
｢北京市郷･民族郷･錬人民代表大会組織条例｣の
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中国における地方政府の垂離勺な関係を概観すると､ ｢省政府｣､ ｢鼎政府｣､ ｢郷･鏡政府｣

の3レヴェルがあり､それに事実上の行政機構である｢村民委員会｣を加えて4レヴユル

と一応考えることができる｡もっとも､村民委農会は制度上は行政機構ではなく､大衆自

治組織であるとされ､法制度論上は､他の3レヴェルの政府と同-には扱われないo　この

3レヴェルの地方人民代衷大会･政府についての行政組織法が､ ｢地方人民代喪大会および

地方人民政府組織法｣である｡ 1 979年に採択された同法は､その後82年に第1次改

正が行われ､ 8 6年に第2次改正､ 9 5年に第3次改正が行われている(以下､例えば､

8 6年地方人代･政府組織法､ 9 5年地方人代･政府組織法と略記)｡いずれにせよ､省以

下の地方大火･政府の組織と構成を根本的に律するのがこの地方人大･政府組織法である｡

他方､首都である北東を含む省･自治区･直轄市は､ 8 6年地方人代･政府組織法以降､

その第6 0条に基づいて､自らの管轄下の郷錬レヴェルについて独自の規定を作っている｡

報告タイトルである｢北京市郷･民族郷･錬人民代表大会組織条例｣は､全国3 0余りの

省･自治区･直轄市のもつそうした法令のひとつである(北京市人民代衷大会や北京市の

県人民代表大会に関する組織条例はない)0 ｢北京市郷･民族郷･鎮人民代衷大会組織条例｣

は最初1 9 8 9年に北京市人民代表大会において採択された｡その後､ 1 9 96年に一度

だけ改正が行われている｡本報告は､この1 98 9年採択の北京市組織条例と1 99 6年

改正の北京市組織条例の違いについて､限定的な考癖を加えようとするものである(以下､

8 9年北京市組織条例､ 9 6年北京市組織条例と略記)0 ｢北京市郷･民族郷･錬人民代表

大会組織条例｣の9 6年の大幅改正は､ ｢地方人民代表大会および地方人民政府組織法｣の

9 5年の第3次改正(特に第2草｢地方各級人民代表大会｣部分の改正)を踏まえており､

本来なら厳密な対照が必要なのであるが､ここでは主に､ 1 98 9年北京市組織条例と1

9 9 6年の北京市組織条例について検討することとし､ 9 5年地方人代･政府組織法との

関係は､最低限必要な限りで簡単に考療するにとどまる｡

｢北京市郷･民族郷･鎮人民代表大会組織条例｣の9 6年の改正点は､大きく二つに分け

ることが可能である｡すなわち､ (I)人民代表大会･議長団･主席の権限に関するもの､

そして､ (Ⅱ)政治過程の公開化･政治参加･ルールの明確化等に関するもの､以上二つで

ある｡以下ではこの区分に基づいて､個々の論点について､それぞれの当該の条文を参照

しながら具体的に検討していくこととしたい｡
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(Ⅰ)人民代表大会 ･議長団 ･主席の権限に関するもの

(卜A)人民代表大会の権限に関するもの

まず ､地 方人 民代表 大会 の権 限 について ､幾 つ か の変 化 が指 摘 で きる｡

(a)入代による主席 ･副主席の選出について､89年北京市組織条例はその第 11条で､議

長団がその構成員のなかからおそらくは互選によって ｢常務主席｣を選出することを定め

ているが､96年北京市組織条例は､その第23条で入代での主席､副主席の選挙による

選出を規定している (その他に第 19条も参照)｡このことは主席の権威を高めると共に､

入代の役割の向上をも意味する｡なお ｢常務主席｣という職名は96年北京市組織条例に

は存在しない｡

払)入代による主席 ･副主席の罷免については､89年北京市組織条例にはその規定がな

かったが､96年北京市組織条例は第4条の(7)で主席､副主席の罷免の権限を入代に絡め

ている｡

(C)入代による議長団の選挙権は､89年北京市組織条例にはその規定がなく､第 10条

で ｢予備会諌｣(この会議での決定事項は党の強力な影響下にあると思われる)による選出

が規定されているだけである｡他方､96年北京市組織条例では第 17粂第 1項で入代の

選挙による選出であることが明確に規定されているOこのことは､現実がどうであるかは

ともかく､規定上は予備会議が持っていた議長団選出権を入代が掌握 したかのように理解

できる｡それは同時に､89年北京市組織条例の第 10条に規定されていた予備会務によ

る議長団調整権が失われたことをも意味していよう｡

(a)入代による主席 ･副主席の辞職に対する同意や異動する主席 ･副主席の免職の決定に

ついては､89年北京市組織条例にはその規定がない (選出権がない以上当然のことでは

あるが)のに対し､96年北京市組織条例ではその第28条で入代に､主席 ･副 主席の辞

職に対す る同意や異動する主席 ･副主席の免職の決定権限を認めているo

(e)入代で選挙される候補者の具体的な差額数の決定については､89年北京市組織条例

にはその規定がないが､96年北京市組織条例ではその第25条で入代が選挙弁法に具体

的な差額数を定めることが規定されている｡

(卜B)議長団の権限に関するもの

次に議長団の権限の変化について考察する｡

(a)臨時会の開催決定権限であるが､89年北京市組織条例では､第8条第3項で5分の

1以上の代表の提案を経た後に議長団による招集を緩めていたに過ぎないが､96年北京

市組織条例の第5条第3項では ｢5分の1以上の代表の提案もしくは議長団の決定を経て｣

とされており､議長団が単独で臨時会を招集することが可能となっている｡

(b)提出議案の撤回について､89年北京市組織条例では第 12条第3項で､議案提出者

が撤回を求めれば即時に審議が停止されていたのが､96年北京市組織条例の第 9条第3
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項では ｢耗長団の同意｣が条件に加えられている｡これは議案提出にいっそうの寮任を求

める措置であるが､同時に隷案提出者-の圧力に対する歯止めでもありうる｡いずれにせ

よ､議長団の権限が強化されていることは明らかである (なお､放棄提出権 ･審議付託決

定権等については変化がない :89年第 12粂欝1項 ･第 2項､96年第9条第 1項 ･第

2項)0

(C)96年北京市組織条例の第 18条には ｢郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会砥長団は､代表

大会会議が開催 される期 日を欽定し､会議の議事日程草案を提出し､会級に先立つ各準備

作業を完了する｣とあるが､これは89年北京市組織条例にはなかった全く新 しい規定で

ある｡その意味で耗長団の職権の拡大を意味していると考えられる (但 し､第8灸で謙革

日程や準備事項の決定権が予備会談に与えられていることを見落とすことはできない)a

(d)96年北京市組織条例の第 21灸は､｢郷 ･民族郷 ･鍍人民代表大会主席 ･副主席は大

会閉会期間放長団会談を開催 し 関連事項を議論することができる｡民主評親の予定 ･閉会

期間の業務計画および代表活動計画等は､磯長団会鵜の漉輪を経なければならない｣と規

定しているが､これは89年北京市組織条例には兄いだせない規定であり､級長団の権限 ･

職権がいっそう明確化していることがわかるQ

(e)後述の通 り､質疑案の処理について､96年北京市組織条例ではその第 12衆でいっ

そう詳細な手続が定められているが､その過程において､鵜長団の果たす役割の拡大がみ

られる｡

(卜C)主席の権限に関するもの

(a)前述の通 り二人代主席 (89年北京市組織条例では ｢常務主席｣)の選出が故長団によ

る互選から､入代での選挙による選出に変わったことで､主席の権威は明らかに向上した

と言える(｢常務主席｣も ｢主席｣も議長団会議を招集 し主宰する点では職賓に違いはない :

89年第 11条第 1項､96年第 19粂第 1項)0

(b)96年北京市組織条例の第 19条は､｢主席｣ と ｢副主席｣ の職位､その任期について

明確に規定している｡他方､89年北京市組織条例の第 11条には ｢常務主席｣があるだ

けであり､副位は存在しない｡

(C)96年北京市組織条例の第20条は ｢郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席のう

ち少なくとも 1名は専任職とする｣と規定しているOこれは89年北京市組織条例にはま

ったくみられなかった規定であり､主席 ･副 主席の職位が形式的な兼任では遂行不可能な

ものになったものと解釈できようし､同時に専門化が進行 したものとも理解できる｡もと

より職位の重みが増大していることは明らかである｡

(a)同じく､96年北京市組織条例の第20条はその(1)から(7)において､入代閉会期間の

主席 ･副 主席の業務について詳細に規定しており､その職責はいっそ明確化している (こ

の点は ｢議長団｣ の ｢常務委員会化｣との関連で捉えてみる必要があろう｡言 うまでもな

く､県以上の地方入代には常務委員会が設置されているのに対し､郷 ･鏡の入代には常務
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委員会が設置されていない)0

(e)行政職の兼任の禁止についてであるが､89年北京市組織条例がその第 11条第2項

で ｢郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副 鎮長は常務主席を兼任 してはならない｣と規定しているのに

対し､96年北京市組織条例の第 19条第2項ではそれが､｢郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会

主席 .副 主席は国家行政機関の職務を担当してはならない｣となっている｡この主語の転

換は重要である｡他方で､96年北京市組織条例の第22条では ｢郷 ･民族郷 ･鎮人民代

表大会主席あるいは副主席は､業務の必要に基づいて､同級人民政府会議に参加すること

ができる｣とされており､明確な兼任禁止規定が存在するのと同時に､行政との密接な協

力関係が制度的に担保されている｡

(Ⅱ)政治過程の公開化 ･政治参加 ･ルールの明確化等に関するもの

(a)質疑案の取扱については､89年北京市組織条例でもその第 15条で規定されてい

るが､96年北京市組織条例ではその第 12条でいっそう詳細に規定されている｡その

際､議長団の積極的なコミットが制度的に確保されていることが注目される｡

(b)建議 ･批判 ･意見の取扱については､89年北京市組織条例でもその第 17条で規定

されている｡96年北京市組織条例の第 14条でも文言に大きな違いはないのだが､96

年北京市組織条例には ｢関係機関および組織は3カ月以内に､状況が複雑な場合には6カ

月を超えずに､回答をしなければならない｣と､はっきりと回答までの期間が設けられて

いることが大きな違いとなっている｡

(e)96年北京市組織条例ではその第24条第1項で､｢郷･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･

副主席 ･郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長の候補者｣を人民代表が指名する場合に､代表10

名以上が ｢書面｣で連名で指名するとされている｡これは89年北京市組織条例がただ ｢1

0名以上が共同して｣とだけ規定していたのに較べると､わずかだがハー ドルが高くなっ

ていると判断される｡もっとも､89年北京市組織条例では入代が選挙で選出するのは､

郷長 ･副 郷長 ･鎮長 ･副 鎮長までであって､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副 主席は

選挙対象ではなかったことを併せて考えてみる必要があろう｡

(a)候補者定員に関する規定だが､96年北京市組織条例第 24条第2項で ｢議長団が指

名する候補者数､各代表と他の代表が共同で指名する候補者数は､ともに定員を超えては

ならない｣とされているoこれは89年北京市組織条例にはみられなかった規定であるO

(e)指名された候補者数が差額数を超えた場合の対応についてであるが､89年北京市組

織条例の第21条第2項が ｢より多数の代表の意見に基づいて｣ と唆味に触れているだけ

であるのに対し､96年北京市組織条例第25条第 2項の方は ｢予備選挙を実施する｣と

明快である｡

(㊥もっとも､同じく96年北京市組織条例第25条第 2項は､指名された候補者数が差

額数と合致した場合にも､｢醜醸 ･討論｣を条件付けており､実質的には統制が強化されて

いるとも考えられないではないQ
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(g) ｢過半数の得票を得た候補者数が定員を超えたときには､得素数の多い方を当選とす

る｡票数が同じで当選者を確定できない場合には､得素数が同じ候補者に対して再度投票

を行 う｣｡この文言は89年北京市組織条例第23粂第2項においても､96年北京市組織

条例第27粂第 1項においても同じであるが､後者ではさらに ｢再度投票を行い､得素数

が多い候補者を当選とする｣と続く｡

(b)当選者が定員に満たない場合について､89年北京市組織条例第23条第3項にも､

96年北京市組織条例第27粂第 2項も規定があるが､後者の方がいっそう詳細な手続を

定めている｡

(i)89年北京市組織条例第24条も､96年北京市組織条例第28条も､任期前の異動の

禁止､辞職 ･免職手続について規定しているが､前者では異動の楽止に即して免職と ･辞

職手続が規定されているのに対 し､後者では辞職に関する部分が独立して第 1項となり､

第2項で異動の禁止に即して辞職 ･免職手続が規定されているo

G)89年北京市組織条例第25条も､96年北京市組織条例第29条も躍免手続について

規定しているが､後者において規定はいっそう詳細になり､明確化 している｡

(近)96年北京市組織条例第34条は､人民代表が逮捕され刑事裁判の被告となった場合

等について規定しているが､これは89年北京市組織条例にはまったくみられなかった規

定である｡

(1)96年北京市組織条例第35条は､｢郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､同級人民代

表大会の会議に出席しなければならない｡病気もしくはその他の特殊な原因で出席できな

い者は､必ず主席あるいは副主席に対して番面で休暇を願いでなければならなず､主席あ

るいは副主席は大会議長団に報告する｡許可を受けずに 2度同級人民代表大会の会練に主

席 しなかった代表は､代表資格を失う｣ と､入代-の出席義務を明確かつ厳 しく規定して

いる｡ 89年北京市組織条例第30条にも同様の主旨の規定があるが､代表資格の失効に

までの言及はない｡

(m)物質的な便宜補助および費用については､89年北京市組織条例第 31条が規定し､

財政からの支出についても言及されている｡同様規定は96年北京市組織条例第36条で

は3項に及び､所属単位が提供すべき物質的以外の待遇についても規定している｡

(n)96年北京市組織条例第38条第 2項は､入代閉会期間中の代表小委員会について規

定している｡89年北京市組織条例には同様の規定はみられず､｢代表小委員会｣という単

語も存在しない｡この代表委員会の実際の職権については､郷鎮入代に常務委員会が設け

られていないことと関連して､注目していく必要があるだろう｡

以上､｢89年北京市組織条例｣と ｢96年北京市組織条例｣を対照しながら､｢北京市

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣の96年の改正点について簡単な整理を試みてき

た｡ ｢(Ⅰ)人民代表大会 ･議長団 ･主席の権限に関するもの｣についてみれば､その職権

の強化は明らかである｡その背景には､実際の立法の必要が､立法機関としての役割を持

っ入代の権威を押し上げている側面が作用しているように思われる｡また､82年憲法が
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保障した県人民代表大会と郷 ･鎮人民代表大会代表の直接選挙の影響も併せて考慮しなけ

ればならない｡｢(Ⅱ)政治過程の公開化 ･政治参加 ･ルールの明確化等に関するもの｣につ

いてみても､その実際の運用状況はともかく､条文の文面にみる限り､この度の改正の積

極的な意義は充分に認めることができるO

前述の通り､この条例の改正の背後には､ 1995年の ｢地方人民代表大会および地方

人民政府組織法｣の改正がある｡上述の検討箇所について言えば､(トA)の(a)(C)(e)､(卜C)

の(a)(b)(e)､(Ⅱ)の(a)(C)(d)(e)(a(g)(h)(i)G')は全て､95年の地方入代 ･政府組織法改正を受

けたものである｡そのようにみる限りにおいては､北京市組織条例の96年の改正は､上

位法規の従属変数としての消極的意義しか兄いだせないことになる｡

しかし､北京市組織条例の96年の改正の意義はこれだけにとどまるものではない｡例

えば､以下の諸点について､96年北京市組織条例の内容は､95年地方入代 ･政府組織

条例と較べても遜色なく､見方によってはより詳細 ･明快でさえある :主席 ･副主席の選

挙(4条(6));主席 ･副 主席の罷免(4条(7));臨時会の開催(5粂);提出試案の撤回(9粂);

議長団選出における｢予備会議｣の削除(17条);議事日程の取扱(18粂);専任職指定(20

条1);入代閉会中の主席の職権(20条2);議長団会藩の職権(21条);主席 ･副 主席の政

府会議-の参加(22条);候補者定員の決定(31条)(その他､89年北京市組織条例の場

合だが :予備会議(10条);常務主席(11条);行政による立法の兼任禁止規定(11条2);

民族郷の郷長(20条);郷鎮長の任期内の異動の禁止(24条);郷鎮長の異動の際の辞職同

意 ･免職決定権(24粂))｡組織条例が上位法規である地方入代 ･政府組織法に対してもつ

関係からして当然の側面もないではないが､しかし､それにとどまらない積極的意義を条

文の中に兄いだすことは不可能ではない｡それはあるいは､地方入代 ･政府組織法が全国

を念頭において､その意味では最大公約数的に立法されたものであるのに対し､北京市組

織条例が成熟した先進地域を対象としていることとも関係 していよう｡類似の組織条例は

じつはその他の30余 りの省 ･自治区 ･直轄市にも存在する｡それら各地域の文化には大

きな違いがある｡特に民族自治区ではそうであろう｡そして､経済発展の度合いも大きく

かけ離れている｡ここに比較 ｢組織条例｣論の可能性もみえてこよう｡報告としては､は

なはだ不完全な内容ではあるが､問題発見的試みとして､とりあえず稿を締めくくること

としたい｡以下には､資料として ｢96年北京市組織条例｣の試訳を添付させて頂くこと

とした (｢89年北京市組織条例｣は紙幅の都合で割愛させて頂かざるをえない)O大方の

ご叱正を頂戴できれば幸甚である｡

現在､中国の地方 ･基層社会は急速な構造変動を遂げつつあるが､その大きな要因のひ

とつは､村民委員会主任 (いわゆる村長)選挙､郷 ･鎮入代選挙､県人代選挙などの直接

選挙の実施 ･拡大であり､一部地域に限られるとはいえ､郷 ･鎮長の直選 ･公選の試み､

さらに郷 ･鎮の党委員会書記 ･村党支部書記の公選等の試みであることは疑いがない｡グ

ローバリゼーション研究を課題とする本研究プロジェクトにおいて､筆者は北京市をフィ

ール ドに地方選挙の実施状況と､それが地方権力構造にもたらす変化に関する研究を構想
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しているO添付資料は､そのための予備作業の-環としての意味を持つものである｡
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【資料】 1996年 ｢北京市郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例｣(試訳)

1989年 9月 21日,北京市第 9期人民代表大会常務委員会第 13回会詩で採択｡

1996年 5月 30日,北京市第 10期人民代表大会常務委員会第 27回会議の ｢『北京市郷 ･

民族郷 ･鎮人民代表大会組織条例』を改正することに関する決定｣

に基づき修正｡

目次

第 1草 総則

第 2章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の職権

第 3章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議

第 4章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会議長団 ･主席 ･副主席

第 5章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長の選挙

･罷免および補欠選挙

第 6章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の代表

第 7章 附則

第 1車 線則

第 1条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会制度の建設を強化するため､｢中華人民共和国憲法｣

および ｢中華人民共和国地方各級人民代表大会および地方各級人民政府組織法｣の関連

規定に基づき､本市県の具体状況を加味して､本条例を制定する｡

第 2条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は基層の国家権力機関であり､民主集中制の原則

を実行する｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は選挙民の直接選挙により組織され､人民に対 して責任

を負い､人民の監督を受ける｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民政府は､郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会による選挙によって成立し､

同級人民代表大会に対 して責任を負い､その監督を受ける｡

第 3条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の毎期の任期は 3年である｡

第 2章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の職権

第 4条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は以下に記載する職権を行使する｡

(1) 当該行政区域内において､憲法 ･法律 ･行政法規 ･本市の地方的法規 ･行政規定

および上級人民代表大会および常務委員会決議の遵守と執行を保証すること｡

(2) 職権の範囲内で決議を採択 し公布すること｡

(3) 国家計画にしたがって､当該行政区域内の経済建設 ･文化建設および公共事業建
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殻の計画を審査し決定すること｡

(4) 当該行政区域内の財政予算および予算執行状況の報告を審査し批准すること｡

(5) 当該行政区域内の経済 ･民政 ･民族 ･治安 ･教育 ･科技 ･村鎮建設 ･環境および

資源保護 ･文化 ･衛生 ･計画生育などの業務のうち重大な事項を討論し決定するこ

と｡

(6) 同級人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長を選挙するこ烏

(7)法律により同級人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副錬長を羅免

すること｡

(8) 郷 ･民族郷 ･錬人民政府の兼務報告を聴取し審査すること｡

(9) 郷 ･民族郷 ･鎮人民政府の不適当な決定および命令を取り消すこと｡

(10) 社会主義全人民所有の財産および勤労大衆集団所有の財産を保護し､市民の私的

所有の合法的財産を保護 し､社会秩序を維持 し､市民の人格的権利 ･民主的権利お

よびその他の権利を保障すること｡

(ll) 各種の経済組織の合法的権益を保護 し､頗柑謂負経常戸 ･個人工商業戸の合法的

権益を保護すること｡

(12) 少数民族の権利を保護すること｡

(13) 憲法と法律が女性に賦与した男女平等 ･同-労働同一貸金および婚姻自由など各

項目の権利を保障すること｡

民族郷と少数民族が集住する郷 ･鍵の人民代表大会が職権を行使するとき､民族

の特徴に適合 した具体的措置をとらなければならない｡

第 3章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会誌

第 5粂 郷 ･民族郷 ･錬人民代表大会の会議は､半年ごとに少なくとも1回開催する｡毎

年の第 1回目の会議は 3月末までに開催されなければならない｡

各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会第 1回会議は､同期の人民代表大会代表選挙が終

了した後､2カ月以内に開催され､前一期の人民代表大会議長団が招集する0

5分の 1以上の代表の提案もしくは議長団の決定を経て､臨時に郷 ･民族郷 ･鎮人民

代表大会の会議を招集することができる｡

第 6条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議は､必ず 3分の 2以上の代表が出席 しては

じめて開催される｡

第 7条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議は､議長団が招集し主宰する｡

第 8粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会は各回の会議に際して予備会議を開催 し､当該回

の議事日程およびその他の準備事項を欽定する｡

各期の人民代表大会第 1回会議の予備会議は､前回の人民代表大会議長団が主宰する｡

第 9条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が会議を開催するとき､議長団および郷 ･民族郷 ･

鎮人民政府は､同級の人民代表大会の職権の範囲に属する議案を提出することができ､
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議長団が人民代表大会の会議に提起し審議に付することを決定する0

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は5名以上での連名で当該級の人民代表大会の職権

の範囲に属する議案を提出することができ､議長団が会議の議事 日程に組み込むか否か

を決定する｡

人民代表大会に対して提出された議案で､大会の裁決に付される前に､議案提出者が

撤回を求めたものについては､議長団の同意を経て､会議は当該議案に対する審議を即

時に停止する｡

第 10条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の各議案に対する審議は､大会の全体会議で行わ

れる｡代表の人数が比較的多い場合には､小委員会で議論 し､それから大会で審議する

こともできる｡

第 11条 郷 ･民族郷 ･錬人民代表大会が選挙を行い､決議をする場合には､全代表の過

半数で議決される｡

第 12粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の会議を開催しているとき､代表は 10名以上の連

名で書面で同級人民政府に対して質疑案を提出することができる｡代表総数が40名以

下の場合には､5分の 1以上の代表の連名で質疑案を提出することもできる｡質疑案は

必ず質疑対象 ･質疑される問題および質疑の内容についてはっきりと記載しなければな

らない｡

議長団は質疑の回送を決定し､質疑を受けた機関が議長団会議 ･大会全体会議で口頭

で回答するか､あるいは質疑を受けた機関が書面で回答する｡議長団会詩で回答するも

のについては､質疑案を提案 した代表は会鼓に列席し､意見を述べる権限を有する｡諌

長団が必要と認めるとき､質疑案に対する回答の状況報告を印刷 し会議で配付すること

ができる｡

質疑案に対して口頭で回答する場合には､質疑を受けた機関の責任者が会議にきて回

答する｡質疑案に対して書面で回答する場合には､質疑を受けた機関の責任者が署名し､

諌長団が印刷し会議で配付するか､あるいは質疑案を提出した代表に配付する｡

質疑案を提出した代表の半数以上が回答に不満な場合には､議長団の決定を経て､質

疑を受けた機関が再度回答をする｡質疑案の状況が複雑な場合には､議長団の決定を経

て､質疑を受けた機関は大会後 3カ月以内に関係代表に対して回答 し､議長団に報告す

る｡

第 13条 郷 ･民族郷 ･鎮の人民代表大会が議案を審議するとき､代表は同級人民政府に

対して質問を提起することができ､関係機関の責任者が説明を行 う0

第 14粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が会議の期間中に各方面の業務に対して提出

した建議 ･批判および意見は､議長団が関係機関および組織の研究処理に付 し､回答に

責任を持つ｡関係機関および組織は3カ月以内に､状況が複雑な場合には6カ月を超え

ずに､回答をしなければならない｡緊急に処理する必要があるか条件付きで処理するも

のについては､会議の期間中に処理するか処理方法を提案 し､代表に回答しなければな
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らない｡

第 15粂 各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会第 1回会藩では､議長団が代表の中から指

名 し､大会で議決 して､代表資格審査委県会を設立する｡その職権が行使されるのは同

期人民代表大会任期が満了するまでとする｡

新期郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が選出された後､前-期代表資格審査委員会に

よって審査が行われ､前-期人民代表大会試長団に報告が提出され､鶴長団の審親衛決

後に､新期人民代表大会第 1回会議の予備会議で公表される｡

第 16条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が会議を開催するとき､郷長 ･削郷長 ･錬長 ･副

鎮長が会親に列席する｡その他の関係機関 ･団体の寮佳肴は､鵡長団の決定を経て､会

議に列席することができる｡

列席者の人数は代表総数の2分の 1を超えてはならない｡

第 4牽 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会親長団 ･主席 ･副主席

第 17粂 郷 ･民族郷 ･錬人民代表大会諌長団は同級人民代表大会会鵜が選挙して選出す

る｡

髄長団は原則的に5人から9人で構成される0

第 18粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会級長団は､代表大会会親が開催される期日を決定

し､会議の議事日程草案を提出し､会議に先立つ各準備作業を完了する｡

第 19条 郷 ･民族郷 ･鏡人民代表大会級長団には主席を置き､1人から2人の副主席を

設けることもできる｡主席 ･副主席は同級人民代表大会が､代表の中から選出し､任期

は同級人民代表大会の各期の任期と同じであるO主席､副主席は議長団の構成農であるO

主席は諮長団会鵜を招集 し主宰する責任を負う｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席は国家行政機関の職務を担当してはならな

いO国家行政機関の職務を担当する場合には､必ず同赦人民代表大会に卸して主席 ･副

主席の職務を辞さなければならない｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会には秘書 1名を置くことができ､主席 ･副主席が日常事

務を処理するのを助けるO

第 20条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席のうち少なくとも1名は専任職とす

る｡

主席 ･副主席は本級人民代表大会閉会期間には以下の業務に責任を負う｡

(1) 憲法 ･法律 ･法規および上級人民代表大会および常務委員会および同級人民代表

大会決議の本行政区内における遵守および執行状況を了解し調査するとともに､意

見 ･建議を提出すること｡

(2) 同級人民政府および関連する部門が代表が提出した建議 ･批判および意見を処理

するのを促し検査すること｡

(3) 代表が民主評議を展開するよう組織 し､評議を受けた部門に対して建議 ･批評お
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よび意見を提起し､調整改善を促すこと｡

(4) 代表が視察 ･検査および調査活動を展開するよう組織すること｡

(5) 同級人民代表大会代表と連絡をとり､代表の小委員会が活動を展開し､経験を交

流するよう推進する｡

(6) 人民代表と大衆の郵便と訪問を接受し処理し､関連部門に対 し代表と大衆の建議

･批判および意見を反映させること｡

(7) 同級人民代表大会が付託した関連事項を処理すること｡

第 21条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副 主席は大会閉会期間議長団会議を開催 し

関連事項を耗論することができる｡民主評議の予定 ･閉会期間の業務計画および代表

活動計画等は､議長団会議の議論を経なければならない｡

第 22条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席あるいは副 主席は､業務の必要に基づいて､

同級人民政府会議に参加することができる｡

第 5章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長の選挙

･罷免および補欠選挙

第 23条 各期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の第 1回会議は､選挙によって同級人民代

表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長を選出する｡

民族郷の郷長は設立される民族郷の少数民族の市民が担当するO

第 24条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副 横長の候

補者は､同級人民代表大会議長団が指名するかあるいは代表 10名以上が書面で連名で

指名する｡

議長団が指名する候補者数､各代表と他の代表が共同で指名する候補者数は､ともに

定員を超えてはならない｡

指名者は指名 された候補者の状況をありのままに紹介 しなければならない｡

第 25粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･郷長 ･鎮長の候補者数は､原則的に 1名多

くなければならず､差額選挙を行う｡もし指名された候補者がただ 1名の場合には､等

額選挙を行 うこともできる｡副主席 ･副郷長 ･副鎮長の候補者数は定員より1名から3

名多くなければならず､同級人民代表大会が定員に基づいて選挙弁牡中に具体的な差額

数を規定し､差額選挙を行 う｡

もし指名された候補者数が選挙弁法に規定された差額数に合致する場合には､議長団

が代表に捷起し醜醸 ･討論された後､選挙を実施する｡もし指名 された候補者数が選挙

方法に規定された差額数を超えた場合には､議長団が代表に提起し醜醸･討論された後､

予備選挙を実施する｡予備選挙における得票の多寡の順序に基づき､選挙弁法に規定さ

れた差額数に照らして､正式の候補者名簿を確定し､選挙を実施する｡

第 26条 選挙は無記名投票方式を採用する｡代表は確定した候補者に賛成投票をするこ

ともできるし､反対投票をすることもでき､選挙弁法の規定に照らして別にその他の者

-37-



を選ぶこともでき､棄権することもできる｡

各回の選挙で投じられた票数は､投票人数と同じであるか､それより少ない場合に有

効であり､投票人数より多い場合には無効となる｡

各投票所で選ばれた人数は､規定された定員と同じであるか､それより少ない場合に

有効であり､定員より多い場合には無効である｡

第 27粂 過半数の得票を得た候補者数が定員を超えたときには､得票数の多い方を当選

とする｡票数が同じで当選者を確定できない場合には､得票数が同じ候補者に対して再

度投票を行い､得票数が多い候補者を当選とする｡

過半数の得票を得た候補者数が定員よりも少ない場合には､不足の定見について別に

選挙を行 う｡別に選挙を行 うとき､第 1回の投罫で得た得寮の多寡の順序に基づいて候

補者を確定し､本条例の規定する手順で別に指名を行い､候補者を確定する｡同級人民

代表大会の決定を経て､不足の定農についての別選挙は同期の人民代表大会の会鶴で行

うことができ､次回の人民代表大会の会強で行うこともできる｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の副主席 ･副郷長 ･副鎮長の選挙を別に行うとき､本条

例第 25条の規定に照らして､差額数を確定し､差額選挙を行う｡

第 28粂 郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長は

同級人民代表大会に対 して辞職願を提出することができ､大会が辞職を受理するか密か

を決定する｡

郷 ･民族郷 ･鏡の人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･錬長 ･副鎮長は任期

内は原則として異動してはならない｡個別に異動が必要な場合には､人民代表大会が辞

職の受け入れ､もしくは免職を決定しなければならない｡人民代表大会が辞職の受け入

れ､もしくは免職を決定する以前に職を離れてはならない｡

第 29条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が会詩を開催 しているとき､議長団あるいは5分

の 1以上の代表が連名で､同級人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮

長の罷免案を提出することができ､議長団が大会の審議に提案する｡罷免案にははっき

りと罷免の理由が記載されなければならない｡

罷免案を提出された者は議長団会議もしくは全体会議に弁明意見書を提出する権限を

有する｡議長団会議に書面で提出された弁明意見書は､議長団が印刷 して会議に配布す

る｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席が代表職を罷免された場合には､主席 ･副

主席の職務は相応 して解かれ､議長団が公告する｡

第 30粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会主席 ･副主席 ･郷長 ･副郷長 ･鎮長 ･副鎮長の補

欠選挙には､必ず人民代表大会を招集 しなければならない｡補欠選挙に際しては､候補

者数は定員より多くすることもでき､定員と同数とすることもできる｡補欠選挙の形式

は､同級人民代表大会が決定するO
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第 6章 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会の代表

第 31条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表の定員の確定と代表の選挙は､｢中華人民共和

国全国人民代表大会および地方各級人民代表大会選挙法｣および ｢北京市区 ･県 ･郷 ･

鎮人民代表大会代表選挙実施細則｣の規定に基づいて処理する｡

第 32条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表の任期は､各期の郷 ･民族郷 ･鏡人民代表大

会が第 1回の会議を開いた時点から､次期の郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会が第 1回の会

議を開くまでとする｡

第 33条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､人民代表大会の会議における発言および

表決について､法律上の責任を追求されない｡

第 34粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が､もし逮捕され､刑事裁判の被告 となり､

あるいは法律の規定するその他の人格的自由を制限する措置をとられた場合､執行機関

は即刻郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会に報告しなければならない｡

第 35粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､同級人民代表大会の会議に出席 しなけれ

ばならない｡病気もしくはその他の特殊な原因で出席できない者は､必ず主席あるいは

副主席に対して書面で休暇を願いでなければならなず､主席あるいは副主席は大会態度

団に報告する｡許可を受けずに2度同級人民代表大会の会議に主席 しなかった代表は､

代表資格を失う｡

第 36条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､人民代表大会の会議に出席 し代表の職務

を執行するとき､その所属単位は必ず時間保障､通常出勤扱い､草受獲得すべき給与お

よびその他の待遇を与えなければならない｡

代表が代表の職務を執行するとき､実際の状況に基づいて､適切な補助を与えること

ができる｡

代表の清動に必要な費用は､同級の財政予算から支出される｡

第 37条 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は模範的に憲法と法律を遵守し､国家機密を

守らなければならず､自らが参加する生産 ･業務および社会生活において､憲法と法律

の実施に協力し､人民のために服務するよう努力しなければならない｡

第 38粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は､選挙民と密接なっながりを保ち､法律と

政策を宣伝 し､同級人民政府が業務を推進するのに協力するとともに､人民代表大会お

よび人民政府に大衆の意見と要求を反映させなければならない｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は閉会期間には代表小委員会を設置し､代表の活動

を展開する｡

第 39粂 郷 ･民族郷 ･鎮は､人民代表大会代表が溝挙民と連絡をとれる制度および議長

団主席 ･副主席および同級人民政府指導者が代表と連絡をとれる制度を設置 しなければ

ならない｡

第 40粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表は選挙民の監督を受ける｡選挙民は自己の選

出した代表を罷免する権限を有する｡代表を罷免するには､当該の選挙区の過半数の選
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挙民による採決を経なければならない｡

第 41粂 郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表に欠員がでた場合には､当該の選挙区の選挙

民によって補欠選挙がなされる｡

郷 ･民族郷 ･鎮人民代表大会代表が､任期内に異動あるいは当該行政区域から移動す

る場合には､その代表の資格はそのまま終了する｡欠員については別に補欠選挙を行 う｡

代表の欠員の補欠選挙にあたっては､代表候補者数は定員より多くすることもでき.､

定員 と同数とすることもできるO

第 7章 附則

第 42条 本条例は 1990年 1月 1日から施行する｡

(訳 真水廉樹)

注 :原文の ｢主席団｣は基本的に ｢議長団｣と訳出した｡他方､原文の ｢主席｣､｢副 主

席｣については､｢議長｣､｢副議長｣とはせずに､｢主席｣､｢副 主席｣と訳出した｡
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