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 第２及び第３の段落の上述の期限は７月と８月の月の間に開始若しくは満期の到来したときは倍加される。期限はクリスマスと年頭

の間は中断される。期限は土曜日、日曜日若しくは祝祭日の間に到来したときは次の平日に延期される。 

 草案総会の企画の申請者の不遵守は関連する投資についての補助金の恩典を当然拒絶したことになる。 

第10条 申請者は最終案について行政庁の見解を求める。 

 行政庁の見解は現行の法律及び規範の遵守に重点が置かれる。 

 この見解は見解の要請の受理から45日の期限内に届けられる。 

第11条 

 §1. 草案総会の日から６か月以内に、申請者は契約締結に関する完全な一件書類を政府に伝達する。 

    但し、この期限は申請者の正当な理由のある申請に基づきさらに６か月延長することができる。 

 §2. 財務検査官が政府による受理から30日以内にその見解を出す。 

第12条 

 §1. 草案総会の議事録の中で述べられた注意点の指摘が最終案についての行政庁により届けられた見解と一致する限り、政府は、

取消となる猶予期間の30日以内に、国法若しくは予算により予定された予算額若しくは投資の認可が利用可能なときに認可され

た申し出に基づき確定された補助金の金額を申請者に通告する。 

    最終補助金は本法の第７条§２の第５段落に予定された補助金の交付額の10％を超えることはできない。 

 §2. 補助金を認められた工事の一定の設定場所は、これらの場所について、特別の仕様書が政府により定められた事項内での工事

の申請者たちの形成若しくは挿入に関する会社の約款を含むとき又は工事が1993年12月24日の公共事業契約並びに一定の工事、

物品供給及びサービスに関する国法第18条の２の意味での挿入を経済的社会的企業に任せられるときには、本法の執行命令によ

り決められた補助金の率の15％増しを受けることができる。 

    上述の手直しされた諸条件でのこのような場所がなければ、補助金は上述の命令により定められた率に引き戻される。 

    それらの適用に関する年次報告は翌年度の正式決定される予算計画に引き継がれる。 

第13条 補助金の金額についての前払は政府により定められた諸条件で認められる。 

 政府は、最終の明細計算において、第３条§１に従って交付される補助金の金額を超えなければ、予定された当初の工事の施行に関

連のある工事の増減及び必要な適合を考慮に入れる。 

第14条 毎年度、政府は本法の適用に関する一般報告を作成する。 

 この報告は基礎自治体ごとに少なくとも以下の諸要素を含む： 

  ─ 第３条の対象となる者たちにより提出された申請書； 

  ─ ３年計画の中に取り入れられた企画； 

  ─ 割り当てられた補助金の率及び金額； 

  ─ 達成率。 

  ─ 量的な見積。 

 報告は遅くとも翌年の３月31日までに伝達される。 

第15条 ３年計画に覆われた期間の満了で、そのために通告が第12条§１に予定された補助金の申請は無効とはならない。但し、第11

条§１に則った３年計画の満了の日の翌年の３月１日以前にそのために契約の付与に関する完全な一件書類が導入されていた投資は

暫定的な３年計画の中で再開される ─ 2006年12月21日地域圏法第１条）。 
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第４部 選 挙 

 

第Ⅰ巻 主要機関の選挙 
注 本法第４部第Ⅰ巻は2006年６月１日の地域圏法第２条により入れ替えられた。 

第Ⅰ編 選挙制度 ─ 原理及び定義 

第Ⅰ章 原 理 

第１条 投票は義務であり秘密である。投票は基礎自治体で行われる。 

 各有権者は１票しか権利がない。選挙自体は比例代表制に基づく普通選挙で行われる。 

 投票は選挙人の選挙の表現、すなわちその個人的選択であり候補者間か若しくは候補者名簿間のその選択である。 

第２条 選挙作業は基礎自治体の選挙、県の選挙及び地区の選挙においては基礎自治体で行われる。 

 基礎自治体の選挙では、選挙人たちは自分たちの中から基礎自治体議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

 県の選挙では、選挙人たちは自分たちの中から県議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

 地区の選挙では選挙人たちは自分たちの中から地区議会を構成する受任者たちを選ぶ。 

第３条 選挙は本法により定められた官公署による審査に掛けられる。 

 選挙の公式結果は準備行為と共に本法に予定される範囲内で且つ方式に従って上訴することができる。 

第Ⅱ章 定 義 

第１節 選挙人たち 

第１条 全有権者及び選挙人 

 §1. 全有権者は議会において代表を務めさせるために候補者たち及び候補者名簿の選挙のために投票するのを認められた住民全体

を意味する。 

 §2. 選挙人は議会選挙の際に投票を認められるために本法において記述されている要求に応える者全てである。 

 §3. 基礎自治体選挙では、全有権者は唯単にベルギー国籍の者たちだけでなく、他の欧州連合の構成国及び、国籍を除き、本法本

巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条§１に規定された諸条件を満たし、第Ⅱ編の、且つ基礎自治体選挙法の第１条の２及び第１条の３に予定

された諸条件を満たす第３国の所属民たちも含む。 

 §4. 投票の支援は投票の際に一時的若しくは長期にその投票を表明するのに難儀しなければならずその状況に適応した手続及び/

又は環境を必要とする全員に関係がある。  

第２条 選挙区及び選挙区の全有権者 

 §1. 選挙区はそこにおいて自分たちの中から議会で代表を務める一人乃至複数の候補者を選ぶ投票に参加するのを認められた地理

的区域である。 

    基礎自治体選挙については、区域は基礎自治体である。 

    県選挙については、区域は選挙区である。 

    地区選挙については、区域は本法第１部第Ⅳ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第１条に従い基礎自体議会により決められる。 

 §2. 選挙区の全有権者は同一の投票の最中にその投票を表明するために招集される一選挙区の選挙人全員である。 

 §3. 選挙人登録簿は、全有権者登録簿とも呼ばれ、投票に招集される者全員を登載する。 

    選挙人登録簿は基礎自治体の住民登録簿への記載を認められた選挙人全員の名前を含む。 

 §4. 投票区は、そのために投票登録簿と呼ばれる特別な全有権者名簿が作成され、選挙当日の投票を受け入れるための投票事務所

が設けられる同一選挙区の選挙人たちの特定の人数からなる。各区は定められた投票所の中に招集される。 

第２節 候補者たち 

第３条 候補者たち 

 選ばれるために選挙に立つ者は全て候補者と呼ばれ、候補者たちは候補者名簿の中か若しくは独立派として立つことができる。 

第４条 政党及び候補者たち 

 §1. 本巻においては、政党は憲法、国法若しくは共同体・地域圏法により予定された県の選挙、基礎自治体の選挙、又は地区の選

挙に参加し、県議会議員、基礎自治体議会議員若しくは地区議会議員の職に候補者を立て、憲法、国法若しくは共同体・地域圏

法の範囲内でその規約若しくは綱領において規定された形で住民意思の表明に影響を与えようと試みる法人格を付与されたか又

は有しない個人の団体を意味する。 

    以下のものはその法律上の形態がどうあれこの政党と直接関係する政党の地域圏の組織、団体、集団、実在物は政党を構成す

るものと見なされる、すなわち列挙すれば： 

    ─ 調査業務； 
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    ─ 科学的機関； 

    ─ 政治学習施設； 

    ─ 認可された政治放送の制作者たち； 

    ─ 政党の公開された資金調達及び会計、並びに連邦両院の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1989年７

月４日の国法第22条の対象となる制度； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び/又は地域圏の議会の選挙のための郡及び/又は選挙区のレベルで構成されるもの； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び地域圏議会の党派。 

 §2. 候補者名簿は選挙人たちの投票を得るために政党により選ばれたか又は独立派として立つ者たちを登載する。 

第５条 略号及び意匠文字 

 名簿は略号及び場合により意匠文字により特定される。 

 それらは投票用紙上にその指定する名簿の上に記載される。 

 略号は候補者名簿の名称となる語の全体であれ語の一部であれ頭文字で形づくられる。 

 頭字語であってもよい。 

 表意文字であってもよい。 

 表意文字は多かれ少なかれアンバサンド{＆}、アットマーク{＠}のような語を表現する記号である。 

 意匠文字は名簿の名称の画像表現である。政府は意匠文字が投票用紙上に表現できるよう応えなければならない基準を決める。 

第６条 提 携 

 提携はそれによりいずれか他の選挙区で立つ候補者名簿候補者により使用される名簿が略号として且つ意匠文字として使用されたい

ことを表明する行為である。 

第３節 選挙事務局及び投票設備 

第７条 選挙事務局 

 選挙事務局は本法が選挙の組織及び監視を託し構成及び権限を決める中枢機関である。 

第８条 投票センター及び投開票事務室 

 投票センターとは複数の投票区室が位置し、選挙人たちがその投票を表明する建物若しくは場所を意味する。 

 投票室はそれのために特定の投票区の投票を記録する各投票事務所に割り当てられる。 

 開票センターは複数の開票区室が位置する建物若しくは場所を意味する。 

 開票室はそれのために割り振られる投票事務所の結果の集計及び合計を行う各開票事務所に割り振られる。 

第９条 選挙設備 

 各投票室は基礎自治体当局により、とりわけ投票所の仕切り、投票箱、筆記用具を含む投票の表現に必要な設備、並びに政府により

定められた設備が備えられる。 

 

 投票箱は選挙人が事前に候補者若しくは候補者名簿についてのその選択に印を付けていた投票用紙をその中に投ずる容器である。 

 投票所の仕切りは選挙人に秘密にその投票用紙に印を付け、他人の視線を避けることができるようにする装置である。 

第４節 選挙の準備及び機関 

第10条 選挙運動 

 《選挙運動》とは得票のために候補者、名簿若しくは政党の政策及び綱領を全有権者に知らせるために、特に会議、集合、演説、行

進並びにメディアの利用を含む政治活動全体を意味する。 

第11条 選挙期間 

 選挙期間とは選挙区の全有権者の招集日に始まり選挙当日に終わる期間である。 

 この期間中候補者たち、名簿及び諸政党は本法及び選挙費用に関する立法により課せられた規定の遵守を義務付けられる。 

第12条 選挙費用 

 選挙費用とは、県、基礎自治体及び地区の議会の選挙のため及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び

規制に関する1994年７月７日の法律第６条の対象となる費用を意味する。 

第13条 地域圏規制委員会 

 《地域圏規制委員会》とはワロン議会の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する2004年４月１日の地域圏法第２条

により新設され、ワロン議会議長及びワロン政府構成員たちの発表の規制、並びに本法により基礎自治体、県、地区の議会の選挙の

ために投入される資金源を含む選挙費用の規制に責任があるのを認定する地域圏規制委員会を指す。 

第５節 選挙管理 

第14条 選挙管理者たち 

 §1. 選挙管理者たちとは本法が基礎自治体、県、及び地区の選挙において周到な準備及び組織化の公務を託し、この任務の範囲内

での監督及び規制に関する責任を負う全ての人間又は全ての組織を意味する。 
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 §2. 選挙管理者としては以下の者たちが考えられる： 

   １º 政府若しくはその代表； 

   ２º 県知事若しくはその指名した公務員； 

   ３º 県事務総長； 

   ４º 基礎自治体の長； 

   ５º 基礎自治体理事会若しくはその指名した公務員； 

   ６º この資格でのナミュール第一審裁判所の裁判長； 

   ７º 郡役所所在地の第一審裁判所の書記； 

   ８º 地区中心地の第一審裁判所の書記； 

   ９º 選挙事務長若しくはその指名した者； 

   10º 選挙事務局の補佐たち及び秘書たち； 

   11º 本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条§１に従い指名される専門家たち； 

   12º 県理事会。 

 §3. 以下の者たちは本法の意味での選挙管理者ではない： 

   １º 選挙人たち、これにはその受任者、随伴者も含まれる； 

   ２º 政党の候補者たち、届出人たち、署名人たち、介添人たち、政党の代表者たち； 

   ３º 労務従事者たち及び納入業者たち、特に印刷業者たち及びコンピュータ業務提供者たち。 

第15条 候補者登録 

 いずれかの選挙で得票したい選挙人は候補者として熟知されなければならない。立候補証書の届出はそれにより候補者が本法により

予定された要求に従い登録される手続である。 

第16条 候補者たちの立候補  

 候補者たちの立候補はそれにより候補者若しくは候補者名簿が特定の選挙に参加するために定められた日に登録される本法により準

備される手続である。さらに立候補の届について述べる。 

 この立候補は選挙区事務局長に手渡される。 

 署名人は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の対象となる立候補証書に署名する一人乃至複数の候補者を支持する者である。 

 届出人は一人の候補者若しくは一つの候補者名簿のために立候補証書の届出を行う者である。 

 立会人は本法に予定された範囲内で選挙事務局に対して同一名簿の一人乃至複数の候補者のために一人乃至複数の候補者により指名

される者である。 

第17条 選挙の文書 

 §1. 招集状は選挙前の数日間に基礎自治体の選挙人たちが受け取り、有用な情報及び政府により決められた正規の案内が記されて

いる文書である。 

 §2. 委任状はそれにより、本法により予定された限度内で、願い出た選挙人、すなわち委任者が他の選挙人すなわち受任者にその

名前で且つその考えで投票することを認めることができる文書である。 

第18条 投票用紙 

 §1. 投票用紙は選挙人がその上に同一名簿の一人乃至複数人について又は一つの名簿についての選択を表明する正式の用紙である。

この文書は各選挙人固有の物である。  

 §2. 有効な投票用紙は票の開票のときに投票箱から取り出されて一候補者若しくは一候補者名簿と考えることができるようにきち

んと印が付けられたものである。 

 §3. 有効でない投票用紙は開票のときに投票箱の中で見付けられて無効若しくは白票のために考慮されない投票用紙である。 

    無効票は本巻第Ⅳ編第Ⅲ章第22条の対象となる投票である。 

    白票は選挙人が一候補者か一候補者名簿に印を付けなかった票である。 

 §4. 投票用紙が何らかの印刷の傷が原因で使用できなくなったときであれ、選挙人が印を付けるときか又は返すときに不注意によ

り使用できなくなっていたときであれ、毀損されていると見なされてそのために別の用紙が渡される。そのような投票用紙は決

して投票箱に投入されることはない。 

 §5. 論議の余地のある投票用紙は投票の後で投票箱から取り出された開票時に投票用紙の一範疇に直ちに入れることができないと

いう印を示した投票用紙である。 

 §6. 使用されていない投票用紙は使われなかった投票用紙である。 

第６節 結 果 

第19条 開票及び点検 

 §1. 票の開票はひとたび終了したら選挙人たちにより投入された投票用紙を投票箱から取り出し、選別し、その有効性を決定し、

集計して記録を確定することからなる過程である。 
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    ─ 科学的機関； 

    ─ 政治学習施設； 

    ─ 認可された政治放送の制作者たち； 

    ─ 政党の公開された資金調達及び会計、並びに連邦両院の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1989年７

月４日の国法第22条の対象となる制度； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び/又は地域圏の議会の選挙のための郡及び/又は選挙区のレベルで構成されるもの； 

    ─ 連邦両院並びに共同体及び地域圏議会の党派。 

 §2. 候補者名簿は選挙人たちの投票を得るために政党により選ばれたか又は独立派として立つ者たちを登載する。 

第５条 略号及び意匠文字 

 名簿は略号及び場合により意匠文字により特定される。 

 それらは投票用紙上にその指定する名簿の上に記載される。 

 略号は候補者名簿の名称となる語の全体であれ語の一部であれ頭文字で形づくられる。 

 頭字語であってもよい。 

 表意文字であってもよい。 

 表意文字は多かれ少なかれアンバサンド{＆}、アットマーク{＠}のような語を表現する記号である。 

 意匠文字は名簿の名称の画像表現である。政府は意匠文字が投票用紙上に表現できるよう応えなければならない基準を決める。 

第６条 提 携 

 提携はそれによりいずれか他の選挙区で立つ候補者名簿候補者により使用される名簿が略号として且つ意匠文字として使用されたい

ことを表明する行為である。 

第３節 選挙事務局及び投票設備 

第７条 選挙事務局 

 選挙事務局は本法が選挙の組織及び監視を託し構成及び権限を決める中枢機関である。 

第８条 投票センター及び投開票事務室 

 投票センターとは複数の投票区室が位置し、選挙人たちがその投票を表明する建物若しくは場所を意味する。 

 投票室はそれのために特定の投票区の投票を記録する各投票事務所に割り当てられる。 

 開票センターは複数の開票区室が位置する建物若しくは場所を意味する。 

 開票室はそれのために割り振られる投票事務所の結果の集計及び合計を行う各開票事務所に割り振られる。 

第９条 選挙設備 

 各投票室は基礎自治体当局により、とりわけ投票所の仕切り、投票箱、筆記用具を含む投票の表現に必要な設備、並びに政府により

定められた設備が備えられる。 

 

 投票箱は選挙人が事前に候補者若しくは候補者名簿についてのその選択に印を付けていた投票用紙をその中に投ずる容器である。 

 投票所の仕切りは選挙人に秘密にその投票用紙に印を付け、他人の視線を避けることができるようにする装置である。 

第４節 選挙の準備及び機関 

第10条 選挙運動 

 《選挙運動》とは得票のために候補者、名簿若しくは政党の政策及び綱領を全有権者に知らせるために、特に会議、集合、演説、行

進並びにメディアの利用を含む政治活動全体を意味する。 

第11条 選挙期間 

 選挙期間とは選挙区の全有権者の招集日に始まり選挙当日に終わる期間である。 

 この期間中候補者たち、名簿及び諸政党は本法及び選挙費用に関する立法により課せられた規定の遵守を義務付けられる。 

第12条 選挙費用 

 選挙費用とは、県、基礎自治体及び地区の議会の選挙のため及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び

規制に関する1994年７月７日の法律第６条の対象となる費用を意味する。 

第13条 地域圏規制委員会 

 《地域圏規制委員会》とはワロン議会の選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する2004年４月１日の地域圏法第２条

により新設され、ワロン議会議長及びワロン政府構成員たちの発表の規制、並びに本法により基礎自治体、県、地区の議会の選挙の

ために投入される資金源を含む選挙費用の規制に責任があるのを認定する地域圏規制委員会を指す。 

第５節 選挙管理 

第14条 選挙管理者たち 

 §1. 選挙管理者たちとは本法が基礎自治体、県、及び地区の選挙において周到な準備及び組織化の公務を託し、この任務の範囲内

での監督及び規制に関する責任を負う全ての人間又は全ての組織を意味する。 
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 §2. 選挙管理者としては以下の者たちが考えられる： 

   １º 政府若しくはその代表； 

   ２º 県知事若しくはその指名した公務員； 

   ３º 県事務総長； 

   ４º 基礎自治体の長； 

   ５º 基礎自治体理事会若しくはその指名した公務員； 

   ６º この資格でのナミュール第一審裁判所の裁判長； 

   ７º 郡役所所在地の第一審裁判所の書記； 

   ８º 地区中心地の第一審裁判所の書記； 

   ９º 選挙事務長若しくはその指名した者； 

   10º 選挙事務局の補佐たち及び秘書たち； 

   11º 本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条§１に従い指名される専門家たち； 

   12º 県理事会。 

 §3. 以下の者たちは本法の意味での選挙管理者ではない： 

   １º 選挙人たち、これにはその受任者、随伴者も含まれる； 

   ２º 政党の候補者たち、届出人たち、署名人たち、介添人たち、政党の代表者たち； 

   ３º 労務従事者たち及び納入業者たち、特に印刷業者たち及びコンピュータ業務提供者たち。 

第15条 候補者登録 

 いずれかの選挙で得票したい選挙人は候補者として熟知されなければならない。立候補証書の届出はそれにより候補者が本法により

予定された要求に従い登録される手続である。 

第16条 候補者たちの立候補  

 候補者たちの立候補はそれにより候補者若しくは候補者名簿が特定の選挙に参加するために定められた日に登録される本法により準

備される手続である。さらに立候補の届について述べる。 

 この立候補は選挙区事務局長に手渡される。 

 署名人は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の対象となる立候補証書に署名する一人乃至複数の候補者を支持する者である。 

 届出人は一人の候補者若しくは一つの候補者名簿のために立候補証書の届出を行う者である。 

 立会人は本法に予定された範囲内で選挙事務局に対して同一名簿の一人乃至複数の候補者のために一人乃至複数の候補者により指名

される者である。 

第17条 選挙の文書 

 §1. 招集状は選挙前の数日間に基礎自治体の選挙人たちが受け取り、有用な情報及び政府により決められた正規の案内が記されて

いる文書である。 

 §2. 委任状はそれにより、本法により予定された限度内で、願い出た選挙人、すなわち委任者が他の選挙人すなわち受任者にその

名前で且つその考えで投票することを認めることができる文書である。 

第18条 投票用紙 

 §1. 投票用紙は選挙人がその上に同一名簿の一人乃至複数人について又は一つの名簿についての選択を表明する正式の用紙である。

この文書は各選挙人固有の物である。  

 §2. 有効な投票用紙は票の開票のときに投票箱から取り出されて一候補者若しくは一候補者名簿と考えることができるようにきち

んと印が付けられたものである。 

 §3. 有効でない投票用紙は開票のときに投票箱の中で見付けられて無効若しくは白票のために考慮されない投票用紙である。 

    無効票は本巻第Ⅳ編第Ⅲ章第22条の対象となる投票である。 

    白票は選挙人が一候補者か一候補者名簿に印を付けなかった票である。 

 §4. 投票用紙が何らかの印刷の傷が原因で使用できなくなったときであれ、選挙人が印を付けるときか又は返すときに不注意によ

り使用できなくなっていたときであれ、毀損されていると見なされてそのために別の用紙が渡される。そのような投票用紙は決

して投票箱に投入されることはない。 

 §5. 論議の余地のある投票用紙は投票の後で投票箱から取り出された開票時に投票用紙の一範疇に直ちに入れることができないと

いう印を示した投票用紙である。 

 §6. 使用されていない投票用紙は使われなかった投票用紙である。 

第６節 結 果 

第19条 開票及び点検 

 §1. 票の開票はひとたび終了したら選挙人たちにより投入された投票用紙を投票箱から取り出し、選別し、その有効性を決定し、

集計して記録を確定することからなる過程である。 
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 §2. 票の点検は選挙区の別々の開票の結果を寄せ集めてこの選挙区のレベルでの選挙の最終結果に到達するためにひとまとめにす

ることからなる過程である。 

第20条 議席の配分 

 §1. 選挙の結果で任命される候補者たちによるか又はその補欠により占められることにより招集される議会の中では受任者たちの

議席と呼ばれる。 

 §2. 議席の配分は候補者名簿への議席の配分が選挙の得票数に応じて与えられる過程である。 

 §3. 移転はその優位を表明した投票及び名簿の提示順位を考慮して表明された投票と組み合わされた候補者への議席の次位の配分

である。 

第21条 結 果 

 §1. 開票事務所内では各候補者若しくは候補者名簿に与えられた投票数は正式の結果と見なされるが、選挙区事務局長たちによっ

てはまだ公表されてはいない。これらの結果は政府若しくはその代理により投票の速報暫定推算として発表するために使用され

ることができる。このために、政府若しくはその代理は選挙事務局に結果の一部を伝えるよう要求することができる。 

 §2. 正式の結果は選挙区事務局長たちによる選挙区の全ての開票事務所による開票結果として確定するような各候補者か候補者名

簿に与えられた投票数の公表である。選挙区のレベルでの法的有効性の確認及び公表の対象となるのはこの結果である。 

第22条 

 §1. 県議会の議席の配分の際に、いずれの名簿もこのために必要な投票数に達しなかった場合には、事務局は協定の技法に訴える。

これは郡のレベルで行われて協定を結んだ名簿の追加票の残りの分を基にこの郡を構成する地区のレベルでまだ与えられていな

い議席を振り分けるようになる。 

 §2. 協定を結んだ名簿とはそれ自体が同一行政郡の中の別の選挙区内のいずれかを代表し、選挙の前に団体の声明を訴える文書の

中に、この郡のレベルの議席の振り分けの観点からの集団結成の意図を表明した二つ乃至複数の候補者名簿を呼ぶ。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年第148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第７節 選挙手続の侵害 

第23条 以下のことは肉体的若しくは精神的な損害の強制若しくは脅迫により行われる選挙手続の範囲内の暴力と見なされる： 

   １º 特に政治的集会、示威行進、集合を妨害か若しくは邪魔をし、又はそこに参加している選挙人たちを拘束する； 

   ２º 立候補を支援する署名集め又は立候補の登録を妨害若しくは邪魔をする； 

   ３º 投開票事務所若しくは選挙区事務局への出入りを故意に妨害する； 

   ４º 選挙人たち、投開票事務所の構成員たち、選挙管理者たち、又はその家族の構成員たちを威嚇する； 

   ５º 選挙管理者の独立若しくは不偏不党に影響を与えようと努める。 

第24条 《投票権の侵害》は暴力によりその投票権を行使する選挙人を邪魔するか又は特定の観点で行使するのを強制する行為を意味

する。 

第25条 積極的な選挙買収はその投票権を特定の観点で行使するように誘うために直接間接に選挙人に贈物その他何らかの利益を申し

出たり、約束したり、付与したり、授与したり若しくは手渡したりする行為を意味する。消極的な選挙買収はそのような利益を受け

たり、約束し合ったり、与え合ったりする行為を意味する。 

第26条 選挙違反は以下の行為を意味する。 

   １º 選挙登録簿を偽造したり、変造したり、故意に破壊したり若しくは持ち去ったりする； 

   ２º 権利がないのに選挙に不正に参加する； 

   ３º 立候補者の届出の支持を得る署名数を変造する、特に署名を削除、修正、追加若しくは抹消したり、不正確な方法で数える

か若しくは記録に不正を記録したりする； 

   ４º 選挙の結果を変造する、特に投票用紙を削除、修正、追加も若しくは抹消したり、不正確な方法で数えるか又は記録に不正

を記入したりする； 

   ５º 不正確な記述を含んでいることが分かる記録に署名若しくは副署する。 

第27条 投票の詐取は投票用紙を計画的に横領したり、記入したり若しくは修正したりして投票用紙を記入し若しくは修正したりする

よう区分する行為である。 

第28条 策略によるか不正行為によって、一人乃至複数の選挙人がいかような方向で投票権を行使するか探ろうとする行為は投票の秘

密の侵犯と見なされる。 

第Ⅱ編 選挙制度 

第Ⅰ章 選挙権の諸条件 

第１条 

 §1. 選挙人であるためには以下のことが必要である： 

   １º 遅くとも選挙当日にベルギー人であること。 
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     基礎自治体選挙法第１条の２及び３に従って他のヨーロッパ連合の構成国及び第３国の所属民たちは前述の条項に予定され

た諸条件により基礎自治体の選挙及び地区議会の構成員たちの選挙において投票権を享受する。 

   ２º 遅くとも選挙当日に満18歳であること； 

   ３º 基礎自治体、県及び地区の選挙のために基礎自治体の住民登録簿に登録されること； 

     県の選挙のためには県の基礎自治体の一つに居住する必要がある。 

     地区議会の選挙のためにはその上選挙が執行される議会のために地区内に居住する必要がある。 

     これらの諸条件は遅くともその間に選挙が行われた年の７月31日に満たされていなければならない。 

     選挙人はその遅くとも７月31日までに登録された住民登録簿に基づき基礎自治体において投票する。 

   ４º 遅くとも選挙当日に次の第２条及び第３条で予定される排除若しくは一時停止の場合の一つになっていない。 

 §2. 選挙人登録簿が決定される日と選挙当日の間にワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されるのをやめた選挙人たちは選挙人

登録簿から抹消される。 

    同じ期間中に、ワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されたままだがベルギー国籍を失った選挙人たちも同様に選挙人登録

簿から抹消される。 

    この選挙人たちは次章第４条に従って予定された期限内に申請している限り再登録されることができる。 

 §3. 選挙人登録簿が決定された日の後、選挙当日に、有罪判決か又はその長によって選挙権の排除か一時停止かでその同じ権利を

剥奪する決定の対象となった選挙人たちも同様に選挙人登録簿から抹消される。 

 §4. この登録簿には選挙の前日まで控訴院の判決か又は基礎自治体理事会の決定の結果、基礎自治体、県若しくは地区の選挙人と

して復権されなければならない者たちが付け加えられる。 

第２条 重刑罪の刑事判決を受けた者は有権者から決定的に排除され投票することは認められない。 

第３条 

 §1. 以下の者は無能力の期間中選挙権の一時停止に処せられ投票することは認められない： 

   １º 禁治産者の状態にある者たち、1973年６月29日の国法の適用により延長された未成年の状態にある者たち並びに変質者たち

及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の

第Ⅰ章乃至第Ⅵ章の諸規定の適用により収容されている者たち。 

     上記の対象となる選挙無能力は禁治産者、延長された未成年者若しくは収容者が最終的に自由になると同時に終わる。 

   ２º 主件で故意の違反により少なくとも３か月の禁固刑か少なくとも３か月の軍事禁固刑に処せられた者たち； 

   ３º 刑法第380条の２の３ºの適用によるか又は変質者たち及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日

の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の第22条及び第23条の適用により連邦政府の措置に従ってきた者たち。 

    上記の対象となる者たちの選挙無能力は連邦政府の措置への服従が終わるときに中止される。 

 §2. 有権者から最終的に排除されたか又は選挙権が一時停止された者たちはアルファベット順の資料カードに関係者ごとに１枚の

カードの割合で記入される。その資料カードは基礎自治体理事会により恒久的な方法で毎日きちんと管理される。 

    この資料カードはこれらの者たちの誰に対しても以下の記載事項に限って複写される： 

   1. 禁治産者若しくは収容者の苗字、名前、誕生地及び日、居住地； 

   2. 決定を宣告した裁判所及びその日時； 

   3. 有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止が終了した日。 

    選挙権の一時停止に処せられた者たちの氏名を記載した資料カードは無能力が終了するや直ちに破棄される。 

    この資料カードは日常自動化した方法を使って作成されたり管理されたりすることは認められない。内容は第三者に伝えられ

てはならない。 

 §3. 刑法第87条は段標１及び２に予定された無能力には適用できない。 

 §4. 有罪判決が執行猶予付きで宣告された場合には、段標１の２ºに予定された無能力は、執行猶予期間中一時停止される。 

    有罪判決が一部分執行猶予付きで宣告された場合には、執行猶予なしで宣告された刑だけが段標２の諸規定の適用が考慮に入

れられる。 

    有罪判決が発効するようになる場合には、その結果生ずる投票権の一時停止が新たな有罪判決か若しくは執行猶予を取り消す

決定の日から進行する。 

 §5. 段標１の２ºの対象となる複数の刑での有罪判決の場合には、そのそれぞれから生ずる無能力は、但し12年の期間を超えるこ

とができなければ累積される。 

    以前の有罪判決の結果生ずる無能力の期間中に但し後の有罪判決の後６年以内には終了させられない段標１の２ºの対象とな

る新たな一つ乃至複数の刑での有罪判決の場合にも同様である。 

 §6. 上級及び下級の裁判所の検事たちは、当事者たち自身、並びに当事者たちが住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たち

に、有罪判決若しくは収容の時期に、もはや通常の上訴の余地がなく有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止を伴う有罪判

決の全て及び一時停止の全てを通知する義務がある。 
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 §2. 票の点検は選挙区の別々の開票の結果を寄せ集めてこの選挙区のレベルでの選挙の最終結果に到達するためにひとまとめにす

ることからなる過程である。 

第20条 議席の配分 

 §1. 選挙の結果で任命される候補者たちによるか又はその補欠により占められることにより招集される議会の中では受任者たちの

議席と呼ばれる。 

 §2. 議席の配分は候補者名簿への議席の配分が選挙の得票数に応じて与えられる過程である。 

 §3. 移転はその優位を表明した投票及び名簿の提示順位を考慮して表明された投票と組み合わされた候補者への議席の次位の配分

である。 

第21条 結 果 

 §1. 開票事務所内では各候補者若しくは候補者名簿に与えられた投票数は正式の結果と見なされるが、選挙区事務局長たちによっ

てはまだ公表されてはいない。これらの結果は政府若しくはその代理により投票の速報暫定推算として発表するために使用され

ることができる。このために、政府若しくはその代理は選挙事務局に結果の一部を伝えるよう要求することができる。 

 §2. 正式の結果は選挙区事務局長たちによる選挙区の全ての開票事務所による開票結果として確定するような各候補者か候補者名

簿に与えられた投票数の公表である。選挙区のレベルでの法的有効性の確認及び公表の対象となるのはこの結果である。 

第22条 

 §1. 県議会の議席の配分の際に、いずれの名簿もこのために必要な投票数に達しなかった場合には、事務局は協定の技法に訴える。

これは郡のレベルで行われて協定を結んだ名簿の追加票の残りの分を基にこの郡を構成する地区のレベルでまだ与えられていな

い議席を振り分けるようになる。 

 §2. 協定を結んだ名簿とはそれ自体が同一行政郡の中の別の選挙区内のいずれかを代表し、選挙の前に団体の声明を訴える文書の

中に、この郡のレベルの議席の振り分けの観点からの集団結成の意図を表明した二つ乃至複数の候補者名簿を呼ぶ。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年第148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第７節 選挙手続の侵害 

第23条 以下のことは肉体的若しくは精神的な損害の強制若しくは脅迫により行われる選挙手続の範囲内の暴力と見なされる： 

   １º 特に政治的集会、示威行進、集合を妨害か若しくは邪魔をし、又はそこに参加している選挙人たちを拘束する； 

   ２º 立候補を支援する署名集め又は立候補の登録を妨害若しくは邪魔をする； 

   ３º 投開票事務所若しくは選挙区事務局への出入りを故意に妨害する； 

   ４º 選挙人たち、投開票事務所の構成員たち、選挙管理者たち、又はその家族の構成員たちを威嚇する； 

   ５º 選挙管理者の独立若しくは不偏不党に影響を与えようと努める。 

第24条 《投票権の侵害》は暴力によりその投票権を行使する選挙人を邪魔するか又は特定の観点で行使するのを強制する行為を意味

する。 

第25条 積極的な選挙買収はその投票権を特定の観点で行使するように誘うために直接間接に選挙人に贈物その他何らかの利益を申し

出たり、約束したり、付与したり、授与したり若しくは手渡したりする行為を意味する。消極的な選挙買収はそのような利益を受け

たり、約束し合ったり、与え合ったりする行為を意味する。 

第26条 選挙違反は以下の行為を意味する。 

   １º 選挙登録簿を偽造したり、変造したり、故意に破壊したり若しくは持ち去ったりする； 

   ２º 権利がないのに選挙に不正に参加する； 

   ３º 立候補者の届出の支持を得る署名数を変造する、特に署名を削除、修正、追加若しくは抹消したり、不正確な方法で数える

か若しくは記録に不正を記録したりする； 

   ４º 選挙の結果を変造する、特に投票用紙を削除、修正、追加も若しくは抹消したり、不正確な方法で数えるか又は記録に不正

を記入したりする； 

   ５º 不正確な記述を含んでいることが分かる記録に署名若しくは副署する。 

第27条 投票の詐取は投票用紙を計画的に横領したり、記入したり若しくは修正したりして投票用紙を記入し若しくは修正したりする

よう区分する行為である。 

第28条 策略によるか不正行為によって、一人乃至複数の選挙人がいかような方向で投票権を行使するか探ろうとする行為は投票の秘

密の侵犯と見なされる。 

第Ⅱ編 選挙制度 

第Ⅰ章 選挙権の諸条件 

第１条 

 §1. 選挙人であるためには以下のことが必要である： 

   １º 遅くとも選挙当日にベルギー人であること。 
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     基礎自治体選挙法第１条の２及び３に従って他のヨーロッパ連合の構成国及び第３国の所属民たちは前述の条項に予定され

た諸条件により基礎自治体の選挙及び地区議会の構成員たちの選挙において投票権を享受する。 

   ２º 遅くとも選挙当日に満18歳であること； 

   ３º 基礎自治体、県及び地区の選挙のために基礎自治体の住民登録簿に登録されること； 

     県の選挙のためには県の基礎自治体の一つに居住する必要がある。 

     地区議会の選挙のためにはその上選挙が執行される議会のために地区内に居住する必要がある。 

     これらの諸条件は遅くともその間に選挙が行われた年の７月31日に満たされていなければならない。 

     選挙人はその遅くとも７月31日までに登録された住民登録簿に基づき基礎自治体において投票する。 

   ４º 遅くとも選挙当日に次の第２条及び第３条で予定される排除若しくは一時停止の場合の一つになっていない。 

 §2. 選挙人登録簿が決定される日と選挙当日の間にワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されるのをやめた選挙人たちは選挙人

登録簿から抹消される。 

    同じ期間中に、ワロンの基礎自治体の住民登録簿に登録されたままだがベルギー国籍を失った選挙人たちも同様に選挙人登録

簿から抹消される。 

    この選挙人たちは次章第４条に従って予定された期限内に申請している限り再登録されることができる。 

 §3. 選挙人登録簿が決定された日の後、選挙当日に、有罪判決か又はその長によって選挙権の排除か一時停止かでその同じ権利を

剥奪する決定の対象となった選挙人たちも同様に選挙人登録簿から抹消される。 

 §4. この登録簿には選挙の前日まで控訴院の判決か又は基礎自治体理事会の決定の結果、基礎自治体、県若しくは地区の選挙人と

して復権されなければならない者たちが付け加えられる。 

第２条 重刑罪の刑事判決を受けた者は有権者から決定的に排除され投票することは認められない。 

第３条 

 §1. 以下の者は無能力の期間中選挙権の一時停止に処せられ投票することは認められない： 

   １º 禁治産者の状態にある者たち、1973年６月29日の国法の適用により延長された未成年の状態にある者たち並びに変質者たち

及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の

第Ⅰ章乃至第Ⅵ章の諸規定の適用により収容されている者たち。 

     上記の対象となる選挙無能力は禁治産者、延長された未成年者若しくは収容者が最終的に自由になると同時に終わる。 

   ２º 主件で故意の違反により少なくとも３か月の禁固刑か少なくとも３か月の軍事禁固刑に処せられた者たち； 

   ３º 刑法第380条の２の３ºの適用によるか又は変質者たち及び習慣性の軽犯罪者たちに対して社会的に庇護する1964年７月１日

の国法第１条により補完された1930年４月９日の国法の第22条及び第23条の適用により連邦政府の措置に従ってきた者たち。 

    上記の対象となる者たちの選挙無能力は連邦政府の措置への服従が終わるときに中止される。 

 §2. 有権者から最終的に排除されたか又は選挙権が一時停止された者たちはアルファベット順の資料カードに関係者ごとに１枚の

カードの割合で記入される。その資料カードは基礎自治体理事会により恒久的な方法で毎日きちんと管理される。 

    この資料カードはこれらの者たちの誰に対しても以下の記載事項に限って複写される： 

   1. 禁治産者若しくは収容者の苗字、名前、誕生地及び日、居住地； 

   2. 決定を宣告した裁判所及びその日時； 

   3. 有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止が終了した日。 

    選挙権の一時停止に処せられた者たちの氏名を記載した資料カードは無能力が終了するや直ちに破棄される。 

    この資料カードは日常自動化した方法を使って作成されたり管理されたりすることは認められない。内容は第三者に伝えられ

てはならない。 

 §3. 刑法第87条は段標１及び２に予定された無能力には適用できない。 

 §4. 有罪判決が執行猶予付きで宣告された場合には、段標１の２ºに予定された無能力は、執行猶予期間中一時停止される。 

    有罪判決が一部分執行猶予付きで宣告された場合には、執行猶予なしで宣告された刑だけが段標２の諸規定の適用が考慮に入

れられる。 

    有罪判決が発効するようになる場合には、その結果生ずる投票権の一時停止が新たな有罪判決か若しくは執行猶予を取り消す

決定の日から進行する。 

 §5. 段標１の２ºの対象となる複数の刑での有罪判決の場合には、そのそれぞれから生ずる無能力は、但し12年の期間を超えるこ

とができなければ累積される。 

    以前の有罪判決の結果生ずる無能力の期間中に但し後の有罪判決の後６年以内には終了させられない段標１の２ºの対象とな

る新たな一つ乃至複数の刑での有罪判決の場合にも同様である。 

 §6. 上級及び下級の裁判所の検事たちは、当事者たち自身、並びに当事者たちが住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たち

に、有罪判決若しくは収容の時期に、もはや通常の上訴の余地がなく有権者からの排除若しくは選挙権の一時停止を伴う有罪判

決の全て及び一時停止の全てを通知する義務がある。 
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    この通知は本条の段標２の対象となる記載事項を繰り返す。 

    上級及び下級の裁判所の検事たちは収容が終了した日も同様に通知する。 

    上級及び下級の裁判所の書記たちは当事者たちがそこに住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たちに禁治産及び禁治産

解除を通知する。 

    政府は基礎自治体当局がこれらの通知を取り扱い、保管し、又住所変更の場合は転送する方法を定める。 

第Ⅱ章 選挙人の登録簿 

第１節 選挙人登録簿の作成 

第１条 投票は選挙人が選挙人登録簿に登録されている基礎自治体で行われる。 

第２条  

 §1. その間に基礎自治体議会の通常の全面改選が行われる年の８月１日に基礎自治体理事会は７月31日現在の選挙人登録簿を作成

する。 

 §2. この登録簿は以下のものを含む： 

   1. 記載された日現在基礎自治体住民登録簿に登録され、且つ前章第１条の§１の対象となる有権者のその他の諸条件を満たし

ている者たち； 

   2. ８月１日と選挙当日の間に、満18歳に達した有資格の選挙人たち； 

   3. 選挙の前に選挙権の一時停止が終了している者たち。 

     選挙人登録簿は個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号を記載する。 

 §3. 基礎自治体選挙法第１条の２により有資格の選挙人たちについてはその国籍も記載する。加えて、その名前の正面に《C》の

文字が表示される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により有資格の選挙人たちについても同様に、その国籍を記載する。加えて、その名前の正面に

《E》の文字が表示される。 

 §4. 万一の場合には、基礎自治体理事会は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる選挙人の公表を行い、選挙人登録簿の上に有権者

の氏名の正面に《A》の文字を転記する。 

第３条 

 §1. 選挙人登録簿は基礎自治体によってか、若しくは万一の場合には基礎自治体の地区によって、連続記数法に従って、特にアル

ファベット順に作成される。但し基礎自治体理事会は住民登録簿上の同じ住所に登録されている者たちの同じ投票センターへの

招集に留意する。 

    地区選挙がそこで企画される基礎自治体では、登録簿は基礎自治体により地区に応じた割振りに基づき作られる。 

 §2. 選挙人登録簿の一冊が直ちに県知事又はその指定した公務員に送達される。２冊目は同時に政府若しくはその代理者に情報伝

達のために送達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §3. 知事若しくはその指定した公務員は必要な検証を行って、その受理後１か月以内に、基礎自治体理事会に留意点が記載され且

つ修正が施された当該選挙人登録簿を返送する。この修正が記載された登録簿の写しは点検のために政府若しくはその代理者に

極短期間に伝達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§３に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §4. 基礎自治体理事会は極短期間に要求された訂正を行う。加えて、同理事会は、登録簿に選挙人登録簿への登録の申請を申し出

た住民登録簿に登録された新たな選挙人たちの名前、並びに他のヨーロッパ連合構成諸国及び第３国の所属民たちを加え、且つ

その間に一時停止若しくは排除の条項に該当することが分かったか、又は基礎自治体の住民登録簿から削除されている者たちの

削除を行う。 

第４条 

 §1. この日から、何人でも自分が、又はその他の全ての者が要録簿に記載されているか又は正確に登録されているかを検証するこ

とができる。選挙人登録簿に不正確に記載され、記載漏れがあるか若しくは抹消されているか、又はそのためにこの登録簿が規

定された記載を不正確に表示していると思った者は誰でも基礎自治体理事会に選挙当日の12日前までに異議申立を開始すること

ができる。 

 §2. その同じ日から、ベルギー国籍を取得して且つ有権者の諸条件を満たした者は誰でもこの日以前にベルギー国籍を取得してい

たならば、本法の本章第９条乃至第11条に予定された手続に従って、前述の登録簿に登録されるべき基礎自治体において基礎自

治体理事会に、その選挙の日前12日までに前述の登録簿についての無登録に対する異議申立を提起することができる。 

 §3. 基礎自治体理事会はこの告示を８月１日から公示するが、その開始時刻は基礎自治体書記に任せ、本法の本章第９条乃至第11

条に予定された手続に従って、異議申立及び上訴の手続を提起することができる。 

 §4. 選挙の前20日から、基礎自治体理事会は前条の§３に予定された修正を行う。 

    選挙当日までに基礎自治体理事会は選挙人登録簿に以下の修正を施す： 
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   １º ベルギー国籍を失ったことによるにせよ、職権による抹消措置の結果によるか又は外国に出発のためにワロン地域圏住民登

録簿から抹消されたからによるにせよ、死亡したからによるにせよ、８月１日以降に選挙人名簿から抹消しなければならない

者たち； 

   ２º 選挙人登録簿が作成された後で、前章第３条{無能力}の執行としてなされる通告； 

   ３º 本章第17条の対象となる基礎自治体理事会の決定、又は本章第22条の対象となる控訴院の判決の結果としての選挙人登録簿

に関する修正； 

   ４º 選挙の前12日以内にベルギー国籍を取得した者たち。 

第２節 選挙人登録簿の引渡し 

第５条 

 §1. 本条の対象となる登録簿が作成されたら直ちに基礎自治体理事会か、若しくはその指定した公務員は、書面により基礎自治体

の文書の中で基礎自治体における選挙に候補者名簿を提起する約束をし、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日の法律により、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日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する政党に

よる受任者たちにその簿冊若しくは写しを発送する義務がある。 

    請求は長宛ての書留郵便で行われなければならない。 

    写しは紙か又は書式が政府により決められる作動できるコンピュータで発送される。 

 §2. 段標１の対象となる各政党は、基礎自治体内の選挙に候補者名簿を提出する限り、党の選択で段標１の対象となる紙か又はコ

ンピュータでこの登録簿の簿冊若しくは写しを２部無料で入手できる。 

    追加の簿冊若しくは写しの発送は基礎自治体理事会により定められる実費の支払に対して行われる。 

    政党が候補者名簿を提出しない場合には、選挙目的にもかかわらず、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、

もはや選挙人登録簿の使用ができなくなる。 

 §3. 選挙のために提出される推薦証書に、段標１の対象となる紙又はコンピュータ上に候補者として表示される者は誰でも、長宛

ての書留郵便で請求をし、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日の法律により、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日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する約束をした限り行われ、実費の支払と引替えに選挙

人登録簿の簿冊若しくは写しを入手することができる。 

    基礎自治体理事会は、発送時に、当事者が選挙の候補者として推薦されていることを検証する。 

    請求者が後日候補者名簿から抹消された場合には、本法本章の第34条に規定された刑罰の刑を受けるために、もはや選挙人登

録簿の使用ができなくなる。 

 §4. 選挙人登録簿が作成されると直ちに、基礎自治体理事会、又はその指名した公務員は、本巻第Ⅰ編第16条第３段落の対象とな

る寄託者に、寄託者及び推薦された候補者たちがその基礎自治体の選挙人であることを証明する抄本を送達する義務がある。 

 §5. 段標１及び３の対象となる請求は段標２の第３段落、段標３の第３段落及び段標６、並びに本章の第34条に再掲される。政府

がこの請求の書式を定める。 

 §6. 基礎自治体理事会は請求をしてきた者以外の者たちに本章第34条に予定された刑罰の罰を受けるために、段標１、３及び４に

従って選挙人登録日の簿冊若しくは写しを送達することはできない。これらの簿冊若しくは写しを受け取った者たちは順送りに

第三者たちに伝達することはできない。 

    本条を適用して送達される選挙人登録簿の簿冊若しくは写しは、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、登

録簿の発送と選挙当日の間の期間以外を含む選挙目的のためにだけしか使用することができない。 

第３節 選挙人登録簿の利用 

第６条 

 §1. 基礎自治体理事会は基礎自治体の選挙人登録簿の簿冊２部を作成されたら直ちに政府若しくはその代理者に発送する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§１に従い伝達がデジタル法で行われることを決定できる。 

 §2. 受領したら直ちに、政府若しくはその代理者はその決めた方法で、理由のいかんを問わず人々がその中の複数に再掲されてい

ないかどうかを検証するために選挙人登録簿の比較を行う。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§３に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    検証の後で、政府若しくはその代理者は極短期間に前述の段落の対象となる者たちを決定してその記録を関係基礎自治体理事

会に伝達する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条§２に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    政府は選挙人を抹消する選挙区有権者団及び登録を維持する選挙区有権者団を指定する。 
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    この通知は本条の段標２の対象となる記載事項を繰り返す。 

    上級及び下級の裁判所の検事たちは収容が終了した日も同様に通知する。 

    上級及び下級の裁判所の書記たちは当事者たちがそこに住民登録簿に登録されている基礎自治体の長たちに禁治産及び禁治産

解除を通知する。 

    政府は基礎自治体当局がこれらの通知を取り扱い、保管し、又住所変更の場合は転送する方法を定める。 

第Ⅱ章 選挙人の登録簿 

第１節 選挙人登録簿の作成 

第１条 投票は選挙人が選挙人登録簿に登録されている基礎自治体で行われる。 

第２条  

 §1. その間に基礎自治体議会の通常の全面改選が行われる年の８月１日に基礎自治体理事会は７月31日現在の選挙人登録簿を作成

する。 

 §2. この登録簿は以下のものを含む： 

   1. 記載された日現在基礎自治体住民登録簿に登録され、且つ前章第１条の§１の対象となる有権者のその他の諸条件を満たし

ている者たち； 

   2. ８月１日と選挙当日の間に、満18歳に達した有資格の選挙人たち； 

   3. 選挙の前に選挙権の一時停止が終了している者たち。 

     選挙人登録簿は個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号を記載する。 

 §3. 基礎自治体選挙法第１条の２により有資格の選挙人たちについてはその国籍も記載する。加えて、その名前の正面に《C》の

文字が表示される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により有資格の選挙人たちについても同様に、その国籍を記載する。加えて、その名前の正面に

《E》の文字が表示される。 

 §4. 万一の場合には、基礎自治体理事会は本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条の対象となる選挙人の公表を行い、選挙人登録簿の上に有権者

の氏名の正面に《A》の文字を転記する。 

第３条 

 §1. 選挙人登録簿は基礎自治体によってか、若しくは万一の場合には基礎自治体の地区によって、連続記数法に従って、特にアル

ファベット順に作成される。但し基礎自治体理事会は住民登録簿上の同じ住所に登録されている者たちの同じ投票センターへの

招集に留意する。 

    地区選挙がそこで企画される基礎自治体では、登録簿は基礎自治体により地区に応じた割振りに基づき作られる。 

 §2. 選挙人登録簿の一冊が直ちに県知事又はその指定した公務員に送達される。２冊目は同時に政府若しくはその代理者に情報伝

達のために送達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §3. 知事若しくはその指定した公務員は必要な検証を行って、その受理後１か月以内に、基礎自治体理事会に留意点が記載され且

つ修正が施された当該選挙人登録簿を返送する。この修正が記載された登録簿の写しは点検のために政府若しくはその代理者に

極短期間に伝達される。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§３に従って伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

 §4. 基礎自治体理事会は極短期間に要求された訂正を行う。加えて、同理事会は、登録簿に選挙人登録簿への登録の申請を申し出

た住民登録簿に登録された新たな選挙人たちの名前、並びに他のヨーロッパ連合構成諸国及び第３国の所属民たちを加え、且つ

その間に一時停止若しくは排除の条項に該当することが分かったか、又は基礎自治体の住民登録簿から削除されている者たちの

削除を行う。 

第４条 

 §1. この日から、何人でも自分が、又はその他の全ての者が要録簿に記載されているか又は正確に登録されているかを検証するこ

とができる。選挙人登録簿に不正確に記載され、記載漏れがあるか若しくは抹消されているか、又はそのためにこの登録簿が規

定された記載を不正確に表示していると思った者は誰でも基礎自治体理事会に選挙当日の12日前までに異議申立を開始すること

ができる。 

 §2. その同じ日から、ベルギー国籍を取得して且つ有権者の諸条件を満たした者は誰でもこの日以前にベルギー国籍を取得してい

たならば、本法の本章第９条乃至第11条に予定された手続に従って、前述の登録簿に登録されるべき基礎自治体において基礎自

治体理事会に、その選挙の日前12日までに前述の登録簿についての無登録に対する異議申立を提起することができる。 

 §3. 基礎自治体理事会はこの告示を８月１日から公示するが、その開始時刻は基礎自治体書記に任せ、本法の本章第９条乃至第11

条に予定された手続に従って、異議申立及び上訴の手続を提起することができる。 

 §4. 選挙の前20日から、基礎自治体理事会は前条の§３に予定された修正を行う。 

    選挙当日までに基礎自治体理事会は選挙人登録簿に以下の修正を施す： 
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   １º ベルギー国籍を失ったことによるにせよ、職権による抹消措置の結果によるか又は外国に出発のためにワロン地域圏住民登

録簿から抹消されたからによるにせよ、死亡したからによるにせよ、８月１日以降に選挙人名簿から抹消しなければならない

者たち； 

   ２º 選挙人登録簿が作成された後で、前章第３条{無能力}の執行としてなされる通告； 

   ３º 本章第17条の対象となる基礎自治体理事会の決定、又は本章第22条の対象となる控訴院の判決の結果としての選挙人登録簿

に関する修正； 

   ４º 選挙の前12日以内にベルギー国籍を取得した者たち。 

第２節 選挙人登録簿の引渡し 

第５条 

 §1. 本条の対象となる登録簿が作成されたら直ちに基礎自治体理事会か、若しくはその指定した公務員は、書面により基礎自治体

の文書の中で基礎自治体における選挙に候補者名簿を提起する約束をし、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日の法律により、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日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する政党に

よる受任者たちにその簿冊若しくは写しを発送する義務がある。 

    請求は長宛ての書留郵便で行われなければならない。 

    写しは紙か又は書式が政府により決められる作動できるコンピュータで発送される。 

 §2. 段標１の対象となる各政党は、基礎自治体内の選挙に候補者名簿を提出する限り、党の選択で段標１の対象となる紙か又はコ

ンピュータでこの登録簿の簿冊若しくは写しを２部無料で入手できる。 

    追加の簿冊若しくは写しの発送は基礎自治体理事会により定められる実費の支払に対して行われる。 

    政党が候補者名簿を提出しない場合には、選挙目的にもかかわらず、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、

もはや選挙人登録簿の使用ができなくなる。 

 §3. 選挙のために提出される推薦証書に、段標１の対象となる紙又はコンピュータ上に候補者として表示される者は誰でも、長宛

ての書留郵便で請求をし、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日の法律により、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日の法律により民主的な内容の諸原則を尊重する約束をした限り行われ、実費の支払と引替えに選挙

人登録簿の簿冊若しくは写しを入手することができる。 

    基礎自治体理事会は、発送時に、当事者が選挙の候補者として推薦されていることを検証する。 

    請求者が後日候補者名簿から抹消された場合には、本法本章の第34条に規定された刑罰の刑を受けるために、もはや選挙人登

録簿の使用ができなくなる。 

 §4. 選挙人登録簿が作成されると直ちに、基礎自治体理事会、又はその指名した公務員は、本巻第Ⅰ編第16条第３段落の対象とな

る寄託者に、寄託者及び推薦された候補者たちがその基礎自治体の選挙人であることを証明する抄本を送達する義務がある。 

 §5. 段標１及び３の対象となる請求は段標２の第３段落、段標３の第３段落及び段標６、並びに本章の第34条に再掲される。政府

がこの請求の書式を定める。 

 §6. 基礎自治体理事会は請求をしてきた者以外の者たちに本章第34条に予定された刑罰の罰を受けるために、段標１、３及び４に

従って選挙人登録日の簿冊若しくは写しを送達することはできない。これらの簿冊若しくは写しを受け取った者たちは順送りに

第三者たちに伝達することはできない。 

    本条を適用して送達される選挙人登録簿の簿冊若しくは写しは、本法本章の第34条に規定された刑罰の罰を受けるために、登

録簿の発送と選挙当日の間の期間以外を含む選挙目的のためにだけしか使用することができない。 

第３節 選挙人登録簿の利用 

第６条 

 §1. 基礎自治体理事会は基礎自治体の選挙人登録簿の簿冊２部を作成されたら直ちに政府若しくはその代理者に発送する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§１に従い伝達がデジタル法で行われることを決定できる。 

 §2. 受領したら直ちに、政府若しくはその代理者はその決めた方法で、理由のいかんを問わず人々がその中の複数に再掲されてい

ないかどうかを検証するために選挙人登録簿の比較を行う。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条の§３に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    検証の後で、政府若しくはその代理者は極短期間に前述の段落の対象となる者たちを決定してその記録を関係基礎自治体理事

会に伝達する。 

    政府は本巻第４編第Ⅰ章第１条§２に従い伝達がデジタル法で行われることを決定することができる。 

    政府は選挙人を抹消する選挙区有権者団及び登録を維持する選挙区有権者団を指定する。 
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    有権者団はこの決定の受領証を渡す。 

    関係選挙区有権者団は４日以内にこの決定の対象となる選挙人の抹消を行う。 

    抹消は直ちに関係者たちに通告される。抹消は本章第９条乃至第11条に予定される上訴に委ねられる。 

第７条 

 §1. 基礎自治体理事会は選挙人登録簿から次の二つの調査表を作成する。 

   １º 第１は投票事務所長職若しくは開票事務所長職に指名することができる選挙人たちを含む； 

   ２º 第２は投票事務所若しくは開票事務所の立会人若しくは補欠立会人として指名することができる選挙人たちを含む。これに

は事務所ごとに12人の名前を含む。 

 §2. これらの調査表は遅くとも９月１日までに基礎自治体事務局長に伝達される。次に本編第Ⅴ章第５条に従い小郡事務局長に伝

達される。 

    これらの調査表の発送後直ちに、基礎自治体理事会は県知事に通知する。 

 §3. 事務局は本編第Ⅴ章第５条の§１の手続に従い投票事務所長の任命を行ったら直ちに、基礎自治体当局はそのようにして指名

された投票事務所長たちに、選挙当日までに、本章第４条の§４に従い投票登録簿に加えられなければならない修正を直接伝達

する。 

第８条 

 §1. 基礎自治体理事会は以下の秘密保持を尊重して選挙人登録簿及び投票登録簿作成の作業を業者に委託することができる： 

   １º 完璧で名誉に掛けてそれにより選挙過程特有の秘密保持を尊重する約束をする宣言に署名する業者； 

   ２º 業者は、名簿若しくは磁気媒体を基に、国民登録簿の資料を直接使用するようになるときは、完璧で名誉に掛けてそれによ

り個人的特徴の資料の取扱いに関する私生活の保護に関する1992年12月８日の法律第16条尊重する約束をする宣言に署名す

る； 

   ３º 業者は基礎自治体理事会により受け取ることをはっきりと認めていない者たちに登録簿を提供することはできない； 

   ４º 選挙人登録簿及び投票登録簿の印刷及び配達は基礎自治体理事会の監督下で行われる。業者にはまだこれらの登録簿の正確

さ及び正確な配達に対する責任が残されている。 

 §2. 政府が段標１の１º及び２ºの対象となる書式を決める。 

第４節 選挙人登録簿に対する上訴 

第９条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人登録簿に不当に登録され、脱漏するか若しくは抹消され、又はその

ためにこの登録簿が本章第２条の§２に規定された記載を不正確に表示している者たちは誰でも、選挙の日前12日までに基礎自治体

理事会に異議申立を提起することができる。 

第10条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人名簿に登録されている基礎自治体が位置している選挙区において有

権者の諸条件を満たしている者たちは誰でも、上述の登録簿の名前の記名、抹消若しくは脱漏に対して又は本章第２条の§２に規定

された記載の不正確な表示全てに対して、選挙の日前12日までに基礎自治体理事会に異議申立を提起することができる。 

第11条 第９条若しくは第10条の対象となる異議申立は申請により提起され、且つ申請人が利用したい弁明できる書類全てと併せて、

基礎自治体書記に受領証と引替えに送られるか又は基礎自治体理事会に書留郵便で送達されなければならない。 

 異議申立を受理した公務員は特別の登録簿に登録した日付を記載し証拠を示す書類と併せて受領証を交付する義務がある。その登録

簿はそれぞれ異議申立ごとに一件書類となり、提出された書類に整理番号が付されて花押が押され、且つそれぞれの一件書類に付け

加えられた目録の中の序列番号とともに登録される。 

第12条 申告する当事者が字が書けない状態の場合は、異議申立は口頭で行われることができる。その申立は基礎自治体の書記若しく

はその代理者により受理される。 

 受理した公務員は直ちに当事者が字が書けない状態にあると申告したのを確認した調書を作成する。 

 調書は当事者により援用された理由を含む。その公務員はこの調書に日付を記入して署名し、読み上げた後で出頭者に２部渡す。 

 次に前条第２段落に予定された手続を取る。 

第13条 一件書類に関係のある基礎自治体当局は無料で申請人が選挙人登録簿の修正の理由を説明するために援用するその保持してい

る全ての公文書をコピーか若しくは抜粋する。 

 基礎自治体当局は職権で当事者により援用される理由を補強できるその保持している全ての公文書を一件書類に加えて前条に予定さ

れた調書に含める。 

第14条 異議申立事件目録が申立事件若しくは申立諸事件が取り扱われる会議の場所、日時を指定する。 

 この目録は少なくとも会議の24時間前に基礎自治体事務局に掲示され、そこでは周知され且つコピーすることもできる。 

 基礎自治体当局は直ちにあらゆる手段により申請人に、万一の場合には利害関係のある当事者に、異議申立が審理される日を通知す

る。 

 この通知は本章第17条の第２段落及び第４段落に予定されているように、申立への決定に対する控訴だけが会議で申し立てられるこ

とができる旨はっきりと記載する。 

－ 207 － 

第15条 前条に予定された期間中に、異議申立の一件書類及び次の第16条の第２段落の対象となる報告は、事務局で、当事者たち、そ

の弁護人たち若しくはその代理人たちに自由に利用できるようにされる。 

第16条 基礎自治体理事会は全ての異議申立に申請の提出又は第11条及び第12条の対象となる調書から４日の期限以内に、且つあらゆ

る場合に選挙当日の７日前に裁定を下す義務がある。 

 基礎自治体理事会は公開の議場で理事会の構成員の一人の報告に基づき、出席していれば当事者たち、その弁護人たちかその代理人

たちに聴聞をした後で裁定を下す。 

第17条 理由を付し、報告者の名前及び出席構成員の名前を記した決定は、事件ごとに別々に行われる；その決定は特別な登録簿に登

録される。 

 理事会の議長は当事者たち、その弁護人たち若しくはその代理人たちに、その要求があれば、前段落の対象となる登録簿、上訴の申

告に署名するよう依頼する。 

 欠席した当事者たちは理事会により下された決定に従うものと見なされる。 

 上訴の届出がなく、申し立てたか若しくは証拠を提出した当事者たちにより署名されれば、理事会の決定は終局を迎える。決定の最

終的性質の記載が第１段落の対象となる特別の登録簿に行われて選挙人登録簿の修正が即刻執行される。 

 理事会の決定は誰でも無料で見ることができる基礎自治体事務局に託される。 

 理事会の決定に対する上訴は選挙人名簿の全ての変更を停止させる。 

第18条 長は直ちに、あらゆる方法で、上訴に掛けられた理事会の決定の写しを係争の関係書類と一緒に控訴院に送達する。 

 当事者たちは一件書類の受理後５日以内に、又あらゆる場合に選挙当日の前日に控訴院に出頭するよう要請される。当事者たちが事

件を審理するために指定された法廷に書面の抗弁を送るのは自由である。 

第19条 同院が尋問を命ずる場合には、治安判事に委任することができる。 

第20条 尋問が同院で行われる場合には、事務総長が定められた日に事実が究明される少なくとも24時間前に当事者たちに知らせる。 

第21条 証人たちは料金への権利を失うことなく自発的に出頭することができる。証人たちは簡易な召喚状により出頭する義務がある。

証人たちは軽罪事件として宣誓する。 

 不出頭か若しくは偽りの証言をした場合には、軽罪事件として告訴され処罰される。 

 但し、欠席した証人に対して科せられる罰は検事の求刑なしに同院によってか又は証人尋問を行う司法官によって科せられる。 

第22条 選挙の証人尋問においては、証人は誰も裁判法第937条を適用した留置をされてはならない。但し、３親等までの親族若しく

は姻族は証人として聴聞されてはならない。 

第23条 同院での審理は公開である。 

第24条 公開の聴聞においては、同院の裁判長は当事者たちに発言権を与える；当事者たちは弁護人により代理され補佐されることが

許される。 

 同院は検事総長にその意見を質した後、直ちに公開の審議において読み上げられる判決により審議に裁定を下す。この判決は当事者

たちが無料でよく読んで調べることができる同院の事務総長に託される。 

 判決の主文は直ちにあらゆる方法で、検察官の処置によりその訴えに決定を下した基礎自治体理事会及びその他の当事者たちに通告

される。 

 選挙人登録簿の修正が含まれる判決の場合には判決は即時実行される。 

第25条 当事者の欠席と同様に出席にも上訴に判決が下される。 

第26条 申請は居住地の単一の選挙に含まれる複数の申請者たちにより提起される；そうでなければ申請者たちは最初の申請者の所の

居住地で選挙したと見なされる。 

第27条 証人の料金は強制的事項として規整される。 

第28条 当事者たちは費用の前払をする。 

 厳密な意味での訴訟の一件書類の費用ばかりでなく、当事者たちが選挙の審理中にその主張の根拠として提出するために支払われな

ければならなかった書類の全費用も含まれる。 

第29条 費用は敗訴した当事者の負担となる。当事者たちが幾つかの訴訟個条でそれぞれが敗訴した場合には、訴訟費用は双方に負担

させることができる。但し、当事者たちの主張が明らかに全く根拠がない場合には、同院は国の負担の全部若しくは一部となるもの

を命ずることができる。 

第30条 各控訴院の事務総長たちは各基礎自治体当局に判決の写しを伝達する。 

第５節 選挙登録簿に関する制裁 

第31条 本節の意味では、《選挙登録簿》は選挙人登録簿及び投票登録簿と解される。 

第32条 

 §1. 何らかの資格で、選挙人を抹消するために以下のことをした選挙登録簿の準備若しくは作成の担当者は、全て26ユーロ乃至

200ユーロの罰金及び８日乃至15日の拘留の罰を受ける。 

   １º この作業中に、書類若しくは文書を、故意に利用してきたか、交換、変質、偽造若しくは追加により変造するか、作るか； 
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    有権者団はこの決定の受領証を渡す。 

    関係選挙区有権者団は４日以内にこの決定の対象となる選挙人の抹消を行う。 

    抹消は直ちに関係者たちに通告される。抹消は本章第９条乃至第11条に予定される上訴に委ねられる。 

第７条 

 §1. 基礎自治体理事会は選挙人登録簿から次の二つの調査表を作成する。 

   １º 第１は投票事務所長職若しくは開票事務所長職に指名することができる選挙人たちを含む； 

   ２º 第２は投票事務所若しくは開票事務所の立会人若しくは補欠立会人として指名することができる選挙人たちを含む。これに

は事務所ごとに12人の名前を含む。 

 §2. これらの調査表は遅くとも９月１日までに基礎自治体事務局長に伝達される。次に本編第Ⅴ章第５条に従い小郡事務局長に伝

達される。 

    これらの調査表の発送後直ちに、基礎自治体理事会は県知事に通知する。 

 §3. 事務局は本編第Ⅴ章第５条の§１の手続に従い投票事務所長の任命を行ったら直ちに、基礎自治体当局はそのようにして指名

された投票事務所長たちに、選挙当日までに、本章第４条の§４に従い投票登録簿に加えられなければならない修正を直接伝達

する。 

第８条 

 §1. 基礎自治体理事会は以下の秘密保持を尊重して選挙人登録簿及び投票登録簿作成の作業を業者に委託することができる： 

   １º 完璧で名誉に掛けてそれにより選挙過程特有の秘密保持を尊重する約束をする宣言に署名する業者； 

   ２º 業者は、名簿若しくは磁気媒体を基に、国民登録簿の資料を直接使用するようになるときは、完璧で名誉に掛けてそれによ

り個人的特徴の資料の取扱いに関する私生活の保護に関する1992年12月８日の法律第16条尊重する約束をする宣言に署名す

る； 

   ３º 業者は基礎自治体理事会により受け取ることをはっきりと認めていない者たちに登録簿を提供することはできない； 

   ４º 選挙人登録簿及び投票登録簿の印刷及び配達は基礎自治体理事会の監督下で行われる。業者にはまだこれらの登録簿の正確

さ及び正確な配達に対する責任が残されている。 

 §2. 政府が段標１の１º及び２ºの対象となる書式を決める。 

第４節 選挙人登録簿に対する上訴 

第９条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人登録簿に不当に登録され、脱漏するか若しくは抹消され、又はその

ためにこの登録簿が本章第２条の§２に規定された記載を不正確に表示している者たちは誰でも、選挙の日前12日までに基礎自治体

理事会に異議申立を提起することができる。 

第10条 選挙人登録簿が決定されなければならない日から、選挙人名簿に登録されている基礎自治体が位置している選挙区において有

権者の諸条件を満たしている者たちは誰でも、上述の登録簿の名前の記名、抹消若しくは脱漏に対して又は本章第２条の§２に規定

された記載の不正確な表示全てに対して、選挙の日前12日までに基礎自治体理事会に異議申立を提起することができる。 

第11条 第９条若しくは第10条の対象となる異議申立は申請により提起され、且つ申請人が利用したい弁明できる書類全てと併せて、

基礎自治体書記に受領証と引替えに送られるか又は基礎自治体理事会に書留郵便で送達されなければならない。 

 異議申立を受理した公務員は特別の登録簿に登録した日付を記載し証拠を示す書類と併せて受領証を交付する義務がある。その登録

簿はそれぞれ異議申立ごとに一件書類となり、提出された書類に整理番号が付されて花押が押され、且つそれぞれの一件書類に付け

加えられた目録の中の序列番号とともに登録される。 

第12条 申告する当事者が字が書けない状態の場合は、異議申立は口頭で行われることができる。その申立は基礎自治体の書記若しく

はその代理者により受理される。 

 受理した公務員は直ちに当事者が字が書けない状態にあると申告したのを確認した調書を作成する。 

 調書は当事者により援用された理由を含む。その公務員はこの調書に日付を記入して署名し、読み上げた後で出頭者に２部渡す。 

 次に前条第２段落に予定された手続を取る。 

第13条 一件書類に関係のある基礎自治体当局は無料で申請人が選挙人登録簿の修正の理由を説明するために援用するその保持してい

る全ての公文書をコピーか若しくは抜粋する。 

 基礎自治体当局は職権で当事者により援用される理由を補強できるその保持している全ての公文書を一件書類に加えて前条に予定さ

れた調書に含める。 

第14条 異議申立事件目録が申立事件若しくは申立諸事件が取り扱われる会議の場所、日時を指定する。 

 この目録は少なくとも会議の24時間前に基礎自治体事務局に掲示され、そこでは周知され且つコピーすることもできる。 

 基礎自治体当局は直ちにあらゆる手段により申請人に、万一の場合には利害関係のある当事者に、異議申立が審理される日を通知す

る。 

 この通知は本章第17条の第２段落及び第４段落に予定されているように、申立への決定に対する控訴だけが会議で申し立てられるこ

とができる旨はっきりと記載する。 
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第15条 前条に予定された期間中に、異議申立の一件書類及び次の第16条の第２段落の対象となる報告は、事務局で、当事者たち、そ

の弁護人たち若しくはその代理人たちに自由に利用できるようにされる。 

第16条 基礎自治体理事会は全ての異議申立に申請の提出又は第11条及び第12条の対象となる調書から４日の期限以内に、且つあらゆ

る場合に選挙当日の７日前に裁定を下す義務がある。 

 基礎自治体理事会は公開の議場で理事会の構成員の一人の報告に基づき、出席していれば当事者たち、その弁護人たちかその代理人

たちに聴聞をした後で裁定を下す。 

第17条 理由を付し、報告者の名前及び出席構成員の名前を記した決定は、事件ごとに別々に行われる；その決定は特別な登録簿に登

録される。 

 理事会の議長は当事者たち、その弁護人たち若しくはその代理人たちに、その要求があれば、前段落の対象となる登録簿、上訴の申

告に署名するよう依頼する。 

 欠席した当事者たちは理事会により下された決定に従うものと見なされる。 

 上訴の届出がなく、申し立てたか若しくは証拠を提出した当事者たちにより署名されれば、理事会の決定は終局を迎える。決定の最

終的性質の記載が第１段落の対象となる特別の登録簿に行われて選挙人登録簿の修正が即刻執行される。 

 理事会の決定は誰でも無料で見ることができる基礎自治体事務局に託される。 

 理事会の決定に対する上訴は選挙人名簿の全ての変更を停止させる。 

第18条 長は直ちに、あらゆる方法で、上訴に掛けられた理事会の決定の写しを係争の関係書類と一緒に控訴院に送達する。 

 当事者たちは一件書類の受理後５日以内に、又あらゆる場合に選挙当日の前日に控訴院に出頭するよう要請される。当事者たちが事

件を審理するために指定された法廷に書面の抗弁を送るのは自由である。 

第19条 同院が尋問を命ずる場合には、治安判事に委任することができる。 

第20条 尋問が同院で行われる場合には、事務総長が定められた日に事実が究明される少なくとも24時間前に当事者たちに知らせる。 

第21条 証人たちは料金への権利を失うことなく自発的に出頭することができる。証人たちは簡易な召喚状により出頭する義務がある。

証人たちは軽罪事件として宣誓する。 

 不出頭か若しくは偽りの証言をした場合には、軽罪事件として告訴され処罰される。 

 但し、欠席した証人に対して科せられる罰は検事の求刑なしに同院によってか又は証人尋問を行う司法官によって科せられる。 

第22条 選挙の証人尋問においては、証人は誰も裁判法第937条を適用した留置をされてはならない。但し、３親等までの親族若しく

は姻族は証人として聴聞されてはならない。 

第23条 同院での審理は公開である。 

第24条 公開の聴聞においては、同院の裁判長は当事者たちに発言権を与える；当事者たちは弁護人により代理され補佐されることが

許される。 

 同院は検事総長にその意見を質した後、直ちに公開の審議において読み上げられる判決により審議に裁定を下す。この判決は当事者

たちが無料でよく読んで調べることができる同院の事務総長に託される。 

 判決の主文は直ちにあらゆる方法で、検察官の処置によりその訴えに決定を下した基礎自治体理事会及びその他の当事者たちに通告

される。 

 選挙人登録簿の修正が含まれる判決の場合には判決は即時実行される。 

第25条 当事者の欠席と同様に出席にも上訴に判決が下される。 

第26条 申請は居住地の単一の選挙に含まれる複数の申請者たちにより提起される；そうでなければ申請者たちは最初の申請者の所の

居住地で選挙したと見なされる。 

第27条 証人の料金は強制的事項として規整される。 

第28条 当事者たちは費用の前払をする。 

 厳密な意味での訴訟の一件書類の費用ばかりでなく、当事者たちが選挙の審理中にその主張の根拠として提出するために支払われな

ければならなかった書類の全費用も含まれる。 

第29条 費用は敗訴した当事者の負担となる。当事者たちが幾つかの訴訟個条でそれぞれが敗訴した場合には、訴訟費用は双方に負担

させることができる。但し、当事者たちの主張が明らかに全く根拠がない場合には、同院は国の負担の全部若しくは一部となるもの

を命ずることができる。 

第30条 各控訴院の事務総長たちは各基礎自治体当局に判決の写しを伝達する。 

第５節 選挙登録簿に関する制裁 

第31条 本節の意味では、《選挙登録簿》は選挙人登録簿及び投票登録簿と解される。 

第32条 

 §1. 何らかの資格で、選挙人を抹消するために以下のことをした選挙登録簿の準備若しくは作成の担当者は、全て26ユーロ乃至

200ユーロの罰金及び８日乃至15日の拘留の罰を受ける。 

   １º この作業中に、書類若しくは文書を、故意に利用してきたか、交換、変質、偽造若しくは追加により変造するか、作るか； 

－ 207 －



－ 208 － 

   ２º 変造、追加若しくは脱落により選挙登録簿に、登録簿の作成のために利用されることができる書類若しくは文書により提供

される資料に故意に不正確に転載されるか。 

     この犯罪が一人の人間に選挙人の資格を得させるために犯された場合には、拘留は８日乃至１か月に、罰金は50ユーロ乃至

500ユーロとなる。 

 §2. 本編第５章第43条により設定される６か月の時効は、本条に予定される犯罪に関するものについては、選挙登録簿及びその関

係書類が県知事若しくはその指名した公務員に発送された日から進行し始める。 

第33条 その選挙管轄権の行使中に、その報告書で、不正を行ったか、登録簿への登録申請を却下するか、このためにでっち上げか虚

構かで変質、偽造若しくは追加により変造されたことが分かっている書類若しくは文書を援用するか若しくは利用して、選挙人の登

録若しくは抹消を命ずるかして不正を行った基礎自治体理事会の構成員全員、基礎自治体議員全員は、３か月乃至２年の禁固刑に処

せられる。 

 但し、起訴は選挙人の登録若しくは抹消についての上訴が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定の対象と

なるはずの場合にしか行うことはできない。 

 本編第５章第43条により設定される時効は、この決定から進行し始める。 

第34条  

 §1. 本章第５条の§６に違反して、選挙人登録簿の簿冊若しくは写しを受け取る資格のない者たちに引き渡すか、これらの簿冊若

しくは写しを正規に受け取った後で第三者に渡すか、選挙以外の目的で選挙人登録簿の資料を利用するかした犯人、共同正犯者

若しくは共犯者のような者は３か月乃至５年の禁固刑及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金か、又はこれらの罰のいずれか一つに

処せられる。 

 §2. 段標１の対象となる犯罪の共犯者として受ける罰は、これらの犯罪の犯人である場合に適用されるものの３分の２を超えるこ

とはない。 

第35条 選挙登録簿に登録されるために故意に歪められた申告をするか又は虚偽表示と分かっている証書を提出した者は誰でも26ユー

ロ乃至200ユーロの罰金刑に処せられる。 

 この登録簿に一人の人間を登録させるか又は抹消させるために故意に同様な操作を行った者は誰でも同様な罰に処される。 

 但し、起訴は登録若しくは抹消についての請求が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定により却下された

場合にしか行うことはできない。 

 この種の決定は、書類又はそれに関連する資料と併せて、基礎自治体理事会によってか、控訴院によって下され、知事から職権でも

要求することができる王室検事に伝達される。 

第Ⅲ章 有権者の配分 

第１条 

 §1. 基礎自治体の選挙人はそれぞれ800人以下150人以上の選挙人を数えることができる投票区に配分される。 

    投票用紙で投票を行うときは、但しこの人数が2,000人を超えることがなければ、政府は投票区ごとの選挙人の人数を増やす

ことができる。 

    その内部で地区の選挙を企画する基礎自治体においては、知事は選挙人たちが地区ごとに且つ投票区ごとに配分されるよう決

定することができる。 

 §2. 遅くとも９月10日までに、県知事若しくはその指名した公務員は、基礎自治体理事会の同意の上で、地区の選挙人たちを選挙

小郡ごとに配分し、小郡役所所在地から始まる各小郡の地区の順番を決める。 

    この理事会との意見の一致により、知事は各地区の投票のための別々の場所を割り振る。知事は多数の地区が要求すれば同じ

投票センターの一部となる会場の中に複数の地区を招集することができる。 

    地区への選挙人たちの配分について又場所の選定について理事会と県知事若しくはその指名した公務員との間の意見不一致の

場合は、決定権は政府にある。 

 §3. 投票センター及び場所は政府により決められた様式に従って近づき易さという最低基準を尊重して選択される。 

 §4. 本条の§２の第２段落に従い基礎自治体理事会が選挙人たちを地区ごとにそして投票区ごとに配分してきた場合には、県知事

若しくはその指名した公務員は各地区に関係地区内にある個別の場所を割り当てる。 

第２条 

 §1. 前条に従った選挙人たちの配分に基づき、基礎自治体理事会は投票区ごとの選挙人登録簿を作成し、投票登録簿が必要となる。 

    これらの登録簿は、選挙当日に、定められた投票所で投票に参加した選挙人たちの照合を行うために使用される。 

 §2. 遅くとも９月10日までに基礎自治体理事会は基礎自治体の投票登録簿の全ての簿冊を２冊県知事若しくはその指名した公務員

に送達する。 

 §3. 受け取ったら直ちに県知事若しくはその指名した公務員は基礎自治体事務局長に受領証と引き替え又は書留郵便で、その基礎

自治体の投票登録簿のそれぞれに正式の花押を押した写しを２部伝達する。同じ登録簿の簿冊を１部政府若しくはその代理に伝

達する。 
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    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い、伝達そのものがデジタル方式で行われることを決定することができる。 

 §4. 基礎自治体の事務局長との合意を得てその当局の下で、県知事は基礎自治体理事会にその基礎自治体の投票事務所に用意され

る投票登録簿を注意深く保管し、且つ本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第９条に則って予定された日にこれらの事務所の間への分配を任せるこ

とができる。基礎自治体の事務局長はこれらの登録簿が安全な場所に預けられ、且つそれらの登録簿がそこへ用意される投票事

務所長たちだけが入手されるよう留意する。 

第Ⅳ章 有権者の招集 

第１条 有権者の招集 

 §1. 基礎自治体、県及び地区の議会の全面改選のための選挙人たちの恒例の会合が、当然の権利として、６年に一度10月の第２日

曜日に開催される。 

    選挙人たちの会議も空席になった職を埋めるために、議会の決定によるか又は政府の命令により同様に臨時に招集することが

できる。それは決定若しくは政府の命令から50日以内に日曜日に随時開催される。選挙の実施の明確な予定表は政府により決め

られる。 

 §2. 選挙の92日前に、政府は選挙の執行日及び投票所の開閉時刻を指定する公式発表を行う。この公式発表は、選挙の12日前まで

に、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第９条及び第10条に従い選挙人は誰によってでも基礎自治体当局に対して異議申立が提起されることがで

きる旨も告知する。この発表が選挙期間を開始させる。 

 §3. 招集の告示が基礎自治体により投票の少なくとも20日前に常用の形式に従い公表の通常の時刻に布告される。掲示は段標６に

表示された記載を含み、招集状を受け取らなかった選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。告示は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§２の第１段落に規定されたものにも注意を促す。 

 §4. 遅くとも選挙の15日前までに、基礎自治体理事会は招集状を各選挙人にその現住所宛に発送する。知事若しくはその指定した

公務員はその発送が必要とされる期限内に実行されることに留意する。 

    招集状が選挙人に配達されなかったときは、その選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。 

    段標２に予定された公式発表にこの権利の記載が行われる。 

 §5. 選挙に招集されれば、全員が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第４条の対象となる選挙人登録簿に登録する。 

 §6. 招集状は、政府により決められた書式に従い、選挙人が投票しなければならない日及び場所、与えられる議席数、並びに投票

事務所の一般への開閉時刻に注意を促す；招集状は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅴ章第２条の§２の３ºで決められた選挙人たちの出張

旅費に関する諸規定にも注意を促す。 

    招集状の裏には本法の本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された文章のような選挙人のための知識の文章が記載される。 

    そこには登録簿に個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号、必要な場合には配偶者の苗

字、並びに選挙人名簿に記載されている番号が表示される。 

    そこにはそのために個人が招集される選挙の記載がある。 

    基礎自治体選挙法第１条の２により認められる選挙人たちについては、招集状は《C》の文字が記される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により認められる選挙人たちについては、招集状は《E》の文字が記される。 

第２条 基礎自治体理事会は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第８条の§１の１º及び２ºに予定された様式を尊重してこれらの招集状の作成の処置を

業者に委託することができる。 

 招集状の印刷及び配布は基礎自治体理事会の監督下で行われ、これらの招集状の正確さと正確な配達の全責任はまだ同理事会に残さ

れている。 

第Ⅴ章 選挙事務局の選任 

第１節 選挙事務局 

第１条 

 §1. 選挙事務局は局長、発言権を持たない書記、補佐及び補佐代理からなる。 

 §2. 本法に従い、事務局が決定しなければならないときは、過半数によりなされ、局長が裁決権を有する。 

 §3. 地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所が区別される。 

    事務所の各範疇のために、補佐及び補佐代理の人数は以下のように定められる： 

   １º 県の地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所は４人の補佐及び４人の補佐代理を数える； 

   ２º 基礎自治体の開票事務所の補佐の人数は以下のように定められる： 

      ─ 議員の人数が19人以下のときは２人の補佐及び２人の補佐代理； 

      ─ 人数が19人乃至27人のときは３人の補佐及び３人の補佐代理； 

      ─ 人数が27人を超えるときは４人の補佐及び４人の補佐代理。 

     地域事務局は候補者名簿を決定し且つ関連する係争を処理し、投票用紙を作成して印刷させる。 

     選挙当日、同事務局は最終の集計、議席の配分及びその地域のための当選者の指名を行う責任がある。 
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   ２º 変造、追加若しくは脱落により選挙登録簿に、登録簿の作成のために利用されることができる書類若しくは文書により提供

される資料に故意に不正確に転載されるか。 

     この犯罪が一人の人間に選挙人の資格を得させるために犯された場合には、拘留は８日乃至１か月に、罰金は50ユーロ乃至

500ユーロとなる。 

 §2. 本編第５章第43条により設定される６か月の時効は、本条に予定される犯罪に関するものについては、選挙登録簿及びその関

係書類が県知事若しくはその指名した公務員に発送された日から進行し始める。 

第33条 その選挙管轄権の行使中に、その報告書で、不正を行ったか、登録簿への登録申請を却下するか、このためにでっち上げか虚

構かで変質、偽造若しくは追加により変造されたことが分かっている書類若しくは文書を援用するか若しくは利用して、選挙人の登

録若しくは抹消を命ずるかして不正を行った基礎自治体理事会の構成員全員、基礎自治体議員全員は、３か月乃至２年の禁固刑に処

せられる。 

 但し、起訴は選挙人の登録若しくは抹消についての上訴が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定の対象と

なるはずの場合にしか行うことはできない。 

 本編第５章第43条により設定される時効は、この決定から進行し始める。 

第34条  

 §1. 本章第５条の§６に違反して、選挙人登録簿の簿冊若しくは写しを受け取る資格のない者たちに引き渡すか、これらの簿冊若

しくは写しを正規に受け取った後で第三者に渡すか、選挙以外の目的で選挙人登録簿の資料を利用するかした犯人、共同正犯者

若しくは共犯者のような者は３か月乃至５年の禁固刑及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金か、又はこれらの罰のいずれか一つに

処せられる。 

 §2. 段標１の対象となる犯罪の共犯者として受ける罰は、これらの犯罪の犯人である場合に適用されるものの３分の２を超えるこ

とはない。 

第35条 選挙登録簿に登録されるために故意に歪められた申告をするか又は虚偽表示と分かっている証書を提出した者は誰でも26ユー

ロ乃至200ユーロの罰金刑に処せられる。 

 この登録簿に一人の人間を登録させるか又は抹消させるために故意に同様な操作を行った者は誰でも同様な罰に処される。 

 但し、起訴は登録若しくは抹消についての請求が不正行為を含む事実についての最終的になり且つ理由のある決定により却下された

場合にしか行うことはできない。 

 この種の決定は、書類又はそれに関連する資料と併せて、基礎自治体理事会によってか、控訴院によって下され、知事から職権でも

要求することができる王室検事に伝達される。 

第Ⅲ章 有権者の配分 

第１条 

 §1. 基礎自治体の選挙人はそれぞれ800人以下150人以上の選挙人を数えることができる投票区に配分される。 

    投票用紙で投票を行うときは、但しこの人数が2,000人を超えることがなければ、政府は投票区ごとの選挙人の人数を増やす

ことができる。 

    その内部で地区の選挙を企画する基礎自治体においては、知事は選挙人たちが地区ごとに且つ投票区ごとに配分されるよう決

定することができる。 

 §2. 遅くとも９月10日までに、県知事若しくはその指名した公務員は、基礎自治体理事会の同意の上で、地区の選挙人たちを選挙

小郡ごとに配分し、小郡役所所在地から始まる各小郡の地区の順番を決める。 

    この理事会との意見の一致により、知事は各地区の投票のための別々の場所を割り振る。知事は多数の地区が要求すれば同じ

投票センターの一部となる会場の中に複数の地区を招集することができる。 

    地区への選挙人たちの配分について又場所の選定について理事会と県知事若しくはその指名した公務員との間の意見不一致の

場合は、決定権は政府にある。 

 §3. 投票センター及び場所は政府により決められた様式に従って近づき易さという最低基準を尊重して選択される。 

 §4. 本条の§２の第２段落に従い基礎自治体理事会が選挙人たちを地区ごとにそして投票区ごとに配分してきた場合には、県知事

若しくはその指名した公務員は各地区に関係地区内にある個別の場所を割り当てる。 

第２条 

 §1. 前条に従った選挙人たちの配分に基づき、基礎自治体理事会は投票区ごとの選挙人登録簿を作成し、投票登録簿が必要となる。 

    これらの登録簿は、選挙当日に、定められた投票所で投票に参加した選挙人たちの照合を行うために使用される。 

 §2. 遅くとも９月10日までに基礎自治体理事会は基礎自治体の投票登録簿の全ての簿冊を２冊県知事若しくはその指名した公務員

に送達する。 

 §3. 受け取ったら直ちに県知事若しくはその指名した公務員は基礎自治体事務局長に受領証と引き替え又は書留郵便で、その基礎

自治体の投票登録簿のそれぞれに正式の花押を押した写しを２部伝達する。同じ登録簿の簿冊を１部政府若しくはその代理に伝

達する。 
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    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い、伝達そのものがデジタル方式で行われることを決定することができる。 

 §4. 基礎自治体の事務局長との合意を得てその当局の下で、県知事は基礎自治体理事会にその基礎自治体の投票事務所に用意され

る投票登録簿を注意深く保管し、且つ本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第９条に則って予定された日にこれらの事務所の間への分配を任せるこ

とができる。基礎自治体の事務局長はこれらの登録簿が安全な場所に預けられ、且つそれらの登録簿がそこへ用意される投票事

務所長たちだけが入手されるよう留意する。 

第Ⅳ章 有権者の招集 

第１条 有権者の招集 

 §1. 基礎自治体、県及び地区の議会の全面改選のための選挙人たちの恒例の会合が、当然の権利として、６年に一度10月の第２日

曜日に開催される。 

    選挙人たちの会議も空席になった職を埋めるために、議会の決定によるか又は政府の命令により同様に臨時に招集することが

できる。それは決定若しくは政府の命令から50日以内に日曜日に随時開催される。選挙の実施の明確な予定表は政府により決め

られる。 

 §2. 選挙の92日前に、政府は選挙の執行日及び投票所の開閉時刻を指定する公式発表を行う。この公式発表は、選挙の12日前まで

に、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第９条及び第10条に従い選挙人は誰によってでも基礎自治体当局に対して異議申立が提起されることがで

きる旨も告知する。この発表が選挙期間を開始させる。 

 §3. 招集の告示が基礎自治体により投票の少なくとも20日前に常用の形式に従い公表の通常の時刻に布告される。掲示は段標６に

表示された記載を含み、招集状を受け取らなかった選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。告示は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§２の第１段落に規定されたものにも注意を促す。 

 §4. 遅くとも選挙の15日前までに、基礎自治体理事会は招集状を各選挙人にその現住所宛に発送する。知事若しくはその指定した

公務員はその発送が必要とされる期限内に実行されることに留意する。 

    招集状が選挙人に配達されなかったときは、その選挙人は選挙当日の正午までに基礎自治体の書記に撤回させることができる

旨注意を促す。 

    段標２に予定された公式発表にこの権利の記載が行われる。 

 §5. 選挙に招集されれば、全員が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第４条の対象となる選挙人登録簿に登録する。 

 §6. 招集状は、政府により決められた書式に従い、選挙人が投票しなければならない日及び場所、与えられる議席数、並びに投票

事務所の一般への開閉時刻に注意を促す；招集状は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅴ章第２条の§２の３ºで決められた選挙人たちの出張

旅費に関する諸規定にも注意を促す。 

    招集状の裏には本法の本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された文章のような選挙人のための知識の文章が記載される。 

    そこには登録簿に個人の苗字、名前、誕生日、性別、主たる住所及び国民登録の身分証明書番号、必要な場合には配偶者の苗

字、並びに選挙人名簿に記載されている番号が表示される。 

    そこにはそのために個人が招集される選挙の記載がある。 

    基礎自治体選挙法第１条の２により認められる選挙人たちについては、招集状は《C》の文字が記される。 

    基礎自治体選挙法第１条の３により認められる選挙人たちについては、招集状は《E》の文字が記される。 

第２条 基礎自治体理事会は本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第８条の§１の１º及び２ºに予定された様式を尊重してこれらの招集状の作成の処置を

業者に委託することができる。 

 招集状の印刷及び配布は基礎自治体理事会の監督下で行われ、これらの招集状の正確さと正確な配達の全責任はまだ同理事会に残さ

れている。 

第Ⅴ章 選挙事務局の選任 

第１節 選挙事務局 

第１条 

 §1. 選挙事務局は局長、発言権を持たない書記、補佐及び補佐代理からなる。 

 §2. 本法に従い、事務局が決定しなければならないときは、過半数によりなされ、局長が裁決権を有する。 

 §3. 地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所が区別される。 

    事務所の各範疇のために、補佐及び補佐代理の人数は以下のように定められる： 

   １º 県の地域事務局、小郡事務局、投票事務所及び開票事務所は４人の補佐及び４人の補佐代理を数える； 

   ２º 基礎自治体の開票事務所の補佐の人数は以下のように定められる： 

      ─ 議員の人数が19人以下のときは２人の補佐及び２人の補佐代理； 

      ─ 人数が19人乃至27人のときは３人の補佐及び３人の補佐代理； 

      ─ 人数が27人を超えるときは４人の補佐及び４人の補佐代理。 

     地域事務局は候補者名簿を決定し且つ関連する係争を処理し、投票用紙を作成して印刷させる。 

     選挙当日、同事務局は最終の集計、議席の配分及びその地域のための当選者の指名を行う責任がある。 
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     小郡事務局は小郡のレベルでの開票結果を集める。 

     投票事務所は投票センターにより機能し、投票の良好な進行を確保する。 

     開票事務所は、それが割り当てられる投票用紙の開票を実施して選挙に応じたこれらの結果を、基礎自治体事務局にも、小

郡事務局にも伝達する。 

 §4. 候補者は誰も選挙事務局の一員になることはできない。候補者たち及び候補者名簿は本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の対象となる様

式に従い選挙作業を監督するための立会人たちを指名することができる。 

    県事務総長、県収入役、基礎自治体書記及び基礎自治体収入役の職は地域事務局の所長、書記、補佐及び補佐代理の職との兼

職はできない。 

    政治的任務及び立会人の任務も同様である。 

 §5. 事務局の局長たちの職務を合理化するために、必携が政府によりその選挙対応に自由に使えるようにされる。その使用は義務

である。これらの必携はベルギー官報で公示される。 

 §6. 本法が選挙事務局、又は選挙事務局長による記録の作成を予定しているときは、政府若しくはその代理に当該記録の写しを伝

達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局 

第１小節 地区事務局 

第２条 

 §1. 県の選挙のために、各選挙区の中心地に地区事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 地区事務局は第一審裁判長又は裁判区の中心地と一致する地区中心においてその代理を務める司法官が局長となる。その他の

場合は、治安判事若しくはその補佐が局長を務める。 

    地区事務局長は地区の選挙人たちの中からその事務局の構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第11条の§１に予定された日

にその事務局を開設する。 

    地区事務局はその局長により指定された場所に置かれ、局長が事実上布告する。 

 §3. 地区事務局設立に際して、事務局長及び補佐たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票を誠実に点検し投票の秘密を守ることを誓う。》 

    又は：｛ドイツ語｝ 

    《私は投票を誠実に数え｛原文はzahlenだがzählenの誤り？｝投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §4. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、事務局の構成員たちは行政事項における言語の使

用についての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓を要求することができる{オランダ語}： 

   《私は誠実な投票を確保し投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §5. 宣誓は作業開始の前に行われる。宣誓は補佐たち及び書記により局長の掌中で、且つ設立される事務局の前で行われる。 

    作業の進行中に指名される局長若しくは補佐たちは、出席できない構成員に代わって職務に就く前に上述の宣誓を行う。 

    記録にこれらの宣誓が記載される。 

 §6. 地区事務局は県の選挙の予備作業の実行及び地区レベルでの投票の点検全体の実行に責任を負う。 

    地区事務局長は選挙区における作業全体の監督を行い、且つ必要な場合には、地域が必要不可欠とする緊急の処置を命ずる。

地区事務局長は基礎自治体事務局長を指名する。 

 §7. 郡の中心地に位置する地区事務局は郡の中央事務局に指定され、地域事務局のその任務に加えて団体及び協定の申告に関する

本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条乃至第36条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

    │2006年９月28日の仲裁院の判決2006年第148号はこの段標の執行の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    県庁所在地に位置する地区事務局は県の主要事務局に指定され、地域事務局のその任務及び/又はその郡事務局の任務に加え

て加盟及び抽選に関する本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条乃至第28条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

第２小節 基礎自治体事務局 

第３条 

 §1. 基礎自治体の選挙のために、各基礎自治体に基礎自治体事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 基礎自治体事務局を主宰するために、下記に定められた順番に地区事務局長が指名される： 

   １º 年功序列に従い第一審裁判所、労働裁判所及び商事裁判所の判事たち若しくは判事補たち； 

   ２º 年功序列に従い治安判事たち若しくは治安判事補たち； 

   ３º 年功序列に従い違警罪裁判所判事たち若しくは判事補たち； 

   ４º 会員名簿への登録順に弁護士たち及び研修生名簿上の弁護士研修生たち； 

   ５º 公証人たち； 
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   ６º ワロン地域圏に属するレベルＡ若しくはＢの資格保持者たち、及び連邦国家、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体、

県、基礎自治体、社会福祉公共センター、一定の公共経済企業の改革を支える1991年３月21日の法律により対象となる一定の 

    公益団体若しくは独立公共事業の統制に関する1954年３月16日の法律の対象となるか又はそれによらない全ての公益業務機関

に属する同等の等級の資格保持者たち； 

   ７º 教育職員； 

   ８º 検察官研修生； 

   ９º 必要な場合にはよそで項目６ºに規定された者たちと同等の職についている基礎自治体の選挙人たちの中から指名される者

たち。 

    そこの選挙人である基礎自治体とは無関係な所在地の基礎自治体の事務局長に指名される裁判官たち以外は、本段標の対象と

なる者たちは基礎自治体の事務局長の職に就くその基礎自治体の選挙人である。 

    基礎自治体の事務局長が他の自治体において投票のために果たす義務があるときは、投票当日その選挙の義務を果たすのに必

要な時間及び代行を務める代理人を指名する。 

    ６º及び７ºの下で本段落の対象となる者たちが職に就いている公共機関は、そこに主要な住居を保持している基礎自治体当局

にこれらの者たちの苗字、名前、住所及び職業を伝達する。 

 §3. 基礎自治体の事務局長はこの職を引き受ける基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第

Ⅱ章第11条の§２に予定された日にその事務局を設置する。 

    基礎自治体事務局の設立に際して、事務局長及び補佐たちは同じ様式に従い本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓

を行う。 

    基礎自治体の事務局は市庁舎若しくは基礎自治体の建物に置かれる。 

第４条 基礎自治体の事務局長はその管轄区域の基礎自治体内の選挙作業全体を監督する。 

 局長はその関与が必要な地域全域の地区事務局長に直接知らせる。 

第５条 

 §1. 遅くとも９月15日までに、基礎自治体事務局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの

中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３条の§２により定められた順序で投票事務所長及び開票事務所長、並びに基礎自治体の補佐たち及

び補佐代理たちを指名する。 

 §2. 同じ日に、同局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３

条の§２に予定された諸条件を満たしている投票事務所補佐たちを指名し、それにはワロン地域圏に属するレベルＣ又はこの同

じ段標の６ºに予定されている行政庁及び業務機関内でそれと同等の職の資格保持者たち又はよそで同等の職に従事している者

たちを付け加える必要がある。 

 §3. 投票事務所及び開票事務所の所長たち、補佐たち及び補佐代理たちは本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§１の１º及び２ºに予定され

た調査表に記載された選挙人たちの中から指名される。 

 §4. ひとたびこの指名が行われたら、基礎自治体の事務局長は段標１及び２に従い指名された選挙人たちの名前の削除の後直ちに

前述の調査表を小郡事務局長に伝達する。 

 §5. 48時間以内に、基礎自治体事務局長は関係者たちに書留郵便でその指名を伝え、所定の日及び場所にその職務を果たしにくる

よう招請する。この機会に、同事務局長は投票事務所長たちにその事務所の投票用紙を受け取る開票事務所長の集合場所を伝え

る。基礎自治体事務局長は同様に開票事務所長たちに開票を請け合わなければならない投票事務所の選択結果を伝える。 

    基礎自治体事務局長はその指名の通知を受け取ってから３日以内に不都合な正当な理由を申し出た者を、本章第３条§２及び

本条の第１段標に従って、ごく短期間に入れ替える。 

 §6. 正当な理由なくして段標１及び２に予定された指名を免れようとするか、又はその過失、その軽率若しくは不注意により託さ

れている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は誰も、50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

 §7. 基礎自治体事務局長は直ちに投票事務所長たち及び開票事務局長たちに、地区及び小郡事務局長に並びに基礎自治体理事会に、

基礎自治体事務局、基礎自治体の各投票事務所並びに各開票事務所の構成を表示した一覧表を伝達する。 

    この一覧表は政府により決められた書式に従い作成される。 

    基礎自治体理事会は掲示によりその受理した一覧表の一般の閲覧を確保する。 

    同理事会は簿冊を１冊実際にできるだけ早く政府若しくはその代理に届ける。 

 §8. 基礎自治体事務局長は請求をしてきた全員に基礎自治体事務局員たちの一覧表を選挙の前少なくとも15日以内に交付する；こ

の一覧票の簿冊の料金は政府の規則により定められる。それは2.48ユーロを超えてはならない。 

第３節 小郡事務局 

第６条 

 §1. 小郡事務局を含む各小郡は県の開票事務所員たちを指名し県の選挙の中間に集計を確保する責任を負う。 

 §2. 唯一つの選挙小郡しか包含していない地区においては、地区事務局がこの手続の範囲内で小郡事務局に割り当てられる任務を
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     小郡事務局は小郡のレベルでの開票結果を集める。 

     投票事務所は投票センターにより機能し、投票の良好な進行を確保する。 

     開票事務所は、それが割り当てられる投票用紙の開票を実施して選挙に応じたこれらの結果を、基礎自治体事務局にも、小

郡事務局にも伝達する。 

 §4. 候補者は誰も選挙事務局の一員になることはできない。候補者たち及び候補者名簿は本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の対象となる様

式に従い選挙作業を監督するための立会人たちを指名することができる。 

    県事務総長、県収入役、基礎自治体書記及び基礎自治体収入役の職は地域事務局の所長、書記、補佐及び補佐代理の職との兼

職はできない。 

    政治的任務及び立会人の任務も同様である。 

 §5. 事務局の局長たちの職務を合理化するために、必携が政府によりその選挙対応に自由に使えるようにされる。その使用は義務

である。これらの必携はベルギー官報で公示される。 

 §6. 本法が選挙事務局、又は選挙事務局長による記録の作成を予定しているときは、政府若しくはその代理に当該記録の写しを伝

達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局 

第１小節 地区事務局 

第２条 

 §1. 県の選挙のために、各選挙区の中心地に地区事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 地区事務局は第一審裁判長又は裁判区の中心地と一致する地区中心においてその代理を務める司法官が局長となる。その他の

場合は、治安判事若しくはその補佐が局長を務める。 

    地区事務局長は地区の選挙人たちの中からその事務局の構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第11条の§１に予定された日

にその事務局を開設する。 

    地区事務局はその局長により指定された場所に置かれ、局長が事実上布告する。 

 §3. 地区事務局設立に際して、事務局長及び補佐たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票を誠実に点検し投票の秘密を守ることを誓う。》 

    又は：｛ドイツ語｝ 

    《私は投票を誠実に数え｛原文はzahlenだがzählenの誤り？｝投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §4. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、事務局の構成員たちは行政事項における言語の使

用についての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓を要求することができる{オランダ語}： 

   《私は誠実な投票を確保し投票の秘密を守ることを誓う。》 

 §5. 宣誓は作業開始の前に行われる。宣誓は補佐たち及び書記により局長の掌中で、且つ設立される事務局の前で行われる。 

    作業の進行中に指名される局長若しくは補佐たちは、出席できない構成員に代わって職務に就く前に上述の宣誓を行う。 

    記録にこれらの宣誓が記載される。 

 §6. 地区事務局は県の選挙の予備作業の実行及び地区レベルでの投票の点検全体の実行に責任を負う。 

    地区事務局長は選挙区における作業全体の監督を行い、且つ必要な場合には、地域が必要不可欠とする緊急の処置を命ずる。

地区事務局長は基礎自治体事務局長を指名する。 

 §7. 郡の中心地に位置する地区事務局は郡の中央事務局に指定され、地域事務局のその任務に加えて団体及び協定の申告に関する

本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条乃至第36条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

    │2006年９月28日の仲裁院の判決2006年第148号はこの段標の執行の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    県庁所在地に位置する地区事務局は県の主要事務局に指定され、地域事務局のその任務及び/又はその郡事務局の任務に加え

て加盟及び抽選に関する本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条乃至第28条に規定された補完的任務にも責任を負う。 

第２小節 基礎自治体事務局 

第３条 

 §1. 基礎自治体の選挙のために、各基礎自治体に基礎自治体事務局と呼ばれる地域事務局が設置される。 

 §2. 基礎自治体事務局を主宰するために、下記に定められた順番に地区事務局長が指名される： 

   １º 年功序列に従い第一審裁判所、労働裁判所及び商事裁判所の判事たち若しくは判事補たち； 

   ２º 年功序列に従い治安判事たち若しくは治安判事補たち； 

   ３º 年功序列に従い違警罪裁判所判事たち若しくは判事補たち； 

   ４º 会員名簿への登録順に弁護士たち及び研修生名簿上の弁護士研修生たち； 

   ５º 公証人たち； 

－ 211 － 

   ６º ワロン地域圏に属するレベルＡ若しくはＢの資格保持者たち、及び連邦国家、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体、

県、基礎自治体、社会福祉公共センター、一定の公共経済企業の改革を支える1991年３月21日の法律により対象となる一定の 

    公益団体若しくは独立公共事業の統制に関する1954年３月16日の法律の対象となるか又はそれによらない全ての公益業務機関

に属する同等の等級の資格保持者たち； 

   ７º 教育職員； 

   ８º 検察官研修生； 

   ９º 必要な場合にはよそで項目６ºに規定された者たちと同等の職についている基礎自治体の選挙人たちの中から指名される者

たち。 

    そこの選挙人である基礎自治体とは無関係な所在地の基礎自治体の事務局長に指名される裁判官たち以外は、本段標の対象と

なる者たちは基礎自治体の事務局長の職に就くその基礎自治体の選挙人である。 

    基礎自治体の事務局長が他の自治体において投票のために果たす義務があるときは、投票当日その選挙の義務を果たすのに必

要な時間及び代行を務める代理人を指名する。 

    ６º及び７ºの下で本段落の対象となる者たちが職に就いている公共機関は、そこに主要な住居を保持している基礎自治体当局

にこれらの者たちの苗字、名前、住所及び職業を伝達する。 

 §3. 基礎自治体の事務局長はこの職を引き受ける基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局構成員たちを指名して本巻第Ⅳ編第

Ⅱ章第11条の§２に予定された日にその事務局を設置する。 

    基礎自治体事務局の設立に際して、事務局長及び補佐たちは同じ様式に従い本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓

を行う。 

    基礎自治体の事務局は市庁舎若しくは基礎自治体の建物に置かれる。 

第４条 基礎自治体の事務局長はその管轄区域の基礎自治体内の選挙作業全体を監督する。 

 局長はその関与が必要な地域全域の地区事務局長に直接知らせる。 

第５条 

 §1. 遅くとも９月15日までに、基礎自治体事務局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの

中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３条の§２により定められた順序で投票事務所長及び開票事務所長、並びに基礎自治体の補佐たち及

び補佐代理たちを指名する。 

 §2. 同じ日に、同局長は選挙当日に少なくとも18歳になった若年者たちを基礎自治体の選挙人たちの中から本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第３

条の§２に予定された諸条件を満たしている投票事務所補佐たちを指名し、それにはワロン地域圏に属するレベルＣ又はこの同

じ段標の６ºに予定されている行政庁及び業務機関内でそれと同等の職の資格保持者たち又はよそで同等の職に従事している者

たちを付け加える必要がある。 

 §3. 投票事務所及び開票事務所の所長たち、補佐たち及び補佐代理たちは本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§１の１º及び２ºに予定され

た調査表に記載された選挙人たちの中から指名される。 

 §4. ひとたびこの指名が行われたら、基礎自治体の事務局長は段標１及び２に従い指名された選挙人たちの名前の削除の後直ちに

前述の調査表を小郡事務局長に伝達する。 

 §5. 48時間以内に、基礎自治体事務局長は関係者たちに書留郵便でその指名を伝え、所定の日及び場所にその職務を果たしにくる

よう招請する。この機会に、同事務局長は投票事務所長たちにその事務所の投票用紙を受け取る開票事務所長の集合場所を伝え

る。基礎自治体事務局長は同様に開票事務所長たちに開票を請け合わなければならない投票事務所の選択結果を伝える。 

    基礎自治体事務局長はその指名の通知を受け取ってから３日以内に不都合な正当な理由を申し出た者を、本章第３条§２及び

本条の第１段標に従って、ごく短期間に入れ替える。 

 §6. 正当な理由なくして段標１及び２に予定された指名を免れようとするか、又はその過失、その軽率若しくは不注意により託さ

れている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は誰も、50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

 §7. 基礎自治体事務局長は直ちに投票事務所長たち及び開票事務局長たちに、地区及び小郡事務局長に並びに基礎自治体理事会に、

基礎自治体事務局、基礎自治体の各投票事務所並びに各開票事務所の構成を表示した一覧表を伝達する。 

    この一覧表は政府により決められた書式に従い作成される。 

    基礎自治体理事会は掲示によりその受理した一覧表の一般の閲覧を確保する。 

    同理事会は簿冊を１冊実際にできるだけ早く政府若しくはその代理に届ける。 

 §8. 基礎自治体事務局長は請求をしてきた全員に基礎自治体事務局員たちの一覧表を選挙の前少なくとも15日以内に交付する；こ

の一覧票の簿冊の料金は政府の規則により定められる。それは2.48ユーロを超えてはならない。 

第３節 小郡事務局 

第６条 

 §1. 小郡事務局を含む各小郡は県の開票事務所員たちを指名し県の選挙の中間に集計を確保する責任を負う。 

 §2. 唯一つの選挙小郡しか包含していない地区においては、地区事務局がこの手続の範囲内で小郡事務局に割り当てられる任務を
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負う。 

第７条 

 §1. 小郡事務局は小郡役所所在地に開設されて事務局長、小郡役所所在地の基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局長により

選任される４人の補佐及び４人の補佐代理並びに本章第15条の諸規定に従い任命される書記で構成される。 

 §2. 小郡事務局は以下により主宰される： 

   １º 郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の第一審裁判所長若しくはその代理により； 

   ２º 小郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の治安判事により； 

   ３º その他の全ての場合にはそこに選挙小郡役所所在地が位置する小郡裁判所の治安判事若しくはその代理により。 

    小郡事務局長職が司法官により確保できない場合は地区事務局長が地区の選挙人たちの中から本章第３条の§２に予定された

順序を尊重してこの事務局長を指名する。 

第８条 ９月25日に小郡事務局長は、地区選挙人の中から、基礎自治体の開票事務所のために本章第５条に予定されたものと同じ様式

に従い県の開票事務所の事務所長並びに補佐及び補佐代理の指名を行う。 

第４節 投票及び開票事務所 

第１小節 投票事務所 

第９条 この任務が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条の§４に従い県知事により基礎自治体理事会に託されていない限り、基礎自治体事務局長

は各投票事務所長に県知事により正式の花押が押されたその地区の登録簿の写しを２部伝達する。 

 この任務が基礎自治体理事会に託されている場合には、基礎自治体事務局長は同理事会に投票登録簿の配達を行うよう要請する。 

第10条 

 §1. 投票事務所長たちが指名されたら直ちに、政府若しくはその代理は、その名簿が政府により定められたその所長たちに、その

任務の遂行に必要な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の投票事務所長

全員を招集する。 

第11条 投票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第２小節 開票事務所 

第12条 

 §1. 選挙区が２乃至３の地区からなる基礎自治体においては、基礎自治体事務局が本巻第Ⅳ編第Ⅳ章第３条及びそれ以下の諸規定

に従い基礎自治体の選挙の全ての投票用紙を開票する。 

 §2. ３つ以上の地区がある基礎自治体においては、基礎自治体事務局は開票をしない。 

 §3. 県の投票の開票事務所は選挙小郡役所所在地の基礎自治体に設置される。 

 §4. 小郡役所所在地の基礎自治体においては、開票作業は二つの選挙で別々に行われる。 

    このために、全ての開票事務所はA事務所及びB事務所の二つに分けられる。 

    A事務所は県議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    B事務所は基礎自治体議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    A事務局及びB事務所は同じ開票センターの別の場所に位置する。 

 §5. 各開票事務所は別々の投票事務所の投票用紙を収集する。投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙

人の数は2,400を超えることはできない。 

第13条 

 §1. 前条に抵触することなしに、本編第Ⅲ章第１条の§２に予定された投票所の選定後直ちに、県知事は、基礎自治体理事会との

合意の上で、各開票事務所のために、同事務所が投票を開票する投票事務所を、開票事務所ごとに最小限３つの投票事務所の割

合で、投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙人の数は2,400を超えることはできないことを確保し

た上で指定する。 

 §2. 開票事務所は県知事により基礎自治体理事会との合意の上で指定された場所に開設される。知事は直ちにこの選定を、本章第

５条の§５に予定された様式に従い、その職務を遂行するよう義務付けられている場所の開票事務所長たち及び補佐たちにそれ

について知らせることを条件に、基礎自治体の開票については基礎自治体事務局長たちに、県の開票については小郡事務局長た

ちに知らせる。 

 §3. 開票事務所の場所の選定について知事と基礎自治体理事会の意見が不一致の場合は、決定するのは政府の役目である。 

第14条 

 §1. それらが設置されたら直ちに、政府かその代理はその名簿が政府により定められた開票事務所長たちにその任務の遂行に必要

な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の開票事務所長

全員を招集する。 
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第15条 基礎自治体の開票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名

し、県の開票事務所長は同じ様式に従い地区の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第５節 選挙事務局に関する制裁 

第16条 以下の者は50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる： 

   １º 正当な理由なくして開票事務所長若しくは補佐の指名を免れようとする者は全員； 

   ２º 定められた期限内にその支障の理由を知らせようとしなかった所長、補佐若しくは補佐代理； 

   ３º これらの職務を受諾した後で十分な正当な理由なしに断る所長、補佐若しくは補佐代理。 

第17条 その過失、その軽率若しくは不注意により託されている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は何人も50ユーロ

乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第Ⅲ編 選挙の準備及び組織 

第Ⅰ章 選挙費用及び資金源の規制 

第１節 会派の規制 

第１条 本法の本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条に従い地域圏の名簿の番号を請求するときは、ワロン議会に代表を送っている諸政党は選挙費

用を申告する義務を記載した書面の申告書を提出する。 

 諸政党は費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ又はそれ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務がある。 

 諸政党は前段落の対象となる資料を基礎自治体、県、地区の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙の30日以前にナミュール第一審裁判

所長に提出する義務がある。 

 書面の申告書、費用の申告書と資金源の申告書は特定の用紙の上に作成されて請求者により署名され、これらの用紙は政府により交

付されベルギー官報で公表される。 

第２条 

 §1. ナミュール第一審裁判所長はそれぞれの選挙ごとに前条の対象となる諸政党により投入された選挙運動の費用についての報告

書を作成する。 

    その報告書の作成のために、裁判長は全ての情報及び必要な情報の全ての補充を要求することができる。 

    報告は以下のことを記載する： 

   １º 選挙に参加した諸政党； 

   ２º 諸政党により投入された選挙費用； 

   ３º 諸政党が前条の対象となる申告義務について犯した違反； 

   ４º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第７条違反； 

   ５º これらの政党や候補者たちにより提出された申告書から生じた県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第２条違反。 

    申告書は報告書に添えられる。 

 §2. 報告書は県及び基礎自治体の選挙の日から75日以内に４冊作成されなければならない。内２冊はナミュール第一審裁判所長に

より保管される；他の２冊は地域圏規制委員会議長に差し向けられる。 

    報告書はこのために予定された様式で作成され、政府により提供されてベルギー官報で布告される。 

    基礎自治体、県及び地区の選挙後の75日目から報告書の一部がナミュール第一審裁判所の記録保存室に15日間置かれ、候補者

の全員及び投票への招集状を提示した選挙人登録簿に登録されている選挙人たちが閲覧することができる。 

    期間が終了すると、報告書並びに候補者たち及び選挙人登録簿に登録されている選挙人たちにより表明された指摘が地域圏規

制委員会に移送される。 

第３条 

 §1. 地域圏規制委員会は選挙当日以降遅くとも180日以内に、弁護権を尊重して、必要があれば会計検査院の支援を求めた後で、

ナミュール第一審裁判所長の報告書の正確さ及び完全性について決定を下す。 

    同委員会はこのためにその任務の遂行に必要となる補足情報を要求することができる。 

 §2. 地域圏規制委員会の最終報告書は以下のことを記載する： 

   １º 政党ごとに、この政党により投入された選挙費用の総額； 

   ２º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第２条及び第７条の諸規定への政党に責を帰すべき全ての違反。 

 §3. ワロン議会議長は直ちに地域圏規制委員会の最終報告書をベルギー官報の発行所に移送し、発行所がそれを受け取った後30日

以内に公示される。 

 §4. 本章第１条に予定された申告書が提出されないとき及びこの行為が政党の責めに帰せられるときは、当該政党は、地域圏規制

委員会により決められる、その機関が２か月以下ではなく８か月以上ではない期間中ワロン議会により設けられる資金調達への
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負う。 

第７条 

 §1. 小郡事務局は小郡役所所在地に開設されて事務局長、小郡役所所在地の基礎自治体の選挙人たちの中からその事務局長により

選任される４人の補佐及び４人の補佐代理並びに本章第15条の諸規定に従い任命される書記で構成される。 

 §2. 小郡事務局は以下により主宰される： 

   １º 郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の第一審裁判所長若しくはその代理により； 

   ２º 小郡裁判所所在地と一致する選挙小郡役所所在地の治安判事により； 

   ３º その他の全ての場合にはそこに選挙小郡役所所在地が位置する小郡裁判所の治安判事若しくはその代理により。 

    小郡事務局長職が司法官により確保できない場合は地区事務局長が地区の選挙人たちの中から本章第３条の§２に予定された

順序を尊重してこの事務局長を指名する。 

第８条 ９月25日に小郡事務局長は、地区選挙人の中から、基礎自治体の開票事務所のために本章第５条に予定されたものと同じ様式

に従い県の開票事務所の事務所長並びに補佐及び補佐代理の指名を行う。 

第４節 投票及び開票事務所 

第１小節 投票事務所 

第９条 この任務が本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第２条の§４に従い県知事により基礎自治体理事会に託されていない限り、基礎自治体事務局長

は各投票事務所長に県知事により正式の花押が押されたその地区の登録簿の写しを２部伝達する。 

 この任務が基礎自治体理事会に託されている場合には、基礎自治体事務局長は同理事会に投票登録簿の配達を行うよう要請する。 

第10条 

 §1. 投票事務所長たちが指名されたら直ちに、政府若しくはその代理は、その名簿が政府により定められたその所長たちに、その

任務の遂行に必要な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の投票事務所長

全員を招集する。 

第11条 投票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第２小節 開票事務所 

第12条 

 §1. 選挙区が２乃至３の地区からなる基礎自治体においては、基礎自治体事務局が本巻第Ⅳ編第Ⅳ章第３条及びそれ以下の諸規定

に従い基礎自治体の選挙の全ての投票用紙を開票する。 

 §2. ３つ以上の地区がある基礎自治体においては、基礎自治体事務局は開票をしない。 

 §3. 県の投票の開票事務所は選挙小郡役所所在地の基礎自治体に設置される。 

 §4. 小郡役所所在地の基礎自治体においては、開票作業は二つの選挙で別々に行われる。 

    このために、全ての開票事務所はA事務所及びB事務所の二つに分けられる。 

    A事務所は県議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    B事務所は基礎自治体議会選挙のための投票用紙を開票する。 

    A事務局及びB事務所は同じ開票センターの別の場所に位置する。 

 §5. 各開票事務所は別々の投票事務所の投票用紙を収集する。投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙

人の数は2,400を超えることはできない。 

第13条 

 §1. 前条に抵触することなしに、本編第Ⅲ章第１条の§２に予定された投票所の選定後直ちに、県知事は、基礎自治体理事会との

合意の上で、各開票事務所のために、同事務所が投票を開票する投票事務所を、開票事務所ごとに最小限３つの投票事務所の割

合で、投票用紙が同じ開票事務所に託される投票事務所に登録される選挙人の数は2,400を超えることはできないことを確保し

た上で指定する。 

 §2. 開票事務所は県知事により基礎自治体理事会との合意の上で指定された場所に開設される。知事は直ちにこの選定を、本章第

５条の§５に予定された様式に従い、その職務を遂行するよう義務付けられている場所の開票事務所長たち及び補佐たちにそれ

について知らせることを条件に、基礎自治体の開票については基礎自治体事務局長たちに、県の開票については小郡事務局長た

ちに知らせる。 

 §3. 開票事務所の場所の選定について知事と基礎自治体理事会の意見が不一致の場合は、決定するのは政府の役目である。 

第14条 

 §1. それらが設置されたら直ちに、政府かその代理はその名簿が政府により定められた開票事務所長たちにその任務の遂行に必要

な指示、並びにその職務を行うのに必要な必携及び文書を伝える。 

 §2. 小郡事務局長は同時に選挙の６日前以後となってはならないその予定した日に研修をするためにその管轄区域の開票事務所長

全員を招集する。 
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第15条 基礎自治体の開票事務所長は本章第５条の§１に規定されたことを遵守して基礎自治体の選挙人たちの中からその書記を指名

し、県の開票事務所長は同じ様式に従い地区の選挙人たちの中からその書記を指名する。 

第５節 選挙事務局に関する制裁 

第16条 以下の者は50ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる： 

   １º 正当な理由なくして開票事務所長若しくは補佐の指名を免れようとする者は全員； 

   ２º 定められた期限内にその支障の理由を知らせようとしなかった所長、補佐若しくは補佐代理； 

   ３º これらの職務を受諾した後で十分な正当な理由なしに断る所長、補佐若しくは補佐代理。 

第17条 その過失、その軽率若しくは不注意により託されている任務をいずれかの何らかの方法により危うくする者は何人も50ユーロ

乃至200ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第Ⅲ編 選挙の準備及び組織 

第Ⅰ章 選挙費用及び資金源の規制 

第１節 会派の規制 

第１条 本法の本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条に従い地域圏の名簿の番号を請求するときは、ワロン議会に代表を送っている諸政党は選挙費

用を申告する義務を記載した書面の申告書を提出する。 

 諸政党は費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ又はそれ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務がある。 

 諸政党は前段落の対象となる資料を基礎自治体、県、地区の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙の30日以前にナミュール第一審裁判

所長に提出する義務がある。 

 書面の申告書、費用の申告書と資金源の申告書は特定の用紙の上に作成されて請求者により署名され、これらの用紙は政府により交

付されベルギー官報で公表される。 

第２条 

 §1. ナミュール第一審裁判所長はそれぞれの選挙ごとに前条の対象となる諸政党により投入された選挙運動の費用についての報告

書を作成する。 

    その報告書の作成のために、裁判長は全ての情報及び必要な情報の全ての補充を要求することができる。 

    報告は以下のことを記載する： 

   １º 選挙に参加した諸政党； 

   ２º 諸政党により投入された選挙費用； 

   ３º 諸政党が前条の対象となる申告義務について犯した違反； 

   ４º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第７条違反； 

   ５º これらの政党や候補者たちにより提出された申告書から生じた県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第２条違反。 

    申告書は報告書に添えられる。 

 §2. 報告書は県及び基礎自治体の選挙の日から75日以内に４冊作成されなければならない。内２冊はナミュール第一審裁判所長に

より保管される；他の２冊は地域圏規制委員会議長に差し向けられる。 

    報告書はこのために予定された様式で作成され、政府により提供されてベルギー官報で布告される。 

    基礎自治体、県及び地区の選挙後の75日目から報告書の一部がナミュール第一審裁判所の記録保存室に15日間置かれ、候補者

の全員及び投票への招集状を提示した選挙人登録簿に登録されている選挙人たちが閲覧することができる。 

    期間が終了すると、報告書並びに候補者たち及び選挙人登録簿に登録されている選挙人たちにより表明された指摘が地域圏規

制委員会に移送される。 

第３条 

 §1. 地域圏規制委員会は選挙当日以降遅くとも180日以内に、弁護権を尊重して、必要があれば会計検査院の支援を求めた後で、

ナミュール第一審裁判所長の報告書の正確さ及び完全性について決定を下す。 

    同委員会はこのためにその任務の遂行に必要となる補足情報を要求することができる。 

 §2. 地域圏規制委員会の最終報告書は以下のことを記載する： 

   １º 政党ごとに、この政党により投入された選挙費用の総額； 

   ２º 県、基礎自治体、地区の議会の選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する

1994年７月７日の国法第２条及び第７条の諸規定への政党に責を帰すべき全ての違反。 

 §3. ワロン議会議長は直ちに地域圏規制委員会の最終報告書をベルギー官報の発行所に移送し、発行所がそれを受け取った後30日

以内に公示される。 

 §4. 本章第１条に予定された申告書が提出されないとき及びこの行為が政党の責めに帰せられるときは、当該政党は、地域圏規制

委員会により決められる、その機関が２か月以下ではなく８か月以上ではない期間中ワロン議会により設けられる資金調達への
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補充の権利を失う。 

第２節 候補者の規制 

第４条 

 §1. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の対象となる受託行為において、候補者たちは選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守

し、且つそれを表明する義務を負う。 

    候補者たちは選挙費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務

がある。名簿の筆頭にある候補者は、さらに選挙後30日以内に、125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載した名

簿の選挙運動に関する費用、並びに資金源を申告しなければならない。 

    そのために名簿により委任された者が各候補者及び名簿の選挙費用の申告書を集め、選挙当日後30日以内に地域事務局が所在

する管轄区域内の第一審裁判所の記録保存室に提出する。受託証書及び申告書は特定の様式で作成されて申請者により署名され

る。 

    この様式は政府により提供され、ベルギー官報で布告される。 

 §2. 選挙後31日目から、申告書は第一審裁判所の記録保存室において、15日間、投票への招集状を提示した当該選挙区の選挙人全

員が閲覧することができる。 

    選挙費用の申告書は選挙後121日まで第一審裁判所の記録保存室で保管される。 

    本章第６条に予定されるような告訴又は第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるような異議申立が選挙後120日以内に提起される場

合は、提訴に関係のある候補者の選挙費用申告書はその要求に基づき付託された王室検事又は地域圏規制委員会に送られる。 

    本章第６条に予定されるようないかなる告訴も、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるようないかなる異議申立も、本段落に

予定された期限内に提起されなかった場合は、候補者たちは関係文書を引き上げることができる。 

第５条 選出された候補者が前条若しくは第３条§２及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び会福祉協議会の直接選挙のために投入

される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその任務は剥奪されるこ

とができる。名簿の筆頭にある候補者が前条若しくは第３条§１及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその

任務は剥奪されることができる。 

    │2007年10月４日の憲法裁判所の判決2007年第127号は本条に関する先決問題に判決を下した。 

    └ 

第６条 

 §1. 前条に抵触することなく、王室検事の発意又は利害関係を主張する者の誰かにより以下の者は起訴されることになるし、８日

乃至３か月の拘留及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらの罰のいずれか一つに処せられることになる： 

   １º その選挙費用及び/又はその資金源を本章第４条に定められた期限内に申告するのを怠る者は何人も； 

   ２º 承知の上で第３条§２に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した者は何人も； 

   ３º 選挙の前３か月間に県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及

び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定に違反する者は何人も； 

   ４º 承知の上で第３条§１に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した名簿の筆頭にある候補者； 

   ５º 地域圏の番号及び保護略号を持たない名簿の筆頭に置かれていて全国レベルの選挙運動を行うために出費をした候補者。 

    匿名の密告は王室検事の考慮に入れられないことになる。 

 §2. 王室検事の発案権行使及び段標１の対象となる違反に関する同検事の告訴提起のための期限は選挙後120日で満了する。王室

検事は地域圏監督委員会に候補者たちに関する告訴状の写しを移送する。王室検事は同様に告訴の対象になる者たちにも写しを

移送する。伝達は告訴状提出から８日以内に行われる。 

 §3. 根拠のない起訴状を提出したか又は訴訟を起こしてそれに対して悪意が証明された者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑

に処せられることになる。 

 §4. 段標１の対象となる告訴の範囲内で、王室検事は、特定の候補者に、その選挙運動の活動の資金調達に役立てられた資金源に

関する全ての情報を要求することができる。 

第３節 資金源の規制 

第７条 

 §1. 本章第１条の対象となる政党に125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録されて政党によ

り選挙から30日以内に地域圏監督委員会にだけ報告される。 
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 §2. 125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録される。その記録は選挙人たちの検証には掛け

られない。 

第Ⅱ章 代理投票 

第１条 

 §1. 以下の者は他の選挙人にその名前でその代理として投票するために委任することができる： 

   １º 彼自身又は親族若しくは姻族又は同居者の疾病若しくは身体障害のために自ら投票センターに出頭することができないか又

はそこへ搬送できない状態にある選挙人。この不能は医師の証明書により証明される。選挙の候補者として立っている医師は

このような証明書を発行することができない； 

   ２º 職業上若しくは勤務のために以下のような選挙人： 

    ａ. 海外在住者並びにその同居している選挙人たち、その家族又はそれに準ずる構成員たち；  

    ｂ. 自らは投票当日は王国にいるが、自ら投票センターには出頭することができない。 

     ａ及びｂの対象となる不能は当事者が所属する軍当局若しくは文民当局又は雇用主により発行される証明書により証明され

る。 

     当事者が自営の場合には、ａ及びｂの対象となる不能は基礎自治体当局に宣誓して事前に行った申告により証明される； 

   ３º 船頭、移動する商人若しくは露天商人の職業に従事する選挙人及びその同居の家族たち； 

     その職業への従事は当事者が住民登録簿に登録している基礎自治体の長により発行される証明書により証明される。 

   ４º 投票当日司法的措置の結果自由剥奪状態にある選挙人。 

     この状態は当事者が滞在している施設の長により証明される； 

   ５º その宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人。 

     この不能は宗教界の権威により発行される証明書により証明されなければならない。 

   ６º その通っている施設の長の証明書を提示するという条件で勉学の理由で投票センターに出頭することができない状況にある

学生； 

   ７º これまでに述べられた以外の理由で一時的に外国に滞在するために投票日当日に在宅せず、従って投票事務局に出頭できな

い状況にある選挙人。 

     このような理由での外国滞在は旅行団体の証明書により証明される。この文書はその名前で投票する他の選挙人に委任した

い選挙人の名前を記載する。 

     選挙人がこのような文書を発行させることができない場合には、投票日当日に投票事務所に出頭することができないことは

その他の証拠書類若しくは誓約書の提示によりその居住地の基礎自治体の長により証明される。政府は長により発行される証

明書の書式を決める。 

     請求は遅くとも選挙当日の前日までに長に提起されなければならない。 

 §2. 選挙人は誰でも受任者として指名されることができる。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族若しくは姻

族に対する受任者として指名されることができる。 

    候補者は同様にその親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に

対する受任者として指名されることができる。 

    委託者及び受任者が二人とも同じ基礎自治体の住民登録簿に登録されている場合には、この基礎自治体の長は代理の申込用紙

に基づき親戚関係を証明する。 

    二人が同じ基礎自治体内に登録されていない場合には、受任者が登録されている基礎自治体の長は公知証書の提示に基づき親

戚関係を証明する。公知証書は代理の申込用紙に添えられる。 

    各受任者は代理だけしかできない。 

    前の各段落に反して受任者はその宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人に関しては

委任者により自由に指名されることになる。 

 §3. 委任状は書式が政府により定められ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    委任状はそれに対して有効な選挙、並びに委託者及び受任者のその苗字、名前、生年月日、住所及び委託者個人の国民登録簿

の識別番号を記載する。 

    委任状の用紙は委託者及び受任者により署名される。 

第Ⅲ章 投票支援 

第１条 

 §1. 移動が一時的若しくは終身的な形で狭められている選挙人は基礎自治体当局にその状態に適した投票センターに向けられるよ

う申告を行うことができる。 

 §2. 基礎自治体へのこの申告は遅くとも７月31日までに行われなければならない。受理の受領証が申告者に送られる。 
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補充の権利を失う。 

第２節 候補者の規制 

第４条 

 §1. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の対象となる受託行為において、候補者たちは選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守

し、且つそれを表明する義務を負う。 

    候補者たちは選挙費用の申告書に資金源の申告書を付け加え125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載する義務

がある。名簿の筆頭にある候補者は、さらに選挙後30日以内に、125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人の身元を記載した名

簿の選挙運動に関する費用、並びに資金源を申告しなければならない。 

    そのために名簿により委任された者が各候補者及び名簿の選挙費用の申告書を集め、選挙当日後30日以内に地域事務局が所在

する管轄区域内の第一審裁判所の記録保存室に提出する。受託証書及び申告書は特定の様式で作成されて申請者により署名され

る。 

    この様式は政府により提供され、ベルギー官報で布告される。 

 §2. 選挙後31日目から、申告書は第一審裁判所の記録保存室において、15日間、投票への招集状を提示した当該選挙区の選挙人全

員が閲覧することができる。 

    選挙費用の申告書は選挙後121日まで第一審裁判所の記録保存室で保管される。 

    本章第６条に予定されるような告訴又は第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるような異議申立が選挙後120日以内に提起される場

合は、提訴に関係のある候補者の選挙費用申告書はその要求に基づき付託された王室検事又は地域圏規制委員会に送られる。 

    本章第６条に予定されるようないかなる告訴も、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第25条に予定されるようないかなる異議申立も、本段落に

予定された期限内に提起されなかった場合は、候補者たちは関係文書を引き上げることができる。 

第５条 選出された候補者が前条若しくは第３条§２及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び会福祉協議会の直接選挙のために投入

される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその任務は剥奪されるこ

とができる。名簿の筆頭にある候補者が前条若しくは第３条§１及び県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直

接選挙のために投入される選挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定を遵守しなかった場合はその

任務は剥奪されることができる。 

    │2007年10月４日の憲法裁判所の判決2007年第127号は本条に関する先決問題に判決を下した。 

    └ 

第６条 

 §1. 前条に抵触することなく、王室検事の発意又は利害関係を主張する者の誰かにより以下の者は起訴されることになるし、８日

乃至３か月の拘留及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらの罰のいずれか一つに処せられることになる： 

   １º その選挙費用及び/又はその資金源を本章第４条に定められた期限内に申告するのを怠る者は何人も； 

   ２º 承知の上で第３条§２に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した者は何人も； 

   ３º 選挙の前３か月間に県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選挙費用の制限及

び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の諸規定に違反する者は何人も； 

   ４º 承知の上で第３条§１に予定された県、基礎自治体、地区の議会選挙及び社会福祉協議会の直接選挙のために投入される選

挙費用の制限及び規制に関する1994年７月７日の国法第７条の最高額を超える選挙運動のために出費をしたか又は資金投入を

した名簿の筆頭にある候補者； 

   ５º 地域圏の番号及び保護略号を持たない名簿の筆頭に置かれていて全国レベルの選挙運動を行うために出費をした候補者。 

    匿名の密告は王室検事の考慮に入れられないことになる。 

 §2. 王室検事の発案権行使及び段標１の対象となる違反に関する同検事の告訴提起のための期限は選挙後120日で満了する。王室

検事は地域圏監督委員会に候補者たちに関する告訴状の写しを移送する。王室検事は同様に告訴の対象になる者たちにも写しを

移送する。伝達は告訴状提出から８日以内に行われる。 

 §3. 根拠のない起訴状を提出したか又は訴訟を起こしてそれに対して悪意が証明された者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑

に処せられることになる。 

 §4. 段標１の対象となる告訴の範囲内で、王室検事は、特定の候補者に、その選挙運動の活動の資金調達に役立てられた資金源に

関する全ての情報を要求することができる。 

第３節 資金源の規制 

第７条 

 §1. 本章第１条の対象となる政党に125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録されて政党によ

り選挙から30日以内に地域圏監督委員会にだけ報告される。 
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 §2. 125ユーロ乃至それ以上の寄付をした個人たちの身元は受益者たちにより記録される。その記録は選挙人たちの検証には掛け

られない。 

第Ⅱ章 代理投票 

第１条 

 §1. 以下の者は他の選挙人にその名前でその代理として投票するために委任することができる： 

   １º 彼自身又は親族若しくは姻族又は同居者の疾病若しくは身体障害のために自ら投票センターに出頭することができないか又

はそこへ搬送できない状態にある選挙人。この不能は医師の証明書により証明される。選挙の候補者として立っている医師は

このような証明書を発行することができない； 

   ２º 職業上若しくは勤務のために以下のような選挙人： 

    ａ. 海外在住者並びにその同居している選挙人たち、その家族又はそれに準ずる構成員たち；  

    ｂ. 自らは投票当日は王国にいるが、自ら投票センターには出頭することができない。 

     ａ及びｂの対象となる不能は当事者が所属する軍当局若しくは文民当局又は雇用主により発行される証明書により証明され

る。 

     当事者が自営の場合には、ａ及びｂの対象となる不能は基礎自治体当局に宣誓して事前に行った申告により証明される； 

   ３º 船頭、移動する商人若しくは露天商人の職業に従事する選挙人及びその同居の家族たち； 

     その職業への従事は当事者が住民登録簿に登録している基礎自治体の長により発行される証明書により証明される。 

   ４º 投票当日司法的措置の結果自由剥奪状態にある選挙人。 

     この状態は当事者が滞在している施設の長により証明される； 

   ５º その宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人。 

     この不能は宗教界の権威により発行される証明書により証明されなければならない。 

   ６º その通っている施設の長の証明書を提示するという条件で勉学の理由で投票センターに出頭することができない状況にある

学生； 

   ７º これまでに述べられた以外の理由で一時的に外国に滞在するために投票日当日に在宅せず、従って投票事務局に出頭できな

い状況にある選挙人。 

     このような理由での外国滞在は旅行団体の証明書により証明される。この文書はその名前で投票する他の選挙人に委任した

い選挙人の名前を記載する。 

     選挙人がこのような文書を発行させることができない場合には、投票日当日に投票事務所に出頭することができないことは

その他の証拠書類若しくは誓約書の提示によりその居住地の基礎自治体の長により証明される。政府は長により発行される証

明書の書式を決める。 

     請求は遅くとも選挙当日の前日までに長に提起されなければならない。 

 §2. 選挙人は誰でも受任者として指名されることができる。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族若しくは姻

族に対する受任者として指名されることができる。 

    候補者は同様にその親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に

対する受任者として指名されることができる。 

    委託者及び受任者が二人とも同じ基礎自治体の住民登録簿に登録されている場合には、この基礎自治体の長は代理の申込用紙

に基づき親戚関係を証明する。 

    二人が同じ基礎自治体内に登録されていない場合には、受任者が登録されている基礎自治体の長は公知証書の提示に基づき親

戚関係を証明する。公知証書は代理の申込用紙に添えられる。 

    各受任者は代理だけしかできない。 

    前の各段落に反して受任者はその宗教上の信念のために投票センターに出頭することができない状況にある選挙人に関しては

委任者により自由に指名されることになる。 

 §3. 委任状は書式が政府により定められ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    委任状はそれに対して有効な選挙、並びに委託者及び受任者のその苗字、名前、生年月日、住所及び委託者個人の国民登録簿

の識別番号を記載する。 

    委任状の用紙は委託者及び受任者により署名される。 

第Ⅲ章 投票支援 

第１条 

 §1. 移動が一時的若しくは終身的な形で狭められている選挙人は基礎自治体当局にその状態に適した投票センターに向けられるよ

う申告を行うことができる。 

 §2. 基礎自治体へのこの申告は遅くとも７月31日までに行われなければならない。受理の受領証が申告者に送られる。 
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 §3. 《A》の文字が選挙人登録簿上の申告者の名前に関して付けられる。 

第２条 

 §1. 投票権を行使するために投票場の仕切りまでと中へ付添をする必要があると見なされる選挙人はこの意味の申告書をその居住

地の基礎自治体の長に遅くとも選挙の日前15日までに提出できる。 

    以下の者たちは付添の必要が証明される： 

   １º 精神的動作又は学習の領域での障害が認められる者たち； 

   ２º 身体的動作の領域での障害が認められる者たち； 

   ３º 感覚的動作の領域での障害が認められる者たち；   

   ４º 精神的な種類の障害が認められる者たち； 

   ５º 慢性若しくは退行性疾患に伴う障害が認められる者たち； 

   ６º 母語が憲法に予定されている言語でないためにこれがいつでも結果として読むのに障害となる者たち。 

 §2. 関係選挙人がその付添を選ぶ；但し付添は自身が選挙人でなければならない。 

    それぞれの付添は選挙人を複数支援することはできない。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族か姻族に対

する付添として指名されることができる。 

    候補者は、その親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に対す

る付添として指名されることができる。 

 §3. 申告書は書式が政府により定められ且つ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    申告書はそのために役立てられる選挙、並びに選挙人及び付添のその苗字、名前、生年月日、住所及び選挙人個人の国民登録

簿の識別番号を記載する。 

    申告書の用紙は選挙人及び付添により署名される。選挙人は投票事務所長に招集状と一緒に提出する。 

 §4. 投票事務所長は前段票に規定されたことに違反した付添を退去させる。 

第Ⅳ章 会派の立会人たち 

第１節 立会人の選任 

第１条 

 §1. 候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の２ºの対象となる候補者受託証書において、地域事務局及び小郡事務局の会

議並びに投票の後のこれらの事務局により行われる作業に出席する立会人及び補欠立会人を指名することができる。 

    同じ立候補証書の上に表示された候補者たちが、個別の受託証書において別々の者たちを指名した場合には、立候補順位の等

級の第１の候補者による指名だけが考慮されることになる。 

 §2. 候補者たちは本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条の対象となる団体の申告書においては、団体全体のために郡の中央事務局の作業に出席

するための立会人及び補欠立会人を指名することができる。立会人たちは郡の一地区の選挙人でなければならない。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    他の候補者たちがこの申告をしている地区内で団体の申告をしなかった候補者たちは選挙作業のときに地区事務局の会議に出

席するために選挙により選任される立会人により郡中央事務局の作業に代理をする権利を有している。 

 §3. 選挙の前５日間、14時乃至16時に立候補の順位の等級の第１位にある候補者はその同じ名簿のために地域内の投票事務所及び

開票事務所にいる立会人たち及びそれと同数の補欠立会人たちを選任することができる。 

    投票事務所は、一つの名簿から唯一人の立会人及び唯一人の補欠立会人か、又は基礎自治体の順位の同じ番号若しくは同じ略

号及び意匠文字を持っているが、一方では基礎自治体の投票、他方では県の投票に提出される名簿の全員しか指名することがで

きない。 

    前段落の対象となる名簿の基礎自治体の立会人は基礎自治体の選挙のための立候補の順位の等級の第１位にある候補者により

指名される立会人である。 

 §4. 地域選挙区内の選挙人でなければ何人も立会人として指名されることはできない。 

    候補者は各立会人が作業期間中を通してその任務を遂行する事務局を指定する。その候補者は自ら立会人たちにその選任され

たことを伝える。通知状は地域事務局長により連署される。 

    他の基礎自治体の選挙人である立会人たちはその基礎自治体の選挙への招集状若しくは選挙人登録簿の写しの提出によりその

選挙人資格を証明しなければならない。 

    前段落の適用に抵触することなく、立会人たちは事務局長に自分に伝達されていた通知状を提出しなければならない。 

 §5. 立会人たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{フランス語} 

   又は： 

－ 217 － 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{ドイツ語} 

 §6. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、立会人たちは行政事項における言語の使用につい

ての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓{オランダ語}を要求することができる： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{オランダ語} 

 §7. 宣誓は作業開始の前に局長の掌中で行われ、記録にこれらの宣誓が記載される。 

第２節 兼職禁止 

第２条 

 §1. 選挙事務局員たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできない。 

 §2. 候補者たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできる。但し、自らは次の第３条乃至第５条に述べられてい

る諸規定に従い責任を負う。 

 §3. 段標２に抵触することなく、立会人たちは、受任者たちを除き、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５の対象となる推薦証書に名前

が表示される署名人の選挙人たちの中から優先的に選任される。 

    このために、候補者が立会人若しくは補欠立会人として選任される場合には、地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６

の１ºの対象となる選挙人たちの記録を検討する。 

    署名人の選挙人たちが立会人若しくは補欠立会人に選任されるのを受託したと分かれば、立候補の順位の等級の第１位にある

候補者は直ちに選ばれた中の一人を指名することができる。それがなければ、立会人の選任はなかったことになる。 

第３節 立会人の任務 

第３条 本節は投票センター内又はその直ぐ周りにいる者全てに適用できる諸規定に抵触することなく政党の立会人たちに適用される。 

第４条 本法により立会人たちに選挙過程の全てにおいて明白に与えられる諸任務に加えて、立会人たちだけが監視の任務を有する。 

 立会人たちはその監視記録を事務所長により記録に記載させる権利を有する。局長はこの記録を拒否することはできない。 

第５条 立会人たちはいかような形でも選挙人たちの投票に影響を与えるよう務めることはできない。 

 立会人たちはいかなる場合にも地域選挙区内の他の選挙人たちの受任者、指導者若しくは支持者になることはできない。 

 明らかに間違いなく選挙運動と同一視される立会人側からの意思表明は全て厳禁される。 

 本条の諸規定に違反する場合には、事務局所はそのような兆候を示した立会人を、最初に警告した後で、その場から退去させる。 

 退去命令並びにその理由は記録に記載され、違反者は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられることになる。 

第Ⅴ章 選挙費用 

第１条 選挙事務局構成員たちは政府により定められる出席手当を受領する。いかなる形のものであれ構成員たちが要求することがで

きる手当並びに特典の額も同様に政府により定められる。 

 選挙事務局構成員たちはその出張旅費の弁済を要求することができる。 

第２条 

 §1. 局員たちの提供する選挙の書類に関する費用は地域圏の負担である。 

 §2. 以下の選挙費用は半分は基礎自治体の負担、半分は県の負担となる： 

   １º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出席手当； 

   ２º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出張旅費； 

   ３º 選挙人として登録している基礎自治体内にはもはや居住していない選挙人たちにより政府により定められる条件の下で提示

される旅費； 

   ４º 選挙事務局員たちがその職務遂行中に突然生じた事故の結果である身体被害を補償するために用意される保険料。政府はこ

れらの事故がそれに従い償われる方式を決める。 

 §3. 政府により承認された型式に基づき基礎自治体は以下の物を負担する： 

   １º 投票箱； 

   ２º 仕切り板； 

   ３º 机 

   ４º 封筒 

   ５º 鉛筆。 

 §4. その他の選挙費用は全て基礎自治体の負担となる。 

第３条 

 §1. 県はその管轄下の基礎自治体に本条第２段標の対象となる選挙費用を前払いし、一方基礎自治体に対して適切な回収を行う。 

 §2. 選挙事務局構成員たちの出席手当の支払は県により選挙事務局員全員により正式に署名された記録の付録に基づいてのみ行わ

れる。 

 §3. 出席手当は政府により定められた方法で選挙事務局構成員たちの金融口座に振り込まれる。 

 §4. 選挙事務局構成員たちは、住民登録簿に登録されていない基礎自治体に在席しているときに、政府により決められた条件で通
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 §3. 《A》の文字が選挙人登録簿上の申告者の名前に関して付けられる。 

第２条 

 §1. 投票権を行使するために投票場の仕切りまでと中へ付添をする必要があると見なされる選挙人はこの意味の申告書をその居住

地の基礎自治体の長に遅くとも選挙の日前15日までに提出できる。 

    以下の者たちは付添の必要が証明される： 

   １º 精神的動作又は学習の領域での障害が認められる者たち； 

   ２º 身体的動作の領域での障害が認められる者たち； 

   ３º 感覚的動作の領域での障害が認められる者たち；   

   ４º 精神的な種類の障害が認められる者たち； 

   ５º 慢性若しくは退行性疾患に伴う障害が認められる者たち； 

   ６º 母語が憲法に予定されている言語でないためにこれがいつでも結果として読むのに障害となる者たち。 

 §2. 関係選挙人がその付添を選ぶ；但し付添は自身が選挙人でなければならない。 

    それぞれの付添は選挙人を複数支援することはできない。 

    候補者は、自身が選挙人であることを条件に、その居宅に主たる住所を定めているその配偶者、法定同棲者、親族か姻族に対

する付添として指名されることができる。 

    候補者は、その親族が３親等以内であることが証明される限り、その居宅に主たる住所を定めている親族若しくは姻族に対す

る付添として指名されることができる。 

 §3. 申告書は書式が政府により定められ且つ基礎自治体書記により無料で発行される用紙に認められる。 

    申告書はそのために役立てられる選挙、並びに選挙人及び付添のその苗字、名前、生年月日、住所及び選挙人個人の国民登録

簿の識別番号を記載する。 

    申告書の用紙は選挙人及び付添により署名される。選挙人は投票事務所長に招集状と一緒に提出する。 

 §4. 投票事務所長は前段票に規定されたことに違反した付添を退去させる。 

第Ⅳ章 会派の立会人たち 

第１節 立会人の選任 

第１条 

 §1. 候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６の２ºの対象となる候補者受託証書において、地域事務局及び小郡事務局の会

議並びに投票の後のこれらの事務局により行われる作業に出席する立会人及び補欠立会人を指名することができる。 

    同じ立候補証書の上に表示された候補者たちが、個別の受託証書において別々の者たちを指名した場合には、立候補順位の等

級の第１の候補者による指名だけが考慮されることになる。 

 §2. 候補者たちは本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第34条の対象となる団体の申告書においては、団体全体のために郡の中央事務局の作業に出席

するための立会人及び補欠立会人を指名することができる。立会人たちは郡の一地区の選挙人でなければならない。 

    │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

    他の候補者たちがこの申告をしている地区内で団体の申告をしなかった候補者たちは選挙作業のときに地区事務局の会議に出

席するために選挙により選任される立会人により郡中央事務局の作業に代理をする権利を有している。 

 §3. 選挙の前５日間、14時乃至16時に立候補の順位の等級の第１位にある候補者はその同じ名簿のために地域内の投票事務所及び

開票事務所にいる立会人たち及びそれと同数の補欠立会人たちを選任することができる。 

    投票事務所は、一つの名簿から唯一人の立会人及び唯一人の補欠立会人か、又は基礎自治体の順位の同じ番号若しくは同じ略

号及び意匠文字を持っているが、一方では基礎自治体の投票、他方では県の投票に提出される名簿の全員しか指名することがで

きない。 

    前段落の対象となる名簿の基礎自治体の立会人は基礎自治体の選挙のための立候補の順位の等級の第１位にある候補者により

指名される立会人である。 

 §4. 地域選挙区内の選挙人でなければ何人も立会人として指名されることはできない。 

    候補者は各立会人が作業期間中を通してその任務を遂行する事務局を指定する。その候補者は自ら立会人たちにその選任され

たことを伝える。通知状は地域事務局長により連署される。 

    他の基礎自治体の選挙人である立会人たちはその基礎自治体の選挙への招集状若しくは選挙人登録簿の写しの提出によりその

選挙人資格を証明しなければならない。 

    前段落の適用に抵触することなく、立会人たちは事務局長に自分に伝達されていた通知状を提出しなければならない。 

 §5. 立会人たちは以下の宣誓をする： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{フランス語} 

   又は： 
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    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{ドイツ語} 

 §6. Comines-Warneton､Enghien､Flobecq及びMouscronの基礎自治体においては、立会人たちは行政事項における言語の使用につい

ての1966年７月18日の勅令との関係で以下の宣誓{オランダ語}を要求することができる： 

    《私は投票の秘密を守りいかなる形でも選挙人たちの選挙の自由を左右することは求めないことを誓う。》{オランダ語} 

 §7. 宣誓は作業開始の前に局長の掌中で行われ、記録にこれらの宣誓が記載される。 

第２節 兼職禁止 

第２条 

 §1. 選挙事務局員たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできない。 

 §2. 候補者たちは立会人若しくは補欠立会人として指名されることはできる。但し、自らは次の第３条乃至第５条に述べられてい

る諸規定に従い責任を負う。 

 §3. 段標２に抵触することなく、立会人たちは、受任者たちを除き、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５の対象となる推薦証書に名前

が表示される署名人の選挙人たちの中から優先的に選任される。 

    このために、候補者が立会人若しくは補欠立会人として選任される場合には、地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§６

の１ºの対象となる選挙人たちの記録を検討する。 

    署名人の選挙人たちが立会人若しくは補欠立会人に選任されるのを受託したと分かれば、立候補の順位の等級の第１位にある

候補者は直ちに選ばれた中の一人を指名することができる。それがなければ、立会人の選任はなかったことになる。 

第３節 立会人の任務 

第３条 本節は投票センター内又はその直ぐ周りにいる者全てに適用できる諸規定に抵触することなく政党の立会人たちに適用される。 

第４条 本法により立会人たちに選挙過程の全てにおいて明白に与えられる諸任務に加えて、立会人たちだけが監視の任務を有する。 

 立会人たちはその監視記録を事務所長により記録に記載させる権利を有する。局長はこの記録を拒否することはできない。 

第５条 立会人たちはいかような形でも選挙人たちの投票に影響を与えるよう務めることはできない。 

 立会人たちはいかなる場合にも地域選挙区内の他の選挙人たちの受任者、指導者若しくは支持者になることはできない。 

 明らかに間違いなく選挙運動と同一視される立会人側からの意思表明は全て厳禁される。 

 本条の諸規定に違反する場合には、事務局所はそのような兆候を示した立会人を、最初に警告した後で、その場から退去させる。 

 退去命令並びにその理由は記録に記載され、違反者は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられることになる。 

第Ⅴ章 選挙費用 

第１条 選挙事務局構成員たちは政府により定められる出席手当を受領する。いかなる形のものであれ構成員たちが要求することがで

きる手当並びに特典の額も同様に政府により定められる。 

 選挙事務局構成員たちはその出張旅費の弁済を要求することができる。 

第２条 

 §1. 局員たちの提供する選挙の書類に関する費用は地域圏の負担である。 

 §2. 以下の選挙費用は半分は基礎自治体の負担、半分は県の負担となる： 

   １º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出席手当； 

   ２º 選挙事務局員たちが政府により定められる条件の下でそれを要求することができる出張旅費； 

   ３º 選挙人として登録している基礎自治体内にはもはや居住していない選挙人たちにより政府により定められる条件の下で提示

される旅費； 

   ４º 選挙事務局員たちがその職務遂行中に突然生じた事故の結果である身体被害を補償するために用意される保険料。政府はこ

れらの事故がそれに従い償われる方式を決める。 

 §3. 政府により承認された型式に基づき基礎自治体は以下の物を負担する： 

   １º 投票箱； 

   ２º 仕切り板； 

   ３º 机 

   ４º 封筒 

   ５º 鉛筆。 

 §4. その他の選挙費用は全て基礎自治体の負担となる。 

第３条 

 §1. 県はその管轄下の基礎自治体に本条第２段標の対象となる選挙費用を前払いし、一方基礎自治体に対して適切な回収を行う。 

 §2. 選挙事務局構成員たちの出席手当の支払は県により選挙事務局員全員により正式に署名された記録の付録に基づいてのみ行わ

れる。 

 §3. 出席手当は政府により定められた方法で選挙事務局構成員たちの金融口座に振り込まれる。 

 §4. 選挙事務局構成員たちは、住民登録簿に登録されていない基礎自治体に在席しているときに、政府により決められた条件で通
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勤手当に対する権利を有する。 

 §5. これらの通勤の権利移譲による債券の申告書は政府により決められる書式により作成されなければならないし、且つ上述の申

告書に基づき支払を行う関係県当局の住所に送られなければならない。 

第４条 通勤が無料になる権利を有する選挙人たちは以下の者たちである： 

   1. 投票しなければならない基礎自治体内に居住していない選挙人たち； 

   2. 賃金若しくは給与を受け取っていて外国又はその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体で職業に従事して

いる者たち； 

   3. 2.の対象となる者たちと同居している家族の構成員たち； 

   4. 勉学のためにその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体に滞在している学生たち； 

   5. その投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体内の病院若しくは療養所にいる者たち。 

 支払方法は政府により定められることになる。 

第Ⅳ編 選挙作業 

第Ⅰ章 作業のデジタル化及び自動化 

第１条 

 §1. 投票の自動化に関する第４部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅵ編第Ⅰ章第７条の諸規定と抵触することなく、本法の対象と

なる作業のデジタル記号化は練り上げられたソフトウェアによって行われ、政府により選挙事務局長たちに提供される。 

    本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条の対象となる専門家集団は選挙の際にソフトウェアの信頼性を点検する。遅くとも選挙終了後

10日までにいずれにせよ選挙の有効性の法的宣言の前に、専門家たちは政府及びワロン議会に報告書を提出する。この報告書は

特にソフトウェアに関する勧告を含む。 

 §2. 本法がデジタル化の方法による一定の資料の伝達を規定しているときは、この伝達は政府により定められる様式に従い選挙の

資料の秘密保持、公明正大及び入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

 §3. 同様に、本法が自動化の方法での資料の取扱いを規定しているときは、政府により定められる方法でその様式に従い選挙の資

料の秘密保持、公明正大および入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

第Ⅱ章 立候補 

第１節 被選挙権及び兼職禁止 

第１条 

 §1. 以下の各段落に述べられる特殊な条件付で、基礎自治体、県の議員又は地区議会の構成員に選挙されてとどまることができる

ためには、選挙民であり、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条又は基礎自治体選挙法第１条の対象となる有権者の諸条件を維持している必

要があるし、遅くとも選挙当日までに本法の本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条に予定された除斥若しくは一時停止の場合の一つであって

はならない。 

    県議会の議員に選挙されることができるためには、その上その県の基礎自治体の住民登録簿に登録されている必要がある。 

    本条の適用のためには、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条の§１に述べられている国籍の条件が遅くとも候補者に立つ日までに満たさ

れていなければならない。 

    同様に、基礎自治体の住民登録簿への登録及び関係地区内居住の条件はその間に選挙の行われる年の遅くとも８月１日までに

満たされていなければならない。 

 §2. 以下の者たちは被選挙資格者たりえない： 

   １º 有罪判決により被選挙資格を剥奪された者たち； 

   ２º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条及び第３条の適用により選挙権が排除若しくは一時停止される者たち； 

   ３º その母国において民事事件の個人的決定又は宣告された有罪判決によりその国の法律により被選挙資格者の権利を失ってい

る他のヨーロッパ連合構成国の所属民たち； 

   ４º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、地方自治体の職務執行中に犯した、執行猶予付であっても、刑

法第240条、第241条、第243条及び第245条乃至第248条の予定された犯罪の一つの条項の有罪判決を受けてその被選挙資格喪

失が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ５º 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日の法律により対象となるか

又は第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若しく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日の法律に基づく犯罪のために有罪判決を受けてその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ６º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、執行猶予付であっても、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犯罪について有罪判決を受けて以降犯罪行為時に団体の管理者であってその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち。 

    ｜これら５º及び６ºの取消訴訟が仲裁院に提起された。それは目録番号4,080（2006年12月29日のベルギー官報76,204頁）に掲載されている。 
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    └ 

     有罪判決を受ける根拠を有する事実を知らなかった証拠を挙げたか又は知っていたときでも当該法人の中での職を直ちに辞

していた団体の管理者たちには前段落が適用されることはない。 

   ７º 職務を離れて以降２年間の県知事； 

   ８º （第Ⅴ部第Ⅳ巻第Ⅲ編第Ⅰ章第６条第３段落 ― 2007年12月20日のワロン政府命令の）適用により議員を失職していてこの

被選挙資格喪失がその剥奪を確認する政府若しくはその代理の決定の通告後５年間中断されている者たち。 

 §3. 同様に、２層構造の統合警察部を組織する1998年12月７日の国法の第127条に従い警察公務員たちには被選挙権がない。 

 §4. 以下の者は県議会の被選挙権がない： 

   １º 下院、上院、欧州議会、地域圏若しくは共同体議会の構成員である者たち； 

   ２º 連邦国家の大臣たち及び副大臣たち； 

   ３º 地域圏若しくは共同体政府の構成員たち； 

   ４º 欧州委員たち。 

第２条 基礎自治体のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条乃至第10条に従い決められる。 

 県のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条乃至第81条に従い決められる。 

第２節 候補者たちの立候補届出 

第３条 遅くとも９月１日までに、地域事務局長は候補者たちの立候補届出及び立会人たちの選任を受け付ける場所を決め日時に注意

を促す告示を公示する。 

 候補者たちの立候補届出並びに添付しなければならない証書は投票日の31日前の木曜日若しくは30日前の金曜日に地域事務局長に提

出されなければならない。 

 立候補証書、並びに添付しなければならない記録は、政府により定められる書式を元に作成される。 

 候補者たちの立候補届出の提出は13時乃至16時に行われる。 

 地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１の第１段落に従い届出されている候補者たちをデジタル法によりコード化する。 

第４条 

 §1. 基礎自治体の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも２人の任期満了した基礎自治体議会議員によるか、それ

とも以下による署名がなされなければならない： 

   １º 住民20,001人乃至それ以上の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の100人の選挙人； 

   ２º 住民10,001人乃至20,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の50人の選挙人； 

   ３º 住民5,001人乃至10,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の30人の選挙人； 

   ４º 住民2,001人乃至5,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の20人の選挙人； 

   ５º 住民500人乃至2,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の10人の選挙人； 

   ６º 住民500人以下の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の５人の選挙人。 

    人口数は第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条第１段落に従い確定される数字である。 

 §2. 県の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも県の50人の選挙人によるか、少なくとも３人の任期満了した県議

会議員による署名がなされなければならない。 

 §3. 立候補届出はこのために受託証書の中の候補者たちにより指名された３人の署名人の一人か又はこのためにこの証書の寄託の

承認権を持っているような任期満了した基礎自治体若しくは県の議員たちにより指名された二人の候補者の内の一人から地域事

務局長に手渡されて受領証が交付される。 

 §4. 一人の選挙人は同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することはできない。 

    任期満了した基礎自治体若しくは県の議員も同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することができない。選挙人若し

くは任期満了した議員は、同じ政党に関する限り、県の選挙及び別の基礎自治体の選挙のための立候補届出証書には署名するこ

とができる。この禁止に違反した選挙人若しくは議員は選挙法第202条に規定された刑罰を科せられることになる。 

 §5. 届出証書は届が出された候補者たち及び必要な場合には選挙人たちの個人の苗字、名前、誕生日、性別、職業、国民登録の身

分証明書番号及び主たる住所を記載する。候補者の身元、既婚若しくは寡婦（夫）がその配偶者若しくはその死去した配偶者の

苗字の前後に置かれることができる。候補者の出生時の苗字がこの記載が、地域のレベルで他の候補者及び有名人と混同する虞

がない限り、普段使っている苗字の後に置かれる。政府は俗称の使用が認められる様式を定める。 

    届出は、必要があれば、本章第34条の§２に従い団体結成許可証を記載する。 

    投票用紙上の候補者名簿に載せるよう求められる略号若しくは意匠文字を記載する。この略号若しくは意匠文字は本法の本章

第26条の§３の規定を遵守する。 

 §6. 候補者たちの立候補届出には以下の文書が添付される： 

   １º 政党の立会人としてか若しくは補欠立会人として予定される選任を受諾する場合には各自について表示した段標１及び２の

対象となる署名人の選挙人たちの記録； 
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勤手当に対する権利を有する。 

 §5. これらの通勤の権利移譲による債券の申告書は政府により決められる書式により作成されなければならないし、且つ上述の申

告書に基づき支払を行う関係県当局の住所に送られなければならない。 

第４条 通勤が無料になる権利を有する選挙人たちは以下の者たちである： 

   1. 投票しなければならない基礎自治体内に居住していない選挙人たち； 

   2. 賃金若しくは給与を受け取っていて外国又はその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体で職業に従事して

いる者たち； 

   3. 2.の対象となる者たちと同居している家族の構成員たち； 

   4. 勉学のためにその投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体に滞在している学生たち； 

   5. その投票しなければならない基礎自治体とは別の基礎自治体内の病院若しくは療養所にいる者たち。 

 支払方法は政府により定められることになる。 

第Ⅳ編 選挙作業 

第Ⅰ章 作業のデジタル化及び自動化 

第１条 

 §1. 投票の自動化に関する第４部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅵ編第Ⅰ章第７条の諸規定と抵触することなく、本法の対象と

なる作業のデジタル記号化は練り上げられたソフトウェアによって行われ、政府により選挙事務局長たちに提供される。 

    本部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条の対象となる専門家集団は選挙の際にソフトウェアの信頼性を点検する。遅くとも選挙終了後

10日までにいずれにせよ選挙の有効性の法的宣言の前に、専門家たちは政府及びワロン議会に報告書を提出する。この報告書は

特にソフトウェアに関する勧告を含む。 

 §2. 本法がデジタル化の方法による一定の資料の伝達を規定しているときは、この伝達は政府により定められる様式に従い選挙の

資料の秘密保持、公明正大及び入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

 §3. 同様に、本法が自動化の方法での資料の取扱いを規定しているときは、政府により定められる方法でその様式に従い選挙の資

料の秘密保持、公明正大および入手の自由の諸原則を尊重して行われる。 

第Ⅱ章 立候補 

第１節 被選挙権及び兼職禁止 

第１条 

 §1. 以下の各段落に述べられる特殊な条件付で、基礎自治体、県の議員又は地区議会の構成員に選挙されてとどまることができる

ためには、選挙民であり、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条又は基礎自治体選挙法第１条の対象となる有権者の諸条件を維持している必

要があるし、遅くとも選挙当日までに本法の本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条に予定された除斥若しくは一時停止の場合の一つであって

はならない。 

    県議会の議員に選挙されることができるためには、その上その県の基礎自治体の住民登録簿に登録されている必要がある。 

    本条の適用のためには、本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第１条の§１に述べられている国籍の条件が遅くとも候補者に立つ日までに満たさ

れていなければならない。 

    同様に、基礎自治体の住民登録簿への登録及び関係地区内居住の条件はその間に選挙の行われる年の遅くとも８月１日までに

満たされていなければならない。 

 §2. 以下の者たちは被選挙資格者たりえない： 

   １º 有罪判決により被選挙資格を剥奪された者たち； 

   ２º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条及び第３条の適用により選挙権が排除若しくは一時停止される者たち； 

   ３º その母国において民事事件の個人的決定又は宣告された有罪判決によりその国の法律により被選挙資格者の権利を失ってい

る他のヨーロッパ連合構成国の所属民たち； 

   ４º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、地方自治体の職務執行中に犯した、執行猶予付であっても、刑

法第240条、第241条、第243条及び第245条乃至第248条の予定された犯罪の一つの条項の有罪判決を受けてその被選挙資格喪

失が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ５º 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日の法律により対象となるか

又は第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若しく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日の法律に基づく犯罪のために有罪判決を受けてその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち； 

   ６º １º及び２ºに予定された諸規定の適用に抵触することなく、執行猶予付であっても、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犯罪について有罪判決を受けて以降犯罪行為時に団体の管理者であってその被選挙資格喪失

が有罪判決の後12年間中断されている者たち。 

    ｜これら５º及び６ºの取消訴訟が仲裁院に提起された。それは目録番号4,080（2006年12月29日のベルギー官報76,204頁）に掲載されている。 
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    └ 

     有罪判決を受ける根拠を有する事実を知らなかった証拠を挙げたか又は知っていたときでも当該法人の中での職を直ちに辞

していた団体の管理者たちには前段落が適用されることはない。 

   ７º 職務を離れて以降２年間の県知事； 

   ８º （第Ⅴ部第Ⅳ巻第Ⅲ編第Ⅰ章第６条第３段落 ― 2007年12月20日のワロン政府命令の）適用により議員を失職していてこの

被選挙資格喪失がその剥奪を確認する政府若しくはその代理の決定の通告後５年間中断されている者たち。 

 §3. 同様に、２層構造の統合警察部を組織する1998年12月７日の国法の第127条に従い警察公務員たちには被選挙権がない。 

 §4. 以下の者は県議会の被選挙権がない： 

   １º 下院、上院、欧州議会、地域圏若しくは共同体議会の構成員である者たち； 

   ２º 連邦国家の大臣たち及び副大臣たち； 

   ３º 地域圏若しくは共同体政府の構成員たち； 

   ４º 欧州委員たち。 

第２条 基礎自治体のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条乃至第10条に従い決められる。 

 県のレベルでの兼職禁止は本法第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第74条乃至第81条に従い決められる。 

第２節 候補者たちの立候補届出 

第３条 遅くとも９月１日までに、地域事務局長は候補者たちの立候補届出及び立会人たちの選任を受け付ける場所を決め日時に注意

を促す告示を公示する。 

 候補者たちの立候補届出並びに添付しなければならない証書は投票日の31日前の木曜日若しくは30日前の金曜日に地域事務局長に提

出されなければならない。 

 立候補証書、並びに添付しなければならない記録は、政府により定められる書式を元に作成される。 

 候補者たちの立候補届出の提出は13時乃至16時に行われる。 

 地域事務局長は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１の第１段落に従い届出されている候補者たちをデジタル法によりコード化する。 

第４条 

 §1. 基礎自治体の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも２人の任期満了した基礎自治体議会議員によるか、それ

とも以下による署名がなされなければならない： 

   １º 住民20,001人乃至それ以上の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の100人の選挙人； 

   ２º 住民10,001人乃至20,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の50人の選挙人； 

   ３º 住民5,001人乃至10,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の30人の選挙人； 

   ４º 住民2,001人乃至5,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の20人の選挙人； 

   ５º 住民500人乃至2,000人の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の10人の選挙人； 

   ６º 住民500人以下の基礎自治体は少なくとも基礎自治体の５人の選挙人。 

    人口数は第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条第１段落に従い確定される数字である。 

 §2. 県の選挙のためには、候補者たちの立候補届出は少なくとも県の50人の選挙人によるか、少なくとも３人の任期満了した県議

会議員による署名がなされなければならない。 

 §3. 立候補届出はこのために受託証書の中の候補者たちにより指名された３人の署名人の一人か又はこのためにこの証書の寄託の

承認権を持っているような任期満了した基礎自治体若しくは県の議員たちにより指名された二人の候補者の内の一人から地域事

務局長に手渡されて受領証が交付される。 

 §4. 一人の選挙人は同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することはできない。 

    任期満了した基礎自治体若しくは県の議員も同じ選挙のための候補者届出証書の多くに署名することができない。選挙人若し

くは任期満了した議員は、同じ政党に関する限り、県の選挙及び別の基礎自治体の選挙のための立候補届出証書には署名するこ

とができる。この禁止に違反した選挙人若しくは議員は選挙法第202条に規定された刑罰を科せられることになる。 

 §5. 届出証書は届が出された候補者たち及び必要な場合には選挙人たちの個人の苗字、名前、誕生日、性別、職業、国民登録の身

分証明書番号及び主たる住所を記載する。候補者の身元、既婚若しくは寡婦（夫）がその配偶者若しくはその死去した配偶者の

苗字の前後に置かれることができる。候補者の出生時の苗字がこの記載が、地域のレベルで他の候補者及び有名人と混同する虞

がない限り、普段使っている苗字の後に置かれる。政府は俗称の使用が認められる様式を定める。 

    届出は、必要があれば、本章第34条の§２に従い団体結成許可証を記載する。 

    投票用紙上の候補者名簿に載せるよう求められる略号若しくは意匠文字を記載する。この略号若しくは意匠文字は本法の本章

第26条の§３の規定を遵守する。 

 §6. 候補者たちの立候補届出には以下の文書が添付される： 

   １º 政党の立会人としてか若しくは補欠立会人として予定される選任を受諾する場合には各自について表示した段標１及び２の

対象となる署名人の選挙人たちの記録； 
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   ２º 各候補者により署名された受諾証書； 

     この受諾証書は、必要があれば、本章第34条の様式に従い団体結成の意向を記載する。 

     その証書は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従いその名簿の立会人たち及び補欠立会人たちの名前を記載する； 

   ３º 受諾者に関する段標３の対象となる同意書； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§１に予定された様式に従い選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守して選挙費用並びに

資金源を申告する誓約； 

   ５º 名簿の筆頭にある候補者については、選挙当日後30日以内にその名簿の選挙運動に関する費用を申告し、且つ本巻第Ⅲ編第

Ⅰ章第４条の§１の第２段落に予定された様式に従い資金源を申告する誓約； 

   ６º 選挙期間中及びその在任中、憲法の中に、1950年11月４日の基本的人権及び自由保護協定の中に並びに1966年12月19日の私

権及び参政権に関する国際条約の中に記載されている法の支配の民主的原則並びに権利及び自由を遵守する制約； 

   ７º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第29条に従い名簿の提携を定める証書に賛同か若しくは逆に本章第33条に予定されたようなこの提携の放

棄の可能性のある申告； 

   ８º ベルギー人ではない欧州連合の候補者たちについては、その国籍及びその主たる住居の住所並びにその中で欧州連合の他の

構成国の基礎的地方団体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長のそれに相当する職務若しくは任務には従事していないこと、

兼職禁止を列挙した第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条第１段落の１º乃至８ºの対象とされるものに相当する職務に欧州連合の

他の構成国内において従事していないことを記載し、選挙当日、母国の被選挙権の喪失も中断もされていないことを証明する

書面の署名された個人の申告； 

   ９º 団体の可能性のある申告； 

   10º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第５条の§４に従い、署名人の選挙人たち、受任者たち並びに届けられた候補者たちがその基礎自治体内

の選挙人であることを証明する選挙人登録簿の抄本。 

     この申告書は政府により決められた様式に従った書式に作成される受領証と引き替えに提出される。 

     第１段落の７º及び９ºに記載されたものを除き、申告の全てに不受理の罰が命じられる。 

第５条 候補者たちの立候補届出証書は候補者たちが届け出た順位を表示する。 

第６条 候補者は同じ選挙では一つ以上の名簿に記載されることはできない。 

 何人も同じ選挙では複数の地域において候補者となることはできない。 

 これらの禁止に違反したことが認められた候補者は８日乃至15日の拘留又は26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられる虞がある。 

第７条 候補者名簿は以下の規定を満たさなければならない： 

   １º いずれの名簿も選挙される議員数を超える候補者数を含むことはできない； 

   ２º 名簿のそれぞれにおいて、それぞれの性の候補者数の差が１以上あることはできない； 

   ３º 最初の二人の候補者は同じ性であることはできない。 

 前段落の諸規定は基礎自治体議会若しくは県議会の統一改選の場合だけに適用される。 

第８条 立候補を受諾してその名前が同一の名簿に表示される候補者たちは単一の名簿の構成者と見なされる。 

第９条 候補者たち及び寄託者たちは、居ながらにして、提出された立候補届出証書を精査して書面でその所見を地域事務局に送達す

ることが認められる。 

 この権利は立候補届出証書の引渡しについて定められた期限内にこの期限の終了後２時間で行使される。 

 この権利は再び翌日13時乃至16時に行使される。 

第３節 候補者たちの点検 

第10条 

 §1. 候補者たちの届出時に、地域事務局長は届出人若しくは届出人たちと併せて、立候補届出証書が受理できるかどうかを点検す

る。 

    この点検は以下の点に向けられる： 

   １º 正規の署名人数； 

   ２º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５に予定された記載事項の遵守； 

   ３º 本章第４条の§６に列挙された申告の存在； 

   ４º 候補者数及び名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条に記載された事項の遵守。 

 §2. 全ての条件を満たした立候補届出証書は受理できる旨言い渡されて事務局に寄託される。 

 §3. 誤記があるか若しくは不完全な立候補届出証書は受理することができない旨言い渡される。受理することができない理由の調

書が直ちに作成される。その調書は写しを受け取った問題の立候補届出証書の届出人若しくは届出人たちにより連署される。候

補者たちの届出に予定された期限の終了までは、一人の届出人若しくは複数の届出人たちには規定に適った立候補届出証書を事

務局の点検に掛ける機会がある。 

第11条 

－ 221 － 

 §1. 地区事務局は投票の27日前の16時に集合する。 

 §2. 基礎自治体事務局は投票の26日前の16時に集合する。 

第12条 

 §1. 地域事務局はそのために受理できない旨の調書が作成された名簿及び候補者たちを点検することから始める。 

    事務局は新たな立候補届出を行ったか又はこの届出をしなかった証書の名簿及び候補者たちを検証する。 

    同事務局は立候補届出証書が受理することができない旨の調書の対象となっていて２度目の立候補届出の後でも不完全な候補

者たちを取り除く。 

 §2. 地域事務局は選挙人の資格を有していない候補者たちを取り除く。 

 §3. 同事務局は略号及び意匠文字が本法本章第26条の諸規定を充足していない名簿を取り除く。 

第13条 

 §1. 同事務局だけが地域の一基礎自治体の選挙人登録簿上の資格として表示された署名人選挙人のこの資格に異議を申し立てるこ

とができる。 

 §2. ベルギー人でない欧州連合の候補者の被選挙権について、特にその申告に疑いがある場合には、地域事務局長はこの候補者が

選挙当日にその母国の権限ある官公署が発行した証明書を提出し、被選挙権を喪失も中断もされていないか、又はこれらの官公

署が喪失若しくは中断の認識を持っていないことを証明するよう求めることができる。 

第14条 審議の後で、地域事務局が一定の候補者たちの立候補届出の不適切を宣告すると、この決定の理由が調書に掲載され、援用さ

れた理由の原文通りの表示を再掲した抄本が書留郵便で直ちに取り除かれた候補者たちを掲載した証書を引き渡していた初めに立候

補届出証書の中で指名された届出人に送達される。 

第15条 

 §1. 援用された理由がある候補者の被選挙権喪失であるときは、調書の抄本はこの候補者にも同様な方法で送達される。 

 §2. 加えて、地域事務局長は、最速の手段により候補者の住所のある基礎自治体当局に対してその所有している候補者の被選挙権

に関する指示を与えることができる全ての資料の写しか若しくは抄本を直ちに候補者に送達するよう依頼する。正式に証明され

たこれらの同じ資料が書留封書による送達の対象となる。 

 §3. 問題の候補者が少なくとも15日前からその基礎自治体に住所がない場合に、且つ被選挙権喪失が証明できる資料がその基礎自

治体にいまだに送達されていない場合には、その基礎自治体は最速の手段によりこの請求のあった原本を以前に住所のあった基

礎自治体当局に送達する。 

 §4. 段標１乃至３に従い実行された手続がその確信を勝ち得なかった場合には、事務局が有用と判断すれば、事務局長は問題の候

補者たちの被選挙権に関して別の調査を行うことができる。 

 §5. 本条の遂行に要求される資料は全て無料で発送される。 

第16条 16時か若しくは遅くとも検証が終了したときには、地域事務局は暫定的に候補者名簿を決定する。 

第17条 その後直ちに、同局は政府若しくはその代理に多数の候補者たちを表示した届け出られた名簿の全ての抄本を遅くとも翌々日

の16時前に伝達する。 

第18条 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２及び３に従い伝達及び処理がデジタル化及び自動化になるよう決定することができる。 

 処理が下請業者により行われる場合には、この下請業者ははっきりと情報の秘密性を保持する約束をしなければならない。いずれに

せよ、処理は政府及びその代理の監督及び責任において行われる。 

第19条 

 §1. 仮決定の翌日、13時と16時の間に、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§２及び第３条の§３に指定された場所で、名簿の届出人たち

か、又はさもなければそこに記載された候補者の一人が受領証を交付する地域事務局長に、一定の候補者たちの容認に対して理

由を付した異議申立を提起することができる。 

 §2. 地域事務局長はその異議申立を、異議を申し立てられた立候補届出証書の提出をし、立候補届出証書の筆頭に指名されたと認

められる届出人に、異議申立の理由を告げる書留郵便により直接通知する。 

    候補者の被選挙権が異議申立されている場合には、その候補者はさらに同様な方法で直接知らされる。 

 §3. 同事務局長はさらに本章第15条の§２乃至§５に予定された調査を実施する。 

    同事務局長は有用と判断すればその他の申し立てられた違反に関する調査も実施することができる。 

第20条 翌日、14時と16時の間に、前条で指定された場所で、名簿の届出人たち若しくは取り除かれた候補者たち、さもなければこれ

らの名簿に記載されているか若しくは取り除かれた候補者の一人が、受領証を交付する地域事務局長に候補者名簿の暫定的決定のと

きに保留されたか又はこの決定の直後に援用された違反に対する意見書を提出することができる。問題の違反が候補者の被選挙権で

ある場合には、その候補者は同じ条件で意見書を提出することができる。 

第21条 

 §1. その候補者は同じ期限内に訂正若しくは補充の証書を提出することができる。 

 §2. その証書は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第10条に予定された諸条件の不遵守のために取り除かれた証書の訂正若しくは補充の場合には受
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   ２º 各候補者により署名された受諾証書； 

     この受諾証書は、必要があれば、本章第34条の様式に従い団体結成の意向を記載する。 

     その証書は同様に本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従いその名簿の立会人たち及び補欠立会人たちの名前を記載する； 

   ３º 受諾者に関する段標３の対象となる同意書； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第４条の§１に予定された様式に従い選挙費用の制限及び規制に関する諸法規を遵守して選挙費用並びに

資金源を申告する誓約； 

   ５º 名簿の筆頭にある候補者については、選挙当日後30日以内にその名簿の選挙運動に関する費用を申告し、且つ本巻第Ⅲ編第

Ⅰ章第４条の§１の第２段落に予定された様式に従い資金源を申告する誓約； 

   ６º 選挙期間中及びその在任中、憲法の中に、1950年11月４日の基本的人権及び自由保護協定の中に並びに1966年12月19日の私

権及び参政権に関する国際条約の中に記載されている法の支配の民主的原則並びに権利及び自由を遵守する制約； 

   ７º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第29条に従い名簿の提携を定める証書に賛同か若しくは逆に本章第33条に予定されたようなこの提携の放

棄の可能性のある申告； 

   ８º ベルギー人ではない欧州連合の候補者たちについては、その国籍及びその主たる住居の住所並びにその中で欧州連合の他の

構成国の基礎的地方団体内で基礎自治体の議員、助役若しくは長のそれに相当する職務若しくは任務には従事していないこと、

兼職禁止を列挙した第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅴ章第１条第１段落の１º乃至８ºの対象とされるものに相当する職務に欧州連合の

他の構成国内において従事していないことを記載し、選挙当日、母国の被選挙権の喪失も中断もされていないことを証明する

書面の署名された個人の申告； 

   ９º 団体の可能性のある申告； 

   10º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第５条の§４に従い、署名人の選挙人たち、受任者たち並びに届けられた候補者たちがその基礎自治体内

の選挙人であることを証明する選挙人登録簿の抄本。 

     この申告書は政府により決められた様式に従った書式に作成される受領証と引き替えに提出される。 

     第１段落の７º及び９ºに記載されたものを除き、申告の全てに不受理の罰が命じられる。 

第５条 候補者たちの立候補届出証書は候補者たちが届け出た順位を表示する。 

第６条 候補者は同じ選挙では一つ以上の名簿に記載されることはできない。 

 何人も同じ選挙では複数の地域において候補者となることはできない。 

 これらの禁止に違反したことが認められた候補者は８日乃至15日の拘留又は26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を科せられる虞がある。 

第７条 候補者名簿は以下の規定を満たさなければならない： 

   １º いずれの名簿も選挙される議員数を超える候補者数を含むことはできない； 

   ２º 名簿のそれぞれにおいて、それぞれの性の候補者数の差が１以上あることはできない； 

   ３º 最初の二人の候補者は同じ性であることはできない。 

 前段落の諸規定は基礎自治体議会若しくは県議会の統一改選の場合だけに適用される。 

第８条 立候補を受諾してその名前が同一の名簿に表示される候補者たちは単一の名簿の構成者と見なされる。 

第９条 候補者たち及び寄託者たちは、居ながらにして、提出された立候補届出証書を精査して書面でその所見を地域事務局に送達す

ることが認められる。 

 この権利は立候補届出証書の引渡しについて定められた期限内にこの期限の終了後２時間で行使される。 

 この権利は再び翌日13時乃至16時に行使される。 

第３節 候補者たちの点検 

第10条 

 §1. 候補者たちの届出時に、地域事務局長は届出人若しくは届出人たちと併せて、立候補届出証書が受理できるかどうかを点検す

る。 

    この点検は以下の点に向けられる： 

   １º 正規の署名人数； 

   ２º 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条の§５に予定された記載事項の遵守； 

   ３º 本章第４条の§６に列挙された申告の存在； 

   ４º 候補者数及び名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条に記載された事項の遵守。 

 §2. 全ての条件を満たした立候補届出証書は受理できる旨言い渡されて事務局に寄託される。 

 §3. 誤記があるか若しくは不完全な立候補届出証書は受理することができない旨言い渡される。受理することができない理由の調

書が直ちに作成される。その調書は写しを受け取った問題の立候補届出証書の届出人若しくは届出人たちにより連署される。候

補者たちの届出に予定された期限の終了までは、一人の届出人若しくは複数の届出人たちには規定に適った立候補届出証書を事

務局の点検に掛ける機会がある。 

第11条 

－ 221 － 

 §1. 地区事務局は投票の27日前の16時に集合する。 

 §2. 基礎自治体事務局は投票の26日前の16時に集合する。 

第12条 

 §1. 地域事務局はそのために受理できない旨の調書が作成された名簿及び候補者たちを点検することから始める。 

    事務局は新たな立候補届出を行ったか又はこの届出をしなかった証書の名簿及び候補者たちを検証する。 

    同事務局は立候補届出証書が受理することができない旨の調書の対象となっていて２度目の立候補届出の後でも不完全な候補

者たちを取り除く。 

 §2. 地域事務局は選挙人の資格を有していない候補者たちを取り除く。 

 §3. 同事務局は略号及び意匠文字が本法本章第26条の諸規定を充足していない名簿を取り除く。 

第13条 

 §1. 同事務局だけが地域の一基礎自治体の選挙人登録簿上の資格として表示された署名人選挙人のこの資格に異議を申し立てるこ

とができる。 

 §2. ベルギー人でない欧州連合の候補者の被選挙権について、特にその申告に疑いがある場合には、地域事務局長はこの候補者が

選挙当日にその母国の権限ある官公署が発行した証明書を提出し、被選挙権を喪失も中断もされていないか、又はこれらの官公

署が喪失若しくは中断の認識を持っていないことを証明するよう求めることができる。 

第14条 審議の後で、地域事務局が一定の候補者たちの立候補届出の不適切を宣告すると、この決定の理由が調書に掲載され、援用さ

れた理由の原文通りの表示を再掲した抄本が書留郵便で直ちに取り除かれた候補者たちを掲載した証書を引き渡していた初めに立候

補届出証書の中で指名された届出人に送達される。 

第15条 

 §1. 援用された理由がある候補者の被選挙権喪失であるときは、調書の抄本はこの候補者にも同様な方法で送達される。 

 §2. 加えて、地域事務局長は、最速の手段により候補者の住所のある基礎自治体当局に対してその所有している候補者の被選挙権

に関する指示を与えることができる全ての資料の写しか若しくは抄本を直ちに候補者に送達するよう依頼する。正式に証明され

たこれらの同じ資料が書留封書による送達の対象となる。 

 §3. 問題の候補者が少なくとも15日前からその基礎自治体に住所がない場合に、且つ被選挙権喪失が証明できる資料がその基礎自

治体にいまだに送達されていない場合には、その基礎自治体は最速の手段によりこの請求のあった原本を以前に住所のあった基

礎自治体当局に送達する。 

 §4. 段標１乃至３に従い実行された手続がその確信を勝ち得なかった場合には、事務局が有用と判断すれば、事務局長は問題の候

補者たちの被選挙権に関して別の調査を行うことができる。 

 §5. 本条の遂行に要求される資料は全て無料で発送される。 

第16条 16時か若しくは遅くとも検証が終了したときには、地域事務局は暫定的に候補者名簿を決定する。 

第17条 その後直ちに、同局は政府若しくはその代理に多数の候補者たちを表示した届け出られた名簿の全ての抄本を遅くとも翌々日

の16時前に伝達する。 

第18条 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２及び３に従い伝達及び処理がデジタル化及び自動化になるよう決定することができる。 

 処理が下請業者により行われる場合には、この下請業者ははっきりと情報の秘密性を保持する約束をしなければならない。いずれに

せよ、処理は政府及びその代理の監督及び責任において行われる。 

第19条 

 §1. 仮決定の翌日、13時と16時の間に、本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§２及び第３条の§３に指定された場所で、名簿の届出人たち

か、又はさもなければそこに記載された候補者の一人が受領証を交付する地域事務局長に、一定の候補者たちの容認に対して理

由を付した異議申立を提起することができる。 

 §2. 地域事務局長はその異議申立を、異議を申し立てられた立候補届出証書の提出をし、立候補届出証書の筆頭に指名されたと認

められる届出人に、異議申立の理由を告げる書留郵便により直接通知する。 

    候補者の被選挙権が異議申立されている場合には、その候補者はさらに同様な方法で直接知らされる。 

 §3. 同事務局長はさらに本章第15条の§２乃至§５に予定された調査を実施する。 

    同事務局長は有用と判断すればその他の申し立てられた違反に関する調査も実施することができる。 

第20条 翌日、14時と16時の間に、前条で指定された場所で、名簿の届出人たち若しくは取り除かれた候補者たち、さもなければこれ

らの名簿に記載されているか若しくは取り除かれた候補者の一人が、受領証を交付する地域事務局長に候補者名簿の暫定的決定のと

きに保留されたか又はこの決定の直後に援用された違反に対する意見書を提出することができる。問題の違反が候補者の被選挙権で

ある場合には、その候補者は同じ条件で意見書を提出することができる。 

第21条 

 §1. その候補者は同じ期限内に訂正若しくは補充の証書を提出することができる。 

 §2. その証書は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第10条に予定された諸条件の不遵守のために取り除かれた証書の訂正若しくは補充の場合には受
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理可能である。 

 §3. この証書は、名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条の２ºの不遵守のために取り除かれた証書でない限り、新たな各候

補者の名前を含むことができる。 

    提案された新たな候補者たちは本章第４条の§５及び§６の諸規定に従い立候補届出証書を提出することができる。 

    その証書はいずれにせよ取り除かれた証書内で採択された立候補届出の順位を修正することはできない。 

 §4. 一人の候補者がそれによりその受理された証書を引っ込めた書面による申告だけで候補者の非常に多い人数の減少を行うこと

はできない。 

 §5. 受理された選挙人たち及び候補者たちの有効署名人たち並びに取り除かれた証書の取り除きの表明は、訂正若しくは補充した

証書が受理された場合には、既得権が存続する。 

第22条 同じ日、16時に、地域事務局は集合して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章の第20条及び第21条に従い事務局長により受理された書類を審査す

る。 

 この会議には名簿の届出人たちか、さもなくば本章第19条、第20条若しくは第21条の§１に予定された書類のいずれかを提出してい

た候補者たち、並びに本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§１により指名された立会人だけが出席を許される。 

 ある候補者の被選挙権が異議申立されるときは、この候補者及び異議申立人も同様に会議に本人か若しくは代理人により出席するこ

とができる。本人か若しくは代理人による出席は次の第23条の§２の上訴の受理を可能にする条件となる。 

 同事務局は要求があれば当事者たちに聴聞をした後でその考えをまとめる。同事務局は必要があれば候補者名簿を修正する。 

第23条  

 §1. 事務局がある候補者の被選挙権喪失のために立候補を却下したときは、そのことは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者か若しくはその代理人に、要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §2. 事務局がある候補者の被選挙権喪失を援用する異議申立を却下したときは、それは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者かその代理人に要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §3. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第42条乃至第44条に従い、候補者たちの被選挙権に関する地域事務局の決定だけが上訴の提起の対象とされ

る。 

 §4. 上訴の場合には、地区事務局は本法の本章第42条乃至第45条に予定された手続に従い控訴院により下された決定を知ったら直

ちに遂行するために、その時点で20日目の16時までに作業の継続を復活させる。 

    基礎自治体事務局は同じ理由からこれらの作業を29日目の16時までに復活させる。 

 §5. 控訴院の裁判長は、選挙の23日前の10時から12時の間に、控訴の申告に関する調書の写し並びにその執務室において主たる事

務局が熟知している訴訟当事者の書類の全てを受け取るために、地域事務局長の処分を受け継ぐ。 

第24条 同事務局がその地域内の候補者名簿を最終的に確定する。同事務局は最終的に確定された全ての候補者名簿の写しを政府若し

くはその代理に伝達する。政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２に従い伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

第25条 一人乃至複数の候補者たちが折を見て名簿の連合の届出をすることにしている地区の事務局長たちは、郡中央事務局長に連合

の意向を持っている候補者たちの名簿を直接伝達する。 

第４節 候補者たちの提携、候補者名簿及び抽選、 

第１小節 地域圏の抽選 

第26条 

 §1. 各地域において同じ政党を代表する名簿に、来たるべき選挙のための投票用紙上の基礎自治体の順位番号の使用を確保するた

めに、提携の申出がワロン議会に代表を送っている限り、この政党から政府に届け出されることができる。 

 §2. その申出は候補者名簿により使用されるそれに賛同することを要求する略号若しくは意匠文字並びに各郡役所において、候補

者名簿がこの政党により認められていることを証明するためにこの政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所

を記載する。 

 §3. 略号若しくは意匠文字は多くても12文字及び/又は数字並びに多くても13句読点で構成される。同じ略号若しくは意匠文字は

単一の国語で構成されることも、別の国語に翻訳されることも、同時にその文言を単一の国語でもそれを別の国語での翻訳でも

構成することができる。 

 §4. 提携の申出はこの略号若しくは意匠文字を使用する予定の政党に属する少なくとも５人のワロン議員により署名されなければ

ならない。政党がワロン議員の５人以下しか代表を出していないときは、提携の申出はこの政党に属する議員全員により署名さ

れる。 

    一人の議員は一つの提携申出にしか署名することができない。 

    ｜2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第27条 ８月１日までに、ワロン議会に代表を送っている各政党は保護の対象としてきた略号若しくは意匠文字の禁止を対象とした正

当な理由のある要求を政府に届け出る。遅くとも８月10日までに、政府はベルギー官報に使用が禁止される略号か意匠文字のリスト
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を公示する。 

 ｜この条項は2006年８月３日のワロン政府規則により施行された。 

 └ 

第28条 

 §1. ９月１日、10時から12時の間に、提携の申出はワロン議員の調印者により政府に引き渡される。 

 §2. 12時に政府は別々の提携に割り当てられる基礎自治体の順位を定めるための抽選を行う。 

 §3. 提携の一覧表、並びに略号及びそれが割り当てられた順位はベルギー官報に４日間公示される。 

 §4. 政府は地区事務局長に前段票に記載した一覧表、並びに唯候補者名簿を認証する資格だけを与えられている郡役所レベルでこ

の政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所を伝達する。 

第２小節 県の抽選 

第29条 本章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏の抽選により決められる基礎自治

体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第30条  

 §1. この規定を使用させない名簿のために、順位の割当が以下に述べる手続に従い行われる。 

 §2. 県の第一事務局長の手元に立候補届出証書を提出した候補者たちは、この証書にその政党の略号若しくは意匠文字を繰り返す

書類並びに各地区内で候補者名簿がこの政党により認証されることを証明するためにこの名簿により指名された者及びその補欠

の名前、苗字、及び住所を付け加えることができる。 

 §3. 最終的に名簿が確定した日にその直後に、第一事務局長は県庁所在地に届出のあった、基礎自治体の順位を持っていない名簿

の抽選を、内務大臣により行われる抽選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

    順位はまず完全な名簿に、次に不完全な名簿に割り当てられる。 

    単独の候補者たちは不完全な名簿を形成していると見なされる。 

 §4. 県の第一事務局長は地区事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順位

を伝達する。 

    政府はその伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従位デジタル法で行われることを決定することができる。 

第31条  

 §1. 立候補届出証書と同時に、地区事務局に届け出た名簿上の候補者たち、若しくはその最初の３人の中の２人は、地区事務局長

の手元に本章第30条の§２に従い資格のある、県庁所在地に届出された名簿の一つに与えられる予定の同じ順位を獲得したい者

により署名された証明書を提出することができる。 

    何人も略号若しくは意匠文字の保護を要求する証書に再度署名することも別の略号若しくは意匠文字を使用する名簿上の候補

者になることもできない。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第30条の§４に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに名簿の最終確定の前に、

各地区事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、県の第一事務局長により行われる抽

選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

 §3. 地区事務局長は基礎自治体事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順

位を伝達する。 

    政府は伝達が本編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

第３小節 基礎自治体の抽選 

第32条 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏若しくは県の抽選に

より決められる基礎自治体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付

け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第33条 受諾証書において、候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条、第30及び第32条により提携名簿に与えられた基礎自治体の順位

及びその名簿の略号を使用した全てを使用しない決定をすることができる。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第31条の§３に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに、名簿の最終確定の前に、各

基礎自治体事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、地区事務局長により行われる抽選の

途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

第４小節 協約による連合の申告 

第34条  
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理可能である。 

 §3. この証書は、名簿の均衡の取れた構成に関する本章第７条の２ºの不遵守のために取り除かれた証書でない限り、新たな各候

補者の名前を含むことができる。 

    提案された新たな候補者たちは本章第４条の§５及び§６の諸規定に従い立候補届出証書を提出することができる。 

    その証書はいずれにせよ取り除かれた証書内で採択された立候補届出の順位を修正することはできない。 

 §4. 一人の候補者がそれによりその受理された証書を引っ込めた書面による申告だけで候補者の非常に多い人数の減少を行うこと

はできない。 

 §5. 受理された選挙人たち及び候補者たちの有効署名人たち並びに取り除かれた証書の取り除きの表明は、訂正若しくは補充した

証書が受理された場合には、既得権が存続する。 

第22条 同じ日、16時に、地域事務局は集合して本巻第Ⅳ編第Ⅱ章の第20条及び第21条に従い事務局長により受理された書類を審査す

る。 

 この会議には名簿の届出人たちか、さもなくば本章第19条、第20条若しくは第21条の§１に予定された書類のいずれかを提出してい

た候補者たち、並びに本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§１により指名された立会人だけが出席を許される。 

 ある候補者の被選挙権が異議申立されるときは、この候補者及び異議申立人も同様に会議に本人か若しくは代理人により出席するこ

とができる。本人か若しくは代理人による出席は次の第23条の§２の上訴の受理を可能にする条件となる。 

 同事務局は要求があれば当事者たちに聴聞をした後でその考えをまとめる。同事務局は必要があれば候補者名簿を修正する。 

第23条  

 §1. 事務局がある候補者の被選挙権喪失のために立候補を却下したときは、そのことは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者か若しくはその代理人に、要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §2. 事務局がある候補者の被選挙権喪失を援用する異議申立を却下したときは、それは調書に記載される。事務局長は提出された

候補者かその代理人に要求があれば調書に署名し上訴の届出をするよう勧める。 

 §3. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第42条乃至第44条に従い、候補者たちの被選挙権に関する地域事務局の決定だけが上訴の提起の対象とされ

る。 

 §4. 上訴の場合には、地区事務局は本法の本章第42条乃至第45条に予定された手続に従い控訴院により下された決定を知ったら直

ちに遂行するために、その時点で20日目の16時までに作業の継続を復活させる。 

    基礎自治体事務局は同じ理由からこれらの作業を29日目の16時までに復活させる。 

 §5. 控訴院の裁判長は、選挙の23日前の10時から12時の間に、控訴の申告に関する調書の写し並びにその執務室において主たる事

務局が熟知している訴訟当事者の書類の全てを受け取るために、地域事務局長の処分を受け継ぐ。 

第24条 同事務局がその地域内の候補者名簿を最終的に確定する。同事務局は最終的に確定された全ての候補者名簿の写しを政府若し

くはその代理に伝達する。政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の段標２に従い伝達がデジタル法で行われるよう決定することができる。 

第25条 一人乃至複数の候補者たちが折を見て名簿の連合の届出をすることにしている地区の事務局長たちは、郡中央事務局長に連合

の意向を持っている候補者たちの名簿を直接伝達する。 

第４節 候補者たちの提携、候補者名簿及び抽選、 

第１小節 地域圏の抽選 

第26条 

 §1. 各地域において同じ政党を代表する名簿に、来たるべき選挙のための投票用紙上の基礎自治体の順位番号の使用を確保するた

めに、提携の申出がワロン議会に代表を送っている限り、この政党から政府に届け出されることができる。 

 §2. その申出は候補者名簿により使用されるそれに賛同することを要求する略号若しくは意匠文字並びに各郡役所において、候補

者名簿がこの政党により認められていることを証明するためにこの政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所

を記載する。 

 §3. 略号若しくは意匠文字は多くても12文字及び/又は数字並びに多くても13句読点で構成される。同じ略号若しくは意匠文字は

単一の国語で構成されることも、別の国語に翻訳されることも、同時にその文言を単一の国語でもそれを別の国語での翻訳でも

構成することができる。 

 §4. 提携の申出はこの略号若しくは意匠文字を使用する予定の政党に属する少なくとも５人のワロン議員により署名されなければ

ならない。政党がワロン議員の５人以下しか代表を出していないときは、提携の申出はこの政党に属する議員全員により署名さ

れる。 

    一人の議員は一つの提携申出にしか署名することができない。 

    ｜2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

    └ 

第27条 ８月１日までに、ワロン議会に代表を送っている各政党は保護の対象としてきた略号若しくは意匠文字の禁止を対象とした正

当な理由のある要求を政府に届け出る。遅くとも８月10日までに、政府はベルギー官報に使用が禁止される略号か意匠文字のリスト
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を公示する。 

 ｜この条項は2006年８月３日のワロン政府規則により施行された。 

 └ 

第28条 

 §1. ９月１日、10時から12時の間に、提携の申出はワロン議員の調印者により政府に引き渡される。 

 §2. 12時に政府は別々の提携に割り当てられる基礎自治体の順位を定めるための抽選を行う。 

 §3. 提携の一覧表、並びに略号及びそれが割り当てられた順位はベルギー官報に４日間公示される。 

 §4. 政府は地区事務局長に前段票に記載した一覧表、並びに唯候補者名簿を認証する資格だけを与えられている郡役所レベルでこ

の政党により指名された者及びその補欠の苗字、名前及び住所を伝達する。 

第２小節 県の抽選 

第29条 本章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏の抽選により決められる基礎自治

体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第30条  

 §1. この規定を使用させない名簿のために、順位の割当が以下に述べる手続に従い行われる。 

 §2. 県の第一事務局長の手元に立候補届出証書を提出した候補者たちは、この証書にその政党の略号若しくは意匠文字を繰り返す

書類並びに各地区内で候補者名簿がこの政党により認証されることを証明するためにこの名簿により指名された者及びその補欠

の名前、苗字、及び住所を付け加えることができる。 

 §3. 最終的に名簿が確定した日にその直後に、第一事務局長は県庁所在地に届出のあった、基礎自治体の順位を持っていない名簿

の抽選を、内務大臣により行われる抽選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

    順位はまず完全な名簿に、次に不完全な名簿に割り当てられる。 

    単独の候補者たちは不完全な名簿を形成していると見なされる。 

 §4. 県の第一事務局長は地区事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順位

を伝達する。 

    政府はその伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従位デジタル法で行われることを決定することができる。 

第31条  

 §1. 立候補届出証書と同時に、地区事務局に届け出た名簿上の候補者たち、若しくはその最初の３人の中の２人は、地区事務局長

の手元に本章第30条の§２に従い資格のある、県庁所在地に届出された名簿の一つに与えられる予定の同じ順位を獲得したい者

により署名された証明書を提出することができる。 

    何人も略号若しくは意匠文字の保護を要求する証書に再度署名することも別の略号若しくは意匠文字を使用する名簿上の候補

者になることもできない。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第30条の§４に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに名簿の最終確定の前に、

各地区事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、県の第一事務局長により行われる抽

選の途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

 §3. 地区事務局長は基礎自治体事務局長に最速の手段により略号若しくは意匠文字及びそのように割り当てられた基礎自治体の順

位を伝達する。 

    政府は伝達が本編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

第３小節 基礎自治体の抽選 

第32条 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第４条に記載された立候補の届出の際に、保護される略号若しくは意匠文字及び地域圏若しくは県の抽選に

より決められる基礎自治体の順位を要求する候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条の§４に従い指名される者の証明書の提出を付

け加える。 

 この証明書がないために、地区事務局長は名簿が識別できないことを確認して職権により保護される略号及び基礎自治体の順位の使

用を外す。 

第33条 受諾証書において、候補者たちは、本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第28条、第30及び第32条により提携名簿に与えられた基礎自治体の順位

及びその名簿の略号を使用した全てを使用しない決定をすることができる。 

 本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第31条の§３に記載された略号及び基礎自治体の順位の一覧表を受け取ったら直ちに、名簿の最終確定の前に、各

基礎自治体事務局長は基礎自治体の順位をまだ持っていない名簿への順位割当のための抽選を、地区事務局長により行われる抽選の

途中で割り当てられる最新の順位の直ぐ上の順位から行う。 

第４小節 協約による連合の申告 

第34条  
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 §1. 連合の申告の届出は、投票日の10日前の火曜日の14時から16時までに受領証と引き替えに郡中央事務局長の手元へ行われる。 

 §2. 候補者名簿の連合の申告が受理されうるためには、以下の諸条件が満たされなければならない： 

   １º 立候補の受諾証書において、関係各名簿の候補者たちは同じ郡の別の地区内で提出された名簿に名前が挙げられている候補

者たちとこの連合を行う意向を示していなければならない； 

   ２º この連合を行う署名人たちの同意はこれらの候補者たち各自の立候補届出証書にはっきりと表示されなければならない。 

   ３º 連合の申告はそれぞれの名簿の候補者たち全員又は候補者の最初の三人中の二人により署名されていなければならない。 

   ４º 一つの名簿は連合に参加していない二つ乃至それ以上の名簿と集団を形成することはできない。 

   １º及び２ºの条件は訴訟不受理事由の罰が命じられ、３º及び４ºの条件は無効の罰が命じられる。 

   政府が連合の申告の書式を決める。 

第35条 

 §1. 連合の相互の申告は単一の同一の証書により行うことができる。 

 §2. 名簿の一つが取り除かれた場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

    同様に、候補者が被選挙権喪失が確認された場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

第36条 

 §1. 郡中央事務局は直ちに、立会人が指名されている場合にはその面前で集団を結成した名簿の一覧表を決める。 

    この名簿の中で、名簿の各集団にA、B、C等々の一文字を割り振る。これを行うためには、その地区のために決められてい

るような投票用紙上の名簿の分類のために保持する順位を遵守する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われるよう決定することができる。 

 §2. 郡中央事務局長は地区事務局長たちにその地域の候補者たちを含む名簿の写しを伝達する。 

    政府は伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

    これらの事務局長たちは直ちに地区内の全基礎自治体の名簿の掲示を行う。 

第５節 名簿の掲示、投票用紙、開票一覧表 

第37条 

 §1. ひとたびこれまでの各条に予定された作業が終了するや直ちに地域事務局は政府により予定された様式に従い投票用紙を作成

する。 

 §2. 候補者名簿が直ちに掲示される。掲示は、黒インクで、政府により定められるような選挙投票用紙の形式で、候補者たちの概

略の特徴、並びに苗字、職業及び主たる住所を転載する。掲示は同様に政府により決められる有権者用手引も転載する。 

 §3. 候補者名簿は順番に一つずつ記載される。 

    候補者の名前はその所属する名簿に定められた欄内の立候補届出順に記載される。 

    名簿はその順位に従い投票用紙に分類される。 

    必要があれば、事務局は同じ欄に置かれた二つ乃至それ以上の不完全な名簿が同一の欄に置かれることを決定することができ

る。必要があれば、事務局は欄及びこれらの欄に含まれる名簿の数を抽選で決める。 

    掲示される名簿は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条の対象となる基礎自治体の順位を入手し、その他のいかなる名簿もこれらの順位の

一つを入手することはできないし、掲示されたいかなる名簿も基礎自治体で立候補の届出をしていなければ同様である。 

第38条  

 §1. 地域事務局が投票用紙の原文と書式を決めたら直ちに、この事務局の局長はその監督の下で選挙用紙用の黒インクで投票用紙

に印刷させるか若しくは複写させる。 

    必要な選挙用紙は政府若しくはその代理により事務局長の裁量に任され、局長は交付される頁番号を表示する領収証と引き替

えに配達する。 

 §2. 用紙は基礎自治体の選挙用には白色、県の選挙用には緑色、地区選挙用にはバラ色である。 

    その他の投票用紙の使用は全て禁止される。 

 §3. あらゆる場合に同じ投票用に使用される投票用紙は絶対に同一でなければならない。 

 §4. 投票用紙の大きさは選挙される構成員の人数に基づき政府の規則により決められる。 

 §5. 地域事務局長は業者の投票用紙作成を監督する。その目的のためにその事務局次長か又はその地域の選挙人の一人にその書式

が政府により決められた委任状を作成して委任することができる。 

    ひとたび印刷されるや投票用紙は地域事務局長の面前で投票所ごとに一つの割合で包み、封印された包みの中に入れられる。

包みの上書きは宛先の住所の外に封入された投票用紙の枚数を表示する。 

    印刷業者は地域事務局長に書式が政府により決められるそれについて《見本刷り》と表示した見本を、正式の完全な署名され

た受領証と併せて届ける。 

    前段落の対象となる受領証は以下の記載事項を含む： 

   １º 受け取った印刷されて発送された用紙の分量； 
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   ２º 投票用紙の印刷版木の完全な返却； 

   ３º 宣告者の名誉に掛けて投票用紙を第三者に渡さない宣告。 

    事務局長又はそのために指名される受任者は受領を通知する県知事への印刷及び発送の報告をその資格を証明する委任状と印

刷業者の名誉に掛けた宣告と一緒に作成する。 

    投票用紙を封入した包みは投票日の直前まで印刷業者の家の安全な場所に保管される。 

    投票用紙の引き渡しが基礎自治体理事会により引き受けられる場合は、同理事会は包みの中に入れてから印刷業者の家で引き

渡しを行ってその場で保管し、投票用紙を投票直前まで十分に保護し保管する。 

第39条 投票の点検に備えて、地域事務局長は書式が政府により決められた開票一覧表並びに点検一覧表を作成する。 

 点検一覧表は地域の段階での開票一覧表と同じ記載事項が記されている。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われることを決定することができる。 

 この一覧表は番号順に分類された名簿のそれぞれのために以下を記載する： 

   １º 投票箱の中で得られた投票用紙の枚数の記載；  

   ２º 有効投票用紙の枚数； 

   ３º 第１欄には投票用紙に準備された候補者たちの名前。 

 第２の空欄は選挙当日に開票の後で開票の結果により埋められる。 

第40条 名簿が掲示されたときから地域事務局長は候補者たちの正式の名簿を候補者たち及び請求する寄託者たちに通知する。 

第41条 

 §1. 投票のために決められた日の直前に、地域事務局長は折り畳まれた正確な枚数の選挙に必要な投票用紙を入れて封印した包み

の各投票事務所長への引渡しを命ずる。投票事務所長はその後で地域事務局長に伝達される受領証に署名する。 

    この引渡しは投票用紙の作成に責任を負う業者により行われる。引渡しが理事会により指定された基礎自治体の人事構成員に

託される場合は、この公務員は書式が政府により決められた名誉に掛けた宣告を記入して署名する。 

    投票所に用意された投票用紙入りの包みは投票所の開場まで封印されたまま置かれる。 

 §2. 同じ日に、地域事務局長は開票事務所長たちに本章第39条の対象となる開票一覧表を届けさせる。 

第６節 立候補に関する上訴 

第42条 その事務総長の援助を受けて、控訴院長は、本章第23条の§５に従い、地域事務局長からの控訴の申告の引渡し証書を作成し、

選挙の20日前の午前10時に、例え当日が祝祭日であろうと、召喚状とか招集状がなくても、管轄する控訴院の第一法廷の訴訟事

件目録にある事件を担当する。 

第43条  

 §1. 控訴院の第一法廷は他の事件は差し置いても被選挙権事件を審理する。 

 §2. 公開審理において、控訴院長は訴訟記録の証拠書類を読み上げる。次いで院長は控訴人及び必要があれば被控訴人に次の言葉

を掛ける；両人は議会を代表し且つ補佐することができる。 

第44条 

 §1. 同院は検事総長の意見を聴取した後で、直ちに公開の審理で読み上げられる判決を作成する；この判決は単に当事者に申し渡

されるだけでなく、同院の事務総長に託されて無料で当事者に情報を提供することができる。 

 §2. 判決の主文は最速の方法で関係主要事務局長にその指示する場所に検事の配慮で知らされる。 

 §3. 同院の訴訟記録は、判決の謄本と共に、１週間以内に当選者の資格を審査する責任のある議会の事務長に送付される。 

第45条 前条の対象となる判決はもはやいかなる上訴もすることはできない。 

第７節 立候補に関する制裁 

第46条 候補者の立候補届出、立候補の受諾若しくは立会人の指名の証書に他人若しくは偽名の署名をした者は私文書偽造の犯人とし

て処罰される。 

第Ⅲ章 投 票 

第１節 選挙の仕組み 

第１条 各投票所には以下のものが配置される： 

   １º 基礎自治体議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ２º 県議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ３º 必要があれば地区議会構成員の選挙のための投票用紙保管箱。 

第２条 基礎自治体理事会は各投票事務所長に、遅くとも選挙の前夜までに本章第28条に定められた一件書類の伝達に必要な包みを引

き渡す。 

 その中に投票用紙又は選挙に関する一件書類が封入れなければならない包みは投票用紙の包みと同色であるか高さ３センチの一文

字：基礎自治体選挙のためのC、県のためのP、地区のためのSが記入されている。 

第３条 
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 §1. 連合の申告の届出は、投票日の10日前の火曜日の14時から16時までに受領証と引き替えに郡中央事務局長の手元へ行われる。 

 §2. 候補者名簿の連合の申告が受理されうるためには、以下の諸条件が満たされなければならない： 

   １º 立候補の受諾証書において、関係各名簿の候補者たちは同じ郡の別の地区内で提出された名簿に名前が挙げられている候補

者たちとこの連合を行う意向を示していなければならない； 

   ２º この連合を行う署名人たちの同意はこれらの候補者たち各自の立候補届出証書にはっきりと表示されなければならない。 

   ３º 連合の申告はそれぞれの名簿の候補者たち全員又は候補者の最初の三人中の二人により署名されていなければならない。 

   ４º 一つの名簿は連合に参加していない二つ乃至それ以上の名簿と集団を形成することはできない。 

   １º及び２ºの条件は訴訟不受理事由の罰が命じられ、３º及び４ºの条件は無効の罰が命じられる。 

   政府が連合の申告の書式を決める。 

第35条 

 §1. 連合の相互の申告は単一の同一の証書により行うことができる。 

 §2. 名簿の一つが取り除かれた場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

    同様に、候補者が被選挙権喪失が確認された場合にも、連合の申告は別の名簿のために引き続き効力を持つ。 

第36条 

 §1. 郡中央事務局は直ちに、立会人が指名されている場合にはその面前で集団を結成した名簿の一覧表を決める。 

    この名簿の中で、名簿の各集団にA、B、C等々の一文字を割り振る。これを行うためには、その地区のために決められてい

るような投票用紙上の名簿の分類のために保持する順位を遵守する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われるよう決定することができる。 

 §2. 郡中央事務局長は地区事務局長たちにその地域の候補者たちを含む名簿の写しを伝達する。 

    政府は伝達が本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従いデジタル法で行われることを決定することができる。 

    これらの事務局長たちは直ちに地区内の全基礎自治体の名簿の掲示を行う。 

第５節 名簿の掲示、投票用紙、開票一覧表 

第37条 

 §1. ひとたびこれまでの各条に予定された作業が終了するや直ちに地域事務局は政府により予定された様式に従い投票用紙を作成

する。 

 §2. 候補者名簿が直ちに掲示される。掲示は、黒インクで、政府により定められるような選挙投票用紙の形式で、候補者たちの概

略の特徴、並びに苗字、職業及び主たる住所を転載する。掲示は同様に政府により決められる有権者用手引も転載する。 

 §3. 候補者名簿は順番に一つずつ記載される。 

    候補者の名前はその所属する名簿に定められた欄内の立候補届出順に記載される。 

    名簿はその順位に従い投票用紙に分類される。 

    必要があれば、事務局は同じ欄に置かれた二つ乃至それ以上の不完全な名簿が同一の欄に置かれることを決定することができ

る。必要があれば、事務局は欄及びこれらの欄に含まれる名簿の数を抽選で決める。 

    掲示される名簿は本巻第Ⅳ編第Ⅱ章第26条の対象となる基礎自治体の順位を入手し、その他のいかなる名簿もこれらの順位の

一つを入手することはできないし、掲示されたいかなる名簿も基礎自治体で立候補の届出をしていなければ同様である。 

第38条  

 §1. 地域事務局が投票用紙の原文と書式を決めたら直ちに、この事務局の局長はその監督の下で選挙用紙用の黒インクで投票用紙

に印刷させるか若しくは複写させる。 

    必要な選挙用紙は政府若しくはその代理により事務局長の裁量に任され、局長は交付される頁番号を表示する領収証と引き替

えに配達する。 

 §2. 用紙は基礎自治体の選挙用には白色、県の選挙用には緑色、地区選挙用にはバラ色である。 

    その他の投票用紙の使用は全て禁止される。 

 §3. あらゆる場合に同じ投票用に使用される投票用紙は絶対に同一でなければならない。 

 §4. 投票用紙の大きさは選挙される構成員の人数に基づき政府の規則により決められる。 

 §5. 地域事務局長は業者の投票用紙作成を監督する。その目的のためにその事務局次長か又はその地域の選挙人の一人にその書式

が政府により決められた委任状を作成して委任することができる。 

    ひとたび印刷されるや投票用紙は地域事務局長の面前で投票所ごとに一つの割合で包み、封印された包みの中に入れられる。

包みの上書きは宛先の住所の外に封入された投票用紙の枚数を表示する。 

    印刷業者は地域事務局長に書式が政府により決められるそれについて《見本刷り》と表示した見本を、正式の完全な署名され

た受領証と併せて届ける。 

    前段落の対象となる受領証は以下の記載事項を含む： 

   １º 受け取った印刷されて発送された用紙の分量； 
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   ２º 投票用紙の印刷版木の完全な返却； 

   ３º 宣告者の名誉に掛けて投票用紙を第三者に渡さない宣告。 

    事務局長又はそのために指名される受任者は受領を通知する県知事への印刷及び発送の報告をその資格を証明する委任状と印

刷業者の名誉に掛けた宣告と一緒に作成する。 

    投票用紙を封入した包みは投票日の直前まで印刷業者の家の安全な場所に保管される。 

    投票用紙の引き渡しが基礎自治体理事会により引き受けられる場合は、同理事会は包みの中に入れてから印刷業者の家で引き

渡しを行ってその場で保管し、投票用紙を投票直前まで十分に保護し保管する。 

第39条 投票の点検に備えて、地域事務局長は書式が政府により決められた開票一覧表並びに点検一覧表を作成する。 

 点検一覧表は地域の段階での開票一覧表と同じ記載事項が記されている。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル記号化はソフトウェアの方法により行われることを決定することができる。 

 この一覧表は番号順に分類された名簿のそれぞれのために以下を記載する： 

   １º 投票箱の中で得られた投票用紙の枚数の記載；  

   ２º 有効投票用紙の枚数； 

   ３º 第１欄には投票用紙に準備された候補者たちの名前。 

 第２の空欄は選挙当日に開票の後で開票の結果により埋められる。 

第40条 名簿が掲示されたときから地域事務局長は候補者たちの正式の名簿を候補者たち及び請求する寄託者たちに通知する。 

第41条 

 §1. 投票のために決められた日の直前に、地域事務局長は折り畳まれた正確な枚数の選挙に必要な投票用紙を入れて封印した包み

の各投票事務所長への引渡しを命ずる。投票事務所長はその後で地域事務局長に伝達される受領証に署名する。 

    この引渡しは投票用紙の作成に責任を負う業者により行われる。引渡しが理事会により指定された基礎自治体の人事構成員に

託される場合は、この公務員は書式が政府により決められた名誉に掛けた宣告を記入して署名する。 

    投票所に用意された投票用紙入りの包みは投票所の開場まで封印されたまま置かれる。 

 §2. 同じ日に、地域事務局長は開票事務所長たちに本章第39条の対象となる開票一覧表を届けさせる。 

第６節 立候補に関する上訴 

第42条 その事務総長の援助を受けて、控訴院長は、本章第23条の§５に従い、地域事務局長からの控訴の申告の引渡し証書を作成し、

選挙の20日前の午前10時に、例え当日が祝祭日であろうと、召喚状とか招集状がなくても、管轄する控訴院の第一法廷の訴訟事

件目録にある事件を担当する。 

第43条  

 §1. 控訴院の第一法廷は他の事件は差し置いても被選挙権事件を審理する。 

 §2. 公開審理において、控訴院長は訴訟記録の証拠書類を読み上げる。次いで院長は控訴人及び必要があれば被控訴人に次の言葉

を掛ける；両人は議会を代表し且つ補佐することができる。 

第44条 

 §1. 同院は検事総長の意見を聴取した後で、直ちに公開の審理で読み上げられる判決を作成する；この判決は単に当事者に申し渡

されるだけでなく、同院の事務総長に託されて無料で当事者に情報を提供することができる。 

 §2. 判決の主文は最速の方法で関係主要事務局長にその指示する場所に検事の配慮で知らされる。 

 §3. 同院の訴訟記録は、判決の謄本と共に、１週間以内に当選者の資格を審査する責任のある議会の事務長に送付される。 

第45条 前条の対象となる判決はもはやいかなる上訴もすることはできない。 

第７節 立候補に関する制裁 

第46条 候補者の立候補届出、立候補の受諾若しくは立会人の指名の証書に他人若しくは偽名の署名をした者は私文書偽造の犯人とし

て処罰される。 

第Ⅲ章 投 票 

第１節 選挙の仕組み 

第１条 各投票所には以下のものが配置される： 

   １º 基礎自治体議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ２º 県議会議員選挙のための投票用紙保管箱； 

   ３º 必要があれば地区議会構成員の選挙のための投票用紙保管箱。 

第２条 基礎自治体理事会は各投票事務所長に、遅くとも選挙の前夜までに本章第28条に定められた一件書類の伝達に必要な包みを引

き渡す。 

 その中に投票用紙又は選挙に関する一件書類が封入れなければならない包みは投票用紙の包みと同色であるか高さ３センチの一文

字：基礎自治体選挙のためのC、県のためのP、地区のためのSが記入されている。 

第３条 
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 §1. 少なくとも選挙人150人ごとに投票所の仕切りが一つある。 

 §2. 政府は仕切りの区画及び投票所の設置を同時に満たす諸条件を定める。 

    但し、規模及び配置は基礎自治体理事会の同意を得て知事により投票所の状況の必要に応じて修正をすることができる。 

 §3. 各基礎自治体においては、少なくとも５か所ごとに一つの仕切りが本法の本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条及び第２条の対象となる選

挙人によるその近づき易さとその利用を確保する方法で配置されなければならない。 

第４条 掲示の配慮 

 §1. 投票センターの投票登録簿は選挙人の手引及び本法の本条乃至第16条の本文と同様に待合室内に掲示される。 

    候補者名簿も同様に政府により決められたような投票用紙の形式で待合室内に掲示される。 

    さらに、選挙人の手引はそれぞれの投票所の外に張り出される。 

 §2. 本法の簿冊の一冊は選挙人たちが自由に使えるように待合室内に置かれる；二冊目の簿冊は事務所員たちが自由に使えるよう

に投票所内に置かれる。 

 §3. 投票用紙の150％大の複製が仕切りごとに一冊の割合で要求する選挙人たちの自由な使用に供される。 

    大きな字体に複製されて選挙人の手引の簿冊も選挙人たちが自由に使えるように置かれる。 

 §4. 段標１に予定された一件書類の掲示は背の低い人たち及び車いすで移動する人たちに配慮しなければならない。 

第５条 投票事務所 

 §1. 事務所は７時45分に開場されなければならない。 

 §2. 投票センターのために指名された陪席たち及び補欠陪席たち全員が投票所全体の集会の成立までこのセンター内にとどまる。 

    各事務所はまず本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§２及び§３に従い事務所のために指名された陪席たち及び補欠陪席たちを加えて

完成する。 

    ひとたび事務所がこのように設置されて、投票事務所のいずれかが完成していなかった場合には、投票事務所長はこのセン

ターに指名された補欠陪席の中から当該事務所を補完するはずのその中の一人を指名する。 

    この時点でなお陪席たち及び補欠陪席たちが不足している場合には、当該事務所長は職権により本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§

２及び§３に従い必要な諸条件を満たしている選挙人たちにより補充する。 

    そのような指名に対する異議申立は全て作業の開始前に立会人により提起されなければならない。事務所は直ちに決定し確定

する。 

 §3. 作業に掛かろうとしているとき又は進行中に投票事務所長が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。事務

所員たちが任命の選択について意見が分かれた場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録に行われる。 

第６条 作業開始前に、事務所の陪席たちは事務所長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓をする。続いて書記及

び立会人たちが同様に宣誓する。 

 事務所長はそのように開場される前に宣誓をする。 

 作業の最中に支障を来した構成員と交代した事務所長若しくは陪席は職務に就く前に前述の宣誓をする。 

 記録はこれらの宣誓を記載する。 

第７条 

 §1. 投票事務所が投票のために設置されたら直ちに、事務所長は事務所員たちの面前で、投票に先立って、投票が閉じられた後空

になっているかどうかを確かめる。 

 §2. 投票用紙を封入した包みが開封されて正式に開場された事務所の面前で公開される。 

    投票用紙の枚数が即座に確かめられて検証結果が記録に表示される。 

 §3. 投票用紙を持ち去る不正行為の企みを防ぐために、事務所は選挙人に手渡される前に検印が押される位置を決める。これを行

うために、事務所は政府から提供される型の９つの位置から５つの位置を選定し、その後その位置は抽選の対象となる。 

    事務所の構成員の一人若しくは立会人の一人の要求により、この抽選は作業の途中で１度乃至複数回繰り返される。投票事務

所長がこのような意味でなされる提案が即座には受け入れることができないと判断した場合には、事務所構成員若しくは立会人

は拒否の理由が記録に記入されるよう要求することができる。 

第２節 センター及び投開票所への出入り並びに警備 

第１小節 投票センター及び投票所への出入り 

第８条  

 §1. 事務所構成員たち、地区の選挙人たち、その代表たち若しくは随行人たちだけが投票所への入場が許される。事務所構成員以

外の者たちは投票の意思表示をして投票用紙を託すのに必要なときだけしか入場は許されない。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従い指定される政党の立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する限り、投票所内で同条の§４に

従い伝達された情報についての書簡を投票事務所長に提出することが許される。 

    本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち及び技術的支援を提供する責任を負う者たちは投票日に事務所長に政府

により発行された承認証明書を提示して投票所内への入場が許される。 

－ 227 － 

    投票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

 §2. 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の適用がなければ、何人も投票センターに軍隊を配置することはできない。 

第９条 事務所構成員でもない、立会人でもなく、地区の選挙人でもなく、地区の議員若しくは随行人でもなく、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第

６条に従い指名される専門家でもなく、技術的支援を提供する責任を負う者でもなければ誰も選挙作業中の選挙場には入れず、事務

所長若しくはその代理の命令で排除される。とどまったり、入場したりした場合は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑が科せられる。 

第10条 事務所長を除き、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち、及び技術的支援を提供する責任を負う者たち、本章

第８条の対象となる者たちは投票所の内部への入場が許されている期間中はいかなる方法でも外部との連絡を取ることはできない。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第11条 本章第８条の対象となる者たちは事務所長若しくはその代理の承認があった場合だけ投票所に出入りすることができる。 

第２小節 開票センター及び開票所への出入り 

第12条 開票事務所構成員たちだけが開票所に出入りが許される。 

 必要があれば陪席若しくは立会人を伴っている投票事務所長たちは、投票箱を届けたときは開票所にとどまることができず、即刻退

場する。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３に従い指名される、これらの作業を支援するための政党立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する

限り、同条の§４に従い伝達される情報についての書簡を事務所長に提出することにより開票事務所への入場が認められる。 

 開票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

第13条 作業の開始とともに開票所は閉鎖される。それに責任を有する投票箱を運び込む投票事務所長以外は、特別な事情及び事務所

長の承認がなければ、作業の終了までは何人もそこに出入りできず、事務所長だけが開票作業中に外部との連絡が許される。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第３小節 センター及び投開票所の治安 

第14条 各投開票事務所長はその場所及び待合室の治安を維持する。所長は待合室内の秩序を維持するためにはこの権限を事務所構成

員の一人に委任することができる。 

第15条 投票事務所長若しくはその代理は賛成であれ不賛成であれ公然と合図をするか、そのいずれかの何らかの方法で騒ぎを引き起

こす者に対して静粛を命ずる。騒ぎを続ける場合には、事務所長若しくはその代理は退場させることができ、投票するために戻るこ

としか許されない。 

 退場命令は記録に記入され犯人は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第16条 いかような軍隊も、投開票所の事務所長の要請がなければ、待合室内に配置されてはならない。 

 文民当局及び議会の警備隊長は署長たちの要請に従う義務がある。 

第３節 投票の開票 

第17条 選挙は一人ずつ順番に投票を行う。 

 選挙区の全有権者はそのために招集される選挙にだけしか取り組めない。 

第18条 何人も裁判所の予審若しくは訴訟において、又は議会の調査においてさえ投票の秘密を明かす義務はない。 

第19条 事務所長、陪席たち、書記たち、立会人たち及び補欠立会人たちはその任務を遂行する地区で投票する。 

第20条 

 §1. 選挙人たちは８時から13時まで投票が認められる。 

    但し、投票所若しくは待合室に13時までに入場していた選挙人も全員投票が認められる。 

 §2. 選挙人たちは投票所の入口で招集状及び身分証明書の携行を提示する。 

    書記が投票登録簿上の名前を照合する事務所長若しくはその指名した陪審が投票登録簿の２冊目の写しに繰り返されている表

現と招集状及び身分証明書の記載事項との符合を調べる。 

    選挙人が投票を認められれば、その名前がこの写しにも同様に印を付けられる。 

 §3. 招集状を携行していない選挙人はその身元及び資格が事務所によって確認されれば投票が認められることができる。 

 §4. 投票登録簿に登録がなければ、その登録を命ずる基礎自治体理事会の決定若しくは控訴院の判決謄本、又は当人が選挙人の資

格を有していることを証明する基礎自治体理事会の証明書を提示しなければ、投票に参加することは許されない。 

    選挙人登録簿にまだ登録されていないが事務所により投票が許された選挙人たちは、その名前が登録簿の２冊の写しに転記さ

れていると見なされる。 

 §5. 選挙人登録簿に登録があっても、事務所は基礎自治体若しくは控訴院が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条に従って決定若し

くは判決により抹消を宣告した選挙人たちの投票は認めることができない。 

    同様に、事務所は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条の諸規定の適用の下に置かれ、且つ無能力が国法が交付を予定する証

明書により確定される選挙人たちの投票も認めることはできない。 

    最後に、事務所は、証拠書類であれ、本人の申出であれ、選挙当日に、投票のために必要な年齢を調べていなかったか又はす

でに他の地区若しくは他の基礎自治体で投票を済ましている選挙人たちの投票を認めることはできない。 

－ 226 －



－ 226 － 

 §1. 少なくとも選挙人150人ごとに投票所の仕切りが一つある。 

 §2. 政府は仕切りの区画及び投票所の設置を同時に満たす諸条件を定める。 

    但し、規模及び配置は基礎自治体理事会の同意を得て知事により投票所の状況の必要に応じて修正をすることができる。 

 §3. 各基礎自治体においては、少なくとも５か所ごとに一つの仕切りが本法の本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第１条及び第２条の対象となる選

挙人によるその近づき易さとその利用を確保する方法で配置されなければならない。 

第４条 掲示の配慮 

 §1. 投票センターの投票登録簿は選挙人の手引及び本法の本条乃至第16条の本文と同様に待合室内に掲示される。 

    候補者名簿も同様に政府により決められたような投票用紙の形式で待合室内に掲示される。 

    さらに、選挙人の手引はそれぞれの投票所の外に張り出される。 

 §2. 本法の簿冊の一冊は選挙人たちが自由に使えるように待合室内に置かれる；二冊目の簿冊は事務所員たちが自由に使えるよう

に投票所内に置かれる。 

 §3. 投票用紙の150％大の複製が仕切りごとに一冊の割合で要求する選挙人たちの自由な使用に供される。 

    大きな字体に複製されて選挙人の手引の簿冊も選挙人たちが自由に使えるように置かれる。 

 §4. 段標１に予定された一件書類の掲示は背の低い人たち及び車いすで移動する人たちに配慮しなければならない。 

第５条 投票事務所 

 §1. 事務所は７時45分に開場されなければならない。 

 §2. 投票センターのために指名された陪席たち及び補欠陪席たち全員が投票所全体の集会の成立までこのセンター内にとどまる。 

    各事務所はまず本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§２及び§３に従い事務所のために指名された陪席たち及び補欠陪席たちを加えて

完成する。 

    ひとたび事務所がこのように設置されて、投票事務所のいずれかが完成していなかった場合には、投票事務所長はこのセン

ターに指名された補欠陪席の中から当該事務所を補完するはずのその中の一人を指名する。 

    この時点でなお陪席たち及び補欠陪席たちが不足している場合には、当該事務所長は職権により本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第５条の§

２及び§３に従い必要な諸条件を満たしている選挙人たちにより補充する。 

    そのような指名に対する異議申立は全て作業の開始前に立会人により提起されなければならない。事務所は直ちに決定し確定

する。 

 §3. 作業に掛かろうとしているとき又は進行中に投票事務所長が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。事務

所員たちが任命の選択について意見が分かれた場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録に行われる。 

第６条 作業開始前に、事務所の陪席たちは事務所長の掌中で本巻第Ⅱ編第Ⅴ章第２条の§３に予定された宣誓をする。続いて書記及

び立会人たちが同様に宣誓する。 

 事務所長はそのように開場される前に宣誓をする。 

 作業の最中に支障を来した構成員と交代した事務所長若しくは陪席は職務に就く前に前述の宣誓をする。 

 記録はこれらの宣誓を記載する。 

第７条 

 §1. 投票事務所が投票のために設置されたら直ちに、事務所長は事務所員たちの面前で、投票に先立って、投票が閉じられた後空

になっているかどうかを確かめる。 

 §2. 投票用紙を封入した包みが開封されて正式に開場された事務所の面前で公開される。 

    投票用紙の枚数が即座に確かめられて検証結果が記録に表示される。 

 §3. 投票用紙を持ち去る不正行為の企みを防ぐために、事務所は選挙人に手渡される前に検印が押される位置を決める。これを行

うために、事務所は政府から提供される型の９つの位置から５つの位置を選定し、その後その位置は抽選の対象となる。 

    事務所の構成員の一人若しくは立会人の一人の要求により、この抽選は作業の途中で１度乃至複数回繰り返される。投票事務

所長がこのような意味でなされる提案が即座には受け入れることができないと判断した場合には、事務所構成員若しくは立会人

は拒否の理由が記録に記入されるよう要求することができる。 

第２節 センター及び投開票所への出入り並びに警備 

第１小節 投票センター及び投票所への出入り 

第８条  

 §1. 事務所構成員たち、地区の選挙人たち、その代表たち若しくは随行人たちだけが投票所への入場が許される。事務所構成員以

外の者たちは投票の意思表示をして投票用紙を託すのに必要なときだけしか入場は許されない。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条に従い指定される政党の立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する限り、投票所内で同条の§４に

従い伝達された情報についての書簡を投票事務所長に提出することが許される。 

    本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち及び技術的支援を提供する責任を負う者たちは投票日に事務所長に政府

により発行された承認証明書を提示して投票所内への入場が許される。 

－ 227 － 

    投票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

 §2. 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の適用がなければ、何人も投票センターに軍隊を配置することはできない。 

第９条 事務所構成員でもない、立会人でもなく、地区の選挙人でもなく、地区の議員若しくは随行人でもなく、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第

６条に従い指名される専門家でもなく、技術的支援を提供する責任を負う者でもなければ誰も選挙作業中の選挙場には入れず、事務

所長若しくはその代理の命令で排除される。とどまったり、入場したりした場合は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑が科せられる。 

第10条 事務所長を除き、本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第６条に従い指名される専門家たち、及び技術的支援を提供する責任を負う者たち、本章

第８条の対象となる者たちは投票所の内部への入場が許されている期間中はいかなる方法でも外部との連絡を取ることはできない。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第11条 本章第８条の対象となる者たちは事務所長若しくはその代理の承認があった場合だけ投票所に出入りすることができる。 

第２小節 開票センター及び開票所への出入り 

第12条 開票事務所構成員たちだけが開票所に出入りが許される。 

 必要があれば陪席若しくは立会人を伴っている投票事務所長たちは、投票箱を届けたときは開票所にとどまることができず、即刻退

場する。 

 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３に従い指名される、これらの作業を支援するための政党立会人たちは、適用できる諸規定を尊重する

限り、同条の§４に従い伝達される情報についての書簡を事務所長に提出することにより開票事務所への入場が認められる。 

 開票所への入場が許される第２及び第３段落の対象となる者たちの身元が記録に記載される。 

第13条 作業の開始とともに開票所は閉鎖される。それに責任を有する投票箱を運び込む投票事務所長以外は、特別な事情及び事務所

長の承認がなければ、作業の終了までは何人もそこに出入りできず、事務所長だけが開票作業中に外部との連絡が許される。 

 外部との連絡及びその相手は記録に記載される。 

第３小節 センター及び投開票所の治安 

第14条 各投開票事務所長はその場所及び待合室の治安を維持する。所長は待合室内の秩序を維持するためにはこの権限を事務所構成

員の一人に委任することができる。 

第15条 投票事務所長若しくはその代理は賛成であれ不賛成であれ公然と合図をするか、そのいずれかの何らかの方法で騒ぎを引き起

こす者に対して静粛を命ずる。騒ぎを続ける場合には、事務所長若しくはその代理は退場させることができ、投票するために戻るこ

としか許されない。 

 退場命令は記録に記入され犯人は50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を科せられることになる。 

第16条 いかような軍隊も、投開票所の事務所長の要請がなければ、待合室内に配置されてはならない。 

 文民当局及び議会の警備隊長は署長たちの要請に従う義務がある。 

第３節 投票の開票 

第17条 選挙は一人ずつ順番に投票を行う。 

 選挙区の全有権者はそのために招集される選挙にだけしか取り組めない。 

第18条 何人も裁判所の予審若しくは訴訟において、又は議会の調査においてさえ投票の秘密を明かす義務はない。 

第19条 事務所長、陪席たち、書記たち、立会人たち及び補欠立会人たちはその任務を遂行する地区で投票する。 

第20条 

 §1. 選挙人たちは８時から13時まで投票が認められる。 

    但し、投票所若しくは待合室に13時までに入場していた選挙人も全員投票が認められる。 

 §2. 選挙人たちは投票所の入口で招集状及び身分証明書の携行を提示する。 

    書記が投票登録簿上の名前を照合する事務所長若しくはその指名した陪審が投票登録簿の２冊目の写しに繰り返されている表

現と招集状及び身分証明書の記載事項との符合を調べる。 

    選挙人が投票を認められれば、その名前がこの写しにも同様に印を付けられる。 

 §3. 招集状を携行していない選挙人はその身元及び資格が事務所によって確認されれば投票が認められることができる。 

 §4. 投票登録簿に登録がなければ、その登録を命ずる基礎自治体理事会の決定若しくは控訴院の判決謄本、又は当人が選挙人の資

格を有していることを証明する基礎自治体理事会の証明書を提示しなければ、投票に参加することは許されない。 

    選挙人登録簿にまだ登録されていないが事務所により投票が許された選挙人たちは、その名前が登録簿の２冊の写しに転記さ

れていると見なされる。 

 §5. 選挙人登録簿に登録があっても、事務所は基礎自治体若しくは控訴院が本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条に従って決定若し

くは判決により抹消を宣告した選挙人たちの投票は認めることができない。 

    同様に、事務所は、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第16条及び第24条の諸規定の適用の下に置かれ、且つ無能力が国法が交付を予定する証

明書により確定される選挙人たちの投票も認めることはできない。 

    最後に、事務所は、証拠書類であれ、本人の申出であれ、選挙当日に、投票のために必要な年齢を調べていなかったか又はす

でに他の地区若しくは他の基礎自治体で投票を済ましている選挙人たちの投票を認めることはできない。 
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 §6. 選挙人たちは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の適用によらなければ代理されることはできない。 

    投票が認められるためには、委任者は受託者が投票することになっている投票事務所長に委任状を本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の

§１に記載された証明書と併せて提出し、その身分証明書及び事務所長がそれに《委任状により投票した》と記載するその招集

状を提示する。 

    委任状は本法の本章第25条の第１段落の２ºの対象となる記録に加えられる。 

 §7. 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の§３に従い、付添選挙人は投票事務所長にその申告書の写しを提出する。 

第21条 

 §1. それに招集されるそれぞれの投票ごとに、選挙人は投票用紙を受け取る。 

 §2. それぞれの投票用紙は直角に４つに折り畳まれ、裏には選挙の日付を記入した証印、並びに基礎自治体及び地区の記載が押さ

れる。 

    用紙は続いて事務所長の前に広げて置かれ、所長はすでに付けられた折り目のとおりに戻す。 

    所長はこれ若しくはこれらの投票用紙を選挙人に手渡す。 

 §3. 選挙人は直ちに投票所の仕切りの一つの中へ入る。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の対象となる選挙人は付添に付き添ってもらえる。二人のどちらの名前も記録に記載される。その選

んだ付添が欠席の場合は、投票事務所長に付き添ってもらえる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の諸条件を満たしてはいないが付添をするよう望む選挙人は、投票事務所長にこの必要性を証明する

ことができる限り、この所長に支援を頼める。 

    その旨の記載が記録に行われる。健康診断書が要求の助けとして提出される場合は、それは記録に添付される。 

 §4. 選挙人は以下の方法でその投票を作成する。 

    選挙用の鉛筆を使ってその選んだ以下の欄に印を付ける： 

   １º その選んだ名簿の立候補の順位に賛同する場合は名簿の第１順位に； 

   ２º この順位を変更したい場合は、優先的にその投票を与えたいこの名簿の候補者たちのそれかそれらの氏名の横に位置する欄。 

    選挙人は与えられる議員の人数と同じだけ投票を行うことができる。 

    選挙人が同時に名簿の第１順位と一人乃至複数の候補者の名前とにその選択の印を付けた場合は、名簿の第１順位は無効と見

なされる。 

    投票の印は不完全に書かれていても識別することができる投票用紙を返却する意向がはっきりしない限り投票は有効を示す。 

    不注意により選挙人が手渡された投票用紙を毀損した場合、事務所長に対して所長が最初に手渡したのは直ちに破棄しそれと

は別の投票用紙を要求することができる。 

 §5. 選挙人は仕切りから出て事務所長に外側の証印と一緒に四つにきちんと折った投票用紙を見せる。 

 §6. 選挙人は緑色の投票用紙を県選挙専用の投票箱に、白色を基礎自治体選挙専用の投票箱に、バラ色を地区選挙専用の投票箱に

投入する。 

 §7. 招集状は事務所長若しくはその代理の陪席が段標２の対象となる証印を使って検印を押した後で選挙人に返却される。 

第22条 

 §1. 以下は無効である： 

   １º その使用が国法により認められているもの以外の投票用紙は全て； 

   ２º 名簿の一つ以上の投票を含むもの又は異なった名簿上の候補者のための投票を含むもの； 

   ３º 選挙人が同時に名簿の第１順位の投票及びその他の名簿の候補者の一人乃至それ以上の氏名の脇に投票の印を付けたもの； 

   ４º 形及び大きさが異なっていて中に紙か若しくは何らかの物体が入れられていそうなもの、又は本法により認められていない

署名、削除若しくは印により書いた者が分かるようになっているもの； 

   ５º その投票用紙を不注意により毀損しその投票を有効に行うために別の用紙を受け取った選挙人から事務所長により引き取ら

れたもの； 

   ６º 選挙人がその投じた投票を知らせるように仕切りの外でその投票用紙を開いたときに事務所長により引き取られたもの。こ

の場合には事務所長は選挙人にその投票をやり直させなければならない。 

 §2. 事務所長は段標１の５º及び６ºの実施で引き取られた投票用紙の上に《引き取られた投票用紙》の記述を記載しそこに略署名

を付け加える。 

第23条 投票が完了したら事務所は閉鎖される。 

第24条 残された投票箱は封印される。事務所の面前で、事務所長はその後４か所に証印がされそこから投票用紙が挿入される開口部

の封鎖を粘着テープを使って、これに証印が紙と投票箱の表面の間の境にそれぞれ一つずつ重なるように行う。 

第25条 事務所は以下の記録の作成に取り掛かる： 

   １º 投票登録簿に記載がないが本法の本章第20条により投票が認められた選挙人たち； 

   ２º 投票登録簿に記載されていながら選挙に参加しなかった選挙人たち。 
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 事務所長はこれらの記録に事務所構成員たち若しくは立会人たちの所見を書き留め、そこに欠席者たちによりその弁明のために報告

されている証明書を添付する。 

 これらの記録は、事務所構成員たちにより署名されて、事務所長から３日以内に小郡治安判事に送付される。 

第26条 投票登録簿に責任のある事務所の各構成員は自分の簿冊の１冊に署名する。事務所長はこれらの登録簿に順番に署名する。 

第27条 事務所は記録を決定して以下を記載する： 

   １º 投票に参加した選挙人数； 

   ２º 本法本章第22条の§１の５º及び６ºの適用で引き取られた投票用紙の枚数； 

   ３º 未使用の投票用紙の枚数； 

   ４º 本章第７条の§２に従い記録に記載された投票用紙の枚数を差し引いて得られた枚数、すなわち本条の２º及び３ºに記載さ

れた枚数。この数は１ºに一致しなければならない。 

第28条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 引き取られた投票用紙；  

   ２º 未使用の投票用紙； 

   ３º 事務所員たち及び立会人たち全員により署名され、Cの印が付けられた包みに入れられた記録；記録の写しの１部は事務所

長に連署されてPとSの印が付けられた包みに入れられる； 

   ４º 投票登録簿及び本章第７条の§３の対象となる模型はCの印が付けられた包みに入れられる。 

 §2. 包みには以下の表示を表す文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号に応じた《投票事務所何番》{本文にはこの括弧が欠落}の表示。 

     それらは直ちに封印されて投票事務所長に手渡される。  

 §3. 各投票事務所長はその選んだ陪席の一人を同伴して、一方で基礎自治体の投票箱及び《C》と記した包みを基礎自治体の開票

事務所長に、他方で県の投票箱及び《P》と記した包みを県の開票事務所長に伝達する責任を負う。立会人たちはこの任務を遂

行するとき事務所長に同伴することができる。 

    段標１の１ºの対象となる引き取られた投票用紙は知事に届けられる。 

 §4. 前段標に従い伝達された一件書類の受領証が事務所長に交付される。本受領証の写しが事務所長により最速の手段で県知事に

伝達される。 

第Ⅳ章 開 票 

第１節 開票事務所の設置 

第１条 基礎自治体理事会は各開票事務所長に選挙の直前までに本章第10条で決められた一件書類の伝達に必要な包みを届けさせる。 

 その中に投票用紙及び選挙関係の一件書類が封入されている包みは投票用紙と同色であるか高さ３センチの一文字、すなわち基礎自

治体選挙用のC、県用のP、地区用のSが記されている。 

第２条 

 §1. 開票事務所は本編第Ⅲ章第５条に従い14時に開場されなければならない。 

 §2. 宣誓は本編第Ⅲ章第６条に定められた型式に従い行われる。 

 §3. 作業に掛かるとき又は進行中に事務所長若しくは構成員の一人が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。

事務所構成員たちが任命の選択について意見が分かれる場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録になされる。 

第２節 開票の展開 

第３条 開票事務所は用意された投票箱の全てが入手されるや否や開票を行う。 

第４条 

 §1. 各開票所では、事務所長が事務所構成員たち及び立会人たちの面前で投票箱を開けて投票用紙を取り出す。 

 §2. 事務所構成員たちの助けを借りて、事務所長が開かずにそこに入っていた投票用紙を数える。 

    事務所長はそれに責任を持つ選挙に合致しない投票用紙を取り除く。 

第５条 事務所が各投票箱から得られた責任を持つ選挙に合致した投票用紙の枚数が記録に記載される。 

 本編第Ⅲ章第28条に記載された包みは開かれない。 

第６条 事務所長は投票箱から取り除かれた自らが責任を持つものとは異なった選挙に関係のある投票用紙を封印された包みに入れて

直ちにこれらの投票用紙に照応した開票事務所に届けさせる。 

 これらの投票用紙に示された投票はこの開票事務所により記帳され、各事務所はこれらの投票用紙の転送をその専属の記録に転記す
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 §6. 選挙人たちは本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の適用によらなければ代理されることはできない。 

    投票が認められるためには、委任者は受託者が投票することになっている投票事務所長に委任状を本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の

§１に記載された証明書と併せて提出し、その身分証明書及び事務所長がそれに《委任状により投票した》と記載するその招集

状を提示する。 

    委任状は本法の本章第25条の第１段落の２ºの対象となる記録に加えられる。 

 §7. 本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の§３に従い、付添選挙人は投票事務所長にその申告書の写しを提出する。 

第21条 

 §1. それに招集されるそれぞれの投票ごとに、選挙人は投票用紙を受け取る。 

 §2. それぞれの投票用紙は直角に４つに折り畳まれ、裏には選挙の日付を記入した証印、並びに基礎自治体及び地区の記載が押さ

れる。 

    用紙は続いて事務所長の前に広げて置かれ、所長はすでに付けられた折り目のとおりに戻す。 

    所長はこれ若しくはこれらの投票用紙を選挙人に手渡す。 

 §3. 選挙人は直ちに投票所の仕切りの一つの中へ入る。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の対象となる選挙人は付添に付き添ってもらえる。二人のどちらの名前も記録に記載される。その選

んだ付添が欠席の場合は、投票事務所長に付き添ってもらえる。 

    本巻第Ⅲ編第Ⅲ章第２条の諸条件を満たしてはいないが付添をするよう望む選挙人は、投票事務所長にこの必要性を証明する

ことができる限り、この所長に支援を頼める。 

    その旨の記載が記録に行われる。健康診断書が要求の助けとして提出される場合は、それは記録に添付される。 

 §4. 選挙人は以下の方法でその投票を作成する。 

    選挙用の鉛筆を使ってその選んだ以下の欄に印を付ける： 

   １º その選んだ名簿の立候補の順位に賛同する場合は名簿の第１順位に； 

   ２º この順位を変更したい場合は、優先的にその投票を与えたいこの名簿の候補者たちのそれかそれらの氏名の横に位置する欄。 

    選挙人は与えられる議員の人数と同じだけ投票を行うことができる。 

    選挙人が同時に名簿の第１順位と一人乃至複数の候補者の名前とにその選択の印を付けた場合は、名簿の第１順位は無効と見

なされる。 

    投票の印は不完全に書かれていても識別することができる投票用紙を返却する意向がはっきりしない限り投票は有効を示す。 

    不注意により選挙人が手渡された投票用紙を毀損した場合、事務所長に対して所長が最初に手渡したのは直ちに破棄しそれと

は別の投票用紙を要求することができる。 

 §5. 選挙人は仕切りから出て事務所長に外側の証印と一緒に四つにきちんと折った投票用紙を見せる。 

 §6. 選挙人は緑色の投票用紙を県選挙専用の投票箱に、白色を基礎自治体選挙専用の投票箱に、バラ色を地区選挙専用の投票箱に

投入する。 

 §7. 招集状は事務所長若しくはその代理の陪席が段標２の対象となる証印を使って検印を押した後で選挙人に返却される。 

第22条 

 §1. 以下は無効である： 

   １º その使用が国法により認められているもの以外の投票用紙は全て； 

   ２º 名簿の一つ以上の投票を含むもの又は異なった名簿上の候補者のための投票を含むもの； 

   ３º 選挙人が同時に名簿の第１順位の投票及びその他の名簿の候補者の一人乃至それ以上の氏名の脇に投票の印を付けたもの； 

   ４º 形及び大きさが異なっていて中に紙か若しくは何らかの物体が入れられていそうなもの、又は本法により認められていない

署名、削除若しくは印により書いた者が分かるようになっているもの； 

   ５º その投票用紙を不注意により毀損しその投票を有効に行うために別の用紙を受け取った選挙人から事務所長により引き取ら

れたもの； 

   ６º 選挙人がその投じた投票を知らせるように仕切りの外でその投票用紙を開いたときに事務所長により引き取られたもの。こ

の場合には事務所長は選挙人にその投票をやり直させなければならない。 

 §2. 事務所長は段標１の５º及び６ºの実施で引き取られた投票用紙の上に《引き取られた投票用紙》の記述を記載しそこに略署名

を付け加える。 

第23条 投票が完了したら事務所は閉鎖される。 

第24条 残された投票箱は封印される。事務所の面前で、事務所長はその後４か所に証印がされそこから投票用紙が挿入される開口部

の封鎖を粘着テープを使って、これに証印が紙と投票箱の表面の間の境にそれぞれ一つずつ重なるように行う。 

第25条 事務所は以下の記録の作成に取り掛かる： 

   １º 投票登録簿に記載がないが本法の本章第20条により投票が認められた選挙人たち； 

   ２º 投票登録簿に記載されていながら選挙に参加しなかった選挙人たち。 
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 事務所長はこれらの記録に事務所構成員たち若しくは立会人たちの所見を書き留め、そこに欠席者たちによりその弁明のために報告

されている証明書を添付する。 

 これらの記録は、事務所構成員たちにより署名されて、事務所長から３日以内に小郡治安判事に送付される。 

第26条 投票登録簿に責任のある事務所の各構成員は自分の簿冊の１冊に署名する。事務所長はこれらの登録簿に順番に署名する。 

第27条 事務所は記録を決定して以下を記載する： 

   １º 投票に参加した選挙人数； 

   ２º 本法本章第22条の§１の５º及び６ºの適用で引き取られた投票用紙の枚数； 

   ３º 未使用の投票用紙の枚数； 

   ４º 本章第７条の§２に従い記録に記載された投票用紙の枚数を差し引いて得られた枚数、すなわち本条の２º及び３ºに記載さ

れた枚数。この数は１ºに一致しなければならない。 

第28条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 引き取られた投票用紙；  

   ２º 未使用の投票用紙； 

   ３º 事務所員たち及び立会人たち全員により署名され、Cの印が付けられた包みに入れられた記録；記録の写しの１部は事務所

長に連署されてPとSの印が付けられた包みに入れられる； 

   ４º 投票登録簿及び本章第７条の§３の対象となる模型はCの印が付けられた包みに入れられる。 

 §2. 包みには以下の表示を表す文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号に応じた《投票事務所何番》{本文にはこの括弧が欠落}の表示。 

     それらは直ちに封印されて投票事務所長に手渡される。  

 §3. 各投票事務所長はその選んだ陪席の一人を同伴して、一方で基礎自治体の投票箱及び《C》と記した包みを基礎自治体の開票

事務所長に、他方で県の投票箱及び《P》と記した包みを県の開票事務所長に伝達する責任を負う。立会人たちはこの任務を遂

行するとき事務所長に同伴することができる。 

    段標１の１ºの対象となる引き取られた投票用紙は知事に届けられる。 

 §4. 前段標に従い伝達された一件書類の受領証が事務所長に交付される。本受領証の写しが事務所長により最速の手段で県知事に

伝達される。 

第Ⅳ章 開 票 

第１節 開票事務所の設置 

第１条 基礎自治体理事会は各開票事務所長に選挙の直前までに本章第10条で決められた一件書類の伝達に必要な包みを届けさせる。 

 その中に投票用紙及び選挙関係の一件書類が封入されている包みは投票用紙と同色であるか高さ３センチの一文字、すなわち基礎自

治体選挙用のC、県用のP、地区用のSが記されている。 

第２条 

 §1. 開票事務所は本編第Ⅲ章第５条に従い14時に開場されなければならない。 

 §2. 宣誓は本編第Ⅲ章第６条に定められた型式に従い行われる。 

 §3. 作業に掛かるとき又は進行中に事務所長若しくは構成員の一人が支障を来すか不在となった場合は、事務所が自ら補充する。

事務所構成員たちが任命の選択について意見が分かれる場合は最年長者の意見が優先される。記載が記録になされる。 

第２節 開票の展開 

第３条 開票事務所は用意された投票箱の全てが入手されるや否や開票を行う。 

第４条 

 §1. 各開票所では、事務所長が事務所構成員たち及び立会人たちの面前で投票箱を開けて投票用紙を取り出す。 

 §2. 事務所構成員たちの助けを借りて、事務所長が開かずにそこに入っていた投票用紙を数える。 

    事務所長はそれに責任を持つ選挙に合致しない投票用紙を取り除く。 

第５条 事務所が各投票箱から得られた責任を持つ選挙に合致した投票用紙の枚数が記録に記載される。 

 本編第Ⅲ章第28条に記載された包みは開かれない。 

第６条 事務所長は投票箱から取り除かれた自らが責任を持つものとは異なった選挙に関係のある投票用紙を封印された包みに入れて

直ちにこれらの投票用紙に照応した開票事務所に届けさせる。 

 これらの投票用紙に示された投票はこの開票事務所により記帳され、各事務所はこれらの投票用紙の転送をその専属の記録に転記す
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第７条 

 §1. 事務所長及び事務所構成員たちは、開票に責任を持つ投票用紙の全てを混ぜ合わせた後で、広げて以下の種類に仕分けする： 

   １º 第１名簿若しくはこの名簿の候補者たちに有効投票をもたらす投票用紙； 

   ２º 第２名簿又は必要があればそれ以下の名簿も同じ； 

   ３º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§３の意味で有効でない投票用紙； 

   ４º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§５の意味で係争の余地のある投票用紙。 

 §2. この最初の分類が終わると別々の名簿用に作成された種類のそれぞれの投票用紙は以下の第２の下位分類に分けられる： 

   1. 第１順位に印が付けられた投票用紙； 

   2. 例え第１順位にも同様に印を付けていたとしても候補者の一人乃至複数に投票の印が付けられた投票用紙。 

第８条 

 §1. 投票用紙の分類が終わると、事務所構成員たち及び立会人たちはこの分類を崩さずに投票用紙を点検してその所見及び異議申

立は事務所に委ねる。 

    異議申立は立会人たちの意見及び事務所の決定と併せて記録に記入される。 

    係争の余地のある投票用紙及び異議申立の対象となる投票用紙は、事務所の決定を経て、その帰属する種類に付け加えられる

前に二人の事務所構成員により及び一人の立会人により略署名される。 

    同様に、白票以外の無効と宣告された投票用紙も二人の事務所構成員により又は一人の立会人により略署名される。 

    それぞれの種類の投票用紙は二人の事務所構成員により順々に数えられる。 

 §2. 事務所は中断して以下の結果を定める： 

   １º 有効投票用紙の総数； 

   ２º 無効投票用紙の総数； 

   ３º 各名簿について名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の総数； 

   ４º 各名簿について名簿の候補者の一人乃至複数の候補者に投票する投票を含んだ投票用紙の総数； 

   ５º 各候補者ごとの獲得投票数。 

    これらの数は全て記録に記載される。 

 §3. そのように分類された投票用紙は全て種類ごとに別々の包みに入れられて閉じられる。 

第９条 作業の記録は開所中に作成されて事務所構成員たち及び立会人たちの署名を記入する。 

 開票結果は、本編第Ⅱ章第39条に予定された一覧表の書式の指示の順序でそれに従い記録に記録される。事務所は選挙の日付及び投

票事務所の番号の表示に従い《第何番の事務所で受け取った投票用紙の開票結果》の記述を表示した一覧表を完成させる。 

 政府はこの一覧表及びその伝達のデジタル化を本編第Ⅰ章第１条の§１及び§２の対象となる方式で行うよう決定することができる。 

第10条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 事務所及び立会人たちにより署名され正式に証印された開票一覧表２部； 

   ２º 記録。 

 §2. これらの包み並びに本章第８条の対象となる包みは以下のものの表示の目立った文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号の表示に従い《事務所何番で受け取った投票用紙の開票》の表示。 

     それらは直ちに封印される。 

第11条 

 §1. 開票事務所長自身が、記録及び開票一覧表を携行してその責任を持つ投票に応じて基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局

長の所へ赴く。 

    県の開票が基礎自治体の開票と同じセンターで行われた小郡役所所在地の基礎自治体では、基礎自治体の開票事務所長自身が、

記録及び開票一覧表を携行して基礎自治体事務局長の所へ赴き、県開票事務所長自身が県の投票から生まれた同様な一件書類を

携えて小郡事務局長の所へ赴く。 

 §2. 協議相手の事務局長は一覧表及び適法性を確認したらその略署名を添える。 

 §3. 開票事務所長は記録に一覧表引渡しの記述及び必要があればそこになされるべき訂正を挿入する。 

 §4. 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちはその後それぞれの関係投票ごとの各開票事務所長による公表を認める。 

第12条 検証の後で、基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局長は白票及び無効票の異常な若しくは余分な枚数、又は何らかの間違
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いを確認したとき、開票事務所長に前もって当該事務所による記録原本の補完若しくは訂正を依頼する。 

 開票事務所長はそこで記録にそれに関係のある訂正を付け加えて前条の諸条項に従ってその略署名を添えた協議相手の事務局長に報

告する。 

第13条 作業が終了すると、投票の任務を負う基礎自治体事務局に若しくは小郡事務局への送達に責任を持つ各開票事務所の所長は、

本編第Ⅲ章第28条及び本章第10条に予定された包みを集めて一つの包装に封入し封印する。 

第Ⅴ章 投票の点検 

第１節 予備作業 

第１条 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちは事務局及び立会人たちの目の前に届けられた開票一覧表を受け取る。局長たち

は開票事務所長たちに受領証を与える。 

第２条 

 §1. 関係選挙についてそれぞれ、基礎自治体事務局及び小郡事務局は開票事務所ごとに本編第Ⅱ章第39条に予定された以下の点検

を一覧表の上に転写する。 

   １º 投票箱に投入された投票用紙の枚数； 

   ２º 有効投票数；  

   ３º それぞれの名簿について、第１順位への投票総数； 

   ４º それぞれの名簿について、記名投票総数； 

   ５º それぞれの候補者について、記名投票総数； 

 §2. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うよう決定することができる。 

 §3. 関係各事務局は最初の開票事務所の一覧表を受け取ったら直ぐにこの作業に着手する。 

第３条 

 §1. 基礎自治体事務局は基礎自治体全体について、小郡事務局は小郡全体について集計し、見出しが点検一覧表に再掲される。 

    事務局は同様に本編第Ⅳ章第８条の§２に従って決められるように、一名簿に投じられた有効な投票用紙の合計により確定さ

れる各名簿の得票総数を記載する。 

 §2. 候補者が投票日前に死去したときは、基礎自治体事務局若しくは地区事務局がこの候補者があたかもそこに候補者として記載

されている名簿には記載されていなかったかのごとくに事を進める。亡くなった候補者は当選を宣告されることはできないし、

立候補届出の順位で投じられた投票のそれぞれの配分はその得票とされることはない。但し、この候補者は自らがそれに基づい

て立候補証書を作成した選挙人数を決めるためにその名前の上に記入された記名投票の数の勘定には入れられなければならない。 

 §3. 候補者が投票日当日かその後で、だが選挙結果の公表の前に亡くなった場合には、基礎自治体若しくは地区の事務局は当事者

がなお存命であるかのように事を進める。故人が当選していたら、同じ名簿の補欠第１位の者がその代わりに議席を占めること

が必要となる。 

 §4. 同じ名簿の補欠第１位の者は同様に選挙結果の公表の後で亡くなった当選した候補者の代わりに議席を占めることが必要とな

る。 

第４条 小郡事務局長は政府に県選挙の点検一覧表を転載した結果を提出する。 

 同事務局長はその後で各開票事務所に別々の封印された包みを中間点検一覧表と同様に送り、確実に受領証を提出する地区事務局長

に送る。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局による点検 

第５条 

 §1. 作業のこの段階で、地域事務局は関係する選挙のためのそれぞれの作業を続ける。 

 §2. 基礎自治体事務局は本章第６条の§１、第７条及び第８条、並びに第11条乃至第15条の対象となる様式に従い基礎自治体及び

地区の選挙の点検を行う。 

 §3. 小郡事務局から送られた点検一覧表に基づき地区事務局は県選挙の点検を続ける。これを行うためには次の二つの間を区別す

る必要がある： 

   １º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されていない地区事務局は基礎自治体と同じ様式に従って続ける； 

   ２º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されている地区事務局は本章第６条の§１の第２段落及び§２並びに第７

条の§２、第９条、第10条及び本章第３節の様式に従って続ける。本章第15条は候補者の申告を条件に適用することができる。 

    段標２及び３に予定された作業については、政府は本編第Ⅰ章第１条の段標３に従いそれらの作業がデジタル化及び自動化に

なるよう決定することができる。 

 §4. 地域事務局長の要請で、基礎自治体理事会はその任務を達成するのに必要な要員及び設備を自由に使えるようにする。同理事

会は特に計算担当者として指名された者たちに基礎自治体の責任で支払われる報酬を決める。 

 §5. 名簿は議席配分が認められる投票の一定の数量に達している必要はない。 
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第７条 

 §1. 事務所長及び事務所構成員たちは、開票に責任を持つ投票用紙の全てを混ぜ合わせた後で、広げて以下の種類に仕分けする： 

   １º 第１名簿若しくはこの名簿の候補者たちに有効投票をもたらす投票用紙； 

   ２º 第２名簿又は必要があればそれ以下の名簿も同じ； 

   ３º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§３の意味で有効でない投票用紙； 

   ４º 本巻第Ⅰ編第Ⅰ章第18条の§５の意味で係争の余地のある投票用紙。 

 §2. この最初の分類が終わると別々の名簿用に作成された種類のそれぞれの投票用紙は以下の第２の下位分類に分けられる： 

   1. 第１順位に印が付けられた投票用紙； 

   2. 例え第１順位にも同様に印を付けていたとしても候補者の一人乃至複数に投票の印が付けられた投票用紙。 

第８条 

 §1. 投票用紙の分類が終わると、事務所構成員たち及び立会人たちはこの分類を崩さずに投票用紙を点検してその所見及び異議申

立は事務所に委ねる。 

    異議申立は立会人たちの意見及び事務所の決定と併せて記録に記入される。 

    係争の余地のある投票用紙及び異議申立の対象となる投票用紙は、事務所の決定を経て、その帰属する種類に付け加えられる

前に二人の事務所構成員により及び一人の立会人により略署名される。 

    同様に、白票以外の無効と宣告された投票用紙も二人の事務所構成員により又は一人の立会人により略署名される。 

    それぞれの種類の投票用紙は二人の事務所構成員により順々に数えられる。 

 §2. 事務所は中断して以下の結果を定める： 

   １º 有効投票用紙の総数； 

   ２º 無効投票用紙の総数； 

   ３º 各名簿について名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の総数； 

   ４º 各名簿について名簿の候補者の一人乃至複数の候補者に投票する投票を含んだ投票用紙の総数； 

   ５º 各候補者ごとの獲得投票数。 

    これらの数は全て記録に記載される。 

 §3. そのように分類された投票用紙は全て種類ごとに別々の包みに入れられて閉じられる。 

第９条 作業の記録は開所中に作成されて事務所構成員たち及び立会人たちの署名を記入する。 

 開票結果は、本編第Ⅱ章第39条に予定された一覧表の書式の指示の順序でそれに従い記録に記録される。事務所は選挙の日付及び投

票事務所の番号の表示に従い《第何番の事務所で受け取った投票用紙の開票結果》の記述を表示した一覧表を完成させる。 

 政府はこの一覧表及びその伝達のデジタル化を本編第Ⅰ章第１条の§１及び§２の対象となる方式で行うよう決定することができる。 

第10条 

 §1. 事務所は以下のものを別々の包みに入れる： 

   １º 事務所及び立会人たちにより署名され正式に証印された開票一覧表２部； 

   ２º 記録。 

 §2. これらの包み並びに本章第８条の対象となる包みは以下のものの表示の目立った文字が記載される： 

   １º 中身の表示； 

   ２º 選挙の日付； 

   ３º 基礎自治体名； 

   ４º 地区名； 

   ５º 投票事務所の番号の表示に従い《事務所何番で受け取った投票用紙の開票》の表示。 

     それらは直ちに封印される。 

第11条 

 §1. 開票事務所長自身が、記録及び開票一覧表を携行してその責任を持つ投票に応じて基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局

長の所へ赴く。 

    県の開票が基礎自治体の開票と同じセンターで行われた小郡役所所在地の基礎自治体では、基礎自治体の開票事務所長自身が、

記録及び開票一覧表を携行して基礎自治体事務局長の所へ赴き、県開票事務所長自身が県の投票から生まれた同様な一件書類を

携えて小郡事務局長の所へ赴く。 

 §2. 協議相手の事務局長は一覧表及び適法性を確認したらその略署名を添える。 

 §3. 開票事務所長は記録に一覧表引渡しの記述及び必要があればそこになされるべき訂正を挿入する。 

 §4. 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちはその後それぞれの関係投票ごとの各開票事務所長による公表を認める。 

第12条 検証の後で、基礎自治体事務局若しくは小郡事務局の局長は白票及び無効票の異常な若しくは余分な枚数、又は何らかの間違
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いを確認したとき、開票事務所長に前もって当該事務所による記録原本の補完若しくは訂正を依頼する。 

 開票事務所長はそこで記録にそれに関係のある訂正を付け加えて前条の諸条項に従ってその略署名を添えた協議相手の事務局長に報

告する。 

第13条 作業が終了すると、投票の任務を負う基礎自治体事務局に若しくは小郡事務局への送達に責任を持つ各開票事務所の所長は、

本編第Ⅲ章第28条及び本章第10条に予定された包みを集めて一つの包装に封入し封印する。 

第Ⅴ章 投票の点検 

第１節 予備作業 

第１条 基礎自治体事務局及び小郡事務局の局長たちは事務局及び立会人たちの目の前に届けられた開票一覧表を受け取る。局長たち

は開票事務所長たちに受領証を与える。 

第２条 

 §1. 関係選挙についてそれぞれ、基礎自治体事務局及び小郡事務局は開票事務所ごとに本編第Ⅱ章第39条に予定された以下の点検

を一覧表の上に転写する。 

   １º 投票箱に投入された投票用紙の枚数； 

   ２º 有効投票数；  

   ３º それぞれの名簿について、第１順位への投票総数； 

   ４º それぞれの名簿について、記名投票総数； 

   ５º それぞれの候補者について、記名投票総数； 

 §2. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うよう決定することができる。 

 §3. 関係各事務局は最初の開票事務所の一覧表を受け取ったら直ぐにこの作業に着手する。 

第３条 

 §1. 基礎自治体事務局は基礎自治体全体について、小郡事務局は小郡全体について集計し、見出しが点検一覧表に再掲される。 

    事務局は同様に本編第Ⅳ章第８条の§２に従って決められるように、一名簿に投じられた有効な投票用紙の合計により確定さ

れる各名簿の得票総数を記載する。 

 §2. 候補者が投票日前に死去したときは、基礎自治体事務局若しくは地区事務局がこの候補者があたかもそこに候補者として記載

されている名簿には記載されていなかったかのごとくに事を進める。亡くなった候補者は当選を宣告されることはできないし、

立候補届出の順位で投じられた投票のそれぞれの配分はその得票とされることはない。但し、この候補者は自らがそれに基づい

て立候補証書を作成した選挙人数を決めるためにその名前の上に記入された記名投票の数の勘定には入れられなければならない。 

 §3. 候補者が投票日当日かその後で、だが選挙結果の公表の前に亡くなった場合には、基礎自治体若しくは地区の事務局は当事者

がなお存命であるかのように事を進める。故人が当選していたら、同じ名簿の補欠第１位の者がその代わりに議席を占めること

が必要となる。 

 §4. 同じ名簿の補欠第１位の者は同様に選挙結果の公表の後で亡くなった当選した候補者の代わりに議席を占めることが必要とな

る。 

第４条 小郡事務局長は政府に県選挙の点検一覧表を転載した結果を提出する。 

 同事務局長はその後で各開票事務所に別々の封印された包みを中間点検一覧表と同様に送り、確実に受領証を提出する地区事務局長

に送る。 

 政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第２節 地域事務局による点検 

第５条 

 §1. 作業のこの段階で、地域事務局は関係する選挙のためのそれぞれの作業を続ける。 

 §2. 基礎自治体事務局は本章第６条の§１、第７条及び第８条、並びに第11条乃至第15条の対象となる様式に従い基礎自治体及び

地区の選挙の点検を行う。 

 §3. 小郡事務局から送られた点検一覧表に基づき地区事務局は県選挙の点検を続ける。これを行うためには次の二つの間を区別す

る必要がある： 

   １º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されていない地区事務局は基礎自治体と同じ様式に従って続ける； 

   ２º 本編第Ⅱ章第34条に予定された連合の機能が利用されている地区事務局は本章第６条の§１の第２段落及び§２並びに第７

条の§２、第９条、第10条及び本章第３節の様式に従って続ける。本章第15条は候補者の申告を条件に適用することができる。 

    段標２及び３に予定された作業については、政府は本編第Ⅰ章第１条の段標３に従いそれらの作業がデジタル化及び自動化に

なるよう決定することができる。 

 §4. 地域事務局長の要請で、基礎自治体理事会はその任務を達成するのに必要な要員及び設備を自由に使えるようにする。同理事

会は特に計算担当者として指名された者たちに基礎自治体の責任で支払われる報酬を決める。 

 §5. 名簿は議席配分が認められる投票の一定の数量に達している必要はない。 
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第６条 

 §1. 基礎自治体事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれ

に等しい当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

    地区事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれに等し

い当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

 §2. 最後の当選基数は整数に限られ、得票因子として役立つ。 

 §3. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区にあっては、地区事務局は地区に与えられた議席数ごとの有効得

票総数を除する得票除数を設定する。 

第７条 

 §1. 議席はその得票数が得票除数以上か又は等しい当選基数を提供した議席の同数を各名簿に配分して異なった名簿間に配分され

る。 

 §2. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局は得票除数により各名簿の得票数の分割を行う。その結果

は選挙人の分割を招来し、整数に限られるが、この有権者の分割は各名簿により獲得された議席数に一致する。 

第８条 

 §1. 地域事務局は名簿間の議席配分に関する情報を点検一覧表に転記する。 

 §2. 同事務局は、同一水平線上にある他のものと比べて一つだけ、配分を認められた各名簿の得票数を記載し、選出された各自に

ついては整数に限って獲得した当選基数を記載する。 

 §3. 次いで、同事務局は高い順に与えられた議員数に達するまで順次アンダーラインを引く。 

第９条 

 §1. 最後の有効な当選基数、すなわち最後の議席配分を決定する当選基数が同時に複数の名簿に現れた場合には、一つの名簿にこ

の議席を配分するために小数を考慮する。 

 §2. 複数の名簿の最後の有効な当選基数が全く同一ならば、最後の議席は最高得票数を獲得した名簿に配分される。 

 §3. この段階で、一つの名簿への最後の議席配分ができなければ、本章第11条に予定された作業を行う。 

第10条 

 §1. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局はそれぞれについて、本章第７条の§２により配分される

議席数に関連して代表に反映されなかった票の超過分を記載する。 

    この超過分はそこから得票除数による選挙人の分割の積を差し引いた名簿の選挙人数に等しい。 

 §2. 同事務局は記録を作成する。それは事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 同事務局はこの記録を郡中央事務局に最速の手段で送達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第11条 候補者間の配分は以下の規定を考慮して行われる： 

   １º 選出される構成員が一人しかいないときは、最高得票を獲得した候補者が当選を宣告される。得票が同数の場合は年長者が

選ばれる； 

   ２º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席の数に等しいときはこれらの候補者は全員当選となる； 

   ３º ある名簿がそれだけの候補者しか含んでいない議席以上の得票をした場合には、配分されなかった議席は他の名簿に帰する

議席に追加される；これら他の名簿間の配分は前条で表示された作業が続けられ、新たな当選基数がそれに帰属する名簿のた

めに一議席の割当を決める； 

   ４º 名簿間の議席配分の際に、最後の議席が本章第９条の§３に従い再配分されなかったときは、記名投票の最高を獲得した関

係候補者の一人か、又は補足的に最年長の候補者に割り当てられる； 

   ５º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席数を超えているときは、議席はその獲得した票数の逓減順位で候補者たちに与

えられる。票が同数の場合は候補者届出の順位が適用される。 

第12条 

 §1. 当選者の指名に先立って、地域事務局は候補者たちに個別に候補者届出の順位を選んだ票数の半分の割当を行う。 

    この半分は本編第Ⅳ章第８条の§２の対象となるような名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の枚数にこの名簿により獲

得される議席数を掛けた結果の積を２で割って確立される。整数に限られるこの操作の結果は、付与される全数である。 

 §2. 地域事務局は被選挙権者の人数を以下の方法で算定する： 

   １º 名簿の得票数にその名簿に割り当てられた議席数を掛ける； 

   ２º この積をその名簿に割り当てられた議席数で割り１単位を加算する。最終の結果が小数の場合は直ぐ上の単位に切り上げる。 

第13条 ある候補者に帰する票数を決めるために、付与される全部が各名簿固有の被有権者数に達するのに必要なところまで名簿の第

１位の候補者により獲得された記名票に追加される。その超過分があれば同様な方法で第２位の候補者、次に第３位の候補者、以下

同様に付与される全部が完全に配分し終わるまで割り当てられる。 
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第14条 一人乃至複数の候補者が本章第11条に従い選出される各名簿において、投票用紙に記載された順位内で投票の最多数を獲得し

たか、又は同数の場合で選出されなかった候補者たちは、第１、第２、第３補欠、以下同様と宣告される。それは候補者届出の順位

で優位になるこの票の操作では、本章第12条に決められているように考慮されない。 

第15条 地域事務局長が投票全体の点検結果並びに基礎自治体、県及び地区の議員及び補欠に選出された候補者たちの名前を公表する。 

第16条 

 §1. この公表後直ちに地域事務局長は政府にこの内容を届ける。  

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

 §2. 地域事務局は記録を作成する。記録は事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 基礎自治体の選挙については、基礎自治体事務局長は３日以内に県知事に記録と一緒に投票用紙、開票及び点検の一覧表、本

編Ⅳ章第８条の§３に記載された包み及び立候補届出並びに候補者の受託及び立会人の指名の証書を送達する。  

    その構成員により原本が検証される基礎自治体事務局の記録の副本が基礎自治体の秘書課に寄託され、そこでは各自が点検を

行うことができる。 

 §4. 県の選挙については、地区事務局長が直ちに地域役所所在地の裁判所の事務長に前段標に挙げられた一件書類を寄託する。そ

の一件書類は選挙の有効性宣言の日の翌々日まで保管される。県議会議員たちは必要と判断すれば提示させることができる。 

 §5. 各選挙についてのこれらの一件書類を入れた包みの上書きは選挙日、基礎自治体名及び地区名を表示する。 

 §6. 基礎自治体の書記及び県事務総長は、関係した選挙についてそれぞれ当選者に選挙の点検の記録の抄本を送付する。 

第３節 協約の場合の点検 

第17条 

 §1. 協約の場合には、郡中央事務局は、議席を補完する配分、各種の名簿がこれらの議席を獲得した地区の確定、当選した候補者

たちの指名を行うために翌日の13時に集合する。 

 §2. 同事務局は、政府により定められた協約一覧表に、本章第18条の§２の第２段落の対象となる単独の各集団又は各名簿のため

に以下のものを転載する： 

   １º 郡内の地区名； 

   ２º 地区の一つに補完の配分が認められた各名簿の得票数； 

   ３º 本章第７条の§２を適用して、すでに郡内の地区で単独の集団及び名簿により獲得されている議席数； 

   ４º 前記の対象となる地区の記録に記載された代表の票には反映しなかった超過分； 

   ５º 各地区に配分された補完の議席数。 

 §3. 同事務局は最初の地区事務局の点検一覧表を受け取ったら手間取ることなく直ちに協約一覧表の仕上げに着手する。 

 §4. 一つ乃至複数の地区事務局の記録の受領の遅れのせいで、作業が中断されるようになる場合には、審議は一時中断することが

できる。審議は当日か、必要ならば翌日不足している一件書類の到達が予想される時刻に再開される。 

 §5. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うことを決定することができる。 

   │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

   └ 

第18条 

 §1. 郡内全地区の記録及び正式に完成した一覧表を把握したら、同事務局は政党を結成している各名簿の得票数を加算した各集団

の得票数を確定する。その他の名簿はそれらの得票数がそのまま残される。 

 §2. 補完の配分が認められるためには、名簿の諸集団は地区内で本章第６条の§２の適用で定められる得票除数の66％相当か乃至

それ以上の票数を獲得していなければならない。 

    郡内の唯一つの地区でしか立候補の届出をせず且つ前段落の対象となる数を獲得した諸名簿も同様に議席配分に加わる。これ

は単独名簿である。 

 §3. 郡の得票数は郡の諸名簿の各集団により獲得された数であり、この集団の名簿が届け出られた各地区内で獲得された得票数が

合算される。 

第19条 

 §1. 同事務局は以下の規定に従って順次郡の投票数を分割する： 

   １º 名簿の各集団のために、すでに獲得された議席数により郡の投票数の１回目の分割をし、１単位を加算する；  

   ２º なお配分されるべき補完の議席が残る場合には、名簿の各集団ついて１ºで使われた得票除数が繰り返されて１単位が加算

され、この結果により郡の投票数が分割される。こうして郡の当選基数が得られる； 

   ３º 与えられる補完する議席がある限り同様に何度でも行われる。 

 §2. 同事務局は当選基数の数が配分されるべき補完される議席数に等しくなるまで重要度の順番で当選基数を整理する。有効な各

当選基数は関係する集団及び名簿を考慮して補完の議席の配分を決める。 

第20条 
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第６条 

 §1. 基礎自治体事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれ

に等しい当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

    地区事務局は名簿のそれぞれの得票数を順番に２、３、４、５等々に分割して重要度の順番に選出される構成員のそれに等し

い当選基数の合計に達するまで当選基数を整理する。 

 §2. 最後の当選基数は整数に限られ、得票因子として役立つ。 

 §3. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区にあっては、地区事務局は地区に与えられた議席数ごとの有効得

票総数を除する得票除数を設定する。 

第７条 

 §1. 議席はその得票数が得票除数以上か又は等しい当選基数を提供した議席の同数を各名簿に配分して異なった名簿間に配分され

る。 

 §2. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局は得票除数により各名簿の得票数の分割を行う。その結果

は選挙人の分割を招来し、整数に限られるが、この有権者の分割は各名簿により獲得された議席数に一致する。 

第８条 

 §1. 地域事務局は名簿間の議席配分に関する情報を点検一覧表に転記する。 

 §2. 同事務局は、同一水平線上にある他のものと比べて一つだけ、配分を認められた各名簿の得票数を記載し、選出された各自に

ついては整数に限って獲得した当選基数を記載する。 

 §3. 次いで、同事務局は高い順に与えられた議員数に達するまで順次アンダーラインを引く。 

第９条 

 §1. 最後の有効な当選基数、すなわち最後の議席配分を決定する当選基数が同時に複数の名簿に現れた場合には、一つの名簿にこ

の議席を配分するために小数を考慮する。 

 §2. 複数の名簿の最後の有効な当選基数が全く同一ならば、最後の議席は最高得票数を獲得した名簿に配分される。 

 §3. この段階で、一つの名簿への最後の議席配分ができなければ、本章第11条に予定された作業を行う。 

第10条 

 §1. 本章第５条の§３の第１段落及び第２段落の対象となる地区事務局はそれぞれについて、本章第７条の§２により配分される

議席数に関連して代表に反映されなかった票の超過分を記載する。 

    この超過分はそこから得票除数による選挙人の分割の積を差し引いた名簿の選挙人数に等しい。 

 §2. 同事務局は記録を作成する。それは事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 同事務局はこの記録を郡中央事務局に最速の手段で送達する。 

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従い伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

第11条 候補者間の配分は以下の規定を考慮して行われる： 

   １º 選出される構成員が一人しかいないときは、最高得票を獲得した候補者が当選を宣告される。得票が同数の場合は年長者が

選ばれる； 

   ２º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席の数に等しいときはこれらの候補者は全員当選となる； 

   ３º ある名簿がそれだけの候補者しか含んでいない議席以上の得票をした場合には、配分されなかった議席は他の名簿に帰する

議席に追加される；これら他の名簿間の配分は前条で表示された作業が続けられ、新たな当選基数がそれに帰属する名簿のた

めに一議席の割当を決める； 

   ４º 名簿間の議席配分の際に、最後の議席が本章第９条の§３に従い再配分されなかったときは、記名投票の最高を獲得した関

係候補者の一人か、又は補足的に最年長の候補者に割り当てられる； 

   ５º ある名簿の候補者数がその名簿に帰する議席数を超えているときは、議席はその獲得した票数の逓減順位で候補者たちに与

えられる。票が同数の場合は候補者届出の順位が適用される。 

第12条 

 §1. 当選者の指名に先立って、地域事務局は候補者たちに個別に候補者届出の順位を選んだ票数の半分の割当を行う。 

    この半分は本編第Ⅳ章第８条の§２の対象となるような名簿の第１順位に印が付けられた投票用紙の枚数にこの名簿により獲

得される議席数を掛けた結果の積を２で割って確立される。整数に限られるこの操作の結果は、付与される全数である。 

 §2. 地域事務局は被選挙権者の人数を以下の方法で算定する： 

   １º 名簿の得票数にその名簿に割り当てられた議席数を掛ける； 

   ２º この積をその名簿に割り当てられた議席数で割り１単位を加算する。最終の結果が小数の場合は直ぐ上の単位に切り上げる。 

第13条 ある候補者に帰する票数を決めるために、付与される全部が各名簿固有の被有権者数に達するのに必要なところまで名簿の第

１位の候補者により獲得された記名票に追加される。その超過分があれば同様な方法で第２位の候補者、次に第３位の候補者、以下

同様に付与される全部が完全に配分し終わるまで割り当てられる。 
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第14条 一人乃至複数の候補者が本章第11条に従い選出される各名簿において、投票用紙に記載された順位内で投票の最多数を獲得し

たか、又は同数の場合で選出されなかった候補者たちは、第１、第２、第３補欠、以下同様と宣告される。それは候補者届出の順位

で優位になるこの票の操作では、本章第12条に決められているように考慮されない。 

第15条 地域事務局長が投票全体の点検結果並びに基礎自治体、県及び地区の議員及び補欠に選出された候補者たちの名前を公表する。 

第16条 

 §1. この公表後直ちに地域事務局長は政府にこの内容を届ける。  

    政府は本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の§２に従って伝達がデジタル法で作られるよう決定することができる。 

 §2. 地域事務局は記録を作成する。記録は事務局構成員全員及び立会人たちにより署名される。 

 §3. 基礎自治体の選挙については、基礎自治体事務局長は３日以内に県知事に記録と一緒に投票用紙、開票及び点検の一覧表、本

編Ⅳ章第８条の§３に記載された包み及び立候補届出並びに候補者の受託及び立会人の指名の証書を送達する。  

    その構成員により原本が検証される基礎自治体事務局の記録の副本が基礎自治体の秘書課に寄託され、そこでは各自が点検を

行うことができる。 

 §4. 県の選挙については、地区事務局長が直ちに地域役所所在地の裁判所の事務長に前段標に挙げられた一件書類を寄託する。そ

の一件書類は選挙の有効性宣言の日の翌々日まで保管される。県議会議員たちは必要と判断すれば提示させることができる。 

 §5. 各選挙についてのこれらの一件書類を入れた包みの上書きは選挙日、基礎自治体名及び地区名を表示する。 

 §6. 基礎自治体の書記及び県事務総長は、関係した選挙についてそれぞれ当選者に選挙の点検の記録の抄本を送付する。 

第３節 協約の場合の点検 

第17条 

 §1. 協約の場合には、郡中央事務局は、議席を補完する配分、各種の名簿がこれらの議席を獲得した地区の確定、当選した候補者

たちの指名を行うために翌日の13時に集合する。 

 §2. 同事務局は、政府により定められた協約一覧表に、本章第18条の§２の第２段落の対象となる単独の各集団又は各名簿のため

に以下のものを転載する： 

   １º 郡内の地区名； 

   ２º 地区の一つに補完の配分が認められた各名簿の得票数； 

   ３º 本章第７条の§２を適用して、すでに郡内の地区で単独の集団及び名簿により獲得されている議席数； 

   ４º 前記の対象となる地区の記録に記載された代表の票には反映しなかった超過分； 

   ５º 各地区に配分された補完の議席数。 

 §3. 同事務局は最初の地区事務局の点検一覧表を受け取ったら手間取ることなく直ちに協約一覧表の仕上げに着手する。 

 §4. 一つ乃至複数の地区事務局の記録の受領の遅れのせいで、作業が中断されるようになる場合には、審議は一時中断することが

できる。審議は当日か、必要ならば翌日不足している一件書類の到達が予想される時刻に再開される。 

 §5. 政府はこの一覧表自体のコード化を本編第Ⅰ章第１条の§１に従いデジタル法で行うことを決定することができる。 

   │2006年９月28日の仲裁院の2006年148号判決はこの条項の一時停止の要求を却下した。 

   └ 

第18条 

 §1. 郡内全地区の記録及び正式に完成した一覧表を把握したら、同事務局は政党を結成している各名簿の得票数を加算した各集団

の得票数を確定する。その他の名簿はそれらの得票数がそのまま残される。 

 §2. 補完の配分が認められるためには、名簿の諸集団は地区内で本章第６条の§２の適用で定められる得票除数の66％相当か乃至

それ以上の票数を獲得していなければならない。 

    郡内の唯一つの地区でしか立候補の届出をせず且つ前段落の対象となる数を獲得した諸名簿も同様に議席配分に加わる。これ

は単独名簿である。 

 §3. 郡の得票数は郡の諸名簿の各集団により獲得された数であり、この集団の名簿が届け出られた各地区内で獲得された得票数が

合算される。 

第19条 

 §1. 同事務局は以下の規定に従って順次郡の投票数を分割する： 

   １º 名簿の各集団のために、すでに獲得された議席数により郡の投票数の１回目の分割をし、１単位を加算する；  

   ２º なお配分されるべき補完の議席が残る場合には、名簿の各集団ついて１ºで使われた得票除数が繰り返されて１単位が加算

され、この結果により郡の投票数が分割される。こうして郡の当選基数が得られる； 

   ３º 与えられる補完する議席がある限り同様に何度でも行われる。 

 §2. 同事務局は当選基数の数が配分されるべき補完される議席数に等しくなるまで重要度の順番で当選基数を整理する。有効な各

当選基数は関係する集団及び名簿を考慮して補完の議席の配分を決める。 

第20条 
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 §1. 同事務局は次いで単独名簿が配分を認められ、集団を結成した名簿がそれに与えられる補完の１議席乃至数議席を獲得するは

ずの地区の指定を行う。単独名簿は、最高の有効な当選基数がそれに与えられる名簿から始めて、他の全ての名簿より先にそれ

らが届け出られた地区内で補完の議席を取得する。 

 §2. 名簿の各集団は最高の票を越えて獲得した地区内で補完の議席を受ける。 

    このようにして獲得された補完の各議席は集団の各名簿に名簿の被有権者数の人数の順番で配分され、本章第12条の§２に従

い獲得される。 

 §3. ある集団の名簿の全てに議席を与えられてもなおこの集団に配分されるべき議席が残っているときは、段標２に表示された方

法で配分が繰り返される。 

 §4. ある地区の議席がすでに全て配分されているときは、与えられるべき議席が残り当該集団が直ぐ下の超過分を獲得している地

区の補完議席の配分について考慮される。 

 §5. ある集団に配分されるべき補完の議席が全て与えられているときは、もはや配分されるべきでない帰属している議席は同じ地

区の別の名簿間に郡の選挙の当選基数の順番で配分される。 

 §6. 政府は本編第Ⅰ章第１条の§３に従い本章第18条乃至第21条に予定された作業を自動化の方法で行うことを決定することがで

きる。 

第21条 名簿間の配分が終了したら直ちに、郡中央事務局は地域事務局同様に職務を果たして本章第11条乃至第15条及び第16条の§１、

§２及び§４に記載された作業を繰り返す。 

 本章第16条の§４に記載された一件書類は郡役所所在地の裁判所の事務長に寄託される。 

第４節 投開票及び各種選挙作業に関する制裁 

第１小節 投票義務の制裁 

第22条 

 §1. 投票に参加できなかった選挙人たちは欠席の理由を必要な釈明と併せて治安判事に知らせることができる。 

 §2. 司法上若しくは行政上の決定により選挙当日自由を奪われている者たちは投票に参加できなかったと見なされる。 

第23条 治安判事が王室検事の了承を得て、これらの欠席理由の根拠を認めれば起訴される理由はない。 

第24条 当選の宣告から８日以内に、王室検事は投票に参加せずその欠席の理由が認められなかった選挙人たちの記録を作成する。 

 これらの選挙人たちは略式通知で呼び出されて違警罪裁判所が最終の決定を下し、検事が了解する。 

第25条 

 §1. 初犯の理由なき欠席は、状況により戒告若しくは５ユーロ乃至10ユーロの罰金で罰せられる。 

   再犯の場合は、罰金は10ユーロ乃至25ユーロである。  

   補足的な拘禁の罰は宣告されることはない。 

 §2. 前述の罰の措置とは別に、理由のない棄権が15年の期間に４回生じた場合には、選挙人は10年間選挙人名簿から抹消され、こ

の期間中官公署の任命も、昇進も、栄誉も受けることはできない。 

 §3. 本条の適用については、異なった種類の選挙に続くその選挙の欠席及びその逆は、犯罪者はそのままでは再犯とはならない。 

 §4. 本条に予定された場合には、刑の執行停止は許されない。 

 §5. 欠席により宣告された有罪判決は判決の通告から６か月以内に異議の申し立てを要する。異議申立ては簡単な届出で無料で基

礎自治体役所にすることができる。 

第２小節 投票権及び投票の秘密の侵害に関する制裁 

第26条 

 §1. 選挙人に投票の欠席又はその投票に影響を与えるために、その実行手段に関して暴力若しくは脅迫を用い、選挙人がその職を

失うことを恐れさせるか又はその人物、その家族、その将来を危険にさらす行為をするのは投票権の侵害と見なされる。 

 §2. このような侵害を犯した者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらのいずれかの罰が課

せられることになる。 

第27条 選挙当日受託者に賛同のサインを示すか若しくは掲げるか、その他あらゆる方法で秩序を乱した者は誰でも50ユーロ乃至500 

ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第28条 投票の秘密を明かした事務局長、陪席若しくは書記、全ての立会人は500乃至3,000ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第３小節 選挙の買収に関する制裁 

第29条 

 §1. 直接若しくは間接に、投票にせよ、投票の棄権にせよ、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された委任にせよ、又は選挙結果を書

き写す利便の供与を受けるという条件で、以下を行う行為及び事実は選挙買収に属する： 

   １º 賞金の形を採ったとしても、金銭にせよ、いかような物でも価値若しくは恩典にせよ、援助にせよ、与えるか、申し出るか

又は約束をする； 

   ２º 公私の職を提供するか若しくは約束をする。 
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 §2. 選挙買収で有罪となる者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50乃至500ユーロの罰金の罰を受けるか又はこれらのいずれかの

罰が課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪とになる。 

第30条 

 §1. 以下の行為及び事実も同様に選挙買収に属する： 

   １º 選挙人に、旅行若しくは滞在の補償金を口実に、金銭か又は何らかの形での価値を与えるか、申し出るか若しくは約束をす

る； 

   ２º 選挙人に選挙の際に食べ物や飲み物を与えるか、申し出るか若しくは約束をする。 

 §2. これらの行為の一つを行った者は何人も26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪となる。 

 §3. 段標１及び２に予定された違法行為の張本人として、犯すための資金を提供し、その受け取るはずの使用目的を知っていたか、

又はその名前で申し出し、約束するか若しくは脅迫させる役目を与えた者たちは罰せられることになる。 

 §4. これらの違法行為で有罪になった公務員は最高刑に処せられる。 

    拘禁並びに罰金は倍増されることができる。 

 §5. 宿屋の主人たち、飲料品小売商若しくはその他の商人たちは選挙の際になされた飲食物の支出の支払を当然のこととして要求

することは認められない。 

第31条 

 §1. 投票若しくは棄権してもらう条件で、直接にせよ間接にせよ一人乃至複数の困窮者への恒久的、一時的若しくは臨時的な援助

の申出、約束若しくは提供をした公共機関又は社会福祉目的で補助金を受けている機関の構成員若しくは従業員は何人も、８日

乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

 §2. その困窮者がその投票に影響を与えさせるか又は棄権させるのに同意しなかった理由でこれらの援助を拒否するか若しくは中

止した上述の構成員若しくは従業員は何人も同罪である。 

 §3. 特定の考えで投票をすると脅して援助及び援助の増額を要求した者は何人も８日乃至３か月の拘禁の罰を受けることになる。 

第４小節 選挙の不正行為に関する制裁 

第32条 

 §1. 投票の際及び開票の際に選挙事務局構成員が犯した以下の行為及び事実は選挙の不正行為に属する： 

   １º 投票用紙を不正に改ざんする、詐取するか若しくは書き加える； 

   ２º 記録に故意に投票用紙若しくは投票の数を自らが数える責任がある数の実数より少なくか若しくは多く記載する。 

 §2. これら上述を犯したものは何人も３か月乃至２年の禁固及び50ユーロ乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 §3. 前段標に述べられた事実で有罪となる立会人は同じ罰を受けることになる。 

 §4. 前段標に述べられた事実で有罪となるその他のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を

受けることになる。 

 §5. 事実は直ちに記録に記載される。 

第33条 投票用紙の偽造は公文書の偽造と同罪である。 

第５小節 投票の詐取に対する制裁 

第34条 

 §1. 以下の事実は投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２の場合を除き、他の選挙人の名前で投票するか若しくは投票に加わる； 

   ２º 投票用紙の１枚乃至何枚かを持ち去るか渡さない。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第35条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º そのために必要な条件を欠くのに本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して委任する； 

   ２º 投票時に本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２に予定された条件を欠いているのにその受任者に委任して投票させる； 

   ３º 委任者が死亡しているのに、又は委任者が自ら投票権を行使できるのに、承知の上でその委任者の名前で投票する； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して複数の委任を受けるか与える。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金刑を受けることになる。 

第36条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の§１に違反した投票所で投票する； 

   ２º 同じ日に同じ基礎自治体か、又は別の基礎自治体の選挙人名簿若しくは投票名簿に登録されていても、これらの別の基礎自
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 §1. 同事務局は次いで単独名簿が配分を認められ、集団を結成した名簿がそれに与えられる補完の１議席乃至数議席を獲得するは

ずの地区の指定を行う。単独名簿は、最高の有効な当選基数がそれに与えられる名簿から始めて、他の全ての名簿より先にそれ

らが届け出られた地区内で補完の議席を取得する。 

 §2. 名簿の各集団は最高の票を越えて獲得した地区内で補完の議席を受ける。 

    このようにして獲得された補完の各議席は集団の各名簿に名簿の被有権者数の人数の順番で配分され、本章第12条の§２に従

い獲得される。 

 §3. ある集団の名簿の全てに議席を与えられてもなおこの集団に配分されるべき議席が残っているときは、段標２に表示された方

法で配分が繰り返される。 

 §4. ある地区の議席がすでに全て配分されているときは、与えられるべき議席が残り当該集団が直ぐ下の超過分を獲得している地

区の補完議席の配分について考慮される。 

 §5. ある集団に配分されるべき補完の議席が全て与えられているときは、もはや配分されるべきでない帰属している議席は同じ地

区の別の名簿間に郡の選挙の当選基数の順番で配分される。 

 §6. 政府は本編第Ⅰ章第１条の§３に従い本章第18条乃至第21条に予定された作業を自動化の方法で行うことを決定することがで

きる。 

第21条 名簿間の配分が終了したら直ちに、郡中央事務局は地域事務局同様に職務を果たして本章第11条乃至第15条及び第16条の§１、

§２及び§４に記載された作業を繰り返す。 

 本章第16条の§４に記載された一件書類は郡役所所在地の裁判所の事務長に寄託される。 

第４節 投開票及び各種選挙作業に関する制裁 

第１小節 投票義務の制裁 

第22条 

 §1. 投票に参加できなかった選挙人たちは欠席の理由を必要な釈明と併せて治安判事に知らせることができる。 

 §2. 司法上若しくは行政上の決定により選挙当日自由を奪われている者たちは投票に参加できなかったと見なされる。 

第23条 治安判事が王室検事の了承を得て、これらの欠席理由の根拠を認めれば起訴される理由はない。 

第24条 当選の宣告から８日以内に、王室検事は投票に参加せずその欠席の理由が認められなかった選挙人たちの記録を作成する。 

 これらの選挙人たちは略式通知で呼び出されて違警罪裁判所が最終の決定を下し、検事が了解する。 

第25条 

 §1. 初犯の理由なき欠席は、状況により戒告若しくは５ユーロ乃至10ユーロの罰金で罰せられる。 

   再犯の場合は、罰金は10ユーロ乃至25ユーロである。  

   補足的な拘禁の罰は宣告されることはない。 

 §2. 前述の罰の措置とは別に、理由のない棄権が15年の期間に４回生じた場合には、選挙人は10年間選挙人名簿から抹消され、こ

の期間中官公署の任命も、昇進も、栄誉も受けることはできない。 

 §3. 本条の適用については、異なった種類の選挙に続くその選挙の欠席及びその逆は、犯罪者はそのままでは再犯とはならない。 

 §4. 本条に予定された場合には、刑の執行停止は許されない。 

 §5. 欠席により宣告された有罪判決は判決の通告から６か月以内に異議の申し立てを要する。異議申立ては簡単な届出で無料で基

礎自治体役所にすることができる。 

第２小節 投票権及び投票の秘密の侵害に関する制裁 

第26条 

 §1. 選挙人に投票の欠席又はその投票に影響を与えるために、その実行手段に関して暴力若しくは脅迫を用い、選挙人がその職を

失うことを恐れさせるか又はその人物、その家族、その将来を危険にさらす行為をするのは投票権の侵害と見なされる。 

 §2. このような侵害を犯した者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金又はこれらのいずれかの罰が課

せられることになる。 

第27条 選挙当日受託者に賛同のサインを示すか若しくは掲げるか、その他あらゆる方法で秩序を乱した者は誰でも50ユーロ乃至500 

ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第28条 投票の秘密を明かした事務局長、陪席若しくは書記、全ての立会人は500乃至3,000ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

第３小節 選挙の買収に関する制裁 

第29条 

 §1. 直接若しくは間接に、投票にせよ、投票の棄権にせよ、本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条に予定された委任にせよ、又は選挙結果を書

き写す利便の供与を受けるという条件で、以下を行う行為及び事実は選挙買収に属する： 

   １º 賞金の形を採ったとしても、金銭にせよ、いかような物でも価値若しくは恩典にせよ、援助にせよ、与えるか、申し出るか

又は約束をする； 

   ２º 公私の職を提供するか若しくは約束をする。 
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 §2. 選挙買収で有罪となる者は何人も８日乃至１か月の拘禁及び50乃至500ユーロの罰金の罰を受けるか又はこれらのいずれかの

罰が課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪とになる。 

第30条 

 §1. 以下の行為及び事実も同様に選挙買収に属する： 

   １º 選挙人に、旅行若しくは滞在の補償金を口実に、金銭か又は何らかの形での価値を与えるか、申し出るか若しくは約束をす

る； 

   ２º 選挙人に選挙の際に食べ物や飲み物を与えるか、申し出るか若しくは約束をする。 

 §2. これらの行為の一つを行った者は何人も26ユーロ乃至200ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

    供与、申出若しくは約束を受け入れた者も同罪となる。 

 §3. 段標１及び２に予定された違法行為の張本人として、犯すための資金を提供し、その受け取るはずの使用目的を知っていたか、

又はその名前で申し出し、約束するか若しくは脅迫させる役目を与えた者たちは罰せられることになる。 

 §4. これらの違法行為で有罪になった公務員は最高刑に処せられる。 

    拘禁並びに罰金は倍増されることができる。 

 §5. 宿屋の主人たち、飲料品小売商若しくはその他の商人たちは選挙の際になされた飲食物の支出の支払を当然のこととして要求

することは認められない。 

第31条 

 §1. 投票若しくは棄権してもらう条件で、直接にせよ間接にせよ一人乃至複数の困窮者への恒久的、一時的若しくは臨時的な援助

の申出、約束若しくは提供をした公共機関又は社会福祉目的で補助金を受けている機関の構成員若しくは従業員は何人も、８日

乃至１か月の拘禁及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑を課せられることになる。 

 §2. その困窮者がその投票に影響を与えさせるか又は棄権させるのに同意しなかった理由でこれらの援助を拒否するか若しくは中

止した上述の構成員若しくは従業員は何人も同罪である。 

 §3. 特定の考えで投票をすると脅して援助及び援助の増額を要求した者は何人も８日乃至３か月の拘禁の罰を受けることになる。 

第４小節 選挙の不正行為に関する制裁 

第32条 

 §1. 投票の際及び開票の際に選挙事務局構成員が犯した以下の行為及び事実は選挙の不正行為に属する： 

   １º 投票用紙を不正に改ざんする、詐取するか若しくは書き加える； 

   ２º 記録に故意に投票用紙若しくは投票の数を自らが数える責任がある数の実数より少なくか若しくは多く記載する。 

 §2. これら上述を犯したものは何人も３か月乃至２年の禁固及び50ユーロ乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 §3. 前段標に述べられた事実で有罪となる立会人は同じ罰を受けることになる。 

 §4. 前段標に述べられた事実で有罪となるその他のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を

受けることになる。 

 §5. 事実は直ちに記録に記載される。 

第33条 投票用紙の偽造は公文書の偽造と同罪である。 

第５小節 投票の詐取に対する制裁 

第34条 

 §1. 以下の事実は投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２の場合を除き、他の選挙人の名前で投票するか若しくは投票に加わる； 

   ２º 投票用紙の１枚乃至何枚かを持ち去るか渡さない。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て１か月乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第35条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º そのために必要な条件を欠くのに本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して委任する； 

   ２º 投票時に本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２に予定された条件を欠いているのにその受任者に委任して投票させる； 

   ３º 委任者が死亡しているのに、又は委任者が自ら投票権を行使できるのに、承知の上でその委任者の名前で投票する； 

   ４º 本巻第Ⅲ編第Ⅱ章第１条の§２を適用して複数の委任を受けるか与える。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て26ユーロ乃至1,000ユーロの罰金刑を受けることになる。 

第36条 

 §1. 選挙人により犯される以下の事実は同様に投票の詐取に属する： 

   １º 本巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の§１に違反した投票所で投票する； 

   ２º 同じ日に同じ基礎自治体か、又は別の基礎自治体の選挙人名簿若しくは投票名簿に登録されていても、これらの別の基礎自

－ 235 －



－ 236 － 

治体の２カ所乃至複数の投票所で次々に投票する。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て８日乃至15日の拘禁又は26乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第６小節 暴力行為に関する制裁 

第37条 騒擾、暴力若しくは脅迫により一人乃至複数の市民の政治的権利の行使を妨げた者は15日乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至

1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第38条 非武装であっても、選挙人たちを威嚇するか又は秩序を乱すやり方で人々を雇い、集めるか又は張り付けた者は何人も、15日

乃至１か月の拘禁及び26乃至500ユーロの罰金刑を受ける。 

 承知の上でそのように組織された徒党、集団の一員になった者は８日乃至15日の拘禁及び26ユーロ乃至200ユーロの罰金の刑を受け

ることになる。 

第39条 選挙作業を妨げるために、暴力を使って遂行するか試みる選挙用の建物への乱入は全て３か月乃至２年の禁固及び200ユーロ

乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 張本人が武装している場合は１年乃至３年の禁固及び500ユーロ乃至3,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第40条 投票時に、事務所にせよ、その構成員の一人にせよ、立会人たちにせよ、それらに対する侮辱若しくは暴力で有罪となった、

又は暴力若しくは脅迫により選挙作業を遅らせるか又は妨げた選挙区の構成員たちは、15日乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000

ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は３か月乃至２年の禁固刑の宣告を受けることになる。 

第41条 本章の第38条乃至第40条に述べられた事実があった折に、投票が侵害された場合には、これらの条文の対象となる罰の最高が

宣告され、それらは倍増することができる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は、５年乃至10年の禁固及び3,000ユーロ乃至5,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 これらの事実が本章の第38条に述べられているような組織された徒党若しくは集団により行われた場合には、その一員となった者た

ちを雇い、集めるか若しくは張り付けた者は１か月乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第42条 提供、約束、脅迫、権限若しくは権力の濫用、有罪となる陰謀若しくは策略によるにせよ、集会若しくは公の場所で述べられ

た演説又は声高の発言によるにせよ、張り出されたビラにせよ、印刷されているか若しくはされていない文書によるにせよ、本章第

38条乃至第40条に予定された事柄を犯すよう直接そそのかした者は犯罪者として処罰され、扇動がいかなる効果も生まなかった場合

でも、その張本人は１か月乃至６か月の禁固及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第７小節 各種規定 

第43条 本法に予定された犯罪及び不法行為の追及は犯罪及び不法行為が犯された日から６か月以上経過すると時効になる。 

第44条 予定された上述の不法行為の複数が競合した場合には、罰は加重されるが、それでも最も厳しい罰の最高の２倍を越えること

はできない。 

第45条 減刑する事情があれば、裁判所は禁固の刑を少なくとも３か月の拘禁に変更し、且つ８日以下の拘禁及び６ユーロ以下の罰金

に減刑することを認める。 

 裁判所はこれらの罰のどちらかを別々に宣告することができるが、違警罪の罰以下にすることはできない。 

第46条 裁判所は請求者に渡す領収書の日付を実際より前にする要求を受けた公務員には１か月乃至２年の禁固刑を主張することにな

る。 

第Ⅵ章 選挙作業の終了及び審査 

第１節 作業の終了 

第１条 本編第Ⅴ章第16条に記載された一件書類は選挙の日の後５日以内に県事務総長に送達される。 

 県議会は必要と判断すればこれらの書類を提出させる。 

第２条 無効の投票用紙は直ちに県知事に送達され、知事が枚数を確認する。 

第３条 県知事は投票登録簿を入れた未開封の包みを本編第Ⅴ章第22条乃至第25条の適用のそれぞれに権限を有する治安判事の処理に

任せる。 

 無効以外の投票用紙を入れた包みは選挙の書類の全てを任された県理事会によってしか開封することはできない。 

第２節 法的有効性の宣言及び選挙に対する上訴 

第１小節 基礎自治体選挙 

第４条 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、選挙結果は

基礎自治体事務局により宣告されたとおり選挙の日以後45日で最終となる。 

第５条 県理事会は異議申立に決定を下すが異議申立の結果選挙を無効にすることはできない。候補者たちだけが選挙に対する異議申

立を提起することができる。 

 基礎自治体及び地区の選挙は違反のために異なった名簿間の議席配分に影響を及ぼすことができる国務院によってほどには県理事会

によっては無効にされることはできない。 

第６条 異議申立がなければ、県理事会は名簿間の議席配分及び議員たちが選出され補欠が申し渡される順位の正確さを検証するだけ
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にとどめる。 

 必要な場合には職権で議席配分及び当選順位を修正する。 

第７条 選出された基礎自治体及び地区の新議員たちは本法の第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で定められた日及び方式に従って職に

就く。 

第８条 

 §1. 基礎自治体及び地区の選挙に対する異議申立は全て、ほとんど失効することはないが、書面の形式で、記録の日付から10日以

内になされ、申立人の身元及び住所を記載しなければならない。 

    その異議申立は県事務総長に手渡されるか又は書留郵便で送られる。 

    異議申立書が手渡された公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 根拠がなく且つ異議申立を提起して妨害する意図が明らかになった者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられる。 

第９条 本章の第５条及び第６条の適用の決定をするときは、県理事会は行政裁判所として異議申立の提訴があったかなかったかを決

定する。 

第10条 県理事会の構成員による犯罪事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われる。 

 決定は理由を付し、報告評定官の名前、並びに出席した構成員たちの名前、ほとんど僅かであっても無効の全てを記載しなければな

らない。 

第11条 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３により指名された立会人たちか又は正式に要請された者たちの面前でしか投票用紙の検証が行

われるのは認められることはできない；投票用紙を入れた包みはその者たちの面前でその関与の下で開封される。 

第12条 

 §1. 県理事会は異議申立の提起から30日以内に決定を下す。 

 §2. 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、いずれの決

定もこの期限内に行われなかった場合には、異議申立は却下されて選挙結果は基礎自治体事務局により宣告されたとおり最終と

なる。 

第13条 県理事会の決定又はいかなる決定がなかったことも県事務総長の手配で事件後３日以内に場合に応じて基礎自治体若しくは地

区の議会に、及び書留郵便で異議申立人に通告される。 

第14条 

 §1. 選挙無効の場合は、県理事会の決定は、その上、本編第Ⅱ章第４条の§１の第１段落の対象となる二人の議員署名人か、又は

同条§３の対象となる三人の署名人に同じ方法で通告される。 

 §2. 県理事会が、異議申立の決定宣告であろうとなかろうと、それにより名簿間の議席配分、当選議員の順位若しくは補欠の順位

を修正する決定が、その上、同じ方法で当選の資格を失った当選議員たちに、又補欠の第１位若しくは第２位を失った補欠たち

に通告される。 

 §3. 県理事会が選挙を無効にするか又は議席配分を修正する決定をする場合は、同時に国務院院長にこの決定の原本を証明する写

し、行政上の一件書類及び裁定の一件書類が送達される。 

第15条 国務院への上告は県理事会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。国務院は上告につい

て60日の期限以内に判決を下す。国務院への上告は、選挙無効か又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、

執行停止とはならない。政府が関係基礎自治体の長を国務院がまだ宣告する前に任命したときは、この任命は選挙を無効としないか

又は議席配分を修正しない国務院の通告があってから発効する。 

 国務院によって下された判決は場合に応じて直ちに事務総長の手配で知事及び基礎自治体若しくは地区の議会に通告される。 

第16条 その職務を剥奪された議員はそこで選出されていた名簿の第１補欠に取って代わられる。 

第17条 選挙の全部若しくは一部無効の場合、基礎自治体理事会は行われた決定が議会に通告された日に基礎自治体の選挙人名簿を作

成する；同理事会はこの通告から15日以内に新たな選挙の執行のために選挙人たちを招集する。選挙作業をはっきりさせる予定表は

政府により定められる。 

第２小節 県選挙の法的有効性の宣言 

第18条 県選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、県議会は県選挙の法的有効性を

決定する；有資格構成員たち及び補欠たちの資格を審査しこの問題に提起された異議申立を裁定する。 

第19条 選挙に対する異議申立は全て県議会に資格審査の前に届けられなければならない。 

第20条 選挙無効の場合には、候補者の立候補届出を含む全ての作業が再開されなければならない。 

第21条 但し、同一郡の複数地区における選挙が本編第Ⅱ章第34条の対象となる集団と密接な関係があり、地区の一つにおける選挙無

効の原因が別の地区での行為の結果の正確さ及び誠実さを疑わざるをえないときは、県議会は本編第Ⅴ章第９条の適用により最初の

配分で配分された議席に専ら関係する地区のあれこれを審査することができるが、選挙の作業が無効とされた地区に命じられた新た

な選挙に関する資格審査のときまで２回目の配分で与えられた議員についての決定は差し控える。 

 以前の集団の届出は新たな選挙において構成が同じままの名簿についてはその効力が有効に維持される。その届出はそれゆえ更新さ
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治体の２カ所乃至複数の投票所で次々に投票する。 

 §2. これら上述で有罪のものは全て８日乃至15日の拘禁又は26乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第６小節 暴力行為に関する制裁 

第37条 騒擾、暴力若しくは脅迫により一人乃至複数の市民の政治的権利の行使を妨げた者は15日乃至１年の禁固及び26ユーロ乃至

1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第38条 非武装であっても、選挙人たちを威嚇するか又は秩序を乱すやり方で人々を雇い、集めるか又は張り付けた者は何人も、15日

乃至１か月の拘禁及び26乃至500ユーロの罰金刑を受ける。 

 承知の上でそのように組織された徒党、集団の一員になった者は８日乃至15日の拘禁及び26ユーロ乃至200ユーロの罰金の刑を受け

ることになる。 

第39条 選挙作業を妨げるために、暴力を使って遂行するか試みる選挙用の建物への乱入は全て３か月乃至２年の禁固及び200ユーロ

乃至2,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 張本人が武装している場合は１年乃至３年の禁固及び500ユーロ乃至3,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第40条 投票時に、事務所にせよ、その構成員の一人にせよ、立会人たちにせよ、それらに対する侮辱若しくは暴力で有罪となった、

又は暴力若しくは脅迫により選挙作業を遅らせるか又は妨げた選挙区の構成員たちは、15日乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000

ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は３か月乃至２年の禁固刑の宣告を受けることになる。 

第41条 本章の第38条乃至第40条に述べられた事実があった折に、投票が侵害された場合には、これらの条文の対象となる罰の最高が

宣告され、それらは倍増することができる。 

 犯罪人たちが武器を携行していた場合は、５年乃至10年の禁固及び3,000ユーロ乃至5,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

 これらの事実が本章の第38条に述べられているような組織された徒党若しくは集団により行われた場合には、その一員となった者た

ちを雇い、集めるか若しくは張り付けた者は１か月乃至１年の禁固及び100ユーロ乃至1,000ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第42条 提供、約束、脅迫、権限若しくは権力の濫用、有罪となる陰謀若しくは策略によるにせよ、集会若しくは公の場所で述べられ

た演説又は声高の発言によるにせよ、張り出されたビラにせよ、印刷されているか若しくはされていない文書によるにせよ、本章第

38条乃至第40条に予定された事柄を犯すよう直接そそのかした者は犯罪者として処罰され、扇動がいかなる効果も生まなかった場合

でも、その張本人は１か月乃至６か月の禁固及び50ユーロ乃至500ユーロの罰金の刑を受けることになる。 

第７小節 各種規定 

第43条 本法に予定された犯罪及び不法行為の追及は犯罪及び不法行為が犯された日から６か月以上経過すると時効になる。 

第44条 予定された上述の不法行為の複数が競合した場合には、罰は加重されるが、それでも最も厳しい罰の最高の２倍を越えること

はできない。 

第45条 減刑する事情があれば、裁判所は禁固の刑を少なくとも３か月の拘禁に変更し、且つ８日以下の拘禁及び６ユーロ以下の罰金

に減刑することを認める。 

 裁判所はこれらの罰のどちらかを別々に宣告することができるが、違警罪の罰以下にすることはできない。 

第46条 裁判所は請求者に渡す領収書の日付を実際より前にする要求を受けた公務員には１か月乃至２年の禁固刑を主張することにな

る。 

第Ⅵ章 選挙作業の終了及び審査 

第１節 作業の終了 

第１条 本編第Ⅴ章第16条に記載された一件書類は選挙の日の後５日以内に県事務総長に送達される。 

 県議会は必要と判断すればこれらの書類を提出させる。 

第２条 無効の投票用紙は直ちに県知事に送達され、知事が枚数を確認する。 

第３条 県知事は投票登録簿を入れた未開封の包みを本編第Ⅴ章第22条乃至第25条の適用のそれぞれに権限を有する治安判事の処理に

任せる。 

 無効以外の投票用紙を入れた包みは選挙の書類の全てを任された県理事会によってしか開封することはできない。 

第２節 法的有効性の宣言及び選挙に対する上訴 

第１小節 基礎自治体選挙 

第４条 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、選挙結果は

基礎自治体事務局により宣告されたとおり選挙の日以後45日で最終となる。 

第５条 県理事会は異議申立に決定を下すが異議申立の結果選挙を無効にすることはできない。候補者たちだけが選挙に対する異議申

立を提起することができる。 

 基礎自治体及び地区の選挙は違反のために異なった名簿間の議席配分に影響を及ぼすことができる国務院によってほどには県理事会

によっては無効にされることはできない。 

第６条 異議申立がなければ、県理事会は名簿間の議席配分及び議員たちが選出され補欠が申し渡される順位の正確さを検証するだけ
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にとどめる。 

 必要な場合には職権で議席配分及び当選順位を修正する。 

第７条 選出された基礎自治体及び地区の新議員たちは本法の第Ⅰ部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第３条で定められた日及び方式に従って職に

就く。 

第８条 

 §1. 基礎自治体及び地区の選挙に対する異議申立は全て、ほとんど失効することはないが、書面の形式で、記録の日付から10日以

内になされ、申立人の身元及び住所を記載しなければならない。 

    その異議申立は県事務総長に手渡されるか又は書留郵便で送られる。 

    異議申立書が手渡された公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 根拠がなく且つ異議申立を提起して妨害する意図が明らかになった者は全て50ユーロ乃至500ユーロの罰金刑に処せられる。 

第９条 本章の第５条及び第６条の適用の決定をするときは、県理事会は行政裁判所として異議申立の提訴があったかなかったかを決

定する。 

第10条 県理事会の構成員による犯罪事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われる。 

 決定は理由を付し、報告評定官の名前、並びに出席した構成員たちの名前、ほとんど僅かであっても無効の全てを記載しなければな

らない。 

第11条 本巻第Ⅲ編第Ⅳ章第１条の§３により指名された立会人たちか又は正式に要請された者たちの面前でしか投票用紙の検証が行

われるのは認められることはできない；投票用紙を入れた包みはその者たちの面前でその関与の下で開封される。 

第12条 

 §1. 県理事会は異議申立の提起から30日以内に決定を下す。 

 §2. 基礎自治体及び地区の選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、いずれの決

定もこの期限内に行われなかった場合には、異議申立は却下されて選挙結果は基礎自治体事務局により宣告されたとおり最終と

なる。 

第13条 県理事会の決定又はいかなる決定がなかったことも県事務総長の手配で事件後３日以内に場合に応じて基礎自治体若しくは地

区の議会に、及び書留郵便で異議申立人に通告される。 

第14条 

 §1. 選挙無効の場合は、県理事会の決定は、その上、本編第Ⅱ章第４条の§１の第１段落の対象となる二人の議員署名人か、又は

同条§３の対象となる三人の署名人に同じ方法で通告される。 

 §2. 県理事会が、異議申立の決定宣告であろうとなかろうと、それにより名簿間の議席配分、当選議員の順位若しくは補欠の順位

を修正する決定が、その上、同じ方法で当選の資格を失った当選議員たちに、又補欠の第１位若しくは第２位を失った補欠たち

に通告される。 

 §3. 県理事会が選挙を無効にするか又は議席配分を修正する決定をする場合は、同時に国務院院長にこの決定の原本を証明する写

し、行政上の一件書類及び裁定の一件書類が送達される。 

第15条 国務院への上告は県理事会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。国務院は上告につい

て60日の期限以内に判決を下す。国務院への上告は、選挙無効か又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、

執行停止とはならない。政府が関係基礎自治体の長を国務院がまだ宣告する前に任命したときは、この任命は選挙を無効としないか

又は議席配分を修正しない国務院の通告があってから発効する。 

 国務院によって下された判決は場合に応じて直ちに事務総長の手配で知事及び基礎自治体若しくは地区の議会に通告される。 

第16条 その職務を剥奪された議員はそこで選出されていた名簿の第１補欠に取って代わられる。 

第17条 選挙の全部若しくは一部無効の場合、基礎自治体理事会は行われた決定が議会に通告された日に基礎自治体の選挙人名簿を作

成する；同理事会はこの通告から15日以内に新たな選挙の執行のために選挙人たちを招集する。選挙作業をはっきりさせる予定表は

政府により定められる。 

第２小節 県選挙の法的有効性の宣言 

第18条 県選挙のために投入された選挙費用の制限及び規制に関する本章第３節の諸規定は別として、県議会は県選挙の法的有効性を

決定する；有資格構成員たち及び補欠たちの資格を審査しこの問題に提起された異議申立を裁定する。 

第19条 選挙に対する異議申立は全て県議会に資格審査の前に届けられなければならない。 

第20条 選挙無効の場合には、候補者の立候補届出を含む全ての作業が再開されなければならない。 

第21条 但し、同一郡の複数地区における選挙が本編第Ⅱ章第34条の対象となる集団と密接な関係があり、地区の一つにおける選挙無

効の原因が別の地区での行為の結果の正確さ及び誠実さを疑わざるをえないときは、県議会は本編第Ⅴ章第９条の適用により最初の

配分で配分された議席に専ら関係する地区のあれこれを審査することができるが、選挙の作業が無効とされた地区に命じられた新た

な選挙に関する資格審査のときまで２回目の配分で与えられた議員についての決定は差し控える。 

 以前の集団の届出は新たな選挙において構成が同じままの名簿についてはその効力が有効に維持される。その届出はそれゆえ更新さ
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れないし、更新も認められることはできない。 

 郡中央事務局は、新たな選挙の際に、本編第Ⅴ章第17条乃至第21条で指示された作業を行うために、補完の議席が配分されないまま

残されている、選挙がやり直された地区のものである限り、本編第Ⅴ章第１条の§３の対象となる以前の記録の所有を託されること 

になる。 

第22条 当選した新議員たちは本章第18条に従いその資格が審査されている間の集会のときに宣誓をした後で就任する。 

第３小節 基礎自治体の措置 

第23条 投票用紙は全て有効であろうと否であろうと、政府により定められた方式に従い、選挙が有効若しくは無効で終了したときに

破棄される。 

 下級裁判所の事務長たち及び県事務総長に託された投票登録簿は県知事に送達される。 

 投票登録簿は政府により保持され、同時に政府により予定された方式で破棄される。 

 │この条項は2006年６月22日のワロン政府執行規則により施行された。 

 └ 

第24条 遅くとも基礎自治体及び県の選挙の後の年の５月30日までに、政府はワロン議会に選挙の管理について報告をする。 

 関係手続の一新を必要とする選挙無効の場合には、この選挙の管理はそれが５月１日以降の日まで続けられた場合から切り離された

報告の対象となる。 

第３節 選挙費用管理に固有の規則 

第25条 

 §1. 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条に基づく異議申立は、ほとんど失効することはないが、書面で、申立人の身元及び住所を記載して、

選挙の日から45日以内に地域圏規制委員会に提起されなければならない。 

    その異議申立は地域圏規制委員会の事務長に手渡されるか、又は書留郵便の封書で送られる。 

    異議申立書が手渡される公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 候補者たちだけがそのような異議申立を提起することが認められる。 

第26条 

 §1. 地域圏規制委員会は直ちに前条を適用して提起された異議申立について決定を下す。 

    異議申立の提起は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

    委員の一人による事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われ、決定は理由を付し、報告評定官の名前並びに出席した構

成員たちの名前、ほとんど僅かでも無効の全てを記載しなければならない。 

 §2. 地域圏規制委員会は異議申立の結果として当選した候補者からその職務を奪うことはできない。 

第27条 

 §1. 地域圏規制委員会の決定は直ちにその事務長の手で政府若しくはその代理に、当該議会に、並びに書留郵便で、その選挙が異

議申立の対象となった候補者に、及び申立人に通告される。 

 §2. 国務院への上告は地域圏規制委員会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。 

    国務院への上告は、選挙無効又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、執行停止とはならない。国務

院は上告について直ちに決定を下す。 

    上告は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

 §3. 国務院により下された判決は直ちに事務総長の手配で政府若しくはその代理及び当該議会に、並びにその選挙が異議申立の対

象となった候補者に、及び地域圏規制委員会にも通告される。 

第28条 地域圏規制委員会若しくは国務院の決定によりその職務を奪われた議員はそこで選出されていた名簿の第１位の補欠に、当該

議会によるその資格審査の後で取って代わられる。その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 

第29条 

 §1. 議会の決定に対する、又は基礎自治体議員の資格での補欠の就任を行う決定を認めない異議申立はいずれも県議会に提起され

なければならない。 

    県議会議員たちに関する同じ性質の異議申立はいずれも政府に提起されなければならない。 

 §2. 提訴された官公署は文書化された異議申立の受理から30日以内に決定を下さなければならない。 

    この決定は当事者の補欠議員に、必要な場合には、管轄官公署に異議申立を提起した者たちにも通告される。 

 §3. 国務院への上告は通告後８日以内に開始される。 

 §4. 知事は県理事会の決定後８日以内に政府若しくはその代理に控訴を提起することができる。 

第30条 

 §1. 補欠がいなければ、議会の一つ乃至複数の議席の空席に対する準備がなされる。 

    選挙は本編第Ⅴ章第５条に従い執行される。 

 §2. その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 
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   第Ⅴ編 Comines-Warnetonの特別規定｛ここだけは各章の条が通し番号になっている｝ 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 本法の諸規定はComines-Warnetonの基礎自治体及び県の機関の選挙に適用される。 

 地域圏及び共同体に各種の権限の移管をもたらす2001年７月13日の特別法により修正されたような1980年８月８日の制度改革特別法

第６条のⅧの４ºに従い、本編の諸規定もこのような選挙に適用できる。 

第２条 本編の適用のために、県知事への照会をMouscron郡長への照会によって置き換える必要がある。 

第Ⅱ章 助役の直接選挙 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条に反して、基礎自治体新法第15条の§３に従い、Comines-Warnetonの助役たちは以下の方法で基礎自

治体の有権者たちの集会により直接選挙される： 

 本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１の適用で得られる当選基数が当選した助役の当選基数に等しい当選基数の合計数に達するまでその重

要度の順番で整理される。 

 行われた名簿間の配分はその得票数が最低当選基数に等しいか乃至は以上の当選基数を満たした助役職たちと同様に各名簿に割当て

を行う。 

 ある名簿が候補者をそれ以上に持っていない助役職以上に獲得した場合には、割り当てられなかった職は他の名簿に関係する候補者

に追加される；名簿間の配分は本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１で指示された作業、それに結び付いた名簿に一つの職の割当てを定め

る各新当選基数が用意される。 

 助役職はその選挙の順番に応じて議会の議員の当選した候補者に割り当てられるが、助役たちの順位は職の割当順で決められる。 

第Ⅲ章 上 訴 

第４条 

 §1. 基礎自治体選挙法第77条の２に従い、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第４条乃至第17条及び第25条乃至第30条の諸規定は本章第３条の対象

となる助役たちの選挙に適用することができ、基礎自治体の議員たちだけが異議申立を提起することができると解される。 

 §2. Comines-Warnetonの基礎自治体の議員たち及び助役たちの選挙に関する争訟の場合は、県議会の常任代表団の権限は県法第

131条の２で予定された県知事会により行使される。 

第Ⅱ巻 県、基礎自治体及び（地区）議会の選挙時の自動投票制度 

第Ⅰ編 総 則 

第１条 政府は、行政規則により、それが指定する選挙区、選挙小郡若しくは基礎自治体のために、県、基礎自治体及び（地区）議会

の選挙のときに自動投票制度が使用されるよう決定することができる。 

 政府が第１段落の対象となる機能を県選挙のために使用させるときは、自動投票制度は指定された選挙小郡の全基礎自治体における

基礎自治体選挙のために適用される。 

 基礎自治体が自ら自動投票制度を取得したいときは、第１段落の対象となる政府の行政規則は同じ選挙小郡の全基礎自治体の議会が

慎重な審議をして同じ公認の供給業者に呼び掛けをする決定をする限り必要とされることはない。 

第２条 

 §1. 自動投票制度は投票事務所ごとにより以下のものを含む： 

   １º 電子投票箱１個； 

   ２º それぞれにディスプレイ、磁気カード読取り・記録機及びライトペンを備えた１台乃至複数台の投票機械。 

    さらに、各小郡主要事務局、基礎自治体若しくは（地区）の主要事務局はこの主要事務局に属する投票事務所内で表明される

全投票の１台乃至複数の投票集計電子工学システムを設置する。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の対象となる自動投票諸制度、投票集計電子工学諸制度及びコンピュータ・ソフトウェアはあらゆる

場合に諸制度の信頼及び安全、並びに投票の秘密を保証する政府により決められた認可の一般条件に合致していて初めて使用が

認められる。 

    政府は、政府によりこのために公認された組織の意見に従い、この合致を確認する。 

第３条  

 §1. 前条の§１の対象となる諸制度は基礎自治体の所有物であり、投票集計電子工学諸制度は選挙小郡役所所在地の基礎自治体の

所有物であると解される。 

    第１段落とは別に、この設備が地域圏により取得されたときは、投票の設備が第１回目のために使用された日からずっと10年

の期間中基礎自治体は総額が政府により定められた金額をこれに毎年支払う義務がある。この金額は選挙ごとに登録された選挙

人１人について0.5ユーロを超えることできない。同時選挙の場合には、それぞれの場合に登録された選挙人一人について1.25

ユーロを超えられないが、この金額の支払は場合に応じて、金融機関の定款及び規制に関する1993年３月22日の国法の第７条、

第65条若しくは第66条の規定を満たす金融機関の所で、関係基礎自治体の名義で開設する口座上で強制的に操作される天引きの

方法で行われる。 

    第１段落とは別に、設備が基礎自治体以外の一つ乃至複数の官公署により取得されたときは、前段落の対象となる金額はこれ
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れないし、更新も認められることはできない。 

 郡中央事務局は、新たな選挙の際に、本編第Ⅴ章第17条乃至第21条で指示された作業を行うために、補完の議席が配分されないまま

残されている、選挙がやり直された地区のものである限り、本編第Ⅴ章第１条の§３の対象となる以前の記録の所有を託されること 

になる。 

第22条 当選した新議員たちは本章第18条に従いその資格が審査されている間の集会のときに宣誓をした後で就任する。 

第３小節 基礎自治体の措置 

第23条 投票用紙は全て有効であろうと否であろうと、政府により定められた方式に従い、選挙が有効若しくは無効で終了したときに

破棄される。 

 下級裁判所の事務長たち及び県事務総長に託された投票登録簿は県知事に送達される。 

 投票登録簿は政府により保持され、同時に政府により予定された方式で破棄される。 

 │この条項は2006年６月22日のワロン政府執行規則により施行された。 

 └ 

第24条 遅くとも基礎自治体及び県の選挙の後の年の５月30日までに、政府はワロン議会に選挙の管理について報告をする。 

 関係手続の一新を必要とする選挙無効の場合には、この選挙の管理はそれが５月１日以降の日まで続けられた場合から切り離された

報告の対象となる。 

第３節 選挙費用管理に固有の規則 

第25条 

 §1. 本巻第Ⅲ編第Ⅰ章第５条に基づく異議申立は、ほとんど失効することはないが、書面で、申立人の身元及び住所を記載して、

選挙の日から45日以内に地域圏規制委員会に提起されなければならない。 

    その異議申立は地域圏規制委員会の事務長に手渡されるか、又は書留郵便の封書で送られる。 

    異議申立書が手渡される公務員は受領証を発行しなければならない。 

 §2. 候補者たちだけがそのような異議申立を提起することが認められる。 

第26条 

 §1. 地域圏規制委員会は直ちに前条を適用して提起された異議申立について決定を下す。 

    異議申立の提起は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

    委員の一人による事件の発表及び決定の宣告は公開の席上で行われ、決定は理由を付し、報告評定官の名前並びに出席した構

成員たちの名前、ほとんど僅かでも無効の全てを記載しなければならない。 

 §2. 地域圏規制委員会は異議申立の結果として当選した候補者からその職務を奪うことはできない。 

第27条 

 §1. 地域圏規制委員会の決定は直ちにその事務長の手で政府若しくはその代理に、当該議会に、並びに書留郵便で、その選挙が異

議申立の対象となった候補者に、及び申立人に通告される。 

 §2. 国務院への上告は地域圏規制委員会の決定が通告されなければならない者たちへの通告後８日以内に開始される。 

    国務院への上告は、選挙無効又は議席配分の修正を生ずる県議会の決定に向けられたもの以外、執行停止とはならない。国務

院は上告について直ちに決定を下す。 

    上告は当該議員の地位の存在を停止することはない。 

 §3. 国務院により下された判決は直ちに事務総長の手配で政府若しくはその代理及び当該議会に、並びにその選挙が異議申立の対

象となった候補者に、及び地域圏規制委員会にも通告される。 

第28条 地域圏規制委員会若しくは国務院の決定によりその職務を奪われた議員はそこで選出されていた名簿の第１位の補欠に、当該

議会によるその資格審査の後で取って代わられる。その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 

第29条 

 §1. 議会の決定に対する、又は基礎自治体議員の資格での補欠の就任を行う決定を認めない異議申立はいずれも県議会に提起され

なければならない。 

    県議会議員たちに関する同じ性質の異議申立はいずれも政府に提起されなければならない。 

 §2. 提訴された官公署は文書化された異議申立の受理から30日以内に決定を下さなければならない。 

    この決定は当事者の補欠議員に、必要な場合には、管轄官公署に異議申立を提起した者たちにも通告される。 

 §3. 国務院への上告は通告後８日以内に開始される。 

 §4. 知事は県理事会の決定後８日以内に政府若しくはその代理に控訴を提起することができる。 

第30条 

 §1. 補欠がいなければ、議会の一つ乃至複数の議席の空席に対する準備がなされる。 

    選挙は本編第Ⅴ章第５条に従い執行される。 

 §2. その議員は取って代わった議員の任期を全うする。 
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   第Ⅴ編 Comines-Warnetonの特別規定｛ここだけは各章の条が通し番号になっている｝ 

第Ⅰ章 総 則 

第１条 本法の諸規定はComines-Warnetonの基礎自治体及び県の機関の選挙に適用される。 

 地域圏及び共同体に各種の権限の移管をもたらす2001年７月13日の特別法により修正されたような1980年８月８日の制度改革特別法

第６条のⅧの４ºに従い、本編の諸規定もこのような選挙に適用できる。 

第２条 本編の適用のために、県知事への照会をMouscron郡長への照会によって置き換える必要がある。 

第Ⅱ章 助役の直接選挙 

第３条 本巻第Ⅱ編第Ⅲ章第８条に反して、基礎自治体新法第15条の§３に従い、Comines-Warnetonの助役たちは以下の方法で基礎自

治体の有権者たちの集会により直接選挙される： 

 本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１の適用で得られる当選基数が当選した助役の当選基数に等しい当選基数の合計数に達するまでその重

要度の順番で整理される。 

 行われた名簿間の配分はその得票数が最低当選基数に等しいか乃至は以上の当選基数を満たした助役職たちと同様に各名簿に割当て

を行う。 

 ある名簿が候補者をそれ以上に持っていない助役職以上に獲得した場合には、割り当てられなかった職は他の名簿に関係する候補者

に追加される；名簿間の配分は本巻第Ⅳ編第Ⅴ章第６条の§１で指示された作業、それに結び付いた名簿に一つの職の割当てを定め

る各新当選基数が用意される。 

 助役職はその選挙の順番に応じて議会の議員の当選した候補者に割り当てられるが、助役たちの順位は職の割当順で決められる。 

第Ⅲ章 上 訴 

第４条 

 §1. 基礎自治体選挙法第77条の２に従い、本巻第Ⅳ編第Ⅵ章第４条乃至第17条及び第25条乃至第30条の諸規定は本章第３条の対象

となる助役たちの選挙に適用することができ、基礎自治体の議員たちだけが異議申立を提起することができると解される。 

 §2. Comines-Warnetonの基礎自治体の議員たち及び助役たちの選挙に関する争訟の場合は、県議会の常任代表団の権限は県法第

131条の２で予定された県知事会により行使される。 

第Ⅱ巻 県、基礎自治体及び（地区）議会の選挙時の自動投票制度 

第Ⅰ編 総 則 

第１条 政府は、行政規則により、それが指定する選挙区、選挙小郡若しくは基礎自治体のために、県、基礎自治体及び（地区）議会

の選挙のときに自動投票制度が使用されるよう決定することができる。 

 政府が第１段落の対象となる機能を県選挙のために使用させるときは、自動投票制度は指定された選挙小郡の全基礎自治体における

基礎自治体選挙のために適用される。 

 基礎自治体が自ら自動投票制度を取得したいときは、第１段落の対象となる政府の行政規則は同じ選挙小郡の全基礎自治体の議会が

慎重な審議をして同じ公認の供給業者に呼び掛けをする決定をする限り必要とされることはない。 

第２条 

 §1. 自動投票制度は投票事務所ごとにより以下のものを含む： 

   １º 電子投票箱１個； 

   ２º それぞれにディスプレイ、磁気カード読取り・記録機及びライトペンを備えた１台乃至複数台の投票機械。 

    さらに、各小郡主要事務局、基礎自治体若しくは（地区）の主要事務局はこの主要事務局に属する投票事務所内で表明される

全投票の１台乃至複数の投票集計電子工学システムを設置する。 

 §2. 本巻第Ⅳ編第Ⅰ章第１条の対象となる自動投票諸制度、投票集計電子工学諸制度及びコンピュータ・ソフトウェアはあらゆる

場合に諸制度の信頼及び安全、並びに投票の秘密を保証する政府により決められた認可の一般条件に合致していて初めて使用が

認められる。 

    政府は、政府によりこのために公認された組織の意見に従い、この合致を確認する。 

第３条  

 §1. 前条の§１の対象となる諸制度は基礎自治体の所有物であり、投票集計電子工学諸制度は選挙小郡役所所在地の基礎自治体の

所有物であると解される。 

    第１段落とは別に、この設備が地域圏により取得されたときは、投票の設備が第１回目のために使用された日からずっと10年

の期間中基礎自治体は総額が政府により定められた金額をこれに毎年支払う義務がある。この金額は選挙ごとに登録された選挙

人１人について0.5ユーロを超えることできない。同時選挙の場合には、それぞれの場合に登録された選挙人一人について1.25

ユーロを超えられないが、この金額の支払は場合に応じて、金融機関の定款及び規制に関する1993年３月22日の国法の第７条、

第65条若しくは第66条の規定を満たす金融機関の所で、関係基礎自治体の名義で開設する口座上で強制的に操作される天引きの

方法で行われる。 

    第１段落とは別に、設備が基礎自治体以外の一つ乃至複数の官公署により取得されたときは、前段落の対象となる金額はこれ

－ 239 －



－ 240 － 

らの官公署からそのそれぞれが同意した出資額まで政府により定められた様式に従って支払われる。 

    設備が基礎自治体により取得されたときは、地域圏は第２及び第３段落の対象となる制度の数と金額が超えてはならない政府

によって定められる基準に従いその20％に達するまで出資費用に対し財政的に関与する。 

 §2. 設備の保守及び保有は基礎自治体の負担である。選挙当日の支援費用は地域圏の負担である。 

    但し、自動化される投票を企画する1994年４月11日の国法の発効以前に締結された協定を実施している企業により実施されて

いる保守及び保有の手当の経費の負担は地域圏の負担のままである。 

 §3. 基礎自治体はその経費で使用不能の設備の全てを修理若しくは交換させる責任がある。 

    この場合には、§１の第２及び第３段落の対象となる金額は、同じ段標の第２段落で予定された期限満了まで支払が残る。 

 §4. コンピュータ・ソフトウェア、安全規範、個人磁気カード及び記憶装置は政府若しくはその代理からそれぞれの選挙のときに

提供される。 

    投票箱の中に置かれている磁気カード並びに未使用の磁気カードはその元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効で

終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙

人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カード、

及び投票事務所から出てきた記憶装置、並びに投票の集計のために主要事務局により使用されたものは、基礎自治体主要事務局

により使用されたもの以外は、その元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効かで終了しない限り、第一審の裁判所の

事務長か治安判事の所に保管される。基礎自治体主要事務局により使用された記憶装置はその元となる情報と一緒に、選挙が有

効か若しくは無効かで終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。 

第４条 基礎自治体は投票設備を、基礎自治体の管理のために、選挙の日の３日前までにこの設備を選挙のために使用可能な状態に戻

して機能を整理するという条件で他の目的に使用することができる。 

第５条 本章第１条の対象となる選挙区若しくは選挙小郡の一部となっている基礎自治体は投票用紙の作成及び開票事務所の事務に関

する経費の配分並びに投票の自動化のために選挙区若しくは選挙小郡の選挙事務局に関係がなくなった経費の配分から除外される。 

第６条 

 §1. 県及び基礎自治体の議会及び（地区）議会の構成員たちの選挙の際は、ワロン地域圏議会及びドイツ語話者共同体は実務専門

家一人及び補欠専門家一人を指名することができる。 

    これらの者は専門家集団を結成する。 

 §2. これらの専門家たちは選挙のときに作成に関する手続、装置の配分及び使用、ソフトウェア及び電子工学情報媒体並びに自動

化された投開票制度全体の使用及び良好な作動を管理する。専門家たちはワロン地域圏内閣からハードウェア並びに自動化され

た投開票制度の管理を行うために使用されるデータ、資料及び情報の全体を受け取る。 

    とりわけ投票機械の信頼性、投票の電子工学的投票箱の正確な転記を検証することができるし、この管理を選挙の前40日目か

ら、選挙当日及び選挙の後で§３の対象となる報告の提出まで実行する。 

 §3. 遅くとも投票終了後10日までに、いずれにせよ県、基礎自治体及び（地区）の議会に関係ある選挙についての選挙の有効性宣

告の後で、専門家たちは報告書をワロン政府及び議会に提出する。報告書はとりわけ使用された設備及びソフトウェアに関する

勧告を含む。 

 §4. 専門家たちは秘密厳守の義務がある。この秘密厳守違反は全て刑法第458条に従い、処罰されることになる。 

第Ⅱ編 自動投票制度 

第１条 投票事務所の投票所の仕切りにはそれぞれ投票機械が備え付けられる。 

第２条 

 §1. 投票所の仕切りに赴く前に、選挙人は投票事務所長若しくはその指名をされた陪席から所長若しくは陪席があらかじめ電子工

学投票箱によって正常な状態で作動させてある磁気カードを受け取る。 

 §2. その投票を表明するために、選挙人は最初に磁気カードを読取り記録のために予定されたこの投票機械の裂け目に差し込む。 

    複数の選挙が同時に行われる場合には、投票が行われる順番を政府が定める。 

 §3. 全ての場合に、ディスプレイが候補者名簿の順番及び略号を掲示する。 

    選挙人はライトペンによりその選ぶ名簿を示す。選挙人は同様にその投票を提示された名簿のいずれにも与えたくなければ白

票により示すことができる。 

    （選挙人がある名簿を選んだ後で、ディスプレイが、この名簿について、順位が前にある候補者たちの苗字及び名前を掲示す

る ─ 2006年７月１日の地域圏法第５条の§４）。 

    選挙人はライトペンを以下の所に置くことによりその投票を表明する： 

   １º 候補者たちの立候補届出順に賛同するならば名簿の第１順位に置かれた欄に； 

   ２º 同じ名簿の一人乃至複数の候補者の正面に置かれた欄に。 

 §4. 選挙人が§３に従ってその投票を表明した後で、確認するよう促され、この確認は対象となっている選挙についての選挙人の

投票を終了させる。投票が確認されない限り、選挙人は投票動作をやり直すことができる。 
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 §5. 必要な場合には、選挙人はこの後ディスプレイ上に現れる情報により次の選挙のための同じ手続に従って投票するよう促され

る。 

第３条 選挙人が選挙の全部について投票をすますと、磁気カードは投票機械から取り外される。選挙人にはそのとき次条により予定

される手続に従いそれぞれの選挙について自分が表明した投票をこの機械の画面上で見ることができる。次いで、選挙人は磁気カー

ドを事務所長若しくはその指名した陪席に戻し、事務所長たちはカードがそれぞれの印が記入されていないか若しくはぼけていない

かを検証する。そのような場合には、選挙人にそれが書き込まれている情報記憶装置の元の媒体上に書込みの後でそのままになって

いる電子工学投票箱にカードを差し込むよう促す。これらの書込みの順序は無作為の方法で定められる。 

 磁気カードは以下の場合は無効である： 

   １º 前段落の対象となる検証のときに、印若しくは書込みがカード上になされている場合に選挙人と特定することができる； 

   ２º 誤った操作又はその他全て思いがけない操作のせいで、選挙人が引き渡されたカードを傷つけた場合； 

   ３º 何らかの技術的理由で電子工学投票箱によるカードの書込みができないことが明らかになった場合。 

 前段落の対象となる場合には、選挙人は別のカードを使って投票をやり直すよう促される。二番目の試みのときに、磁気カードが前

段落１ºにより新たに無効になった場合には、投票は無効が宣告される。 

第４条 選挙人は、選挙の全部について投票をすまし、磁気カードが投票機械から取り外されると、この機械の画面でそれぞれの選挙

についてその表明した投票を見ることができる。画面はそれにより投票が表明された順序で作られる。 

第５条 その投票を表明するのに難儀を感じる選挙人は事務所長によるか若しくは立会人又はその他の人々以外のその指名したその他

の事務所構成員により支援を受けることができる。 

 事務所の所長か又は他の誰か構成員がこの難儀に異議を唱えたら、事務所が決定を下し且つその理由を付した決定は記録に記載され

る。 

第６条 

 §1. 投票の後で、事務所長はもう不要となった投票箱を次の投票のために返却する。情報記憶装置の元の媒体上に書き込まれた情

報は直ちに転写が行われる別の情報記憶装置の媒体上に転写される。 

 §2. 県及び基礎自治体の同時選挙の場合には、３台の情報記憶装置の媒体、内１台は原本、１台は小郡主要事務局に用意される転

写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写、が据え付けられる。 

    前段落により用意された転写の読取りが障害を引き起こした場合には、小郡主要事務局に用意される転写が基礎自治体主要事

務局のための転写もする。 

 §3. 県、基礎自治体及び（地区）の同時選挙の場合には、４台の情報記憶装置の媒体、内１台は元の原本、１台は小郡主要事務局

に用意される転写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写及び１台は（地区）主要事務局に用意される転写、が据え付

けられる。 

第７条 それぞれの記憶媒体装置は、原本若しくは転写に関する記載、選挙日、投票事務所及び場合によっては選挙小郡、基礎自治体

若しくは（地区）の区別が上書きに記されている別々の包みに入れられる。 

第８条 投票事務所の記録は審議中に作成される。それには、投票の後で投票箱ごとに明らかになった書き込まれた投票数、そのため

にそれらが本章第３条の第２及び第３段落により無効と宣告された無効の磁気カード並びに不使用の磁気カードの枚数が記載される。 

 記録には同様に、必要があれば、投票作業中に発生した障害及び故障も記載される。一方では、無効の磁気カード及び投票の無効を

宣告する理由のあったもの、他方では、選挙人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表

明された投票が書き込まれた磁気カードは記録に添えられた別々に封緘された包みに封入される。 

 未使用の磁気カードは投票事務所長から基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に手渡される封緘される包みに

封入される。 

第９条 封緘された投票箱は投票後直ちに基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に引き渡される。記録及び添付

包み並びに情報記憶装置媒体は直ちに投票事務所長から、受領証と引き替えに、小郡主要事務局長に、基礎自治体主要事務局長に用

意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包みを除いて引き渡され、この包みは基礎自治体及び県の同時選挙のときは、受領証と

引き替えに、この事務局の局長に投票事務所長からか若しくはその指名した陪席から引き渡される。 

 基礎自治体だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従い基礎自治体主要事務局長に引き渡される。 

 県、基礎自治体および（地区）の同時選挙の場合には、（地区）主要事務局長に用意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包み

は投票事務所長からか若しくはその指名した陪席からこの事務局の局長に受領証と引き替えに引き渡される。 

 （地区）だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従って（地区）主要事務局長に引き渡される。 

第Ⅲ編 投票特別規定 

第１条 自動投票制度が使用される投票事務所では、 

   １º （本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第３条の§１及び同第Ⅰ編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、

投票所の仕切りによる選挙人の最大人数は180人に増やされる； 

   ２º （本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§３の１º及び§４第１小節、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条の§１乃至§４及び第Ⅰ巻第Ⅰ
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らの官公署からそのそれぞれが同意した出資額まで政府により定められた様式に従って支払われる。 

    設備が基礎自治体により取得されたときは、地域圏は第２及び第３段落の対象となる制度の数と金額が超えてはならない政府

によって定められる基準に従いその20％に達するまで出資費用に対し財政的に関与する。 

 §2. 設備の保守及び保有は基礎自治体の負担である。選挙当日の支援費用は地域圏の負担である。 

    但し、自動化される投票を企画する1994年４月11日の国法の発効以前に締結された協定を実施している企業により実施されて

いる保守及び保有の手当の経費の負担は地域圏の負担のままである。 

 §3. 基礎自治体はその経費で使用不能の設備の全てを修理若しくは交換させる責任がある。 

    この場合には、§１の第２及び第３段落の対象となる金額は、同じ段標の第２段落で予定された期限満了まで支払が残る。 

 §4. コンピュータ・ソフトウェア、安全規範、個人磁気カード及び記憶装置は政府若しくはその代理からそれぞれの選挙のときに

提供される。 

    投票箱の中に置かれている磁気カード並びに未使用の磁気カードはその元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効で

終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙

人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カード、

及び投票事務所から出てきた記憶装置、並びに投票の集計のために主要事務局により使用されたものは、基礎自治体主要事務局

により使用されたもの以外は、その元となる情報と一緒に、選挙が有効か若しくは無効かで終了しない限り、第一審の裁判所の

事務長か治安判事の所に保管される。基礎自治体主要事務局により使用された記憶装置はその元となる情報と一緒に、選挙が有

効か若しくは無効かで終了しない限り基礎自治体の役所の庁舎内に保管される。 

第４条 基礎自治体は投票設備を、基礎自治体の管理のために、選挙の日の３日前までにこの設備を選挙のために使用可能な状態に戻

して機能を整理するという条件で他の目的に使用することができる。 

第５条 本章第１条の対象となる選挙区若しくは選挙小郡の一部となっている基礎自治体は投票用紙の作成及び開票事務所の事務に関

する経費の配分並びに投票の自動化のために選挙区若しくは選挙小郡の選挙事務局に関係がなくなった経費の配分から除外される。 

第６条 

 §1. 県及び基礎自治体の議会及び（地区）議会の構成員たちの選挙の際は、ワロン地域圏議会及びドイツ語話者共同体は実務専門

家一人及び補欠専門家一人を指名することができる。 

    これらの者は専門家集団を結成する。 

 §2. これらの専門家たちは選挙のときに作成に関する手続、装置の配分及び使用、ソフトウェア及び電子工学情報媒体並びに自動

化された投開票制度全体の使用及び良好な作動を管理する。専門家たちはワロン地域圏内閣からハードウェア並びに自動化され

た投開票制度の管理を行うために使用されるデータ、資料及び情報の全体を受け取る。 

    とりわけ投票機械の信頼性、投票の電子工学的投票箱の正確な転記を検証することができるし、この管理を選挙の前40日目か

ら、選挙当日及び選挙の後で§３の対象となる報告の提出まで実行する。 

 §3. 遅くとも投票終了後10日までに、いずれにせよ県、基礎自治体及び（地区）の議会に関係ある選挙についての選挙の有効性宣

告の後で、専門家たちは報告書をワロン政府及び議会に提出する。報告書はとりわけ使用された設備及びソフトウェアに関する

勧告を含む。 

 §4. 専門家たちは秘密厳守の義務がある。この秘密厳守違反は全て刑法第458条に従い、処罰されることになる。 

第Ⅱ編 自動投票制度 

第１条 投票事務所の投票所の仕切りにはそれぞれ投票機械が備え付けられる。 

第２条 

 §1. 投票所の仕切りに赴く前に、選挙人は投票事務所長若しくはその指名をされた陪席から所長若しくは陪席があらかじめ電子工

学投票箱によって正常な状態で作動させてある磁気カードを受け取る。 

 §2. その投票を表明するために、選挙人は最初に磁気カードを読取り記録のために予定されたこの投票機械の裂け目に差し込む。 

    複数の選挙が同時に行われる場合には、投票が行われる順番を政府が定める。 

 §3. 全ての場合に、ディスプレイが候補者名簿の順番及び略号を掲示する。 

    選挙人はライトペンによりその選ぶ名簿を示す。選挙人は同様にその投票を提示された名簿のいずれにも与えたくなければ白

票により示すことができる。 

    （選挙人がある名簿を選んだ後で、ディスプレイが、この名簿について、順位が前にある候補者たちの苗字及び名前を掲示す

る ─ 2006年７月１日の地域圏法第５条の§４）。 

    選挙人はライトペンを以下の所に置くことによりその投票を表明する： 

   １º 候補者たちの立候補届出順に賛同するならば名簿の第１順位に置かれた欄に； 

   ２º 同じ名簿の一人乃至複数の候補者の正面に置かれた欄に。 

 §4. 選挙人が§３に従ってその投票を表明した後で、確認するよう促され、この確認は対象となっている選挙についての選挙人の

投票を終了させる。投票が確認されない限り、選挙人は投票動作をやり直すことができる。 
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 §5. 必要な場合には、選挙人はこの後ディスプレイ上に現れる情報により次の選挙のための同じ手続に従って投票するよう促され

る。 

第３条 選挙人が選挙の全部について投票をすますと、磁気カードは投票機械から取り外される。選挙人にはそのとき次条により予定

される手続に従いそれぞれの選挙について自分が表明した投票をこの機械の画面上で見ることができる。次いで、選挙人は磁気カー

ドを事務所長若しくはその指名した陪席に戻し、事務所長たちはカードがそれぞれの印が記入されていないか若しくはぼけていない

かを検証する。そのような場合には、選挙人にそれが書き込まれている情報記憶装置の元の媒体上に書込みの後でそのままになって

いる電子工学投票箱にカードを差し込むよう促す。これらの書込みの順序は無作為の方法で定められる。 

 磁気カードは以下の場合は無効である： 

   １º 前段落の対象となる検証のときに、印若しくは書込みがカード上になされている場合に選挙人と特定することができる； 

   ２º 誤った操作又はその他全て思いがけない操作のせいで、選挙人が引き渡されたカードを傷つけた場合； 

   ３º 何らかの技術的理由で電子工学投票箱によるカードの書込みができないことが明らかになった場合。 

 前段落の対象となる場合には、選挙人は別のカードを使って投票をやり直すよう促される。二番目の試みのときに、磁気カードが前

段落１ºにより新たに無効になった場合には、投票は無効が宣告される。 

第４条 選挙人は、選挙の全部について投票をすまし、磁気カードが投票機械から取り外されると、この機械の画面でそれぞれの選挙

についてその表明した投票を見ることができる。画面はそれにより投票が表明された順序で作られる。 

第５条 その投票を表明するのに難儀を感じる選挙人は事務所長によるか若しくは立会人又はその他の人々以外のその指名したその他

の事務所構成員により支援を受けることができる。 

 事務所の所長か又は他の誰か構成員がこの難儀に異議を唱えたら、事務所が決定を下し且つその理由を付した決定は記録に記載され

る。 

第６条 

 §1. 投票の後で、事務所長はもう不要となった投票箱を次の投票のために返却する。情報記憶装置の元の媒体上に書き込まれた情

報は直ちに転写が行われる別の情報記憶装置の媒体上に転写される。 

 §2. 県及び基礎自治体の同時選挙の場合には、３台の情報記憶装置の媒体、内１台は原本、１台は小郡主要事務局に用意される転

写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写、が据え付けられる。 

    前段落により用意された転写の読取りが障害を引き起こした場合には、小郡主要事務局に用意される転写が基礎自治体主要事

務局のための転写もする。 

 §3. 県、基礎自治体及び（地区）の同時選挙の場合には、４台の情報記憶装置の媒体、内１台は元の原本、１台は小郡主要事務局

に用意される転写、１台は基礎自治体主要事務局に用意される転写及び１台は（地区）主要事務局に用意される転写、が据え付

けられる。 

第７条 それぞれの記憶媒体装置は、原本若しくは転写に関する記載、選挙日、投票事務所及び場合によっては選挙小郡、基礎自治体

若しくは（地区）の区別が上書きに記されている別々の包みに入れられる。 

第８条 投票事務所の記録は審議中に作成される。それには、投票の後で投票箱ごとに明らかになった書き込まれた投票数、そのため

にそれらが本章第３条の第２及び第３段落により無効と宣告された無効の磁気カード並びに不使用の磁気カードの枚数が記載される。 

 記録には同様に、必要があれば、投票作業中に発生した障害及び故障も記載される。一方では、無効の磁気カード及び投票の無効を

宣告する理由のあったもの、他方では、選挙人たちへの事務所開場以前に投票事務所長若しくは事務所構成員によるテストとして表

明された投票が書き込まれた磁気カードは記録に添えられた別々に封緘された包みに封入される。 

 未使用の磁気カードは投票事務所長から基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に手渡される封緘される包みに

封入される。 

第９条 封緘された投票箱は投票後直ちに基礎自治体の（基礎自治体理事会）により指名された責任者に引き渡される。記録及び添付

包み並びに情報記憶装置媒体は直ちに投票事務所長から、受領証と引き替えに、小郡主要事務局長に、基礎自治体主要事務局長に用

意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包みを除いて引き渡され、この包みは基礎自治体及び県の同時選挙のときは、受領証と

引き替えに、この事務局の局長に投票事務所長からか若しくはその指名した陪席から引き渡される。 

 基礎自治体だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従い基礎自治体主要事務局長に引き渡される。 

 県、基礎自治体および（地区）の同時選挙の場合には、（地区）主要事務局長に用意された情報記憶装置媒体の転写を封入した包み

は投票事務所長からか若しくはその指名した陪席からこの事務局の局長に受領証と引き替えに引き渡される。 

 （地区）だけの選挙の場合は、一件書類及び上述の包みは同じ手続に従って（地区）主要事務局長に引き渡される。 

第Ⅲ編 投票特別規定 

第１条 自動投票制度が使用される投票事務所では、 

   １º （本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第３条の§１及び同第Ⅰ編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、

投票所の仕切りによる選挙人の最大人数は180人に増やされる； 

   ２º （本部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第１条の§３の１º及び§４第１小節、本巻第Ⅱ編第Ⅱ章第５条の§１乃至§４及び第Ⅰ巻第Ⅰ
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編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、選挙人800人以上の投票事務所は、事務所長及び書記

以外に、コンピュータの経験が裏付けられる書記補一人並びに五人の陪席及び五人の陪席補を含む；選挙法第104条及び第109

条の諸規定は書記補に適用される； 

   ３º 選挙法第142条の第１及び第２段落に反して、政府は投票事務所の開場を延長することができる。 

     この場合には、この事務所の所長及びその他の構成員の出席手当を50％加算することができる。 

     第１段落の３º項の対象となる場合には、選挙人たちへの説明書が備えられる。 

第２条 自動投票制度が使用される投票事務所では、所長が事務所の開場の準備として磁気カードを差し入れる予定の投票箱の容器が

空で封印されていることを開場前に検証する。 

 当該選挙のために定められた一件書類に加えて、選挙人たちが自由に使えるように、本巻の１冊が投票事務所内に、２冊目が待合室

に置かれる。それぞれの選挙のために立候補の届出をした候補者たちの名簿の全てが各投票事務所内でこのために用意された掲示板

に掲示される。これらの名簿は同様にそれぞれの投票場仕切り内にも貼られる。 

第Ⅳ編 選挙の予備作業 

第１条 政府は、選挙人団主要事務局に、県主要事務局に、選挙区事務局に、（地区）事務局に、小郡主要事務局に、基礎自治体主要

事務局に及び投票事務所に用意される選挙用のソフトウェアを練り上げる。 

第２条 

 §1. 候補者名簿の最終決定の直ぐ後で、又は上訴の場合には、事務局が控訴院若しくは国務院の判決を知ったら直ちに、その管轄

の選挙小郡が自動投票に関係がある限り選挙人団、選挙区若しくは（地区）の主要事務局長、又はこれらの選挙小郡内に含まれ

る基礎自治体主要事務局長は政府により指名された公務員にこれらの名簿及びそれらに割り当てられた番号を伝達する。 

    第１段落の対象となる情報は認証されている限り磁気媒体で伝達されることができる。 

 §2. ソフトウェアが画面上に出現させるように届け出られた名簿の順番及び略号の全体を転写した一件書類及び候補者名簿は、§

１の対象となる主要事務局長の同意に付される。 

    各局長は、必要ならば、必要な訂正を行った後で一件書類を検証して上述の公務員に一件書類を返送する。 

    各局長は小郡主要事務局により、基礎自治体主要事務局により投票の集計に用意された情報記憶装置媒体、並びに、場合によ

り、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を据え付けさせる。 

 §3. 主要事務局若しくは投票事務所により封緘される包みに封入されたこれらの媒体は受領証と引き替えに少なくとも選挙の３日

前に主要事務局長たちに届けられる。それぞれの包みには事務局の区別の上書を記す。事務局ごとに区別して封緘された包みも

同様に受領証と引き替えに主要事務局長に戻される包みは情報記憶装置媒体の使用のために必要な安全の部品を含む。 

    主要事務局長は受領証と引き替えに選挙の直前にその管轄の各投票事務所長に関連のある包みを届ける。県及び基礎自治体の

同時選挙の場合は、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を入れ直した包み及び安全の部品を入れ直した包みは政府から基

礎自治体主要事務局長に伝達され、同局長はこれらの包みを第２段落に従い投票事務所長たちに引き渡す。 

第Ⅴ編 投票集計作業 

第１条 小郡若しくは基礎自治体の主要事務局長は、場合に応じて、投票事務所から届いた情報記憶装置媒体を受け取ったら直ちに、

投票の集計用に用意された情報記憶装置媒体上に元の媒体の書込みを行う。 

 元の情報記憶装置媒体による書込みができないことが明らかになった場合には、主要事務局長はこの媒体の転写によって書込みの作

業をやり直す。 

 この作業も同様にできないことが明らかになった場合には、主要事務局長は照応する電子工学投票箱の提供を当該基礎自治体に要求

する；開封された後、同局長はその投票箱に入っている磁気カードの完全な書込みを行う。投票事務所の書込みが終わると、主要事

務局長は改めて投票箱を封緘して基礎自治体に返却する。その後で同局長はそのように設定された新たな情報記憶装置媒体の書込み

を行う。 

第２条 諸名簿により獲得された部分的結果の小郡主要事務局長若しくは基礎自治体の主要事務局長による公表は少なくとも10の投票

事務所の書込みの後で追加の10事務所の結果ごとに以下同様に全投票事務所を書き込むまで述べることができる。 

 １小郡若しくは１基礎自治体が30以上の投票事務所を数える場合には、主要事務局は情報処理システムを少なくとも30の区切りごと

に整理することができる。 

 第１段落の諸規定は情報処理システムにより実施される。各事務所の結果は、集計作業のために、特定の情報処理システムにより書

き込まれる。情報処理システムによる各投票事務所の結果の書込みの後で、システムの一つが場合に応じて小郡若しくは基礎自治体

の全投票の集計に振り向けられる。 

第３条 全投票事務所の結果が書き込まれると、主要事務局長は記録及び様式が政府により定められる投票点検一覧表の印刷を行う。 

第４条 

 §1. 記録及び点検一覧表は主要事務局の事務局長、その他の構成員及び立会人により署名されて、上書が内容を表示する封緘され

た包みに封入される。 

    この包み並びに投票事務所の記録を封入した包みは主要事務局長が24時間以内に以下に届けさせた封緘された一つの梱包に集
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められる： 

   １º 県議会の選挙区の主要事務局長に； 

   ２º 基礎自治体議会議員選挙のため及び（地区）議会議員選挙のために県知事に。 

    無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙人たちへの事務局開場以前に投票事務所長若しくは事務

所構成員たちによるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カードは選挙が有効か若しくは無効かが最終的に宣告され

た直ぐ後で政府の代理を務める公務員に伝達される。 

 §2. 投票事務所から届いた情報記憶装置媒体並びに主要事務局により投票の集計に使用されたものは、受領証と引き替えに、選挙

の有効か無効かが最終的に宣告された直ぐ後で政府の代理を務める公務員に手渡される。この公務員は情報記憶装置媒体の消去

を行い、この消去が実行されたことを書面で確認する。 

 §3. 選挙が最終的に有効か若しくは無効になったら直ちに、投票箱に入っている磁気カード及び未使用の磁気カードは、このため

に（基礎自治体理事会）により指定された部屋の中か、又はこのために指名された政府の代理の公務員の所で保管される。 

第Ⅵ編 最終規定 

第１条 情報記憶装置媒体及び磁気カードの偽造は公文書偽造同様に処罰される。 

第２条 選挙法第200条は投票制度及び集計の不正な改ざん並びに情報記憶装置媒体及び磁気カードに適用することができる。 

第３条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる選挙小郡には適用することができない、：（本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第21条の§

１乃至§６、同第23条、第28条の§１、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§５、同第13条、第Ⅳ編第Ⅳ章第２条、第３条乃至第８条、第９条乃

至第12条、第Ⅱ章第38条の§１乃至§４、第Ⅰ編第Ⅰ章第２条、第Ⅳ編第Ⅲ章第１条及び第２条、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§４、第Ⅳ

編第Ⅳ章第６条、同第Ⅲ章第１条及び２条並びに第Ⅳ章第６条第１段落 ─ 2006年７月19日の地域圏法第２条）。 

第４条 

 §1. 本巻の適用のために（第Ⅳ編第Ⅴ章第３条第２段落及び第12条§１ ─ 2006年７月19日の地域圏法第３条）において《投票用

紙》（bulletins）の語を《投票》（suffrages）の語に置き替える必要がある。 

 §2. 選挙法第204条、第205条及び第206条は本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第１条及び第２条の対象となる違反に適用される。 

第５条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる基礎自治体選挙人団には適用することができない、： 

   １º （第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第38条の§１、§２の第２段落、及び§３、§４、第41 条の§１、同第Ⅲ章第21条の§１及び§４

乃至§７、第27条、同第４章の第３条乃至第13条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の１）の条文； 

   ２º 本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第３条の対象となる選挙法の諸条文又は投票用紙及び開票事務所に関係のあるものに準拠した本法第Ⅳ部

（第Ⅰ巻の諸規定 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の２の１）。 

第６条 ｛条文なし｝（…… ─ 2006年７月19日の地域圏法第５条）。 

第７条 政府は必要があれば選挙小郡及び基礎自治体選挙人団のレベルでの選挙に関する選挙人たちのための説明書を備える。 

 

第５部 受任及び報酬の申告事項の受任者の義務について 

 

第Ⅰ巻 定 義 
編唯一 

章唯一 

第１条 本法の第Ⅴ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅴ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条の適用のためには、以下のように解する： 

  ─ 本来の任務：基礎自治体議員、助役、長、県選出下院議員、県議会議員若しくは立法が基礎自治体への出席を予定している場合

には社会福祉公共センター理事長； 

  ─ 派生的任務：その範囲内でそれを行使する権限によろうと、それ以外のいずれの方法によろうと本来の任務の資格により行使さ

れ、この本来の任務の理由で託されている職務の全て； 

  ─ 受任者：本来の任務及び派生的任務の資格保持者の全て； 

  ─ 私人としての任務：法人又は事実上の派生的任務ではない団体の管理機関において行使される任務の全て； 

  ─ 執行部本来の任務：長、助役、県選出下院議員、及び立法が基礎自治体への出席を予定している場合には社会福祉公共センター

理事長の職務； 

  ─ 政治的類の任務、職務及び公務：本来の任務としても派生的任務としても整理されない政治的類の任務、職務及び公務； 

   第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§２及び第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の§２については、連邦国家の閣内大臣たち、副

大臣たち、地域圏若しくは共同体政府の構成員たちの職務は政治的類の任務、職務及び公務とはならない。 

  ─ 以下のような性格のものであれ、全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは

外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、政治的類の任務、職務及び公務として整理されない任務、管理職若しくは専

門職の任務：本来の若しくは派生的任務としても政治的類の任務、職務若しくは公務としても整理されない管理職若しくは専門
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編第Ⅰ章第２条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第１条の１）に反して、選挙人800人以上の投票事務所は、事務所長及び書記

以外に、コンピュータの経験が裏付けられる書記補一人並びに五人の陪席及び五人の陪席補を含む；選挙法第104条及び第109

条の諸規定は書記補に適用される； 

   ３º 選挙法第142条の第１及び第２段落に反して、政府は投票事務所の開場を延長することができる。 

     この場合には、この事務所の所長及びその他の構成員の出席手当を50％加算することができる。 

     第１段落の３º項の対象となる場合には、選挙人たちへの説明書が備えられる。 

第２条 自動投票制度が使用される投票事務所では、所長が事務所の開場の準備として磁気カードを差し入れる予定の投票箱の容器が

空で封印されていることを開場前に検証する。 

 当該選挙のために定められた一件書類に加えて、選挙人たちが自由に使えるように、本巻の１冊が投票事務所内に、２冊目が待合室

に置かれる。それぞれの選挙のために立候補の届出をした候補者たちの名簿の全てが各投票事務所内でこのために用意された掲示板

に掲示される。これらの名簿は同様にそれぞれの投票場仕切り内にも貼られる。 

第Ⅳ編 選挙の予備作業 

第１条 政府は、選挙人団主要事務局に、県主要事務局に、選挙区事務局に、（地区）事務局に、小郡主要事務局に、基礎自治体主要

事務局に及び投票事務所に用意される選挙用のソフトウェアを練り上げる。 

第２条 

 §1. 候補者名簿の最終決定の直ぐ後で、又は上訴の場合には、事務局が控訴院若しくは国務院の判決を知ったら直ちに、その管轄

の選挙小郡が自動投票に関係がある限り選挙人団、選挙区若しくは（地区）の主要事務局長、又はこれらの選挙小郡内に含まれ

る基礎自治体主要事務局長は政府により指名された公務員にこれらの名簿及びそれらに割り当てられた番号を伝達する。 

    第１段落の対象となる情報は認証されている限り磁気媒体で伝達されることができる。 

 §2. ソフトウェアが画面上に出現させるように届け出られた名簿の順番及び略号の全体を転写した一件書類及び候補者名簿は、§

１の対象となる主要事務局長の同意に付される。 

    各局長は、必要ならば、必要な訂正を行った後で一件書類を検証して上述の公務員に一件書類を返送する。 

    各局長は小郡主要事務局により、基礎自治体主要事務局により投票の集計に用意された情報記憶装置媒体、並びに、場合によ

り、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を据え付けさせる。 

 §3. 主要事務局若しくは投票事務所により封緘される包みに封入されたこれらの媒体は受領証と引き替えに少なくとも選挙の３日

前に主要事務局長たちに届けられる。それぞれの包みには事務局の区別の上書を記す。事務局ごとに区別して封緘された包みも

同様に受領証と引き替えに主要事務局長に戻される包みは情報記憶装置媒体の使用のために必要な安全の部品を含む。 

    主要事務局長は受領証と引き替えに選挙の直前にその管轄の各投票事務所長に関連のある包みを届ける。県及び基礎自治体の

同時選挙の場合は、投票事務所に用意された情報記憶装置媒体を入れ直した包み及び安全の部品を入れ直した包みは政府から基

礎自治体主要事務局長に伝達され、同局長はこれらの包みを第２段落に従い投票事務所長たちに引き渡す。 

第Ⅴ編 投票集計作業 

第１条 小郡若しくは基礎自治体の主要事務局長は、場合に応じて、投票事務所から届いた情報記憶装置媒体を受け取ったら直ちに、

投票の集計用に用意された情報記憶装置媒体上に元の媒体の書込みを行う。 

 元の情報記憶装置媒体による書込みができないことが明らかになった場合には、主要事務局長はこの媒体の転写によって書込みの作

業をやり直す。 

 この作業も同様にできないことが明らかになった場合には、主要事務局長は照応する電子工学投票箱の提供を当該基礎自治体に要求

する；開封された後、同局長はその投票箱に入っている磁気カードの完全な書込みを行う。投票事務所の書込みが終わると、主要事

務局長は改めて投票箱を封緘して基礎自治体に返却する。その後で同局長はそのように設定された新たな情報記憶装置媒体の書込み

を行う。 

第２条 諸名簿により獲得された部分的結果の小郡主要事務局長若しくは基礎自治体の主要事務局長による公表は少なくとも10の投票

事務所の書込みの後で追加の10事務所の結果ごとに以下同様に全投票事務所を書き込むまで述べることができる。 

 １小郡若しくは１基礎自治体が30以上の投票事務所を数える場合には、主要事務局は情報処理システムを少なくとも30の区切りごと

に整理することができる。 

 第１段落の諸規定は情報処理システムにより実施される。各事務所の結果は、集計作業のために、特定の情報処理システムにより書

き込まれる。情報処理システムによる各投票事務所の結果の書込みの後で、システムの一つが場合に応じて小郡若しくは基礎自治体

の全投票の集計に振り向けられる。 

第３条 全投票事務所の結果が書き込まれると、主要事務局長は記録及び様式が政府により定められる投票点検一覧表の印刷を行う。 

第４条 

 §1. 記録及び点検一覧表は主要事務局の事務局長、その他の構成員及び立会人により署名されて、上書が内容を表示する封緘され

た包みに封入される。 

    この包み並びに投票事務所の記録を封入した包みは主要事務局長が24時間以内に以下に届けさせた封緘された一つの梱包に集

－ 243 － 

められる： 

   １º 県議会の選挙区の主要事務局長に； 

   ２º 基礎自治体議会議員選挙のため及び（地区）議会議員選挙のために県知事に。 

    無効の磁気カード及び投票の無効を宣告する理由のあったもの、選挙人たちへの事務局開場以前に投票事務所長若しくは事務

所構成員たちによるテストとして表明された投票が書き込まれた磁気カードは選挙が有効か若しくは無効かが最終的に宣告され

た直ぐ後で政府の代理を務める公務員に伝達される。 

 §2. 投票事務所から届いた情報記憶装置媒体並びに主要事務局により投票の集計に使用されたものは、受領証と引き替えに、選挙

の有効か無効かが最終的に宣告された直ぐ後で政府の代理を務める公務員に手渡される。この公務員は情報記憶装置媒体の消去

を行い、この消去が実行されたことを書面で確認する。 

 §3. 選挙が最終的に有効か若しくは無効になったら直ちに、投票箱に入っている磁気カード及び未使用の磁気カードは、このため

に（基礎自治体理事会）により指定された部屋の中か、又はこのために指名された政府の代理の公務員の所で保管される。 

第Ⅵ編 最終規定 

第１条 情報記憶装置媒体及び磁気カードの偽造は公文書偽造同様に処罰される。 

第２条 選挙法第200条は投票制度及び集計の不正な改ざん並びに情報記憶装置媒体及び磁気カードに適用することができる。 

第３条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる選挙小郡には適用することができない、：（本部第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅲ章第21条の§

１乃至§６、同第23条、第28条の§１、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§５、同第13条、第Ⅳ編第Ⅳ章第２条、第３条乃至第８条、第９条乃

至第12条、第Ⅱ章第38条の§１乃至§４、第Ⅰ編第Ⅰ章第２条、第Ⅳ編第Ⅲ章第１条及び第２条、第Ⅱ編第Ⅴ章第12条の§４、第Ⅳ

編第Ⅳ章第６条、同第Ⅲ章第１条及び２条並びに第Ⅳ章第６条第１段落 ─ 2006年７月19日の地域圏法第２条）。 

第４条 

 §1. 本巻の適用のために（第Ⅳ編第Ⅴ章第３条第２段落及び第12条§１ ─ 2006年７月19日の地域圏法第３条）において《投票用

紙》（bulletins）の語を《投票》（suffrages）の語に置き替える必要がある。 

 §2. 選挙法第204条、第205条及び第206条は本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第１条及び第２条の対象となる違反に適用される。 

第５条 以下の条文は自動投票制度が据え付けられる基礎自治体選挙人団には適用することができない、： 

   １º （第Ⅰ巻第Ⅳ編第Ⅱ章第38条の§１、§２の第２段落、及び§３、§４、第41 条の§１、同第Ⅲ章第21条の§１及び§４

乃至§７、第27条、同第４章の第３条乃至第13条 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の１）の条文； 

   ２º 本巻第Ⅵ編第Ⅰ章第３条の対象となる選挙法の諸条文又は投票用紙及び開票事務所に関係のあるものに準拠した本法第Ⅳ部

（第Ⅰ巻の諸規定 ─ 2006年７月19日の地域圏法第４条の２の１）。 

第６条 ｛条文なし｝（…… ─ 2006年７月19日の地域圏法第５条）。 

第７条 政府は必要があれば選挙小郡及び基礎自治体選挙人団のレベルでの選挙に関する選挙人たちのための説明書を備える。 

 

第５部 受任及び報酬の申告事項の受任者の義務について 

 

第Ⅰ巻 定 義 
編唯一 

章唯一 

第１条 本法の第Ⅴ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条乃至第Ⅴ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１条の適用のためには、以下のように解する： 

  ─ 本来の任務：基礎自治体議員、助役、長、県選出下院議員、県議会議員若しくは立法が基礎自治体への出席を予定している場合

には社会福祉公共センター理事長； 

  ─ 派生的任務：その範囲内でそれを行使する権限によろうと、それ以外のいずれの方法によろうと本来の任務の資格により行使さ

れ、この本来の任務の理由で託されている職務の全て； 

  ─ 受任者：本来の任務及び派生的任務の資格保持者の全て； 

  ─ 私人としての任務：法人又は事実上の派生的任務ではない団体の管理機関において行使される任務の全て； 

  ─ 執行部本来の任務：長、助役、県選出下院議員、及び立法が基礎自治体への出席を予定している場合には社会福祉公共センター

理事長の職務； 

  ─ 政治的類の任務、職務及び公務：本来の任務としても派生的任務としても整理されない政治的類の任務、職務及び公務； 

   第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅱ章第７条の§２及び第Ⅱ部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第７条の§２については、連邦国家の閣内大臣たち、副

大臣たち、地域圏若しくは共同体政府の構成員たちの職務は政治的類の任務、職務及び公務とはならない。 

  ─ 以下のような性格のものであれ、全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは

外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、政治的類の任務、職務及び公務として整理されない任務、管理職若しくは専

門職の任務：本来の若しくは派生的任務としても政治的類の任務、職務若しくは公務としても整理されない管理職若しくは専門
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職の任務、職務。 

   私人としての任務は今の定義の意味での任務、管理職若しくは専門職と見なされる。 

  ─ 非選人：本来の任務の資格がなくて基礎自治体、県、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合の機

関の一つの決定の結果として法人若しくは事実上の団体の管理責任を行使する人物； 

  ─ 報酬：本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若しくは公務又は仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは

法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管

理職若しくは専門職の行使の代償として支払われる一般的に何らかの金額の全て； 

  ─ 現物給与：一般的に金額の支払によって表現されるのでなくて、本来の任務、派生的任務、本巻の意味での政治的類の任務、職

務及び公務、政治的類の任務、職務及び公務の行使の代償として与えられる何らかの現物給与の全て。現物給与は本法の第５部

第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第２条の§１に従って評価される。 

  ─ 監督機関：このために地域圏法制定議会によってか又は政府によって設立される法人若しくは公共機関、監督機構が設置されて

いない限りそれらの権限は政府か又は政府がこの任務を委任する公共機関によって遂行される。 

   （下院、上院、ワロン議会、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体若しくは欧州議会の構成員たちである本来の任務の肩

書保持者については、このために下院がそこにおいてその任務を遂行するその下院によって任命される決定機関である。この場

合には、監督機関は毎年ワロン議会に本法のこの部分によって付与される任務の遂行について報告書を伝達する ─ 2008年６月

19日の地域圏法第２条）。 

第Ⅱ巻 申告について 

編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 本来の任務の肩書保持者により果たされなければならない申告は申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 本来の任務の報告 ─ 第１部分； 

   2. 派生的任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 政治的類の任務、職務若しくは公務の報告 ─ 第３部分； 

   4. 仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若し

くは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管理職若しくは専門職の報告。申告は同様にこれらの任務、管理職若

しくは専門職が報酬か現物支給が与えられるのが許されることも記載する ─ 第４部分； 

   5. 本来の任務と密接な関係のある現物支給並びに本来の任務の報酬の申告 ─ 第５部分； 

   6. 派生的任務と密接の関係のある現物支給並びに派生的任務の報酬の申告 ─ 第６部分； 

   7. 政治的類の任務、職務及び公務の報酬の報告 ─ 第７部分； 

   8. 第５部分乃至第７部分までの報酬及び現物支給の合計 ─ 第８部分。 

 §2. 執行部の本来の任務の資格保持者として果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について、私人とし

ての任務の範囲内で徴収された報酬の報告を含む第９部分並びに§１に記載されたものと同じ部分を含む。この部分は監督機関

で封印される包みにしまわれる。 

 §3. 非選人によって果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 託された任務とそれを託した機関の報告 ─ 第１部分； 

   2. 託された任務の結果である任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 託された任務の報酬及び託された任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第３部分； 

   4. 託された任務の結果である任務の報酬並びに託された任務の結果である任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第４部

分； 

 §4. 申告の書式は監督機関によって作成される。 

 §5. 監督機関は６年の期間中しまわれている申告を保管する。この期間の後で同機関はその破棄に留意する。 

第２条 

 §1. 遅くとも毎年６月30日までに本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が定めた様式に従って前条の§

１に列挙されたような１乃至８の部分を含んだ申告を送る。 

 §2. 遅くとも毎年６月30日までに執行部の本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って

前条の§２に列挙されたような１乃至９の部分を含んだ申告を送る。 

 §3. 遅くとも毎年６月30日までに非選人は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って前条の§３に列挙されたよ

うな１乃至４の部分を含んだ申告を送る。 
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第Ⅲ巻 各種受任の行使の範囲内の報酬及び現物支給に関して適用できる最高限度について 
第１条 

 §1. 以下の各段標は行政評議会又は法人若しくは事実上の団体の管理機関以外の全ての委員長、副委員長、理事又はその日常の管

理以外の特殊な職務に責任を持つ理事の派生的任務への従事に適用する。但し、住宅組合内での派生的任務には適用されない。

本法の第１部第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の意味での執行部の任務は特殊職務となる。 

 §2. 理事たちは、その他の全ての報酬及び現物支給を除き、その補佐する管理機関のそれぞれの会議への出席手当を受け取ること

ができる。出席手当の金額は県議会議員のそれを超えることはできない。 

    同じ法人若しくは事実上の団体内で補佐している会議の性格及び数がどうあろうと、同じ構成員には１日ごとの出席手当しか

与えられることができない。 

 §3. 日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物

支給の金額の60％を超えることはできない。報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §4. 副理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物支給の金額の75％を超えることはで

きないが、報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §5. 理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は本法の補遺に表示する金額を超えることはできない。 

    これらの報酬及び現物支給の最高額はこの同じ補遺に定められた媒介変数及び計算方法に従って点数の加算をした結果である。 

    最高額は公共部門の一定の経費の王国消費物価指数との連結制度を設定した1977年３月１日の国法により規定された規則に

従って物価指数の変動と連動する。 

    その額は1990年１月１日の138.01の指数軸に関係付けられる。 

 §6. 理事、日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事、副理事長及び理事長の出席手当、報酬及び現物支給が本法の補遺に定め

られた最高額を超えている場合には、行政評議会は上述の補遺に規定された３つの基準を尊重して、2008年３月１日以前に、認

められた最高額までその減額を行う。 

第２条 

 §1. 派生的任務の肩書保持者として享受する現物支給の額は所得税に関する税務官署により適用される規則の率で算定される。 

 §2. いかような受任者もそこでその派生的任務を遂行する法人に由来するクレジットカードの資格保持者にはなりえないし使用も

許されない。 

 §3. 本条は住宅組合内で行使される任務には適用されない。 

第３条 これまでの条文で決められる最高額は非選人にも同様に適用される。 

第Ⅳ巻 申告の規制手続について 

第Ⅰ編 監督機関とその権限について 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関又はそれらの職務を遂行する者たちは個人の性格に関する資料の取扱いに関する私生活保護に関する1992年12月８日

の国法第１条の§４の第２段落の意味での責任がある。 

 §2. 監督機関は申告の全てが本法の諸規定に合致しているかを点検する。同機関は報酬及び現物支給の最高額に関する義務が遵守

されているかに留意する。 

 §3. 監督機関はその監督下にある個人によるその税の申告並びにその目録の写しの通知、その所有を弁明できる会計書類又は全て

の書類を提出させることができる。同機関は同様にその聴聞も行うことができる。 

    本法の本部に予定された義務違反の兆候がある場合には、監督機関はその税の申告並びに受任者若しくは非選人の目録の写し

の通知、その所有を弁明できる会計書類又は全ての書類を第三者たちにより提出させることができる。同機関は同様にこれらの

第三者たちの聴聞も行うことができる。 

 §4. 監督機関の要員、規約若しくは契約職員は、刑法第458条に従って職業上知りえた秘密を守る義務がある。職員は本法により

予定された公開の原則を尊重するときしかその任務の遂行に関する情報を流布することはできない。 

第Ⅱ編 受任者たち及び非選人たちの申告の点検手続について 

章唯一 

第１条 

 §1. それらの任務の遂行において監督機関はそれが要求されているのに無申告、異常の存在若しくは違反の疑いを確認したときは、

その中に当事者に非がある可能性のある違反を表す意見を作成し、当事者については、場合に応じて受任者か非選人が対象とな

る。 

    この意見は書留郵便で通知される。 
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職の任務、職務。 

   私人としての任務は今の定義の意味での任務、管理職若しくは専門職と見なされる。 

  ─ 非選人：本来の任務の資格がなくて基礎自治体、県、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合の機

関の一つの決定の結果として法人若しくは事実上の団体の管理責任を行使する人物； 

  ─ 報酬：本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若しくは公務又は仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは

法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管

理職若しくは専門職の行使の代償として支払われる一般的に何らかの金額の全て； 

  ─ 現物給与：一般的に金額の支払によって表現されるのでなくて、本来の任務、派生的任務、本巻の意味での政治的類の任務、職

務及び公務、政治的類の任務、職務及び公務の行使の代償として与えられる何らかの現物給与の全て。現物給与は本法の第５部

第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第２条の§１に従って評価される。 

  ─ 監督機関：このために地域圏法制定議会によってか又は政府によって設立される法人若しくは公共機関、監督機構が設置されて

いない限りそれらの権限は政府か又は政府がこの任務を委任する公共機関によって遂行される。 

   （下院、上院、ワロン議会、フランス語話者共同体、ドイツ語話者共同体若しくは欧州議会の構成員たちである本来の任務の肩

書保持者については、このために下院がそこにおいてその任務を遂行するその下院によって任命される決定機関である。この場

合には、監督機関は毎年ワロン議会に本法のこの部分によって付与される任務の遂行について報告書を伝達する ─ 2008年６月

19日の地域圏法第２条）。 

第Ⅱ巻 申告について 

編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 本来の任務の肩書保持者により果たされなければならない申告は申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 本来の任務の報告 ─ 第１部分； 

   2. 派生的任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 政治的類の任務、職務若しくは公務の報告 ─ 第３部分； 

   4. 仮にいかような性格のものであれ全ての個人若しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体のためよりもベルギー人若し

くは外国人を職に就かせた公的部門で行使される任務、管理職若しくは専門職の報告。申告は同様にこれらの任務、管理職若

しくは専門職が報酬か現物支給が与えられるのが許されることも記載する ─ 第４部分； 

   5. 本来の任務と密接な関係のある現物支給並びに本来の任務の報酬の申告 ─ 第５部分； 

   6. 派生的任務と密接の関係のある現物支給並びに派生的任務の報酬の申告 ─ 第６部分； 

   7. 政治的類の任務、職務及び公務の報酬の報告 ─ 第７部分； 

   8. 第５部分乃至第７部分までの報酬及び現物支給の合計 ─ 第８部分。 

 §2. 執行部の本来の任務の資格保持者として果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について、私人とし

ての任務の範囲内で徴収された報酬の報告を含む第９部分並びに§１に記載されたものと同じ部分を含む。この部分は監督機関

で封印される包みにしまわれる。 

 §3. 非選人によって果たさなければならない申告は、申告が果たされる年に先立つ年について以下の部分を含む： 

   1. 託された任務とそれを託した機関の報告 ─ 第１部分； 

   2. 託された任務の結果である任務の報告 ─ 第２部分； 

   3. 託された任務の報酬及び託された任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第３部分； 

   4. 託された任務の結果である任務の報酬並びに託された任務の結果である任務と密接な関係のある現物支給の報告 ─ 第４部

分； 

 §4. 申告の書式は監督機関によって作成される。 

 §5. 監督機関は６年の期間中しまわれている申告を保管する。この期間の後で同機関はその破棄に留意する。 

第２条 

 §1. 遅くとも毎年６月30日までに本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が定めた様式に従って前条の§

１に列挙されたような１乃至８の部分を含んだ申告を送る。 

 §2. 遅くとも毎年６月30日までに執行部の本来の任務の資格保持者は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って

前条の§２に列挙されたような１乃至９の部分を含んだ申告を送る。 

 §3. 遅くとも毎年６月30日までに非選人は監督機関に書留の方法か又はこの機関が決めた様式に従って前条の§３に列挙されたよ

うな１乃至４の部分を含んだ申告を送る。 
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第Ⅲ巻 各種受任の行使の範囲内の報酬及び現物支給に関して適用できる最高限度について 
第１条 

 §1. 以下の各段標は行政評議会又は法人若しくは事実上の団体の管理機関以外の全ての委員長、副委員長、理事又はその日常の管

理以外の特殊な職務に責任を持つ理事の派生的任務への従事に適用する。但し、住宅組合内での派生的任務には適用されない。

本法の第１部第Ⅴ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第２条の意味での執行部の任務は特殊職務となる。 

 §2. 理事たちは、その他の全ての報酬及び現物支給を除き、その補佐する管理機関のそれぞれの会議への出席手当を受け取ること

ができる。出席手当の金額は県議会議員のそれを超えることはできない。 

    同じ法人若しくは事実上の団体内で補佐している会議の性格及び数がどうあろうと、同じ構成員には１日ごとの出席手当しか

与えられることができない。 

 §3. 日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物

支給の金額の60％を超えることはできない。報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §4. 副理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は同じ法人の理事長に支給される報酬及び現物支給の金額の75％を超えることはで

きないが、報酬は受け取られた出席手当を含む。 

 §5. 理事長の報酬及び現物支給の最高年総額は本法の補遺に表示する金額を超えることはできない。 

    これらの報酬及び現物支給の最高額はこの同じ補遺に定められた媒介変数及び計算方法に従って点数の加算をした結果である。 

    最高額は公共部門の一定の経費の王国消費物価指数との連結制度を設定した1977年３月１日の国法により規定された規則に

従って物価指数の変動と連動する。 

    その額は1990年１月１日の138.01の指数軸に関係付けられる。 

 §6. 理事、日常の管理以外の特殊職務に責任を持つ理事、副理事長及び理事長の出席手当、報酬及び現物支給が本法の補遺に定め

られた最高額を超えている場合には、行政評議会は上述の補遺に規定された３つの基準を尊重して、2008年３月１日以前に、認

められた最高額までその減額を行う。 

第２条 

 §1. 派生的任務の肩書保持者として享受する現物支給の額は所得税に関する税務官署により適用される規則の率で算定される。 

 §2. いかような受任者もそこでその派生的任務を遂行する法人に由来するクレジットカードの資格保持者にはなりえないし使用も

許されない。 

 §3. 本条は住宅組合内で行使される任務には適用されない。 

第３条 これまでの条文で決められる最高額は非選人にも同様に適用される。 

第Ⅳ巻 申告の規制手続について 

第Ⅰ編 監督機関とその権限について 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関又はそれらの職務を遂行する者たちは個人の性格に関する資料の取扱いに関する私生活保護に関する1992年12月８日

の国法第１条の§４の第２段落の意味での責任がある。 

 §2. 監督機関は申告の全てが本法の諸規定に合致しているかを点検する。同機関は報酬及び現物支給の最高額に関する義務が遵守

されているかに留意する。 

 §3. 監督機関はその監督下にある個人によるその税の申告並びにその目録の写しの通知、その所有を弁明できる会計書類又は全て

の書類を提出させることができる。同機関は同様にその聴聞も行うことができる。 

    本法の本部に予定された義務違反の兆候がある場合には、監督機関はその税の申告並びに受任者若しくは非選人の目録の写し

の通知、その所有を弁明できる会計書類又は全ての書類を第三者たちにより提出させることができる。同機関は同様にこれらの

第三者たちの聴聞も行うことができる。 

 §4. 監督機関の要員、規約若しくは契約職員は、刑法第458条に従って職業上知りえた秘密を守る義務がある。職員は本法により

予定された公開の原則を尊重するときしかその任務の遂行に関する情報を流布することはできない。 

第Ⅱ編 受任者たち及び非選人たちの申告の点検手続について 

章唯一 

第１条 

 §1. それらの任務の遂行において監督機関はそれが要求されているのに無申告、異常の存在若しくは違反の疑いを確認したときは、

その中に当事者に非がある可能性のある違反を表す意見を作成し、当事者については、場合に応じて受任者か非選人が対象とな

る。 

    この意見は書留郵便で通知される。 
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 §2. 当事者は関係がある意見の通告から満15日の期限内にそれらの所見かその修正された申告を可能性のある聴聞の要求と一緒に

監督機関に宛てた書留郵便で提出するが、この15日の期限は７月15日から８月15日の間は中断される。 

 §3. 聴聞が願い出られた場合には、監督機関が§２の対象となる書留郵便を受理した日から40日以内に行われ、当事者は弁護人の

補佐を受けられる。 

    聴聞の調書は聴聞後満８日以内に作成されて当事者に書留郵便で伝達され、当事者は関係のある調書を受け取った日から満３

日の期限でそれらの所見を書留郵便で提出する。 

    それがなければ調書は決定したと見なされる。 

 §4. 監督機関はその決定を下す： 

    ─ 当事者が反発をしなければその意見の通知後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞がなければ受任者の所見か修正された申告受理後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞が行われた場合には調書の最終的作成後満75日以内に。 

    監督機関の決定は書留書簡で当事者に送達され、上訴は国務院調整法第14条に基づきこの決定に対して開かれている。 

 §5. 申告受理後６か月以内に§１の対象となる意見を送達しない場合は申告は照会年度については本法の諸規定に合致したものと

見なされる。 

第２条 

 §1. 監督機関の決定は前条の対象となる手続の対象となった申告の存在及び本法の諸規定への順応に向けられる。 

    必要があれば、受任者による過去の受け取りすぎた金額の算定及び返済条件を含む。 

 §2. 関係者は、監督機関の決定通知を受け取った後満60日以内に§１の第２段落の対象となる受け取りすぎた金額は返還される。 

    監督機関は当事者が書留封書で送ってきた場合に限り、決定の通知から満15日以内に、その願出に基づく特段の理由でその決

定した期限を延長することができる。 

    関係者が受任者である場合は、返済はそこにおいてその若しくはそれらの本来の任務を遂行する基礎自治体若しくは県に対し

て行われる。受任者が同時にある県において及びある基礎自治体において本来の任務の資格保持者であるときは、返済は基礎自

治体の収益となる。 

    関係者が非選人である場合は、返済は機関が当事者を受け取りすぎた分を支払った法人若しくは事実上の団体に任命した基礎

自治体、県、基礎自治体組合、基礎自治体若しくは県独立公社又は住宅組合に対して行われる。 

    関係者は返済の証拠を直ちに監督官公署に送達する。 

 §3. 監督機関の決定はこの機関により当事者の基礎自治体に、県に、公法上の法人に、私法上の法人に若しくは事実上の団体に伝

達される。伝達された側は監督官公署に返済が滞りなく実行されたことを知らせる。 

第Ⅲ編 失格及び制裁 

章唯一 

第１条 

 §1. 政府は、段標２の手続が終われば以下の失格を認めることができる： 

    ─ 本来の任務、これには執行部の本来の任務を含む、及び基礎自治体若しくは県の受任者の派生的任務； 

    ─ 基礎自治体、県の機関、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合によって行われた決定に従っ

て非選人に託された任務、関係者が申告書を提出しなかったり、故意に偽りの申告書を作成したり、又はその与えられた期

間中に不当に受け取った金額の返済を怠ったとき。 

 §2. 監督機関は当事者に書留を使って失格を引き起こした性格の事実の通知を渡す。 

    通知の伝達後、関係者が通知を受け取った日から８日以内に請求をしていた場合には、必要があればその選任した弁護人と一

緒に遅くとも20日以内に、政府は理由を付した決定において失格を証明することができる。 

    この決定は政府の手配で関係者並びにそこで関係者がそれらの本来の任務及び派生的任務を行使していた機関に通知される。 

    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。上訴はその通知から15日以内に提起されなければな

らない。 

    段標２の第３段落の対象となる通知を受け取った後でその失格の原因を知っていながら関係者がその職務に引き続き従事して

いた場合には、刑法第262条により減刑される可能性がある。 

第Ⅴ巻 申告及び監督機関の作業の公示について 
編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関は委任の台帳を持つ。その台帳には、それぞれの受任者ごとに、本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若
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しくは公務又は仮にいかような性格のものであれベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される全ての個人若

しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体、並びに報酬及び/又は現物支給を与える場合にはその概要を含む。 

    この台帳は毎年度ベルギー官報に公示される。 

 §2. 執行部の本来任務の資格保持者の申告の第９部は監督機関により閉じられる封書に保管される。 

    予審判事だけが、この人物に対して進められる刑事予審の範囲内で、この申告の第９部の判断を委ねられる資格がある。 

 §3. 政府は毎年度議会に監督機関の任務の遂行についての報告書を送る。 

第Ⅵ巻 雑 則 
編唯一 

章唯一 

第１条 政府は行政命令によりこれまでの諸規定を書留郵便若しくはその他のいずれかの安全な通信方法により置き換えるか若しくは

補完することができる{原文はou parを逆に書いている}。 

 │この第５部の諸規定は2007年12月20日のワロン政府の行政命令で置き換えられた。 

 └ 

 

（第６）部 雑 則 
 

第Ⅰ巻 総則及び適用範囲 
編唯一 

章唯一 

第１条 管轄下のワロン地域圏全体に適用される本法は、これにはComines-Warneton基礎自治体も関係し、1980年８月８日の制度改革

特別法の第６条の§１のⅧの１º乃至４ºのａ）、及び第７条の§１の第１及び第３段落を適用する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 これには社会福祉公共センターに関する行政保護が関係する第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第36条は、憲法第138条を適用して、

その第137条の§１の対象となる題目を規定する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第３条 本法の諸規定は行政裁判の組織及び権限に関する連邦の諸規定には抵触することなく適用される。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第Ⅱ巻 経過規定 
編唯一 

章唯一 

第１条 ワロンの諸県を組織する地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革までは、《常任県代表》（la députation permanente）を

《県理事会》（le collège provincial）の代わりと；《常任県代表》（une députation permanente）を《県理事会》（une collège provincial）

の代わりと；《常任県代表の構成員たち》（les membres de députation permanente）を《県理事会》（l es membres du collège provincial）

の代わりと；《常任県代表たち》（les députés permanents）を《県代表たち》（de députés provinciaux）の代わりと；《常任県代表》

（le député permanent）を《県代表》（le député provincial）の代わりと読むのが適当である。第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第40条、第44

条、第46条、第52条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革の日まで発効しない。

第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条、同第13条の§２、及び第15条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後ま

では発効しない。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第12条は、2004年１月１日以前に行われた諸県の投資には適用されない。 

 │これらの条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

 │本法の第５部は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第１段落で第６部になった。 

 └ 
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 §2. 当事者は関係がある意見の通告から満15日の期限内にそれらの所見かその修正された申告を可能性のある聴聞の要求と一緒に

監督機関に宛てた書留郵便で提出するが、この15日の期限は７月15日から８月15日の間は中断される。 

 §3. 聴聞が願い出られた場合には、監督機関が§２の対象となる書留郵便を受理した日から40日以内に行われ、当事者は弁護人の

補佐を受けられる。 

    聴聞の調書は聴聞後満８日以内に作成されて当事者に書留郵便で伝達され、当事者は関係のある調書を受け取った日から満３

日の期限でそれらの所見を書留郵便で提出する。 

    それがなければ調書は決定したと見なされる。 

 §4. 監督機関はその決定を下す： 

    ─ 当事者が反発をしなければその意見の通知後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞がなければ受任者の所見か修正された申告受理後満75日以内に； 

    ─ 当事者の聴聞が行われた場合には調書の最終的作成後満75日以内に。 

    監督機関の決定は書留書簡で当事者に送達され、上訴は国務院調整法第14条に基づきこの決定に対して開かれている。 

 §5. 申告受理後６か月以内に§１の対象となる意見を送達しない場合は申告は照会年度については本法の諸規定に合致したものと

見なされる。 

第２条 

 §1. 監督機関の決定は前条の対象となる手続の対象となった申告の存在及び本法の諸規定への順応に向けられる。 

    必要があれば、受任者による過去の受け取りすぎた金額の算定及び返済条件を含む。 

 §2. 関係者は、監督機関の決定通知を受け取った後満60日以内に§１の第２段落の対象となる受け取りすぎた金額は返還される。 

    監督機関は当事者が書留封書で送ってきた場合に限り、決定の通知から満15日以内に、その願出に基づく特段の理由でその決

定した期限を延長することができる。 

    関係者が受任者である場合は、返済はそこにおいてその若しくはそれらの本来の任務を遂行する基礎自治体若しくは県に対し

て行われる。受任者が同時にある県において及びある基礎自治体において本来の任務の資格保持者であるときは、返済は基礎自

治体の収益となる。 

    関係者が非選人である場合は、返済は機関が当事者を受け取りすぎた分を支払った法人若しくは事実上の団体に任命した基礎

自治体、県、基礎自治体組合、基礎自治体若しくは県独立公社又は住宅組合に対して行われる。 

    関係者は返済の証拠を直ちに監督官公署に送達する。 

 §3. 監督機関の決定はこの機関により当事者の基礎自治体に、県に、公法上の法人に、私法上の法人に若しくは事実上の団体に伝

達される。伝達された側は監督官公署に返済が滞りなく実行されたことを知らせる。 

第Ⅲ編 失格及び制裁 

章唯一 

第１条 

 §1. 政府は、段標２の手続が終われば以下の失格を認めることができる： 

    ─ 本来の任務、これには執行部の本来の任務を含む、及び基礎自治体若しくは県の受任者の派生的任務； 

    ─ 基礎自治体、県の機関、基礎自治体事務組合、基礎自治体若しくは県の独立公社又は住宅組合によって行われた決定に従っ

て非選人に託された任務、関係者が申告書を提出しなかったり、故意に偽りの申告書を作成したり、又はその与えられた期

間中に不当に受け取った金額の返済を怠ったとき。 

 §2. 監督機関は当事者に書留を使って失格を引き起こした性格の事実の通知を渡す。 

    通知の伝達後、関係者が通知を受け取った日から８日以内に請求をしていた場合には、必要があればその選任した弁護人と一

緒に遅くとも20日以内に、政府は理由を付した決定において失格を証明することができる。 

    この決定は政府の手配で関係者並びにそこで関係者がそれらの本来の任務及び派生的任務を行使していた機関に通知される。 

    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。上訴はその通知から15日以内に提起されなければな

らない。 

    段標２の第３段落の対象となる通知を受け取った後でその失格の原因を知っていながら関係者がその職務に引き続き従事して

いた場合には、刑法第262条により減刑される可能性がある。 

第Ⅴ巻 申告及び監督機関の作業の公示について 
編唯一 

章唯一 

第１条 

 §1. 監督機関は委任の台帳を持つ。その台帳には、それぞれの受任者ごとに、本来の任務、派生的任務、政治的類の任務、職務若
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しくは公務又は仮にいかような性格のものであれベルギー人若しくは外国人を職に就かせた公的部門で行使される全ての個人若

しくは法人、全ての事実上の組織若しくは団体、並びに報酬及び/又は現物支給を与える場合にはその概要を含む。 

    この台帳は毎年度ベルギー官報に公示される。 

 §2. 執行部の本来任務の資格保持者の申告の第９部は監督機関により閉じられる封書に保管される。 

    予審判事だけが、この人物に対して進められる刑事予審の範囲内で、この申告の第９部の判断を委ねられる資格がある。 

 §3. 政府は毎年度議会に監督機関の任務の遂行についての報告書を送る。 

第Ⅵ巻 雑 則 
編唯一 

章唯一 

第１条 政府は行政命令によりこれまでの諸規定を書留郵便若しくはその他のいずれかの安全な通信方法により置き換えるか若しくは

補完することができる{原文はou parを逆に書いている}。 

 │この第５部の諸規定は2007年12月20日のワロン政府の行政命令で置き換えられた。 

 └ 

 

（第６）部 雑 則 
 

第Ⅰ巻 総則及び適用範囲 
編唯一 

章唯一 

第１条 管轄下のワロン地域圏全体に適用される本法は、これにはComines-Warneton基礎自治体も関係し、1980年８月８日の制度改革

特別法の第６条の§１のⅧの１º乃至４ºのａ）、及び第７条の§１の第１及び第３段落を適用する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 これには社会福祉公共センターに関する行政保護が関係する第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第36条は、憲法第138条を適用して、

その第137条の§１の対象となる題目を規定する。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第３条 本法の諸規定は行政裁判の組織及び権限に関する連邦の諸規定には抵触することなく適用される。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第Ⅱ巻 経過規定 
編唯一 

章唯一 

第１条 ワロンの諸県を組織する地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革までは、《常任県代表》（la députation permanente）を

《県理事会》（le collège provincial）の代わりと；《常任県代表》（une députation permanente）を《県理事会》（une collège provincial）

の代わりと；《常任県代表の構成員たち》（les membres de députation permanente）を《県理事会》（l es membres du collège provincial）

の代わりと；《常任県代表たち》（les députés permanents）を《県代表たち》（de députés provinciaux）の代わりと；《常任県代表》

（le député permanent）を《県代表》（le député provincial）の代わりと読むのが適当である。第２部第Ⅱ巻第Ⅰ編第Ⅱ章第40条、第44

条、第46条、第52条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後の次の県議会の全面的改革の日まで発効しない。

第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第９条、同第13条の§２、及び第15条は、ワロンの諸県を組織する2004年２月12日の地域圏法の施行後ま

では発効しない。 

 │この条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

第２条 第２部第Ⅱ巻第Ⅱ編第Ⅲ章第12条は、2004年１月１日以前に行われた諸県の投資には適用されない。 

 │これらの条文は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第２段落で列挙された。 

 └ 

 │本法の第５部は2007年12月20日のワロン政府の行政命令第６条の第１段落で第６部になった。 

 └ 
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補 遺 

理事長の派生的任務の遂行の範囲内の報酬及び現物支給に関する最高限度 ─ 地方民主制・分権法典の第Ⅴ部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１

条の§５。 

以下の計算表の６つの最高限度が適用される： 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.67 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

最高限度はそれぞれ現物を含む年間総報酬の最高額である。 

派生的委任に連結した年間総報酬は３つの基準の部分から決められる： 

 ─ 各基礎自治体若しくは各CPAS連合の人口 

 ─ 施設の取引高数 

 ─ 雇用人員。 

これら三つの基準の統計上の配分は施設を分類し特定の最高限度に連結することができるカギである。 

それぞれの基準については、施設は0.25乃至１の得点を獲得する。 

人口（より読みやすくするために概数の等級に区分する）は： 

 ─ 住民０乃至75,000の人口：人口＝0.25 

 ─ 住民75,000乃至250,000の人口：人口＝0.50 

 ─ 住民250,000乃至450,000の人口：人口＝0.75 

 ─ 住民450,000以上の人口：人口＝１ 

考慮される人口数は地方民主制・分権法典の第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の第３段落に従いワロン政府により確定されるものであ

る。提示された人口は基礎自治体連合のそれを含む。 

出来高数 

 ─ 出来高数０から€2,750,000：出来高数＝0.25 

 ─ 出来高数€2,750,000以上€15,500,000まで：出来高数＝0.5 

 ─ 出来高数€15,500,000以上€55,500,000まで：出来高数＝0.75 

 ─ 出来高数€55,500,000以上：出来高数＝１ 

考慮される出来高数は国立銀行に提出された年間最終会計報告（70乃至74）に要約されたものか、又は年間会計報告がなければ監督機

関によって評価された出来高数である。 

合併の場合には考慮される数字は当該合併の出来高数を付加した結果である。 

ETPにおける雇用職員 

 ─ 少なくとも雇用職員10人：職員＝0.25 

 ─ 雇用職員10人乃至40人：職員＝0.5 

 ─ 雇用職員40人乃至250人：職員＝0.75 

 ─ 雇用職員250人以上：職員＝１ 

施設についての総得点に与えられたこれら三つの得点の合計は0.75から３の間を変動する。 

以下は施設に連結した最高限度を決定することをできるようにする合計得点である。 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.76 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

雇用職員数は職員登録簿に登録された専任職員同等と数えられる。 

法人の合併若しくは再編の場合は、照会でとらえられた雇用職員数は合併若しくは再編報告書に表示されたものである。 

 

Namur、2007年12月20日 
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内閣議長 

R.DEMOTTE 

内務・公務大臣 

博士COURARD 

 

これらの補遺は2007年12月20日のワロン行政命令により挿入された。 

補遺２ 

これらの補遺は2008年７月15日の地域圏法第３条により挿入された。 
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補 遺 

理事長の派生的任務の遂行の範囲内の報酬及び現物支給に関する最高限度 ─ 地方民主制・分権法典の第Ⅴ部第Ⅲ巻第Ⅰ編第Ⅰ章第１

条の§５。 

以下の計算表の６つの最高限度が適用される： 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.67 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

最高限度はそれぞれ現物を含む年間総報酬の最高額である。 

派生的委任に連結した年間総報酬は３つの基準の部分から決められる： 

 ─ 各基礎自治体若しくは各CPAS連合の人口 

 ─ 施設の取引高数 

 ─ 雇用人員。 

これら三つの基準の統計上の配分は施設を分類し特定の最高限度に連結することができるカギである。 

それぞれの基準については、施設は0.25乃至１の得点を獲得する。 

人口（より読みやすくするために概数の等級に区分する）は： 

 ─ 住民０乃至75,000の人口：人口＝0.25 

 ─ 住民75,000乃至250,000の人口：人口＝0.50 

 ─ 住民250,000乃至450,000の人口：人口＝0.75 

 ─ 住民450,000以上の人口：人口＝１ 

考慮される人口数は地方民主制・分権法典の第１部第Ⅰ巻第Ⅱ編第Ⅰ章第３条の第３段落に従いワロン政府により確定されるものであ

る。提示された人口は基礎自治体連合のそれを含む。 

出来高数 

 ─ 出来高数０から€2,750,000：出来高数＝0.25 

 ─ 出来高数€2,750,000以上€15,500,000まで：出来高数＝0.5 

 ─ 出来高数€15,500,000以上€55,500,000まで：出来高数＝0.75 

 ─ 出来高数€55,500,000以上：出来高数＝１ 

考慮される出来高数は国立銀行に提出された年間最終会計報告（70乃至74）に要約されたものか、又は年間会計報告がなければ監督機

関によって評価された出来高数である。 

合併の場合には考慮される数字は当該合併の出来高数を付加した結果である。 

ETPにおける雇用職員 

 ─ 少なくとも雇用職員10人：職員＝0.25 

 ─ 雇用職員10人乃至40人：職員＝0.5 

 ─ 雇用職員40人乃至250人：職員＝0.75 

 ─ 雇用職員250人以上：職員＝１ 

施設についての総得点に与えられたこれら三つの得点の合計は0.75から３の間を変動する。 

以下は施設に連結した最高限度を決定することをできるようにする合計得点である。 

 ─ 0.75の合計得点最高限度１：€7,141.84 

 ─ １乃至1.25の合計得点最高限度２：€10,712.76 

 ─ 1.50乃至1.75の合計得点最高限度３：€14,283.76 

 ─ ２乃至2.25の合計得点最高限度４：€17,854.59 

 ─ 2.50乃至2.75の合計得点最高限度５：€21,425.51 

 ─ ３の合計得点最高限度６：€24,996.43 

雇用職員数は職員登録簿に登録された専任職員同等と数えられる。 

法人の合併若しくは再編の場合は、照会でとらえられた雇用職員数は合併若しくは再編報告書に表示されたものである。 

 

Namur、2007年12月20日 
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内閣議長 

R.DEMOTTE 

内務・公務大臣 

博士COURARD 

 

これらの補遺は2007年12月20日のワロン行政命令により挿入された。 

補遺２ 

これらの補遺は2008年７月15日の地域圏法第３条により挿入された。 
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