候補者中の最年長者が選ばれる。 

第29条 基礎自治体の住民個々人にも、又そのために知事若しくは県理事会から委任を受けた公務員に対して基礎自治体の審議をあり

のまま伝えるのを拒んではならない。 

 但し、議会は非公開を重んじる決議が一定時間秘密を守られる義務があると決定することができる。 

第３節 基礎自治体議会の権限 

第30条 議会は基礎自治体の利益であるもの全てを決定する；議会は上級庁から付託されるその他の対象全てについて審議する。 

 議会の審議は国法若しくは地域圏法により明白に予定された場合だけしか監督庁の承認を受けてはならない。 

第31条 審議は政府が適切と判断すればいつでも又規則により定められているときは事前審査を先に行う。 

 県理事会も同様に基礎自治体議会の審議がその承認に服する場合はいつでもこの事前審査を規定することができる。 

第32条 議会は基礎自治体の内部管理諸規則を作成する。 

 これらの規則は国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則、命令に違反してはならない。 

 議会はそれから48時間以内に写しを県理事会に送付する。 
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が提供される方式を決める。 

第14条 基礎自治体議会の会議の場所、日、時刻及び議事日程は基礎自治体庁舎に掲示する方法で、同時に議会の招集に関係のある本

巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条、第23条、第24条の第３段落に予定されるものも一般への周知が図られる。 

 報道陣及び利害関係住民たちは、その要求により有効期限内に、必要があれば原価を超えない手数料を払って基礎自治体議会の議事

日程を知らされる。この有効期限は本巻第Ⅱ編第13条に従った召集状の送達後に追加された議事日程の項目には適用されない。 

 内規はその他の公示方法を準備することができる。 

第15条 長若しくはその代理者が議会の議長を務める。 

 会議は議長により開閉される。 

 （議会による本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の対象となる多数派協定の可決以前は、議会は前の立法部の最後に長の職務又は不在なら助役

の職務を、又順位が最上級若しくは不在なら議会の最年長の議員としての職務を行使していた基礎自治体の議員により主宰される。

同年齢の場合には、最年長者が、憲法により保障された権利及び自由はもとより、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、人種

差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２次世界大戦中の

国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧することを意

図した1995年３月23日の国法により民主的な内容の諸原則を尊重する政治集団の中から選ばれる。これが不在なら、議会は直近の選

挙で最高得票数を獲得した名簿上で最多得票を獲得した候補者により主宰される ― 2005年12月８日の地域圏法第10条）。 

第16条 内規に反する条項がなければ、前回の会議の議事録の朗読が各会議の冒頭に行われる。 

 全ての場合に、議事録は少なくとも会議の満７日前に議員が自由に使えるようになる。本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条の対象となる緊急の

場合には、同時に議事日程も自由に使えるようになる。 

 構成員は誰でも会議の最中に議事録について所見を述べる権利を有する。その所見が採択されれば、書記が、開会中か遅くとも次の

会議に、議会の決定に従って、新たな法文を提出する責任を負う。 

 会議が所見なしに過ぎれば、議事録が採択されたものと見なされて長及び書記により署名される。 

 議会が適切と判断するたびごとに、議事録が開会中に全部か一部が作成され、出席構成員により署名がなされる。 

第17条 議会はその現職構成員の過半数が出席していなければ議決することはできない。 

 但し、議会が仮に有資格の構成員が必要な数を得ることなく再度招集される場合には、新たな最終の招集の後、議事日程に３度目の

ために配置された諸問題について審議することができる。 

 ２度目及び３度目の招集は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第13条により定められた規則に従って行われ、その招集が２度目か３度目に開催される

事情についての言及がなされる；その上、３度目の招集は本条の第２段落の本文通りに再招集されなければならない。 

第18条 基礎自治体議会は内規を採択する。 

 本法の第１部が記載しているものの規定に加えて、この規則は議会の業務に関係のある規定を含めることができる。 

 （内規はその中で基礎自治体議員たちの席次表が確定される諸条件を決める。 

 内規はその中で基礎自治体議会及び社会福祉活動委員会の定例会が準備される諸条件を決める。 

 内規は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条§１の第２段落の適用方法を決め、対象となる派生的権限を列挙する。 

 基礎的自治体は、その内規により、職業倫理規定と倫理規定を決める。 

 これらの規定はとりわけ絶対に引き受けてはならない任務の受入の拒否、議会、理事会及び委員会の会議への定期的出席、当選者と

地方行政との関係、住民の監視及び通報を神聖視する ― 2005年12月８日の地域圏法第11条）。） 

第19条 議会（及び理事会 ― 2006年12月８日の地域圏法第12条）の全員は以下のことが禁じられる： 

   １º 選挙の前か後に、個人としてであれ、事業の責任者としてであれ、自分が直接利害関係を有するか、又はその４親等以内の

親族若しくは姻族が個人的にか直接にかそれに利害関係を有する対象の審議に出席する。 

    この禁止は、候補者の推薦、職への任命、及び懲戒手続の場合には２親等の親族若しくは姻族以下には拡張されることはない。 

   ２º 基礎自治体に帰属する公行政の会計検査を補佐してその一員となること。 

第20条 議会の会議は公開である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の条件付きで、基礎自治体議会は、出席構成員の３分の２の多数決で決定を下すが、治安上の利益のために

且つ重大な支障の理由で、会議が公開されないことを決定する。 

第21条 会議は個人の問題に関係するときは公開されない。 

 この種の問題が提起されたときは議長は直ちに非公開を宣告する。 

第22条 懲戒事項を除き、非公開の会議は公開の会議後でなければ行うことはできない。 

 必要と思われれば、公開の会議の間に、非公開の会議の項目の審査を続行して、公開の会議が中断されてこれを終了できる。 

第23条 基礎自治体の議会が、予算、予算若しくは会計の修正を審議するために招集されてから遅くとも満７日には、理事会は、基礎

自治体各議員に予算案、予算若しくは会計の修正案の写しを届ける。 

 案は議会の審議に付されるように、規定の形式でその最終判定に必要な付属文書、例外として会計に関する審議のためには証拠書類

の写しを添えて提出される。予算案及び会計案には報告書が添えられる。 
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 報告書は予算若しくは会計の概要を含む。加えて、予算を取り扱う報告書は、基礎自治体の一般方針と財政を明示し、情報として役

立つ全ての要素と併せて基礎自治体の行政及び財政の状況を概括し、又会計を取り扱うものはこの会計自体が報告される会計年度中

の基礎自治体の財政運営を概括する。 

 基礎自治体議会の会議は公開である。 

 議会が審議する前に、（基礎自治体理事会）報告書の内容について注釈を加える。 

第24条 議事日程とは無関係の対象はいずれも、少しでも遅れれば危険を引き起こす虞のある緊急事態の場合を除き議題に加えること

はできない。 

 緊急事態は少なくとも出席構成員の３分の２によってしか決定することはできない；その氏名は議事録に記載される。 

 議事日程に無関係の提案の全ては、少なくとも会議の満10日前に長若しくはそれに代わる者に引き渡されなければならない；それに

は説明文か又は議会に明らかにできる全ての資料を添えなければならない。（基礎自治体理事会）の構成員はこの権能を行使するの

を禁じられる。 

 長は直ちに議事日程を補足する項目を議会の構成員たちに伝達する。 

 （議事日程に記載される決定をする理由がある各項目には、内規により決められた条件で、審議計画が付け加えられなければならな

い。 

 議事日程に決定の原因となる項目の記載を要求する基礎自治体議会議員はその要求に審議計画を付け加える ― 2005年12月８日の地

域圏法第13条）。 

第25条 議長は議場の取締権を持つ；議長は、賛成、不賛成を問わず公然たる意思表示をしたか又は何らかの方法でこのいずれかの騒

ぎを引き起こした個人は全て、警告を与えた後、直ちに退去させる。 

 議長は、その上、違反者を訴追する調書を作成して、もしもそこで事実に理由があれば、他の告訴がなければ15ユーロの罰金刑か３

日の拘留を宣告できる違警罪裁判所に送付することができる。 

第26条 

 §1. 議決は絶対過半数の投票で決められる；投票が可否同数の場合には提案は否決される。 

 §2. 基礎自治体議会は年次予算全体及び会計全体について可決する。 

    但し、その構成員は誰でも、予算の場合には、その指定する款の一つ乃至複数又は款若しくは項の数群、会計の場合には、そ

の指定する款又は項の一つ乃至複数の分離投票を要求することができる。 

    この場合には、全体の投票は、指定したいずれかの款若しくは複数の款、又は款若しくは項の数群についての投票の後でなけ

れば行えないし、又それは構成員の誰もが分割投票を要求しなかった款、若しくは項と、すでに分離投票により可決されている

款とを対象とする。 

第27条 第４段落以外は議会の構成員は大声で投票する。 

 内規は発声での投票に見合う投票方法を準備することができる。そのようなものと見なされるのは、コンピュータで表現される記名

投票及び着席か起立での投票がある。 

 但し、内規の規定は、出席議員の３分の１が要求すればいつでも投票は発声で行われる。 

 候補者の推薦、役職への任命、休職措置、勤務関係の予防的中断及び懲罰だけは絶対過半数の投票で秘密投票の対象となる。 

 対象が議会の構成員のときは、議長は最後に投票する。 

 前段落は秘密投票には適用されない。 

第28条 任命若しくは候補者の推薦の場合、必要な絶対多数が第１回投票で得られない場合は、最高投票数を得ている候補者間で第２

回投票が行われる。 

 そのために、議長は任命若しくは推薦が行われる数の２倍を含む名簿を作成する。 

 投票はこの名簿に記載された候補者たちにしか行えない。 

 任命若しくは推薦は多数票に行われる。可否同数の場合は候補者中の最年長者が選ばれる。 

第29条 基礎自治体の住民個々人にも、又そのために知事若しくは県理事会から委任を受けた公務員に対して基礎自治体の審議をあり

のまま伝えるのを拒んではならない。 

 但し、議会は非公開を重んじる決議が一定時間秘密を守られる義務があると決定することができる。 

第３節 基礎自治体議会の権限 

第30条 議会は基礎自治体の利益であるもの全てを決定する；議会は上級庁から付託されるその他の対象全てについて審議する。 

 議会の審議は国法若しくは地域圏法により明白に予定された場合だけしか監督庁の承認を受けてはならない。 

第31条 審議は政府が適切と判断すればいつでも又規則により定められているときは事前審査を先に行う。 

 県理事会も同様に基礎自治体議会の審議がその承認に服する場合はいつでもこの事前審査を規定することができる。 

第32条 議会は基礎自治体の内部管理諸規則を作成する。 

 これらの規則は国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則、命令に違反してはならない。 

 議会はそれから48時間以内に写しを県理事会に送付する。 
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 これらの規則の写しは直ちにこの結果が記録簿に登録される小審裁判所の事務総長と違警罪裁判所の事務総長に送付される。 

 これらの規則の記事は県公報に登載される。 

第33条 

 §1. 議会は国法、地域圏・共同体法、県条例が決めていない限りそれらの規則への違反に対する罰則を規定することができる。こ

れらの罰則は違警罪の罰則を超えることできない。 

    本法第１部第Ⅰ巻から第Ⅳ巻までに認められるものより強い罰金刑が、現に効力のある諸規則に支えられて、当然違警罪の罰

金の最高まで減刑することができる。 

 §2. 議会はまた法律若しくは命令が刑罰若しくは行政罰を準備していない限り、それらの規則への違反に対して以下の行政罰を規

定することができる： 

   １º 最高247.89ユーロに上る科料： 

   ２º 基礎自治体により任意に行える若しくは許可の行政上の一時停止； 

   ３º 基礎自治体により任意に行える承認若しくは許可の行政上の取消； 

   ４º 一時的又は永久の行政上の施設閉鎖。 

    科料はこのために指定された、以下では「執行官」（“fonctionnaire”）と呼ばれる公務員により課せられる。この執行官は、

§６の適用により違反を証明する者と同一人物であってはならない。 

    上記の対象となる一時停止、取消及び閉鎖は（基礎自治体理事会）により課せられる。 

 §3. 議会は同時に刑罰と行政罰をそれらの規則及び命令への同一の違反のために規定できず、二つの内の一つだけ規定することが

できる。 

 §4. §２の第１段落の２ºから４ºまでに準備された制裁は違反者が事前の警告を受けた後でしか課せられない。この警告は違反し

た規則若しくは命令の写しを含む。 

 §5. 行政罰は動機となった行為の重さに比例し、又再犯の可能性にも関連する。 

    同一の規則若しくは命令への併存する複数の違反の確認は単一の行政罰の理由となり、行為全体の重さに比例する。 

 §6. 違反は警察官によるか又は警察補助職員の調書により確認される。 

 §7. 行為が同時に刑事上の違反と行政上の違反とを構成している場合には、調書の原本は王室検事に送付される。写しが執行官に

送付される。 

    違反が行政罰による処罰だけのときは、調書の原本は執行官だけに送達される。 

 §8. §７の第１段落の対象となる場合には、裁判所の調査若しくは予審が始まったことか又は刑事事項の追及が始まったことを執

行官に知らせるために、王室検事は調書の原本を受理してから１か月で処理する。この通告により執行官が科料を科する可能性

は消える。 

    王室検事による前述の通告が行為の追及を控えるつもりはないと否認する限り、執行官はこの期間の期限前に行政罰を科すこ

とはできない。この期間が過ぎれば、もはや行政的方法で処罰することはできない。 

 §9. 執行官は、行政訴訟を開始する理由があると決定すると、違反者に書留郵便で以下のことを通知する： 

   １º それに関して訴訟が開始された行為； 

   ２º 違反者が書面により書留郵便でその抗弁の理由を書留の通告から15日の期限内に開陳できること、及びこの機会にその抗弁

の口頭での説明を要求する権利を有すること； 

   ３º 違反者が助言者の援助を受け代理される権利を有すること； 

   ４º 違反者がその関係書類を見る権利を有すること； 

   ５º §６の対象となる調書の付属資料の写し。 

    執行官は、場合により、違反者がその抗弁を口頭で開陳するために招かれる日を決定する。 

    執行官が61.97ユーロを超えない罰金が課せられるはずだと見積もった場合には、違反者はその抗弁の口頭での開陳を要求す

る権利を有しない。 

 §10. §９に規定された期間の最終期限日に、若しくは期間の期限前に、違反者が通告を受けた違反者の行為に異議を唱えないとき

又は場合により違反者若しくはその助言者による訴訟事件の口頭弁論の後に、執行官は規則により予定された科料を課すことが

できる。 

    この決定は違反者に書留郵便で通知される。 

    執行官は行為が犯された日から６か月の期間の最終期限日までは科料を課すことはできないが、これにはいずれの上訴手続も

含まれない。 

 §11. 科料を課する決定は§12による上訴の場合を除き、その通知日から１か月の期間の最終期限日に執行力を持つ。 

 §12. 基礎自治体は、科料を課さない場合、又は違反者は書面の申請により違警罪裁判所に対して決定の通知から１か月以内に上訴

を申し立てすることができる。 

    違警罪裁判所は課せられた罰金の適法性及び権衡を判定する。 

－ 111 － 

    違警罪裁判所は執行官の決定を確認することも破棄することもできる。 

    違警罪裁判所の決定は上訴することはできない。 

    前段落とは別に、裁判法の規定が違警罪裁判所への上訴に通用する。 

 §13. 政府は基礎自治体による科料を科する執行官の任命手続と併せて科料の徴収方法を決める。 

    科料は基礎自治体の収益として徴収される。 

第34条 

 §1. 基礎自治体議会は基礎自治体議会の会議のときに討議の準備をする任務を持つ委員会をその内部に設置することができる。 

    各委員会委員の任務は基礎自治体議会を形成する諸会派間に比例配分される；同一名簿上で選挙されたか又は一会派を形成す

るための連合名簿上で選挙された議会の構成員は一会派と見なされる；本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規が委員会の構

成方法及び任務を決定する。 

    委員会はいつでも専門家及び利害関係人の意見を聞くことができる。 

 §2. 基礎自治体議会は基礎自治体の行政に関係する全委員会の委員、併せて基礎自治体事務組合内及び基礎自治体がその構成員で

ある外部法人内の基礎自治体議会代表を選任する。議会はこれらの任務を取り上げることができる。 

第35条 基礎自治体議会は審議会を設置することができる。「審議会」により、議会は「年齢のいかんを問わず基礎自治体議会により

一つか乃至複数の問題についての意見を返す責任を負わされる人々の全ての集まり」に意見を聞くために招く。 

 基礎自治体議会が審議会を設置するときは、議会はそれらの任務に応じた構成を決め、そのなかでこれらの審議会の協議が義務づけ

られる場合を定める。 

 審議会委員の同性の最大限は３分の２である。 

 前段落に予定された条件を尊重しない場合は、審議会の意見は表明されても無効となる。 

 基礎自治体議会は、審議会の正当な理由のある要請に基づき、職務上の理由のためか又はこの最後のものが特殊性を有するためにも、

第２段落の対象となる条件を満たすことができないときにも、例外を承認できる。基礎自治体議会はこの要請が満たさなければなら

ない諸条件を決め、手続を定める。 

 いかなる要請も前段落に基づき承認されない場合は、審議会は第２段落に予定された条件を満たすために、例外の許可の拒否の日か

ら始まる期間内に処理する。審議会がこの期間の終了までに第２段落に記載された諸条件を満たせない場合には、この日からもはや

有効な意見は表明できなくなる。 

 基礎自治体議会の全面改選の年には、（基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に評価報告を提出する。 

 審議会はその任務の遂行に必要な手段を自由に使える。 

第36条 基礎自治体議会は、上級庁の監督下で森林法を作成する権限を有する官署により定められた方法で基礎自治体の樹木及び森林

を管理する。 

（第Ⅲ章 基礎自治体の長及び基礎自治体の理事会 

第１節 政治諸会派及び多数派協定 

第１条 

 §1. 選挙の際に同一名簿上で選出された議員若しくは議員たちは名称が当該名簿のそれの政治会派を構成する。 

    会期中にその政治会派を離脱した議員は当然その基礎自治体議員の資格により生じた権利を行使する全ての任務を放棄するこ

とになる。但し、この議員は、本条及び本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の適用により離脱した政治会派と同一会派と見なされる。 

 §2. 選挙の後の遅くとも12月15日までに協定の草案若しくは諸草案が基礎自治体の書記の手元に提出される。 

    それらが適用できる立法が基礎自治体理事会の中で存在していると予想されれば協定草案は提示される政党と解される政治諸

会派の表示、長、助役の身元紹介と併せて社会福祉協議会会長の身元紹介を含める。 

    協定草案はそれに指名された人々の集まりで少なくとも構成員一人が理事会に参加するよう提案される各政治会派の多数によ

り署名される。 

    会派が二人の構成員でしか構成されていないときは、協定草案はそのうちの一人により署名される。 

    前段落に合致しない協定草案は無効である。 

    その政治会派の多数により署名されない協定草案への議員によりなされた署名は無効である。 

 §3. 多数派協定は選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに議会の出席議員の多数により採択される。（多数派協定

は公開の会議で発声で票決される ― 2006年６月８日の地域圏法第１条）。 

 §4. 多数派協定がいずれも選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに提案されず評決されなかった場合には、政府委

員が任命できる。政府委員は第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条によりこの任務を負っている理事会に代わって現下の難題を迅速

に処理する。 

    多数派協定の採択に関する事項は、その採択まで各議会の議事日程に記載される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

    （§5.会期中に、理事会の構成員全員が辞職した場合には、多数派協定は破棄されたと見なされる。 

    新協定草案は前段落の対象となる基礎自治体理事会の構成員たちの直近の辞職を基礎自治体議会が受理した日から30日以内に
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 これらの規則の写しは直ちにこの結果が記録簿に登録される小審裁判所の事務総長と違警罪裁判所の事務総長に送付される。 

 これらの規則の記事は県公報に登載される。 

第33条 

 §1. 議会は国法、地域圏・共同体法、県条例が決めていない限りそれらの規則への違反に対する罰則を規定することができる。こ

れらの罰則は違警罪の罰則を超えることできない。 

    本法第１部第Ⅰ巻から第Ⅳ巻までに認められるものより強い罰金刑が、現に効力のある諸規則に支えられて、当然違警罪の罰

金の最高まで減刑することができる。 

 §2. 議会はまた法律若しくは命令が刑罰若しくは行政罰を準備していない限り、それらの規則への違反に対して以下の行政罰を規

定することができる： 

   １º 最高247.89ユーロに上る科料： 

   ２º 基礎自治体により任意に行える若しくは許可の行政上の一時停止； 

   ３º 基礎自治体により任意に行える承認若しくは許可の行政上の取消； 

   ４º 一時的又は永久の行政上の施設閉鎖。 

    科料はこのために指定された、以下では「執行官」（“fonctionnaire”）と呼ばれる公務員により課せられる。この執行官は、

§６の適用により違反を証明する者と同一人物であってはならない。 

    上記の対象となる一時停止、取消及び閉鎖は（基礎自治体理事会）により課せられる。 

 §3. 議会は同時に刑罰と行政罰をそれらの規則及び命令への同一の違反のために規定できず、二つの内の一つだけ規定することが

できる。 

 §4. §２の第１段落の２ºから４ºまでに準備された制裁は違反者が事前の警告を受けた後でしか課せられない。この警告は違反し

た規則若しくは命令の写しを含む。 

 §5. 行政罰は動機となった行為の重さに比例し、又再犯の可能性にも関連する。 

    同一の規則若しくは命令への併存する複数の違反の確認は単一の行政罰の理由となり、行為全体の重さに比例する。 

 §6. 違反は警察官によるか又は警察補助職員の調書により確認される。 

 §7. 行為が同時に刑事上の違反と行政上の違反とを構成している場合には、調書の原本は王室検事に送付される。写しが執行官に

送付される。 

    違反が行政罰による処罰だけのときは、調書の原本は執行官だけに送達される。 

 §8. §７の第１段落の対象となる場合には、裁判所の調査若しくは予審が始まったことか又は刑事事項の追及が始まったことを執

行官に知らせるために、王室検事は調書の原本を受理してから１か月で処理する。この通告により執行官が科料を科する可能性

は消える。 

    王室検事による前述の通告が行為の追及を控えるつもりはないと否認する限り、執行官はこの期間の期限前に行政罰を科すこ

とはできない。この期間が過ぎれば、もはや行政的方法で処罰することはできない。 

 §9. 執行官は、行政訴訟を開始する理由があると決定すると、違反者に書留郵便で以下のことを通知する： 

   １º それに関して訴訟が開始された行為； 

   ２º 違反者が書面により書留郵便でその抗弁の理由を書留の通告から15日の期限内に開陳できること、及びこの機会にその抗弁

の口頭での説明を要求する権利を有すること； 

   ３º 違反者が助言者の援助を受け代理される権利を有すること； 

   ４º 違反者がその関係書類を見る権利を有すること； 

   ５º §６の対象となる調書の付属資料の写し。 

    執行官は、場合により、違反者がその抗弁を口頭で開陳するために招かれる日を決定する。 

    執行官が61.97ユーロを超えない罰金が課せられるはずだと見積もった場合には、違反者はその抗弁の口頭での開陳を要求す

る権利を有しない。 

 §10. §９に規定された期間の最終期限日に、若しくは期間の期限前に、違反者が通告を受けた違反者の行為に異議を唱えないとき

又は場合により違反者若しくはその助言者による訴訟事件の口頭弁論の後に、執行官は規則により予定された科料を課すことが

できる。 

    この決定は違反者に書留郵便で通知される。 

    執行官は行為が犯された日から６か月の期間の最終期限日までは科料を課すことはできないが、これにはいずれの上訴手続も

含まれない。 

 §11. 科料を課する決定は§12による上訴の場合を除き、その通知日から１か月の期間の最終期限日に執行力を持つ。 

 §12. 基礎自治体は、科料を課さない場合、又は違反者は書面の申請により違警罪裁判所に対して決定の通知から１か月以内に上訴

を申し立てすることができる。 

    違警罪裁判所は課せられた罰金の適法性及び権衡を判定する。 
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    違警罪裁判所は執行官の決定を確認することも破棄することもできる。 

    違警罪裁判所の決定は上訴することはできない。 

    前段落とは別に、裁判法の規定が違警罪裁判所への上訴に通用する。 

 §13. 政府は基礎自治体による科料を科する執行官の任命手続と併せて科料の徴収方法を決める。 

    科料は基礎自治体の収益として徴収される。 

第34条 

 §1. 基礎自治体議会は基礎自治体議会の会議のときに討議の準備をする任務を持つ委員会をその内部に設置することができる。 

    各委員会委員の任務は基礎自治体議会を形成する諸会派間に比例配分される；同一名簿上で選挙されたか又は一会派を形成す

るための連合名簿上で選挙された議会の構成員は一会派と見なされる；本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第18条の対象となる内規が委員会の構

成方法及び任務を決定する。 

    委員会はいつでも専門家及び利害関係人の意見を聞くことができる。 

 §2. 基礎自治体議会は基礎自治体の行政に関係する全委員会の委員、併せて基礎自治体事務組合内及び基礎自治体がその構成員で

ある外部法人内の基礎自治体議会代表を選任する。議会はこれらの任務を取り上げることができる。 

第35条 基礎自治体議会は審議会を設置することができる。「審議会」により、議会は「年齢のいかんを問わず基礎自治体議会により

一つか乃至複数の問題についての意見を返す責任を負わされる人々の全ての集まり」に意見を聞くために招く。 

 基礎自治体議会が審議会を設置するときは、議会はそれらの任務に応じた構成を決め、そのなかでこれらの審議会の協議が義務づけ

られる場合を定める。 

 審議会委員の同性の最大限は３分の２である。 

 前段落に予定された条件を尊重しない場合は、審議会の意見は表明されても無効となる。 

 基礎自治体議会は、審議会の正当な理由のある要請に基づき、職務上の理由のためか又はこの最後のものが特殊性を有するためにも、

第２段落の対象となる条件を満たすことができないときにも、例外を承認できる。基礎自治体議会はこの要請が満たさなければなら

ない諸条件を決め、手続を定める。 

 いかなる要請も前段落に基づき承認されない場合は、審議会は第２段落に予定された条件を満たすために、例外の許可の拒否の日か

ら始まる期間内に処理する。審議会がこの期間の終了までに第２段落に記載された諸条件を満たせない場合には、この日からもはや

有効な意見は表明できなくなる。 

 基礎自治体議会の全面改選の年には、（基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に評価報告を提出する。 

 審議会はその任務の遂行に必要な手段を自由に使える。 

第36条 基礎自治体議会は、上級庁の監督下で森林法を作成する権限を有する官署により定められた方法で基礎自治体の樹木及び森林

を管理する。 

（第Ⅲ章 基礎自治体の長及び基礎自治体の理事会 

第１節 政治諸会派及び多数派協定 

第１条 

 §1. 選挙の際に同一名簿上で選出された議員若しくは議員たちは名称が当該名簿のそれの政治会派を構成する。 

    会期中にその政治会派を離脱した議員は当然その基礎自治体議員の資格により生じた権利を行使する全ての任務を放棄するこ

とになる。但し、この議員は、本条及び本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の適用により離脱した政治会派と同一会派と見なされる。 

 §2. 選挙の後の遅くとも12月15日までに協定の草案若しくは諸草案が基礎自治体の書記の手元に提出される。 

    それらが適用できる立法が基礎自治体理事会の中で存在していると予想されれば協定草案は提示される政党と解される政治諸

会派の表示、長、助役の身元紹介と併せて社会福祉協議会会長の身元紹介を含める。 

    協定草案はそれに指名された人々の集まりで少なくとも構成員一人が理事会に参加するよう提案される各政治会派の多数によ

り署名される。 

    会派が二人の構成員でしか構成されていないときは、協定草案はそのうちの一人により署名される。 

    前段落に合致しない協定草案は無効である。 

    その政治会派の多数により署名されない協定草案への議員によりなされた署名は無効である。 

 §3. 多数派協定は選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに議会の出席議員の多数により採択される。（多数派協定

は公開の会議で発声で票決される ― 2006年６月８日の地域圏法第１条）。 

 §4. 多数派協定がいずれも選挙の法的有効性の認証の日の後遅くとも３か月までに提案されず評決されなかった場合には、政府委

員が任命できる。政府委員は第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条によりこの任務を負っている理事会に代わって現下の難題を迅速

に処理する。 

    多数派協定の採択に関する事項は、その採択まで各議会の議事日程に記載される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

    （§5.会期中に、理事会の構成員全員が辞職した場合には、多数派協定は破棄されたと見なされる。 

    新協定草案は前段落の対象となる基礎自治体理事会の構成員たちの直近の辞職を基礎自治体議会が受理した日から30日以内に
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基礎自治体書記の手元に提出されなければならない。 

    長は多数派協定の政党である政治会派出のベルギー国籍を有する議員であり、新多数派協定の中で身元紹介が繰り返される。 

    長は又議会外からも任命することができる。 

    議会外から任命される長は理事会での発言権を有する。長は議会内に議席を占め発言権を有する。長はベルギー国籍で、第４

部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなければならない。 

    多数派協定は議会外から任命される長が関係する政治会派を指定する。 

    第２段落の対象となる30日の期間の後で、新多数派協定が採択されなかった場合に限り、政府は新たな選挙を執行させること

ができる。この場合には政府は議会への政府の決定の通知の日に基礎自治体の有権者の登録簿を作成し、この通知の15日以内に

新たな選挙を執行するために基礎自治体の有権者たちを招集する責任を知事に負わせる。選挙の運営をはっきりさせる予定表は

政府により決められる ― 2007年６月27日の地域圏法第２条）。 

（第２条 会期中に、多数派協定の加証書が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第６条、第７条、第12条、本編第Ⅴ章第２条、第７条の対象となる場合

理事会構成員の一部交代が、又はそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に社会福祉協議会会長

の任命ができるようにするために採択することができる。 

    加証書は議会の出席構成員の多数で可決される。理事会の新構成員は交代した者の任務を全うする）。 

（第２節 基礎自治体理事会 

第３条 理事会は長、助役及びそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合の社会福祉協議会会長から

なる。 

 理事会の構成員は異性からなる。 

 理事会は議会に責任を負う ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第４条 

 §1. 長は本巻第第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定の政党である政治諸会派の中で多数を獲得した名簿上で特に多

数票を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙される。 

    可否同数の場合には、名簿の順序が優先する。 

 §2. §１の対象となる議員がこの職務への従事を断念した場合、又は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条にもかかわらず、その職務への従事

を中止した場合は、同一政治会派の中で直近の選挙の際にその次に最多数を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙され、以下

同様である。 

    直近の選挙の際に特に最高得票をした多数派協定の政党である政治会派の議員が全てこの職務への従事を断念した場合は、直

近の選挙の際に第２位の得票数を確保した多数派協定の政党である政治会派の中で特に最多数を獲得した議員が長に選ばれる。 

 §3. （本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§５により対象となる場合を除き、割り当てられた長の職務への従事を断念したか若しくは従事

した後で断念した§１若しくは§２の対象となる議員は会期中は基礎自治体理事会の構成員とはなれない ― 2007年６月27日の

地域圏法第３条） ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第５条 長が欠勤するか支障がある場合、その職務はベルギー国籍の長により委任された助役により遂行される。さもなければ、ベ

ルギー国籍の第１順位の助役により代理される。大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する長は、この職

に従事する期間支障があると見なされる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第６条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で長を一時停職させるか若しくは

解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された長は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第７条 長の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する。 

 長は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う。 

（第８条  

 §1. 社会福祉協議会会長は、それが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に、社会福祉協議会の決

定に監督権を行使するとき以外議会内で議席を占め発言権を有する。この場合、その要求で若しくは理事会の要求で聴聞は受け

るが、審議へは参加できない。 

    同会長構成員でない場合には、基礎自治体議会内で議席を占め発言権を有する。 

    基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条で予定されている基礎自治体理事会に出席する助役の人数を一人減らす決定をする

ことができる。 

    基礎自治体議会の統一改選の際には、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の適用で同第９条で決定された助役の人数は少なくとも住民２

万人を数える基礎自治体では一人減らすことができる。 

  （注 この段落は2012年10月１日に発効する。） 

    社会福祉協議会会長はその固有の権限を行使する。理事会のその他の構成員と同様に、それが適用できる立法が基礎自治体理
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事会へのその出席を予定している場合には、助役の権限の割当てに加わる。 

 §2. 助役は議会の構成員の間で選出される。 

    多数派協定により拘束される政治諸会派の議員全員が同性である場合には、助役の一人については助役について前段落で予定

された規定の例外となる。そのように｛議員内から｝任命された助役はあらゆる場合に理事会内で投票権を有する。助役は理事

会内で議席を占め発言権を有する。 

    助役が議会の構成員でないときは、第Ⅳ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなけれ

ばならない。 

    多数派協定は議会外から任命される助役が関係する政治会派を指定する。 

 §3. その身元紹介が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定に含まれる名簿に表示される議員の助役たちは当然選

出される。助役たちの序列は多数派協定に表示される名簿の位置により決められる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第９条 基礎自治体の助役の人数： 

  ― 住民1,000人未満には２人 

  ― 住民1,000人から4,999人には３人 

  ― 住民5,000人から9,999人には４人 

  ― 住民10,000人から19,999人には５人 

  ― 住民20,000人から29,999人には６人 

  ― 住民30,000人から49,999人には７人 

  ― 住民50,000人から99,999人には８人 

  ― 住民100,000人から199,999人には９人 

  ― 住民200,000人以上には10人 ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第10条 

 §1. 欠勤するか若しくは支障がある助役は、支障に相応する期間について、理事会の提案により議員たちの中から議会により指名

されたその所属の政治会派の議員により代理される。さもなければ、多数派協定により拘束されるその他の政治会派出の議員に

より代理される。 

    この規定の適用には本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条に記載された兼職禁止が考慮される。 

    欠勤するか若しくは支障がある助役は、多数派協定により拘束される政治諸会派の理事会の構成員全員及び議員全員が同性で

ある場合には、本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条の§２の第２段落により決められた諸条件の下で、議会外の同一政治会派に所属する議

会外の助役により代理される。 

 §2. 大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する助役は、この職に従事する期間支障があると見なされる。 

    子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい助役は、書面により理事会に宛てたその請求によって、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章

第６条の対象となる期間について代理される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第11条 助役の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第12条 その選挙のときに議会の構成員だった助役は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う ― 2005年12月８日の地域圏法

第14条）。 

（第13条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で助役を一時停職させるか若しく

は解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された助役は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第３節 基礎自治体理事会の責任の実行 

第14条 

 §1. 理事会は、その構成員各自が一様に、議会に責任を負っている。 

    議会は理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人に関する不信任の動議を可決することができる。 

    この動議は、理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の後任を、それぞれの場合に応じて提示した場合にしか受け入れら

れない。 

    それが理事会全員に関係するときは、代わりの多数を形成する各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提出される場合

にしか受け入れられない。 

    （不信任についての討論及び投票は、この提出後少なくとも満７日を経た場合に限り、基礎自治体の書記の手元にそれが提出

された後の次回の基礎自治体議会の議事日程に記載される。不信任動議の原文は、直ちに基礎自治体書記により議会及び理事会

の各構成員に送られる。不信任動議の提出は直ちに基礎自治体庁舎での掲示により周知が図られる ― 2006年６月８日の地域圏

法第２条の１）。 

    不信任の動議が理事会の一人乃至複数人に向けられるときは、この者たちは、出席していれば、自分で議会に、あらゆる場合
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基礎自治体書記の手元に提出されなければならない。 

    長は多数派協定の政党である政治会派出のベルギー国籍を有する議員であり、新多数派協定の中で身元紹介が繰り返される。 

    長は又議会外からも任命することができる。 

    議会外から任命される長は理事会での発言権を有する。長は議会内に議席を占め発言権を有する。長はベルギー国籍で、第４

部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなければならない。 

    多数派協定は議会外から任命される長が関係する政治会派を指定する。 

    第２段落の対象となる30日の期間の後で、新多数派協定が採択されなかった場合に限り、政府は新たな選挙を執行させること

ができる。この場合には政府は議会への政府の決定の通知の日に基礎自治体の有権者の登録簿を作成し、この通知の15日以内に

新たな選挙を執行するために基礎自治体の有権者たちを招集する責任を知事に負わせる。選挙の運営をはっきりさせる予定表は

政府により決められる ― 2007年６月27日の地域圏法第２条）。 

（第２条 会期中に、多数派協定の加証書が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第６条、第７条、第12条、本編第Ⅴ章第２条、第７条の対象となる場合

理事会構成員の一部交代が、又はそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に社会福祉協議会会長

の任命ができるようにするために採択することができる。 

    加証書は議会の出席構成員の多数で可決される。理事会の新構成員は交代した者の任務を全うする）。 

（第２節 基礎自治体理事会 

第３条 理事会は長、助役及びそれが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合の社会福祉協議会会長から

なる。 

 理事会の構成員は異性からなる。 

 理事会は議会に責任を負う ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第４条 

 §1. 長は本巻第第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定の政党である政治諸会派の中で多数を獲得した名簿上で特に多

数票を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙される。 

    可否同数の場合には、名簿の順序が優先する。 

 §2. §１の対象となる議員がこの職務への従事を断念した場合、又は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条にもかかわらず、その職務への従事

を中止した場合は、同一政治会派の中で直近の選挙の際にその次に最多数を獲得したベルギー国籍の議員が当然選挙され、以下

同様である。 

    直近の選挙の際に特に最高得票をした多数派協定の政党である政治会派の議員が全てこの職務への従事を断念した場合は、直

近の選挙の際に第２位の得票数を確保した多数派協定の政党である政治会派の中で特に最多数を獲得した議員が長に選ばれる。 

 §3. （本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§５により対象となる場合を除き、割り当てられた長の職務への従事を断念したか若しくは従事

した後で断念した§１若しくは§２の対象となる議員は会期中は基礎自治体理事会の構成員とはなれない ― 2007年６月27日の

地域圏法第３条） ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第５条 長が欠勤するか支障がある場合、その職務はベルギー国籍の長により委任された助役により遂行される。さもなければ、ベ

ルギー国籍の第１順位の助役により代理される。大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する長は、この職

に従事する期間支障があると見なされる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第６条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で長を一時停職させるか若しくは

解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された長は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第７条 長の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する。 

 長は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う。 

（第８条  

 §1. 社会福祉協議会会長は、それが適用できる立法が基礎自治体理事会へのその出席を予定している場合に、社会福祉協議会の決

定に監督権を行使するとき以外議会内で議席を占め発言権を有する。この場合、その要求で若しくは理事会の要求で聴聞は受け

るが、審議へは参加できない。 

    同会長構成員でない場合には、基礎自治体議会内で議席を占め発言権を有する。 

    基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条で予定されている基礎自治体理事会に出席する助役の人数を一人減らす決定をする

ことができる。 

    基礎自治体議会の統一改選の際には、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の適用で同第９条で決定された助役の人数は少なくとも住民２

万人を数える基礎自治体では一人減らすことができる。 

  （注 この段落は2012年10月１日に発効する。） 

    社会福祉協議会会長はその固有の権限を行使する。理事会のその他の構成員と同様に、それが適用できる立法が基礎自治体理
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事会へのその出席を予定している場合には、助役の権限の割当てに加わる。 

 §2. 助役は議会の構成員の間で選出される。 

    多数派協定により拘束される政治諸会派の議員全員が同性である場合には、助役の一人については助役について前段落で予定

された規定の例外となる。そのように｛議員内から｝任命された助役はあらゆる場合に理事会内で投票権を有する。助役は理事

会内で議席を占め発言権を有する。 

    助役が議会の構成員でないときは、第Ⅳ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たし保持しなけれ

ばならない。 

    多数派協定は議会外から任命される助役が関係する政治会派を指定する。 

 §3. その身元紹介が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の適用で採択された多数派協定に含まれる名簿に表示される議員の助役たちは当然選

出される。助役たちの序列は多数派協定に表示される名簿の位置により決められる ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第９条 基礎自治体の助役の人数： 

  ― 住民1,000人未満には２人 

  ― 住民1,000人から4,999人には３人 

  ― 住民5,000人から9,999人には４人 

  ― 住民10,000人から19,999人には５人 

  ― 住民20,000人から29,999人には６人 

  ― 住民30,000人から49,999人には７人 

  ― 住民50,000人から99,999人には８人 

  ― 住民100,000人から199,999人には９人 

  ― 住民200,000人以上には10人 ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第10条 

 §1. 欠勤するか若しくは支障がある助役は、支障に相応する期間について、理事会の提案により議員たちの中から議会により指名

されたその所属の政治会派の議員により代理される。さもなければ、多数派協定により拘束されるその他の政治会派出の議員に

より代理される。 

    この規定の適用には本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条に記載された兼職禁止が考慮される。 

    欠勤するか若しくは支障がある助役は、多数派協定により拘束される政治諸会派の理事会の構成員全員及び議員全員が同性で

ある場合には、本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条の§２の第２段落により決められた諸条件の下で、議会外の同一政治会派に所属する議

会外の助役により代理される。 

 §2. 大臣、副大臣、地域圏政府の構成員若しくは副大臣の職務に従事する助役は、この職に従事する期間支障があると見なされる。 

    子どもの誕生若しくは養育時に育児休暇を取りたい助役は、書面により理事会に宛てたその請求によって、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章

第６条の対象となる期間について代理される ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第11条 助役の辞職は文書で議会に通告され、議会はこの通告の後の会議で承諾する。 

 辞職は議会が承諾した日に発効する ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第12条 その選挙のときに議会の構成員だった助役は議会の一部をなすのを辞めればこの資格を失う ― 2005年12月８日の地域圏法

第14条）。 

（第13条 政府若しくはその代表は、公知の不行跡とか重大な懈怠のために、あらかじめの了解の上で助役を一時停職させるか若しく

は解任する。一時停職は３か月を超えることはできない。 

 解任された助役は同一会期中再選されてはならない ― 2005年12月８日の地域圏法第14条）。 

（第３節 基礎自治体理事会の責任の実行 

第14条 

 §1. 理事会は、その構成員各自が一様に、議会に責任を負っている。 

    議会は理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人に関する不信任の動議を可決することができる。 

    この動議は、理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の後任を、それぞれの場合に応じて提示した場合にしか受け入れら

れない。 

    それが理事会全員に関係するときは、代わりの多数を形成する各政治会派の議員たちの少なくとも半数により提出される場合

にしか受け入れられない。 

    （不信任についての討論及び投票は、この提出後少なくとも満７日を経た場合に限り、基礎自治体の書記の手元にそれが提出

された後の次回の基礎自治体議会の議事日程に記載される。不信任動議の原文は、直ちに基礎自治体書記により議会及び理事会

の各構成員に送られる。不信任動議の提出は直ちに基礎自治体庁舎での掲示により周知が図られる ― 2006年６月８日の地域圏

法第２条の１）。 

    不信任の動議が理事会の一人乃至複数人に向けられるときは、この者たちは、出席していれば、自分で議会に、あらゆる場合
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に投票に入る直前にその所見を自由に強調する権利がある ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の２）。 

    不信任動議は議会の構成員の多数でしか可決することはできない。（基礎自治体議会は、その投票により、絶対の権限を持っ

て根拠づけられた理由を評価する ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の３）。 

    不信任動議は基礎自治体議会により公開の会議で検討される ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の４）。 

    動議の可決は疑義を差し挟まれた理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の辞職と、併せて新理事会又は一人乃至複数人

の新構成員の選挙とをもたらす。 

 §2. §１の対象となる動議が長に向けられたときは、この後者の交代のために、第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第４条に含まれる諸規

定が適用され、それに対して不信任動議が投票されるに至る長はもはや考慮に値しないと解される。 

 §3. 理事会全員に関する不信任動議は基礎自治体理事会の設置から１年半の期限が切れる前には提出することはできない。 

    理事会全員に対する不信任動議が議会により可決されると、いかなる新たな集合的不信任動議も１年の期間の期限切れ前には

提出することはできない。 

    いかなる理事会全員に関する不信任動議も選挙の前年６月30日以後には提出することはできない ― 2005年12月８日の地域圏

法第14条）。 

第（４節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長及び助役の俸給及び服装 

第15条 

 §1. 長の俸給は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に決められた、適合する基礎自治体の基礎自治体書記の俸給の等級の最高水準の以下の

パーセンテージを適用して決められる； 

   １º 住民5,000人までの基礎自治体：75％ 

   ２º 住民5,001人から10,000人までの基礎自治体：80％； 

   ３º 住民10,001人から20,000人までの基礎自治体：85％； 

   ４º 住民20,001人から50,000人までの基礎自治体：95％； 

   ５º 住民50,001人から80,000人までの基礎自治体：105％； 

   ６º 住民80,000人以上の基礎自治体：120％。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条により、上の等級に格上げされる基礎自治体は新しい等級の平均相当の住民数を数えると見なされる。 

    §１及び２の段標の対象となる俸給は、基礎自治体書記の俸給に適用できる物価指数と連動する制度に応じて上下する。 

    助役の俸給は、基礎自治体の住民数が50,000人以下か等しいかこの数字以上かに応じて、適合する基礎自治体の長のそれの

60％若しくは75％に決められる。 

    段落１の適用のために、人口はベルギー官報に公表された最新の数字に由来するものである。但し、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条

により上の等級に格上げされる基礎自治体は、以下により住民数を数えると見なされる。 

     ― 政府により格上げされたときは新等級の平均に等しい；  

     ― 職責により格上げされたときは新等級の最小人口の102％に等しい。 

    政府がこれらの俸給の支払方法を決める。 

    前の各段落に応じて行われる俸給の決定が法定の又は規則の定めるその他の俸給、諸手当の減額若しくは廃止をもたらすとき

は、それが要求されたものである限り、政府はその決定した方法に応じて長若しくは助役の俸給を減額することができる。 

    住民50,000人以下の諸基礎自治体では、基礎自治体は、受任者が実際に自ら要求する限り、政府の定める方法に従って、法定

の又は規則の定める俸給、年金若しくは諸手当を享受する長若しくは助役の俸給に当事者の受けられる収入の損失を補償する総

額を加算することができる。 

    収入の損失を補償される長若しくは助役の俸給は、それぞれ住民50,000人の基礎自治体の長若しくは助役の俸給を決して超え

てはならない。 

 §2. 長若しくは助役の休暇給与と年間賞与は政府により決められる。 

 §3. これらの給与以外に、長若しくは助役は、これが仮にどのような理由であろうとどのような名目であろうと基礎自治体の負担

するいかなる報酬も受け取ってはならない。 

第16条 助役が１か月乃至それ以上長の代理をする場合はこれらの職務に結びついた俸給はその助役に支払われる（…… ― 2005年12

月８日の地域圏法第16条の１º）。代理を務める助役は長の俸給と助役の俸給とを同時に受け取ることはできない。 

 議会の構成員が助役の職務を１か月若しくはそれ以上の長期にわたり果たす場合も同様である；この場合にはその代理に結びついた

俸給はその果たしてきた全期間に対して支払われる。 

 （長若しくは代理を務める助役は病気が理由で代理された場合でない限り支障の期間の俸給は支払われない ― 2005年12月８日の地

域圏法第16条の２º）。 

第17条 （長若しくは助役の俸給及びその本来の任務、その派生的任務、及び本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に定められた政

治的類の任務、職務及び責任により享受する報酬並びに現物給与の総計は、下院及び上院の構成員により受領される議員歳費の額に

等しいか又は１倍半以下かである。 
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 前段落に決められた制限を超える額の場合には、長若しくは助役の俸給及び/又は長若しくは助役により受領されるその派生的任務

並びに政治的類の任務、職務及び責任報酬並びに現物給与の額は同額まで引き下げられる ― 2007年12月20日のワロン政府法第２

条）。 

第18条 政府は長及び助役の衣装及び識別標を決める。 

  └本条は2006年４月28日のワロン政府法により発効した。 

第（５節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の会議と審議 

第19条 長は（基礎自治体理事会）の正当な議長である。 

第20条 （基礎自治体理事会）は規則により決められた日時に、又事案の迅速な処理を必要とするたびに開催される。 

 理事会はその構成員の半数以上が出席していなければ審議することはできない。 

 基礎自治体新法第104条第３段落に従って、（基礎自治体理事会）の会議は公開されなければならない。諸決定だけが議事録と本巻

第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の対象となる審議の登録簿に記録される。：それらは単独で法律の効力を有することができる。 

第21条 臨時会の招集は会議の招集の少なくとも満２日前に書面により住所へなされる。 

 但し、緊急の場合には、長が開催日時の判断をしなければならない。 

第22条 決は投票の過半数で採られる；可否同数の場合には、名簿に記載された順位の後の議会の構成員一人を招集する選択をしない

限り、事案は別の会議まで延期される。 

 但し、理事会の多数が討議に先立って緊急性を認めた場合には、理事会議長の投票が決め手になる。３度目の会議で同一事案につい

て可否同数が生じた場合にも、議会の構成員一人を招集することによって理事会内に多数派が構成されない限り同様である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条、及び第27条並びに第29条は（基礎自治体理事会）の会議に適用できる。 

第（６節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の権限 

第23条 （基礎自治体理事会）は以下について責任を負う： 

   １º 特別に委任されたときに、国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則及び条例の執行； 

   ２º 基礎自治体議会の決議の公布及び執行； 

   ３º 基礎自治体の施設の管理； 

   ４º 基礎自治体の収入の管理、支出の支払命令及び会計の監督； 

   ５º 基礎自治体の工事の指揮； 

   ６º 上級庁により採択されている全体計画が存在すれば、基礎自治体の役所によりその信頼が損なわれたと信ずる人々による必

要に応じてこの上級庁及び裁判所への上訴の留保付でのそれに従った自らの道路の調整； 

   ７º 原告にせよ被告にせよ基礎自治体の司法行為； 

   ８º 基礎自治体の財産管理、それにその権利の保全； 

   ９º 基礎自治体による地方警察集団構成員たち以外の賃金雇用者たちの管理； 

   10º 法規や県庁の規則に従った公道及び水路の保守の実施； 

   11º 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第33条の§２の対象となる一時停止、取消及び閉鎖の実施。 

第24条 工業都市では、（基礎自治体理事会）はここに貯蓄銀行を設立するのを世話する。毎年本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条に定められた

会議でこの銀行の状況を報告する。 

第25条 長及び戸籍統括官は、関係する以下のそれぞれを、基礎自治体の公務員に委任することができる： 

   １º 戸籍抄本若しくはそれ以外の証明書の写しの交付； 

   ２º 署名の公的証明； 

   ３º 原本に相違ないことの証明。 

 この機能は、連邦外務大臣若しくはその大臣がこのために委任した公務員たちによって証明しなければならないものを除き、ベル

ギー国内で若しくは外国で使われる予定の文書のために役立つ。 

 基礎自治体公務員たちの署名はその受けている委任の言及に民法第45条が先行していなければならないよりもずっと多く本条により

委任される。 

第26条 （基礎自治体理事会）は公益質屋を監督する。 

 このために、理事会は適切と判断するたびに当該施設を視察し、寄託者や遺言者の意志に沿っているか否かに留意し、そこに取り入

れる改善とそこで見つかった濫用とを議会に報告する。 

第27条 助役の選挙から３か月以内に、理事会は基礎自治体議会にその任期中を網羅し少なくとも主要政策草案を含む一般政策綱領を

提出する。 

 議会による承認の後、この一般政策綱領は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の規定に従って基礎自治体議会により決められた方法で公表され

る。 

第28条 （基礎自治体理事会）は古文書や証書の保存に留意する；理事会は、基礎自治体の証書そのほかの古文書はもとより複式謄本

の一覧表を作成し急いで１枚たりとも売却されたり散逸したりしないようにする。 

－ 114 －



－ 114 － 

に投票に入る直前にその所見を自由に強調する権利がある ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の２）。 

    不信任動議は議会の構成員の多数でしか可決することはできない。（基礎自治体議会は、その投票により、絶対の権限を持っ

て根拠づけられた理由を評価する ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の３）。 

    不信任動議は基礎自治体議会により公開の会議で検討される ― 2006年６月８日の地域圏法第２条の４）。 

    動議の可決は疑義を差し挟まれた理事会若しくはその構成員の一人乃至複数人の辞職と、併せて新理事会又は一人乃至複数人

の新構成員の選挙とをもたらす。 

 §2. §１の対象となる動議が長に向けられたときは、この後者の交代のために、第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第４条に含まれる諸規

定が適用され、それに対して不信任動議が投票されるに至る長はもはや考慮に値しないと解される。 

 §3. 理事会全員に関する不信任動議は基礎自治体理事会の設置から１年半の期限が切れる前には提出することはできない。 

    理事会全員に対する不信任動議が議会により可決されると、いかなる新たな集合的不信任動議も１年の期間の期限切れ前には

提出することはできない。 

    いかなる理事会全員に関する不信任動議も選挙の前年６月30日以後には提出することはできない ― 2005年12月８日の地域圏

法第14条）。 

第（４節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長及び助役の俸給及び服装 

第15条 

 §1. 長の俸給は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に決められた、適合する基礎自治体の基礎自治体書記の俸給の等級の最高水準の以下の

パーセンテージを適用して決められる； 

   １º 住民5,000人までの基礎自治体：75％ 

   ２º 住民5,001人から10,000人までの基礎自治体：80％； 

   ３º 住民10,001人から20,000人までの基礎自治体：85％； 

   ４º 住民20,001人から50,000人までの基礎自治体：95％； 

   ５º 住民50,001人から80,000人までの基礎自治体：105％； 

   ６º 住民80,000人以上の基礎自治体：120％。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条により、上の等級に格上げされる基礎自治体は新しい等級の平均相当の住民数を数えると見なされる。 

    §１及び２の段標の対象となる俸給は、基礎自治体書記の俸給に適用できる物価指数と連動する制度に応じて上下する。 

    助役の俸給は、基礎自治体の住民数が50,000人以下か等しいかこの数字以上かに応じて、適合する基礎自治体の長のそれの

60％若しくは75％に決められる。 

    段落１の適用のために、人口はベルギー官報に公表された最新の数字に由来するものである。但し、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条

により上の等級に格上げされる基礎自治体は、以下により住民数を数えると見なされる。 

     ― 政府により格上げされたときは新等級の平均に等しい；  

     ― 職責により格上げされたときは新等級の最小人口の102％に等しい。 

    政府がこれらの俸給の支払方法を決める。 

    前の各段落に応じて行われる俸給の決定が法定の又は規則の定めるその他の俸給、諸手当の減額若しくは廃止をもたらすとき

は、それが要求されたものである限り、政府はその決定した方法に応じて長若しくは助役の俸給を減額することができる。 

    住民50,000人以下の諸基礎自治体では、基礎自治体は、受任者が実際に自ら要求する限り、政府の定める方法に従って、法定

の又は規則の定める俸給、年金若しくは諸手当を享受する長若しくは助役の俸給に当事者の受けられる収入の損失を補償する総

額を加算することができる。 

    収入の損失を補償される長若しくは助役の俸給は、それぞれ住民50,000人の基礎自治体の長若しくは助役の俸給を決して超え

てはならない。 

 §2. 長若しくは助役の休暇給与と年間賞与は政府により決められる。 

 §3. これらの給与以外に、長若しくは助役は、これが仮にどのような理由であろうとどのような名目であろうと基礎自治体の負担

するいかなる報酬も受け取ってはならない。 

第16条 助役が１か月乃至それ以上長の代理をする場合はこれらの職務に結びついた俸給はその助役に支払われる（…… ― 2005年12

月８日の地域圏法第16条の１º）。代理を務める助役は長の俸給と助役の俸給とを同時に受け取ることはできない。 

 議会の構成員が助役の職務を１か月若しくはそれ以上の長期にわたり果たす場合も同様である；この場合にはその代理に結びついた

俸給はその果たしてきた全期間に対して支払われる。 

 （長若しくは代理を務める助役は病気が理由で代理された場合でない限り支障の期間の俸給は支払われない ― 2005年12月８日の地

域圏法第16条の２º）。 

第17条 （長若しくは助役の俸給及びその本来の任務、その派生的任務、及び本法の第５部第Ⅰ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条に定められた政

治的類の任務、職務及び責任により享受する報酬並びに現物給与の総計は、下院及び上院の構成員により受領される議員歳費の額に

等しいか又は１倍半以下かである。 
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 前段落に決められた制限を超える額の場合には、長若しくは助役の俸給及び/又は長若しくは助役により受領されるその派生的任務

並びに政治的類の任務、職務及び責任報酬並びに現物給与の額は同額まで引き下げられる ― 2007年12月20日のワロン政府法第２

条）。 

第18条 政府は長及び助役の衣装及び識別標を決める。 

  └本条は2006年４月28日のワロン政府法により発効した。 

第（５節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の会議と審議 

第19条 長は（基礎自治体理事会）の正当な議長である。 

第20条 （基礎自治体理事会）は規則により決められた日時に、又事案の迅速な処理を必要とするたびに開催される。 

 理事会はその構成員の半数以上が出席していなければ審議することはできない。 

 基礎自治体新法第104条第３段落に従って、（基礎自治体理事会）の会議は公開されなければならない。諸決定だけが議事録と本巻

第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の対象となる審議の登録簿に記録される。：それらは単独で法律の効力を有することができる。 

第21条 臨時会の招集は会議の招集の少なくとも満２日前に書面により住所へなされる。 

 但し、緊急の場合には、長が開催日時の判断をしなければならない。 

第22条 決は投票の過半数で採られる；可否同数の場合には、名簿に記載された順位の後の議会の構成員一人を招集する選択をしない

限り、事案は別の会議まで延期される。 

 但し、理事会の多数が討議に先立って緊急性を認めた場合には、理事会議長の投票が決め手になる。３度目の会議で同一事案につい

て可否同数が生じた場合にも、議会の構成員一人を招集することによって理事会内に多数派が構成されない限り同様である。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条、及び第27条並びに第29条は（基礎自治体理事会）の会議に適用できる。 

第（６節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― （基礎自治体理事会）の権限 

第23条 （基礎自治体理事会）は以下について責任を負う： 

   １º 特別に委任されたときに、国、地域圏及び共同体、県議会及び県理事会の法律、命令、規則及び条例の執行； 

   ２º 基礎自治体議会の決議の公布及び執行； 

   ３º 基礎自治体の施設の管理； 

   ４º 基礎自治体の収入の管理、支出の支払命令及び会計の監督； 

   ５º 基礎自治体の工事の指揮； 

   ６º 上級庁により採択されている全体計画が存在すれば、基礎自治体の役所によりその信頼が損なわれたと信ずる人々による必

要に応じてこの上級庁及び裁判所への上訴の留保付でのそれに従った自らの道路の調整； 

   ７º 原告にせよ被告にせよ基礎自治体の司法行為； 

   ８º 基礎自治体の財産管理、それにその権利の保全； 

   ９º 基礎自治体による地方警察集団構成員たち以外の賃金雇用者たちの管理； 

   10º 法規や県庁の規則に従った公道及び水路の保守の実施； 

   11º 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第33条の§２の対象となる一時停止、取消及び閉鎖の実施。 

第24条 工業都市では、（基礎自治体理事会）はここに貯蓄銀行を設立するのを世話する。毎年本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条に定められた

会議でこの銀行の状況を報告する。 

第25条 長及び戸籍統括官は、関係する以下のそれぞれを、基礎自治体の公務員に委任することができる： 

   １º 戸籍抄本若しくはそれ以外の証明書の写しの交付； 

   ２º 署名の公的証明； 

   ３º 原本に相違ないことの証明。 

 この機能は、連邦外務大臣若しくはその大臣がこのために委任した公務員たちによって証明しなければならないものを除き、ベル

ギー国内で若しくは外国で使われる予定の文書のために役立つ。 

 基礎自治体公務員たちの署名はその受けている委任の言及に民法第45条が先行していなければならないよりもずっと多く本条により

委任される。 

第26条 （基礎自治体理事会）は公益質屋を監督する。 

 このために、理事会は適切と判断するたびに当該施設を視察し、寄託者や遺言者の意志に沿っているか否かに留意し、そこに取り入

れる改善とそこで見つかった濫用とを議会に報告する。 

第27条 助役の選挙から３か月以内に、理事会は基礎自治体議会にその任期中を網羅し少なくとも主要政策草案を含む一般政策綱領を

提出する。 

 議会による承認の後、この一般政策綱領は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の規定に従って基礎自治体議会により決められた方法で公表され

る。 

第28条 （基礎自治体理事会）は古文書や証書の保存に留意する；理事会は、基礎自治体の証書そのほかの古文書はもとより複式謄本

の一覧表を作成し急いで１枚たりとも売却されたり散逸したりしないようにする。 
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第（７節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長の権限 

第29条 長は、明白に（基礎自治体理事会）若しくは基礎自治体議会に付与されていない限り、国、地域圏及び共同体、県議会及び県

理事会の法律、地域圏・共同体法、規則及び条例の執行に責任を負う。 

第30条 社会福祉協議会会長の正当な要請に基づき、長は無宿の人々に自由に使えるよう、６か月以上放棄された全ての大きい建物の

徴発権を所有者の建物に設定することから出てくる処分をする。徴発権は長から所有者に出された通告の日から始まって６か月の期

間内に正当な損失補償をするのと引き替えでのみ行使することができる。 

 政府は徴発権がそこで行使できる限界、条件及び方法を決めることができる。政府はまた損失補償の算定方法はもとより、手続、占

有期間、所有者の通告方法並びにその徴発権への反対の可能性も決める。 

（第８節 ― 基礎自治体理事会構成員の秘書 ― 2007年11月22日の地域圏法第20条） 

（第31条 基礎自治体理事会の各構成員は秘書一人により補佐を受けられる。基礎自治体議会は秘書たちの構成及び資金調達、併せて

その募集方法、行政上の地位、報酬及び秘書たちの協力者たちの不確定な手当を決める ― 2007年11月22日の地域圏法第20条）。 

第Ⅳ章 書記及び収入役 

第１節 書 記 

第１条 

 §1. 住民1,000人若しくはそれ以下の基礎自治体内の書記の職の欠員の場合は、県知事は基礎自治体議会に地域圏の基礎自治体内

の現職の書記の中からその職の資格保持者を選ぶよう命ずることができる。 

 §2. §１の適用の場合に、必要があれば決められた基礎自治体内に居住する義務を書記に課するのは専ら県知事の役目である。 

第２条 書記は基礎自治体議会により第１部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件で任命される。 

 任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

第３条 書記は、議会によってか、（基礎自治体理事会）によってか、長によってか、それぞれの権限に応じて支配される指揮に従う

義務がある。 

第４条 

 §1. 書記は基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）に提出される事案の準備の責任を負う。 

 §2. （基礎自治体理事会）の権限下で、書記は基礎自治体の業務を指揮し、調整し、法令により予定された例外がなければ職員の

長となる。 

第５条 基礎自治体の書記は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

第６条 基礎自治体議会が下記に定められた下限と上限の範囲内で書記の俸給の等級を決める： 

 1. 住民300人かそれ以下：12,125,44ユーロ〜18,380ユーロ； 

 2. 住民301人から500人：12,858.24ユーロ〜20,322.71ユーロ； 

 3. 住民501人から750人：14,036.08ユーロ〜22,263.69ユーロ； 

 4. 住民751人から1,000人：15,605ユーロ〜24,852ユーロ； 

 5. 住民1,001人から1,250人：17,094.74ユーロ〜27,440.9ユーロ； 

 6. 住民1,251人から1,500人：17,628.63ユーロ〜28,249.23ユーロ； 

 7. 住民1,501人から2,000人：18,315.29ユーロ〜29,058.15ユーロ； 

 8. 住民2,001人から2,500人：19,222.18ユーロ〜30,109.77ユーロ； 

 9. 住民2,501人から3,000人：20,176.67ユーロ〜31,323.45ユーロ； 

 10. 住民3,001人から4,000人：21,260.61ユーロ〜32,698.32ユーロ； 

 11. 住民4,001人から5,000人：22,344.55ユーロ〜33,911.60ユーロ； 

 12. 住民5,001人から6,000人：23,428.52ユーロ〜35,125.03ユーロ； 

 13. 住民6,001人から8,000人：25,386.03ユーロ〜37,390.13ユーロ； 

 14. 住民8,001人から10,000人：27,117.1ユーロ〜39,979.51ユーロ； 

 15. 住民10,001人から15,000人：29,204.06ユーロ〜43,133.6ユーロ； 

 16. 住民15,001人から20,000人：31,663.12ユーロ〜46,207.43ユーロ； 

 17. 住民20,001人から25,000人：33,475.07ユーロ〜49,281.46ユーロ； 

 18. 住民25,001人から35,000人：35,562.09ユーロ〜52,516.86ユーロ； 

 19. 住民35,001人から50,000人：37,729.92ユーロ〜55,590.45ユーロ； 

 20. 住民50,001人から80,000人：40,334.58ユーロ〜58,988.12ユーロ； 

 21. 住民80,001人から150,000人：42,712.75ユーロ〜62,223.75ユーロ； 

 22. 住民150,000人以上：46,320.47ユーロ〜67,076.74ユーロ。 

 書記の俸給の等級の最低及び最高の額は指数軸138.01に連動させられる。 

 政府はこれらの額を県及び地方の行政職員の職階の等級を改訂する規則全てのベルギー官報への公示に３か月間当てることができる。 
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 １から４の等級の基礎自治体については、書記は少なくとも17,005.5ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の

制限内で承認される定期昇給の働きにより超えられる額までの俸給を受ける。 

 そのほかの基礎自治体については、書記は少なくとも20,773.48ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の制限

内で承認される定期昇給の働きにより超えられる。 

第７条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に予定される１から19の等級に属する基礎自治体は、その要求により基礎自治体の書記の職

務に帰属する等級の決定のために、政府によりその中に人口に比例して含まれる等級を超える等級に分類される。 

 住民35,001人から50,000人の基礎自治体は直ぐ上の等級にしか分類されることはできない。その他の基礎自治体は、その人口が住民

10,001人から35,000人、5,001人から10,000人、又は住民5,001人以下に応じて、直ぐ上の２、３若しくは４の内の一つにしか分類さ

れることはできない。 

第８条 書記は、住民2,000人以下の基礎自治体については最低の５％以下、住民2,001人から4,000人の基礎自治体については最低の

４％以下、そのほかの基礎自治体については３％以下とはならない２年ごとの昇給の権利を有する。 

 昇給は就職した記念日の翌月の初日に発効する。 

 書記の職歴の幅は25年を超えられないが、15年以下であってはならない。 

 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で再分類の対象とならない限り、基礎自治体は人口数に従って分類される。 

 但し、下位の等級への基礎自治体の移行はこの等級変更の時点で職にあった書記の俸給の最低最高には影響がない。 

第９条 基礎自治体の書記の最低の俸給は、国、地域圏、共同体、基礎自治体、県及びその他の政府が定めた公共企業体の職で得られ

た勤続年数に応じた補完で増額される。この補完は政府により制定される規則に従って算定される。 

第10条 基礎自治体は、その書記たちに、連邦公共事業の職員に適用できるヴァカンスの年次休暇に関する措置を講じさせる責任があ

る。 

第11条 書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するときは、連携している基礎自治体の総計人口に応じた等級によ

り予定される最低最高が、書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するのに応じて25％若しくは30％増額される。 

 この場合、各関係基礎自治体は、第１段落の限界に従って、連携している基礎自治体の総計人口についての報告による基礎自治体の

人口に比例して書記の俸給を決める。 

 最高は住民6,001人から8,000人の等級について予定された最高を超えられない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で上位の等級に分類される基礎自治体の人口はこの等級の人口の最低及び最高の算術平均相当と見な

される。 

第12条 書記の俸給は、通常なら関係者がそれを要求することができる手当の全てを網羅し、そこにはこの仕事が他の公務員には任せ

られない基礎自治体の戸籍登記所の管理が必要とするものも含む。 

第13条 一定の資格で任命される書記の俸給は毎月先払いにより支払われる。それは就任の日に確定する。これが月の途中で起これば、

書記はこの月について就任の日を含むその日から残りの日割で30分の１ずつ手に入れる。職務の停止の場合、始まった月の全額が完

全に支払われる。 

第14条 基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条に違反した書記に懲罰を課す。 

第15条 住民60,000人以上の基礎自治体には、基礎自治体議会は書記補の資格を付与された公務員の一人を書記に就けることができる。 

第16条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条及び同第14条は書記補に適用できる。 

第17条 書記補はその職務の遂行について書記を補佐する。 

 書記補は書記が欠勤若しくは支障がある場合にその職務の全てを遂行する。 

第18条 書記補の俸給は基礎自治体議会により決められる。 

 この俸給は基礎自治体の書記について決められたそれよりも下にとどめられなければならない。 

第19条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第17条の規定の適用とは別に、基礎自治体議会は、書記に支障のある場合若しくは職の欠員の場合に職務を

行う書記を一人任命する。急ぐ場合には、その任命は（基礎自治体理事会）により行われ、その直後の会議の最中に基礎自治体議会

により承認される。 

第20条 その職務を行う書記は、毎日の手当として、基礎自治体の公務員の中から選ばれない限り、職の等級の平均の俸給の300分の

１に相当する報酬を受ける。この場合、この書記が１か月以上の期間職務を遂行するならば、政府により決められた規則に従って算

定された手当を受ける。 

第２節 収入役 

第21条 

 §1. 基礎自治体の収入役の職務は下記の規定に従って付与され実行される： 

   １º 住民10,000人以上を数える基礎自治体においては地方収入役により； 

   ２º 住民5,001人から10,000人までを数える基礎自治体においては地域圏収入役により；但し、基礎自治体議会は地方収入役の

職を設置することができる； 

   ３º 住民5,000人以下を数える基礎自治体においては地域圏収入役により。 
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第（７節 ― 2005年12月８日の地域圏法第15条） ― 長の権限 

第29条 長は、明白に（基礎自治体理事会）若しくは基礎自治体議会に付与されていない限り、国、地域圏及び共同体、県議会及び県

理事会の法律、地域圏・共同体法、規則及び条例の執行に責任を負う。 

第30条 社会福祉協議会会長の正当な要請に基づき、長は無宿の人々に自由に使えるよう、６か月以上放棄された全ての大きい建物の

徴発権を所有者の建物に設定することから出てくる処分をする。徴発権は長から所有者に出された通告の日から始まって６か月の期

間内に正当な損失補償をするのと引き替えでのみ行使することができる。 

 政府は徴発権がそこで行使できる限界、条件及び方法を決めることができる。政府はまた損失補償の算定方法はもとより、手続、占

有期間、所有者の通告方法並びにその徴発権への反対の可能性も決める。 

（第８節 ― 基礎自治体理事会構成員の秘書 ― 2007年11月22日の地域圏法第20条） 

（第31条 基礎自治体理事会の各構成員は秘書一人により補佐を受けられる。基礎自治体議会は秘書たちの構成及び資金調達、併せて

その募集方法、行政上の地位、報酬及び秘書たちの協力者たちの不確定な手当を決める ― 2007年11月22日の地域圏法第20条）。 

第Ⅳ章 書記及び収入役 

第１節 書 記 

第１条 

 §1. 住民1,000人若しくはそれ以下の基礎自治体内の書記の職の欠員の場合は、県知事は基礎自治体議会に地域圏の基礎自治体内

の現職の書記の中からその職の資格保持者を選ぶよう命ずることができる。 

 §2. §１の適用の場合に、必要があれば決められた基礎自治体内に居住する義務を書記に課するのは専ら県知事の役目である。 

第２条 書記は基礎自治体議会により第１部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件で任命される。 

 任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

第３条 書記は、議会によってか、（基礎自治体理事会）によってか、長によってか、それぞれの権限に応じて支配される指揮に従う

義務がある。 

第４条 

 §1. 書記は基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）に提出される事案の準備の責任を負う。 

 §2. （基礎自治体理事会）の権限下で、書記は基礎自治体の業務を指揮し、調整し、法令により予定された例外がなければ職員の

長となる。 

第５条 基礎自治体の書記は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

第６条 基礎自治体議会が下記に定められた下限と上限の範囲内で書記の俸給の等級を決める： 

 1. 住民300人かそれ以下：12,125,44ユーロ〜18,380ユーロ； 

 2. 住民301人から500人：12,858.24ユーロ〜20,322.71ユーロ； 

 3. 住民501人から750人：14,036.08ユーロ〜22,263.69ユーロ； 

 4. 住民751人から1,000人：15,605ユーロ〜24,852ユーロ； 

 5. 住民1,001人から1,250人：17,094.74ユーロ〜27,440.9ユーロ； 

 6. 住民1,251人から1,500人：17,628.63ユーロ〜28,249.23ユーロ； 

 7. 住民1,501人から2,000人：18,315.29ユーロ〜29,058.15ユーロ； 

 8. 住民2,001人から2,500人：19,222.18ユーロ〜30,109.77ユーロ； 

 9. 住民2,501人から3,000人：20,176.67ユーロ〜31,323.45ユーロ； 

 10. 住民3,001人から4,000人：21,260.61ユーロ〜32,698.32ユーロ； 

 11. 住民4,001人から5,000人：22,344.55ユーロ〜33,911.60ユーロ； 

 12. 住民5,001人から6,000人：23,428.52ユーロ〜35,125.03ユーロ； 

 13. 住民6,001人から8,000人：25,386.03ユーロ〜37,390.13ユーロ； 

 14. 住民8,001人から10,000人：27,117.1ユーロ〜39,979.51ユーロ； 

 15. 住民10,001人から15,000人：29,204.06ユーロ〜43,133.6ユーロ； 

 16. 住民15,001人から20,000人：31,663.12ユーロ〜46,207.43ユーロ； 

 17. 住民20,001人から25,000人：33,475.07ユーロ〜49,281.46ユーロ； 

 18. 住民25,001人から35,000人：35,562.09ユーロ〜52,516.86ユーロ； 

 19. 住民35,001人から50,000人：37,729.92ユーロ〜55,590.45ユーロ； 

 20. 住民50,001人から80,000人：40,334.58ユーロ〜58,988.12ユーロ； 

 21. 住民80,001人から150,000人：42,712.75ユーロ〜62,223.75ユーロ； 

 22. 住民150,000人以上：46,320.47ユーロ〜67,076.74ユーロ。 

 書記の俸給の等級の最低及び最高の額は指数軸138.01に連動させられる。 

 政府はこれらの額を県及び地方の行政職員の職階の等級を改訂する規則全てのベルギー官報への公示に３か月間当てることができる。 
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 １から４の等級の基礎自治体については、書記は少なくとも17,005.5ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の

制限内で承認される定期昇給の働きにより超えられる額までの俸給を受ける。 

 そのほかの基礎自治体については、書記は少なくとも20,773.48ユーロから始まりその額が上記の都市の等級の最低及び最高の制限

内で承認される定期昇給の働きにより超えられる。 

第７条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条に予定される１から19の等級に属する基礎自治体は、その要求により基礎自治体の書記の職

務に帰属する等級の決定のために、政府によりその中に人口に比例して含まれる等級を超える等級に分類される。 

 住民35,001人から50,000人の基礎自治体は直ぐ上の等級にしか分類されることはできない。その他の基礎自治体は、その人口が住民

10,001人から35,000人、5,001人から10,000人、又は住民5,001人以下に応じて、直ぐ上の２、３若しくは４の内の一つにしか分類さ

れることはできない。 

第８条 書記は、住民2,000人以下の基礎自治体については最低の５％以下、住民2,001人から4,000人の基礎自治体については最低の

４％以下、そのほかの基礎自治体については３％以下とはならない２年ごとの昇給の権利を有する。 

 昇給は就職した記念日の翌月の初日に発効する。 

 書記の職歴の幅は25年を超えられないが、15年以下であってはならない。 

 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で再分類の対象とならない限り、基礎自治体は人口数に従って分類される。 

 但し、下位の等級への基礎自治体の移行はこの等級変更の時点で職にあった書記の俸給の最低最高には影響がない。 

第９条 基礎自治体の書記の最低の俸給は、国、地域圏、共同体、基礎自治体、県及びその他の政府が定めた公共企業体の職で得られ

た勤続年数に応じた補完で増額される。この補完は政府により制定される規則に従って算定される。 

第10条 基礎自治体は、その書記たちに、連邦公共事業の職員に適用できるヴァカンスの年次休暇に関する措置を講じさせる責任があ

る。 

第11条 書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するときは、連携している基礎自治体の総計人口に応じた等級によ

り予定される最低最高が、書記が２つ乃至それ以上の基礎自治体内でその職務に従事するのに応じて25％若しくは30％増額される。 

 この場合、各関係基礎自治体は、第１段落の限界に従って、連携している基礎自治体の総計人口についての報告による基礎自治体の

人口に比例して書記の俸給を決める。 

 最高は住民6,001人から8,000人の等級について予定された最高を超えられない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条の適用で上位の等級に分類される基礎自治体の人口はこの等級の人口の最低及び最高の算術平均相当と見な

される。 

第12条 書記の俸給は、通常なら関係者がそれを要求することができる手当の全てを網羅し、そこにはこの仕事が他の公務員には任せ

られない基礎自治体の戸籍登記所の管理が必要とするものも含む。 

第13条 一定の資格で任命される書記の俸給は毎月先払いにより支払われる。それは就任の日に確定する。これが月の途中で起これば、

書記はこの月について就任の日を含むその日から残りの日割で30分の１ずつ手に入れる。職務の停止の場合、始まった月の全額が完

全に支払われる。 

第14条 基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条に違反した書記に懲罰を課す。 

第15条 住民60,000人以上の基礎自治体には、基礎自治体議会は書記補の資格を付与された公務員の一人を書記に就けることができる。 

第16条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条及び同第14条は書記補に適用できる。 

第17条 書記補はその職務の遂行について書記を補佐する。 

 書記補は書記が欠勤若しくは支障がある場合にその職務の全てを遂行する。 

第18条 書記補の俸給は基礎自治体議会により決められる。 

 この俸給は基礎自治体の書記について決められたそれよりも下にとどめられなければならない。 

第19条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第17条の規定の適用とは別に、基礎自治体議会は、書記に支障のある場合若しくは職の欠員の場合に職務を

行う書記を一人任命する。急ぐ場合には、その任命は（基礎自治体理事会）により行われ、その直後の会議の最中に基礎自治体議会

により承認される。 

第20条 その職務を行う書記は、毎日の手当として、基礎自治体の公務員の中から選ばれない限り、職の等級の平均の俸給の300分の

１に相当する報酬を受ける。この場合、この書記が１か月以上の期間職務を遂行するならば、政府により決められた規則に従って算

定された手当を受ける。 

第２節 収入役 

第21条 

 §1. 基礎自治体の収入役の職務は下記の規定に従って付与され実行される： 

   １º 住民10,000人以上を数える基礎自治体においては地方収入役により； 

   ２º 住民5,001人から10,000人までを数える基礎自治体においては地域圏収入役により；但し、基礎自治体議会は地方収入役の

職を設置することができる； 

   ３º 住民5,000人以下を数える基礎自治体においては地域圏収入役により。 
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    但し、等級の変更された基礎自治体においては、一定の資格を有する現職の収入役はその職歴か基礎自治体における任務の完

了まで負い続ける。 

 §2. 住民10,000人かそれ以下を数える基礎自治体の地方収入役は社会福祉地方公共センター収入役に任命されることができる；但

し、他の基礎自治体の収入役にも、他の基礎自治体の社会福祉公共センター収入役にも、社会福祉基礎自治体事務組合公共セン

ター収入役にも任命されることはできない。 

第22条  

 §1. 地方収入役は本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件により任命される。 

    任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

 §2. 地方収入役は（基礎自治体理事会）の権限下に置かれる。 

 §3. 正当な欠勤の場合には、地方収入役は、３日以内に、その責任の下で、多くても30日の期間（基礎自治体理事会）の承認を得

て代役を指名できる。この措置は同一の欠勤について２度繰り返し更新することができる。 

    その他の場合は全て基礎自治体議会が代わりを務める地方収入役を任命することができる。 

    欠勤が３か月を超えるときにはそうする責任を負う。 

    代役の地方収入役は地方収入役の職務に従事するのに必要な諸条件を併せ有していなければならない。本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第４

条及び第25条から第35条までの諸規定は代役収入役に適用できる。 

    代役の地方収入役は地方収入役に帰属する権限を全て行使する。 

    その任命やその職務の停止のときには、（基礎自治体理事会）の監督下で、管理終了の会計報告の作成及び現金、受取証書の

引渡しが行われる。 

第23条  

 §1. 地域圏収入役たちは、関係郡長若しくは郡長たちによる複数の候補者の推薦を受けて政府により決められた条件及び方法に

従って知事により任命される。公募は知事の事前の承認を得て決められる。 

    知事が、そのそれぞれがそこにおいてその権限を行使する基礎自治体を指定する。 

 §2. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºの対象となる場合には、基礎自治体における地方収入役の職を創設する議決は

知事に予審のために報告される。 

    この議決は基礎自治体における地域圏収入役全員の任務のために行われるその決定を通知した後で発効する。 

    但し、地方収入役の職を創設する基礎自治体はこの職に地域圏収入役を直接任命することができる；この決議は、監督官庁の

権限に抵触することなしにその効果を生む。 

    地域圏収入役は地方収入役の職への任命の諸条件を全て満たしていると見なされる；専ら基礎自治体において地方収入役に任

命された前地域圏収入役に支給される俸給は、本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第35条の対象となる最高額を超えることはできるが、但し地域

圏収入役の職務を続けていたならば守られていた額は超えることはできない。 

第24条 地域圏収入役の欠員の場合は、知事は、必要があれば、代わりを務める地域圏収入役の任命を行う。 

 その設置及びその職務の停止のときは、知事の監督下で、その管轄の各基礎自治体について管理終了の会計報告の作成及び現金、受

取証書の引渡しが行われる。 

第25条 基礎自治体の地方収入役は、その管理を保証するために、一つ乃至複数の抵当権の名義でか若しくは形式で、法定額の保証金

を拠出する義務を負う。 

 政府は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条の対象となる基礎自治体の等級に従って保証金の最高額及び最低額を決める。 

第26条 遅くともその最中に地方収入役が宣誓をする会議のときまでに、基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第25条の第２段落の対象

となる限度内で、地方収入役がこの履行のために与えられる期限と併せて、設定しなければならない保証金の額を決める。保証金は

供託局に預託される；それがもたらす利子は収入役のものとなる。 

第27条 知事は地域圏収入役により拠出される保証金の性質及び金額を定める；知事は地域圏収入役が履行するために猶予される期限

を決める。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落の諸規定が適用できる。 

第28条 保証金証書は、基礎自治体の出費なしに長に手渡される。 

 保証金の手数料を支払う必要があれば、それは一般的に決められた手数料に減らされ、収入役の負担となる。 

第29条 収入役は政府により認可された団体の連帯保証による保証金に代えることができる。 

 その団体は協同組合の形態を備え、組合法の第65条、第78条、第80条、第166条、第167条、第350条乃至第358条、第361条乃至第380

条、第382条乃至第386条、第390条乃至第392条、第394条乃至第406条、第408条乃至第414条、第416条乃至第432条、第435条、第436

条、第665条及び第666条に適応していなければならない。 

 但し、それはその民事的性格を失わない。 

 承認された定款同様に団体の認可された法規もベルギー官報で公布される。 

 その団体は、この権利及びその執行方法を確立した契約条項の下で（基礎自治体理事会）の協定により、保証される収入役の現金及
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び帳簿を管理できる。 

 収入役は同様に保証金を政府により決められた諸条件に応えている銀行若しくは保険会社の保証に代えることができる。 

第30条 地域圏収入役への本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第29条の適用は諸条件を決めた政府の命令により承認される。 

第31条 毎年の集金額の増加のために又はその他のいずれかの原因のために、所管庁により決められた保証金が十分でないと判断され

たときは、限界に達した時点で、最初の保証金に対するのと同じ規定に従って追加の保証金を提供しなければならない。 

第32条 地方収入役の関係では理事会が、地域圏収入役の関係では知事が、保証金が実際に拠出され必要なときに更新されるのを監視

する。 

第33条 決められた期限内にその保証金を拠出しないか若しくは保証金の追加をせず、この遅延を十分な理由により弁明できない収入

役は誰も辞職したものと見なされその代りを用意されることになろう。 

 保証金の設定に関する費用は全て収入役の負担となる。 

第34条 基礎自治体の金庫に欠損が生じた場合には、基礎自治体は、この保証が現金で拠出されたとき、地方収入役の保証金について、

又地域圏は地域圏収入役のそれについて先取特権を有する。 

第35条 基礎自治体議会は、住民5,001人以上の基礎自治体についての地方収入役の俸給表の等級を決める；これは同一基礎自治体の

基礎自治体書記の俸給表の等級の97.5％に相当する。 

 省庁の職員の俸給に適用できる変動制度は収入役の俸給にも適用できる。それは指数軸138.01に連動させられる。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第８条から第13条までの規定は必要な変更を施して基礎自治体収入役に適用できる。 

第36条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条は地方収入役に適用できる。 

第37条 地域圏収入役の財務に関する法規は政府により決められる。 

 俸給の等級の最低及び最高は住民15,001人から20,000人の基礎自治体の地方収入役の俸給の等級の最低及び最高に相当する。 

第38条 基礎自治体の地方収入役は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

 基礎自治体議会は第１段落の対象となる禁止令に違反した地方収入役に懲罰を課す。 

第39条 地域圏収入役は、例え人を介してであってもその他のいずれかの専門的職業に従事し営利的職業を営むのは禁じられる；県知

事はこの禁止令に違反した地域圏収入役に懲罰を課す。 

 反証がなければ、配偶者が従事する専門的職業は人により介在されたと見なされる。 

第40条 基礎自治体の収入役は、単独でその責任の下で、基礎自治体の徴収を実施する、正規の支払命令書の下での、予算の各款の特

別の金額、特別な貸付若しくは臨時の貸付であろうと、第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第４条を適用した転移された手当であろうと、金

額に達するまでの費用の支払命令を履行する責任がある。 

 そのような場合には、基礎自治体の収入役の側は、例えば直接税に関しては、地域圏収入役を招集して自ら出向く場合に事前の意見

聴取をする県理事会の支払命令の下でのその収入役による正規の支払命令書の金額、続けられるはずの支払を拒否若しくは延期する。 

第41条 収入役は財政若しくは予算に影響する問題について全て（基礎自治体理事会）により意見を聞き届けられる。 

第42条 

 §1. （基礎自治体理事会）、若しくはこのために指名されるその構成員の一人は、暦年の各四半期内に少なくとも一度地方収入役

の手持ち現金を検査し、検査の調書を作成するが、それにはその所見及び収入役により作成された所見が述べられる；調書は収

入役及びそれを行った基礎自治体理事会の構成員たちにより署名される。 

    （基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に調書を伝達する。 

    地方収入役が複数の公的な手持ち現金を管理しているときは、それらは県知事により決められた日時に同時に検査される。 

 §2. 地方収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて（基礎自治体理事会）に直ちに通報する。 

    その地方収入役は欠損額を確定するために、§１に従って、直ちに手持ち現金の検査を実施する。 

    検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

 §3. 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたときは、（基礎自治体

理事会）は収入役に郵送の勧告状により基礎自治体の金庫にその相当額を払い込むよう勧告する。 

    §２の対象となる場合には、勧告は、収入役が盗難若しくは紛失の責任を負わなければならないかどうか及びどのような方法

によるかが明らかにされ、結果として収入役が精算しなければならない欠損額が確定される基礎自治体議会の決定により行われ

なければならない。 

 §4. この通告の日から60日以内に、収入役は県理事会に提訴できる；この上訴は執行を停止する。 

    県理事会は収入役に負わされた責任について行政裁判所として裁定し、その結果その負担をしなければならない欠損額を決定

する；政府は県法第104条の２の主文に従って手続を定める。 

    収入役は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条の第１段落に従って履行したときの、欠損が最終的に確定される会計報告の若干の支出を

拒絶した結果生じたときは、責任を全て免除される。 

    欠損が若干の支出の最終的拒絶に帰せられねばならない限り、収入役は、自らが基礎自治体に表明し異議を唱える決定のため

に、不法に約束させるか若しくはこの支出の支払命令をした（基礎自治体理事会）の構成員たちの介入を訴えることができる；
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    但し、等級の変更された基礎自治体においては、一定の資格を有する現職の収入役はその職歴か基礎自治体における任務の完

了まで負い続ける。 

 §2. 住民10,000人かそれ以下を数える基礎自治体の地方収入役は社会福祉地方公共センター収入役に任命されることができる；但

し、他の基礎自治体の収入役にも、他の基礎自治体の社会福祉公共センター収入役にも、社会福祉基礎自治体事務組合公共セン

ター収入役にも任命されることはできない。 

第22条  

 §1. 地方収入役は本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従って決められた諸条件により任命される。 

    任命は職が空席になってから６か月以内に行われる。 

 §2. 地方収入役は（基礎自治体理事会）の権限下に置かれる。 

 §3. 正当な欠勤の場合には、地方収入役は、３日以内に、その責任の下で、多くても30日の期間（基礎自治体理事会）の承認を得

て代役を指名できる。この措置は同一の欠勤について２度繰り返し更新することができる。 

    その他の場合は全て基礎自治体議会が代わりを務める地方収入役を任命することができる。 

    欠勤が３か月を超えるときにはそうする責任を負う。 

    代役の地方収入役は地方収入役の職務に従事するのに必要な諸条件を併せ有していなければならない。本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第４

条及び第25条から第35条までの諸規定は代役収入役に適用できる。 

    代役の地方収入役は地方収入役に帰属する権限を全て行使する。 

    その任命やその職務の停止のときには、（基礎自治体理事会）の監督下で、管理終了の会計報告の作成及び現金、受取証書の

引渡しが行われる。 

第23条  

 §1. 地域圏収入役たちは、関係郡長若しくは郡長たちによる複数の候補者の推薦を受けて政府により決められた条件及び方法に

従って知事により任命される。公募は知事の事前の承認を得て決められる。 

    知事が、そのそれぞれがそこにおいてその権限を行使する基礎自治体を指定する。 

 §2. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºの対象となる場合には、基礎自治体における地方収入役の職を創設する議決は

知事に予審のために報告される。 

    この議決は基礎自治体における地域圏収入役全員の任務のために行われるその決定を通知した後で発効する。 

    但し、地方収入役の職を創設する基礎自治体はこの職に地域圏収入役を直接任命することができる；この決議は、監督官庁の

権限に抵触することなしにその効果を生む。 

    地域圏収入役は地方収入役の職への任命の諸条件を全て満たしていると見なされる；専ら基礎自治体において地方収入役に任

命された前地域圏収入役に支給される俸給は、本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第35条の対象となる最高額を超えることはできるが、但し地域

圏収入役の職務を続けていたならば守られていた額は超えることはできない。 

第24条 地域圏収入役の欠員の場合は、知事は、必要があれば、代わりを務める地域圏収入役の任命を行う。 

 その設置及びその職務の停止のときは、知事の監督下で、その管轄の各基礎自治体について管理終了の会計報告の作成及び現金、受

取証書の引渡しが行われる。 

第25条 基礎自治体の地方収入役は、その管理を保証するために、一つ乃至複数の抵当権の名義でか若しくは形式で、法定額の保証金

を拠出する義務を負う。 

 政府は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第６条の対象となる基礎自治体の等級に従って保証金の最高額及び最低額を決める。 

第26条 遅くともその最中に地方収入役が宣誓をする会議のときまでに、基礎自治体議会は本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第25条の第２段落の対象

となる限度内で、地方収入役がこの履行のために与えられる期限と併せて、設定しなければならない保証金の額を決める。保証金は

供託局に預託される；それがもたらす利子は収入役のものとなる。 

第27条 知事は地域圏収入役により拠出される保証金の性質及び金額を定める；知事は地域圏収入役が履行するために猶予される期限

を決める。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落の諸規定が適用できる。 

第28条 保証金証書は、基礎自治体の出費なしに長に手渡される。 

 保証金の手数料を支払う必要があれば、それは一般的に決められた手数料に減らされ、収入役の負担となる。 

第29条 収入役は政府により認可された団体の連帯保証による保証金に代えることができる。 

 その団体は協同組合の形態を備え、組合法の第65条、第78条、第80条、第166条、第167条、第350条乃至第358条、第361条乃至第380

条、第382条乃至第386条、第390条乃至第392条、第394条乃至第406条、第408条乃至第414条、第416条乃至第432条、第435条、第436

条、第665条及び第666条に適応していなければならない。 

 但し、それはその民事的性格を失わない。 

 承認された定款同様に団体の認可された法規もベルギー官報で公布される。 

 その団体は、この権利及びその執行方法を確立した契約条項の下で（基礎自治体理事会）の協定により、保証される収入役の現金及
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び帳簿を管理できる。 

 収入役は同様に保証金を政府により決められた諸条件に応えている銀行若しくは保険会社の保証に代えることができる。 

第30条 地域圏収入役への本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第29条の適用は諸条件を決めた政府の命令により承認される。 

第31条 毎年の集金額の増加のために又はその他のいずれかの原因のために、所管庁により決められた保証金が十分でないと判断され

たときは、限界に達した時点で、最初の保証金に対するのと同じ規定に従って追加の保証金を提供しなければならない。 

第32条 地方収入役の関係では理事会が、地域圏収入役の関係では知事が、保証金が実際に拠出され必要なときに更新されるのを監視

する。 

第33条 決められた期限内にその保証金を拠出しないか若しくは保証金の追加をせず、この遅延を十分な理由により弁明できない収入

役は誰も辞職したものと見なされその代りを用意されることになろう。 

 保証金の設定に関する費用は全て収入役の負担となる。 

第34条 基礎自治体の金庫に欠損が生じた場合には、基礎自治体は、この保証が現金で拠出されたとき、地方収入役の保証金について、

又地域圏は地域圏収入役のそれについて先取特権を有する。 

第35条 基礎自治体議会は、住民5,001人以上の基礎自治体についての地方収入役の俸給表の等級を決める；これは同一基礎自治体の

基礎自治体書記の俸給表の等級の97.5％に相当する。 

 省庁の職員の俸給に適用できる変動制度は収入役の俸給にも適用できる。それは指数軸138.01に連動させられる。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第８条から第13条までの規定は必要な変更を施して基礎自治体収入役に適用できる。 

第36条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第７条は地方収入役に適用できる。 

第37条 地域圏収入役の財務に関する法規は政府により決められる。 

 俸給の等級の最低及び最高は住民15,001人から20,000人の基礎自治体の地方収入役の俸給の等級の最低及び最高に相当する。 

第38条 基礎自治体の地方収入役は人を介してであっても営業に従事するのは禁じられる。 

 基礎自治体議会は第１段落の対象となる禁止令に違反した地方収入役に懲罰を課す。 

第39条 地域圏収入役は、例え人を介してであってもその他のいずれかの専門的職業に従事し営利的職業を営むのは禁じられる；県知

事はこの禁止令に違反した地域圏収入役に懲罰を課す。 

 反証がなければ、配偶者が従事する専門的職業は人により介在されたと見なされる。 

第40条 基礎自治体の収入役は、単独でその責任の下で、基礎自治体の徴収を実施する、正規の支払命令書の下での、予算の各款の特

別の金額、特別な貸付若しくは臨時の貸付であろうと、第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第４条を適用した転移された手当であろうと、金

額に達するまでの費用の支払命令を履行する責任がある。 

 そのような場合には、基礎自治体の収入役の側は、例えば直接税に関しては、地域圏収入役を招集して自ら出向く場合に事前の意見

聴取をする県理事会の支払命令の下でのその収入役による正規の支払命令書の金額、続けられるはずの支払を拒否若しくは延期する。 

第41条 収入役は財政若しくは予算に影響する問題について全て（基礎自治体理事会）により意見を聞き届けられる。 

第42条 

 §1. （基礎自治体理事会）、若しくはこのために指名されるその構成員の一人は、暦年の各四半期内に少なくとも一度地方収入役

の手持ち現金を検査し、検査の調書を作成するが、それにはその所見及び収入役により作成された所見が述べられる；調書は収

入役及びそれを行った基礎自治体理事会の構成員たちにより署名される。 

    （基礎自治体理事会）は基礎自治体議会に調書を伝達する。 

    地方収入役が複数の公的な手持ち現金を管理しているときは、それらは県知事により決められた日時に同時に検査される。 

 §2. 地方収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて（基礎自治体理事会）に直ちに通報する。 

    その地方収入役は欠損額を確定するために、§１に従って、直ちに手持ち現金の検査を実施する。 

    検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

 §3. 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたときは、（基礎自治体

理事会）は収入役に郵送の勧告状により基礎自治体の金庫にその相当額を払い込むよう勧告する。 

    §２の対象となる場合には、勧告は、収入役が盗難若しくは紛失の責任を負わなければならないかどうか及びどのような方法

によるかが明らかにされ、結果として収入役が精算しなければならない欠損額が確定される基礎自治体議会の決定により行われ

なければならない。 

 §4. この通告の日から60日以内に、収入役は県理事会に提訴できる；この上訴は執行を停止する。 

    県理事会は収入役に負わされた責任について行政裁判所として裁定し、その結果その負担をしなければならない欠損額を決定

する；政府は県法第104条の２の主文に従って手続を定める。 

    収入役は、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条の第１段落に従って履行したときの、欠損が最終的に確定される会計報告の若干の支出を

拒絶した結果生じたときは、責任を全て免除される。 

    欠損が若干の支出の最終的拒絶に帰せられねばならない限り、収入役は、自らが基礎自治体に表明し異議を唱える決定のため

に、不法に約束させるか若しくはこの支出の支払命令をした（基礎自治体理事会）の構成員たちの介入を訴えることができる；
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この場合には県理事会は介入者の責任についても宣告する。 

    県理事会の決定は、あらゆる場合に、国務院行政部での手続を定めた1948年８月23日の摂政令の第４条第３段落の対象となる

期限満了後に初めて実施される；そのとき収入役が頑なに実施しない場合は、国務院調整法第14条の対象となる上訴の対象とな

らない限り、決定は保証金の中から、又不確実な不足分については収入役の私有財産の中から実施される。収入役が県理事会へ

の上訴を提起せず、これを行うために与えられた期限が満了しても、自らに当てられた支払勧告を満足させる意思表示をしない

場合は、強制手段による執行と同様な方法で行われる。 

第43条 ある基礎自治体の収入役の要請で、それに支払われなければならなかった税金の徴収が、別の基礎自治体内に居住する納税者

に対してそこの収入役により続けられる。 

 続行される基礎自治体により当てられ納税者の負担には含まれない経費は依頼者の基礎自治体により負担される。 

第44条 

 §1. 収入役の責任は、基礎自治体議会が特殊な公務員たちにより行われる必要があると判断する諸収入には及ばない；これらの公

務員たちは徴収が自らに任される諸収入に責任を負い、これらの諸収入の徴収については収入役同様の義務が課せられる。 

    基礎自治体議会は、性質と金額とを決める保証金の設定を命ずることができる；同じ決定は収入役たちが履行するために猶予

される期限を定める；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落、第28条、第29条及び第32条乃至第34条は、必要な変更を施して適用

できる。 

    それらの公務員たちは、宣誓、代理、管理を終了する会計報告の作成、県理事会へ開かれた上訴について地方収入役と同じ規

則に従わされる；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第22条の§３、同編第Ⅵ章第４条及び同編第Ⅳ章第45条は、必要な変更を施して適用できる。 

    それらの公務員たちはその管理する会計について支出の処理は全く行うことができない。 

    現金化された諸収入は定期的に、少なくとも２週間ごとに基礎自治体収入役に支払われ、会計年度の最終の支払は12月最終平

日に行われる。 

    それぞれの支払時に、特殊公務員は基礎自治体収入役に予算の繰入、支払額及び借りのある相手方の詳細な一覧表を手渡す。 

    特殊公務員の諸会計報告は、証拠書類を添えて（基礎自治体理事会）の検査及び検印を受ける。 

    それらは次いで全ての証拠書類とともに予算報告に添付されるために基礎自治体収入役に手渡される。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§２の第１段落は、必要な変更を施して特殊公務員に適用できる；（基礎自治体理事会）が欠損を確

認したときは、必要な変更を施して同第42条§３及び§４の第１段落の２、５及び６に従って処理される。 

 §2. その専属責任の下で、（基礎自治体理事会）は、一定の特殊公務員たちに、徴収される税が確定されているときに、その職務

の遂行に付随している限り、現金での税の徴収を担当させることができる。 

    これらの公務員たちは§１の対象となる特殊公務員たちに課された義務を負わされることはない。 

    これらの公務員たちは毎日か若しくは短い間隔でその徴収した全額を自らに与えられた指示に従って予算項目により細かく覆

われた状態で裏付けられて基礎自治体の収入役に支払う。 

第45条 

 §1. 管理を終了する会計報告は、収入役若しくは本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第44条§１の対象となる特殊公務員がその職務の遂行を最終的

に辞めたとき及び同章第22条§３の第５段落及び第24条の第２段落の対象となる場合に作成される。 

 §2. 地方収入役若しくは特殊公務員の管理を終了する会計報告は、必要があればその所見を、又は死亡の場合はその承継人の所見

を添えて、（基礎自治体理事会）により、会計係が欠損を放棄するか若しくは確定する決定をして表明する基礎自治体議会に提

出される。 

    地方収入役の管理を終了する会計報告がそれにより最終的に確定される決定は、会計係に、又は死亡の場合にはその承継人に

（基礎自治体理事会）の処置により、必要があれば、欠損を精算する勧告を添えて、封書にして書留郵便で通知される。 

 §3. 知事は、指定された期限内にその所見を送るよう依頼された基礎自治体議会に会計報告を転送した後で、地域圏収入役の管理

を終了する会計報告並びに欠損を放棄するか若しくは確定するかの宣告を決定する。 

    知事は、その決定を封書にして書留郵便で収入役に、又は死亡の場合はその承継人に連絡が付けば必要に応じて通知する。 

 §4. 管理を終了する会計報告を最終的に確定し最終的に会計係に表明する決定は当然の権利としての保証金の返却の剥奪を免除す

る。 

 §5. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４は会計係が欠損を精算するよう勧告されるときに適用できる。 

第46条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条第１段落の諸規定にもかかわらず、場合により、以下のものは、貸付の開設の法規及び規制に関する

1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関のために基礎自治体の名義で開設された口座に直接払い

込める： 

   １º 国税収益についてはもとより、基礎自治体のための国法、地域圏法、共同体法により設けられた基金のその割当額； 

   ２º 国営事業により徴収される基礎自治体の課税収益； 

   ３º 国、共同体、地域圏法及び県から基礎自治体に無償で与えられる補助金、基礎自治体の支出への介在並びに一般に金額の全

体。 

－ 121 － 

 第１段落の対象となる金融機関は、基礎自治体の名義で開設している口座を一つ乃至幾つか有していて、この自治体がそれらに対し

て負っている返済期限のきた負債の総額を職責により徴収する権限を与えられる。 

第47条 俸給、県・地方公務員国家社会保障事務所と提携している基礎自治体公務員年金制度に予定されている年金に対する雇用者分

担金の補填、地域圏収入役の分担金や雇用の経費を含む経費の全ては、全ての経費と併せて、地域圏収入役により連絡が取られてい

る同一県の全公務員たちにより分担されている。 

 これらの諸経費は政府により決められる割合で県知事により配分される。 

 それらは場合により貸付の開設の法規と規制に関する1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関の

不確定な介在を得て、地域圏の会計のために行われる全ての収入への各基礎自治体の分担金を徴収する地域圏により精算される。 

 俸給の分担のために、この天引きは政府が決めた方法の毎月の前払いの形で行われる。 

 年金の資金調達に予定される雇用者分担及び個人の払込は、地域圏により県・地方公務員国家社会保障事務所から、俸給の支払に責

任のある公共機関を介して支払月の間に支払われる。但し、特定の基礎自治体の固有の会計のためになされる支出はその負担となる。 

第48条 加えて、それは、政府の行政命令により、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第49条により地域圏により責任を負われる危険に対して保証する

ことになる毎年の掛金を関係基礎自治体の負担にすることができる。この掛金は実収入に比例して関係基礎自治体間に配分される。 

 掛金の総額は、いかなる場合にも、危険の範囲に責任を負うと見なされる必要性、並びに収入役により提示される実質的な個人の保

証を超えることはできない。必要ならば、掛金は減額が黒字により形成される積立金の高さにより正当化されるときには適正な金額

に減額される。 

第49条 

 §1. 地域圏収入役たちは知事若しくは委任された郡長の権限下でその職務を遂行する。 

    地域圏は、関係基礎自治体に関して、その会計係の管理責任を負う。 

 §2. 暦年の各四半期内の少なくとも一度は地域圏収入役の手持ち現金が知事により検査され、知事は検査の調書を作成するが、そ

れにはその所見並びに収入役により作成された所見が述べられ、そのどちらからも署名される；知事はこの調書を基礎自治体議

会に通知する。 

    同時にその管轄の基礎自治体の全てについて地域圏収入役の手持ち現金、並びに自らが責任を持っているその他の公的な手持

ち現金の検査が行われる。 

    地域圏収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて知事と（基礎自治体理事会）に直ちに通報する；知事は直ち

に第１段落に従って手持ち現金の検査を行う；検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

    知事は、指定された期限内にその所見を知らされた基礎自治体議会の要求を入手した後で、収入役が（基礎自治体理事会）に

その写しを手渡した書留郵便の書簡で収入役に基礎自治体の金庫に以下の金額を払い込むよう勧告する： 

   １º 第３段落の対象となる場合に、知事が、収入役が盗難若しくは紛失の全額若しくは一部に責任を負わなければならないと評

価したときは知事がその責任を取る結果として決定する欠損総額に相当する合計額； 

   ２º 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたその他の場合は欠損

総額に相当する合計額。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４が適用できる。 

第Ⅴ章 兼職禁止及び利害の抵触 

第１条 以下の者は基礎自治体議会の一員にはなれない（基礎自治体理事会にも ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の１º）： 

   １º 県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の長官と副長官及びフラーデレン・ブラバン県の副知事； 

   ２º 県理事会構成員及びブリュッセル制度に関する1989年１月12日の国法第83条の５の§２により構成される理事会の構成員； 

   ３º 県事務総長たち； 

   ４º 郡長たち； 

   ５º 軍隊に招集されている予備役を除く現役の軍人たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の２º）； 

   ６º 義勇消防団員を除く基礎自治体の職員の一員若しくは補助金乃至俸給を受けている者全員； 

   ７º その権限が、森林監視員制度に従属し自らがそこでのその職務に従事したい基礎自治体に所有される林地に展開されるとき

の森林管理作業員； 

   ８º 欧州連合の他の構成国の下にある地方自治体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長の職に相当する職務若しくは任務に従

事する者全員。政府は大雑把な一覧表を作成する； 

  （９º 司法裁判機構の上級裁判所、下級裁判所、検察庁の構成員たち及び事務総長たち； 

   10º 国務院判事たち； 

   11º 基礎自治体の管轄する公共社会福祉センターの書記たち及び収入役たち ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の３º）。 

 第１段落の１º（11ºまで ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の４º）の諸規定は又、これらの諸規定の対象とされるものに相当す

る職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適用できる。 

第２条 （第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条の対象となる兼職禁止以外にも、以下の者は基礎自治体理事会の構成員になれない： 

－ 120 －



－ 120 － 

この場合には県理事会は介入者の責任についても宣告する。 

    県理事会の決定は、あらゆる場合に、国務院行政部での手続を定めた1948年８月23日の摂政令の第４条第３段落の対象となる

期限満了後に初めて実施される；そのとき収入役が頑なに実施しない場合は、国務院調整法第14条の対象となる上訴の対象とな

らない限り、決定は保証金の中から、又不確実な不足分については収入役の私有財産の中から実施される。収入役が県理事会へ

の上訴を提起せず、これを行うために与えられた期限が満了しても、自らに当てられた支払勧告を満足させる意思表示をしない

場合は、強制手段による執行と同様な方法で行われる。 

第43条 ある基礎自治体の収入役の要請で、それに支払われなければならなかった税金の徴収が、別の基礎自治体内に居住する納税者

に対してそこの収入役により続けられる。 

 続行される基礎自治体により当てられ納税者の負担には含まれない経費は依頼者の基礎自治体により負担される。 

第44条 

 §1. 収入役の責任は、基礎自治体議会が特殊な公務員たちにより行われる必要があると判断する諸収入には及ばない；これらの公

務員たちは徴収が自らに任される諸収入に責任を負い、これらの諸収入の徴収については収入役同様の義務が課せられる。 

    基礎自治体議会は、性質と金額とを決める保証金の設定を命ずることができる；同じ決定は収入役たちが履行するために猶予

される期限を定める；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第26条の第２段落、第28条、第29条及び第32条乃至第34条は、必要な変更を施して適用

できる。 

    それらの公務員たちは、宣誓、代理、管理を終了する会計報告の作成、県理事会へ開かれた上訴について地方収入役と同じ規

則に従わされる；本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第22条の§３、同編第Ⅵ章第４条及び同編第Ⅳ章第45条は、必要な変更を施して適用できる。 

    それらの公務員たちはその管理する会計について支出の処理は全く行うことができない。 

    現金化された諸収入は定期的に、少なくとも２週間ごとに基礎自治体収入役に支払われ、会計年度の最終の支払は12月最終平

日に行われる。 

    それぞれの支払時に、特殊公務員は基礎自治体収入役に予算の繰入、支払額及び借りのある相手方の詳細な一覧表を手渡す。 

    特殊公務員の諸会計報告は、証拠書類を添えて（基礎自治体理事会）の検査及び検印を受ける。 

    それらは次いで全ての証拠書類とともに予算報告に添付されるために基礎自治体収入役に手渡される。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§２の第１段落は、必要な変更を施して特殊公務員に適用できる；（基礎自治体理事会）が欠損を確

認したときは、必要な変更を施して同第42条§３及び§４の第１段落の２、５及び６に従って処理される。 

 §2. その専属責任の下で、（基礎自治体理事会）は、一定の特殊公務員たちに、徴収される税が確定されているときに、その職務

の遂行に付随している限り、現金での税の徴収を担当させることができる。 

    これらの公務員たちは§１の対象となる特殊公務員たちに課された義務を負わされることはない。 

    これらの公務員たちは毎日か若しくは短い間隔でその徴収した全額を自らに与えられた指示に従って予算項目により細かく覆

われた状態で裏付けられて基礎自治体の収入役に支払う。 

第45条 

 §1. 管理を終了する会計報告は、収入役若しくは本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第44条§１の対象となる特殊公務員がその職務の遂行を最終的

に辞めたとき及び同章第22条§３の第５段落及び第24条の第２段落の対象となる場合に作成される。 

 §2. 地方収入役若しくは特殊公務員の管理を終了する会計報告は、必要があればその所見を、又は死亡の場合はその承継人の所見

を添えて、（基礎自治体理事会）により、会計係が欠損を放棄するか若しくは確定する決定をして表明する基礎自治体議会に提

出される。 

    地方収入役の管理を終了する会計報告がそれにより最終的に確定される決定は、会計係に、又は死亡の場合にはその承継人に

（基礎自治体理事会）の処置により、必要があれば、欠損を精算する勧告を添えて、封書にして書留郵便で通知される。 

 §3. 知事は、指定された期限内にその所見を送るよう依頼された基礎自治体議会に会計報告を転送した後で、地域圏収入役の管理

を終了する会計報告並びに欠損を放棄するか若しくは確定するかの宣告を決定する。 

    知事は、その決定を封書にして書留郵便で収入役に、又は死亡の場合はその承継人に連絡が付けば必要に応じて通知する。 

 §4. 管理を終了する会計報告を最終的に確定し最終的に会計係に表明する決定は当然の権利としての保証金の返却の剥奪を免除す

る。 

 §5. 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４は会計係が欠損を精算するよう勧告されるときに適用できる。 

第46条 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第40条第１段落の諸規定にもかかわらず、場合により、以下のものは、貸付の開設の法規及び規制に関する

1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関のために基礎自治体の名義で開設された口座に直接払い

込める： 

   １º 国税収益についてはもとより、基礎自治体のための国法、地域圏法、共同体法により設けられた基金のその割当額； 

   ２º 国営事業により徴収される基礎自治体の課税収益； 

   ３º 国、共同体、地域圏法及び県から基礎自治体に無償で与えられる補助金、基礎自治体の支出への介在並びに一般に金額の全

体。 

－ 121 － 

 第１段落の対象となる金融機関は、基礎自治体の名義で開設している口座を一つ乃至幾つか有していて、この自治体がそれらに対し

て負っている返済期限のきた負債の総額を職責により徴収する権限を与えられる。 

第47条 俸給、県・地方公務員国家社会保障事務所と提携している基礎自治体公務員年金制度に予定されている年金に対する雇用者分

担金の補填、地域圏収入役の分担金や雇用の経費を含む経費の全ては、全ての経費と併せて、地域圏収入役により連絡が取られてい

る同一県の全公務員たちにより分担されている。 

 これらの諸経費は政府により決められる割合で県知事により配分される。 

 それらは場合により貸付の開設の法規と規制に関する1993年３月22日の国法第６条、第65条及び第66条の規定を充足する金融機関の

不確定な介在を得て、地域圏の会計のために行われる全ての収入への各基礎自治体の分担金を徴収する地域圏により精算される。 

 俸給の分担のために、この天引きは政府が決めた方法の毎月の前払いの形で行われる。 

 年金の資金調達に予定される雇用者分担及び個人の払込は、地域圏により県・地方公務員国家社会保障事務所から、俸給の支払に責

任のある公共機関を介して支払月の間に支払われる。但し、特定の基礎自治体の固有の会計のためになされる支出はその負担となる。 

第48条 加えて、それは、政府の行政命令により、本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第49条により地域圏により責任を負われる危険に対して保証する

ことになる毎年の掛金を関係基礎自治体の負担にすることができる。この掛金は実収入に比例して関係基礎自治体間に配分される。 

 掛金の総額は、いかなる場合にも、危険の範囲に責任を負うと見なされる必要性、並びに収入役により提示される実質的な個人の保

証を超えることはできない。必要ならば、掛金は減額が黒字により形成される積立金の高さにより正当化されるときには適正な金額

に減額される。 

第49条 

 §1. 地域圏収入役たちは知事若しくは委任された郡長の権限下でその職務を遂行する。 

    地域圏は、関係基礎自治体に関して、その会計係の管理責任を負う。 

 §2. 暦年の各四半期内の少なくとも一度は地域圏収入役の手持ち現金が知事により検査され、知事は検査の調書を作成するが、そ

れにはその所見並びに収入役により作成された所見が述べられ、そのどちらからも署名される；知事はこの調書を基礎自治体議

会に通知する。 

    同時にその管轄の基礎自治体の全てについて地域圏収入役の手持ち現金、並びに自らが責任を持っているその他の公的な手持

ち現金の検査が行われる。 

    地域圏収入役は盗難若しくは紛失により生じた欠損全てについて知事と（基礎自治体理事会）に直ちに通報する；知事は直ち

に第１段落に従って手持ち現金の検査を行う；検査の調書は収入役により採られた保管状況及び方法の記述により作成される。 

    知事は、指定された期限内にその所見を知らされた基礎自治体議会の要求を入手した後で、収入役が（基礎自治体理事会）に

その写しを手渡した書留郵便の書簡で収入役に基礎自治体の金庫に以下の金額を払い込むよう勧告する： 

   １º 第３段落の対象となる場合に、知事が、収入役が盗難若しくは紛失の全額若しくは一部に責任を負わなければならないと評

価したときは知事がその責任を取る結果として決定する欠損総額に相当する合計額； 

   ２º 手持ち現金の検査が特に最終的に確定される会計報告の一定の支出を拒絶した後で欠損を明らかにしたその他の場合は欠損

総額に相当する合計額。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第42条§４が適用できる。 

第Ⅴ章 兼職禁止及び利害の抵触 

第１条 以下の者は基礎自治体議会の一員にはなれない（基礎自治体理事会にも ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の１º）： 

   １º 県知事たち、ブリュッセル首都圏行政区の長官と副長官及びフラーデレン・ブラバン県の副知事； 

   ２º 県理事会構成員及びブリュッセル制度に関する1989年１月12日の国法第83条の５の§２により構成される理事会の構成員； 

   ３º 県事務総長たち； 

   ４º 郡長たち； 

   ５º 軍隊に招集されている予備役を除く現役の軍人たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の２º）； 

   ６º 義勇消防団員を除く基礎自治体の職員の一員若しくは補助金乃至俸給を受けている者全員； 

   ７º その権限が、森林監視員制度に従属し自らがそこでのその職務に従事したい基礎自治体に所有される林地に展開されるとき

の森林管理作業員； 

   ８º 欧州連合の他の構成国の下にある地方自治体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長の職に相当する職務若しくは任務に従

事する者全員。政府は大雑把な一覧表を作成する； 

  （９º 司法裁判機構の上級裁判所、下級裁判所、検察庁の構成員たち及び事務総長たち； 

   10º 国務院判事たち； 

   11º 基礎自治体の管轄する公共社会福祉センターの書記たち及び収入役たち ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の３º）。 

 第１段落の１º（11ºまで ― 2005年12月８日の地域圏法第18条の４º）の諸規定は又、これらの諸規定の対象とされるものに相当す

る職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適用できる。 

第２条 （第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条の対象となる兼職禁止以外にも、以下の者は基礎自治体理事会の構成員になれない： 
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   １º 宗教の聖職者及び非聖職者代表； 

   ２º その区域若しくは管轄の一部となっている基礎自治体の政府による承認の例外のない財務管理公務員； 

   ３º 基礎自治体の書記若しくは収入役の配偶者若しくは合法的同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の１º）。 

 これらの諸規定は又、助役の職務に関するこれ（のために ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の２º）これらの諸規定の対象とさ

れる者に相当する職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適

用できる。 

第３条 議会の構成員たちは、２親等までの親族若しくは姻族であってはならないし、結婚（若しくは法定同棲 ― 2005年12月８日の

地域圏法第20条の１º）の絆により結ばれてはならない。この親等の親族若しくは姻族（、２人の配偶者若しくは２人の法定同棲者 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の１º）が同じ選挙で選ばれた場合には、優先順位はこれらの候補者たちに割り当てられた議

席名簿への配分を決定している当選基数の重要度により決められる。 

 禁止された親等の二人の親族若しくは姻族（、二人の配偶者若しくは二人の法定同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の２º）

が、現職議員、その他の補欠議員に選ばれた場合には、議席占有禁止は、その空席がその親族、姻族若しくは配偶者の選挙の前に占

有していたと訴えない限り、この後者について異議申立するしかない。 

 空席が占有されていたと訴える補欠者間では、優先権は空席の有無よりは重要の順番で決められる。 

 夫婦が２親等までの者たちの間の親族である者たちは同時に住民1,200人以上の基礎自治体の基礎自治体議会の一員となることはで

きない。 

 議会の構成員たちの間に後日生じた姻戚関係はその職務の解任をもたらさない。それは議会の構成員間の結婚（若しくは法定同棲 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の３º）についても同様にもたらさない。 

 姻戚関係は個人の死亡によりそれが生じた権利移譲によって解消したと見なされる。 

 長及び助役たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の４º）は３親等までの親族若しくは姻族であってはならない。 

第４条 一方での書記及び収入役の職務と、他方での長、助役、基礎自治体議会の構成員との間には兼職禁止がある。 

 但し、住民1,000人以下の基礎自治体については、知事は、いかなる場合にも同一自治体内での収入役の職と兼職できない長以外は、

これらの職務の兼職を認めることができる。 

 本条の対象となる兼職の承認はいつでも取り消すことができる。 

第５条 兼職禁止の原因が続く限り、議員の職務との兼職が禁止されている職務に従事し、基礎自治体の俸給若しくは補助金を受ける

理由のある企業に参加するか若しくは専門的職業又は職業に従事する基礎自治体議員に選挙される候補者が{就任の}宣誓をするのは

認められない。 

 （基礎自治体理事会）が送る勧告の期限の月の内に兼職禁止の職務を辞任するか又は基礎自治体により与えられる俸給若しくは補助

金を断念しない選挙された候補者は与えられた職務を受け入れなかったものと見なされる。 

第６条 その任務との兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体の俸給若しくは補助金であろうと承諾する基礎自治体議員は何人も、

（基礎自治体理事会）が送る勧告の期限から15日以内に、兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体により与えられる俸給若しくは補

助金であろうと断念しない場合は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条に従って議会の一員になるのを辞める。 

第７条 （第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条及び６条の対象となる兼職禁止を引き起こした性質の事実を確認した理事会は、議会に通

知し直ちにこの事実を政府に伝える。 

 政府は、前段落によるか若しくは職責で把握し、受領証と引き替えに、兼職禁止を引き起こした性質の事実の通知を当事者に渡す。 

 前段落の対象となる通知の受領後遅くとも８日で、要求がなされれば、当事者に聴聞をした後で、必要ならばその選択をした議会と

一緒に、政府若しくはその代表は正当な決定において資格剥奪を確認する。この決定は政府の処置により関係議会と議会に通知する

理事会の構成員たちに通知される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日以

内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第21条）。 

第８条 同一基礎自治体内では書記と収入役の職務の間に兼職禁止がある。 

 但し、暫定的に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºに反して、住民5,000人以下を数える基礎自治体については、県知事の

承認により、書記と収入役の職務は兼職することができる。 

 第２段落の予定される場合には、収入役の職務に与えられる俸給は半分に減額される。 

 収入役の職務が基礎自治体の書記の職務と兼職されている基礎自治体においては、その経費は（基礎自治体理事会）の会議で支出命

令が出される。支払命令は会議の出席構成員全員により署名される。 

 構成員の誰か一人がそれを拒否した場合には、命令は管轄の郡長に付託され、その署名により執行力が付与される。 

 ２週間ごとに、書記 ― 収入役は管轄郡長に発せられた命令の全ての記録を届けることになる。 

第９条 県知事及び郡長の被用者たちは地方の基礎自治体の書記若しくは収入役の職務に従事することはできない。 

第10条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条の対象となる禁止に加えて、議会（及び理事会 ― 2005年12月８日の地域圏法第22条）の全員には以

下のものが禁止される： 

   １º 基礎自治体のための何らかの業務、税の徴収、調達若しくは何らかの入札への直接若しくは間接に参加する； 
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   ２º 基礎自治体を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加する。 

     無報酬でなければ、同じ資格で、基礎自治体の利益になる何らかの係争事件において弁護し、意見を述べるか出席すること

はできない； 

   ３º 懲罰事項に職員の相談役として参加する； 

   ４º 基礎自治体の交渉若しくは協議委員会に組合組織の代表若しくは専従として参加する。 

 前述の諸規定は書記たちにも適用できる。 

第Ⅵ章 宣 誓 

第１条 

 （§1. 基礎自治体議員たち及び第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼の置ける人物たち、及び基礎自治体理事会の構

成員たちは職務に就く前に以下の宣誓を行う： 

  《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 §2. この宣誓は公開議場で行われる。 

    基礎自治体議員たちは議会議長の掌中で宣誓する。 

    多数派協定の採択後に、長の候補者は議会議長の掌中で宣誓する。 

    採択された多数派協定の中にその名前が記載されている長が在任中の場合には、その長は在任中の第１助役の掌中で宣誓する。 

    助役たちはその就任に先立って長の掌中で宣誓する ― 2005年12月８日の地域圏法第23条）。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条により任命された受任者たちが、宣誓をするために引き続き再度の招集令状を受理した後、正当な理

由なしに欠席し、この手続を満たした場合は、辞職したものと見なされる。 

第３条 就任する前に、書記は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった書記は、その任命

を諦めたものと見なされる。 

第４条 就任する前に、地方収入役は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった収入役は、その任

命を諦めたものと見なされる。 

第５条 地域圏収入役は知事の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

第Ⅲ編 基礎自治体当局の法令 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体当局の法令は、それらの当局にその執行を担当させられる地域圏及び共同体の法、規則及び命令を含めることはで

きない。 

第Ⅱ章 議事録の作成 

第１条 書記は基礎自治体議会と（基礎自治体理事会）の会議を補佐する。 

 書記は議事録を作成しその転写を確認する。 

 確認された議事録は長と書記により署名される。 

 基礎自治体議会の議事録の署名は基礎自治体議会によるその可決の後１か月以内に行われる。 

第２条 議事録は、年代順に、討議された対象並びにそれについて議会が決定に至らなかった全ての項目について留保された結果を記

載する。 

第３条 議会と（基礎自治体理事会）の規則及び条例、布告、基礎自治体の議事録及び書簡は長により署名され書記により連署される。 

第４条 長は書面により一定の文書の署名を（基礎自治体理事会）の構成員の一人乃至複数人に委任することができるが、この委任は

いつでも撤回することができる。 

 委任の記載事項は委任の権限を有する助役の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第５条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体の公務員の一人乃至複数人に一定の文書の連署を委任することを書記に許可できる。 

 この委任は書面で行われる；基礎自治体理事会はその直後の会議で報告を受ける。 

 委任の記載事項はその署名する文書の全ての上に委任された公務員の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第Ⅲ章 法令の公布 

第１条 基礎自治体議会、（基礎自治体理事会）及び長の規則及び条例は、この最後の者{長}により、規則若しくは条例の目的が表示

される掲示の方法で、それがそれにより採択される決定と、万一の場合には、監督庁の決定の日に公布される。 

 掲示は同様に規則若しくは条例の本文を一般公衆が閲覧できる一つ乃至複数の場所を記載する。 

第２条 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる規則及び条例は、別の措置が執られなければ掲示の方法による公布の日の後５日で施行

となる。 
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   １º 宗教の聖職者及び非聖職者代表； 

   ２º その区域若しくは管轄の一部となっている基礎自治体の政府による承認の例外のない財務管理公務員； 

   ３º 基礎自治体の書記若しくは収入役の配偶者若しくは合法的同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の１º）。 

 これらの諸規定は又、助役の職務に関するこれ（のために ― 2005年12月８日の地域圏法第19条の２º）これらの諸規定の対象とさ

れる者に相当する職務を欧州連合の他の構成国内の人々により遂行するためにベルギー在住の欧州連合のベルギー以外の国民にも適

用できる。 

第３条 議会の構成員たちは、２親等までの親族若しくは姻族であってはならないし、結婚（若しくは法定同棲 ― 2005年12月８日の

地域圏法第20条の１º）の絆により結ばれてはならない。この親等の親族若しくは姻族（、２人の配偶者若しくは２人の法定同棲者 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の１º）が同じ選挙で選ばれた場合には、優先順位はこれらの候補者たちに割り当てられた議

席名簿への配分を決定している当選基数の重要度により決められる。 

 禁止された親等の二人の親族若しくは姻族（、二人の配偶者若しくは二人の法定同棲者 ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の２º）

が、現職議員、その他の補欠議員に選ばれた場合には、議席占有禁止は、その空席がその親族、姻族若しくは配偶者の選挙の前に占

有していたと訴えない限り、この後者について異議申立するしかない。 

 空席が占有されていたと訴える補欠者間では、優先権は空席の有無よりは重要の順番で決められる。 

 夫婦が２親等までの者たちの間の親族である者たちは同時に住民1,200人以上の基礎自治体の基礎自治体議会の一員となることはで

きない。 

 議会の構成員たちの間に後日生じた姻戚関係はその職務の解任をもたらさない。それは議会の構成員間の結婚（若しくは法定同棲 

― 2005年12月８日の地域圏法第20条の３º）についても同様にもたらさない。 

 姻戚関係は個人の死亡によりそれが生じた権利移譲によって解消したと見なされる。 

 長及び助役たち（…… ― 2005年12月８日の地域圏法第20条の４º）は３親等までの親族若しくは姻族であってはならない。 

第４条 一方での書記及び収入役の職務と、他方での長、助役、基礎自治体議会の構成員との間には兼職禁止がある。 

 但し、住民1,000人以下の基礎自治体については、知事は、いかなる場合にも同一自治体内での収入役の職と兼職できない長以外は、

これらの職務の兼職を認めることができる。 

 本条の対象となる兼職の承認はいつでも取り消すことができる。 

第５条 兼職禁止の原因が続く限り、議員の職務との兼職が禁止されている職務に従事し、基礎自治体の俸給若しくは補助金を受ける

理由のある企業に参加するか若しくは専門的職業又は職業に従事する基礎自治体議員に選挙される候補者が{就任の}宣誓をするのは

認められない。 

 （基礎自治体理事会）が送る勧告の期限の月の内に兼職禁止の職務を辞任するか又は基礎自治体により与えられる俸給若しくは補助

金を断念しない選挙された候補者は与えられた職務を受け入れなかったものと見なされる。 

第６条 その任務との兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体の俸給若しくは補助金であろうと承諾する基礎自治体議員は何人も、

（基礎自治体理事会）が送る勧告の期限から15日以内に、兼職禁止の職務であろうと、基礎自治体により与えられる俸給若しくは補

助金であろうと断念しない場合は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条に従って議会の一員になるのを辞める。 

第７条 （第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条及び６条の対象となる兼職禁止を引き起こした性質の事実を確認した理事会は、議会に通

知し直ちにこの事実を政府に伝える。 

 政府は、前段落によるか若しくは職責で把握し、受領証と引き替えに、兼職禁止を引き起こした性質の事実の通知を当事者に渡す。 

 前段落の対象となる通知の受領後遅くとも８日で、要求がなされれば、当事者に聴聞をした後で、必要ならばその選択をした議会と

一緒に、政府若しくはその代表は正当な決定において資格剥奪を確認する。この決定は政府の処置により関係議会と議会に通知する

理事会の構成員たちに通知される。上訴は、国務院調整法第16条に基づき、この決定に対して開かれている。それは通告から８日以

内に提起されなければならない ― 2005年12月８日の地域圏法第21条）。 

第８条 同一基礎自治体内では書記と収入役の職務の間に兼職禁止がある。 

 但し、暫定的に本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第21条の§１の第１段落２ºに反して、住民5,000人以下を数える基礎自治体については、県知事の

承認により、書記と収入役の職務は兼職することができる。 

 第２段落の予定される場合には、収入役の職務に与えられる俸給は半分に減額される。 

 収入役の職務が基礎自治体の書記の職務と兼職されている基礎自治体においては、その経費は（基礎自治体理事会）の会議で支出命

令が出される。支払命令は会議の出席構成員全員により署名される。 

 構成員の誰か一人がそれを拒否した場合には、命令は管轄の郡長に付託され、その署名により執行力が付与される。 

 ２週間ごとに、書記 ― 収入役は管轄郡長に発せられた命令の全ての記録を届けることになる。 

第９条 県知事及び郡長の被用者たちは地方の基礎自治体の書記若しくは収入役の職務に従事することはできない。 

第10条 本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第19条の対象となる禁止に加えて、議会（及び理事会 ― 2005年12月８日の地域圏法第22条）の全員には以

下のものが禁止される： 

   １º 基礎自治体のための何らかの業務、税の徴収、調達若しくは何らかの入札への直接若しくは間接に参加する； 
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   ２º 基礎自治体を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加する。 

     無報酬でなければ、同じ資格で、基礎自治体の利益になる何らかの係争事件において弁護し、意見を述べるか出席すること

はできない； 

   ３º 懲罰事項に職員の相談役として参加する； 

   ４º 基礎自治体の交渉若しくは協議委員会に組合組織の代表若しくは専従として参加する。 

 前述の諸規定は書記たちにも適用できる。 

第Ⅵ章 宣 誓 

第１条 

 （§1. 基礎自治体議員たち及び第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第８条の対象となる信頼の置ける人物たち、及び基礎自治体理事会の構

成員たちは職務に就く前に以下の宣誓を行う： 

  《私は国王への忠誠、ベルギー国民の憲法及び諸法律への服従を誓う》。 

 §2. この宣誓は公開議場で行われる。 

    基礎自治体議員たちは議会議長の掌中で宣誓する。 

    多数派協定の採択後に、長の候補者は議会議長の掌中で宣誓する。 

    採択された多数派協定の中にその名前が記載されている長が在任中の場合には、その長は在任中の第１助役の掌中で宣誓する。 

    助役たちはその就任に先立って長の掌中で宣誓する ― 2005年12月８日の地域圏法第23条）。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条により任命された受任者たちが、宣誓をするために引き続き再度の招集令状を受理した後、正当な理

由なしに欠席し、この手続を満たした場合は、辞職したものと見なされる。 

第３条 就任する前に、書記は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった書記は、その任命

を諦めたものと見なされる。 

第４条 就任する前に、地方収入役は基礎自治体の公開会議の最中に、議長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

 それは議事録に作成される。 

 正当な理由なしに、書留郵便の書簡でさらに次回の基礎自治体議会の会議のときに招請された後で宣誓しなかった収入役は、その任

命を諦めたものと見なされる。 

第５条 地域圏収入役は知事の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条の対象となる宣誓をする。 

第Ⅲ編 基礎自治体当局の法令 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体当局の法令は、それらの当局にその執行を担当させられる地域圏及び共同体の法、規則及び命令を含めることはで

きない。 

第Ⅱ章 議事録の作成 

第１条 書記は基礎自治体議会と（基礎自治体理事会）の会議を補佐する。 

 書記は議事録を作成しその転写を確認する。 

 確認された議事録は長と書記により署名される。 

 基礎自治体議会の議事録の署名は基礎自治体議会によるその可決の後１か月以内に行われる。 

第２条 議事録は、年代順に、討議された対象並びにそれについて議会が決定に至らなかった全ての項目について留保された結果を記

載する。 

第３条 議会と（基礎自治体理事会）の規則及び条例、布告、基礎自治体の議事録及び書簡は長により署名され書記により連署される。 

第４条 長は書面により一定の文書の署名を（基礎自治体理事会）の構成員の一人乃至複数人に委任することができるが、この委任は

いつでも撤回することができる。 

 委任の記載事項は委任の権限を有する助役の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第５条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体の公務員の一人乃至複数人に一定の文書の連署を委任することを書記に許可できる。 

 この委任は書面で行われる；基礎自治体理事会はその直後の会議で報告を受ける。 

 委任の記載事項はその署名する文書の全ての上に委任された公務員の署名、氏名及び肩書の前に置かれなければならない。 

第Ⅲ章 法令の公布 

第１条 基礎自治体議会、（基礎自治体理事会）及び長の規則及び条例は、この最後の者{長}により、規則若しくは条例の目的が表示

される掲示の方法で、それがそれにより採択される決定と、万一の場合には、監督庁の決定の日に公布される。 

 掲示は同様に規則若しくは条例の本文を一般公衆が閲覧できる一つ乃至複数の場所を記載する。 

第２条 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる規則及び条例は、別の措置が執られなければ掲示の方法による公布の日の後５日で施行

となる。 
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 これらの規則及び条例の公布の事実並びに日付は、政府の命令により決められる形式で、特にこれの施行に責任を持つ記録簿の注釈

により確認される。 

第３条 これからは、掲示若しくは宣言の方法により公布されなかったという理由で、1888年１月14日以前の規則及び条例の合法性に

異議を唱えることは禁じられることになろう。 

第Ⅳ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 

 §1. 基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第30条、第31条及び第

36条の対象となる事項について基礎自治体の住民の意向を求める決定をすることができる。 

    住民から出された発議は少なくとも以下により支持されなければならない： 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §2. {前述の}事項に連結する諸規定に従って基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、

基礎自治体警察条例を対象とする基礎自治体新法第119条、第121条及び第135条の§２の対象となる事項について基礎自治体の

住民の意向を求める決定をすることができる。 

第２条 基礎自治体住民の発議への意向を聞く仕組みの請求は全て書留郵便で（基礎自治体理事会）に送られなければならない。 

 その請求には理由書と基礎自治体議会に情報を伝える性質の文書が付け加えられる。 

第３条 基礎自治体により交付される書式により申し立てられて、基礎自治体名と刑法第196条の写しに加えて、以下の記載事項を含

む限り受理できる： 

   １º 提案される投票の対象となる問題若しくは諸問題； 

   ２º 請求署名人各自の姓、名、誕生日及び住所； 

   ３º 住民投票を請求する発議に参加する者たちの姓、名、誕生日及び住所。 

第４条 請求を受理したら直ちに（基礎自治体理事会）は請求が十分な有効署名数により支持されているかどうかを審査する。 

 （基礎自治体理事会）はこの審査のときに以下のものを抹消する： 

   １º 二重署名； 

   ２º 第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅵ章第５条§１に決められた諸条件を満たしていない者たちの署名； 

   ３º 身元確認できるだけの十分なものを示せなかった者たちの署名。 

 有効署名数に達したときに審査は終了する。この場合、基礎自治体議会は住民投票を準備する。 

第５条 

 §1. 住民投票を請求するかその参加者になるためには以下のことが必要である： 

   １º 基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されている； 

   ２º 16歳の年齢に達している； 

   ３º 有罪判決か又は基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び掛けられている対象で選挙権の剥奪か若しくは停止を伴う決定の対

象となっていないこと。 

 §2. 住民投票を請求できるためには、§１に予定された諸条件を請求開始時までに併せ有していなければならない。 

    住民投票に参加できるためには、§１の２º及び３ºに予定された諸条件を投票日に併せ有していなければならないし、住民投

票への参加者の名簿が確定される期限までに§１の１ºに予定された条件が存在していなければならない。 

    前述の名簿が確定された日以後に、有罪判決か又は選挙権の剥奪であれ停止であれ、基礎自治体の各選挙で投票するのに必要

とされるものについて剥奪される決定の対象となっている参加者たちは、投票の日までにこれと同様当然に前述の名簿から削除

される。 

 §3. 選挙法第13条は§１に規定された諸条件を満たした類の者全てに対して適用する。ベルギー国民でない者について並びに18歳

以下のベルギー人については、もはや上告が受け入れられない有罪か若しくは強制収容の場合には、上級裁判所及び下級裁判所

の検察官たちの発案で通告書が発せられ、基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び出されている者を訴追する宣告がなされてい

る場合には選挙権の剥奪か停止を伴うことになる。 

    仮に通告書が住民投票に参加する者の名簿が確定されてしまった後に発せられたならば、当事者はこの名簿から削除される。 

 §4. 投票の30日前に（基礎自治体の理事会は）住民投票参加者たちの名簿を作成する。 

    この名簿上では以下のことが繰り返される： 

   １º 上述の日までに基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されていて§１に予定されている参加のその他の諸条件を満た

している者たち； 
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   ２º この日と投票日との間に16歳に達するはずの参加者たち； 

   ３º 選挙権の停止が投票の確定される日までに終了するか終了すると思われる者たち。 

    参加の諸条件を満たす各人については、参加者名簿は姓、名、誕生日、性別及び主たる住所を記載する。その名簿は基礎自治

体の地区が必要な場合には参加者たちのアルファベット順でも街路の地理上の順序でも連続した番号付けに従って作成される。 

 §5. 住民投票への参加は義務ではない。 

    各参加者は投票権を有する。 

    投票は秘密である。 

    住民投票は日曜日にしか行うことができない。参加者たちは８時から13時まで投票が認められる。13時前に投票所にいた者は

その後投票が認められる。 

 §6. 少なくとも以下の者が投票に参加していなければ開票には進めない。 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §7. 基礎自治体の住民投票に適用できる選挙法第147条の２の規定は、《選挙人》の語は《参加者》の語により置き換えられ、

《選挙人》及び《選挙人たち》の語はそのつど「参加者」及び《参加者たち》の語により、又《のための選挙》の語は《のため

の住民投票》の語によりそれぞれ置き換えられるものと解される。 

第６条 個人の問題及び基礎自治体の会計、予算、租税並びに給与に関する問題は投票の対象とはなりえない。 

 ｛前述の｝事項に連結する諸規定に従って、外国人の地区、滞留、施設及び隔離に関与する1980年12月15日の国法の第18条の２の適

用は投票の対象とはなりえない。 

 いかなる住民投票も県議会の改選のための有権者の通常の会合の前16か月の間は実施できない。さらに、いかなる住民投票も、下院、

上院、諸議会及び欧州議会の議員たちの直接選挙の前40日間は実施することができない。 

 基礎自治体の住民たちは６か月に１度、１立法期に多くても６度しか住民投票が行えない。基礎自治体議会の改選が延期されている

間は、同じ対象については唯１度の投票しか実施することができない。 

第７条 住民投票の実施請求は直後の（基礎自治体理事会）及び基礎自治体議会の議事録に記載される。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第４条の対象となる審査の終了後に記載が行われる。 

 理事会は、これがいかなる点についても請求を決定する権限がないことが明らかでなければ基礎自治体議会議事録への記載を行う義

務がある。 

 この問題に疑義があれば決定するのは基礎自治体議会である。 

第８条 住民投票の実施についての決定は全て明白な正当化の対象となる。 

 前段落は投票の対象となった問題に直接関係のある全ての決定にも同様に適用される。 

第９条 投票日の少なくとも１か月前に、基礎自治体当局は対象となる事項の住民投票の題目を紹介した小冊子を住民が自由に使える

ようにする。この小冊子はさらに本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第２条第２段落の対象となる理由を付した文書、並びに住民たちがそれについて

投票を求められる問題か諸問題を含む。 

第10条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第10条》と読む）{原文は第１部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章とあり誤植、以下第12条まで同じ}諸問題はこれに

対してイエスかノーで答えられるような方法で言い表されなければならない。 

第11条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第11条》と読む）政府は基礎自治体議会議員選挙のための本法第４部第１巻第Ⅱ編の対象となる手続に

類似した基礎自治体の住民投票の実施手続に関する特別諸規定を決める。 

第12条 （《第本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第12条》と読む）政府はそれに従って投票の結果が周知させられる様式を決める。 

第Ⅱ巻 基礎自治体の行政 
第Ⅰ編 基礎自治体の人事 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体新法の本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条、第２条、第３条及び第Ⅲ章第１条並びに第150条から第152条までは、教育につい

ての法律、勅令、規則及び命令に違反しない限り、憲法第24条の対象となる人事に適用できる。 

第Ⅱ章 行財政法規 

第１条 基礎自治体議会は以下を決める： 

   １º 基礎自治体公務員の募集と昇進の範囲及び諸条件； 

   ２º 本法第１部により又は教育立法の若干の諸規定を修正する1959年５月29日の国法により決められるものを除く財政法規及び

基礎自治体公務員の俸給表。 

 基礎自治体の職員たちの最終の任命のときは常に、当事者たちがその基礎自治体の区域にその住所及び実在の住宅を有して維持する

よう要求することができる。基礎自治体議会はその決定を正当化する。 

第２条 基礎自治体の公務員の財政上の地位及び俸給表は、基礎自治体の行政位階制内の公務員によって占められる地位を考慮に入れ
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 これらの規則及び条例の公布の事実並びに日付は、政府の命令により決められる形式で、特にこれの施行に責任を持つ記録簿の注釈

により確認される。 

第３条 これからは、掲示若しくは宣言の方法により公布されなかったという理由で、1888年１月14日以前の規則及び条例の合法性に

異議を唱えることは禁じられることになろう。 

第Ⅳ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 

 §1. 基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第30条、第31条及び第

36条の対象となる事項について基礎自治体の住民の意向を求める決定をすることができる。 

    住民から出された発議は少なくとも以下により支持されなければならない： 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §2. {前述の}事項に連結する諸規定に従って基礎自治体議会は、その基礎自治体住民の発議権によろうと、その請求によろうと、

基礎自治体警察条例を対象とする基礎自治体新法第119条、第121条及び第135条の§２の対象となる事項について基礎自治体の

住民の意向を求める決定をすることができる。 

第２条 基礎自治体住民の発議への意向を聞く仕組みの請求は全て書留郵便で（基礎自治体理事会）に送られなければならない。 

 その請求には理由書と基礎自治体議会に情報を伝える性質の文書が付け加えられる。 

第３条 基礎自治体により交付される書式により申し立てられて、基礎自治体名と刑法第196条の写しに加えて、以下の記載事項を含

む限り受理できる： 

   １º 提案される投票の対象となる問題若しくは諸問題； 

   ２º 請求署名人各自の姓、名、誕生日及び住所； 

   ３º 住民投票を請求する発議に参加する者たちの姓、名、誕生日及び住所。 

第４条 請求を受理したら直ちに（基礎自治体理事会）は請求が十分な有効署名数により支持されているかどうかを審査する。 

 （基礎自治体理事会）はこの審査のときに以下のものを抹消する： 

   １º 二重署名； 

   ２º 第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅵ章第５条§１に決められた諸条件を満たしていない者たちの署名； 

   ３º 身元確認できるだけの十分なものを示せなかった者たちの署名。 

 有効署名数に達したときに審査は終了する。この場合、基礎自治体議会は住民投票を準備する。 

第５条 

 §1. 住民投票を請求するかその参加者になるためには以下のことが必要である： 

   １º 基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されている； 

   ２º 16歳の年齢に達している； 

   ３º 有罪判決か又は基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び掛けられている対象で選挙権の剥奪か若しくは停止を伴う決定の対

象となっていないこと。 

 §2. 住民投票を請求できるためには、§１に予定された諸条件を請求開始時までに併せ有していなければならない。 

    住民投票に参加できるためには、§１の２º及び３ºに予定された諸条件を投票日に併せ有していなければならないし、住民投

票への参加者の名簿が確定される期限までに§１の１ºに予定された条件が存在していなければならない。 

    前述の名簿が確定された日以後に、有罪判決か又は選挙権の剥奪であれ停止であれ、基礎自治体の各選挙で投票するのに必要

とされるものについて剥奪される決定の対象となっている参加者たちは、投票の日までにこれと同様当然に前述の名簿から削除

される。 

 §3. 選挙法第13条は§１に規定された諸条件を満たした類の者全てに対して適用する。ベルギー国民でない者について並びに18歳

以下のベルギー人については、もはや上告が受け入れられない有罪か若しくは強制収容の場合には、上級裁判所及び下級裁判所

の検察官たちの発案で通告書が発せられ、基礎自治体の各選挙で投票するよう呼び出されている者を訴追する宣告がなされてい

る場合には選挙権の剥奪か停止を伴うことになる。 

    仮に通告書が住民投票に参加する者の名簿が確定されてしまった後に発せられたならば、当事者はこの名簿から削除される。 

 §4. 投票の30日前に（基礎自治体の理事会は）住民投票参加者たちの名簿を作成する。 

    この名簿上では以下のことが繰り返される： 

   １º 上述の日までに基礎自治体の住民登録簿に登録されるか記載されていて§１に予定されている参加のその他の諸条件を満た

している者たち； 
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   ２º この日と投票日との間に16歳に達するはずの参加者たち； 

   ３º 選挙権の停止が投票の確定される日までに終了するか終了すると思われる者たち。 

    参加の諸条件を満たす各人については、参加者名簿は姓、名、誕生日、性別及び主たる住所を記載する。その名簿は基礎自治

体の地区が必要な場合には参加者たちのアルファベット順でも街路の地理上の順序でも連続した番号付けに従って作成される。 

 §5. 住民投票への参加は義務ではない。 

    各参加者は投票権を有する。 

    投票は秘密である。 

    住民投票は日曜日にしか行うことができない。参加者たちは８時から13時まで投票が認められる。13時前に投票所にいた者は

その後投票が認められる。 

 §6. 少なくとも以下の者が投票に参加していなければ開票には進めない。 

     ― 住民15,000人以下の基礎自治体については住民の20％； 

     ― 少なくとも住民15,000人以上住民30,000人以下の基礎自治体については住民3,000人； 

     ― 少なくとも住民30,000人の基礎自治体については住民の10％。 

 §7. 基礎自治体の住民投票に適用できる選挙法第147条の２の規定は、《選挙人》の語は《参加者》の語により置き換えられ、

《選挙人》及び《選挙人たち》の語はそのつど「参加者」及び《参加者たち》の語により、又《のための選挙》の語は《のため

の住民投票》の語によりそれぞれ置き換えられるものと解される。 

第６条 個人の問題及び基礎自治体の会計、予算、租税並びに給与に関する問題は投票の対象とはなりえない。 

 ｛前述の｝事項に連結する諸規定に従って、外国人の地区、滞留、施設及び隔離に関与する1980年12月15日の国法の第18条の２の適

用は投票の対象とはなりえない。 

 いかなる住民投票も県議会の改選のための有権者の通常の会合の前16か月の間は実施できない。さらに、いかなる住民投票も、下院、

上院、諸議会及び欧州議会の議員たちの直接選挙の前40日間は実施することができない。 

 基礎自治体の住民たちは６か月に１度、１立法期に多くても６度しか住民投票が行えない。基礎自治体議会の改選が延期されている

間は、同じ対象については唯１度の投票しか実施することができない。 

第７条 住民投票の実施請求は直後の（基礎自治体理事会）及び基礎自治体議会の議事録に記載される。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第４条の対象となる審査の終了後に記載が行われる。 

 理事会は、これがいかなる点についても請求を決定する権限がないことが明らかでなければ基礎自治体議会議事録への記載を行う義

務がある。 

 この問題に疑義があれば決定するのは基礎自治体議会である。 

第８条 住民投票の実施についての決定は全て明白な正当化の対象となる。 

 前段落は投票の対象となった問題に直接関係のある全ての決定にも同様に適用される。 

第９条 投票日の少なくとも１か月前に、基礎自治体当局は対象となる事項の住民投票の題目を紹介した小冊子を住民が自由に使える

ようにする。この小冊子はさらに本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第２条第２段落の対象となる理由を付した文書、並びに住民たちがそれについて

投票を求められる問題か諸問題を含む。 

第10条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第10条》と読む）{原文は第１部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章とあり誤植、以下第12条まで同じ}諸問題はこれに

対してイエスかノーで答えられるような方法で言い表されなければならない。 

第11条 （《本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第11条》と読む）政府は基礎自治体議会議員選挙のための本法第４部第１巻第Ⅱ編の対象となる手続に

類似した基礎自治体の住民投票の実施手続に関する特別諸規定を決める。 

第12条 （《第本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第12条》と読む）政府はそれに従って投票の結果が周知させられる様式を決める。 

第Ⅱ巻 基礎自治体の行政 
第Ⅰ編 基礎自治体の人事 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 基礎自治体新法の本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条、第２条、第３条及び第Ⅲ章第１条並びに第150条から第152条までは、教育につい

ての法律、勅令、規則及び命令に違反しない限り、憲法第24条の対象となる人事に適用できる。 

第Ⅱ章 行財政法規 

第１条 基礎自治体議会は以下を決める： 

   １º 基礎自治体公務員の募集と昇進の範囲及び諸条件； 

   ２º 本法第１部により又は教育立法の若干の諸規定を修正する1959年５月29日の国法により決められるものを除く財政法規及び

基礎自治体公務員の俸給表。 

 基礎自治体の職員たちの最終の任命のときは常に、当事者たちがその基礎自治体の区域にその住所及び実在の住宅を有して維持する

よう要求することができる。基礎自治体議会はその決定を正当化する。 

第２条 基礎自治体の公務員の財政上の地位及び俸給表は、基礎自治体の行政位階制内の公務員によって占められる地位を考慮に入れ
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た、特に権限の重要度、責任の度合い並びに全般的な取組み方及び必要とされる専門性に従って決められる。 

第３条 基礎自治体の公務員は、連邦公共機関の職員と同じ条件で、以下の手当を受ける： 

 家庭住宅手当、家族手当、休暇賞与及び家族休暇賞与。 

第Ⅲ章 任 命 

第１条 基礎自治体議会は、本法が任命を決めていない公務員たちを任命する。議会はこの権限を以下の関係の者を除いて（基礎自治

体理事会）に委任することができる： 

   １º 基礎自治体の利益になるように特殊な職務を託す医師、外科医、産科医、及び獣医； 

   ２º 教育職員の成員たち。 

第Ⅳ章 禁 止 

第１条 基礎自治体議会は、事務職員、雇用人に、直接若しくは人を介してどのような営業にも従事したり、それに従事するのがその

職務と両立しないと見なされるどのような職にでも従事したりすることは禁じられる。 

 この禁止に違反の場合、懲罰が関係職員に課せられる。 

第Ⅴ章 懲戒制度 

第１条 本章の諸規定は、雇用契約により従事する職員と憲法第24条の対象となる職員を除き基礎自治体職員全員に適用できる。 

第２条 本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の対象となる懲罰は以下の理由で課せられる： 

   １º 職務専念義務違反； 

   ２º 職務の品位を傷つける不正行為； 

   ３º 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条、第38条、第39条及び第Ⅰ編第Ⅵ章第１条の対象となる禁止違反。 

第３条 以下の懲罰が基礎自治体職員たちに課せられる： 

   １º 比較的小さい懲戒 

      ― 警告 

      ― 戒告 

   ２º 比較的大きい懲戒 

      ― 減俸 

      ― 停職 

      ― 降格 

   ３º 最大の懲戒 

      ― 辞職 

      ― 免職 

第４条 減俸は俸給の３か月分を超えることはできない。 

 減俸は俸給総計の最大20％まで高められる。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第５条 停職罰は最大３か月の期間言い渡される。 

 停職罰はその間俸給の剥奪をもたらす。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第６条 降格は俸給表の低い若しくは位階制中で低い階級を占める等級の付与となる。 

 全ての場合に、降格に適用される等級は当事者が属する範囲の等級の位階制の等級内に存在しなければならない。 

 降格は基礎自治体の書記、書記補、地方収入役、地域圏収入役には適用されない。 

第７条 基礎自治体議会は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されている職

員に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の予定する懲罰を課することができる。 

 基礎自治体の書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に課せられる懲戒についての基礎自治体の書記の報告は必要ない。 

第８条 （基礎自治体理事会）は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されて

いる職員に、警告、戒告、減俸及び１か月を超えない期間についての停職の懲罰を課すことができる。 

 第１段落は書記、書記補、地方収入役及び特別会計係には適用されない。 

第９条 県知事は地域圏収入役に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条に記載された懲罰を課すことができる。 

第10条 いかなる懲罰も、職員たちが言い渡した当局によりその責任ありとされた行為の全てについて弁明の理由を聞かれていなけれ

ば、言い渡しすることはできない。 
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 手続の進行中は、当事者は選んだ弁護人により支援を受けられる。 

第11条 聴聞の前に、懲戒当局は懲戒の一件書類を作成する。 

 懲戒の一件書類は責任ありとされた行為に関係のある全ての書類からなる。 

第12条 出頭の12平日前に、当事者は、書留郵便の書簡によるか、受領書と引替えの召喚状の配達により聴聞のために召喚される。 

 召喚状は以下のことを記載しなければならない： 

   １º 責任ありとされた全ての行為； 

   ２º 懲罰が予想され一件書類が作成された行為； 

   ３º 聴聞の場所、日及び時間； 

   ４º 当事者のその選んだ弁護人により支援される権利； 

   ５º 懲罰の一件書類が閲覧できる場所及び期間；  

   ６º 当事者が基礎自治体議会に出頭しなければならないならば、聴聞の公開を要求することができる権利； 

   ７º 当事者がこの聴聞の公開と同様に証人の聴聞を要求する権利。 

第13条 出頭を手配している懲戒当局に出頭する召喚から当事者及びその弁護人は一件書類を参照し、願えば書面により弁明の理由を

懲戒当局に通告できる。 

第14条 聴聞の調書が作成され、それには聴聞された職員の宣言が正確に再現される。 

 調書が聴聞の最後に作成されれば、直ちに読み上げられ当事者は署名するよう促される。 

 調書が聴聞の後に作成されれば、当事者は聴聞から８日以内に署名する催促と一緒に通知される。 

 いずれの場合にも、署名のときに、当事者は、署名を拒否する場合には、言及される留保条件を表明することができる。 

 当事者が書面で聴聞されるのを放棄しているか若しくは聴聞に出席しない場合には、聴聞当局は、場合に応じて、放棄か若しくは不

出頭の調書を作成する。 

 聴聞、放棄若しくは不出頭の調書は、本法により必要とされる手続行為とそれらのいずれもが完了した旨の記載とを含む。 

第15条 懲戒当局は、職権でか又は当事者若しくは弁護人の要求で証人の聴聞を決定することができる。 

 この場合には、証人の聴聞は当事者の面前で行われ、この後者｛当事者｝が要求して懲戒当局がそれを承諾すれば公開される。 

 証人は公開での聴聞に反対することができる。 

第16条  

 §1. 懲戒当局自体は、課せられるべき懲罰について、最終聴聞終了、放棄若しくは不出頭か２か月以内に言い渡すことができる。 

    上述の期限内に決定が行われなかった場合は、懲戒当局は当事者に責任ありとされた行為についての追及を断念したと見なさ

れる。 

 §2. 全ての会議の最中出席しなかった基礎自治体議会又は長及び助役の理事会の構成員たちは、審議に加われないし、言い渡され

る懲戒措置の投票にも参加することはできない。 

 §3. 懲罰を課す決定は正式に正当化される。 

第17条 基礎自治体が懲罰を課する権限を持っている場合は、聴聞は当事者が要求するときは公開で行われる。 

第18条 正当化された決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引き替えの配達によってであれ通知される。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。同じ行為についての上述の懲戒は始められない。 

 決定通知は国法により若しくは勅令により予定された上訴及びそれがそのときまでに実行される期限が記載される。 

第19条 その執行は別として、警告、戒告及び減俸は職員たちの個人的な一件書類は、期限が以下に決められた期間の前に職権で抹消

される： 

   １º 警告については１年； 

   ２º 戒告については18か月； 

   ３º 減俸については３年。 

 その執行は別として、停職と降格の懲罰は、当事者の要求で、課した当局により以下に決められた期間の前に抹消される： 

   １º 停職については４年； 

   ２º 降格については５年。 

 懲戒当局は、そのような拒否を正当化する余地のある新たな要因が現れない限り第２段落の対象となる抹消を拒否できない。 

 第１及び第２段落の対象となる期限は懲罰が言い渡された日から進行する。 

第20条 職員が刑罰若しくは懲戒追及の対象となりその在席が公共機関の利益と相容れないときは、関係者は命令措置として予防的に

休職させることができる。 

第21条 懲罰を課す権限のある当局はまた予防的休職を言い渡す権限もある。 

 第１段落により、基礎自治体議会と同様に（基礎自治体理事会）も書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に関する予防的休職を

言い渡す権限を有する。 

 （基礎自治体理事会）により言い渡された予防的休職は全て、基礎自治体議会によりその直後の会議で確認されない場合は、直ちに
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た、特に権限の重要度、責任の度合い並びに全般的な取組み方及び必要とされる専門性に従って決められる。 

第３条 基礎自治体の公務員は、連邦公共機関の職員と同じ条件で、以下の手当を受ける： 

 家庭住宅手当、家族手当、休暇賞与及び家族休暇賞与。 

第Ⅲ章 任 命 

第１条 基礎自治体議会は、本法が任命を決めていない公務員たちを任命する。議会はこの権限を以下の関係の者を除いて（基礎自治

体理事会）に委任することができる： 

   １º 基礎自治体の利益になるように特殊な職務を託す医師、外科医、産科医、及び獣医； 

   ２º 教育職員の成員たち。 

第Ⅳ章 禁 止 

第１条 基礎自治体議会は、事務職員、雇用人に、直接若しくは人を介してどのような営業にも従事したり、それに従事するのがその

職務と両立しないと見なされるどのような職にでも従事したりすることは禁じられる。 

 この禁止に違反の場合、懲罰が関係職員に課せられる。 

第Ⅴ章 懲戒制度 

第１条 本章の諸規定は、雇用契約により従事する職員と憲法第24条の対象となる職員を除き基礎自治体職員全員に適用できる。 

第２条 本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の対象となる懲罰は以下の理由で課せられる： 

   １º 職務専念義務違反； 

   ２º 職務の品位を傷つける不正行為； 

   ３º 本巻第Ⅱ編第Ⅳ章第５条、第38条、第39条及び第Ⅰ編第Ⅵ章第１条の対象となる禁止違反。 

第３条 以下の懲罰が基礎自治体職員たちに課せられる： 

   １º 比較的小さい懲戒 

      ― 警告 

      ― 戒告 

   ２º 比較的大きい懲戒 

      ― 減俸 

      ― 停職 

      ― 降格 

   ３º 最大の懲戒 

      ― 辞職 

      ― 免職 

第４条 減俸は俸給の３か月分を超えることはできない。 

 減俸は俸給総計の最大20％まで高められる。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第５条 停職罰は最大３か月の期間言い渡される。 

 停職罰はその間俸給の剥奪をもたらす。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第６条 降格は俸給表の低い若しくは位階制中で低い階級を占める等級の付与となる。 

 全ての場合に、降格に適用される等級は当事者が属する範囲の等級の位階制の等級内に存在しなければならない。 

 降格は基礎自治体の書記、書記補、地方収入役、地域圏収入役には適用されない。 

第７条 基礎自治体議会は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されている職

員に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条の予定する懲罰を課することができる。 

 基礎自治体の書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に課せられる懲戒についての基礎自治体の書記の報告は必要ない。 

第８条 （基礎自治体理事会）は、基礎自治体書記の報告に基づき、基礎自治体から報酬を受け任命権が基礎自治体当局に付与されて

いる職員に、警告、戒告、減俸及び１か月を超えない期間についての停職の懲罰を課すことができる。 

 第１段落は書記、書記補、地方収入役及び特別会計係には適用されない。 

第９条 県知事は地域圏収入役に本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第３条に記載された懲罰を課すことができる。 

第10条 いかなる懲罰も、職員たちが言い渡した当局によりその責任ありとされた行為の全てについて弁明の理由を聞かれていなけれ

ば、言い渡しすることはできない。 
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 手続の進行中は、当事者は選んだ弁護人により支援を受けられる。 

第11条 聴聞の前に、懲戒当局は懲戒の一件書類を作成する。 

 懲戒の一件書類は責任ありとされた行為に関係のある全ての書類からなる。 

第12条 出頭の12平日前に、当事者は、書留郵便の書簡によるか、受領書と引替えの召喚状の配達により聴聞のために召喚される。 

 召喚状は以下のことを記載しなければならない： 

   １º 責任ありとされた全ての行為； 

   ２º 懲罰が予想され一件書類が作成された行為； 

   ３º 聴聞の場所、日及び時間； 

   ４º 当事者のその選んだ弁護人により支援される権利； 

   ５º 懲罰の一件書類が閲覧できる場所及び期間；  

   ６º 当事者が基礎自治体議会に出頭しなければならないならば、聴聞の公開を要求することができる権利； 

   ７º 当事者がこの聴聞の公開と同様に証人の聴聞を要求する権利。 

第13条 出頭を手配している懲戒当局に出頭する召喚から当事者及びその弁護人は一件書類を参照し、願えば書面により弁明の理由を

懲戒当局に通告できる。 

第14条 聴聞の調書が作成され、それには聴聞された職員の宣言が正確に再現される。 

 調書が聴聞の最後に作成されれば、直ちに読み上げられ当事者は署名するよう促される。 

 調書が聴聞の後に作成されれば、当事者は聴聞から８日以内に署名する催促と一緒に通知される。 

 いずれの場合にも、署名のときに、当事者は、署名を拒否する場合には、言及される留保条件を表明することができる。 

 当事者が書面で聴聞されるのを放棄しているか若しくは聴聞に出席しない場合には、聴聞当局は、場合に応じて、放棄か若しくは不

出頭の調書を作成する。 

 聴聞、放棄若しくは不出頭の調書は、本法により必要とされる手続行為とそれらのいずれもが完了した旨の記載とを含む。 

第15条 懲戒当局は、職権でか又は当事者若しくは弁護人の要求で証人の聴聞を決定することができる。 

 この場合には、証人の聴聞は当事者の面前で行われ、この後者｛当事者｝が要求して懲戒当局がそれを承諾すれば公開される。 

 証人は公開での聴聞に反対することができる。 

第16条  

 §1. 懲戒当局自体は、課せられるべき懲罰について、最終聴聞終了、放棄若しくは不出頭か２か月以内に言い渡すことができる。 

    上述の期限内に決定が行われなかった場合は、懲戒当局は当事者に責任ありとされた行為についての追及を断念したと見なさ

れる。 

 §2. 全ての会議の最中出席しなかった基礎自治体議会又は長及び助役の理事会の構成員たちは、審議に加われないし、言い渡され

る懲戒措置の投票にも参加することはできない。 

 §3. 懲罰を課す決定は正式に正当化される。 

第17条 基礎自治体が懲罰を課する権限を持っている場合は、聴聞は当事者が要求するときは公開で行われる。 

第18条 正当化された決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引き替えの配達によってであれ通知される。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。同じ行為についての上述の懲戒は始められない。 

 決定通知は国法により若しくは勅令により予定された上訴及びそれがそのときまでに実行される期限が記載される。 

第19条 その執行は別として、警告、戒告及び減俸は職員たちの個人的な一件書類は、期限が以下に決められた期間の前に職権で抹消

される： 

   １º 警告については１年； 

   ２º 戒告については18か月； 

   ３º 減俸については３年。 

 その執行は別として、停職と降格の懲罰は、当事者の要求で、課した当局により以下に決められた期間の前に抹消される： 

   １º 停職については４年； 

   ２º 降格については５年。 

 懲戒当局は、そのような拒否を正当化する余地のある新たな要因が現れない限り第２段落の対象となる抹消を拒否できない。 

 第１及び第２段落の対象となる期限は懲罰が言い渡された日から進行する。 

第20条 職員が刑罰若しくは懲戒追及の対象となりその在席が公共機関の利益と相容れないときは、関係者は命令措置として予防的に

休職させることができる。 

第21条 懲罰を課す権限のある当局はまた予防的休職を言い渡す権限もある。 

 第１段落により、基礎自治体議会と同様に（基礎自治体理事会）も書記、書記補、地方収入役及び特別会計係に関する予防的休職を

言い渡す権限を有する。 

 （基礎自治体理事会）により言い渡された予防的休職は全て、基礎自治体議会によりその直後の会議で確認されない場合は、直ちに
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効力を失う。 

第22条 

 §1. 予防的休職は少なくとも４か月の期限について言い渡される。 

    刑罰追及の場合には、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第24条の対象となる手続の尊重と引替えに、刑罰追及の期間中少なくとも４か月間の

期間についてこの期間を延長することができる。 

 §2. 上述の期間中何らの懲罰も課されない場合には、予防的休職の効力は全く消滅する。 

第23条 職員が刑罰追及の対象となるとき又は懲戒追及の対象となるときは、予防的休職を言い渡す当局は俸給の留置き及び昇進の資

格剥奪を含む言い渡しを決定することができる。 

 俸給の留置きはその半分を超えることはできない。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第24条 予防的休職を言い渡すことができる前に、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第10条乃至第18条の対象となる手続に従って当事者に聴聞をする

のは当局の役目であるが、但し同第12条に決められた12平日の期限は５平日に短縮される。 

 極度に緊急の場合には、第１段落の対象となる手続に従って、決定の直前に、当局は直ちに予防的休職を言い渡すことができる。 

第25条 予防的休職を言い渡す決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引替えの配達によってであれ通知さ

れる。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。当局は同じ行為について予防的休職を言い渡すことはできない。 

第26条 全額の俸給が維持される予防的休職が懲罰に先行する場合には、これは言い渡される日に発効する。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、警告若しくは戒告が課せられる場合には、それはそれが言い渡される日

に発効する；予防的休職は撤回されたと見なされて留め置かれた俸給は当事者に払い戻される。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、俸給の留置き、休職、降格、辞職若しくは免職の懲罰が課せられる場合

には、可及的速やかにその休職の発効の日にその効果を生むことができる；休職中に留め置かれた俸給の総額は懲罰と連結した俸給

の損失額が差し引かれる；留め置かれた額が懲罰と連結した俸給の損失額以上であれば、当局は当事者に差額を払い戻す。 

第27条 懲戒当局はとがめるべき行為を確認するか若しくは認識した日の後６か月の期限満了後はもはや懲戒の追及を提起することは

できない。 

 同じ行為についての刑罰の追及の場合には、この期限は司法当局が懲戒当局に、最終決定が行われたか又は刑事手続が続けられない

旨通告した日から進行する。 

 懲戒当局の決定が国務院により破棄されるか若しくは監督庁により否認される場合には懲戒当局は、追及が提起されている期間が残

されている第１段落の対象となる期限の部分の間に国務院命令の通知若しくは監督庁の決定から懲戒の追及を取り戻すことができる。 

第Ⅵ章 特別法による人事 

第１条 戸籍吏の職務を果たす責任を負う長若しくは助役は、そのために、その命令の下で業務の要求に応じて、基礎自治体により給

与が支払われ、常にその雇用人の数及び給与を決定する議会に付託することなく任免する一人乃至複数の雇用人を持つことができる。 

第２条 一人乃至複数の戸籍担当雇用人が実在する基礎自治体においては、これらの雇用人たちの人数とそのそれぞれに付与される俸

給は、戸籍吏の意見を聞いた後でない限り基礎自治体議会により減額することはできない。 

第Ⅱ編 基礎自治体の財産管理 

第Ⅰ章 基礎自治体への贈与と遺贈及び基礎自治体内の公共施設 

第１条 生存中の行為によりなされる贈与はいつでも1931年７月12日の国法の諸規定により暫定的に受け入れられる。 

 埋葬権料は贈与とは見なされない。 

第２条 1939年11月30日の勅令第87号により修正され、1947年６月16日の国法により確認された1933年８月14日の勅令に抵触すること

なく、基礎自治体内に実在する公共施設及びこれらの施設に対してなされる寄付行為並びに遺贈に基づく個人の贈与が2,500ユーロ

を超える価値のときはその審議は基礎自治体議会及び県理事会の意見及び政府の認可に付される。 

 寄付若しくは遺贈の価値がこの金額を超えないときは県理事会の認可で足りる。この場合には、反対があれば行政手段により異議申

立をその日から８日以内に通知しなければならない。 

 その認可に対する異議申立は全て、遅くとも、この通知の後30日以内になされなければならない。 

 全体若しくは一部について認可を却下する場合は、異議申立は却下が基礎自治体当局に伝えられた日から30日以内になされなければ

ならない。 

 異議申立の場合は、政府により常に寄付若しくは遺贈の受入、削減、拒否についての裁定が下される。 

 生存者間の無償贈与は常に1931年７月12日の国法に従って暫定的に受け入れられる。 

第Ⅱ章 契 約 

第１条 議会は基礎自治体の財産及び権利の収益及び収入の賃貸料、小作料及びその他の全ての使用の諸条件を決める。 
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第２条 基礎自治体議会は、必要があれば、基礎自治体の賃借人若しくは小作人に対して、この者たちが法律の表現に従って若しくは

契約により要求する権利を有していても、この者たちが衡平の理由で願い出ても、この者たちが要求する減免を承認する。 

第３条 労働取引、調達若しくは業務の契約締結の方法を選択した議会は諸条件を決める。 

 議会は、そのために経常予算に計上された予算額の限界内で、基礎自治体の日常の管理に関する取引契約のために、この権限を（基

礎自治体理事会）に委任することができる。 

 不測の事態を引き起こす差し迫った緊急の場合には、（基礎自治体理事会）は第１段落の対象となる議会の権限の発動を行うことが

できる。その決定は基礎自治体議会に報告され、基礎自治体議会はその直後の会議のときに行為を確認する。 

第４条 （基礎自治体理事会）は手続を開始して取引契約を取得する。理事会は、その結果が10％以下の追加支出である限り、実施の

途中で必要と判断したどのような修正でも加えることができる。 

第Ⅲ章 基礎自治体の道路 

第１条 政府は、基礎自治体議会及び県理事会の意見を聴取した後で、都市部と農村基礎自治体の密集部分を貫通する幹線道路を決め

る。 

 地域圏により若しくは県により放棄された場合に、現存の道路若しくはその一部は、且つ基礎自治体議会の承認により、それ以降は

基礎自治体の道路の一部となったと見なされる。この移管は、これらの道路の敷地の無償での付与を含み、放棄のときに、良好な状

態で保守されていなければならない。 

第Ⅲ編 基礎自治体の一定の事務事業の管理 

第Ⅰ章 基礎自治体の公社 

第１節 基礎自治体の普通公社 

第１条 基礎自治体の施設及び業務は、公社として組織されて基礎自治体の一般業務の外で管理されることが可能である。 

第２条 公社の管理自体は商工業の方法に従って行われる。 

 公社の会計年度は暦年と一致する。 

 公社の会計は毎年12月31日に締め切られる貸借対照表、営業会計及び収支決算を含む。 

 公社の純利益は毎年基礎自治体の金庫に繰り入れられる。 

 公社の財務管理に固有のその他の規則は政府により定められる。 

第３条 基礎自治体の公社の収支は特別会計により行われることができる。この会計は、任命、懲罰、それに併せて責任及び管理の保

証のために提供される担保に関する基礎自治体収入役と同一の規則に委ねられる。 

第２節 独立基礎自治体公社 

第４条 政府はそのために法人格を付与された独立基礎自治体公社を創設できる商工業的性格の活動を定める。 

第５条  

 §1. 独立基礎自治体公社は理事会と経営委員会によって運営される。 

 §2. 理事会は県独立公社の目的の実現に有用か若しくは必要な活動の全てを達成する権限を有する。 

    理事会は経営委員会により確保される運営を監督する。監督は定期的に報告される。 

    （基礎自治体議会は独立基礎自治体公社の理事会の構成員たちを任命する。理事会は、多くても基礎自治体議会議員の人数の

半分で構成されるが、その人数は18人を超えられない。理事会の過半数は基礎自治体議会の構成員で構成される。 

    選挙法の第167条及び第168条に従って基礎自治体議会の比率で任命される。この段落の対象となる比例代表が、少なくとも多

数派協定の当事者とはならない政治集団若しくは政治諸集団を代表する独立基礎自治体公社の理事会の代表には認められない場

合には、上述の政治集団若しくは政治諸集団は理事会の中では投票権を持たないオブザーバーの資格での代表を指名する。その

オブザーバーは理事たちと同じ責任を負う。そのオブザーバーは、この比例の計算にも、民主的な内容の諸原理を尊重しない上

述の政治集団若しくは政治諸集団、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条項に

より、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２

次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美

を抑圧することを意図したか若しくはその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の

国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く団体の管理者になっていた集団

のオブザーバーの指名にも考慮に入れられない。 

    基礎自治体を代表する理事たちは異なる性からなる。 

    理事会はその構成員たちの中から理事長を選出する ― 2007年２月15日の地域圏法第１条）。 

    理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が責任を持たされる。 

 §3. 経営委員会は日常の運営、この運営に関する代表、並びに理事会の決定執行に責任を有する。同委員会は、理事会により指名

される代表委員１名と取締役理事４名で構成される。 

    運営委員会は代表委員により主宰される。運営委員会での票数が可否同数の場合はその投票が責任を持たされる。 

第６条 独立基礎自治体公社の財政状況と年次会計の監督は基礎自治体議会により公社の理事会以外で任命されて少なくとも１名は企
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効力を失う。 

第22条 

 §1. 予防的休職は少なくとも４か月の期限について言い渡される。 

    刑罰追及の場合には、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第24条の対象となる手続の尊重と引替えに、刑罰追及の期間中少なくとも４か月間の

期間についてこの期間を延長することができる。 

 §2. 上述の期間中何らの懲罰も課されない場合には、予防的休職の効力は全く消滅する。 

第23条 職員が刑罰追及の対象となるとき又は懲戒追及の対象となるときは、予防的休職を言い渡す当局は俸給の留置き及び昇進の資

格剥奪を含む言い渡しを決定することができる。 

 俸給の留置きはその半分を超えることはできない。 

 基礎自治体は当事者に社会統合税に関する2002年５月26日の国法により決められたような統合収入の総額にまるまる等しい俸給を保

証する。 

 パートタイムの給付の場合は、この総額は給付期間に比例して減額される。 

第24条 予防的休職を言い渡すことができる前に、本巻第Ⅰ編第Ⅴ章第10条乃至第18条の対象となる手続に従って当事者に聴聞をする

のは当局の役目であるが、但し同第12条に決められた12平日の期限は５平日に短縮される。 

 極度に緊急の場合には、第１段落の対象となる手続に従って、決定の直前に、当局は直ちに予防的休職を言い渡すことができる。 

第25条 予防的休職を言い渡す決定は即座に当事者に、書留郵便の書簡によってであれ、受領書と引替えの配達によってであれ通知さ

れる。 

 10平日の期限内に決定通知がなければ、撤回されたと見なされる。当局は同じ行為について予防的休職を言い渡すことはできない。 

第26条 全額の俸給が維持される予防的休職が懲罰に先行する場合には、これは言い渡される日に発効する。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、警告若しくは戒告が課せられる場合には、それはそれが言い渡される日

に発効する；予防的休職は撤回されたと見なされて留め置かれた俸給は当事者に払い戻される。 

 俸給の留置き及び昇進の資格剥奪を伴う予防的休職の後で、俸給の留置き、休職、降格、辞職若しくは免職の懲罰が課せられる場合

には、可及的速やかにその休職の発効の日にその効果を生むことができる；休職中に留め置かれた俸給の総額は懲罰と連結した俸給

の損失額が差し引かれる；留め置かれた額が懲罰と連結した俸給の損失額以上であれば、当局は当事者に差額を払い戻す。 

第27条 懲戒当局はとがめるべき行為を確認するか若しくは認識した日の後６か月の期限満了後はもはや懲戒の追及を提起することは

できない。 

 同じ行為についての刑罰の追及の場合には、この期限は司法当局が懲戒当局に、最終決定が行われたか又は刑事手続が続けられない

旨通告した日から進行する。 

 懲戒当局の決定が国務院により破棄されるか若しくは監督庁により否認される場合には懲戒当局は、追及が提起されている期間が残

されている第１段落の対象となる期限の部分の間に国務院命令の通知若しくは監督庁の決定から懲戒の追及を取り戻すことができる。 

第Ⅵ章 特別法による人事 

第１条 戸籍吏の職務を果たす責任を負う長若しくは助役は、そのために、その命令の下で業務の要求に応じて、基礎自治体により給

与が支払われ、常にその雇用人の数及び給与を決定する議会に付託することなく任免する一人乃至複数の雇用人を持つことができる。 

第２条 一人乃至複数の戸籍担当雇用人が実在する基礎自治体においては、これらの雇用人たちの人数とそのそれぞれに付与される俸

給は、戸籍吏の意見を聞いた後でない限り基礎自治体議会により減額することはできない。 

第Ⅱ編 基礎自治体の財産管理 

第Ⅰ章 基礎自治体への贈与と遺贈及び基礎自治体内の公共施設 

第１条 生存中の行為によりなされる贈与はいつでも1931年７月12日の国法の諸規定により暫定的に受け入れられる。 

 埋葬権料は贈与とは見なされない。 

第２条 1939年11月30日の勅令第87号により修正され、1947年６月16日の国法により確認された1933年８月14日の勅令に抵触すること

なく、基礎自治体内に実在する公共施設及びこれらの施設に対してなされる寄付行為並びに遺贈に基づく個人の贈与が2,500ユーロ

を超える価値のときはその審議は基礎自治体議会及び県理事会の意見及び政府の認可に付される。 

 寄付若しくは遺贈の価値がこの金額を超えないときは県理事会の認可で足りる。この場合には、反対があれば行政手段により異議申

立をその日から８日以内に通知しなければならない。 

 その認可に対する異議申立は全て、遅くとも、この通知の後30日以内になされなければならない。 

 全体若しくは一部について認可を却下する場合は、異議申立は却下が基礎自治体当局に伝えられた日から30日以内になされなければ

ならない。 

 異議申立の場合は、政府により常に寄付若しくは遺贈の受入、削減、拒否についての裁定が下される。 

 生存者間の無償贈与は常に1931年７月12日の国法に従って暫定的に受け入れられる。 

第Ⅱ章 契 約 

第１条 議会は基礎自治体の財産及び権利の収益及び収入の賃貸料、小作料及びその他の全ての使用の諸条件を決める。 
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第２条 基礎自治体議会は、必要があれば、基礎自治体の賃借人若しくは小作人に対して、この者たちが法律の表現に従って若しくは

契約により要求する権利を有していても、この者たちが衡平の理由で願い出ても、この者たちが要求する減免を承認する。 

第３条 労働取引、調達若しくは業務の契約締結の方法を選択した議会は諸条件を決める。 

 議会は、そのために経常予算に計上された予算額の限界内で、基礎自治体の日常の管理に関する取引契約のために、この権限を（基

礎自治体理事会）に委任することができる。 

 不測の事態を引き起こす差し迫った緊急の場合には、（基礎自治体理事会）は第１段落の対象となる議会の権限の発動を行うことが

できる。その決定は基礎自治体議会に報告され、基礎自治体議会はその直後の会議のときに行為を確認する。 

第４条 （基礎自治体理事会）は手続を開始して取引契約を取得する。理事会は、その結果が10％以下の追加支出である限り、実施の

途中で必要と判断したどのような修正でも加えることができる。 

第Ⅲ章 基礎自治体の道路 

第１条 政府は、基礎自治体議会及び県理事会の意見を聴取した後で、都市部と農村基礎自治体の密集部分を貫通する幹線道路を決め

る。 

 地域圏により若しくは県により放棄された場合に、現存の道路若しくはその一部は、且つ基礎自治体議会の承認により、それ以降は

基礎自治体の道路の一部となったと見なされる。この移管は、これらの道路の敷地の無償での付与を含み、放棄のときに、良好な状

態で保守されていなければならない。 

第Ⅲ編 基礎自治体の一定の事務事業の管理 

第Ⅰ章 基礎自治体の公社 

第１節 基礎自治体の普通公社 

第１条 基礎自治体の施設及び業務は、公社として組織されて基礎自治体の一般業務の外で管理されることが可能である。 

第２条 公社の管理自体は商工業の方法に従って行われる。 

 公社の会計年度は暦年と一致する。 

 公社の会計は毎年12月31日に締め切られる貸借対照表、営業会計及び収支決算を含む。 

 公社の純利益は毎年基礎自治体の金庫に繰り入れられる。 

 公社の財務管理に固有のその他の規則は政府により定められる。 

第３条 基礎自治体の公社の収支は特別会計により行われることができる。この会計は、任命、懲罰、それに併せて責任及び管理の保

証のために提供される担保に関する基礎自治体収入役と同一の規則に委ねられる。 

第２節 独立基礎自治体公社 

第４条 政府はそのために法人格を付与された独立基礎自治体公社を創設できる商工業的性格の活動を定める。 

第５条  

 §1. 独立基礎自治体公社は理事会と経営委員会によって運営される。 

 §2. 理事会は県独立公社の目的の実現に有用か若しくは必要な活動の全てを達成する権限を有する。 

    理事会は経営委員会により確保される運営を監督する。監督は定期的に報告される。 

    （基礎自治体議会は独立基礎自治体公社の理事会の構成員たちを任命する。理事会は、多くても基礎自治体議会議員の人数の

半分で構成されるが、その人数は18人を超えられない。理事会の過半数は基礎自治体議会の構成員で構成される。 

    選挙法の第167条及び第168条に従って基礎自治体議会の比率で任命される。この段落の対象となる比例代表が、少なくとも多

数派協定の当事者とはならない政治集団若しくは政治諸集団を代表する独立基礎自治体公社の理事会の代表には認められない場

合には、上述の政治集団若しくは政治諸集団は理事会の中では投票権を持たないオブザーバーの資格での代表を指名する。その

オブザーバーは理事たちと同じ責任を負う。そのオブザーバーは、この比例の計算にも、民主的な内容の諸原理を尊重しない上

述の政治集団若しくは政治諸集団、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条項に

より、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第２

次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美

を抑圧することを意図したか若しくはその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の

国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く団体の管理者になっていた集団

のオブザーバーの指名にも考慮に入れられない。 

    基礎自治体を代表する理事たちは異なる性からなる。 

    理事会はその構成員たちの中から理事長を選出する ― 2007年２月15日の地域圏法第１条）。 

    理事会での票数が可否同数の場合は理事長の投票が責任を持たされる。 

 §3. 経営委員会は日常の運営、この運営に関する代表、並びに理事会の決定執行に責任を有する。同委員会は、理事会により指名

される代表委員１名と取締役理事４名で構成される。 

    運営委員会は代表委員により主宰される。運営委員会での票数が可否同数の場合はその投票が責任を持たされる。 

第６条 独立基礎自治体公社の財政状況と年次会計の監督は基礎自治体議会により公社の理事会以外で任命されて少なくとも１名は企
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業診断協会会員の資格を有する３名の役員会に託される。 

 この最後の者以外は、役員会の構成員たちは全て基礎自治体議会議員である。 

第７条 任務を終えた基礎自治体議会議員たちは当然独立基礎自治体公社を退職したと見なされる。 

 独立基礎自治体公社の様々な機関の任務は全て基礎自治体議会の就任後の理事会の最初の会議のときに終わる。 

第８条 

 §1. 独立基礎自治体公社は、その目的の限度内で、その有形無形の財産の取得、使用及び譲渡、その財産の物権の形成若しくは抹

消、並びにそのような決定の実施と資金調達方法を自由に決定する。 

 §2. 公社は、直接若しくは間接に、社会的目的がその目的と両立できる、子会社のような公法上若しくは私法上の協会、団体及び

機関と協力することができる。 

    公社の資本の形成への様々な分野の出資金の大きさがどのようであろうと、独立基礎自治体公社は投票権の過半数を握って子

会社の機関の会長職を引き受ける。 

    一つの独立基礎自治体公社の諸機関において管理者か役員として在席する基礎自治体議会の構成員たちは、管理者か役員の報

酬を受けるいかなる任務も保有することはできないし、この公社の子会社でのいかなる報酬を受ける活動も行うことはできない。 

第９条 

 §1. 毎年度理事会は、独立基礎自治体公社の中期の目標及び戦略を決める事業計画並びに活動報告を作成する。事業計画及び活動

報告は基礎自治体議会に提出される。 

    加えて、管理協定の作成時に、経営委員会は管理協定の実施状況と併せて前会計年度の事業計画の実施の評価報告を作成する。 

 §2. 基礎自治体議会はいかなるときでも経営委員会に独立基礎自治体公社の活動についてかその中の一定のものについての報告を

要求することができる。 

第10条 会社法の第63条、第130条乃至第144条、第165条乃至第167条、第517条乃至第530条、第538条、第540条、及び第561条乃至第

567条が、本法に明白に違反しない限り、独立基礎自治体公社に適用できる。 

 独立基礎自治体公社は事業の会計及び年次会計報告に関する1975年７月17日の国法に従う。 

第Ⅱ章 死亡及び埋葬 

第１節 埋葬場所 

第１小節 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地及び火葬場施設 

第１条 （各基礎自治体は墓地を一つ所有していなければならない。但し、複数の基礎自治体が共同墓地を所有するために提携するこ

とができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団だけが、直接に若しくは公私のパートナーシップの一環として、火葬施

設を新設し、活用し運営することができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団は、使用されるパートナーシップの方法がどのようなものであろうと火

葬施設の火葬、活用及び運営に関して管理を見守る。この最後の場合には、基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の

社団は、公的代表が多数でなければ審議できない運営機関においての会長職及び多数を握らなければならない。全ての墓地及び火葬

施設は骨壺の埋葬区画、散骨区画及び納骨堂を持たなければならない ― 2007年２月15日の地域圏法第２条）。 

第２条 墓地の敷地は整備計画により定められる。 

 墓地の敷地を周到に準備した整備計画がない場合には、この目的に関する基礎自治体の決定は県衛生検査の助言、及びワロン地区都

市農村整備法第３条で問題となる代表公務員のそれと一致した意見の取得が先に行われる。 

 火葬施設の新設も同様な諸条件に従う。 

 政府は火葬施設の新設及び活用の諸基準を決める。政府はこれらの諸基準の遵守の監視を準備する。 

第３条 墓地及び火葬施設は、できる限り、通過及び見晴らしに障害となる物が囲われる。 

 そのために、必要ならば十分な植樹が行われる。 

第４条 基礎自治体の墓地及び火葬施設は、死の記憶の尊厳に反するどのような無秩序も行為も犯されないように、且つどのような無

許可の死体発掘も行われないように監視する官公署、警察及び基礎自治体当局の監督に従わされる。 

 基礎自治体の墓地及び火葬施設においては、墓地若しくは火葬施設が設置される区域の基礎自治体当局により第１段落の対象となる

権限が行使される。 

第５条 

 §1. 埋葬の予定される新たな敷地が整備されるときは、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は元の墓地内の埋葬の中止の日を

決める。 

    それらは少なくとも５年間は何らの使用もされないのを認める状態で残される。 

    基礎自治体議会若しくは基礎自治体事務組合は閉鎖の決定を認める周知を決める。 

 §2. §１に決められた期限満了で、又は最後の埋葬、証明される埋葬の登録簿への記載後５年で、元の墓地の土地の割当ての変更

を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は県知事の承認に掛けられる。但し、基礎の掘削も工事も県
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の衛生検査の承認がなければ認可されない。 

 §3. 埋葬中止の日を決めた決定がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は、その期限内に最後の埋葬、証明される埋

葬の登録簿への記載から少なくとも10年たったならば、同様に元の墓地の割当ての変更も決定することはできない。 

    この場合には、元の墓地の土地の割当ての変更を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は、取得さ

れた後１年間は、且つ墓地に埋葬されてから１年間にその議決若しくは決定の写しが提示された限りその効果を生じることはで

きない。 

   §２の諸規定も同様に適用される。 

第２小節 土 地 

第６条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合のそれぞれの墓若しくは納骨堂の土

地を許可することができる。 

 基礎自治体の墓地の場合には、基礎自治体議会はこの権限を（基礎自治体理事会）に委任することができる。 

 同様の土地は、基礎自治体当局にその意志を表明した人々と同様に、申請者、配偶者、親族や姻族及び一つ乃至複数の宗教共同体に

与えることができる。土地の名義人により指定される第三者も同様にそこに埋葬することができる。 

 その内の一人の死亡時に事実上夫婦となっていた人々については、移譲は相続人により請求することができる。 

 土地委譲の申請は第三者及びその家族のために提出することができる。 

第７条 土地は最長期間15年間認められる。 

 決められた期間満了前に全ての当事者から提出された申請については、相続人の更新が認められる。 

 更新は当事者が土地の維持費について十分な金銭的保証ができない場合以外拒否されることはない。 

 政府は金銭的保証を提示するために設立される法人格を付与された団体を認可することができ、これらの保証についての規則を決め

る。 

 更新はいずれも最初の移譲の期限を超えることはできない。 

 決められた期限前に当事者から提出された申請については、土地へのそれぞれの新たな埋葬から同じ有効期間の期間が開始される。

土地への最後の埋葬の期間内に何らの更新も申請されず、それが承認されるための期間が満了した場合には、それが移譲の期限満了

の期日前の５年以内に提出される場合には、墓地は死亡の日から始まった５年の期間中維持される。 

第８条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は土地授与の料金及び諸条件を決める。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第７条の第２段落及び第４段落の対象となる場合には、基礎自治体が要求できる料金は前の土地の満期の日を超え

る年数に比例して算定される。 

第９条 50年ごとに、無償で、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効以前に、若しくは｛共和歴｝Ⅻ年草月23日の勅令によ

り認められた永代の土地当事者全員の申請により更新することができる。最初の更新申請は提出されなければならない： 

 ａ）土地がその日の少なくとも50年以前に付与された1975年12月31日以前に； 

 ｂ）その他の場合には移譲の15年目の満期開始から10年の期間内に。 

 10年のこの期間の初年の終了で長若しくはその代理は当事者たちの意向によりその権利の維持が決められた期日以前に長に届けなけ

ればならない更新申請により決められる警告証書を作成する。この証書は委譲申請を提出した者に、又その者が死亡している場合に

はその相続人若しくは権利所有者に届けられる。 

 長若しくはその代理は前段落の対象となる者たちの足跡がたどれない場合は、この証書の写しは墓地内の墓その他の場所について１

年間掲示される。 

 更新の申請がなければ委譲は終了する。当事者たち自体を探し出すための探索は移譲を承認した基礎自治体による最後の住所への警

告の通知に限られる。 

第10条 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第５条が適用されるときは、同条の第１段落の対象となる日の前に全ての当事者により提出される申請に基

づき、与えられたものと当面積の区画が新しい墓地の中に割り当てられる。 

 基礎自治体は譲渡がそれに従う諸条件を決める。 

第11条 与えられた土地の上の墓の保守は当事者に課せられる。 

 保守の欠如は、放棄状態になり、墓の永続的な体裁が不潔となり、草ボウボウとなり、荒廃し、崩落若しくは崩壊しているときに明

らかになる。 

 放棄状態は、長若しくはその代理、又は基礎自治体事務組合の墓地代表の、１年間掲示された墓の場所及び墓地の入口に証書により

証明される。 

 この期間満了後にこの状態の回復がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は移譲の権利を終了することができる。 

第２節 葬式及び墓の形態 

第１小節 納棺及び遺体の搬送 

第12条 遺体は棺の中に安置されなければならない。 

 納棺の前の防腐処置は政府により定められる場合は許可される。 
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業診断協会会員の資格を有する３名の役員会に託される。 

 この最後の者以外は、役員会の構成員たちは全て基礎自治体議会議員である。 

第７条 任務を終えた基礎自治体議会議員たちは当然独立基礎自治体公社を退職したと見なされる。 

 独立基礎自治体公社の様々な機関の任務は全て基礎自治体議会の就任後の理事会の最初の会議のときに終わる。 

第８条 

 §1. 独立基礎自治体公社は、その目的の限度内で、その有形無形の財産の取得、使用及び譲渡、その財産の物権の形成若しくは抹

消、並びにそのような決定の実施と資金調達方法を自由に決定する。 

 §2. 公社は、直接若しくは間接に、社会的目的がその目的と両立できる、子会社のような公法上若しくは私法上の協会、団体及び

機関と協力することができる。 

    公社の資本の形成への様々な分野の出資金の大きさがどのようであろうと、独立基礎自治体公社は投票権の過半数を握って子

会社の機関の会長職を引き受ける。 

    一つの独立基礎自治体公社の諸機関において管理者か役員として在席する基礎自治体議会の構成員たちは、管理者か役員の報

酬を受けるいかなる任務も保有することはできないし、この公社の子会社でのいかなる報酬を受ける活動も行うことはできない。 

第９条 

 §1. 毎年度理事会は、独立基礎自治体公社の中期の目標及び戦略を決める事業計画並びに活動報告を作成する。事業計画及び活動

報告は基礎自治体議会に提出される。 

    加えて、管理協定の作成時に、経営委員会は管理協定の実施状況と併せて前会計年度の事業計画の実施の評価報告を作成する。 

 §2. 基礎自治体議会はいかなるときでも経営委員会に独立基礎自治体公社の活動についてかその中の一定のものについての報告を

要求することができる。 

第10条 会社法の第63条、第130条乃至第144条、第165条乃至第167条、第517条乃至第530条、第538条、第540条、及び第561条乃至第

567条が、本法に明白に違反しない限り、独立基礎自治体公社に適用できる。 

 独立基礎自治体公社は事業の会計及び年次会計報告に関する1975年７月17日の国法に従う。 

第Ⅱ章 死亡及び埋葬 

第１節 埋葬場所 

第１小節 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地及び火葬場施設 

第１条 （各基礎自治体は墓地を一つ所有していなければならない。但し、複数の基礎自治体が共同墓地を所有するために提携するこ

とができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団だけが、直接に若しくは公私のパートナーシップの一環として、火葬施

設を新設し、活用し運営することができる。 

 基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の社団は、使用されるパートナーシップの方法がどのようなものであろうと火

葬施設の火葬、活用及び運営に関して管理を見守る。この最後の場合には、基礎自治体、独立基礎自治体公社若しくは基礎自治体の

社団は、公的代表が多数でなければ審議できない運営機関においての会長職及び多数を握らなければならない。全ての墓地及び火葬

施設は骨壺の埋葬区画、散骨区画及び納骨堂を持たなければならない ― 2007年２月15日の地域圏法第２条）。 

第２条 墓地の敷地は整備計画により定められる。 

 墓地の敷地を周到に準備した整備計画がない場合には、この目的に関する基礎自治体の決定は県衛生検査の助言、及びワロン地区都

市農村整備法第３条で問題となる代表公務員のそれと一致した意見の取得が先に行われる。 

 火葬施設の新設も同様な諸条件に従う。 

 政府は火葬施設の新設及び活用の諸基準を決める。政府はこれらの諸基準の遵守の監視を準備する。 

第３条 墓地及び火葬施設は、できる限り、通過及び見晴らしに障害となる物が囲われる。 

 そのために、必要ならば十分な植樹が行われる。 

第４条 基礎自治体の墓地及び火葬施設は、死の記憶の尊厳に反するどのような無秩序も行為も犯されないように、且つどのような無

許可の死体発掘も行われないように監視する官公署、警察及び基礎自治体当局の監督に従わされる。 

 基礎自治体の墓地及び火葬施設においては、墓地若しくは火葬施設が設置される区域の基礎自治体当局により第１段落の対象となる

権限が行使される。 

第５条 

 §1. 埋葬の予定される新たな敷地が整備されるときは、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は元の墓地内の埋葬の中止の日を

決める。 

    それらは少なくとも５年間は何らの使用もされないのを認める状態で残される。 

    基礎自治体議会若しくは基礎自治体事務組合は閉鎖の決定を認める周知を決める。 

 §2. §１に決められた期限満了で、又は最後の埋葬、証明される埋葬の登録簿への記載後５年で、元の墓地の土地の割当ての変更

を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は県知事の承認に掛けられる。但し、基礎の掘削も工事も県
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の衛生検査の承認がなければ認可されない。 

 §3. 埋葬中止の日を決めた決定がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は、その期限内に最後の埋葬、証明される埋

葬の登録簿への記載から少なくとも10年たったならば、同様に元の墓地の割当ての変更も決定することはできない。 

    この場合には、元の墓地の土地の割当ての変更を命じた基礎自治体議会の議決若しくは基礎自治体事務組合の決定は、取得さ

れた後１年間は、且つ墓地に埋葬されてから１年間にその議決若しくは決定の写しが提示された限りその効果を生じることはで

きない。 

   §２の諸規定も同様に適用される。 

第２小節 土 地 

第６条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合のそれぞれの墓若しくは納骨堂の土

地を許可することができる。 

 基礎自治体の墓地の場合には、基礎自治体議会はこの権限を（基礎自治体理事会）に委任することができる。 

 同様の土地は、基礎自治体当局にその意志を表明した人々と同様に、申請者、配偶者、親族や姻族及び一つ乃至複数の宗教共同体に

与えることができる。土地の名義人により指定される第三者も同様にそこに埋葬することができる。 

 その内の一人の死亡時に事実上夫婦となっていた人々については、移譲は相続人により請求することができる。 

 土地委譲の申請は第三者及びその家族のために提出することができる。 

第７条 土地は最長期間15年間認められる。 

 決められた期間満了前に全ての当事者から提出された申請については、相続人の更新が認められる。 

 更新は当事者が土地の維持費について十分な金銭的保証ができない場合以外拒否されることはない。 

 政府は金銭的保証を提示するために設立される法人格を付与された団体を認可することができ、これらの保証についての規則を決め

る。 

 更新はいずれも最初の移譲の期限を超えることはできない。 

 決められた期限前に当事者から提出された申請については、土地へのそれぞれの新たな埋葬から同じ有効期間の期間が開始される。

土地への最後の埋葬の期間内に何らの更新も申請されず、それが承認されるための期間が満了した場合には、それが移譲の期限満了

の期日前の５年以内に提出される場合には、墓地は死亡の日から始まった５年の期間中維持される。 

第８条 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は土地授与の料金及び諸条件を決める。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第７条の第２段落及び第４段落の対象となる場合には、基礎自治体が要求できる料金は前の土地の満期の日を超え

る年数に比例して算定される。 

第９条 50年ごとに、無償で、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効以前に、若しくは｛共和歴｝Ⅻ年草月23日の勅令によ

り認められた永代の土地当事者全員の申請により更新することができる。最初の更新申請は提出されなければならない： 

 ａ）土地がその日の少なくとも50年以前に付与された1975年12月31日以前に； 

 ｂ）その他の場合には移譲の15年目の満期開始から10年の期間内に。 

 10年のこの期間の初年の終了で長若しくはその代理は当事者たちの意向によりその権利の維持が決められた期日以前に長に届けなけ

ればならない更新申請により決められる警告証書を作成する。この証書は委譲申請を提出した者に、又その者が死亡している場合に

はその相続人若しくは権利所有者に届けられる。 

 長若しくはその代理は前段落の対象となる者たちの足跡がたどれない場合は、この証書の写しは墓地内の墓その他の場所について１

年間掲示される。 

 更新の申請がなければ委譲は終了する。当事者たち自体を探し出すための探索は移譲を承認した基礎自治体による最後の住所への警

告の通知に限られる。 

第10条 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第５条が適用されるときは、同条の第１段落の対象となる日の前に全ての当事者により提出される申請に基

づき、与えられたものと当面積の区画が新しい墓地の中に割り当てられる。 

 基礎自治体は譲渡がそれに従う諸条件を決める。 

第11条 与えられた土地の上の墓の保守は当事者に課せられる。 

 保守の欠如は、放棄状態になり、墓の永続的な体裁が不潔となり、草ボウボウとなり、荒廃し、崩落若しくは崩壊しているときに明

らかになる。 

 放棄状態は、長若しくはその代理、又は基礎自治体事務組合の墓地代表の、１年間掲示された墓の場所及び墓地の入口に証書により

証明される。 

 この期間満了後にこの状態の回復がなければ、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会は移譲の権利を終了することができる。 

第２節 葬式及び墓の形態 

第１小節 納棺及び遺体の搬送 

第12条 遺体は棺の中に安置されなければならない。 

 納棺の前の防腐処置は政府により定められる場合は許可される。 
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 禁じられた棺、覆い、経帷子、製品及びやり方の使用は、肉体の自然の普通の腐敗であろうと、火葬であろうと禁止される。 

 政府は棺がそれに応えなければならない諸条件と併せて前段落の対象となる対象及びやり方を定める。 

第13条 長及びその代理は納棺を支援することができる。 

第14条 基礎自治体議会は肉体の搬送によりふさわしい形態を決める。肉体の搬送は霊柩車か又はこのために装備した特殊な車両によ

り行われなければならない。 

 あらゆる場合に、葬列の監視は基礎自治体当局に従い、当局は死者の記憶の整理、品位並びに尊崇のうちに繰り広げられる葬列に気

を配る。 

第15条 貧窮者自体の肉体の納棺及び搬送は無料でつつましい方法でなされる。 

第16条 

 §1. 墓には二つの方法がある：土葬及び散骨若しくは火葬後の遺灰の保存。 

 §2. 何人も、その生存中に、土葬であろうと、火葬後の散骨か若しくは遺灰の保存であろうと、墓の形態に関してはその最終意志

を全く望み通りにその基礎自治体の戸籍吏に書面により通知することができる。 

    この通知は政府により定められたように基礎自治体の住民登録簿に記載される。 

    この最終意志の行為は、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第22条§１の第11段落に予定された埋葬許可の申請、又は第22条§２に予定された

行為と同等に扱われる。 

    死亡が主な居住地の基礎自治体以外の基礎自治体で起こった場合には、主な居住地の基礎自治体は直ちに死亡した基礎自治体

に、その要請で第２段落の対象となる最終意志に関する情報を伝えなければならない。 

第２小節 土 葬 

第17条 

 §1. 土葬は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地内では行うことはできない。 

 §2. 但し、土葬は火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内では続けることができる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条、第18条第１段落及び第19条は私有墓地に適用できる。 

 §3. §１の規定への違反は、土葬が行われなければならなかった基礎自治体の長の提案に基づき政府により確認される。 

    政府は、宗教的若しくは哲学的配慮に基づいてなされる申請については、公衆衛生の理由の反対がなければ違反を確認される

ことはできない。 

第18条 平地に土葬される遺体は全て別々の穴の中に、水平に、少なくとも1.5メートルの深さに安置される。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は穴の間の間隔を決める。 

第19条 地下納骨所の中に安置される遺体は少なくとも深さ80センチに眠らされる。 

 土地の上の墓の整備は、県の衛生検査に適合した勧告に基づき、県知事により与えられる特別の許可がなければ、且つ本章に起因す

る例外がなければ禁じられる。 

 但し、第２段落の対象となる建物内の、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内の土葬は以前

同様続けることができる。 

第20条 地面への土葬は５年間土葬されていない墓穴の中に行うのは認可されない。 

 区画の中で、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第18条により決められた諸条件で、これ以上土葬することができないときは、県の衛生検査に適合し

た勧告に基づき県知事により与えられる許可がなければ、最後の土葬から15年の期間の間はこれ以上新しい墓穴は掘ることができな

い。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第16条に従った墓に関して表明された最終意志の尊重を害することなく、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合

は墓地の敷地内で露出した残された遺体に与えられる送り先を決定する。 

第３小節 火 葬 

第21条 

 §1. 火葬は人がベルギー国内で死亡した場合には死亡を証明する戸籍吏により、若しくは人が外国で死亡した場合には火葬施設が

あるか交付される許可証により決められる。 

 §2. 発掘後の土葬のためには、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条の対象となる発掘の許可が必要である。 

    発掘許可授与後に、土葬の許可申請書は、正当な理由で、戸籍吏から火葬施設若しくは申請者の主たる住居が位置づけられる

場所、死亡した場所又は残された遺体が土葬されていた場所の郡の王国検事に転送される。 

    この許可申請書は、発行される場合は、墓の形態に関する死者の最終意志の住民登録簿への登録証明書と結び合わされなけれ

ばならない。 

    申請書が届けられている王室検事は、死亡が確認されている場所の戸籍吏に、民法第77条若しくは第81条の対象となる証明書

を含む一件書類を転送するよう要求することができる。この証明書が欠ける場合には、戸籍吏は理由を告げる。 

    土葬の許可は土葬の申請書を受け取った王室検事により拒否されるか又は許可される。 

第22条 
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 §1. 許可申請書は全て葬式に必要なものを供給する資格を有する者によってか若しくはその代理人により署名される。 

    それにより死者がその残された遺体が火葬される明白な意志を表明している遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行

為は、許可申請の代わりとなることができる。 

 §2. 遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行為により死者がその残された遺体が墓の別の方法についてその選択を表明し

ている場合は、又は本条の§４に予定された要望の通知を受けていた場合には、許可は戸籍吏員によってか若しくは王室検事に

より拒否されなければならない。 

 §3. 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第23条の§２の諸規定に抵触することなく、許可申請書の受理後48時間の期限到来以前には許可書は交付で

きない。 

 §4. 許可書の交付若しくは拒否に対して当事者は誰でもそのために一審小裁判所の裁判長に要望書を提出することができる。 

 所轄の裁判長は許可申請が行われた場所の裁判長となる。要望書は許可書が交付若しくは拒否された当事者並びに許可申請書がそこ

に提出されている戸籍吏若しくは王室検事にも通知される。 

 要望書は急速審判に関してと同様、精通した検察官により予審が行われ決定される。 

第23条 

 §1. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合は、許可申請書にその中

で主治医か若しくは死亡を証明した医師が表示した証明書が添付されなければならない。 

    ベルギーで死亡した人間の、且つ前段落の対象となる医師が自然死であると確認した死体に関するときは、さらに死因を立証

するために戸籍吏により受任された宣誓した医師の報告書を添付し、死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑

わしいか又は死亡原因が解明できないことを表示しなければならない。 

    戸籍吏により受任された医師の謝礼と全経費は死亡者の居住地の基礎自治体の役所により負担される。 

 §2. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合又は死亡が暴力によるも

のだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない疑惑が生ずる状況が存在するとき、又は§１により要求される証拠資料の中

では医師が暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない死亡の兆候若しくは手掛かりを持っていないと断言

できなかったときは、一件書類は戸籍吏からその郡の王室検事に移送されなければならない。 

    この場合には、王室検事が戸籍吏に異論がない旨知らせて初めて埋葬が許可される。 

第24条 王室検事は民法第81条に記述されているとおりに事を運ぶ。 

 埋葬を準備する家族若しくは個人はいつでもその選んだ医師に検死を手伝わせることができる。 

第25条 状況が必要とすれば、そこに火葬場が存在する基礎自治体の長若しくはその代理者は棺を開いてそこに火葬場が存在する郡の

王室検事に遅滞なく移送するその作業調書を作成する。 

第26条 火葬された遺体の遺骨は、墓地内で、以下のどちらかの条件の骨壺に収められる： 

   １º 少なくとも深さ80センチに埋められるか； 

   ２º 納骨堂に安置されるか。 

 火葬された遺体の遺骨は以下のどちらかができる： 

   １º このために専用の墓地の一角に散骨するか； 

   ２º ベルギー領土に隣接した領海上に、政府が定める諸条件で散骨するか。 

 死者の遺骨は尊敬・尊厳を払って取り扱われ、遺骨の散骨か若しくは埋葬、又はそれがそこに保管される場所への改葬を除いてはい

かなる営業活動の対象とすることもできない。 

 死者が書面により明記しているか若しくは肉親の申請による場合、未成年者である場合、又はもしあれば後見人の申請により、火葬

された遺体の遺骨は以下のことができる： 

   １º 墓地以外の場所に散骨される。但しこの散骨は第１及び第２段落の対象となる墓地を除き公有地上には行えない。それが死

者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面による事前の許可が必要である。遺骨の散骨

自体は火葬に引き続き行われる； 

   ２º 第１段落の１ºの諸規定に従って、墓地以外の場所に埋葬される。但しこの埋葬は第１及び２段落の対象となる墓地を除き

公有地上には行うことはできない。それが死者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面

による事前の許可が必要である。 

     埋葬自体は火葬に引き続き行われる； 

   ３º 近親の意向に従って墓地以外の場所に保管されるために骨壺に収められる。墓地以外の場所への遺骨の保管の最終段階では、

遺骨はその死亡の場合にそこに埋葬されるために墓地に保管を保証する肉親によるか若しくはその相続人により移葬されるか、

納骨堂に安置されるか若しくは散骨されるか、それともベルギー領土に隣接した領海上に散骨されるかのいずれかのどれかと

なる。 

     遺骨を受け入れた者はこれらの諸規定を遵守する責任がある。 

     第４段落の対象となる遺骨の保管、埋葬若しくは散骨がそれに従わなければならないその他の諸条件を定めることができる。 
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 禁じられた棺、覆い、経帷子、製品及びやり方の使用は、肉体の自然の普通の腐敗であろうと、火葬であろうと禁止される。 

 政府は棺がそれに応えなければならない諸条件と併せて前段落の対象となる対象及びやり方を定める。 

第13条 長及びその代理は納棺を支援することができる。 

第14条 基礎自治体議会は肉体の搬送によりふさわしい形態を決める。肉体の搬送は霊柩車か又はこのために装備した特殊な車両によ

り行われなければならない。 

 あらゆる場合に、葬列の監視は基礎自治体当局に従い、当局は死者の記憶の整理、品位並びに尊崇のうちに繰り広げられる葬列に気

を配る。 

第15条 貧窮者自体の肉体の納棺及び搬送は無料でつつましい方法でなされる。 

第16条 

 §1. 墓には二つの方法がある：土葬及び散骨若しくは火葬後の遺灰の保存。 

 §2. 何人も、その生存中に、土葬であろうと、火葬後の散骨か若しくは遺灰の保存であろうと、墓の形態に関してはその最終意志

を全く望み通りにその基礎自治体の戸籍吏に書面により通知することができる。 

    この通知は政府により定められたように基礎自治体の住民登録簿に記載される。 

    この最終意志の行為は、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第22条§１の第11段落に予定された埋葬許可の申請、又は第22条§２に予定された

行為と同等に扱われる。 

    死亡が主な居住地の基礎自治体以外の基礎自治体で起こった場合には、主な居住地の基礎自治体は直ちに死亡した基礎自治体

に、その要請で第２段落の対象となる最終意志に関する情報を伝えなければならない。 

第２小節 土 葬 

第17条 

 §1. 土葬は基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の墓地内では行うことはできない。 

 §2. 但し、土葬は火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内では続けることができる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条、第18条第１段落及び第19条は私有墓地に適用できる。 

 §3. §１の規定への違反は、土葬が行われなければならなかった基礎自治体の長の提案に基づき政府により確認される。 

    政府は、宗教的若しくは哲学的配慮に基づいてなされる申請については、公衆衛生の理由の反対がなければ違反を確認される

ことはできない。 

第18条 平地に土葬される遺体は全て別々の穴の中に、水平に、少なくとも1.5メートルの深さに安置される。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合は穴の間の間隔を決める。 

第19条 地下納骨所の中に安置される遺体は少なくとも深さ80センチに眠らされる。 

 土地の上の墓の整備は、県の衛生検査に適合した勧告に基づき、県知事により与えられる特別の許可がなければ、且つ本章に起因す

る例外がなければ禁じられる。 

 但し、第２段落の対象となる建物内の、火葬及び墓に関する1971年７月20日の国法の発効のときに存在した私有墓地内の土葬は以前

同様続けることができる。 

第20条 地面への土葬は５年間土葬されていない墓穴の中に行うのは認可されない。 

 区画の中で、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第18条により決められた諸条件で、これ以上土葬することができないときは、県の衛生検査に適合し

た勧告に基づき県知事により与えられる許可がなければ、最後の土葬から15年の期間の間はこれ以上新しい墓穴は掘ることができな

い。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第16条に従った墓に関して表明された最終意志の尊重を害することなく、基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合

は墓地の敷地内で露出した残された遺体に与えられる送り先を決定する。 

第３小節 火 葬 

第21条 

 §1. 火葬は人がベルギー国内で死亡した場合には死亡を証明する戸籍吏により、若しくは人が外国で死亡した場合には火葬施設が

あるか交付される許可証により決められる。 

 §2. 発掘後の土葬のためには、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第４条の対象となる発掘の許可が必要である。 

    発掘許可授与後に、土葬の許可申請書は、正当な理由で、戸籍吏から火葬施設若しくは申請者の主たる住居が位置づけられる

場所、死亡した場所又は残された遺体が土葬されていた場所の郡の王国検事に転送される。 

    この許可申請書は、発行される場合は、墓の形態に関する死者の最終意志の住民登録簿への登録証明書と結び合わされなけれ

ばならない。 

    申請書が届けられている王室検事は、死亡が確認されている場所の戸籍吏に、民法第77条若しくは第81条の対象となる証明書

を含む一件書類を転送するよう要求することができる。この証明書が欠ける場合には、戸籍吏は理由を告げる。 

    土葬の許可は土葬の申請書を受け取った王室検事により拒否されるか又は許可される。 

第22条 
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 §1. 許可申請書は全て葬式に必要なものを供給する資格を有する者によってか若しくはその代理人により署名される。 

    それにより死者がその残された遺体が火葬される明白な意志を表明している遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行

為は、許可申請の代わりとなることができる。 

 §2. 遺言行為の法的能力及び形式の諸条件を満たす行為により死者がその残された遺体が墓の別の方法についてその選択を表明し

ている場合は、又は本条の§４に予定された要望の通知を受けていた場合には、許可は戸籍吏員によってか若しくは王室検事に

より拒否されなければならない。 

 §3. 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第23条の§２の諸規定に抵触することなく、許可申請書の受理後48時間の期限到来以前には許可書は交付で

きない。 

 §4. 許可書の交付若しくは拒否に対して当事者は誰でもそのために一審小裁判所の裁判長に要望書を提出することができる。 

 所轄の裁判長は許可申請が行われた場所の裁判長となる。要望書は許可書が交付若しくは拒否された当事者並びに許可申請書がそこ

に提出されている戸籍吏若しくは王室検事にも通知される。 

 要望書は急速審判に関してと同様、精通した検察官により予審が行われ決定される。 

第23条 

 §1. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合は、許可申請書にその中

で主治医か若しくは死亡を証明した医師が表示した証明書が添付されなければならない。 

    ベルギーで死亡した人間の、且つ前段落の対象となる医師が自然死であると確認した死体に関するときは、さらに死因を立証

するために戸籍吏により受任された宣誓した医師の報告書を添付し、死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑

わしいか又は死亡原因が解明できないことを表示しなければならない。 

    戸籍吏により受任された医師の謝礼と全経費は死亡者の居住地の基礎自治体の役所により負担される。 

 §2. 死亡が自然死だったか若しくは暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない場合又は死亡が暴力によるも

のだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない疑惑が生ずる状況が存在するとき、又は§１により要求される証拠資料の中

では医師が暴力によるものだったか疑わしいか又は死亡原因が解明できない死亡の兆候若しくは手掛かりを持っていないと断言

できなかったときは、一件書類は戸籍吏からその郡の王室検事に移送されなければならない。 

    この場合には、王室検事が戸籍吏に異論がない旨知らせて初めて埋葬が許可される。 

第24条 王室検事は民法第81条に記述されているとおりに事を運ぶ。 

 埋葬を準備する家族若しくは個人はいつでもその選んだ医師に検死を手伝わせることができる。 

第25条 状況が必要とすれば、そこに火葬場が存在する基礎自治体の長若しくはその代理者は棺を開いてそこに火葬場が存在する郡の

王室検事に遅滞なく移送するその作業調書を作成する。 

第26条 火葬された遺体の遺骨は、墓地内で、以下のどちらかの条件の骨壺に収められる： 

   １º 少なくとも深さ80センチに埋められるか； 

   ２º 納骨堂に安置されるか。 

 火葬された遺体の遺骨は以下のどちらかができる： 

   １º このために専用の墓地の一角に散骨するか； 

   ２º ベルギー領土に隣接した領海上に、政府が定める諸条件で散骨するか。 

 死者の遺骨は尊敬・尊厳を払って取り扱われ、遺骨の散骨か若しくは埋葬、又はそれがそこに保管される場所への改葬を除いてはい

かなる営業活動の対象とすることもできない。 

 死者が書面により明記しているか若しくは肉親の申請による場合、未成年者である場合、又はもしあれば後見人の申請により、火葬

された遺体の遺骨は以下のことができる： 

   １º 墓地以外の場所に散骨される。但しこの散骨は第１及び第２段落の対象となる墓地を除き公有地上には行えない。それが死

者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面による事前の許可が必要である。遺骨の散骨

自体は火葬に引き続き行われる； 

   ２º 第１段落の１ºの諸規定に従って、墓地以外の場所に埋葬される。但しこの埋葬は第１及び２段落の対象となる墓地を除き

公有地上には行うことはできない。それが死者か若しくはその近親の所有地でない土地の場合は、上述の土地の所有者の書面

による事前の許可が必要である。 

     埋葬自体は火葬に引き続き行われる； 

   ３º 近親の意向に従って墓地以外の場所に保管されるために骨壺に収められる。墓地以外の場所への遺骨の保管の最終段階では、

遺骨はその死亡の場合にそこに埋葬されるために墓地に保管を保証する肉親によるか若しくはその相続人により移葬されるか、

納骨堂に安置されるか若しくは散骨されるか、それともベルギー領土に隣接した領海上に散骨されるかのいずれかのどれかと

なる。 

     遺骨を受け入れた者はこれらの諸規定を遵守する責任がある。 

     第４段落の対象となる遺骨の保管、埋葬若しくは散骨がそれに従わなければならないその他の諸条件を定めることができる。 
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第４小節 墓を示す標章 

第27条 死者の反対の意志若しくは近親の反対がなければ、何人も永代使用の名義人の権利とは別にその肉親若しくはその愛する人の

墓の上に墓を示す標章を置ける権利を有する。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会はこの権利の行使及び特に墓の章標の寸法及び使用される材質に関係するもの全てを

決める。 

第28条 墓の永代使用が終わるとき若しくは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第10条に予定された移葬が申し立てられないときは、墓を示す墓標は取

り除かれないが存続する地下建造物は基礎自治体若しくは基礎自治体組合の財産となる。 

 永代使用されない土地が新たな埋葬のために使用されるときは、この土地の入口及び墓地の入口に掲示される告示がその間に墓を示

す墓標を取り除くことができる期限を当事者に知らせる；この期限、又は（基礎自治体理事会）により決められた延長期間の満了で、

基礎自治体はその資材の所有者になる。 

 前段落の対象となる期限は墓地を管理する基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合により決定されるか延長される。基礎自治体の場

合には、管轄機関は長と助役の理事会である。 

 （基礎自治体理事会）だけが基礎自治体に帰属した資材の用途を決める。 

第３節 最終規定 

第29条 本章の諸規定は王室の構成員たちの埋葬に関する慣例も、その大聖堂内の教区の司教の埋葬に関する慣例も、さらに軍人墓地

に関する措置も妨害するものではない。 

第30条 政府は、国際協約の遂行を確保するためにも、病気の感染の蔓延又はイオンを生じる放射線による汚染の危険に対して住民の

保護のためにも、本条の諸規定に違反することができる。 

第31条 本章の諸規定違反は刑法第315条、第340条及び第526条により予定される刑罰を課すことができる。 

第Ⅲ章 公共施設 

第１条 公益質屋の予算及び会計は基礎自治体議会の承認に付される。 

 異議申立の場合には、この件について県理事会により裁定が下される。 

第２条 長は、適当と判断したときは、公益質屋の運営会議に出席してその審議に参加する。この場合、長は会議を主宰してそこで発

言権を有する。 

第３条 公共施設の運営には、上級庁の監督の下で、森林法を作成するための所管庁により決められる方法でのその樹木及び森林の管

理がある。 

第Ⅳ編 責任及び司法行為 

第Ⅰ章 基礎自治体の民事責任 

第１条 長若しくは助役は、損害訴訟の対象となり民事法廷若しくは抑止法廷の当事者となった場合は、地域圏若しくは基礎自治体に

訴訟を要請することができる。 

 地域圏若しくは基礎自治体は任意に参加することができる。 

第２条 基礎自治体は、長若しくは助役（若しくはたち）が、累犯の場合でなく、その職務の通常の遂行中に犯した違反の結果として

有罪とされた罰金の支払に民事上の責任がある。 

 有罪とされた長、助役若しくは助役たちに対する基礎自治体の無効の訴えは、詐欺、重過失若しくは通常の性質を有する軽過失に限

られる。 

第３条 基礎自治体は、長及び助役若しくは助役たちがその職務の通常の遂行中に個人的に負わされる、これには裁判の補佐を含む民

事上の責任を対象とする保証を負う責任がある。 

 政府は本規定の執行方法を決める。 

第Ⅱ章 司法行為 

第１節 総 則 

第１条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体に提起された全ての訴訟の裁判に対応する。又緊急審理訴訟及び占有権訴訟も提起する；

さらに保全行為若しくは時効の中断及び権利剥奪も行う。 

 そこへ基礎自治体が申請者として参加するそのほかの全ての訴訟は基礎自治体の事前承認を得てのみ理事会により提起することがで

きる。 

第２節 納税者による基礎自治体に帰属する法廷での訴訟の実施 

第２条 一人乃至複数の居住者は、（基礎自治体理事会）の代わりに、基礎自治体の名において申し出人として出廷し、訴訟費用を個

人的に負担して、保釈金を積んで、宣告された有罪判決に抗弁することができる。 

 基礎自治体は訴訟を継続している者若しくは者たちの参加がなければその名において訴訟について和解することはできない。 

第Ⅲ巻 基礎自治体の財政 
第Ⅰ編 予算及び会計報告 

第Ⅰ章 総 則 
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第１条 基礎自治体の財政年度は暦年に一致する。 

 その間にそれらが清算される年度がいかなるものであろうと、この財政年度中の債権者に関する基礎自治体への既得権及び借用義務

の行使はその財政年度に属すると見なされる。 

第２条 監督庁により減額されそうな任意の支出のための配分はいずれもそれを承認する基礎自治体の新たな審議がなければ（基礎自

治体理事会）により支出されてはならない。 

第３条 基礎自治体の金庫からの支出はいずれも予算に計上された配分額、特別債、若しくは政府により決められた諸条件及び限度額

内で割り当てられる県債により行うことはできない。 

 （基礎自治体理事会）の構成員たちは第１段落に反して彼らにより約束されたか若しくは委任された支出に個人的に責任を負うこと

ができる。 

第４条 

 §1. 予算の各項目は超えてはならないし、又移転も行ってはならない。 

 §2. 但し、年度の閉鎖の際に、一定の配分額が、基礎自治体の債権者のための正規の契約及び契約の実行を負担するときは、支出

の清算に必要な配分額の一部が（基礎自治体理事会）の決定により、閉鎖される年度に続く次年度に繰り越される。 

    理事会は基礎自治体議会の新たな関与なしにそのように繰り越された配分額を自由に処理することができる。 

第５条 但し、基礎自治体議会は緊急事態及び突発事により要求される支出に、この問題に正当化できる解決をもたらすために備える

ことができる。 

 僅かな遅れでも甚大な被害をもたらす場合には、（基礎自治体理事会）は、その責任において支出を用意でき、その出費を認めるか

否かを審議する基礎自治体議会に遅滞なく知識を提供する責任がある。 

 第１及び第２段落の実行で支払われる支出を委任されたが最終会計報告を否認された（基礎自治体理事会）の構成員たちは、個人的

に基礎自治体の金庫に総額を払い込む責任がある。 

第６条 基礎自治体の金庫についての委任状は、（基礎自治体理事会）の命を受け、長によるか若しくはその代理をする者により、及

び助役により署名されなければならず、書記により副署される。 

第Ⅱ章 予算の可決及び会計の決算 

第１条 毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 （毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 この年次会計は予算会計、差引高会計及び貸借対照表を含む。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が、会計報告並びに基礎自治体議会がそのために記載方法を選定して諸条件を決めて

いた調達品若しくはサービスの事業契約の落札者名簿に添付される ― 2005年12月８日の地域圏法第24条の１）。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が会計報告に添付される。 

第２条 基礎自治体議会が基礎自治体の翌財政年度の収支予算を審議するために毎年10月の第１月曜日に招集される。 

第Ⅲ章 予算及び諸会計の公表 

第１条 予算及び会計は基礎自治体庁舎に置かれ、そこでは誰でもいつでもその場で精読して調べることができる。 

 この閲覧の機会は基礎自治体議会による予算及び会計の可決の翌月内に（基礎自治体理事会）の請求により決められる掲示方法によ

り想起させられる。掲示の期間は10日以下であってはならない。 

第Ⅳ章 予算の均衡 

第１条 いかなる場合にも、基礎自治体の収支予算は、通常予算でも特別予算でも収支均衡か若しくは名目上の黒字を表示しない赤字

での差引残高を提示することはできない。 

第２条 本章第１条の意味での均衡予算を提示できない各基礎自治体は以下のようになる： 

   １º これらの基礎自治体に特有の諸活動に固有の職務を遂行するものを含むそれらの公務員たちに、省庁の財務規定及び職員の

俸給表を適用できる； 

   ２º その者たちが共同体の職員の構成員であれば、当事者たちがその俸給に権利を有し、能力の資格を考慮に入れる教育職員の

構成員たちには、共同体の教育において認められる独自の手当及び配分予算の増額は認めることができない； 

   ３º 児童の人数の基準に関する国の規則に関して定員超過の公務員たち、及び必要な資格若しくは十分と判定される資格を保有

しない公務員たちも亦、教育職員の構成員たちの資格に与えられる俸給は認めることができない。 

第Ⅴ章 基礎自治体会計の総決算 

第１条 政府が、基礎自治体の予算、財政及び会計の諸規則並びにその会計係の職務の行使方法に関する規則を決める。 

第Ⅱ編 負担及び支出 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会は諸法律が基礎自治体の負担を条件にしているもの全て、とりわけ以下のもの支出予算を毎年度計上する義務

がある： 
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第４小節 墓を示す標章 

第27条 死者の反対の意志若しくは近親の反対がなければ、何人も永代使用の名義人の権利とは別にその肉親若しくはその愛する人の

墓の上に墓を示す標章を置ける権利を有する。 

 基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合の議会はこの権利の行使及び特に墓の章標の寸法及び使用される材質に関係するもの全てを

決める。 

第28条 墓の永代使用が終わるとき若しくは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第10条に予定された移葬が申し立てられないときは、墓を示す墓標は取

り除かれないが存続する地下建造物は基礎自治体若しくは基礎自治体組合の財産となる。 

 永代使用されない土地が新たな埋葬のために使用されるときは、この土地の入口及び墓地の入口に掲示される告示がその間に墓を示

す墓標を取り除くことができる期限を当事者に知らせる；この期限、又は（基礎自治体理事会）により決められた延長期間の満了で、

基礎自治体はその資材の所有者になる。 

 前段落の対象となる期限は墓地を管理する基礎自治体若しくは基礎自治体事務組合により決定されるか延長される。基礎自治体の場

合には、管轄機関は長と助役の理事会である。 

 （基礎自治体理事会）だけが基礎自治体に帰属した資材の用途を決める。 

第３節 最終規定 

第29条 本章の諸規定は王室の構成員たちの埋葬に関する慣例も、その大聖堂内の教区の司教の埋葬に関する慣例も、さらに軍人墓地

に関する措置も妨害するものではない。 

第30条 政府は、国際協約の遂行を確保するためにも、病気の感染の蔓延又はイオンを生じる放射線による汚染の危険に対して住民の

保護のためにも、本条の諸規定に違反することができる。 

第31条 本章の諸規定違反は刑法第315条、第340条及び第526条により予定される刑罰を課すことができる。 

第Ⅲ章 公共施設 

第１条 公益質屋の予算及び会計は基礎自治体議会の承認に付される。 

 異議申立の場合には、この件について県理事会により裁定が下される。 

第２条 長は、適当と判断したときは、公益質屋の運営会議に出席してその審議に参加する。この場合、長は会議を主宰してそこで発

言権を有する。 

第３条 公共施設の運営には、上級庁の監督の下で、森林法を作成するための所管庁により決められる方法でのその樹木及び森林の管

理がある。 

第Ⅳ編 責任及び司法行為 

第Ⅰ章 基礎自治体の民事責任 

第１条 長若しくは助役は、損害訴訟の対象となり民事法廷若しくは抑止法廷の当事者となった場合は、地域圏若しくは基礎自治体に

訴訟を要請することができる。 

 地域圏若しくは基礎自治体は任意に参加することができる。 

第２条 基礎自治体は、長若しくは助役（若しくはたち）が、累犯の場合でなく、その職務の通常の遂行中に犯した違反の結果として

有罪とされた罰金の支払に民事上の責任がある。 

 有罪とされた長、助役若しくは助役たちに対する基礎自治体の無効の訴えは、詐欺、重過失若しくは通常の性質を有する軽過失に限

られる。 

第３条 基礎自治体は、長及び助役若しくは助役たちがその職務の通常の遂行中に個人的に負わされる、これには裁判の補佐を含む民

事上の責任を対象とする保証を負う責任がある。 

 政府は本規定の執行方法を決める。 

第Ⅱ章 司法行為 

第１節 総 則 

第１条 （基礎自治体理事会）は基礎自治体に提起された全ての訴訟の裁判に対応する。又緊急審理訴訟及び占有権訴訟も提起する；

さらに保全行為若しくは時効の中断及び権利剥奪も行う。 

 そこへ基礎自治体が申請者として参加するそのほかの全ての訴訟は基礎自治体の事前承認を得てのみ理事会により提起することがで

きる。 

第２節 納税者による基礎自治体に帰属する法廷での訴訟の実施 

第２条 一人乃至複数の居住者は、（基礎自治体理事会）の代わりに、基礎自治体の名において申し出人として出廷し、訴訟費用を個

人的に負担して、保釈金を積んで、宣告された有罪判決に抗弁することができる。 

 基礎自治体は訴訟を継続している者若しくは者たちの参加がなければその名において訴訟について和解することはできない。 

第Ⅲ巻 基礎自治体の財政 
第Ⅰ編 予算及び会計報告 

第Ⅰ章 総 則 
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第１条 基礎自治体の財政年度は暦年に一致する。 

 その間にそれらが清算される年度がいかなるものであろうと、この財政年度中の債権者に関する基礎自治体への既得権及び借用義務

の行使はその財政年度に属すると見なされる。 

第２条 監督庁により減額されそうな任意の支出のための配分はいずれもそれを承認する基礎自治体の新たな審議がなければ（基礎自

治体理事会）により支出されてはならない。 

第３条 基礎自治体の金庫からの支出はいずれも予算に計上された配分額、特別債、若しくは政府により決められた諸条件及び限度額

内で割り当てられる県債により行うことはできない。 

 （基礎自治体理事会）の構成員たちは第１段落に反して彼らにより約束されたか若しくは委任された支出に個人的に責任を負うこと

ができる。 

第４条 

 §1. 予算の各項目は超えてはならないし、又移転も行ってはならない。 

 §2. 但し、年度の閉鎖の際に、一定の配分額が、基礎自治体の債権者のための正規の契約及び契約の実行を負担するときは、支出

の清算に必要な配分額の一部が（基礎自治体理事会）の決定により、閉鎖される年度に続く次年度に繰り越される。 

    理事会は基礎自治体議会の新たな関与なしにそのように繰り越された配分額を自由に処理することができる。 

第５条 但し、基礎自治体議会は緊急事態及び突発事により要求される支出に、この問題に正当化できる解決をもたらすために備える

ことができる。 

 僅かな遅れでも甚大な被害をもたらす場合には、（基礎自治体理事会）は、その責任において支出を用意でき、その出費を認めるか

否かを審議する基礎自治体議会に遅滞なく知識を提供する責任がある。 

 第１及び第２段落の実行で支払われる支出を委任されたが最終会計報告を否認された（基礎自治体理事会）の構成員たちは、個人的

に基礎自治体の金庫に総額を払い込む責任がある。 

第６条 基礎自治体の金庫についての委任状は、（基礎自治体理事会）の命を受け、長によるか若しくはその代理をする者により、及

び助役により署名されなければならず、書記により副署される。 

第Ⅱ章 予算の可決及び会計の決算 

第１条 毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 （毎年、第１四半期の間に、基礎自治体議会は前財政年度の年次会計決算を行うために招集される。 

 この年次会計は予算会計、差引高会計及び貸借対照表を含む。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が、会計報告並びに基礎自治体議会がそのために記載方法を選定して諸条件を決めて

いた調達品若しくはサービスの事業契約の落札者名簿に添付される ― 2005年12月８日の地域圏法第24条の１）。 

 第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第23条の対象となる報告書が会計報告に添付される。 

第２条 基礎自治体議会が基礎自治体の翌財政年度の収支予算を審議するために毎年10月の第１月曜日に招集される。 

第Ⅲ章 予算及び諸会計の公表 

第１条 予算及び会計は基礎自治体庁舎に置かれ、そこでは誰でもいつでもその場で精読して調べることができる。 

 この閲覧の機会は基礎自治体議会による予算及び会計の可決の翌月内に（基礎自治体理事会）の請求により決められる掲示方法によ

り想起させられる。掲示の期間は10日以下であってはならない。 

第Ⅳ章 予算の均衡 

第１条 いかなる場合にも、基礎自治体の収支予算は、通常予算でも特別予算でも収支均衡か若しくは名目上の黒字を表示しない赤字

での差引残高を提示することはできない。 

第２条 本章第１条の意味での均衡予算を提示できない各基礎自治体は以下のようになる： 

   １º これらの基礎自治体に特有の諸活動に固有の職務を遂行するものを含むそれらの公務員たちに、省庁の財務規定及び職員の

俸給表を適用できる； 

   ２º その者たちが共同体の職員の構成員であれば、当事者たちがその俸給に権利を有し、能力の資格を考慮に入れる教育職員の

構成員たちには、共同体の教育において認められる独自の手当及び配分予算の増額は認めることができない； 

   ３º 児童の人数の基準に関する国の規則に関して定員超過の公務員たち、及び必要な資格若しくは十分と判定される資格を保有

しない公務員たちも亦、教育職員の構成員たちの資格に与えられる俸給は認めることができない。 

第Ⅴ章 基礎自治体会計の総決算 

第１条 政府が、基礎自治体の予算、財政及び会計の諸規則並びにその会計係の職務の行使方法に関する規則を決める。 

第Ⅱ編 負担及び支出 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会は諸法律が基礎自治体の負担を条件にしているもの全て、とりわけ以下のもの支出予算を毎年度計上する義務

がある： 
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   １º 戸籍登録所の購入費及び維持費； 

   ２º 県公報の定期購入； 

   ３º 基礎自治体財産の会議についての分担金； 

   ４º 清算され支払期限の来た負債、及びその負担による裁判での有罪判決から生じた負債； 

   ５º 基礎自治体の長、助役たち、書記、収入役及び被雇用者たち並びに基礎自治体森林監視員たちの俸給； 

   ６º 基礎自治体行政部局の経費； 

   ７º 基礎自治体の建物の維持費及び占有している家屋の家賃；  

   ８º 国家若しくは建物公社がこれらの部屋の所有者か若しくは借主ではないときに、以下の裁判所がそこに所在する基礎自治体

内の治安判事、警察裁判所、王室検事の検事室の警察各部の部屋の家賃及び軽微な保守の修繕費以外の経費； 

   ９º カトリック教会堂の建物の資力が不十分と確認された場合に、事実についての現行諸規定に従ったこれらの施設の応急措

置； 

   10º 教育に関する法令が基礎自治体の責任とする諸経費； 

   11º 地方公安及び衛生警察に関する費用； 

   12º 住宅が現物支給されないときの現行諸規定に従った司祭の住宅手当； 

   13º 選挙法第130条により予定される費用、及び基礎自治体の選挙が必要とする費用； 

   14º 基礎自治体の会計課のために必要な印刷費；  

   15º 基礎自治体の負担する年金； 

   16º 公共社会福祉センターの組織に関する1976年７月８日の国法第106条で予定される予算割当額； 

   17º 基礎自治体の負担とされる基礎自治体の道路、里道、下水、水道及び池の費用； 

   18º 複数基礎自治体管区内では警察管区内の基礎自治体の予算割当額をこれに含む二層構造の統合警察部局の組織についての

1998年12月７日の国法によるか若しくはその名により基礎自治体の負担とされる費用。 

第２条 義務的経費が複数の基礎自治体に関係するときは、得ることができる利益に比例して全てに一致協力する；利益の比率及び引

き受けるべき負担について拒否若しくは不一致の場合には、県理事会により裁定される。 

第Ⅲ編 収 入 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 予算に計上された収入が、承認されていて支払うべき、又は行政若しくは司法裁判所の最終上告での決定から生ずる基礎自治

体の負債を支払うには不十分な場合には、基礎自治体議会は補充する方法を提示する。 

第２条 議会は、毎年度予算に、明記された状態で、基礎自治体の全ての収入、並びに法令が付与した収入及び前財政年度の繰越額を

計上する義務がある。 

第３条 基礎自治体の税の創設及び徴収については、第３部第Ⅲ巻第Ⅱ編に従って行われる。 

 国税の基礎自治体付加税は付加される税の徴収についての法律により創設される規則に従って徴収される。 

第Ⅱ章 基礎自治体の資金調達全般 

第１条 

（§1. 本章は、ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除き、地域圏の基礎自治体の全てに適用される。 

 §2. 本章の適用のためには、統計はドイツ語話者地域圏の領域内に所在する諸基礎自治体に関するデータの事実を除外する。 

 §3. 本章の意味では以下のものは次のように解される： 

     ― 地域圏：ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除く地域圏； 

     ― 配分年度：予算年度； 

     ― CRAC会計：基礎自治体及び県の管理計画の継続並びに監督の確保に責任を負う地域圏基礎自治体支援センターの創設を

もたらし、ワロン地域圏の基礎自治体及び県の財政均衡の維持並びにその後の修正にその貢献をもたらした1995年３月23

日の地域圏法により創設された財務契約制度に対して開始された基礎自治体及び県の衛生のための地域圏会計； 

     ― 公営若しくは助成住宅： 

      ＊そのように建設されて占有される移民若しくは同化住宅； 

      ＊基礎自治体の域内に所在する（各）公営事業住宅協会（SLSP）により管理若しくは賃貸借される住宅； 

      ＊10年前（1998年）からSLSP若しくは地方当局により販売されてきた社会福祉若しくは普通住宅； 

      ＊基礎自治体に、C.P.A.S.若しくは独立公社に帰属する家賃を当てにする住宅； 

      ＊社会不動産庁（AIS）、住宅開発協会（APL）、SLSP{公営事業住宅協会}若しくはASBL{非営利法人}により管理を握られ

る住宅； 

      ＊ワロンの多数の家族住宅基金（FLW）により実現される住宅； 

      ＊国防省の中央社会文化局（OCASC）により管理される住宅；療養治療所の病室は除く； 

     ― 行動計画：各基礎自治体がワロン住宅法（CWL）第188条により作成する責任があり、 
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      CWL第189条の適用で政府により承認される住宅に関する行動２年計画； 

     ― 適格住宅：行動計画の中で修復される住宅の一群の建物； 

 §4. 本章では、変動率は関係年次予算の消費物価の平均指数の変動率と解される。 

    関係年次予算の消費物価の平均指数の最終決定まで、社会的その他各種の措置をもたらす1994年12月21日の国法第108条のｇ

の対象となる経済予算と同様に、関係年次予算の消費物価の平均指数の変動の評価率に合計額が適用される ― 2008年７月15日

の地域圏法第１条第２段落）。 

第２条 （地域圏の収支予算の負担を条件に、以下のものが創設される： 

  ― 社会扶助特別基金（FSAS）と名付けられ地域圏の各公共社会福祉センターの出資で用意される単年度総合基金； 

  ― CRAC配分と名付けられCRAC会計の出資で用意される総合基金； 

  ― 基礎自治体基金と名付けられ本章中に明示された基準に従って地域圏の各基礎自治体の出資で用意される単年度総合基金 ―  

   2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第３条 （社会扶助特別基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められる。

2008年の配分は年間4703万800ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第４条 （総額はCRAC配分に毎年割り当てられる。それは3061万6000ユーロで、そのうち1061万6000ユーロは、2009年の年間配分か

ら、2010年から１％の増額となる上昇率が適用される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第５条 （基礎自治体の各基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められ

る。2010年の配分は年間９億2837万ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第６条 （基礎自治体の基金はいずれの個別の予算配分からも独立した予算割当額である。一定の活動に密接に関係する基準に対する

上訴はこの性質を全く変えていない基礎自治体により行使される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第７条 （基礎自治体の基金は以下の条文中で明示される規則及び命令に従って配分される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２

段落）。 

第８条 

（§1. 各基礎自治体には本法の補遺２で再掲された総額の最低予算割当額が与えられる。 

 §2. 2008年の年間割当については、最低予算割当額は補遺２で再掲された総額に等しい。最低予算割当額はその後毎年補遺２で再

掲された当初の総額の20分の１ずつ減額される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第９条 （本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低予算割当額の差引の後、基礎自治体の基金の総額は以下の予算額に従って５つの

予算割当額に分けられる： 

 １）財政調整の割当額に配分される30％； 

 ２）外部委託の割当額に配分される53％； 

 ３）公営若しくは助成住宅の割当額に配分される７％； 

 ４）人口密度の割当額に配分される5.5％； 

 ５）郡役所若しくは県庁所在地の割当額に配分される4.5％ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第10条 （財政調整の割当額は二つの部分からなる： 

 １）基礎自治体の基金総額の22％に相当する個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分； 

 ２）基礎自治体の基金総額の８％に相当する固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第11条 

（§1. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣っている基礎自

治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、基礎自治体付加税収入を除き、地域圏の領域での課税年度中に加えられた、住民一人当たりの基礎自

治体の個人所得税総収入のパーセントの数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    IPP{個人所得税}＝（地域圏のIPPの潜在力－基礎自治体のIPPの潜在力） 

    ＊基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のIPPの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のIPPの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は個人所得税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 
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   １º 戸籍登録所の購入費及び維持費； 

   ２º 県公報の定期購入； 

   ３º 基礎自治体財産の会議についての分担金； 

   ４º 清算され支払期限の来た負債、及びその負担による裁判での有罪判決から生じた負債； 

   ５º 基礎自治体の長、助役たち、書記、収入役及び被雇用者たち並びに基礎自治体森林監視員たちの俸給； 

   ６º 基礎自治体行政部局の経費； 

   ７º 基礎自治体の建物の維持費及び占有している家屋の家賃；  

   ８º 国家若しくは建物公社がこれらの部屋の所有者か若しくは借主ではないときに、以下の裁判所がそこに所在する基礎自治体

内の治安判事、警察裁判所、王室検事の検事室の警察各部の部屋の家賃及び軽微な保守の修繕費以外の経費； 

   ９º カトリック教会堂の建物の資力が不十分と確認された場合に、事実についての現行諸規定に従ったこれらの施設の応急措

置； 

   10º 教育に関する法令が基礎自治体の責任とする諸経費； 

   11º 地方公安及び衛生警察に関する費用； 

   12º 住宅が現物支給されないときの現行諸規定に従った司祭の住宅手当； 

   13º 選挙法第130条により予定される費用、及び基礎自治体の選挙が必要とする費用； 

   14º 基礎自治体の会計課のために必要な印刷費；  

   15º 基礎自治体の負担する年金； 

   16º 公共社会福祉センターの組織に関する1976年７月８日の国法第106条で予定される予算割当額； 

   17º 基礎自治体の負担とされる基礎自治体の道路、里道、下水、水道及び池の費用； 

   18º 複数基礎自治体管区内では警察管区内の基礎自治体の予算割当額をこれに含む二層構造の統合警察部局の組織についての

1998年12月７日の国法によるか若しくはその名により基礎自治体の負担とされる費用。 

第２条 義務的経費が複数の基礎自治体に関係するときは、得ることができる利益に比例して全てに一致協力する；利益の比率及び引

き受けるべき負担について拒否若しくは不一致の場合には、県理事会により裁定される。 

第Ⅲ編 収 入 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 予算に計上された収入が、承認されていて支払うべき、又は行政若しくは司法裁判所の最終上告での決定から生ずる基礎自治

体の負債を支払うには不十分な場合には、基礎自治体議会は補充する方法を提示する。 

第２条 議会は、毎年度予算に、明記された状態で、基礎自治体の全ての収入、並びに法令が付与した収入及び前財政年度の繰越額を

計上する義務がある。 

第３条 基礎自治体の税の創設及び徴収については、第３部第Ⅲ巻第Ⅱ編に従って行われる。 

 国税の基礎自治体付加税は付加される税の徴収についての法律により創設される規則に従って徴収される。 

第Ⅱ章 基礎自治体の資金調達全般 

第１条 

（§1. 本章は、ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除き、地域圏の基礎自治体の全てに適用される。 

 §2. 本章の適用のためには、統計はドイツ語話者地域圏の領域内に所在する諸基礎自治体に関するデータの事実を除外する。 

 §3. 本章の意味では以下のものは次のように解される： 

     ― 地域圏：ドイツ語話者地域圏の諸基礎自治体を除く地域圏； 

     ― 配分年度：予算年度； 

     ― CRAC会計：基礎自治体及び県の管理計画の継続並びに監督の確保に責任を負う地域圏基礎自治体支援センターの創設を

もたらし、ワロン地域圏の基礎自治体及び県の財政均衡の維持並びにその後の修正にその貢献をもたらした1995年３月23

日の地域圏法により創設された財務契約制度に対して開始された基礎自治体及び県の衛生のための地域圏会計； 

     ― 公営若しくは助成住宅： 

      ＊そのように建設されて占有される移民若しくは同化住宅； 

      ＊基礎自治体の域内に所在する（各）公営事業住宅協会（SLSP）により管理若しくは賃貸借される住宅； 

      ＊10年前（1998年）からSLSP若しくは地方当局により販売されてきた社会福祉若しくは普通住宅； 

      ＊基礎自治体に、C.P.A.S.若しくは独立公社に帰属する家賃を当てにする住宅； 

      ＊社会不動産庁（AIS）、住宅開発協会（APL）、SLSP{公営事業住宅協会}若しくはASBL{非営利法人}により管理を握られ

る住宅； 

      ＊ワロンの多数の家族住宅基金（FLW）により実現される住宅； 

      ＊国防省の中央社会文化局（OCASC）により管理される住宅；療養治療所の病室は除く； 

     ― 行動計画：各基礎自治体がワロン住宅法（CWL）第188条により作成する責任があり、 
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      CWL第189条の適用で政府により承認される住宅に関する行動２年計画； 

     ― 適格住宅：行動計画の中で修復される住宅の一群の建物； 

 §4. 本章では、変動率は関係年次予算の消費物価の平均指数の変動率と解される。 

    関係年次予算の消費物価の平均指数の最終決定まで、社会的その他各種の措置をもたらす1994年12月21日の国法第108条のｇ

の対象となる経済予算と同様に、関係年次予算の消費物価の平均指数の変動の評価率に合計額が適用される ― 2008年７月15日

の地域圏法第１条第２段落）。 

第２条 （地域圏の収支予算の負担を条件に、以下のものが創設される： 

  ― 社会扶助特別基金（FSAS）と名付けられ地域圏の各公共社会福祉センターの出資で用意される単年度総合基金； 

  ― CRAC配分と名付けられCRAC会計の出資で用意される総合基金； 

  ― 基礎自治体基金と名付けられ本章中に明示された基準に従って地域圏の各基礎自治体の出資で用意される単年度総合基金 ―  

   2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第３条 （社会扶助特別基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められる。

2008年の配分は年間4703万800ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第４条 （総額はCRAC配分に毎年割り当てられる。それは3061万6000ユーロで、そのうち1061万6000ユーロは、2009年の年間配分か

ら、2010年から１％の増額となる上昇率が適用される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第５条 （基礎自治体の各基金は少なくとも2010年から１％の増額となる上昇率が適用された前年度総額に等しい総額で毎年決められ

る。2010年の配分は年間９億2837万ユーロである ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第６条 （基礎自治体の基金はいずれの個別の予算配分からも独立した予算割当額である。一定の活動に密接に関係する基準に対する

上訴はこの性質を全く変えていない基礎自治体により行使される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第７条 （基礎自治体の基金は以下の条文中で明示される規則及び命令に従って配分される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２

段落）。 

第８条 

（§1. 各基礎自治体には本法の補遺２で再掲された総額の最低予算割当額が与えられる。 

 §2. 2008年の年間割当については、最低予算割当額は補遺２で再掲された総額に等しい。最低予算割当額はその後毎年補遺２で再

掲された当初の総額の20分の１ずつ減額される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第９条 （本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低予算割当額の差引の後、基礎自治体の基金の総額は以下の予算額に従って５つの

予算割当額に分けられる： 

 １）財政調整の割当額に配分される30％； 

 ２）外部委託の割当額に配分される53％； 

 ３）公営若しくは助成住宅の割当額に配分される７％； 

 ４）人口密度の割当額に配分される5.5％； 

 ５）郡役所若しくは県庁所在地の割当額に配分される4.5％ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第10条 （財政調整の割当額は二つの部分からなる： 

 １）基礎自治体の基金総額の22％に相当する個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分； 

 ２）基礎自治体の基金総額の８％に相当する固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第11条 

（§1. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣っている基礎自

治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、基礎自治体付加税収入を除き、地域圏の領域での課税年度中に加えられた、住民一人当たりの基礎自

治体の個人所得税総収入のパーセントの数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    IPP{個人所得税}＝（地域圏のIPPの潜在力－基礎自治体のIPPの潜在力） 

    ＊基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のIPPの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のIPPの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は個人所得税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 
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 §4. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の個人所得税収入； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第12条 

（§1. 固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣ってい

る基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、住民一人当たりの、基礎自治体域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象と

なる全ての固定資産税の付加税率の数値である。 

    地域圏の財政力は、住民一人当たりの、地域圏領域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象となる全

ての固定資産税の付加税率の数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    PrI{課税収入}＝（地域圏のPrIの潜在力－基礎自治体のPrIの潜在力） 

    ＊100分の基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のPrIの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のPrIの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は予定固定資産税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 予定不動産税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の建物が建っている通常の地所及び建っていない地所の課税対象とな

る全ての固定資産税の総額； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する予定不動産税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法

第１条第２段落）。 

第13条 

（§1. 外部委託の予算割当額は基礎自治体間に標準支出の水準から配分される。 

    基礎自治体の標準支出の水準はその人口を基に決定され、関係基礎自治体の個人所得税及び固定資産税予定納税への付加税の

課税率間の比率及び地域圏の平均課税率により均衡させられる。 

 §2. 各基礎自治体については、標準支出は以下の公式に従って算出される： 

    標準支出＝［Ａ＋Ｂ（＊人口）＋（Ｃ＊人口 人口）] （基礎自治体のIPP率/平均IPP率） 

    ＊（基礎自治体のPrI率/平均PrI率） 

    それで 

     ― Ａは－243.985.9に等しい； 

     ― Ｂは794.5123に等しい； 

     ― Ｃは0.005604に等しい； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である； 

     ― 基礎自治体のIPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 基礎自治体の平均IPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の地域圏の平均である； 

     ― 基礎自治体のPrI率は固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 平均PrI率は固定資産税予定納税基礎自治体付加税の地域圏の平均である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 外部委託部分の配分に使われる統計は以下のものである：  

   １）配分の年の前の年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 

   ３）配分の年の前の課税年度に関する固定資産税予定納税基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段

落）。 
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第14条 （公営若しくは助成住宅の予算割当額は２つの部分からなる：基礎自治体の基金のうち総額のパーセントが以下のとおりに展

開される保有高部分と割増し部分： 

配 分 年 保有高部分 割増し部分

2008〜2009 3.50％ 3.50％ 

2010〜2011 4.00％ 3.00％ 

2012〜2013 4.50％ 2.50％ 

2014〜2015 5.00％ 2.00％ 

2016〜2017 5.50％ 1.50％ 

2018から 6.00％ 1.00％ 
 

  ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第15条 

（§1. 保有高部分は住宅比率が６パーセントを超えるか等しい基礎自治体を利する。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

     ― 保有高＝基礎自治体に重みを与えるLP{公営住宅}/基礎自治体に重みを与えるLPの合計額 

    それだから基礎自治体に重みを与えるLP＝基礎自治体のLP＊（基本家賃－空家の家賃）/徴収された家賃 

    それで 

    基礎自治体のLPは基礎自治体の公営若しくは助成住宅の数である；この数は世帯数の８パーセントに相当する数に最高額が

定められる； 

     ― 基本家賃は基礎自治体域内に建設された全社会福祉住宅の基本家賃の合計である； 

     ― 空き家家賃は空いている社会福祉住宅の家賃の合計である； 

     ― 徴収された家賃は実際に徴収された家賃の合計である； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLPの総数はその部分を享受する基礎自治体に重みを与えるLPの総数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 保有高部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日に報告される§２の第２段落の対象となる家賃 ― 2008年７月

15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第16条 

 §1. 割増し部分は住宅比率が10パーセント以下の基礎自治体を利する： 

   １）住宅率が５パーセントに等しいか若しくは超える基礎自体については、少なくとも１戸の適格住宅の建設を含まなければな

らない行動計画 

   ２）住宅率が５パーセント以下の基礎自体については、行動計画は10パーセントの住宅率を達成することにより実現するために

公営若しくは助成住宅の数の最低限５パーセント適格住宅の建設を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    割増し＝基礎自治体に重みを与えるLM/基礎自治体に重みを与えるLMの総額 

       {LM＝世帯の住宅？} 

    それで基礎自治体に重みを与えるLM＝基礎自治体のLM＊（適格住宅/0.1目標） 

    それで 

     ― 基礎自治体のLM＝基礎自治体の世帯数； 

     ― 基礎自治体が10パーセントの住宅率を達成するために建設しなければならない住宅数に照応する目標。適格住宅数と目標

の10％との間の比率は１に限られる； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLMの合計額はその部分の恩恵を受ける基礎自治体に重みを与えるLMの合計額である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）最新の行動計画の中の適格な公営若しくは助成住宅数； 
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 §4. 個人所得税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の個人所得税収入； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第

１条第２段落）。 

第12条 

（§1. 固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の調整部分は所与の財政年度についてその財政力が地域圏の財政力よりも劣ってい

る基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の財政力は、住民一人当たりの、基礎自治体域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象と

なる全ての固定資産税の付加税率の数値である。 

    地域圏の財政力は、住民一人当たりの、地域圏領域内の建物が建っている通常の地所と建っていない地所の課税対象となる全

ての固定資産税の付加税率の数値である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    PrI{課税収入}＝（地域圏のPrIの潜在力－基礎自治体のPrIの潜在力） 

    ＊100分の基礎自治体の率 ＊人口 

    それで 

     ― 地域圏のPrIの潜在力は地域圏の財政力である； 

     ― 基礎自治体のPrIの潜在力は基礎自治体の財政力である； 

     ― 基礎自治体の率は予定固定資産税の付加価値税の基礎自治体の比率である； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 予定不動産税への基礎自治体付加税の調整部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の建物が建っている通常の地所及び建っていない地所の課税対象とな

る全ての固定資産税の総額； 

   ２）配分の年の前の最後から２番目の課税年度の１月１日の住民数； 

   ３）配分の年の前の最後から２番目の課税年度に関する予定不動産税への基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法

第１条第２段落）。 

第13条 

（§1. 外部委託の予算割当額は基礎自治体間に標準支出の水準から配分される。 

    基礎自治体の標準支出の水準はその人口を基に決定され、関係基礎自治体の個人所得税及び固定資産税予定納税への付加税の

課税率間の比率及び地域圏の平均課税率により均衡させられる。 

 §2. 各基礎自治体については、標準支出は以下の公式に従って算出される： 

    標準支出＝［Ａ＋Ｂ（＊人口）＋（Ｃ＊人口 人口）] （基礎自治体のIPP率/平均IPP率） 

    ＊（基礎自治体のPrI率/平均PrI率） 

    それで 

     ― Ａは－243.985.9に等しい； 

     ― Ｂは794.5123に等しい； 

     ― Ｃは0.005604に等しい； 

     ― 人口は基礎自治体の住民数である； 

     ― 基礎自治体のIPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 基礎自治体の平均IPP率は個人所得税への基礎自治体付加税の地域圏の平均である； 

     ― 基礎自治体のPrI率は固定資産税予定納税への基礎自治体付加税の率である； 

     ― 平均PrI率は固定資産税予定納税基礎自治体付加税の地域圏の平均である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 外部委託部分の配分に使われる統計は以下のものである：  

   １）配分の年の前の年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前の課税年度に関する個人所得税への基礎自治体付加税の率 

   ３）配分の年の前の課税年度に関する固定資産税予定納税基礎自治体付加税の率 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段

落）。 
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第14条 （公営若しくは助成住宅の予算割当額は２つの部分からなる：基礎自治体の基金のうち総額のパーセントが以下のとおりに展

開される保有高部分と割増し部分： 

配 分 年 保有高部分 割増し部分

2008〜2009 3.50％ 3.50％ 

2010〜2011 4.00％ 3.00％ 

2012〜2013 4.50％ 2.50％ 

2014〜2015 5.00％ 2.00％ 

2016〜2017 5.50％ 1.50％ 

2018から 6.00％ 1.00％ 
 

  ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第15条 

（§1. 保有高部分は住宅比率が６パーセントを超えるか等しい基礎自治体を利する。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

     ― 保有高＝基礎自治体に重みを与えるLP{公営住宅}/基礎自治体に重みを与えるLPの合計額 

    それだから基礎自治体に重みを与えるLP＝基礎自治体のLP＊（基本家賃－空家の家賃）/徴収された家賃 

    それで 

    基礎自治体のLPは基礎自治体の公営若しくは助成住宅の数である；この数は世帯数の８パーセントに相当する数に最高額が

定められる； 

     ― 基本家賃は基礎自治体域内に建設された全社会福祉住宅の基本家賃の合計である； 

     ― 空き家家賃は空いている社会福祉住宅の家賃の合計である； 

     ― 徴収された家賃は実際に徴収された家賃の合計である； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLPの総数はその部分を享受する基礎自治体に重みを与えるLPの総数である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 保有高部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日に報告される§２の第２段落の対象となる家賃 ― 2008年７月

15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第16条 

 §1. 割増し部分は住宅比率が10パーセント以下の基礎自治体を利する： 

   １）住宅率が５パーセントに等しいか若しくは超える基礎自体については、少なくとも１戸の適格住宅の建設を含まなければな

らない行動計画 

   ２）住宅率が５パーセント以下の基礎自体については、行動計画は10パーセントの住宅率を達成することにより実現するために

公営若しくは助成住宅の数の最低限５パーセント適格住宅の建設を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    割増し＝基礎自治体に重みを与えるLM/基礎自治体に重みを与えるLMの総額 

       {LM＝世帯の住宅？} 

    それで基礎自治体に重みを与えるLM＝基礎自治体のLM＊（適格住宅/0.1目標） 

    それで 

     ― 基礎自治体のLM＝基礎自治体の世帯数； 

     ― 基礎自治体が10パーセントの住宅率を達成するために建設しなければならない住宅数に照応する目標。適格住宅数と目標

の10％との間の比率は１に限られる； 

     ― 基礎自治体に重みを与えるLMの合計額はその部分の恩恵を受ける基礎自治体に重みを与えるLMの合計額である。 

 §3. この部分に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に比例配

分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域内に現存す

る公営若しくは助成住宅の数； 

   ２）最新の行動計画の中に再掲される、この最新の行動計画の初年度の前の最後の年の前の１月１日の基礎自治体域の世帯数； 

   ３）最新の行動計画の中の適格な公営若しくは助成住宅数； 
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   ４）行動計画を持っている基礎自治体数 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第17条 

（§1. 人口密度の予算割当額は人口密度が地域圏の人口密度より低い基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の人口密度は１平方キロメートル当たりの基礎自治体の住民数である。 

    地域圏の人口密度は１平方キロメートル当たりの地域圏の住民数である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    密度＝（（地域圏の密度－基礎自治体の密度） /偏差の和） 

    それで 

    基礎自治体の密度は基礎自治体の人口密度である； 

    地域圏の密度は地域圏の人口密度である； 

    偏差の和は配分を享受する基礎自治体の人口密度と地域圏の人口密度との人口密度間の偏差の和である； 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前年の１月１日のヘクタール（ha）の面積 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第18条 

（§1. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額は郡役所若しくは県庁所在地の基礎自治体間に配分される。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    所在地＝（郡の人口＋県の人口）/（地域圏の人口×２）； 

    二つの職務は兼任することができる。 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額の配分に使われる統計は配分の年の前年の１月１日の住民数である ― 2008年７月15

日の地域圏法第１条第２段落）。 

第19条 （諸基礎自治体の基金中各基礎自治体の最終割当分は本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低限の予算割当額及び第９条の

対象となる予算割当額の合計額である ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第20条 （３回の四半期の前払金が諸基礎自治体に対して諸基礎自治体の基金中のそれらの最終割当分について払い込まれる。 

 前払金は遅くとも各４半期の２番目の月の最初の平日に支払われ、最初の２期の４半期のためには配分の年の前年に割り当てられた

配分額の30パーセント相当であり、第３四半期のために25パーセントになる。 

 最終の配分額は遅くとも配分の年の12月１日には清算される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第21条 （基礎自治体に支払われる前払金の総額が受け取るべき最終配分額を超えた場合には、差額は政府により定められた方針に

従って返済される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第22条 （前払金の遅滞及び本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第20条に従って支払われなかった最終配分額の利子は、地域圏の収支予算の負担で支払

われることになる。 

 これらの利子は未払額を補うまで日割りで毎週欧州銀行間取引金利（EURIBOR）の金利で算出される ― 2008年７月15日の地域圏

法第１条第２段落）。 

第23条 （２年ごとに、ワロン政府宛に、地方庁の監督及び検査、並びに予算に責任を負う地域圏機関により、共同報告が作成される。

この報告は特に以下のものを含む： 

  ― 諸基礎自治体の基金の配分方法により追求される目標達成の見積り： 

  ― 基礎自治体の財政再編成の費用の地域圏財政への影響；； 

  ― 各基礎自治体の財政状況の評価。 

 ワロン政府はワロン議会に伝達する責任がある ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第24条 

（§1. 本編第Ⅱ章第19条に規定するような基礎自治体の基金中の配分額が2008配分年の割当分以下である場合には、シャルルロア及

びリエージュの諸都市を除き、基礎自治体に補充割当額が支払われることになる。 

 §2. この補充割当額は配分年の割当分と2008配分年の割当分との差額に相当する。 

 §3. この補充割当額を受けるためには： 

     ― 本編第Ⅱ章第14条の対象となる公営若しくは助成住宅の予算割当額を受けなければならない； 

     ― 配分年の個人所得税及び固定資産予定納税の付加税率が2008配分年の率以下であってはならない。 

 §4. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 
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第25条 

（§1. シャルルロア市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億3459万ユーロ以下である場合には、補充割当額がシャルルロア市に

割り当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。 

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本Ⅲ編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担を

カバーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第26条 

（§1. リエージュ市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億1087万ユーロ以下である場合には、補充割当額がリエージュ市に割り

当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。  

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担をカ

バーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第27条 （ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第28条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第29条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第30条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第31条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第Ⅳ巻 基礎自治体内の地域機関 
第Ⅰ編 基礎自治体内の地域機関の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各行政機関は（地区）議会と呼ばれる議会、執行部及び議長を含む。 

第Ⅱ章 （地区）議会 

第１節 （地区）議会議員の選任方法及び規則 

第１条 

 §1. 人口10万人以上の基礎自治体においては、基礎自治体内の地域機関は基礎自治体議会の発議で創設される。（地区）議会の構

成員は６年任期で関係地域単位の住民として基礎自治体の住民登録簿に登載されている基礎自治体有権者の会議により選出され

る。選挙は基礎自治体の選挙と同日に執行される。選挙は本法第４部第１巻第Ⅱ及びⅢ編の諸規定により決められる。 

 §2. （地区）議会の構成員の数は相応する地域単位について第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で決められた議席数の３分の２に揃

える。結果が当選基数であるときは、上の基数に切り上げられる。同第３条は一律に適用される。 

 §3. （§3. 基礎自治体議会及びその構成員たちに関連のある本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条、同第Ⅱ章第２条、第３条第３段落、

第４条、第５条、第６条、第７条§１、第８条、第９条、同第Ⅲ章第10条、同第Ⅴ章第１条、第３条、第５条、第６条、第７条、

同第Ⅵ章第１条及び同２条の諸規定は地区議会及びその構成員にも一律に適用されるが、以下のように解される： 

   １º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条、第６条、同第Ⅴ章第５条、第６条及び第７条においては、《基礎自治体理事会》、若しく

は《理事会》の語は《地区議会の執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条においては、《長》の語は《地区議会議長》の語により置き換えられる必要があること ― 

2005年12月８日の地域圏法第25条）。 

 §4. 基礎自治体議会の議員の任務と地区議会の構成員との間には、基礎自治体議会の議員に選出された候補者が（地区）議会の構

成員の任務を果たすことはできないという兼職不能がある。 

第２節 （地区）議会の会議、審議及び決定 

第２条 

 §1. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第10条乃至第28条の諸規定は（地区）議会に一致して適用されるが、《基礎自治体議会議員たち若し

くは基礎自治体議会》の語は《（地区）議会の構成員たち若しくは（地区）議会》の語により、《基礎自治体理事会》の語は

《執行部》の語により及び《長》の語は《議長》の語により置き換えられる必要があると解される。 

 §2. 同第10条により（地区）議会の構成員たちが享受している諸権利は（地区）の行政や制度に関してだけである。 

第３条 （地区）議会の場での意見は、基礎自治体議会の議員たち及び（地区）の居住者たち又は県知事若しくは県理事会であろうと、

長若しくは（基礎自治体理事会）であろうとこのための資格を持つ公務員たちに拒否されることはない。 

第３節 権 限 
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   ４）行動計画を持っている基礎自治体数 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第17条 

（§1. 人口密度の予算割当額は人口密度が地域圏の人口密度より低い基礎自治体間に配分される。 

    基礎自治体の人口密度は１平方キロメートル当たりの基礎自治体の住民数である。 

    地域圏の人口密度は１平方キロメートル当たりの地域圏の住民数である。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    密度＝（（地域圏の密度－基礎自治体の密度） /偏差の和） 

    それで 

    基礎自治体の密度は基礎自治体の人口密度である； 

    地域圏の密度は地域圏の人口密度である； 

    偏差の和は配分を享受する基礎自治体の人口密度と地域圏の人口密度との人口密度間の偏差の和である； 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 割増し部分の配分に使われる統計は以下のものである： 

   １）配分の年の前年の１月１日の住民数； 

   ２）配分の年の前年の１月１日のヘクタール（ha）の面積 ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第18条 

（§1. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額は郡役所若しくは県庁所在地の基礎自治体間に配分される。 

 §2. 各基礎自治体の重みは、その部分について以下の公式に従って作成される： 

    所在地＝（郡の人口＋県の人口）/（地域圏の人口×２）； 

    二つの職務は兼任することができる。 

 §3. この予算割当額に割り当てられる予算総額は、§２の適用で、各基礎自治体のために獲得される重みに基づき基礎自治体間に

比例配分される。 

 §4. 郡役所若しくは県庁所在地の予算割当額の配分に使われる統計は配分の年の前年の１月１日の住民数である ― 2008年７月15

日の地域圏法第１条第２段落）。 

第19条 （諸基礎自治体の基金中各基礎自治体の最終割当分は本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第８条の対象となる最低限の予算割当額及び第９条の

対象となる予算割当額の合計額である ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第20条 （３回の四半期の前払金が諸基礎自治体に対して諸基礎自治体の基金中のそれらの最終割当分について払い込まれる。 

 前払金は遅くとも各４半期の２番目の月の最初の平日に支払われ、最初の２期の４半期のためには配分の年の前年に割り当てられた

配分額の30パーセント相当であり、第３四半期のために25パーセントになる。 

 最終の配分額は遅くとも配分の年の12月１日には清算される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第21条 （基礎自治体に支払われる前払金の総額が受け取るべき最終配分額を超えた場合には、差額は政府により定められた方針に

従って返済される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第22条 （前払金の遅滞及び本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第20条に従って支払われなかった最終配分額の利子は、地域圏の収支予算の負担で支払

われることになる。 

 これらの利子は未払額を補うまで日割りで毎週欧州銀行間取引金利（EURIBOR）の金利で算出される ― 2008年７月15日の地域圏

法第１条第２段落）。 

第23条 （２年ごとに、ワロン政府宛に、地方庁の監督及び検査、並びに予算に責任を負う地域圏機関により、共同報告が作成される。

この報告は特に以下のものを含む： 

  ― 諸基礎自治体の基金の配分方法により追求される目標達成の見積り： 

  ― 基礎自治体の財政再編成の費用の地域圏財政への影響；； 

  ― 各基礎自治体の財政状況の評価。 

 ワロン政府はワロン議会に伝達する責任がある ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第24条 

（§1. 本編第Ⅱ章第19条に規定するような基礎自治体の基金中の配分額が2008配分年の割当分以下である場合には、シャルルロア及

びリエージュの諸都市を除き、基礎自治体に補充割当額が支払われることになる。 

 §2. この補充割当額は配分年の割当分と2008配分年の割当分との差額に相当する。 

 §3. この補充割当額を受けるためには： 

     ― 本編第Ⅱ章第14条の対象となる公営若しくは助成住宅の予算割当額を受けなければならない； 

     ― 配分年の個人所得税及び固定資産予定納税の付加税率が2008配分年の率以下であってはならない。 

 §4. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 
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第25条 

（§1. シャルルロア市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億3459万ユーロ以下である場合には、補充割当額がシャルルロア市に

割り当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。 

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本Ⅲ編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担を

カバーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第26条 

（§1. リエージュ市の基礎自治体基金中の正味の配分額が１億1087万ユーロ以下である場合には、補充割当額がリエージュ市に割り

当てられ、変動利率に基づき2009配分年からスライドされる。  

 §2. 諸基礎自治体の基金中の正味の割当分は、本編第Ⅱ章第19条に規定される市に還元される割当分に一致し、その年金負担をカ

バーするための長期の特別助成貸付の枠内で2008年に市に付与された補充資金で増額され、毎年1240万ユーロに決められたが、

この額はこの貸付の負担中20パーセントを市の関与で控除することができる。 

 §3. この補充割当額は次の配分年の地域圏の収支予算で負担される。 

 §4. 政府は2018年に本条の適用の評価を実施することになっている ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第27条 （ ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第２段落）。 

第28条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第29条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第30条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第31条 （…… ― 2008年７月15日の地域圏法第１条第１段落）。 

第Ⅳ巻 基礎自治体内の地域機関 
第Ⅰ編 基礎自治体内の地域機関の組織 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 各行政機関は（地区）議会と呼ばれる議会、執行部及び議長を含む。 

第Ⅱ章 （地区）議会 

第１節 （地区）議会議員の選任方法及び規則 

第１条 

 §1. 人口10万人以上の基礎自治体においては、基礎自治体内の地域機関は基礎自治体議会の発議で創設される。（地区）議会の構

成員は６年任期で関係地域単位の住民として基礎自治体の住民登録簿に登載されている基礎自治体有権者の会議により選出され

る。選挙は基礎自治体の選挙と同日に執行される。選挙は本法第４部第１巻第Ⅱ及びⅢ編の諸規定により決められる。 

 §2. （地区）議会の構成員の数は相応する地域単位について第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で決められた議席数の３分の２に揃

える。結果が当選基数であるときは、上の基数に切り上げられる。同第３条は一律に適用される。 

 §3. （§3. 基礎自治体議会及びその構成員たちに関連のある本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条、同第Ⅱ章第２条、第３条第３段落、

第４条、第５条、第６条、第７条§１、第８条、第９条、同第Ⅲ章第10条、同第Ⅴ章第１条、第３条、第５条、第６条、第７条、

同第Ⅵ章第１条及び同２条の諸規定は地区議会及びその構成員にも一律に適用されるが、以下のように解される： 

   １º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条、第６条、同第Ⅴ章第５条、第６条及び第７条においては、《基礎自治体理事会》、若しく

は《理事会》の語は《地区議会の執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅵ章第１条においては、《長》の語は《地区議会議長》の語により置き換えられる必要があること ― 

2005年12月８日の地域圏法第25条）。 

 §4. 基礎自治体議会の議員の任務と地区議会の構成員との間には、基礎自治体議会の議員に選出された候補者が（地区）議会の構

成員の任務を果たすことはできないという兼職不能がある。 

第２節 （地区）議会の会議、審議及び決定 

第２条 

 §1. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第10条乃至第28条の諸規定は（地区）議会に一致して適用されるが、《基礎自治体議会議員たち若し

くは基礎自治体議会》の語は《（地区）議会の構成員たち若しくは（地区）議会》の語により、《基礎自治体理事会》の語は

《執行部》の語により及び《長》の語は《議長》の語により置き換えられる必要があると解される。 

 §2. 同第10条により（地区）議会の構成員たちが享受している諸権利は（地区）の行政や制度に関してだけである。 

第３条 （地区）議会の場での意見は、基礎自治体議会の議員たち及び（地区）の居住者たち又は県知事若しくは県理事会であろうと、

長若しくは（基礎自治体理事会）であろうとこのための資格を持つ公務員たちに拒否されることはない。 

第３節 権 限 
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第４条 

 §1.１º 基礎自治体議会は、その専心している明示する利益の諸権限を（地区）議会に委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限を付与する規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議会に

委任することができる。 

   ３º 上級庁が定められた規定の執行を基礎自治体議会に託しているとき、基礎自治体議会はこの任務を付与する規定により資格

のある限り、この任務を（地区）議会に委任することができる。 

 §2.１º （基礎自治体理事会）は（地区）議会執行部にその専心している明示する利益の諸権限を委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限が付与される規定に従ってその規定により資格のある限り、他の諸官公署により与えられる諸

権限を（地区）議会執行部に委任することができる。 

   ３º 他の官公署か若しくは基礎自治体議会が定められた規定の執行を（基礎自治体理事会）に託しているとき、（基礎自治体理

事会）は、この任務を割り振っている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議会執行部に委任す

ることができる。 

 §3.１º 長はその専心している明示する利益の諸権限を（地区）議長に委任することができる。 

   ２º 長は、この権限が付与される規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議長に委任するこ

とができる。 

   ３º 他の官公署、基礎自治体議会又は長若しくは助役の理事会が定められた規定の執行を長に託しているとき、長は、この任務

が託されている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議長に委任することができる。 

 §4. 服務規則に服する基礎自治体の職員の枠内、基礎自治体の予算、基礎自治体の会計及び基礎自治体の課税に関する権限はその

ような委任のための考慮には入れることができない。 

 §5. §３に反して、警察の分野の長の権限は（地区）議長へのそのような委任の対象になりえない。 

 §6. 権限の委任の場合には、地区の全てが全く平等に扱われなければならない。基礎自治体当局は、本巻第Ⅴ編第Ⅱ章第１条及び

第２条を適用して、委任される権限に比例した、（地区）の自由に使えるこれの職員及び財源に留意する。 

第５条 基礎自治体議会の意見で、自治体の利益が（地区）内で（地区）議会がそのために本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第４条を適用して権限を

持つ措置を必要とするときには、この点についてのその決定を準備している基礎自治体議会と同様に（地区）議会はその執行に協力

する。 

 （地区）議会は必要な執行条例を全て使用する。 

 （地区）議会は、基礎自治体の決定が伝えられた直後に、義務がある第１段落と同様に協力する義務がある。 

 （地区）議会が協力を拒否する場合には、協議手続が開始されるが、これは基礎自治体が作成しなければならない規則に規定される。

この協議手続が一致を引き出せないときは、長及び助役たちは、このために（地区）予算に計上された資金により基礎自治体議会の

決定の執行を用意することができる。これは（地区）議会がその拒否を基礎自治体当局に通告した後で初めて実施することができる。

この場合には、その決定は基礎自治体議会の決定の伝達後の（地区）議会の最初の会議で行われる。（地区）議会がこの最初の会議

の間に応答しないときは、その態度は拒否と同一視される。 

 明白な理由のある緊急の場合又は厳しい突発的な状況が必要とするときは、基礎自治体議会は、第１及び第４段落に反して、例えそ

れが（地区）議会の権限に関するものであっても、（基礎自治体理事会）に必要な措置の実施を負わせることができる。 

第６条 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第31条、第32条、第34条及び第35条は（地区）議会にも適用され、以下のように解される： 

   １º 基礎自治体議会は同第31条の適用に当たり事前の報告を命ずることもできる； 

   ２º 規則及び命令は（基礎自治体理事会）の決定及び基礎自治体議会の決定に違反することはできない。さらに、警察条例は適

用の前に基礎自治体議会に承認されなければならない。 

   ３º 本文中、《基礎自治体議会》については《（地区）議会》及び《基礎自治体》については《地区》と解される。 

第７条 （地区）議会が本編に基づき持っている決定権以外に、（地区）議会は（地区）で取り扱っている分野の全てについて全般的

な協議権を有する。 

第８条 （地区）議会は、基礎自治体議会の議事規則を尊重することを条件に、その権限に関係する基礎自治体に利害関係のある分野

を取り扱っている限り、基礎自治体議会の議事日程に項目を付け加える権利を有する。 

第Ⅲ章 執行部及び議長 

第１節 執行部の構成員たち及び議長の選任方法及び規則 

第１条 

（§1. 地区議会はその中から議長及び執行部の構成員たちを選ぶ。基礎自治体理事会の構成員の一人が執行部の選出まで創設の会議

を主宰する。選挙は候補者たちを含む推薦証書の承認である。議会に議席を占める当選者がそのような証書を提出する。これを

するためには、当選者は遅くとも会議の３日前までに執行部の選挙を表示する議事日程に議会の議長の手元に日付の証書を提出

しなければならない。受理されるためには、推薦証書は同時に地区議会の執行部の構成員である候補者及び両性の候補者を含ま

なければならない。それは同一名簿上の当選者の過半数により且つ執行部のための推薦証書に表示された候補者により署名され
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なければならない。例え、推薦証書に表示された候補者の中で、別の名簿上の当選者である候補者であったとしても、証書は当

選者が地区執行部のための推薦証書上の同じ候補者を表示する名簿のそれぞれの当選者の過半数によりそのつど署名されなけれ

ばならない。執行部の構成員の候補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうち

の一人だけの署名で十分である。推薦された候補者の死亡若しくは推薦された候補者による地区議会の構成員の職務の断念を除

き、もはや誰も推薦証書への署名することはできない。推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区議会の構成員

の職務の断念の場合は、新たな推薦証書を地区議会が執行部の選挙の議事日程で招集するときまでに会議の議長の手元に提出す

ることができる。これらの証書は上述の諸条件を満たしていなければならない。推薦証書の第１位の候補者が選挙の場合は地区

議会を主宰しなければならない。執行部の構成員たちの序列は証書がそれに従って作成された順位に一致する。 

   証書の構成員として、執行部の中へのいずれかの性の構成員の推薦を保証するためだけなら、地区議会の中で議長及び執行部の

構成員たちを選挙する義務に背くことができる。地区議会の構成員でない議長若しくは執行部の構成員は本Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第

１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たしていなければならない。その者は投票権を持って執行部に、発言権を持って議会

に議席を占める。 

   選挙は秘密投票で絶対多数決で行われる。証書が提出されたとき、選挙は第１回目の投票が行われる。その他の全ての場合及び

いずれの証書も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二つの証書の裁決のために第２次

投票が準備される。第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最も若い候補者を提示した証書が獲得する。 

   この創設会議は基礎自治体の（基礎自治体理事会）により遅ければ選挙の次の年の１月31日までに招集される。 

 §2. 辞職若しくは死亡の結果として執行部の構成員若しくは議長の職が偶発的に欠員になった場合には、評議会は３か月以内に代

行を用意する。 

   議会の当選者たちはこの代行のための候補者を推薦することができる。このためには、当選者たちは、職権により、執行部の選

挙を表示する議事日程に日付を入れた証書を、遅くとも会議の３日前までに、評議会の議長の手元に提出しなければならない。 

   受理されるためには、推薦証書は同一名簿上の当選者の過半数により、且つ候補者が執行部において少数代表でない限り、交代

する議員と同性でなければならない推薦された候補者により署名されなければならない。執行部の構成員の候補者又は議長の候

補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうちの一人だけの署名で十分である。

推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区評議会の構成員の職務の断念を除き、もはや誰も推薦証書に署名する

ことはできない。 

   選挙は秘密投票で絶対多数で行われ議会の会議中に協議すべき任務と同様に個別に行われる。 

   唯一人だけの候補者が協議すべき任務として推薦されたときは、投票は１回だけ行われる。その他の全ての場合、いずれの候補

者も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二人の候補者の裁決のために第２次投票が準

備される。 

   第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最年長の候補者が獲得する。 

   最終投票が行われたときに、執行部の構成員たち全て同性であることが明らかになった場合には、別の性の一人乃至複数の候補

者が口頭で推薦される。このように推薦された候補者は評議会の構成員でなく第１段標第２段落に決められた諸条件を満たさな

い者であってもよい。この最後の構成員は議会の構成員たちの絶対多数で選出される。 

 §3. 執行部の構成員の人数は、５人を超えなければ、議長を含めて選出された構成員の３分の２に等しい。結果が当選基数である

ときは、上の基数に切り上げられる。本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条は一律に適用される。 

 §4. 長及び助役たちにそれぞれ関連のある同第２条、同第Ⅱ編第Ⅲ章第３条、第５条、第７条、第10条、第11条、第12条§１、第

13条、第15条、第16条、第18条、同第Ⅱ編第Ⅴ章第２条、第４条、同第Ⅱ編第Ⅵ章第１条及び第２条の諸規定はそれぞれ議長及

び執行部の構成員たちにも適用されるが、以下のように解される： 

   １º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第10条においては、《理事会》の語は《執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 執行部の構成員たちと議長の俸給は、必要があれば地区に与えられる権限の範囲及びその住民数を勘案して、政府により決

められること； 

   ３º 助役が辞表を提出した場合についての本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条に予定される規則は、長と同様に執行部の構成員たち

に関する辞職にも適用できる。辞表は地区議会に渡されること； 

   ４º 助役の停職及び免職に関する本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条の諸規定は長と同様に執行部の構成員たちのそれらにも適用で

きること ― 2005年12月８日の地域圏法第26条）。 

第２節 執行部の会議、審議及び決定 

第２条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第19条乃至第22条の諸規定は執行部の会議、審議及び決定に一律に適用でき、《長》の語は《議

長》の語により、且つ《（基礎自治体理事会）》の語は《執行部》の語により置き換えられると解される。 

第３節 権 限 

第３条 

 §1. （地区）議会執行部は以下に責任を有する： 
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第４条 

 §1.１º 基礎自治体議会は、その専心している明示する利益の諸権限を（地区）議会に委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限を付与する規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議会に

委任することができる。 

   ３º 上級庁が定められた規定の執行を基礎自治体議会に託しているとき、基礎自治体議会はこの任務を付与する規定により資格

のある限り、この任務を（地区）議会に委任することができる。 

 §2.１º （基礎自治体理事会）は（地区）議会執行部にその専心している明示する利益の諸権限を委任することができる。 

   ２º 基礎自治体議会は、この権限が付与される規定に従ってその規定により資格のある限り、他の諸官公署により与えられる諸

権限を（地区）議会執行部に委任することができる。 

   ３º 他の官公署か若しくは基礎自治体議会が定められた規定の執行を（基礎自治体理事会）に託しているとき、（基礎自治体理

事会）は、この任務を割り振っている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議会執行部に委任す

ることができる。 

 §3.１º 長はその専心している明示する利益の諸権限を（地区）議長に委任することができる。 

   ２º 長は、この権限が付与される規定により資格のある限り、他の諸官署により与えられる諸権限を（地区）議長に委任するこ

とができる。 

   ３º 他の官公署、基礎自治体議会又は長若しくは助役の理事会が定められた規定の執行を長に託しているとき、長は、この任務

が託されている規定に従ってその規定により資格のある限り、この任務を（地区）議長に委任することができる。 

 §4. 服務規則に服する基礎自治体の職員の枠内、基礎自治体の予算、基礎自治体の会計及び基礎自治体の課税に関する権限はその

ような委任のための考慮には入れることができない。 

 §5. §３に反して、警察の分野の長の権限は（地区）議長へのそのような委任の対象になりえない。 

 §6. 権限の委任の場合には、地区の全てが全く平等に扱われなければならない。基礎自治体当局は、本巻第Ⅴ編第Ⅱ章第１条及び

第２条を適用して、委任される権限に比例した、（地区）の自由に使えるこれの職員及び財源に留意する。 

第５条 基礎自治体議会の意見で、自治体の利益が（地区）内で（地区）議会がそのために本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第４条を適用して権限を

持つ措置を必要とするときには、この点についてのその決定を準備している基礎自治体議会と同様に（地区）議会はその執行に協力

する。 

 （地区）議会は必要な執行条例を全て使用する。 

 （地区）議会は、基礎自治体の決定が伝えられた直後に、義務がある第１段落と同様に協力する義務がある。 

 （地区）議会が協力を拒否する場合には、協議手続が開始されるが、これは基礎自治体が作成しなければならない規則に規定される。

この協議手続が一致を引き出せないときは、長及び助役たちは、このために（地区）予算に計上された資金により基礎自治体議会の

決定の執行を用意することができる。これは（地区）議会がその拒否を基礎自治体当局に通告した後で初めて実施することができる。

この場合には、その決定は基礎自治体議会の決定の伝達後の（地区）議会の最初の会議で行われる。（地区）議会がこの最初の会議

の間に応答しないときは、その態度は拒否と同一視される。 

 明白な理由のある緊急の場合又は厳しい突発的な状況が必要とするときは、基礎自治体議会は、第１及び第４段落に反して、例えそ

れが（地区）議会の権限に関するものであっても、（基礎自治体理事会）に必要な措置の実施を負わせることができる。 

第６条 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第31条、第32条、第34条及び第35条は（地区）議会にも適用され、以下のように解される： 

   １º 基礎自治体議会は同第31条の適用に当たり事前の報告を命ずることもできる； 

   ２º 規則及び命令は（基礎自治体理事会）の決定及び基礎自治体議会の決定に違反することはできない。さらに、警察条例は適

用の前に基礎自治体議会に承認されなければならない。 

   ３º 本文中、《基礎自治体議会》については《（地区）議会》及び《基礎自治体》については《地区》と解される。 

第７条 （地区）議会が本編に基づき持っている決定権以外に、（地区）議会は（地区）で取り扱っている分野の全てについて全般的

な協議権を有する。 

第８条 （地区）議会は、基礎自治体議会の議事規則を尊重することを条件に、その権限に関係する基礎自治体に利害関係のある分野

を取り扱っている限り、基礎自治体議会の議事日程に項目を付け加える権利を有する。 

第Ⅲ章 執行部及び議長 

第１節 執行部の構成員たち及び議長の選任方法及び規則 

第１条 

（§1. 地区議会はその中から議長及び執行部の構成員たちを選ぶ。基礎自治体理事会の構成員の一人が執行部の選出まで創設の会議

を主宰する。選挙は候補者たちを含む推薦証書の承認である。議会に議席を占める当選者がそのような証書を提出する。これを

するためには、当選者は遅くとも会議の３日前までに執行部の選挙を表示する議事日程に議会の議長の手元に日付の証書を提出

しなければならない。受理されるためには、推薦証書は同時に地区議会の執行部の構成員である候補者及び両性の候補者を含ま

なければならない。それは同一名簿上の当選者の過半数により且つ執行部のための推薦証書に表示された候補者により署名され
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なければならない。例え、推薦証書に表示された候補者の中で、別の名簿上の当選者である候補者であったとしても、証書は当

選者が地区執行部のための推薦証書上の同じ候補者を表示する名簿のそれぞれの当選者の過半数によりそのつど署名されなけれ

ばならない。執行部の構成員の候補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうち

の一人だけの署名で十分である。推薦された候補者の死亡若しくは推薦された候補者による地区議会の構成員の職務の断念を除

き、もはや誰も推薦証書への署名することはできない。推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区議会の構成員

の職務の断念の場合は、新たな推薦証書を地区議会が執行部の選挙の議事日程で招集するときまでに会議の議長の手元に提出す

ることができる。これらの証書は上述の諸条件を満たしていなければならない。推薦証書の第１位の候補者が選挙の場合は地区

議会を主宰しなければならない。執行部の構成員たちの序列は証書がそれに従って作成された順位に一致する。 

   証書の構成員として、執行部の中へのいずれかの性の構成員の推薦を保証するためだけなら、地区議会の中で議長及び執行部の

構成員たちを選挙する義務に背くことができる。地区議会の構成員でない議長若しくは執行部の構成員は本Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第

１条に決められた被選挙資格の諸条件を満たしていなければならない。その者は投票権を持って執行部に、発言権を持って議会

に議席を占める。 

   選挙は秘密投票で絶対多数決で行われる。証書が提出されたとき、選挙は第１回目の投票が行われる。その他の全ての場合及び

いずれの証書も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二つの証書の裁決のために第２次

投票が準備される。第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最も若い候補者を提示した証書が獲得する。 

   この創設会議は基礎自治体の（基礎自治体理事会）により遅ければ選挙の次の年の１月31日までに招集される。 

 §2. 辞職若しくは死亡の結果として執行部の構成員若しくは議長の職が偶発的に欠員になった場合には、評議会は３か月以内に代

行を用意する。 

   議会の当選者たちはこの代行のための候補者を推薦することができる。このためには、当選者たちは、職権により、執行部の選

挙を表示する議事日程に日付を入れた証書を、遅くとも会議の３日前までに、評議会の議長の手元に提出しなければならない。 

   受理されるためには、推薦証書は同一名簿上の当選者の過半数により、且つ候補者が執行部において少数代表でない限り、交代

する議員と同性でなければならない推薦された候補者により署名されなければならない。執行部の構成員の候補者又は議長の候

補者を表示する名簿が二人の当選者に達しないときは、上述の規定が尊重されるにはそのうちの一人だけの署名で十分である。

推薦された候補者の死亡又は推薦された候補者による地区評議会の構成員の職務の断念を除き、もはや誰も推薦証書に署名する

ことはできない。 

   選挙は秘密投票で絶対多数で行われ議会の会議中に協議すべき任務と同様に個別に行われる。 

   唯一人だけの候補者が協議すべき任務として推薦されたときは、投票は１回だけ行われる。その他の全ての場合、いずれの候補

者も２回目の投票の終わりに過半数を獲得しなかったときは、比較多数を獲得した二人の候補者の裁決のために第２次投票が準

備される。 

   第２次投票の終わりに投票が可否同数の場合には、最年長の候補者が獲得する。 

   最終投票が行われたときに、執行部の構成員たち全て同性であることが明らかになった場合には、別の性の一人乃至複数の候補

者が口頭で推薦される。このように推薦された候補者は評議会の構成員でなく第１段標第２段落に決められた諸条件を満たさな

い者であってもよい。この最後の構成員は議会の構成員たちの絶対多数で選出される。 

 §3. 執行部の構成員の人数は、５人を超えなければ、議長を含めて選出された構成員の３分の２に等しい。結果が当選基数である

ときは、上の基数に切り上げられる。本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条は一律に適用される。 

 §4. 長及び助役たちにそれぞれ関連のある同第２条、同第Ⅱ編第Ⅲ章第３条、第５条、第７条、第10条、第11条、第12条§１、第

13条、第15条、第16条、第18条、同第Ⅱ編第Ⅴ章第２条、第４条、同第Ⅱ編第Ⅵ章第１条及び第２条の諸規定はそれぞれ議長及

び執行部の構成員たちにも適用されるが、以下のように解される： 

   １º 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第10条においては、《理事会》の語は《執行部》の語により置き換えられる必要があること； 

   ２º 執行部の構成員たちと議長の俸給は、必要があれば地区に与えられる権限の範囲及びその住民数を勘案して、政府により決

められること； 

   ３º 助役が辞表を提出した場合についての本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条に予定される規則は、長と同様に執行部の構成員たち

に関する辞職にも適用できる。辞表は地区議会に渡されること； 

   ４º 助役の停職及び免職に関する本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第11条の諸規定は長と同様に執行部の構成員たちのそれらにも適用で

きること ― 2005年12月８日の地域圏法第26条）。 

第２節 執行部の会議、審議及び決定 

第２条 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第19条乃至第22条の諸規定は執行部の会議、審議及び決定に一律に適用でき、《長》の語は《議

長》の語により、且つ《（基礎自治体理事会）》の語は《執行部》の語により置き換えられると解される。 

第３節 権 限 

第３条 

 §1. （地区）議会執行部は以下に責任を有する： 

－ 143 －



－ 144 － 

   １º （地区）により建設された諸施設； 

   ２º （地区）の工事の指揮。 

 §2. 助役集団は（地区）執行部に以下の責任を負わせることができる： 

   １º （地区）内に位置する基礎自治体の施設の管理； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の６°の諸規定に従った建築線の決定； 

   ３º （地区）内所在の基礎自治体の不動産の管理； 

   ４º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の10°の諸規定に従って里道及び下水を維持させること； 

 §3. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第25条は（地区）議会の執行部に一律に適用でき、議長は長に置き換え、（基礎自治体理事会）は執

行部により置き換えられる。 

第４条 （地区）議会議長たちは、状況が必要とすればいつでも協議のために（基礎自治体理事会）が招集できる。この協議はいずれ

にせよ基礎自治体の予算編成前に、（地区）議会の自由に委ねねばならない職員枠の決定前に用意される。この協議のために、議長

たちは同時に議長会議を組織する。 

第Ⅳ章 書 記 

第１条  

 §1. それぞれの（地区）事務所に書記が一人いる。 

 §2. （地区）書記は本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条に定められた方式に従って基礎自治体議会により任命される。 

 §3. 同編第Ⅵ章第３条、同第Ⅳ章第３条、第４条§１、第５条、第19条、同第Ⅲ編第Ⅰ章第１条、同第Ⅱ編第Ⅱ章第２条、同第Ⅲ

編第Ⅱ章第３条及び第５条の諸規定は書記に関するものに一律に適用され、以下のように解される： 

   １º 《基礎自治体議会》の語を《（地区）議会》の語により、《（基礎自治体理事会）》の語を（地区）議会の《執行部》の語

により及び《長》の語を《議長》の語により置き換える必要があること； 

   ２º 基礎自治体議会により承認される行財政規程は書記である者にも適用できる； 

   ３º 基礎自治体の諸機関は書記に対する懲戒事項への権限を残しているが、但し（地区）議会の意見を事前に聴取しなければな

らない。 

第Ⅱ編 地区当局の諸規則 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 （地区）議会、執行部及び議長の諸規則は、憲法にも、連邦法令にも、地域圏及び共同体の法にも、規則及び決定にも、県当

局の決定にも、基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）の決定にも違反してはならない。 

第Ⅱ章 諸規則の起案及び公布 

第１条 （地区）議会及びその執行部の諸規則の起案及び公布は、（地区）諸機関を基礎自治体の議会及び理事会に置き替える必要が

あるこの相違を除き、基礎自治体の議会及び理事会の諸規則であるものについて予定されたものと同じ形式に従って行われる。 

第２条 （地区）議会の規則及び命令は議長により本部第Ⅰ巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の諸規定を適用して公布される。それは同第２条に

従う義務がある。 

第Ⅲ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体の住民投票に関する本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条乃至第12条は、少なくともその権限に関係する基礎自治体の利

害関係事項であるものについて、（地区）議会に適用できる。 

 これらの条文においては、（地区）議会及び執行部は基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）に置き替える。 

第Ⅳ編 地区の行政 
 

章唯一 
 

第１条 各（地区）議会はその固有の必要を考慮し基礎自治体全体のために基礎自治体議会により決められた職員の枠そのものとして

の一部となる職員の枠の設定のために提案を作成する。（地区）議会は諸提案を作成するが、但し最終決定は基礎自治体の行政機関

に属する。 

 基礎自治体議会による職員の枠の承認後に、（地区）に割り当てられる職員は（基礎自治体理事会）の命令に従う。 

 これらの職員の構成員たちは、（地区）行政機関に雇われてはいるが、引き続き基礎自治体の枠の一部であり、必要な諸条件を満た

せば別の職務への候補者の責任を担う権利を有する。（地区）に影響を及ぼす職員の監督は、本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の９°

の対象となり、（地区）議会の執行部により行われる。 

 基礎自治体の諸機関は懲戒制度に関するものについて権限を残している。懲戒の一件書類は、書記自身に関するものを除き、その意

見を含まなければならない。意見は基礎自治体書記の要求があってから遅くとも15日後には与えられなければならない。懲戒手続は

意見がなくてもまた決められた期限内に与えられなくても続行することができる。 
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第Ⅴ編 地区の財政 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会はそれについて基礎自治体の予算に計上される一般割当額及び/又は特別割当額が毎年（地区）に与えられる

職務の基準を決める。 

第２条 （地区）議会は常に（地区）の財政形式について前もって意見を出す義務がある。 

第３条 基礎自治体の予算と会計に関する諸規定は（地区）の予算及び会計に適用でき、特に以下のものを含む： 

  ― （地区）に認められた予算の限界内で、（地区）執行部が契約を結び支払命令を発する； 

  ― 地方収入役が、（地区）議会、若しくは（地区）議会執行部の権限であるもののために、（地区）議会の執行部の権限下に置か

れる； 

  ― 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第26条§２は（地区）議会の年次予算及び会計の採択に関して一律に適用でき、（地区）議会自体は基

礎自治体議会に置き換えられると解される； 

  ― 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第41条は一律に適用され、収入役も亦（地区）行政機関に財政上若しくは予算上の影響を持つ事項の

全てに関して（地区）議会の執行部により聴聞されることができると解される； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条及び同２条は（地区）の会計及び予算に一律に適用され、基礎自治体議会は関係（地区）議会に

より置き換えられ、且つ第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第２条では10月の月は９月の月に置き換えられなければならないと解され

る； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅲ章第１条は（地区）の予算及び会計に一律に適用され、供託は（地区）の建物に行われ（地区）執行部が

掲示を確保すると解される； 

  ― 予算の均衡に関する本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅳ章第１条は（地区）の予算に一律に適用される。 

（第Ⅴ巻 基礎自治体間の協力 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 本巻は地理上の管轄区域がワロン地域圏の境界を越えない基礎自治体間の協力に適用する。 

第Ⅱ章 協力形態 

第１節 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体は、基礎自治体の利益の対象に関する協定を締結することができる。 

第２節 計画協力 

第２条 複数の基礎自治体（は、本巻に予定される諸条件内で ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第１段落）基礎自治体の利益の計

画化、利用及び管理の確保のために法人格を与えられる協力組織を創設することができる。 

 公法人及び私法人はいずれも法令に定められた諸条件でそこに参加することができる。 

 （これらの団体は計画協会と命名される ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第２段落）。 

第３節 （ 2007年３月９日のワロン法第３条）基礎自治体事務組合 

第３条 複数の基礎自治体は、本巻により予定された諸条件の下で、基礎自治体の利益を明確にする目標を持った団体を設置すること

ができる。 

 これらの団体は以下では基礎自治体事務組合と命名される。 

第４条 公法人及び私法人はいずれでも同様基礎自治体事務組合に所属することができる。 

 現実の加入の有無は別として、いずれかの基礎自治体事務組合へのワロン地域圏の参加は地域圏法により全て認められ且つ決められ

る。 

第５条 基礎自治体事務組合はその社会的目的の実現に一致して協力できるならばいずれの法人にも資本への出資分担を行うことがで

きる。 

 法人の資本への出資分担の取得は全て理事会により決定される；これらの決定についての特別報告は本編第Ⅲ章第13条の§３に従っ

て総会に提出される。 

 但し、法人への出資分担の取得が少なくともその資本の10分の１相当か又は少なくとも基礎自治体事務組合固有の基金の５分の１相

当であるときは、出資分担の取得は総会により、基礎自治体の出資者代表により表明される票の単純多数を含む投票の単純多数で決

定される。 

第４節 基礎自治体の措置 

第６条 

 §1. その目的がいかなるものであろうとも、公共サービスの任務をその資格で遂行する計画協会及び基礎自治体事務組合は公法上

の法人である。 

    それらは営利的性格を有しない。 
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   １º （地区）により建設された諸施設； 

   ２º （地区）の工事の指揮。 

 §2. 助役集団は（地区）執行部に以下の責任を負わせることができる： 

   １º （地区）内に位置する基礎自治体の施設の管理； 

   ２º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の６°の諸規定に従った建築線の決定； 

   ３º （地区）内所在の基礎自治体の不動産の管理； 

   ４º 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の10°の諸規定に従って里道及び下水を維持させること； 

 §3. 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第25条は（地区）議会の執行部に一律に適用でき、議長は長に置き換え、（基礎自治体理事会）は執

行部により置き換えられる。 

第４条 （地区）議会議長たちは、状況が必要とすればいつでも協議のために（基礎自治体理事会）が招集できる。この協議はいずれ

にせよ基礎自治体の予算編成前に、（地区）議会の自由に委ねねばならない職員枠の決定前に用意される。この協議のために、議長

たちは同時に議長会議を組織する。 

第Ⅳ章 書 記 

第１条  

 §1. それぞれの（地区）事務所に書記が一人いる。 

 §2. （地区）書記は本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第２条に定められた方式に従って基礎自治体議会により任命される。 

 §3. 同編第Ⅵ章第３条、同第Ⅳ章第３条、第４条§１、第５条、第19条、同第Ⅲ編第Ⅰ章第１条、同第Ⅱ編第Ⅱ章第２条、同第Ⅲ

編第Ⅱ章第３条及び第５条の諸規定は書記に関するものに一律に適用され、以下のように解される： 

   １º 《基礎自治体議会》の語を《（地区）議会》の語により、《（基礎自治体理事会）》の語を（地区）議会の《執行部》の語

により及び《長》の語を《議長》の語により置き換える必要があること； 

   ２º 基礎自治体議会により承認される行財政規程は書記である者にも適用できる； 

   ３º 基礎自治体の諸機関は書記に対する懲戒事項への権限を残しているが、但し（地区）議会の意見を事前に聴取しなければな

らない。 

第Ⅱ編 地区当局の諸規則 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 （地区）議会、執行部及び議長の諸規則は、憲法にも、連邦法令にも、地域圏及び共同体の法にも、規則及び決定にも、県当

局の決定にも、基礎自治体議会若しくは（基礎自治体理事会）の決定にも違反してはならない。 

第Ⅱ章 諸規則の起案及び公布 

第１条 （地区）議会及びその執行部の諸規則の起案及び公布は、（地区）諸機関を基礎自治体の議会及び理事会に置き替える必要が

あるこの相違を除き、基礎自治体の議会及び理事会の諸規則であるものについて予定されたものと同じ形式に従って行われる。 

第２条 （地区）議会の規則及び命令は議長により本部第Ⅰ巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の諸規定を適用して公布される。それは同第２条に

従う義務がある。 

第Ⅲ編 住民投票 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体の住民投票に関する本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条乃至第12条は、少なくともその権限に関係する基礎自治体の利

害関係事項であるものについて、（地区）議会に適用できる。 

 これらの条文においては、（地区）議会及び執行部は基礎自治体議会及び（基礎自治体理事会）に置き替える。 

第Ⅳ編 地区の行政 
 

章唯一 
 

第１条 各（地区）議会はその固有の必要を考慮し基礎自治体全体のために基礎自治体議会により決められた職員の枠そのものとして

の一部となる職員の枠の設定のために提案を作成する。（地区）議会は諸提案を作成するが、但し最終決定は基礎自治体の行政機関

に属する。 

 基礎自治体議会による職員の枠の承認後に、（地区）に割り当てられる職員は（基礎自治体理事会）の命令に従う。 

 これらの職員の構成員たちは、（地区）行政機関に雇われてはいるが、引き続き基礎自治体の枠の一部であり、必要な諸条件を満た

せば別の職務への候補者の責任を担う権利を有する。（地区）に影響を及ぼす職員の監督は、本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第23条の９°

の対象となり、（地区）議会の執行部により行われる。 

 基礎自治体の諸機関は懲戒制度に関するものについて権限を残している。懲戒の一件書類は、書記自身に関するものを除き、その意

見を含まなければならない。意見は基礎自治体書記の要求があってから遅くとも15日後には与えられなければならない。懲戒手続は

意見がなくてもまた決められた期限内に与えられなくても続行することができる。 
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第Ⅴ編 地区の財政 
 

章唯一 
 

第１条 基礎自治体議会はそれについて基礎自治体の予算に計上される一般割当額及び/又は特別割当額が毎年（地区）に与えられる

職務の基準を決める。 

第２条 （地区）議会は常に（地区）の財政形式について前もって意見を出す義務がある。 

第３条 基礎自治体の予算と会計に関する諸規定は（地区）の予算及び会計に適用でき、特に以下のものを含む： 

  ― （地区）に認められた予算の限界内で、（地区）執行部が契約を結び支払命令を発する； 

  ― 地方収入役が、（地区）議会、若しくは（地区）議会執行部の権限であるもののために、（地区）議会の執行部の権限下に置か

れる； 

  ― 本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第26条§２は（地区）議会の年次予算及び会計の採択に関して一律に適用でき、（地区）議会自体は基

礎自治体議会に置き換えられると解される； 

  ― 第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅳ章第41条は一律に適用され、収入役も亦（地区）行政機関に財政上若しくは予算上の影響を持つ事項の

全てに関して（地区）議会の執行部により聴聞されることができると解される； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条及び同２条は（地区）の会計及び予算に一律に適用され、基礎自治体議会は関係（地区）議会に

より置き換えられ、且つ第１部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第２条では10月の月は９月の月に置き換えられなければならないと解され

る； 

  ― 本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅲ章第１条は（地区）の予算及び会計に一律に適用され、供託は（地区）の建物に行われ（地区）執行部が

掲示を確保すると解される； 

  ― 予算の均衡に関する本部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅳ章第１条は（地区）の予算に一律に適用される。 

（第Ⅴ巻 基礎自治体間の協力 
第Ⅰ編 総 則 

第Ⅰ章 適用範囲 

第１条 本巻は地理上の管轄区域がワロン地域圏の境界を越えない基礎自治体間の協力に適用する。 

第Ⅱ章 協力形態 

第１節 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体は、基礎自治体の利益の対象に関する協定を締結することができる。 

第２節 計画協力 

第２条 複数の基礎自治体（は、本巻に予定される諸条件内で ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第１段落）基礎自治体の利益の計

画化、利用及び管理の確保のために法人格を与えられる協力組織を創設することができる。 

 公法人及び私法人はいずれも法令に定められた諸条件でそこに参加することができる。 

 （これらの団体は計画協会と命名される ― 2007年３月９日の地域圏法第２条第２段落）。 

第３節 （ 2007年３月９日のワロン法第３条）基礎自治体事務組合 

第３条 複数の基礎自治体は、本巻により予定された諸条件の下で、基礎自治体の利益を明確にする目標を持った団体を設置すること

ができる。 

 これらの団体は以下では基礎自治体事務組合と命名される。 

第４条 公法人及び私法人はいずれでも同様基礎自治体事務組合に所属することができる。 

 現実の加入の有無は別として、いずれかの基礎自治体事務組合へのワロン地域圏の参加は地域圏法により全て認められ且つ決められ

る。 

第５条 基礎自治体事務組合はその社会的目的の実現に一致して協力できるならばいずれの法人にも資本への出資分担を行うことがで

きる。 

 法人の資本への出資分担の取得は全て理事会により決定される；これらの決定についての特別報告は本編第Ⅲ章第13条の§３に従っ

て総会に提出される。 

 但し、法人への出資分担の取得が少なくともその資本の10分の１相当か又は少なくとも基礎自治体事務組合固有の基金の５分の１相

当であるときは、出資分担の取得は総会により、基礎自治体の出資者代表により表明される票の単純多数を含む投票の単純多数で決

定される。 

第４節 基礎自治体の措置 

第６条 

 §1. その目的がいかなるものであろうとも、公共サービスの任務をその資格で遂行する計画協会及び基礎自治体事務組合は公法上

の法人である。 

    それらは営利的性格を有しない。 
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    計画協会や基礎自治体事務組合の公共的性格はその出資者、その代理人及び全ての部外者との関係において並びに全ての内外

の連携において最も重要である。 

 §2. そのようなものとして、計画協会及び基礎自治体事務組合はその名において公用のための収用を続行し、負債をし、無償譲与

を受け入れ、官公署の補助金を受け取ることができる。 

    全ての供給品及び全ての取得物は計画協会若しくは基礎自治体事務組合の社会目的実現に充当されなければならない。 

 §3. 計画協会若しくは基礎自治体事務組合が発行する全ての記録、計算書、公告、刊行物その他の書類においては、《計画協会》

とか《基礎自治体事務組合》とかの語の先述の若しくはそのすぐ後の社会的名称を分かり易い形で表現しなければならない。 

    これらの場合では全て、《計画協会》とか《基礎自治体事務組合》とかはその固有の名称を、又必要があればその略号を用い

ることになる。 

第Ⅱ編 運営方式 

第Ⅰ章 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体間で締結される協定は少なくとも有効期間及びそのありうる更新、解約の可能性、参加基礎自治体のありうる出資

分担額及びこれらの出資分担額の管理方式、内部組織、権利及び相互義務並びに財政上の影響、各基礎自治体議会による年次評価、

財政変動の確定、果実の割振り、財政統制及び協定終了時のありうる資産の配分に関する諸規定を含む。 

第２条 協定は、協定の当事者である基礎自治体の一つが管理者に指名されるであろうことを規定できる。 

 基礎自治体の管理者は、この協定を遂行するために、その職員及び/又は協定の当事者である他の基礎自治体の職員の構成員たちを、

そこに定められた諸条件に従って、使用することができる。 

第３条 必要ならば、少なくとも基礎自治体代表一人ずつで構成され、基礎自治体の議会か若しくは理事会の構成員たちの中から基礎

自治体全体（各基礎自治体の議員たち ― 2007年３月９日の地域圏法第４条）に比例して任命される協定管理委員会が協定を執行す

る方式について協議する責任がある。 

 管理委員会は必要があれば管理する基礎自治体に意見を述べ、協定の成果である財政上の動きを明らかにし、協定に加盟する基礎自

治体の議員たちに照会に従わせる。 

 管理委員会における任務は無報酬で遂行される。 

第Ⅱ章 計画協会 

第１条 

 §1. 計画協会は関係各基礎自治体の決定により最大限６年の期間設立される。 

    いかような脱退も計画協会の規約に決められた期限以前にはできない。 

    規約は、６年の期間を超えない期間（について ― 2007年３月９日の地域圏法第５条）、但しこの更新の決定が後日の基礎自

治体の会期中に発効できないとしない限り更新できる。 

    協会の終了時には解散される。収用法令に基づき取得された財産の用途は公共用のために維持されなければならない。 

 §2. 規約は少なくとも以下のものを含む： 

   1. その名称； 

   2. その目的； 

   3. その社会的略号； 

   4. その期間； 

   5. 出資者の簡潔な表示、その予想出資分担額、そのその他の出資； 

   6. 協会管理委員会の構成及び権限、意思決定方式、それらについて協会管理委員会の他の構成員に委任する可能性及び併せて

その構成員たちの任免方法； 

   7. 所得できる利益の割振り及び出資者によるありうる損失の毎年の負担方式； 

   8. 清算方法、清算人の任命方法及びその権限の決定、解散の場合の財産の用途及び職員の帰趨。 

     計画協会の規約では、財政計画は出資者各自に送られる。 

第２条 計画協会はいずれもそれに議席を有する基礎自治体の長に、又はこのために委任される出資者の基礎自治体（ ― 2007年３月

９日の地域圏法第６条）の代表者たちの面前で公証人に手渡される公正証書により設立される。 

 不動産に関する法律条項は別として、証書はその署名の日から発効する。 

 権利設定証書は定款を含む。 

 同証書は権利設定の日から30日以内にベルギー官報の付録に全文公示されることになるし、同時に誰でも参照できる協会所在地に登

録されることになる。 

第３条 定款の修正提案には協会の出席した管理委員会の構成員の３分の２の多数決か若しくはこれに出資している基礎自治体を代表

する協会管理委員会構成員たちの投票の３分の２の多数を含む代表が必要となる。 

 これらの修正は権利設定証書のために必要な諸条件の下で出資者により採択されなければならない。 

第４条 
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 §1. 計画協会は出資基礎自治体を代表する管理委員会を一つだけ有し、必要ならば出資する諸県はそれぞれ出資する基礎自治体の

基礎自治体議員全員に比例して、必要ならば選挙法第167条及び第168条に従って出資する諸県の県議会の全員が指名される。こ

の比例代表を算定するためには、政党間協定又は再編成について個人の選択した申告が考慮されることになる。 

    この申告には、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーにおいて発効しているこの協定の追加議定書により、人

種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により及び第２次世界大戦

中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧する

ことを意図した1995年３月23日の国法により、民主的原理の尊重を言明しない政治集団又は既述の諸政治集団及び1981年７月30

日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反の一つのためにその結果有罪判決を受けた事実のときに協会の役

員であった者はこの比例への算入を考慮するには及ばない。 

    基礎自治体及び場合により出資県に割り当てられている管理委員会の職は、基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員たち及

び必要があっても県議会若しくは理事会の構成員たちを任命することはできない。 

    本段標は出資C.P.A.S.を代表する管理委員会の構成員たちに必要な変更を施して適用できる。 

 §2. 出資基礎自治体及び場合により出資県を代表する管理委員会の構成員について、構成員全員が同一の性であれば、本条§１の

予定する規定に違反することになる。 

    この場合には、追加構成員は出資基礎自治体全部の提案の下で指名される。 

    このようにして指名された構成員は、あらゆる場合に、協会管理委員会において議決権を有する。 

 §3. 各出資者は協会管理委員会におけるその若しくはそれらの代表を直接任命する。 

    出資基礎自治体全体を代表する管理委員会の構成員の最小人数は４人以下であってはならない。 

    管理委員会の構成員の最大人数は15人に固定される。 

 §4. 協会管理委員会の委員長は当然基礎自治体当選人の資格を持つその構成員の一人になる。 

 §5. 管理委員会は人事事項に権限を有する。計画協会の職員は協定規則に服する。職員は又計画協会の終了まで出資基礎自治体に

よる命令に従う。 

（§6. 管理委員会は計画協会の日常の運営を、その責任の下で、その委員長か管理委員会により指定された者に委任することができ

る ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第１段落）。 

 §（7. ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第２段落）。財務状況の検査は管理委員会により企業診断協会の構成員たちから指名さ

れる診断員に任される。 

    協会管理委員会は年次会計報告を作成して、その活動報告及び診断報告と同時に、出資者の承認を得るために提出する；承認

手続は協定通りに定められる。 

    最終の承認は出資者の過半数が協会管理委員会及び診断員に賛成を表明し弁護を与えるや否や獲得される。 

第５条 

 §1. 協会管理委員会の会議は公開されない。 

    詳細な議事録は、個々の構成員たちの投票の下で報告書に、議事録がそれについて見直される全ての記録文書に仕上げられて、

基礎自治体議員たちから出資基礎自治体書記に、且つ必要な場合には、出資諸県の県議会議員たちから県事務総長に、行政公開

に関する地域圏法の諸規定に抵触することなく意見を求めることができる。 

 §2. 協会管理委員会は最小限本編第Ⅲ章第14条の９ºに再掲される諸規定に含まれる内規を作成する。 

第６条 法性決定の対象をなす多数決の場合を除き、決定は単純多数決によるが、それは協会管理委員会全体と同様に基礎自治体によ

り任命された協会管理委員会の構成員たちの集団においても達せられなければならない。 

第７条 管理委員会は協会の資本の設定に関しては何らの義務も負わない。 

 この義務は定款により準備されるときは、決められた出資は協会の設立への参加者により現金で支払われなければならない。 

 基礎自治体、私法人若しくは公法人のその他の出資者たちの出資分担金総額は協会の資本合計の49％を超えることはできない。 

 その額は有価証券とそれらの権利が協定通りに定められる持株により表示される。 

 経済的基準に従っては評価できない資産の提示としての無形の出資及び現物出資は企業診断員の報告に基づき評価され、有価証券及

びそれらの権利は協定通りに定められる持株により表示される。 

 出資者たちはその出資についてのみ払い込めばよく、その競合には責任を負わない。 

 登録簿は定款に添付され、出資者たちについて記載し、そのそれぞれについて割り振られる持株を指定する。 

第８条 会計は企業会計に関する立法に従わなければならない。企業会計の公開に適用できる諸規則も同様に適用できる。 

第Ⅲ章 基礎自治体事務組合 

第１節 規 則 

第１条 基礎自治体事務組合は、株式会社か、有限責任共同組合か、非営利目的団体かの法律形態を採択する。 

 営利法人及び非営利団体に関する国法は、場合に応じて、定款が団体の特殊性の理由で抵触しない限り基礎自治体事務組合に適用で

きる。 
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    計画協会や基礎自治体事務組合の公共的性格はその出資者、その代理人及び全ての部外者との関係において並びに全ての内外

の連携において最も重要である。 

 §2. そのようなものとして、計画協会及び基礎自治体事務組合はその名において公用のための収用を続行し、負債をし、無償譲与

を受け入れ、官公署の補助金を受け取ることができる。 

    全ての供給品及び全ての取得物は計画協会若しくは基礎自治体事務組合の社会目的実現に充当されなければならない。 

 §3. 計画協会若しくは基礎自治体事務組合が発行する全ての記録、計算書、公告、刊行物その他の書類においては、《計画協会》

とか《基礎自治体事務組合》とかの語の先述の若しくはそのすぐ後の社会的名称を分かり易い形で表現しなければならない。 

    これらの場合では全て、《計画協会》とか《基礎自治体事務組合》とかはその固有の名称を、又必要があればその略号を用い

ることになる。 

第Ⅱ編 運営方式 

第Ⅰ章 基礎自治体間の協定 

第１条 基礎自治体間で締結される協定は少なくとも有効期間及びそのありうる更新、解約の可能性、参加基礎自治体のありうる出資

分担額及びこれらの出資分担額の管理方式、内部組織、権利及び相互義務並びに財政上の影響、各基礎自治体議会による年次評価、

財政変動の確定、果実の割振り、財政統制及び協定終了時のありうる資産の配分に関する諸規定を含む。 

第２条 協定は、協定の当事者である基礎自治体の一つが管理者に指名されるであろうことを規定できる。 

 基礎自治体の管理者は、この協定を遂行するために、その職員及び/又は協定の当事者である他の基礎自治体の職員の構成員たちを、

そこに定められた諸条件に従って、使用することができる。 

第３条 必要ならば、少なくとも基礎自治体代表一人ずつで構成され、基礎自治体の議会か若しくは理事会の構成員たちの中から基礎

自治体全体（各基礎自治体の議員たち ― 2007年３月９日の地域圏法第４条）に比例して任命される協定管理委員会が協定を執行す

る方式について協議する責任がある。 

 管理委員会は必要があれば管理する基礎自治体に意見を述べ、協定の成果である財政上の動きを明らかにし、協定に加盟する基礎自

治体の議員たちに照会に従わせる。 

 管理委員会における任務は無報酬で遂行される。 

第Ⅱ章 計画協会 

第１条 

 §1. 計画協会は関係各基礎自治体の決定により最大限６年の期間設立される。 

    いかような脱退も計画協会の規約に決められた期限以前にはできない。 

    規約は、６年の期間を超えない期間（について ― 2007年３月９日の地域圏法第５条）、但しこの更新の決定が後日の基礎自

治体の会期中に発効できないとしない限り更新できる。 

    協会の終了時には解散される。収用法令に基づき取得された財産の用途は公共用のために維持されなければならない。 

 §2. 規約は少なくとも以下のものを含む： 

   1. その名称； 

   2. その目的； 

   3. その社会的略号； 

   4. その期間； 

   5. 出資者の簡潔な表示、その予想出資分担額、そのその他の出資； 

   6. 協会管理委員会の構成及び権限、意思決定方式、それらについて協会管理委員会の他の構成員に委任する可能性及び併せて

その構成員たちの任免方法； 

   7. 所得できる利益の割振り及び出資者によるありうる損失の毎年の負担方式； 

   8. 清算方法、清算人の任命方法及びその権限の決定、解散の場合の財産の用途及び職員の帰趨。 

     計画協会の規約では、財政計画は出資者各自に送られる。 

第２条 計画協会はいずれもそれに議席を有する基礎自治体の長に、又はこのために委任される出資者の基礎自治体（ ― 2007年３月

９日の地域圏法第６条）の代表者たちの面前で公証人に手渡される公正証書により設立される。 

 不動産に関する法律条項は別として、証書はその署名の日から発効する。 

 権利設定証書は定款を含む。 

 同証書は権利設定の日から30日以内にベルギー官報の付録に全文公示されることになるし、同時に誰でも参照できる協会所在地に登

録されることになる。 

第３条 定款の修正提案には協会の出席した管理委員会の構成員の３分の２の多数決か若しくはこれに出資している基礎自治体を代表

する協会管理委員会構成員たちの投票の３分の２の多数を含む代表が必要となる。 

 これらの修正は権利設定証書のために必要な諸条件の下で出資者により採択されなければならない。 

第４条 

－ 147 － 

 §1. 計画協会は出資基礎自治体を代表する管理委員会を一つだけ有し、必要ならば出資する諸県はそれぞれ出資する基礎自治体の

基礎自治体議員全員に比例して、必要ならば選挙法第167条及び第168条に従って出資する諸県の県議会の全員が指名される。こ

の比例代表を算定するためには、政党間協定又は再編成について個人の選択した申告が考慮されることになる。 

    この申告には、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーにおいて発効しているこの協定の追加議定書により、人

種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により及び第２次世界大戦

中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛美を抑圧する

ことを意図した1995年３月23日の国法により、民主的原理の尊重を言明しない政治集団又は既述の諸政治集団及び1981年７月30

日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反の一つのためにその結果有罪判決を受けた事実のときに協会の役

員であった者はこの比例への算入を考慮するには及ばない。 

    基礎自治体及び場合により出資県に割り当てられている管理委員会の職は、基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員たち及

び必要があっても県議会若しくは理事会の構成員たちを任命することはできない。 

    本段標は出資C.P.A.S.を代表する管理委員会の構成員たちに必要な変更を施して適用できる。 

 §2. 出資基礎自治体及び場合により出資県を代表する管理委員会の構成員について、構成員全員が同一の性であれば、本条§１の

予定する規定に違反することになる。 

    この場合には、追加構成員は出資基礎自治体全部の提案の下で指名される。 

    このようにして指名された構成員は、あらゆる場合に、協会管理委員会において議決権を有する。 

 §3. 各出資者は協会管理委員会におけるその若しくはそれらの代表を直接任命する。 

    出資基礎自治体全体を代表する管理委員会の構成員の最小人数は４人以下であってはならない。 

    管理委員会の構成員の最大人数は15人に固定される。 

 §4. 協会管理委員会の委員長は当然基礎自治体当選人の資格を持つその構成員の一人になる。 

 §5. 管理委員会は人事事項に権限を有する。計画協会の職員は協定規則に服する。職員は又計画協会の終了まで出資基礎自治体に

よる命令に従う。 

（§6. 管理委員会は計画協会の日常の運営を、その責任の下で、その委員長か管理委員会により指定された者に委任することができ

る ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第１段落）。 

 §（7. ― 2007年３月９日の地域圏法第７条第２段落）。財務状況の検査は管理委員会により企業診断協会の構成員たちから指名さ

れる診断員に任される。 

    協会管理委員会は年次会計報告を作成して、その活動報告及び診断報告と同時に、出資者の承認を得るために提出する；承認

手続は協定通りに定められる。 

    最終の承認は出資者の過半数が協会管理委員会及び診断員に賛成を表明し弁護を与えるや否や獲得される。 

第５条 

 §1. 協会管理委員会の会議は公開されない。 

    詳細な議事録は、個々の構成員たちの投票の下で報告書に、議事録がそれについて見直される全ての記録文書に仕上げられて、

基礎自治体議員たちから出資基礎自治体書記に、且つ必要な場合には、出資諸県の県議会議員たちから県事務総長に、行政公開

に関する地域圏法の諸規定に抵触することなく意見を求めることができる。 

 §2. 協会管理委員会は最小限本編第Ⅲ章第14条の９ºに再掲される諸規定に含まれる内規を作成する。 

第６条 法性決定の対象をなす多数決の場合を除き、決定は単純多数決によるが、それは協会管理委員会全体と同様に基礎自治体によ

り任命された協会管理委員会の構成員たちの集団においても達せられなければならない。 

第７条 管理委員会は協会の資本の設定に関しては何らの義務も負わない。 

 この義務は定款により準備されるときは、決められた出資は協会の設立への参加者により現金で支払われなければならない。 

 基礎自治体、私法人若しくは公法人のその他の出資者たちの出資分担金総額は協会の資本合計の49％を超えることはできない。 

 その額は有価証券とそれらの権利が協定通りに定められる持株により表示される。 

 経済的基準に従っては評価できない資産の提示としての無形の出資及び現物出資は企業診断員の報告に基づき評価され、有価証券及

びそれらの権利は協定通りに定められる持株により表示される。 

 出資者たちはその出資についてのみ払い込めばよく、その競合には責任を負わない。 

 登録簿は定款に添付され、出資者たちについて記載し、そのそれぞれについて割り振られる持株を指定する。 

第８条 会計は企業会計に関する立法に従わなければならない。企業会計の公開に適用できる諸規則も同様に適用できる。 

第Ⅲ章 基礎自治体事務組合 

第１節 規 則 

第１条 基礎自治体事務組合は、株式会社か、有限責任共同組合か、非営利目的団体かの法律形態を採択する。 

 営利法人及び非営利団体に関する国法は、場合に応じて、定款が団体の特殊性の理由で抵触しない限り基礎自治体事務組合に適用で

きる。 
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 いかなる場合にも、非営利団体の形式を採っている基礎自治体事務組合は商工業活動に没頭することも、それらの構成員たちに物的

利益を得させることを追い求めることもできない。 

 基礎自治体事務組合の職員は法令及び/又は規約の体制に服する。基礎自治体事務組合の職員は理事会により定められる職務概要及

び候補者たちの呼出に基づき任命される。 

第２条 再掲される基礎自治体事務組合の定款は、少なくとも、会社法及び非営利法人に適用できる立法に加えて以下の諸規定を含

む： 

 1. 名称； 

 2. その目的若しくはそれらの目的； 

 3. 活動分野若しくは諸分野； 

 4. その法律形態； 

 5. その本部所在地； 

 6. 有効期間； 

 7. 出資者を詳しく説明する表示、その出資額、その分担金及びその他の投資； 

 8. 基礎自治体事務組合の管理機関の構成及び権限、それに委任するのがその務めである部門の中から任命される同じ機関の他の構

成員に代表権を与える総会への代表たちを除き、その構成員たちの任免方法並びにそれらの手段； 

 9. 年次会計報告、本章第24条の対象となる会計についての検査員団の報告、出資分担金の取得に関する特別報告、基礎自治体事務

組合の運営報告、総会に向けて用意されるその他の全ての資料並びに戦略計画出資者への伝達方法； 

 10．利益配分； 

 11．その正味の資産が事務組合の資本の４分の３以下の金額に縮減される出資者による損失の負担； 

 12．資金の管理方式； 

 13．出資者の引出し方式； 

 14．清算方法、清算人の指名及びその権限の決定及び、本章第22条に抵触することなしに、解散の場合の資産の用途及び職員の処遇

の方法； 

 15．理事会の特別の委任なしに、基礎自治体事務組合の契約のための二重署名の原則。 

 基礎自治体事務組合の設立に当たっては、その中で組合の資本の総額が正当化される財政計画が創設者たちの出資者の各自に送付さ

れ、基礎自治体事務組合の本部に保持される。 

第３条 基礎自治体事務組合の本部は出資者基礎自治体の一つか、基礎自治体事務組合に帰属する建物の中か、又は出資公法人の一つ

に設置される。 

第４条 基礎自治体事務組合の期限は30年を超えることはできない。 

 但し、基礎自治体事務組合はそれぞれが30年を超えない１期乃至複数期延長することができる。 

 延長は全て少なくとも現行の定款に定められた通りの期限の最終日の１年前に総会で決定されなければならない。 

 延長は、諸基礎自治体議会及び、必要ならば、関係諸県議会が審議を要請された限り又この延長要求が定款通りの修正の可決に必要

な過半数を獲得する限り賛同される。 

 但し、出資者は何人も延長が生じなかった以前に決められた期限には責任を負わなくてよい。 

 基礎自治体事務組合は延長に関与していない法定の出資者による一層困難な金の掛かる事業になるその期間を超える期限のための投

資を選ぶことはできない。 

 出資者は連帯責任を負わない。出資者は出資額の限度で連合の事業に責任を負う。 

第５条 定款は基礎自治体の基礎自治体事務組合の期限切れ前のその脱退の可能性について準備することができる。 

 いずれにせよ、出資者は何人も以下の場合には脱退することができる： 

   １º 場合に応じて、現行定款の開始若しくは加盟から15年以降に、その他の出資者たちにより表明された３分の２の賛成により、

肯定票が出資基礎自治体の代表により表明された票の過半数を含んで表明され、脱退者が専門家の決める評価の損害を償う条

件付きで、その脱退原因が基礎自治体事務組合その他の出資者たちにある限り； 

   ２º 基礎自治体の利益の同じ目的（ ― 2007年３月９日の地域圏法第８条）が同一の基礎自治体において複数の基礎自治体事務

組合、公社若しくは公益機関に託される場合は、基礎自治体はその域内全体について関連する唯一つの基礎自治体事務組合、

唯一つの公社若しくは唯一つの公益機関に託する決定をすることができる。前段落の対象となる場合に、それが定款に決めら

れた通りに実行されればいかなる投票も必要ない。起こりうる損害の賠償に関する１ºに予定される諸条件だけが適用でき

る； 

   ３º 合理化への配慮での再編成の場合、基礎自治体はその出資者である基礎自治体事務組合からのその脱退を、他の基礎自治体

事務組合への合流のために、１ºに予定される諸条件の下で決定することができる； 

   ４º 一方的に、基礎自治体事務組合がその設立から３年の間その連合の目的の実行をしなかったとき。 

第６条 基礎自治体事務組合に出資する公法人が投資することができるのはそれぞれ定められた金額までである。 
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 基礎自治体のために、且つ必要ならば、県のために追加の負担若しくはその権利の縮小をもたらす定款の修正については、全て基礎

自治体議会及び必要ならば県議会は審議に付されなければならない。 

第２節 基礎自治体事務組合の主要機関 

第１小節 総 則 

第７条 各基礎自治体事務組合は少なくとも三つの機関を含まなければならない：総会、理事会及び報酬委員会。 

 理事長又は階層制の最高位を占める者は全ての機関に発言権を持って出席し、比例代表の計算にも理事の人数の計算にも算入されな

い。 

第８条 資本構成若しくは事務組合の基金において様々な当事者たちの出資の比率がいかようなものであろうと、基礎自治体が常に基

礎自治体事務組合の様々な管理機関の委員長職並びに投票の過半数を保有する。 

第９条 基礎自治体事務組合の全ての機関の決定は、表明された票の過半数に加えて、これらの機関において出席するか若しくは代表

する基礎自治体の出資者たちの票の過半数が獲得されて初めて有効性を得たことになる。 

 定款は前段落及び本章第８条で述べられているような投票形式並びに優先順位を尊重しながら、少数出資者たちの利益の保護を保証

する諸規定を用意できる。 

第10条 

 §1. 各管理機関は本章第13条に従って総会で決められた最小限の内容を要約した内規を採用する。内規は制定時に各機関の構成員

たちの署名を受け、第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第13条§２に予定されるような基礎自治体（及び/又は県 ― 2007年３月９日の地域圏

法第10条）議会議員たちの協議方式及び査察権を要約する。 

   この内規は特にその機関に代表がいない出資基礎自治体に関係する審議案の事前の説明方法を含む。 

 §2. 十分根拠のある緊急の場合を除き、管理機関の会議の招集は書面で自宅宛てに会議の少なくとも満７日前に行われる。それは

議事日程を含む。一件書類はコンピュータを使って送ってもよい。決定の理由とならなければならない議事日程に記載される項

目は全て、十分根拠のある緊急の場合を除き、理由書及び決定草案を含む審議草案が付け加えられることになる。 

    営利及び戦略的利益に関わる決定の場合には、審議草案は決定草案を含めることはできない。 

第２小節 総 会 

第11条 総会に参加する代表たちは各基礎自治体の基礎自治体議会により基礎自治体の議会及び理事会の構成員たちの中から、当該議

会の構成に比例して指名される。 

 各基礎自治体の代表者数はその中に少なくとも基礎自治体議会の過半数を代表する３人を含む５人と決められる。 

 県の参加の場合は、県出資者若しくは出資者たちの総会代表については必要な変更を施した上で、事情は同じである。 

第12条 

 §1. 各基礎自治体は総会で定款か若しくは保有する持ち分数により定められた投票権を行使する。 

    各基礎自治体、必要があれば各県代表たちは、総会においてその議会内で取り決められた比率を報告する。 

    基礎自治体、必要があれば県議会の審議決定がなければ、各代表はその代表する出資者に割り当てられた持ち分の５分の１相

当の投票権を行使する。 

    但し、計算の承認については、本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちへの弁護、戦略草案に関する諸問

題の投票は、基礎自治体若しくは県議会の審議決定がなければ問題の出資者の持ち分の放棄と見なされる。 

 §2. 出資者たちの除外に関する審議決定並びに定款の修正は全て、基礎自治体の出資者の代表により表明される投票の３分の２を

含む総会に出席した代表たちにより表明される投票の３分の２の多数決を必要とする。 

第13条 

 §1. 毎年、定款により決められた方式に従って理事会の招集によって総会は少なくとも２度開かなければならない。 

    加えて、理事会の構成員の３分の１、資本金の少なくとも５分の１の出資者、又は会計検査委員会の要求で、総会は特別会議

を招集しなければならない。 

    全ての総会についての招集状は議事日程並びにそれに関する書類を含む（；招集状はコンピュータを使って送ってもよい ― 

2007年３月９日の地域圏法第11条第１段落）。 

    招集状は全出資者に少なくとも会議の日の３日前に普通郵便で発送される。 

    （…… ― 2007年３月９日の地域圏法第11条第２段落）。 

    関係基礎自治体及び/又は県議会の構成員たちは個人の問題であるとき以外はオブザーバーとして出席することができる。 

    この最後の場合には、議長は直ちに秘密会を宣告してこの問題の審議が終了するまで公開を再開できないことになる。 

 §2. 出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の予算、会計及び管理並びに監督

機関の審議を協議することができる。 

    出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の建物及び事業を検閲することが

できる。 

    民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条
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 いかなる場合にも、非営利団体の形式を採っている基礎自治体事務組合は商工業活動に没頭することも、それらの構成員たちに物的

利益を得させることを追い求めることもできない。 

 基礎自治体事務組合の職員は法令及び/又は規約の体制に服する。基礎自治体事務組合の職員は理事会により定められる職務概要及

び候補者たちの呼出に基づき任命される。 

第２条 再掲される基礎自治体事務組合の定款は、少なくとも、会社法及び非営利法人に適用できる立法に加えて以下の諸規定を含

む： 

 1. 名称； 

 2. その目的若しくはそれらの目的； 

 3. 活動分野若しくは諸分野； 

 4. その法律形態； 

 5. その本部所在地； 

 6. 有効期間； 

 7. 出資者を詳しく説明する表示、その出資額、その分担金及びその他の投資； 

 8. 基礎自治体事務組合の管理機関の構成及び権限、それに委任するのがその務めである部門の中から任命される同じ機関の他の構

成員に代表権を与える総会への代表たちを除き、その構成員たちの任免方法並びにそれらの手段； 

 9. 年次会計報告、本章第24条の対象となる会計についての検査員団の報告、出資分担金の取得に関する特別報告、基礎自治体事務

組合の運営報告、総会に向けて用意されるその他の全ての資料並びに戦略計画出資者への伝達方法； 

 10．利益配分； 

 11．その正味の資産が事務組合の資本の４分の３以下の金額に縮減される出資者による損失の負担； 

 12．資金の管理方式； 

 13．出資者の引出し方式； 

 14．清算方法、清算人の指名及びその権限の決定及び、本章第22条に抵触することなしに、解散の場合の資産の用途及び職員の処遇

の方法； 

 15．理事会の特別の委任なしに、基礎自治体事務組合の契約のための二重署名の原則。 

 基礎自治体事務組合の設立に当たっては、その中で組合の資本の総額が正当化される財政計画が創設者たちの出資者の各自に送付さ

れ、基礎自治体事務組合の本部に保持される。 

第３条 基礎自治体事務組合の本部は出資者基礎自治体の一つか、基礎自治体事務組合に帰属する建物の中か、又は出資公法人の一つ

に設置される。 

第４条 基礎自治体事務組合の期限は30年を超えることはできない。 

 但し、基礎自治体事務組合はそれぞれが30年を超えない１期乃至複数期延長することができる。 

 延長は全て少なくとも現行の定款に定められた通りの期限の最終日の１年前に総会で決定されなければならない。 

 延長は、諸基礎自治体議会及び、必要ならば、関係諸県議会が審議を要請された限り又この延長要求が定款通りの修正の可決に必要

な過半数を獲得する限り賛同される。 

 但し、出資者は何人も延長が生じなかった以前に決められた期限には責任を負わなくてよい。 

 基礎自治体事務組合は延長に関与していない法定の出資者による一層困難な金の掛かる事業になるその期間を超える期限のための投

資を選ぶことはできない。 

 出資者は連帯責任を負わない。出資者は出資額の限度で連合の事業に責任を負う。 

第５条 定款は基礎自治体の基礎自治体事務組合の期限切れ前のその脱退の可能性について準備することができる。 

 いずれにせよ、出資者は何人も以下の場合には脱退することができる： 

   １º 場合に応じて、現行定款の開始若しくは加盟から15年以降に、その他の出資者たちにより表明された３分の２の賛成により、

肯定票が出資基礎自治体の代表により表明された票の過半数を含んで表明され、脱退者が専門家の決める評価の損害を償う条

件付きで、その脱退原因が基礎自治体事務組合その他の出資者たちにある限り； 

   ２º 基礎自治体の利益の同じ目的（ ― 2007年３月９日の地域圏法第８条）が同一の基礎自治体において複数の基礎自治体事務

組合、公社若しくは公益機関に託される場合は、基礎自治体はその域内全体について関連する唯一つの基礎自治体事務組合、

唯一つの公社若しくは唯一つの公益機関に託する決定をすることができる。前段落の対象となる場合に、それが定款に決めら

れた通りに実行されればいかなる投票も必要ない。起こりうる損害の賠償に関する１ºに予定される諸条件だけが適用でき

る； 

   ３º 合理化への配慮での再編成の場合、基礎自治体はその出資者である基礎自治体事務組合からのその脱退を、他の基礎自治体

事務組合への合流のために、１ºに予定される諸条件の下で決定することができる； 

   ４º 一方的に、基礎自治体事務組合がその設立から３年の間その連合の目的の実行をしなかったとき。 

第６条 基礎自治体事務組合に出資する公法人が投資することができるのはそれぞれ定められた金額までである。 
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 基礎自治体のために、且つ必要ならば、県のために追加の負担若しくはその権利の縮小をもたらす定款の修正については、全て基礎

自治体議会及び必要ならば県議会は審議に付されなければならない。 

第２節 基礎自治体事務組合の主要機関 

第１小節 総 則 

第７条 各基礎自治体事務組合は少なくとも三つの機関を含まなければならない：総会、理事会及び報酬委員会。 

 理事長又は階層制の最高位を占める者は全ての機関に発言権を持って出席し、比例代表の計算にも理事の人数の計算にも算入されな

い。 

第８条 資本構成若しくは事務組合の基金において様々な当事者たちの出資の比率がいかようなものであろうと、基礎自治体が常に基

礎自治体事務組合の様々な管理機関の委員長職並びに投票の過半数を保有する。 

第９条 基礎自治体事務組合の全ての機関の決定は、表明された票の過半数に加えて、これらの機関において出席するか若しくは代表

する基礎自治体の出資者たちの票の過半数が獲得されて初めて有効性を得たことになる。 

 定款は前段落及び本章第８条で述べられているような投票形式並びに優先順位を尊重しながら、少数出資者たちの利益の保護を保証

する諸規定を用意できる。 

第10条 

 §1. 各管理機関は本章第13条に従って総会で決められた最小限の内容を要約した内規を採用する。内規は制定時に各機関の構成員

たちの署名を受け、第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第13条§２に予定されるような基礎自治体（及び/又は県 ― 2007年３月９日の地域圏

法第10条）議会議員たちの協議方式及び査察権を要約する。 

   この内規は特にその機関に代表がいない出資基礎自治体に関係する審議案の事前の説明方法を含む。 

 §2. 十分根拠のある緊急の場合を除き、管理機関の会議の招集は書面で自宅宛てに会議の少なくとも満７日前に行われる。それは

議事日程を含む。一件書類はコンピュータを使って送ってもよい。決定の理由とならなければならない議事日程に記載される項

目は全て、十分根拠のある緊急の場合を除き、理由書及び決定草案を含む審議草案が付け加えられることになる。 

    営利及び戦略的利益に関わる決定の場合には、審議草案は決定草案を含めることはできない。 

第２小節 総 会 

第11条 総会に参加する代表たちは各基礎自治体の基礎自治体議会により基礎自治体の議会及び理事会の構成員たちの中から、当該議

会の構成に比例して指名される。 

 各基礎自治体の代表者数はその中に少なくとも基礎自治体議会の過半数を代表する３人を含む５人と決められる。 

 県の参加の場合は、県出資者若しくは出資者たちの総会代表については必要な変更を施した上で、事情は同じである。 

第12条 

 §1. 各基礎自治体は総会で定款か若しくは保有する持ち分数により定められた投票権を行使する。 

    各基礎自治体、必要があれば各県代表たちは、総会においてその議会内で取り決められた比率を報告する。 

    基礎自治体、必要があれば県議会の審議決定がなければ、各代表はその代表する出資者に割り当てられた持ち分の５分の１相

当の投票権を行使する。 

    但し、計算の承認については、本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちへの弁護、戦略草案に関する諸問

題の投票は、基礎自治体若しくは県議会の審議決定がなければ問題の出資者の持ち分の放棄と見なされる。 

 §2. 出資者たちの除外に関する審議決定並びに定款の修正は全て、基礎自治体の出資者の代表により表明される投票の３分の２を

含む総会に出席した代表たちにより表明される投票の３分の２の多数決を必要とする。 

第13条 

 §1. 毎年、定款により決められた方式に従って理事会の招集によって総会は少なくとも２度開かなければならない。 

    加えて、理事会の構成員の３分の１、資本金の少なくとも５分の１の出資者、又は会計検査委員会の要求で、総会は特別会議

を招集しなければならない。 

    全ての総会についての招集状は議事日程並びにそれに関する書類を含む（；招集状はコンピュータを使って送ってもよい ― 

2007年３月９日の地域圏法第11条第１段落）。 

    招集状は全出資者に少なくとも会議の日の３日前に普通郵便で発送される。 

    （…… ― 2007年３月９日の地域圏法第11条第２段落）。 

    関係基礎自治体及び/又は県議会の構成員たちは個人の問題であるとき以外はオブザーバーとして出席することができる。 

    この最後の場合には、議長は直ちに秘密会を宣告してこの問題の審議が終了するまで公開を再開できないことになる。 

 §2. 出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の予算、会計及び管理並びに監督

機関の審議を協議することができる。 

    出資者の基礎自治体及び県の基礎自治体及び/又は県議会の議員たちは基礎自治体事務組合の建物及び事業を検閲することが

できる。 

    民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協定の追加決議条
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項により、人種差別と外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第

２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛

美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及びその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、

構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く時点

で団体の管理者になっていた者 ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第１段落）政党の名簿の下で選出された基礎自治体及び県

議会の議員たちの前段落の対象となる協議及び検閲権の享受は排除される。 

    第14条（10º ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第２段落）に予定される方式の規定がなくても基礎自治体及び/又は県議会

の議員たちの協議及び検閲権の行使は停止されることはない。 

 §3. 事業年度の最初の総会は最初の半期中に遅くとも６月30日までに開催され、必ずその議事日程に終了した事業年度の年次会計

を入れ、活動領域ごとに要約した会計、並びにそれらには一般的な仕様書の義務規定全てが適用される労役、物品調達若しくは

サービス契約の落札者名簿を加える。この名簿はそれにより落札者が指名された契約の締結方法を明らかにする。 

    年次会計は管理報告及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された理事会の特別報告、及び同第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる理

事会の報告及び貸借対照表の採択を意味する。 

    貸借対照表の採択の後で、この総会は第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責につ

いての別の投票について宣告する。 

    この免責は、団体の実態について何らの脱落も隠蔽した虚偽の情報も含まない限り、且つ状況以外に表した行為に関して召集

状の中に特に指示していない限り承認される。 

 §4. 事業年度の２回目の総会は第２半期中に遅くとも12月31日までに開催される。それは基礎自治体の選挙の年の12月の月の最初

の月曜日より前に開催される。 

    基礎自治体の選挙の年の翌年の最後の総会及び基礎自治体立法部の任期半ばの翌年の最後の総会は必ず３年間の戦略計画の承

認をその議事日程に加えるが、それは活動領域を特定し特に前３年の承認された事業年度及び次の３年間についての進行並びに

実現の展望、並びに活動領域ごとの運営予算と投資とを結び付けることを可能にする報告を含む。 

    計画草案は理事会により作成され、出資者の基礎自治体及び県の議会に提案されて論議され、総会で決定される。 

    その草案は成果が計器板にまとめられる内部統制を可能にする成果指標及び質的量的目標を含む。 

    この草案はこの第２回総会のときに年次評価に付される ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第２段落）。 

    （この草案は基礎自治体事務組合のインターネット上に掲載され且つ関係者全員に簡単な要請書に基づき書面で知らされなけ

ればならない ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第１段落）。 

第14条 定款に別の規定があったとしても、総会は以下について唯一の権限を有する： 

   １º 年次会計報告の承認並びに本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責； 

   ２º 戦略計画の承認及びその毎年の評価； 

   ３º 本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの任免； 

   ４º ワロン政府により決められた制限内で報酬委員会の意見に基づき、管理者たちに、及び必要ならば管理に限定した機関の構

成員たち（に ― 2007年３月９日の地域圏法第14条）与えられる職務手当及び出席手当並びに本章第24条の対象となる理事会

の構成員たちの給与の決定； 

   ５º 清算人たちの任命、その権限の決定及びその給与の決定； 

   ６º 出資者たちの辞任及び除籍； 

   ７º 総会が理事会に出資者名簿及び技術的並びに営業諸条件の採択権限を委任していなければ定款の修正； 

   ８º 各管理機関の内規の最小限の内容の決定。この内規は最小限以下のものを含む： 

      ― 管理に限定した機関若しくは諸機関の会議の回数の決定権付与；  

      ― 理事会及び管理に限定した機関若しくは諸機関の議事日程の決定権付与； 

      ― 諸決定の報告を論議に付す原則； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事日程に記載のない諸項目がそれに従って審議に付されることができる手続； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事録中の議事日程に記載される諸項目に関する討議の執筆方式（…… ― 2007

年３月９日の地域圏法第15条）； 

      ― 総会の構成員たちのために、理事会への書面及び口頭の質問の提出権； 

      ― 総会の構成員たちのために、基礎自治体事務組合理事会に関する記録及び書類の写しの入手権； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の運営方式； 

   ９º 職業倫理規程及び各管理機関の内規に付加される倫理規定の採択。それは最低限以下のものを含む： 

      ― その任務を完全に果たす約束；  

      ― 審議会議への几帳面な出席； 

      ― 基礎自治体事務組合の管理者と行政の間の関係のきちんとした決まり； 
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   10º 本章第13条§２（…… ― 2007年３月９日の地域圏法第16条）の対象となる協議及び査察の方式の規定、それは基礎自治体

事務組合の機関全体に適用でき、且つ出資基礎自治体の基礎自治体及び県の議会議員たちに通告されることになる。 

第３小節 理事会 

第15条 

 §1. 本条§４第２段落とは別に、総会は理事会の構成員たちを任命する。 

 §2. 出資基礎自治体及び県を代表する管理者たちは異なった性からなる。 

 §3. 本条§４第２段落とは別に、出資基礎自治体を代表する管理者たちはそれぞれ選挙法第167条及び第168条に従って出資基礎自

治体の基礎自治体議会全体に比例して指名される。 

    この比例の計算のためには、それが基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以前に基礎自治体事務組合に伝えられる限

り、協約若しくは再編成を選択した個人の申告並びに定款の不確定基準を考慮に入れることになる。 

    その代わりに、民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協

定の追加決議条項により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国

法により、及び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、

正当化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及び団体の管理者たちが上記の内容の諸原理及び

諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下

された後に続く時点で団体の管理者になっていた ― 2007年３月９日の地域圏法第17条）政党若しくは既述の諸政党はこの比例

の計算のためには考慮に入れられない。 

    基礎自治体において職にとどまる管理者は基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員に任命されることはできない。 

    本段標は必要な変更を施して出資者の県及び C.P.A.S.を代表する管理者たちに適用できる。 

 §4. そこに予定された規定の計算に由来する諸機関の理事会構成員たち全員が同一の性である場合には、出資基礎自治体及び必要

ならば出資県を代表する管理者の任命のためには、本条第３段標の最後の前の段落に予定された規定に違反してよい。 

    この場合には、補充の管理者が総会により出資基礎自治体全体の申出に基づき指名される。 

    このようにして指名された管理者は、全ての場合に理事会において投票権を有する。 

 §5. 理事会の構成員の人数は10の数より少なく30の数より多くてはならない。議席数は基礎自治体事務組合の出資基礎自治体全体

の住民数に応じて決められる。 

    この数字は、当然基礎自治体及び県の選挙の年の１月１日の日の人口数を基に確定され、ベルギー官報に公示されるとおり、

管理者は住民１万5000人一区切りごとに（最大限 ― 2007年３月９日の地域圏法第18条）５人までとなる。 

    割振りは各基礎自治体事務組合の状況により決められる。 

    いずれにせよ、出資基礎自治体最大限３若しくは４の基礎自治体事務組合は管理者が10人乃至15人に達することができる。４

以上の基礎自治体が出資者で住民１万人以下受け持っているときは、理事会は最大限15人の管理者からなることができる。 

 §6. 新たな出資者を承認する場合には理事会の構成は、必要があれば次の総会のときに見直される。 

 §7. 理事会は発言権だけを持って議席を占める一人乃至複数の代表を含むことができる。 

第16条 毎年、管理者たちは一覧表を作成し活動領域ごとの年次会計報告及び連結会計報告を作成する。 

 年次会計報告は貸借対照表、成果報告、落札者名簿及び全体を構成する付属文書を含む。 

 これらの書類はそれに反する特別法令若しくは法的規定がなければ企業会計並びに年次会計報告に関する1975年７月17日の国法並び

にその執行命令に従って作成される。 

 加えて、管理者たちはその中でその管理を説明する報告を作成する。 

 この管理報告は事業の振興及び団体の状況を誠実なやり方で説明することにより年次会計報告についての解説を含む。 

 報告は又会計年度の閉鎖後に起こった状況についての資料も含む。 

 管理者たちは本章第13条§４に予定された戦略計画の評価及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された出資分担の取得についての特別

報告を決定する。 

 管理者たちが本章第13条§３に予定された諸報告を作成できるために、基礎自治体事務組合の理事会は本章第24条の対象となる理事

会に、通常総会の少なくとも４日前に、管理報告を添えて、書類を提出する。 

第４小節 報酬委員会 

第17条 理事会はその中に報酬委員会を構成する。 

 報酬委員会は総会に出席手当、必要に応じて職務手当及び必要に応じてその他全ての手当に関するそれぞれの決定についての勧告を

出す。 

 委員会は管理職の報酬及び金銭上と否とにかかわらずその他全ての直接間接関係する特典を決める。 

 委員会はその職務を規制する範囲を明示する内規を作成する。 

 報酬委員会は、選挙法第167条及び第168条に従い、出資者の基礎自治体、県及び C.P.A.S.の代表の中から、出資者の基礎自治体、県

及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名された５人の管理者で構成され、これには委員会を主宰する理事会議長を含む。 
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項により、人種差別と外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国法により、及び第

２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、正当化若しくは賛

美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及びその構成員たちが上記の内容の諸原理及び諸立法を尊重せず、

構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下された後に続く時点

で団体の管理者になっていた者 ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第１段落）政党の名簿の下で選出された基礎自治体及び県

議会の議員たちの前段落の対象となる協議及び検閲権の享受は排除される。 

    第14条（10º ― 2007年３月９日の地域圏法第12条第２段落）に予定される方式の規定がなくても基礎自治体及び/又は県議会

の議員たちの協議及び検閲権の行使は停止されることはない。 

 §3. 事業年度の最初の総会は最初の半期中に遅くとも６月30日までに開催され、必ずその議事日程に終了した事業年度の年次会計

を入れ、活動領域ごとに要約した会計、並びにそれらには一般的な仕様書の義務規定全てが適用される労役、物品調達若しくは

サービス契約の落札者名簿を加える。この名簿はそれにより落札者が指名された契約の締結方法を明らかにする。 

    年次会計は管理報告及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された理事会の特別報告、及び同第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる理

事会の報告及び貸借対照表の採択を意味する。 

    貸借対照表の採択の後で、この総会は第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責につ

いての別の投票について宣告する。 

    この免責は、団体の実態について何らの脱落も隠蔽した虚偽の情報も含まない限り、且つ状況以外に表した行為に関して召集

状の中に特に指示していない限り承認される。 

 §4. 事業年度の２回目の総会は第２半期中に遅くとも12月31日までに開催される。それは基礎自治体の選挙の年の12月の月の最初

の月曜日より前に開催される。 

    基礎自治体の選挙の年の翌年の最後の総会及び基礎自治体立法部の任期半ばの翌年の最後の総会は必ず３年間の戦略計画の承

認をその議事日程に加えるが、それは活動領域を特定し特に前３年の承認された事業年度及び次の３年間についての進行並びに

実現の展望、並びに活動領域ごとの運営予算と投資とを結び付けることを可能にする報告を含む。 

    計画草案は理事会により作成され、出資者の基礎自治体及び県の議会に提案されて論議され、総会で決定される。 

    その草案は成果が計器板にまとめられる内部統制を可能にする成果指標及び質的量的目標を含む。 

    この草案はこの第２回総会のときに年次評価に付される ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第２段落）。 

    （この草案は基礎自治体事務組合のインターネット上に掲載され且つ関係者全員に簡単な要請書に基づき書面で知らされなけ

ればならない ― 2007年３月９日の地域圏法第13条第１段落）。 

第14条 定款に別の規定があったとしても、総会は以下について唯一の権限を有する： 

   １º 年次会計報告の承認並びに本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの免責； 

   ２º 戦略計画の承認及びその毎年の評価； 

   ３º 本章第24条の対象となる管理者たち及び理事会の構成員たちの任免； 

   ４º ワロン政府により決められた制限内で報酬委員会の意見に基づき、管理者たちに、及び必要ならば管理に限定した機関の構

成員たち（に ― 2007年３月９日の地域圏法第14条）与えられる職務手当及び出席手当並びに本章第24条の対象となる理事会

の構成員たちの給与の決定； 

   ５º 清算人たちの任命、その権限の決定及びその給与の決定； 

   ６º 出資者たちの辞任及び除籍； 

   ７º 総会が理事会に出資者名簿及び技術的並びに営業諸条件の採択権限を委任していなければ定款の修正； 

   ８º 各管理機関の内規の最小限の内容の決定。この内規は最小限以下のものを含む： 

      ― 管理に限定した機関若しくは諸機関の会議の回数の決定権付与；  

      ― 理事会及び管理に限定した機関若しくは諸機関の議事日程の決定権付与； 

      ― 諸決定の報告を論議に付す原則； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事日程に記載のない諸項目がそれに従って審議に付されることができる手続； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の議事録中の議事日程に記載される諸項目に関する討議の執筆方式（…… ― 2007

年３月９日の地域圏法第15条）； 

      ― 総会の構成員たちのために、理事会への書面及び口頭の質問の提出権； 

      ― 総会の構成員たちのために、基礎自治体事務組合理事会に関する記録及び書類の写しの入手権； 

      ― 基礎自治体事務組合の諸機関の会議の運営方式； 

   ９º 職業倫理規程及び各管理機関の内規に付加される倫理規定の採択。それは最低限以下のものを含む： 

      ― その任務を完全に果たす約束；  

      ― 審議会議への几帳面な出席； 

      ― 基礎自治体事務組合の管理者と行政の間の関係のきちんとした決まり； 
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   10º 本章第13条§２（…… ― 2007年３月９日の地域圏法第16条）の対象となる協議及び査察の方式の規定、それは基礎自治体

事務組合の機関全体に適用でき、且つ出資基礎自治体の基礎自治体及び県の議会議員たちに通告されることになる。 

第３小節 理事会 

第15条 

 §1. 本条§４第２段落とは別に、総会は理事会の構成員たちを任命する。 

 §2. 出資基礎自治体及び県を代表する管理者たちは異なった性からなる。 

 §3. 本条§４第２段落とは別に、出資基礎自治体を代表する管理者たちはそれぞれ選挙法第167条及び第168条に従って出資基礎自

治体の基礎自治体議会全体に比例して指名される。 

    この比例の計算のためには、それが基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以前に基礎自治体事務組合に伝えられる限

り、協約若しくは再編成を選択した個人の申告並びに定款の不確定基準を考慮に入れることになる。 

    その代わりに、民主的な内容の諸原理を尊重しない、とりわけ基本的人権・自由保護協定により、ベルギーで発効したこの協

定の追加決議条項により、人種差別及び外国人嫌いにより鼓吹された一定の行為を抑圧することを意図した1981年７月30日の国

法により、及び第２次世界大戦中の国家社会主義体制により行われた大虐殺又はその他の形の全ての大虐殺の否定、過小評価、

正当化若しくは賛美を抑圧することを意図した1995年３月23日の国法により（及び団体の管理者たちが上記の内容の諸原理及び

諸立法を尊重せず、構成員が1981年７月30日の国法若しくは1995年３月23日の国法により予定された違反のために有罪判決が下

された後に続く時点で団体の管理者になっていた ― 2007年３月９日の地域圏法第17条）政党若しくは既述の諸政党はこの比例

の計算のためには考慮に入れられない。 

    基礎自治体において職にとどまる管理者は基礎自治体の議会若しくは理事会の構成員に任命されることはできない。 

    本段標は必要な変更を施して出資者の県及び C.P.A.S.を代表する管理者たちに適用できる。 

 §4. そこに予定された規定の計算に由来する諸機関の理事会構成員たち全員が同一の性である場合には、出資基礎自治体及び必要

ならば出資県を代表する管理者の任命のためには、本条第３段標の最後の前の段落に予定された規定に違反してよい。 

    この場合には、補充の管理者が総会により出資基礎自治体全体の申出に基づき指名される。 

    このようにして指名された管理者は、全ての場合に理事会において投票権を有する。 

 §5. 理事会の構成員の人数は10の数より少なく30の数より多くてはならない。議席数は基礎自治体事務組合の出資基礎自治体全体

の住民数に応じて決められる。 

    この数字は、当然基礎自治体及び県の選挙の年の１月１日の日の人口数を基に確定され、ベルギー官報に公示されるとおり、

管理者は住民１万5000人一区切りごとに（最大限 ― 2007年３月９日の地域圏法第18条）５人までとなる。 

    割振りは各基礎自治体事務組合の状況により決められる。 

    いずれにせよ、出資基礎自治体最大限３若しくは４の基礎自治体事務組合は管理者が10人乃至15人に達することができる。４

以上の基礎自治体が出資者で住民１万人以下受け持っているときは、理事会は最大限15人の管理者からなることができる。 

 §6. 新たな出資者を承認する場合には理事会の構成は、必要があれば次の総会のときに見直される。 

 §7. 理事会は発言権だけを持って議席を占める一人乃至複数の代表を含むことができる。 

第16条 毎年、管理者たちは一覧表を作成し活動領域ごとの年次会計報告及び連結会計報告を作成する。 

 年次会計報告は貸借対照表、成果報告、落札者名簿及び全体を構成する付属文書を含む。 

 これらの書類はそれに反する特別法令若しくは法的規定がなければ企業会計並びに年次会計報告に関する1975年７月17日の国法並び

にその執行命令に従って作成される。 

 加えて、管理者たちはその中でその管理を説明する報告を作成する。 

 この管理報告は事業の振興及び団体の状況を誠実なやり方で説明することにより年次会計報告についての解説を含む。 

 報告は又会計年度の閉鎖後に起こった状況についての資料も含む。 

 管理者たちは本章第13条§４に予定された戦略計画の評価及び本巻第Ⅰ編第Ⅱ章第５条に予定された出資分担の取得についての特別

報告を決定する。 

 管理者たちが本章第13条§３に予定された諸報告を作成できるために、基礎自治体事務組合の理事会は本章第24条の対象となる理事

会に、通常総会の少なくとも４日前に、管理報告を添えて、書類を提出する。 

第４小節 報酬委員会 

第17条 理事会はその中に報酬委員会を構成する。 

 報酬委員会は総会に出席手当、必要に応じて職務手当及び必要に応じてその他全ての手当に関するそれぞれの決定についての勧告を

出す。 

 委員会は管理職の報酬及び金銭上と否とにかかわらずその他全ての直接間接関係する特典を決める。 

 委員会はその職務を規制する範囲を明示する内規を作成する。 

 報酬委員会は、選挙法第167条及び第168条に従い、出資者の基礎自治体、県及び C.P.A.S.の代表の中から、出資者の基礎自治体、県

及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名された５人の管理者で構成され、これには委員会を主宰する理事会議長を含む。 
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 この委員会における任務は無報酬で果たされる。 

第５小節 管理に限定された諸機関 

第18条 

 §1. 理事会は、その責任の下で、その権限の一部を、特に基礎自治体事務組合の特殊な活動領域を管理するために一つ乃至複数の

管理に限定された機関に委任することができる。 

    財政戦略についての及び人事に関する一般規定についての決定は理事会による委任の対象とすることはできない。 

    管理に限定された諸機関は理事会に由来する。それらは、選挙法第167条及び第168条に従って、理事会により出資者の基礎自

治体、県及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名される少なくとも４人の管理者から成る。 

    この機関が一活動領域を管理するために設置されるときは、比率はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.を基

に算定される。 

 §2. （一活動領域に関係する管理に限定された機関の構成員の数はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.から出向

している管理者の数に限られる ― 2007年３月９日の地域圏法第19条）。 

（§3. 理事会は、その責任の下で、基礎自治体事務組合の日常管理を、その議長若しくは基礎自治体事務組合内で職階上最高の地位

を占める者に委任することができる ― 2007年３月９日の地域圏法第20条）。 

第３節 県及び地域圏の優位性 

第19条 

 §1. 県の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本章第８条とは別

に以下の用に対処することができる： 

   1. 管理諸機関の投票の過半数は県に帰属する。この場合には本章第９条の適用とは別に、総会、理事会及び管理に限定された

諸機関の決定はこの諸機関に出席するか若しくはそれを代表する県の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   2. 理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託される。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えら

れない。 

 §2. 県の出資者が基礎自治体事務組合に負っている負債の半分以上の終期付き債券の保証を請け合い、上述の負債の総額が少なく

ともその出資金の半額以上に達するときは、定款は本章第８条とは別に理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託されるよう

対処することができる。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えられない。 

第20条 

 §1. ワロン地域圏の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本巻第

Ⅱ編第Ⅲ章第８条及び必要ならば同第９条に反して以下のように対処することができる： 

   １º 管理諸機関の投票の過半数はワロン地域圏に帰属する。この場合には、総会、理事会及び管理に限定された諸機関の決定は

この諸機関に出席するか若しくはそれを代表するワロン地域圏の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   ２º 理事会の議長職はワロン地域圏の代表の一人に託される。この場合には予定される副議長の職は基礎自治体及び県出資者の

代表にのみ与えられる。 

   ３º ワロン地域圏はいつでも基礎自治体事務組合にその様々な機関内のその代表の交代を通告することができる。 

 §2. 段標１の対象となる状況に関しては、諸管理機関の決定は、以下の方式に従って、ワロン政府により任免されるその二人の政

府委員の監督に服する： 

   ａ）政府委員たちは管理諸機関の会議に発言権を持って出席する。政府委員たちは、出張しなくても、随時基礎自治体事務組合

の台帳、書簡、議事録及び大抵の場合全ての書類、全ての文書を精読して調べることができる。 

     政府委員たちは全ての管理者、公務員及び係員にどのようなことでも説明若しくは情報提供を要求し、全てのことにその任

務の遂行に必要と思われる点検を実行できる。 

     政府委員たちは加えて基礎自治体事務組合の規則、定款若しくは義務の尊重に関する疑いを全て理事会の議事日程に記載す

ることができる； 

   ｂ）政府委員は誰でも法律、命令、定款又は全体の利益に反すると思われる全ての決定の執行に対する上訴手段を取るために丸

４日の期限を有する。上訴は停止効果を持つ。 

     この期限は、政府委員がそこに定期的に招請されている限り決定が行われた会議の日から、且つ反対の場合にはその政府委

員がそれを知った日から進行する； 

   ｃ）政府委員たちは上訴を政府に行う。上訴の３日の期限内にワロン政府が判決を下さなかった場合にはその決定は確定する。

決定の取消は政府から基礎自治体事務組合に通告される。 

第４節 解散及び清算 

第21条 総会は、出資基礎自治体の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資基礎自治体の基礎自治体議会がこの点につい

ての審議を要請された後で初めて、定款により決められた期限の到来前に基礎自治体事務組合の解散を宣告することができる。 

 さらに、本章第19条の適用の場合には、総会は、出資県若しくは諸県の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資県若し
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くは諸県の議会はこの点についての審議に至った後で、団体の解散を宣告することができる。 

第22条 基礎自治体事務組合の期限前の解散、非延長若しくは撤退の場合には、以前に基礎自治体事務組合に託された活動の全部か一

部を要請してきた基礎自治体若しくは団体は、その域内に所在する設備若しくは施設を専門家の言を満たす評価に従って正当な価格

で引き取る責任があり、政党間で決定した方式に従って、専ら引き取った活動に影響のある基礎自治体事務組合の職員を同様に関係

のある団体の目的の実現に振り向ける。但し、財産は、基礎自治体により完全に財政措置されてきた限り、又は加えて基礎自治体の

域内に存在し基礎自治体事務組合によりその利用に影響され、完全に原価償却されている以上基礎自治体に無償で払い下げられる。

その代わり、基礎自治体が使用している設備及び施設並びに基礎自治体事務組合により若しくは原価償却されていないその他の行政

機関の補助金を使って財政措置されていた財産の配属、及びそれに帰属する負担も政党間の協定の対象となる。 

 どのような相反する定款規定があろうとも、脱退した基礎自治体は脱退が発効する前の間に団体の会計年度の総決算から生ずるよう

な基礎自治体事務組合の配分利益を受け取る権利がある。 

 基礎自治体若しくはその他の団体による基礎自治体事務組合の活動の引取りは基礎自治体事務組合に負っている総額が実際に連合に

支払われた瞬間から進行し、活動はその間引き続き事務組合により実施される。 

第５節 雑 則 

第23条 

 §1. 基礎自治体事務組合の会計は、定款がそれに違反しなければ、その外、定款により準備された活動領域ごとに生じた欠損及び

利益の割振りを認めるためか又は基礎自治体事務組合の活動領域固有の特別法規に従うために企業会計に関する立法に従う義務

がある。 

    会計法第92条、第94条、第95条、第96条、第143条、第608条、第616条、第624条及び第874条に準拠して、基礎自治体事務組

合の年次会計報告、会計検査委員会の報告、出資分担に関する特別報告、前（３ ― 2007年３月９日の地域圏法第21条）年の戦

略計画若しくは当該年次評価報告、並びに管理報告は、毎年出資基礎自治体及び県の基礎自治体及び県の議会議員の全構成員に、

各議会での若しくは議会内での詳細な議論を準備する特別委員会での論議のために、出資者に同時に同一の方法で送達される。 

   （総会 ― 2007年３月９日の地域圏法第22条）の招集の次に続く基礎自治体議会の議事日程は会計報告の承認の事項及び戦略計

画に関する事項を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は固有の資金を持つ責任があり、それにより管理が定款により決められた方式に従って準備される。 

    内部統制方式は理事会により決められ、理事会は支払及び領収の管理の責任者に指名される；活動領域の場合は、活動領域の

管理に限定された機関が関係領域の支払及び領収の管理の責任者に指名される。 

第24条 

 §1.（各基礎自治体事務組合は会計検査委員会を設置する。同委員会はそのための資格を有する一人乃至複数の検査員及び地域圏検

査機関の代表一人からなる。 

    同委員会は財政状況の監督、年次会計報告及びとりわけ会社法と基礎自治体事務組合の定款に関係する経営の適法性に責任が

ある。） 

 §2. 検査員若しくは検査員たちは総会により企業検査協会の個人若しくは法人の会員から任命される。 

    地域圏検査機関の代表はこの機関の提案を受けて総会により指名される。 

第25条 ワロン地域圏は地域圏の事項のための税制を基礎自治体事務組合に委ねることができる。 

第Ⅳ章 国際関係 

第１条 一定の分野に適用できる国際協定及び条約に従い、基礎自治体、計画協会及び基礎自治体事務組合は国境を越えた公法上の法

人に、この法人がそれへの参加を義務付けられている司法制度があったとしても参加することができる。 

 外国の司法制度への参加が義務付けられている法人はそれらの国の法律が認めさえすれば、基礎自治体事務組合に参加することがで

きる。 

第Ⅲ編 良き統治の原則 

第Ⅰ章 兼職禁止及び兼任不能 

第１条 基礎自治体事務組合若しくは計画協会においては、出資者の行政当局、出資者の機関の一つの構成員の場合には基礎自治体事

務組合若しくは計画協会がそのために創設される活動の管理者若しくは特約譲受人は何人も代表とはなれない。 

第２条 

 §1. 基礎自治体事務組合の全管理者には若しくは計画協会の管理委員会の全構成員には以下のことは禁止される： 

   １º それに利害関係を有しているか又は４等親以内の親族若しくは姻戚が個人的な直接の利害を有している対象についての審議

に出席すること； 

   ２º 基礎自治体事務組合及び（若しくは計画協会と ― 2007年３月９日の地域圏法第24条）結ばれる取引契約に直接若しくは間

接に参加すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若くは計画協会を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加すること。同じ資

格で、基礎自治体事務組合若しくは計画協会の利害について何らかの係争事件で訴訟を起こし、助言し若しくは従事すること。 
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 この委員会における任務は無報酬で果たされる。 

第５小節 管理に限定された諸機関 

第18条 

 §1. 理事会は、その責任の下で、その権限の一部を、特に基礎自治体事務組合の特殊な活動領域を管理するために一つ乃至複数の

管理に限定された機関に委任することができる。 

    財政戦略についての及び人事に関する一般規定についての決定は理事会による委任の対象とすることはできない。 

    管理に限定された諸機関は理事会に由来する。それらは、選挙法第167条及び第168条に従って、理事会により出資者の基礎自

治体、県及び C.P.A.S.の議会全体の比例代表で指名される少なくとも４人の管理者から成る。 

    この機関が一活動領域を管理するために設置されるときは、比率はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.を基

に算定される。 

 §2. （一活動領域に関係する管理に限定された機関の構成員の数はこの領域に出資している基礎自治体、県及び C.P.A.S.から出向

している管理者の数に限られる ― 2007年３月９日の地域圏法第19条）。 

（§3. 理事会は、その責任の下で、基礎自治体事務組合の日常管理を、その議長若しくは基礎自治体事務組合内で職階上最高の地位

を占める者に委任することができる ― 2007年３月９日の地域圏法第20条）。 

第３節 県及び地域圏の優位性 

第19条 

 §1. 県の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本章第８条とは別

に以下の用に対処することができる： 

   1. 管理諸機関の投票の過半数は県に帰属する。この場合には本章第９条の適用とは別に、総会、理事会及び管理に限定された

諸機関の決定はこの諸機関に出席するか若しくはそれを代表する県の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   2. 理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託される。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えら

れない。 

 §2. 県の出資者が基礎自治体事務組合に負っている負債の半分以上の終期付き債券の保証を請け合い、上述の負債の総額が少なく

ともその出資金の半額以上に達するときは、定款は本章第８条とは別に理事会の議長職は県議会の構成員の一人に託されるよう

対処することができる。この場合には予定される副議長の職はこの県出資者の代表には与えられない。 

第20条 

 §1. ワロン地域圏の出資が特権的な持ち分以外に基礎自治体事務組合の出資金の半分以上の分担額になったときは、定款は本巻第

Ⅱ編第Ⅲ章第８条及び必要ならば同第９条に反して以下のように対処することができる： 

   １º 管理諸機関の投票の過半数はワロン地域圏に帰属する。この場合には、総会、理事会及び管理に限定された諸機関の決定は

この諸機関に出席するか若しくはそれを代表するワロン地域圏の出資者の投票の過半数を獲得した場合だけ有効である； 

   ２º 理事会の議長職はワロン地域圏の代表の一人に託される。この場合には予定される副議長の職は基礎自治体及び県出資者の

代表にのみ与えられる。 

   ３º ワロン地域圏はいつでも基礎自治体事務組合にその様々な機関内のその代表の交代を通告することができる。 

 §2. 段標１の対象となる状況に関しては、諸管理機関の決定は、以下の方式に従って、ワロン政府により任免されるその二人の政

府委員の監督に服する： 

   ａ）政府委員たちは管理諸機関の会議に発言権を持って出席する。政府委員たちは、出張しなくても、随時基礎自治体事務組合

の台帳、書簡、議事録及び大抵の場合全ての書類、全ての文書を精読して調べることができる。 

     政府委員たちは全ての管理者、公務員及び係員にどのようなことでも説明若しくは情報提供を要求し、全てのことにその任

務の遂行に必要と思われる点検を実行できる。 

     政府委員たちは加えて基礎自治体事務組合の規則、定款若しくは義務の尊重に関する疑いを全て理事会の議事日程に記載す

ることができる； 

   ｂ）政府委員は誰でも法律、命令、定款又は全体の利益に反すると思われる全ての決定の執行に対する上訴手段を取るために丸

４日の期限を有する。上訴は停止効果を持つ。 

     この期限は、政府委員がそこに定期的に招請されている限り決定が行われた会議の日から、且つ反対の場合にはその政府委

員がそれを知った日から進行する； 

   ｃ）政府委員たちは上訴を政府に行う。上訴の３日の期限内にワロン政府が判決を下さなかった場合にはその決定は確定する。

決定の取消は政府から基礎自治体事務組合に通告される。 

第４節 解散及び清算 

第21条 総会は、出資基礎自治体の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資基礎自治体の基礎自治体議会がこの点につい

ての審議を要請された後で初めて、定款により決められた期限の到来前に基礎自治体事務組合の解散を宣告することができる。 

 さらに、本章第19条の適用の場合には、総会は、出資県若しくは諸県の代表たちにより表明された３分の２の多数決で、出資県若し
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くは諸県の議会はこの点についての審議に至った後で、団体の解散を宣告することができる。 

第22条 基礎自治体事務組合の期限前の解散、非延長若しくは撤退の場合には、以前に基礎自治体事務組合に託された活動の全部か一

部を要請してきた基礎自治体若しくは団体は、その域内に所在する設備若しくは施設を専門家の言を満たす評価に従って正当な価格

で引き取る責任があり、政党間で決定した方式に従って、専ら引き取った活動に影響のある基礎自治体事務組合の職員を同様に関係

のある団体の目的の実現に振り向ける。但し、財産は、基礎自治体により完全に財政措置されてきた限り、又は加えて基礎自治体の

域内に存在し基礎自治体事務組合によりその利用に影響され、完全に原価償却されている以上基礎自治体に無償で払い下げられる。

その代わり、基礎自治体が使用している設備及び施設並びに基礎自治体事務組合により若しくは原価償却されていないその他の行政

機関の補助金を使って財政措置されていた財産の配属、及びそれに帰属する負担も政党間の協定の対象となる。 

 どのような相反する定款規定があろうとも、脱退した基礎自治体は脱退が発効する前の間に団体の会計年度の総決算から生ずるよう

な基礎自治体事務組合の配分利益を受け取る権利がある。 

 基礎自治体若しくはその他の団体による基礎自治体事務組合の活動の引取りは基礎自治体事務組合に負っている総額が実際に連合に

支払われた瞬間から進行し、活動はその間引き続き事務組合により実施される。 

第５節 雑 則 

第23条 

 §1. 基礎自治体事務組合の会計は、定款がそれに違反しなければ、その外、定款により準備された活動領域ごとに生じた欠損及び

利益の割振りを認めるためか又は基礎自治体事務組合の活動領域固有の特別法規に従うために企業会計に関する立法に従う義務

がある。 

    会計法第92条、第94条、第95条、第96条、第143条、第608条、第616条、第624条及び第874条に準拠して、基礎自治体事務組

合の年次会計報告、会計検査委員会の報告、出資分担に関する特別報告、前（３ ― 2007年３月９日の地域圏法第21条）年の戦

略計画若しくは当該年次評価報告、並びに管理報告は、毎年出資基礎自治体及び県の基礎自治体及び県の議会議員の全構成員に、

各議会での若しくは議会内での詳細な議論を準備する特別委員会での論議のために、出資者に同時に同一の方法で送達される。 

   （総会 ― 2007年３月９日の地域圏法第22条）の招集の次に続く基礎自治体議会の議事日程は会計報告の承認の事項及び戦略計

画に関する事項を含まなければならない。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は固有の資金を持つ責任があり、それにより管理が定款により決められた方式に従って準備される。 

    内部統制方式は理事会により決められ、理事会は支払及び領収の管理の責任者に指名される；活動領域の場合は、活動領域の

管理に限定された機関が関係領域の支払及び領収の管理の責任者に指名される。 

第24条 

 §1.（各基礎自治体事務組合は会計検査委員会を設置する。同委員会はそのための資格を有する一人乃至複数の検査員及び地域圏検

査機関の代表一人からなる。 

    同委員会は財政状況の監督、年次会計報告及びとりわけ会社法と基礎自治体事務組合の定款に関係する経営の適法性に責任が

ある。） 

 §2. 検査員若しくは検査員たちは総会により企業検査協会の個人若しくは法人の会員から任命される。 

    地域圏検査機関の代表はこの機関の提案を受けて総会により指名される。 

第25条 ワロン地域圏は地域圏の事項のための税制を基礎自治体事務組合に委ねることができる。 

第Ⅳ章 国際関係 

第１条 一定の分野に適用できる国際協定及び条約に従い、基礎自治体、計画協会及び基礎自治体事務組合は国境を越えた公法上の法

人に、この法人がそれへの参加を義務付けられている司法制度があったとしても参加することができる。 

 外国の司法制度への参加が義務付けられている法人はそれらの国の法律が認めさえすれば、基礎自治体事務組合に参加することがで

きる。 

第Ⅲ編 良き統治の原則 

第Ⅰ章 兼職禁止及び兼任不能 

第１条 基礎自治体事務組合若しくは計画協会においては、出資者の行政当局、出資者の機関の一つの構成員の場合には基礎自治体事

務組合若しくは計画協会がそのために創設される活動の管理者若しくは特約譲受人は何人も代表とはなれない。 

第２条 

 §1. 基礎自治体事務組合の全管理者には若しくは計画協会の管理委員会の全構成員には以下のことは禁止される： 

   １º それに利害関係を有しているか又は４等親以内の親族若しくは姻戚が個人的な直接の利害を有している対象についての審議

に出席すること； 

   ２º 基礎自治体事務組合及び（若しくは計画協会と ― 2007年３月９日の地域圏法第24条）結ばれる取引契約に直接若しくは間

接に参加すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若くは計画協会を相手取った訴訟において弁護士、公証人若しくは実業家として参加すること。同じ資

格で、基礎自治体事務組合若しくは計画協会の利害について何らかの係争事件で訴訟を起こし、助言し若しくは従事すること。 

－ 153 －



－ 154 － 

     第１段落１の１ºの基礎自治体事務組合の対象となる禁止は、候補者の推薦、任命、罷免若しくは停職であるときは２親等

の親族若しくは姻戚以上には拡張されない。 

 §2. 基礎自治体若しくは県の議会の構成員全員に、その基礎自治体若しくはその県がそれらに３人以上の執行権者を関与させてい

る基礎自治体事務組合若しくは計画協会に従事することが禁止される。 

    執行権者とは、管理に限定された機関の枠内で決定若しくはその執行を委任されたその資格保持者に与えられる権能の全てを

意味する。 

    その任命に当たっては、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にか

けてこの禁止の場合には当たらないという申告を記入する。 

 §3. 何人も、その項目の中に直接永続的な利害の抵触を引き起こす可能性のある同種の活動目的を有している私法上の団体の管理

及び検査の諸機関における任務を遂行している場合には、出資者の行政当局に割り当てられた管理者若しくは団体の管理委員会

の構成員の職に任命されることはできない ― 2007年３月９日の地域圏法第25条）。 

   （その任命には、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にかけてこの

禁止の場合には当たらないという申告を記入する ― 2007年３月９日の地域圏法第26条）。 

 §4. 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる委員会の構成員の職は出資者の基礎自治体及び県の議会の構成員に割り当てることはで

きない。 

 §5. 出資基礎自治体の議員、助役若しくは長、出資県の県議会議員（県副知事 ― 2007年３月９日の地域圏法第27条）、出資者の

社会福祉公共センターの職員の場合にはその評議員は基礎自治体事務組合管理者若しくは出資計画協会の管理委員会の構成員に

なることはできない。 

 §6. 基礎自治体事務組合の職員の階層制の最高位を占める者は訴訴の出資者である県若しくは基礎自治体の県理事会若しくは基礎

自治体理事会の構成員となることはできない。 

    この規定は本法の発効時にすでに前段落の対象となる職にあった者に関してのそれについては2012年10月15日に発効する。 

    └この第６段標は訴訟事件記録4149号に記載された仲裁院への取消訴訟の対象となる。 

 §7. 基礎自治体事務組合の構成員は全て政府の構成員の職務を遂行する執行任務の保持者になることは禁じられていると見なされ

る。 

第Ⅱ章 権利及び義務 

第１条 

 §1. その就任に当たり、（計画 ― 2007年３月９日の地域圏法第29条）協会の管理者若しくは管理委員会の構成員は書面で以下の

約束をする： 

   １º 管理機関に有効な職務に留意すること； 

   ２º 職業倫理規則、特に利害の抵触に関して、特権的情報の利用、忠誠、秘密厳守及び良好な公金管理を遵守すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若しくは計画協会の活動領域においてとりわけ就任時に活動分野と結び付いたニュースが必要とされる

つど基礎自治体事務組合若しくは計画協会により提供される研修及び情報伝達会議に応じてその専門的な能力を開発し発揮す

ること； 

   ４º 管理機関が法律、諸命令及びその他の規則の規定基礎自治体事務組合及び計画協会の定款並びに法律、諸命令及びその他の

規則の規定を遵守するよう留意すること。 

 §2. 基礎自治体、県若しくは社会福祉の議会の要請で、出資者の基礎自治体、県若しくはC.P.A.S.、理事会により任命された基礎

自治体事務組合の代表は会計報告、戦略計画若しくはその評価、又は特に関係議会が論議に有益と判断する事項全てを議員たち

に提供する ― 2007年３月９日の地域圏法第30条）。 

 §3.１º 管理者たちは基礎自治体事務組合の契約に関していかような個人的責任も負わない。 

     管理者たちは、基礎自治体の法規に従って、その任務の遂行及び管理中に犯した過ちに責任を負う。 

     管理者たちは、基礎自治体事務組合に対しても、第三者に対しても、有限責任共同組合又は株式会社に適用できる会社法の

諸規定並びに基礎自治体事務組合の定款に違反した結果生じた損害賠償の全てに連帯責任を負う。 

     管理者たちは、いかような違反も自らによるものでなければ、そして自ら知った後の次の総会でこれらの違反を告発してい

たならば、それには関わっていない違反に関してはこの責任を免れることになる。 

   ２º 計画協会の管理委員会構成員たちは協会の業務に関して何ら個人的責任を負うことはない。 

     その構成員たちは、共有する権利に応じて、その管理中の職務の遂行及び職員の過失に対して責任を負う。その構成員たち

は、協会に対しても第三者に対しても、計画協会の定款に適った行為への違反に起因する全ての損害及び利害関係に連帯責任

を負う。 

     その構成員たちは、自らは関係していない違反に関しては、いかなる過失もその責めに帰すべきでなければ、且つそれを

知ったならば直ちにこれらの違反を計画協会の加入者たちに告発していたならばこの責任は免れることになる。 

 §4.１º 総会は、理事会の要求で全ての管理者に、その構成員である機関の内規違反により、又は§１で行われる約束をした管理者
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に予審をする。違反によりいつでも召喚することができる。この場合には、出資者たちはその委任者たちに強制委任を与える

ことはできない。 

   ２º 計画協会への一般の出資者は誰でもいつでもその任命した協会の管理委員会の構成員の誰でも召喚できるし、管理者に予審

を行うことができる。 

第２条 その資格で基礎自治体事務組合若しくは計画協会における任務を遂行している基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社

会福祉活動の構成員は何人も当然以下の場合辞職したと見なされる： 

   １º 基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社会福祉活動の一員であることを辞めたとき； 

   ２º もはやその意思によるか除籍に続いてそこに選挙されている政党名簿の一員でなくなったとき。 

 基礎自治体事務組合の各種機関の任務は全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く初議会の直後に終了する；その同じ

総会のときに新諸機関の創設が行われる。 

 計画協会の管理委員会内の各種機関の任務は、当該管理委員会の会議が基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以後に開催さ

れ、必要ならば出資者の基礎自治体及び県の全てがそれらの構成員たちの取決めの個別の任意の申告若しくは再編を通告していない

限り全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く上述の管理委員会の直後に終了する。その他の出資者による管理委員会

の構成員たちの指名は当該議会の新設の後の月の間に行われる。 

第３条 計画協会の管理委員会の構成員たちには実働の会議について出席手当が与えられ、その額はワロン政府により設定される限度

を超えることはできない。 

第４条 総会は基礎自治体事務組合の理事会の構成員たちに実働の会議について出席手当を支給することができる。 

 総会は同様に管理に限定された機関の構成員たちにも実働の会議についてその額が理事会の構成員たちに認められるものよりも低い

か乃至等しい出席手当を支給することができる。 

 同じ日に開催される同じ基礎自治体事務組合の同じ機関の複数の会議に出席する構成員たちは唯一つの出席手当の権利しか与えられ

ない。 

 出席手当の額はワロン政府により設定される限度を超えることはできない。 

第５条 （総会は出席手当の代わりに執行を行使する管理者たちにワロン政府により設定される支給条件の限度内で職務手当を支給で

きる ― 2007年12月20日のワロン政府命令｛AGW｝第７条）。 

第Ⅲ章 仲介及び利用者憲章 

第１条 

 §1. 各基礎自治体事務組合は仲介サービスに加盟する。 

    政府が、ワロン地域圏の基礎自治体事務組合の仲介サービスへの加盟の方式、業務及び財務規定を決める。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は少なくとも以下のものを含む利用者憲章を作成して採択する： 

     ― 利用者へのサービスに関する基礎自治体事務組合の義務； 

     ― それが自由に使える確認若しくは請求手続； 

     ― 市民のための情報提供に関する現行諸規定。 

 §3. 各基礎自治体事務組合は情報提供に適したインターネットサイトを整えて利用者に必要不可欠なサービスを提供する。 

第Ⅳ編 暫定措置及び最終処分 

第１条 

 §1. 本巻は、§２の規定にもかかわらず、ベルギー官報の発刊の日に発効する。 

 §2. 本巻の発効時とワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った時期との間に存在した諸基礎自治体

事務組合はその定款を、2006年12月の第１月曜日以前は、且つ次の段落とは別に、本巻の諸規定に一致させる。 

    本法により予定される基礎自治体事務組合内のいずれかの新諸機関の設置は、2006年10月８日の基礎自治体及び県の選挙の後

の新理事会の設置と同時に行われる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条の§５にたまたま反して、ワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った

基礎自治体事務組合の現存管理諸機関は、第２段標第１段落の対象となる定款の修正並びに2006年10月８日の基礎自治体及び県

の選挙の後の諸機関の一新の範囲内では、本巻の発効の日に含まれていた構成員の人数以上の構成員数に達することはできない。 

   （前段落 ― 2007年３月９日の地域圏法第31条）は基礎自治体事務組合の合併若しくは再編成には適用できない。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の８º（及び９º ― 2007年３月９日の地域圏法第32条）に予定された内規は遅くとも2007年12月31日

までに総会で採択されなければならない。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の§３に予定されたインターネットサイト上の掲載は2007年12月31日のために行われなければならない。 

 利用者憲章は2009年１月31日のために入念に作り上げられなければならない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条で問題にされた地域圏の監督機関に権限を付与する地域圏法の発効以前は、基礎自治体事務組合の監督は一

人乃至複数の検閲官により確保されることになる。 

第３条 基礎自治体事務組合に関する1986年12月28日の国法第28条は廃止される ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文）。 
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     第１段落１の１ºの基礎自治体事務組合の対象となる禁止は、候補者の推薦、任命、罷免若しくは停職であるときは２親等

の親族若しくは姻戚以上には拡張されない。 

 §2. 基礎自治体若しくは県の議会の構成員全員に、その基礎自治体若しくはその県がそれらに３人以上の執行権者を関与させてい

る基礎自治体事務組合若しくは計画協会に従事することが禁止される。 

    執行権者とは、管理に限定された機関の枠内で決定若しくはその執行を委任されたその資格保持者に与えられる権能の全てを

意味する。 

    その任命に当たっては、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にか

けてこの禁止の場合には当たらないという申告を記入する。 

 §3. 何人も、その項目の中に直接永続的な利害の抵触を引き起こす可能性のある同種の活動目的を有している私法上の団体の管理

及び検査の諸機関における任務を遂行している場合には、出資者の行政当局に割り当てられた管理者若しくは団体の管理委員会

の構成員の職に任命されることはできない ― 2007年３月９日の地域圏法第25条）。 

   （その任命には、その職務の執行ができない罰を受ける条件で、管理者若しくは団体の管理委員会の構成員は名誉にかけてこの

禁止の場合には当たらないという申告を記入する ― 2007年３月９日の地域圏法第26条）。 

 §4. 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条の対象となる委員会の構成員の職は出資者の基礎自治体及び県の議会の構成員に割り当てることはで

きない。 

 §5. 出資基礎自治体の議員、助役若しくは長、出資県の県議会議員（県副知事 ― 2007年３月９日の地域圏法第27条）、出資者の

社会福祉公共センターの職員の場合にはその評議員は基礎自治体事務組合管理者若しくは出資計画協会の管理委員会の構成員に

なることはできない。 

 §6. 基礎自治体事務組合の職員の階層制の最高位を占める者は訴訴の出資者である県若しくは基礎自治体の県理事会若しくは基礎

自治体理事会の構成員となることはできない。 

    この規定は本法の発効時にすでに前段落の対象となる職にあった者に関してのそれについては2012年10月15日に発効する。 

    └この第６段標は訴訟事件記録4149号に記載された仲裁院への取消訴訟の対象となる。 

 §7. 基礎自治体事務組合の構成員は全て政府の構成員の職務を遂行する執行任務の保持者になることは禁じられていると見なされ

る。 

第Ⅱ章 権利及び義務 

第１条 

 §1. その就任に当たり、（計画 ― 2007年３月９日の地域圏法第29条）協会の管理者若しくは管理委員会の構成員は書面で以下の

約束をする： 

   １º 管理機関に有効な職務に留意すること； 

   ２º 職業倫理規則、特に利害の抵触に関して、特権的情報の利用、忠誠、秘密厳守及び良好な公金管理を遵守すること； 

   ３º 基礎自治体事務組合若しくは計画協会の活動領域においてとりわけ就任時に活動分野と結び付いたニュースが必要とされる

つど基礎自治体事務組合若しくは計画協会により提供される研修及び情報伝達会議に応じてその専門的な能力を開発し発揮す

ること； 

   ４º 管理機関が法律、諸命令及びその他の規則の規定基礎自治体事務組合及び計画協会の定款並びに法律、諸命令及びその他の

規則の規定を遵守するよう留意すること。 

 §2. 基礎自治体、県若しくは社会福祉の議会の要請で、出資者の基礎自治体、県若しくはC.P.A.S.、理事会により任命された基礎

自治体事務組合の代表は会計報告、戦略計画若しくはその評価、又は特に関係議会が論議に有益と判断する事項全てを議員たち

に提供する ― 2007年３月９日の地域圏法第30条）。 

 §3.１º 管理者たちは基礎自治体事務組合の契約に関していかような個人的責任も負わない。 

     管理者たちは、基礎自治体の法規に従って、その任務の遂行及び管理中に犯した過ちに責任を負う。 

     管理者たちは、基礎自治体事務組合に対しても、第三者に対しても、有限責任共同組合又は株式会社に適用できる会社法の

諸規定並びに基礎自治体事務組合の定款に違反した結果生じた損害賠償の全てに連帯責任を負う。 

     管理者たちは、いかような違反も自らによるものでなければ、そして自ら知った後の次の総会でこれらの違反を告発してい

たならば、それには関わっていない違反に関してはこの責任を免れることになる。 

   ２º 計画協会の管理委員会構成員たちは協会の業務に関して何ら個人的責任を負うことはない。 

     その構成員たちは、共有する権利に応じて、その管理中の職務の遂行及び職員の過失に対して責任を負う。その構成員たち

は、協会に対しても第三者に対しても、計画協会の定款に適った行為への違反に起因する全ての損害及び利害関係に連帯責任

を負う。 

     その構成員たちは、自らは関係していない違反に関しては、いかなる過失もその責めに帰すべきでなければ、且つそれを

知ったならば直ちにこれらの違反を計画協会の加入者たちに告発していたならばこの責任は免れることになる。 

 §4.１º 総会は、理事会の要求で全ての管理者に、その構成員である機関の内規違反により、又は§１で行われる約束をした管理者

－ 155 － 

に予審をする。違反によりいつでも召喚することができる。この場合には、出資者たちはその委任者たちに強制委任を与える

ことはできない。 

   ２º 計画協会への一般の出資者は誰でもいつでもその任命した協会の管理委員会の構成員の誰でも召喚できるし、管理者に予審

を行うことができる。 

第２条 その資格で基礎自治体事務組合若しくは計画協会における任務を遂行している基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社

会福祉活動の構成員は何人も当然以下の場合辞職したと見なされる： 

   １º 基礎自治体及び必要ならば県の議会若しくは社会福祉活動の一員であることを辞めたとき； 

   ２º もはやその意思によるか除籍に続いてそこに選挙されている政党名簿の一員でなくなったとき。 

 基礎自治体事務組合の各種機関の任務は全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く初議会の直後に終了する；その同じ

総会のときに新諸機関の創設が行われる。 

 計画協会の管理委員会内の各種機関の任務は、当該管理委員会の会議が基礎自治体及び県の選挙の年の翌年の３月１日以後に開催さ

れ、必要ならば出資者の基礎自治体及び県の全てがそれらの構成員たちの取決めの個別の任意の申告若しくは再編を通告していない

限り全て基礎自治体及び必要ならば県議会の全面改選に続く上述の管理委員会の直後に終了する。その他の出資者による管理委員会

の構成員たちの指名は当該議会の新設の後の月の間に行われる。 

第３条 計画協会の管理委員会の構成員たちには実働の会議について出席手当が与えられ、その額はワロン政府により設定される限度

を超えることはできない。 

第４条 総会は基礎自治体事務組合の理事会の構成員たちに実働の会議について出席手当を支給することができる。 

 総会は同様に管理に限定された機関の構成員たちにも実働の会議についてその額が理事会の構成員たちに認められるものよりも低い

か乃至等しい出席手当を支給することができる。 

 同じ日に開催される同じ基礎自治体事務組合の同じ機関の複数の会議に出席する構成員たちは唯一つの出席手当の権利しか与えられ

ない。 

 出席手当の額はワロン政府により設定される限度を超えることはできない。 

第５条 （総会は出席手当の代わりに執行を行使する管理者たちにワロン政府により設定される支給条件の限度内で職務手当を支給で

きる ― 2007年12月20日のワロン政府命令｛AGW｝第７条）。 

第Ⅲ章 仲介及び利用者憲章 

第１条 

 §1. 各基礎自治体事務組合は仲介サービスに加盟する。 

    政府が、ワロン地域圏の基礎自治体事務組合の仲介サービスへの加盟の方式、業務及び財務規定を決める。 

 §2. 各基礎自治体事務組合は少なくとも以下のものを含む利用者憲章を作成して採択する： 

     ― 利用者へのサービスに関する基礎自治体事務組合の義務； 

     ― それが自由に使える確認若しくは請求手続； 

     ― 市民のための情報提供に関する現行諸規定。 

 §3. 各基礎自治体事務組合は情報提供に適したインターネットサイトを整えて利用者に必要不可欠なサービスを提供する。 

第Ⅳ編 暫定措置及び最終処分 

第１条 

 §1. 本巻は、§２の規定にもかかわらず、ベルギー官報の発刊の日に発効する。 

 §2. 本巻の発効時とワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った時期との間に存在した諸基礎自治体

事務組合はその定款を、2006年12月の第１月曜日以前は、且つ次の段落とは別に、本巻の諸規定に一致させる。 

    本法により予定される基礎自治体事務組合内のいずれかの新諸機関の設置は、2006年10月８日の基礎自治体及び県の選挙の後

の新理事会の設置と同時に行われる。 

    本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第15条の§５にたまたま反して、ワロンの基礎自治体事務組合に関する1996年12月５日の地域圏法に従った

基礎自治体事務組合の現存管理諸機関は、第２段標第１段落の対象となる定款の修正並びに2006年10月８日の基礎自治体及び県

の選挙の後の諸機関の一新の範囲内では、本巻の発効の日に含まれていた構成員の人数以上の構成員数に達することはできない。 

   （前段落 ― 2007年３月９日の地域圏法第31条）は基礎自治体事務組合の合併若しくは再編成には適用できない。 

第２条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第14条の８º（及び９º ― 2007年３月９日の地域圏法第32条）に予定された内規は遅くとも2007年12月31日

までに総会で採択されなければならない。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の§３に予定されたインターネットサイト上の掲載は2007年12月31日のために行われなければならない。 

 利用者憲章は2009年１月31日のために入念に作り上げられなければならない。 

 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第24条で問題にされた地域圏の監督機関に権限を付与する地域圏法の発効以前は、基礎自治体事務組合の監督は一

人乃至複数の検閲官により確保されることになる。 

第３条 基礎自治体事務組合に関する1986年12月28日の国法第28条は廃止される ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文）。 
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第Ⅴ編 雑 則 
 

章唯一 
 

第１条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第２条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第３条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第Ⅵ編 行政の公開 
 

章唯一 
 

第１条 本編の適用については以下により解される： 

   １º 行政資料：いかような形であれ基礎自治体事務組合が活用することができる全ての情報； 

   ２º 人事に関する資料：名指しで指示されるか若しくは容易に識別できる個人に関する評価若しくは能力の判定、又はその漏洩

が明らかにその個人に被害を及ぼしかねない行動の記述を含む行政資料。 

第２条 基礎自治体事務組合の活動についての明白且つ客観的な情報を一般に提供するために： 

   １º 理事会は、基礎自治体事務組合を構成する全部課についての情報提供の構想及び実行、並びに第２項の対象となる刊行物の

調整に責任を負う基礎自治体事務組合の職員一人を指名する； 

   ２º 基礎自治体事務組合は全部課の運営の権限及び組織を叙述した資料を発行する；この資料は要求すれば誰でも入手すること

ができる； 

   ３º これらの部課の一つから発せられる全ての書簡は、資料についてさらに詳しい情報を入手できる者の氏名、資格、住所及び

必要な場合にはＥメール・アドレス、並びに電話番号を指示する； 

   ４º それによりこれらの部課の一つから発せられる個人に影響のある決定若しくは行政行為が請求者に通知される全ての資料は、

時効の期限が過ぎていなければ取り得る上訴手段、精通している所管機関並びに守られるべき形式及び期限を指示する。 

第３条 本巻第Ⅵ編第Ⅲ章第１条の１ºの対象となる資料の発送は金額が理事会により決められた料金の支払が求められる。理事会が

料金の金額を定める。 

 必要があって要求される料金は原価を超えてはならない。 

第４条 基礎自治体事務組合の行政資料を調べてその資料の写しを受け取る権利は、誰もが、本編により予定された諸条件に従って、

行政資料の所在を調べ、その主題について説明を受けて写しの形で情報を受け取ることからなっている。 

 個人に関する資料については請求者はその利害関係を立証しなければならない。 

第５条 行政資料の調査、関連のあるそれの説明若しくは写しの形でのその情報は請求に基づき行われる。請求は関連項目及びできれ

ば関連行政資料をはっきりと指定し、例えそれらが文書保管所に保管されていても書面で基礎自治体事務組合の理事会に提出する。 

 調査、説明若しくは写しの形での情報の請求がその資料を保持していない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合が持ってい

る情報に従ってその資料の保持者である行政当局に提出する。 

 基礎自治体事務組合は書面の請求を登記簿に記載し、受理した日ごとに分類する。 

第６条 連邦、共同体若しくは地域圏の官公署の権限の行使に関する理由から国法若しくは共同体・地域圏法により作成されるその他

の例外とは別に、基礎自治体事務組合は請求の範囲内の行政資料の写しの形式での調査、説明若しくは情報の請求を以下の場合には

拒絶することができる： 

   １º 公表が侮辱の原因となる行政資料、未完成若しくは不完全な資料に関する； 

   ２º 明らかに余りにも漠然とした形で表明されている； 

   ３º 露骨に秘密として伝えられる見解若しくは意見に関する； 

   ４º 明らかに度を越したか若しくは繰り返される； 

   ５º 明らかに人々の安全を損ないかねない。 

 基礎自治体事務組合の理事会は公表の利点が基礎自治体事務組組合の財政的若しくは商業的利益の保護に有利でないと認める場合に

は公表請求を拒絶することができる。 

 基礎自治体事務組合は行政資料の調査、説明若しくは写しの形での情報の請求を以下のものを損なう場合には拒絶することができ

る： 

   １º あらかじめ関係者が書面で調査若しくは写しの形での情報に同意していなければ個人の生活を； 

   ２º 国法若しくは地域圏法により確立される守秘義務を； 

   ３º 基礎自治体事務組合に伝えられた企業及び生産の情報の秘密性ゆえの性格を。 

 前段落の適用に当たり、行政資料が一部公表されてはならないかできないときは、調査、説明若しくは写しの形での情報は残りの部

分だけに限られる。 

 公開の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後30日の期限内に延期若しく
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は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に15日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

第７条 組合は無料で当事者について必要な修正を加えなければならない。修正は国法若しくは共同体・地域圏法によるか若しくはそ

の名において規定された手続の適用がなくても、当事者の書面の請求で行われる。 

 修正の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後60日の期限内に延期若しく

は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に30日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

 請求が修正を加える権限のない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合は直ちにそれを請求者に知らせ、その情報に従ってそ

れを行える権限を有する官公署の名称及び住所を伝える。 

第８条 

 §1. 請求者が本編による行政資料の調査か若しくは修正を勝ち取る困難に遭遇したときは、関係基礎自治体事務組合に再検討を請

求することができる。同時に、請求者はワロン地域圏に意見を表明する行政公開に関する1995年３月30日の地域圏法第８条の対

象となる行政資料アクセス委員会に請求する。 

    委員会はその見解を請求者及び関係基礎自治体事務組合に請求し、受理から30日以内に通知する。 

    上述の期限内に通知がない場合は、見解は示されなかったことになる。 

    基礎自治体事務組合はその再検討の同意か若しくは拒絶の決定を請求者及び委員会にその見解を受け取った後15日以内か又は

その見解が通知されなければならない期限経過後に通知する。 

    定められた期限内に通知がない場合は、基礎自治体事務組合は請求を拒絶したと見なされる。 

    請求者は1973年１月12日の勅令により修正された国務院に関する国法に従ってこの決定に対する上訴を申し立てすることがで

きる。国務院への上訴は必要ならば委員会の意見を添える。 

 §2. 委員会も同様に関係基礎自治体事務組合から意見を求められることができる。 

 §3. 委員会は、自発的に、本編の一般的適用について見解を述べることができる。委員会は、ワロン地域圏議会及びワロン政府に

その適用及びその可能性のある修正の提案を提出することができる。 

第９条 公開請求が著者の権利により保護される作品を含む行政資料であるときは、著者若しくはその権利が譲渡されている者の同意

は資料の所在についての調査の承認とか又はその点に関する説明の提供については必要がない。 

 著者の権利により保護される作品の写しの形での通知は著者又はその権利が譲渡されている者の事前の同意によってのみ認められる。 

 全ての場合に、基礎自治体事務組合は作品が著者の権利により保護されることを明示する。 

第10条 本編の適用により入手される行政資料は営業目的での配布も利用もできない。 

 本編の適用により、資料を入手して営業目的で配布し若しくは配布したままにし又は利用し若しくは利用したままにした者は１年間

に８日の拘留及び26乃至100ユーロの罰金若しくはこれらの罰の一つだけを課せられる。 

第11条 本編の諸規定は亦基礎自治体事務組合により保存される行政資料にも適用できる。 

 基礎自治体事務組合の理事会及び職員たちは本編の適用への協力に務める責任がある。 

第12条 行政資料の写しの発送はその金額が基礎自治体事務組合の理事会により決められる手数料を支払わせることができる。 

 写しの発送のための請求に必要な手数料はいかなる場合にも原価を超えてはならない。 

第13条 本編は（環境法第１巻D.10条から20.18条までの対象となる事項には適用されない。本編は ― 2006年３月16日の地域圏法第

５条）行政の一層広範囲な公開を用意する法令の諸規定を損なうことはない。 
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第Ⅴ編 雑 則 
 

章唯一 
 

第１条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第２条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第３条 （…… ― 2006年７月19日の地域圏法第32条の単一条文） 

第Ⅵ編 行政の公開 
 

章唯一 
 

第１条 本編の適用については以下により解される： 

   １º 行政資料：いかような形であれ基礎自治体事務組合が活用することができる全ての情報； 

   ２º 人事に関する資料：名指しで指示されるか若しくは容易に識別できる個人に関する評価若しくは能力の判定、又はその漏洩

が明らかにその個人に被害を及ぼしかねない行動の記述を含む行政資料。 

第２条 基礎自治体事務組合の活動についての明白且つ客観的な情報を一般に提供するために： 

   １º 理事会は、基礎自治体事務組合を構成する全部課についての情報提供の構想及び実行、並びに第２項の対象となる刊行物の

調整に責任を負う基礎自治体事務組合の職員一人を指名する； 

   ２º 基礎自治体事務組合は全部課の運営の権限及び組織を叙述した資料を発行する；この資料は要求すれば誰でも入手すること

ができる； 

   ３º これらの部課の一つから発せられる全ての書簡は、資料についてさらに詳しい情報を入手できる者の氏名、資格、住所及び

必要な場合にはＥメール・アドレス、並びに電話番号を指示する； 

   ４º それによりこれらの部課の一つから発せられる個人に影響のある決定若しくは行政行為が請求者に通知される全ての資料は、

時効の期限が過ぎていなければ取り得る上訴手段、精通している所管機関並びに守られるべき形式及び期限を指示する。 

第３条 本巻第Ⅵ編第Ⅲ章第１条の１ºの対象となる資料の発送は金額が理事会により決められた料金の支払が求められる。理事会が

料金の金額を定める。 

 必要があって要求される料金は原価を超えてはならない。 

第４条 基礎自治体事務組合の行政資料を調べてその資料の写しを受け取る権利は、誰もが、本編により予定された諸条件に従って、

行政資料の所在を調べ、その主題について説明を受けて写しの形で情報を受け取ることからなっている。 

 個人に関する資料については請求者はその利害関係を立証しなければならない。 

第５条 行政資料の調査、関連のあるそれの説明若しくは写しの形でのその情報は請求に基づき行われる。請求は関連項目及びできれ

ば関連行政資料をはっきりと指定し、例えそれらが文書保管所に保管されていても書面で基礎自治体事務組合の理事会に提出する。 

 調査、説明若しくは写しの形での情報の請求がその資料を保持していない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合が持ってい

る情報に従ってその資料の保持者である行政当局に提出する。 

 基礎自治体事務組合は書面の請求を登記簿に記載し、受理した日ごとに分類する。 

第６条 連邦、共同体若しくは地域圏の官公署の権限の行使に関する理由から国法若しくは共同体・地域圏法により作成されるその他

の例外とは別に、基礎自治体事務組合は請求の範囲内の行政資料の写しの形式での調査、説明若しくは情報の請求を以下の場合には

拒絶することができる： 

   １º 公表が侮辱の原因となる行政資料、未完成若しくは不完全な資料に関する； 

   ２º 明らかに余りにも漠然とした形で表明されている； 

   ３º 露骨に秘密として伝えられる見解若しくは意見に関する； 

   ４º 明らかに度を越したか若しくは繰り返される； 

   ５º 明らかに人々の安全を損ないかねない。 

 基礎自治体事務組合の理事会は公表の利点が基礎自治体事務組組合の財政的若しくは商業的利益の保護に有利でないと認める場合に

は公表請求を拒絶することができる。 

 基礎自治体事務組合は行政資料の調査、説明若しくは写しの形での情報の請求を以下のものを損なう場合には拒絶することができ

る： 

   １º あらかじめ関係者が書面で調査若しくは写しの形での情報に同意していなければ個人の生活を； 

   ２º 国法若しくは地域圏法により確立される守秘義務を； 

   ３º 基礎自治体事務組合に伝えられた企業及び生産の情報の秘密性ゆえの性格を。 

 前段落の適用に当たり、行政資料が一部公表されてはならないかできないときは、調査、説明若しくは写しの形での情報は残りの部

分だけに限られる。 

 公開の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後30日の期限内に延期若しく
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は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に15日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

第７条 組合は無料で当事者について必要な修正を加えなければならない。修正は国法若しくは共同体・地域圏法によるか若しくはそ

の名において規定された手続の適用がなくても、当事者の書面の請求で行われる。 

 修正の請求に即座に実現することを決められないか若しくは拒絶する基礎自治体事務組合は、請求受理後60日の期限内に延期若しく

は拒絶の理由を通知する。延期の場合は、期限は絶対に30日以上引き延ばしてはならない。 

 定められた期限内に通知がない場合は、請求は拒絶されたと見なされる。 

 請求が修正を加える権限のない基礎自治体事務組合に提出されたときは、組合は直ちにそれを請求者に知らせ、その情報に従ってそ

れを行える権限を有する官公署の名称及び住所を伝える。 

第８条 

 §1. 請求者が本編による行政資料の調査か若しくは修正を勝ち取る困難に遭遇したときは、関係基礎自治体事務組合に再検討を請

求することができる。同時に、請求者はワロン地域圏に意見を表明する行政公開に関する1995年３月30日の地域圏法第８条の対

象となる行政資料アクセス委員会に請求する。 

    委員会はその見解を請求者及び関係基礎自治体事務組合に請求し、受理から30日以内に通知する。 

    上述の期限内に通知がない場合は、見解は示されなかったことになる。 

    基礎自治体事務組合はその再検討の同意か若しくは拒絶の決定を請求者及び委員会にその見解を受け取った後15日以内か又は

その見解が通知されなければならない期限経過後に通知する。 

    定められた期限内に通知がない場合は、基礎自治体事務組合は請求を拒絶したと見なされる。 

    請求者は1973年１月12日の勅令により修正された国務院に関する国法に従ってこの決定に対する上訴を申し立てすることがで

きる。国務院への上訴は必要ならば委員会の意見を添える。 

 §2. 委員会も同様に関係基礎自治体事務組合から意見を求められることができる。 

 §3. 委員会は、自発的に、本編の一般的適用について見解を述べることができる。委員会は、ワロン地域圏議会及びワロン政府に

その適用及びその可能性のある修正の提案を提出することができる。 

第９条 公開請求が著者の権利により保護される作品を含む行政資料であるときは、著者若しくはその権利が譲渡されている者の同意

は資料の所在についての調査の承認とか又はその点に関する説明の提供については必要がない。 

 著者の権利により保護される作品の写しの形での通知は著者又はその権利が譲渡されている者の事前の同意によってのみ認められる。 

 全ての場合に、基礎自治体事務組合は作品が著者の権利により保護されることを明示する。 

第10条 本編の適用により入手される行政資料は営業目的での配布も利用もできない。 

 本編の適用により、資料を入手して営業目的で配布し若しくは配布したままにし又は利用し若しくは利用したままにした者は１年間

に８日の拘留及び26乃至100ユーロの罰金若しくはこれらの罰の一つだけを課せられる。 

第11条 本編の諸規定は亦基礎自治体事務組合により保存される行政資料にも適用できる。 

 基礎自治体事務組合の理事会及び職員たちは本編の適用への協力に務める責任がある。 

第12条 行政資料の写しの発送はその金額が基礎自治体事務組合の理事会により決められる手数料を支払わせることができる。 

 写しの発送のための請求に必要な手数料はいかなる場合にも原価を超えてはならない。 

第13条 本編は（環境法第１巻D.10条から20.18条までの対象となる事項には適用されない。本編は ― 2006年３月16日の地域圏法第

５条）行政の一層広範囲な公開を用意する法令の諸規定を損なうことはない。 
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