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国の標語: Einigkeit und Recht und Freiheit （ドイツ語: 統一と正義と自由）
公用語 ドイツ語
首都 ベルリン
最大の都市 ベルリン
政府

大統領 ヨアヒム・ガウク
首相 アンゲラ・メルケル

面積
総計 357,021km2（61位）
水面積率 2.2%

人口
総計（2010年） 81,750,000人（16位）
人口密度 231人/km2

GDP（自国通貨表示）
合計（2008年） 2兆4,920億ユーロ (€)

GDP（MER）
合計（2008年） 3兆6,675億ドル（4位）

GDP（PPP）
合計（2008年） 2兆9,104億ル（5位）
1人あたり 35,441ドル

843年 形成
1871年 統一（ドイツ帝国）
1949年5月23日 連邦共和国成立
1990年10月3日 東西再統一
通貨 ユーロ (€)（EUR）

ドイツの基本情報

国旗

国章

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
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ドイツ連邦共和国は、ヨーロッパの中央に位置し、世界に向かって開かれ
た民主国家。豊かな伝統の上 に立って、活力にあふれた現在の社会を
築き上げている。ドイツは世界でも有数の経済大国であり、革新力をもっ
た科学大国であると同時に、創造経済の面でも 秀でており、活気ある文
化生活を育んでいる。ドイツの人口は8200万人で、欧州連合の中最大。

国土：ヨーロッパの中央
ド イツはフラ ンス、スイス、オーストリア、チェコ、ポーランド、 デンマーク、
オランダ、ベルギー、ルクセンブルク 9ヶ国に囲まれ、面積は約357,000 
km²で、北は北海とバルト海から南はアルプス山脈にまで広がる。ライン
河やドナウ河、エルベ河など、ヨーロッパ有数の大河がドイツを流れる。
国土は実に多彩で魅力にあふれる。大小の山があり、湖の広がる風景が
あり、森があり、全長およそ2390 kmにわたってのびる海岸線がある。

歴史：断絶と新生
自由な民主主義と、機能的な議会制度を確立するにいたるまで、ドイツ
は歴史上、多くの断絶を乗り越えてきた。これには三月革命（1848）の失
敗、ワイマール共和国（1919-1933）、そしてナチスによる「歴史の 断層」、
ホロコースト、第二次世界大戦（1933-1945）があげられる。第二次世界
大戦のひとつの帰結として、ドイツは、ドイツ連邦共和国とドイツ民 主共
和国（DDR）に分裂した。しかし、DDRの人々による平和革命を経て、
1989年にベルリンの壁が崩壊。その後、第二次世界大戦の戦勝国と締
結した 2プラス4条約によって環境が整えられ、1990年10月3日、ドイツは
再統一を果たした。

ドイツの地理・歴史
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http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/home1.html

日本との緯度関係

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84



ドイツ経済

経済：グローバル市場における確かな拠点

ド イツは欧州連合中最大の経済大国であり、世界でも第4位に位置する。輸出国としても、ドイツは世界第2位である。
ドイツ企業の名声は世界でもきわめて高 く、品質の証「メイド・イン・ジャーマニー」を代表し、革新と品質と先進技術の
代名詞となっている。よく知られた「グローバルプレーヤー」だけではなく、 中小企業の中にも世界のマーケットリーダー
が数多く存在するのが、ドイツ産業界の特徴である。主要な産業分野としては、自動車産業、機械工業、電機・電子
産業、化学産業、環境技術、ナノテクノロジーなどがある。国外投資家にとっても、ドイツは魅力的な投資先である。

世界のトップ企業500社を含め、総計約 4万5000の外国企業がドイツに拠点をおいている。
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学術：革新的な教育と研究の国
ドイツは「発想の国」である。教育、学術、研究開発には特に重きが置かれている。ドイツにはおよそ370の大学があり、世界の学生にとっては、
アメリカ合衆国とイギリスに次いで、魅力的な留学先となっている。欧州諸国の中では、ドイツは特許出願の最も多い国であり、世界的に見て
も、日本とアメリカと並んで、最も革新的な3カ国のひとつ。これまでにノーベル賞を受賞した80人のドイツ人のうち、68人は自然科学における
功績により受賞。大学外の研究機関としては、マックス・プランク協会、フラウンホーファー協会、ライブニッツ協会、それにヘルムホルツ協会
等のもとに数百におよぶ研究所があり、理想的な研究環境を科学者に提供して、国際的な名声を獲得している。

社会：多様性を生きる
ド イツの人口は8200万人、うちおよそ1500万人は移住を背景とする人々である。このうち700万人は外国人で、800万人はドイツ国籍をもっ
ている。 ライフスタイルの多様性や、多彩な民族文化が、ドイツ社会の特徴。しかし、社会がさまざまに変化したにもかかわらず、最も重要な
社会的準拠集団とみなされているのは、依然としてやはり家族である。多くの人々は良質の教育を受け、世界的に見ても高い生活水準で暮
らし、自分らしい生き方を実現するための自由を持っている。

文化と言語：豊かな伝統と創造的現在
ドイツは、ゲーテやシラーやトーマス・マン、そしてバッハやヴァーグナー やベートーヴェンの国である。文化は、ドイツでは伝統的に大きな位
置を占めており、多様な側面をもっている。ドイツにはおよそ300の劇場と130のプロ のオーケストラがあり、また630ある美術館は国際的にも
一流のコレクションを持つ。初版・再販合わせて毎年およそ9万4000点の書籍が出版されるドイツは、書籍大国でもある。若手の画家たちは
世界でも人気があり、ドイツ映画も世界各国であらたな成功を収めている。
ドイツ語を母語として話す人はおよそ1億2000万人。欧州連合の中で最も多く母語として話されているのはドイツ語である。目下、世界中で
1700万人が、さまざまな機関で、外国語としてドイツ語を学んでいる。

ライフスタイル：生活の質の高さ
ド イツは、現代的で開かれた国であり、生活の質は高く、さまざまな面にわたって、多国籍的な多様さを特徴とする。ドイツが提供するライフス
タイルと日常文化 は実に多様なのである。ドイツ料理は地域によってさまざまであり、三つ星レストランの数も、ドイツはフランスに次いで多い。
13に分かれるワイン用葡萄栽 培地域では、高い品質をめざして努力が続けられており、ドイツのリースリングワインは国際的に成功を収めて
いる。旅行先としてもドイツの人気は高く、外国 から訪れる観光客も多い。首都ベルリンや、文化史の面で重要な観光地のほか、水準の高い
コンサートやフェスティバル、それに大規模なスポーツイベントも、ドイツで休暇を過ごす人々をひきつけている。ドイツには14の国立公園と、
101の自然公園、それに15の自然保護区がある。
モードとデザインが果たす役割も大きく、ドイツはこの分野でも国際的に成功を収めている。またドイツの建築家も世界で活躍しており、その中
には持続可能な建築を専門とする者も少なくない。

ドイツの学術、社会、文化と言語、ライフスタイル
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連邦共和国制（連邦と州の関係）
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ドイツ連邦共和国は連邦制国家であり、連邦も、16の
連邦州も、それぞれ独立した権限を有する。外交政策、
ヨーロッパ政策、防衛、司法、労働、社会福祉、 租税、
保健の各分野は連邦が管轄し、国内の治安、学校、大
学、行政、および市町村の各分野は州の管轄である。

連邦の管轄は主として立法に限定され、連邦各州は
連邦参議院を通じて代表を送り、連邦の立法過程に
参加する。
これに対し、州の行政は、州の法律のみならず、連邦
の法律をも実行する任務を有する。

連邦と州でこのように任務を分担する根拠は、ドイツ
の歴史にある。すなわち、国民国家としてのドイツは、
1871年に多数の独立国が連合して成立したものであ
り、したがってこれ以上大きな中央集権的な国家行政
は必要がないのである。

16州のうち3州は都市州として特別な位置を占め、
州の領域はそれぞれ大都市の ベルリン、ブレーメン、
ハンブルクに限定されている。その他のいわゆる広域
州は、多数の市町村からなっている

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/political-system.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84

国章旧東西ドイツ
国境線



ドイツの１６州 概要
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大都市
ベルリン（人口：340万人）、ハンブルク（170万人）、
ミュンヘン（130万人）、ケルン（100万人）、
フランクフルト・アム・マイン（67万6000人）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84



ドイツ連邦共和国は、16 の州 (Land) から構成される連邦国家であり、各州は、単に法人格を持つ地方公共団体ではなく、それぞれが主権
を持ち、独自の州憲法、州議会、州政府および州裁判所を有する国家 (Staat) である。州こそがドイツ地方行政の要である。今日の Land 
は、ヴァイマル共和国時代から先の大戦終結前（1920年から1945年）の間、Bundesstaat と呼ばれていたためか正式名称とは別に
Bundesland （連邦州）と呼ばれることもある。

州政府の行政組織は州首相府、財務省、内務省、法務省、環境・自然保護・農業・

消費者保護省ほか総数で10数省があり、各省の監督下に Regierungsbezirk

（「行政管区」あるいは「県」とも訳される）、その下位のLandkreis （「郡」）、

郡から独立した Kreisfreie Stadt （「独立市」）、郡の下位の Gemeinde

（「市町村」）の階層毎に州行政が執行される。

首都ベルリンや国際港湾都市ハンブルクは各々単独で州としての

行政権限が認められ、また同じくブレーメンとブレーマーハーフェン

は少し距離的に離れた二つの都市であるが同じく一つの州と

して認められている。これらは都市州 (Stadtstaat) とも呼ば

れ、下位の行政区分として Stadtbezirk （「区」）がある。

都市州以外の州は以下の行政区分に細分される。

行政管区 : バーデン＝ヴュルテンベルク州には4つ、バイエルン自由州では7つ、ヘッセン州では3つ、ノルトライン＝ヴェストファーレン州で
は5つ、ザクセン自由州には3つある。

郡 ： 行政管区の下位にある行政区分。 ドイツ全国には現在 323 郡が存在する。郡長は住民の直接選挙で選ばれる。

郡に属さない独立市 : 人口は小さいが、概念的には日本における政令指定都市に概ね該当する自治体である。郡レベルの業務も独自に
処理できる自治体である。通常は10万人以上の住民を擁する大都市、あるいは比較的大きな中都市が郡から独立するが、最も小さな独立
市としてラインラント＝プファルツ州の人口35,000人のツヴァイブリュッケンがある。 全国に117の独立市がある。

市町村連合 (Kommunalverbände) : いくつかの連邦州では「郡」と「市町村」の中間体として種々な形態を有し、種々な行政サービスを共用
する市町村連合 (Kommunalverbände あるいは Verwaltungsgemeinschaften) がある。それは各州により様々な名称で呼ばれている。例
えば、Amt、Samtgemeinde、Verbandsgemeinde、Gemeindeverwaltungsverband がある。

市町村 (Gemeinde) : これは地方自治権を有する最低の地方公共団体レベルである。日本では基礎自治体と呼ばれる。2006年3月1日現
在、ドイツでは12,320 市町村と 248 無市町村地区 (Gemeindefreies Gebiet) がある。

州＝国 （連邦行政のピラミッド）
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市町村連合



ドイツ連邦 立法・行政・司法
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%81%AE%E6%94%BF%E6%B2%BB

現 ヨアヒム・ガウク大統領



ドイツの連邦議会・連邦参議院
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http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/political-system/main-content-04/the-bundestag.html



ドイツの政党
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キリスト教民主・社会同盟（CDU/CSU）
中道右派のキリスト教民主主義・保守政党であると理解されている。欧州のキリスト教民主党系に属し、バイエルンを除くドイツ
全国でキリスト教民主同盟CDU）として活動している。しかしバイエルン州では独自の活動をせず、緊密な関係にあるキリスト
教社会同盟（CSU）に活動の場を譲っている。連邦議会においては両党の議員が一つの院内会派を形成している。
歴代党首のうちコンラート・アデナウアー、ルートヴィヒ・エアハルト、クルト・ゲオルク・キージンガー、ヘルムート・コールが連邦首
相となって政権を担当。2005年11月からはアンゲラ・メルケル党首が連邦首相となって政権与党となっている。このキリスト教
民主同盟と社会民主党 (SPD) がドイツにおける二大政党である。国際民主同盟加盟。

ドイツ社会民主党（SPD）
ドイツの政党システムにおける二大勢力の一翼をなし、欧州の社会民主党および民主社会党系に属する。CDU/CSUとSPDは、
原則的に、社会国家を肯定する立場をとる。CDU/CSUはどちらかといえば自営業者、経営者、企業家といった層を吸収し、
SPDは労働組合寄りである。度々政権を担当しており、最近では1998年から2005年11月までは同盟90/緑の党と連立を組ん
で政権を担当し、2005年から2009年までは、CDU/CSUの連立与党となっていた。

自由民主党（FDP）
欧州のリベラル政党の系列に属する。FDPが信条とするのは、市場への国家の介入を可能な限り抑えることだ。FDPは、特に
高所得層、高学歴層から支持されている。旧西ドイツの成立から、1998年までアデナウアー政権の一時期とキージンガー左右
「大連立」政権を除く全ての内閣で、CDU/CSU、SPDの二大政党のいずれかと連立内閣を組んで国政に参加し、ドイツ連邦議会
のキャスティング・ボートを握る存在として影響力を保ってきた。

同盟90／緑の党
欧州の緑の党あるいは環境党の系列に属する。緑の党の政治綱領の特徴は、市場経済と国が管理する自然保護・環境保護
規定の組み合わせにある。緑の党もどちらかといえば、高所得で平均以上の学歴を持つ有権者に支持されている。
2011年現在はドイツ連邦議会で68議席を持つ5番目に大きい党であり、80年代以降一定の勢力を持つ野党である。1998年か
ら2005年まではドイツ社会民主党と連立政権を組み、脱原発・風力発電の推進・二酸化炭素の削減など環境政策を進展させ、
国民的人気の高いヨシュカ・フィッシャー外相などの閣僚も送り出した。 1989年と1990年には、東ドイツの民主化に関わった市民
グループが同盟90を結成、1993年に緑の党と統合した。

左派党
ドイツの重要な政治勢力としては最も新しいものである。左派党がとりわけ多くの支持を得ているのは、再統一によって連邦共
和国に加盟した５つの州であるが、その他の州においても、最近では州議会に議席を獲得している。社会的公正をテーマに
かかげる政党であり、したがって特にSPDと競争関係にある。



訪問先の基本情報
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州名 ドイツ語名
面積
(km²)

人口
人口密度
(人/km²)

州都 ドイツ語州都

01バーデン＝ヴュルテンベルク州 Baden-Württemberg 35,751.65 10,717,419 299シュトゥットガルト Stuttgart

02バイエルン自由州 Freistaat Bayern 70,549.19 12,443,893 177 ミュンヘン München

03ベルリン Berlin 891.75 3,387,828 3,812― ―

04ブランデンブルク州 Brandenburg 29,478.63 2,567,704 87ポツダム Potsdam

05自由ハンザ都市ブレーメン Freie Hansestadt Bremen 404.23 663,213 1,642ブレーメン Bremen

06自由ハンザ都市ハンブルク Freie und Hansestadt Hamburg 755.16 1,734,830 2,310― ―

07ヘッセン州 Hessen 21,114.72 6,097,765 289ヴィースバーデン Wiesbaden

08 メクレンブルク＝フォアポンメルン州 Mecklenburg-Vorpommern 23,174.17 1,719,653 74シュヴェリーン Schwerin

09ニーダーザクセン州 Niedersachsen 47,624.22 8,000,909 168ハノーファー Hannover

10 ノルトライン＝ヴェストファーレン州 Nordrhein-Westfalen 34,083.52 18,075,352 530デュッセルドルフ Düsseldorf

11ラインラント＝プファルツ州 Rheinland-Pfalz 19,847.39 4,061,105 209マインツ Mainz

12ザールラント州 Saarland 2,568.65 1,056,417 412ザールブリュッケン Saarbrücken

13ザクセン自由州 Freistaat Sachsen 18,414.82 4,296,284 233 ドレスデン Dresden

14ザクセン＝アンハルト州 Sachsen-Anhalt 20,445.26 2,494,437 121マクデブルク Magdeburg

15シュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州 Schleswig-Holstein 15,763.18 2,828,760 179キール Kiel

16テューリンゲン自由州 Freistaat Thüringen 16,172.14 2,355,280 145エアフルト Erfurt



バーデン＝ヴュルテンベルクの州政府は、州内を4つの行政管区 (Regierungsbezirke) に分けて、その地域にある地方
自治体の活動を監督する。これらの行政管区は自治体ではなく、議会を持たない行政官庁である。

また、各行政管区に3ずつ、計12の地域連合 (Regionalverband) がある。
これは国土計画の整備・管理を行うために作られた公法人で、所属する
郡や独立市の地方議会から代表が送られている。2つの地域連合には、
州の垣根を越えて隣接州内の自治体も参加している。

州の下級行政単位（地方自治体）は、35の郡 (Landkreis) と、郡には
属さない9つの独立市 (Stadtkreis) からなる。後者は直訳すれば
「都市郡」となり、1市単独で郡と同格の自治体として扱われることを
意味する。2006年5月1日現在、郡にはその下級行政単位として、302
の市 (stadt) と、798の町村（ゲマインデ、Gemeinde）が属する。
市も含めた広義の「ゲマインデ」（基礎自治体）の総数は、1109である。
それに加えて、2つの基礎自治体未設置地区（1つは定住者あり、
1つは無人）がある。

行政管区と地域連合
•フライブルク行政管区 - ホーホライン＝ボーデンゼー地域連合、

シュヴァルツヴァルト＝バール＝ホイベルク地域連合、
南部オーバーライン地域連合

•カールスルーエ行政管区 - 中部オーバーライン地域連合、
北シュヴァルツヴァルト地域連合、ライン＝ネッカー広域連合

•シュトゥットガルト行政管区 - ハイルブロン＝フランケン地域連合、
東ヴュルテンベルク地域連合、シュトゥットガルト地域連合

•テュービンゲン行政管区 - ボーデンゼー＝オーバーシュヴァーベン地域連合、
ドナウ＝イラー地域連合、ネッカー＝アルプ地域連合

バーデン＝ヴュルテンベルク州の概要
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州議会の政党別議席数（2011年3月総選挙結果）

州議会 (Landtag) の定数は139で、2011年3月27日に行われた前回選挙での政党別議席配分は以下の通り
である。長らくキリスト教民主同盟の州首相が続いてきたが、2011年州議会選挙で同盟'90/緑の党が勢力を
伸ばし、ドイツ社会民主党との連立政権を発足させた。

ドイツキリスト教民主同盟 (CDU)            60
同盟90/緑の党 (GRÜNE)                    36
ドイツ社会民主党 (SPD)                     35
自由民主党/民主人民党 (FDP/DVP)     7

民主人民党 (DVP) は、自由民主党のバーデン＝
ヴュルテンベルク支部にあたる地方政党である。

歴代州首相
1952年 - 1953年：ラインホルト・マイアー (Reinhold Maier)、DVP
1953年 - 1958年：ゲブハルト・ミュラー (Gebhard Müller)、CDU
1958年 - 1966年：クルト・ゲオルク・キージンガー (Kurt Georg Kiesinger)、CDU
1966年 - 1978年：ハンス・フィルビンガー (Hans Filbinger)、CDU
1978年 - 1991年：ロタール・シュペート (Lothar Späth)、CDU
1991年 - 2005年：エルヴィン・トイフェル (Erwin Teufel)、CDU
2005年 - 2010年：ギュンター・エッティンガー (Günther Oettinger)、CDU
2010年 - 2011年：シュテファン・マップス (Stefan Mappus)、CDU
2011年 - ：ヴィンフリート・クレッチュマン (Winfried Kretschmann)、Grüne

バーデン＝ヴュルテンベルク州の政治状況
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バーデン＝ヴュルテンベルク州の郡
UL アルプ＝ドナウ郡 (Alb-Donau-Kreis) - ウルム
BC ビーベラッハ郡 (Landkreis Biberach) - ビーベラッハ・アン・デア・リース
FN ボーデンゼー郡 (Bodenseekreis) - フリードリヒスハーフェン
BB ベーブリンゲン郡 (Landkreis Böblingen) - ベーブリンゲン
FR ブライスガウ＝ホーホシュヴァルツヴァルト郡 (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) 

- フライブルク・イム・ブライスガウ
CW カルフ郡 (Landkreis Calw) - カルフ
EM エメンディンゲン郡 (Landkreis Emmendingen) - エメンディンゲン
PF エンツ郡 (Enzkreis) - プフォルツハイム
ES エスリンゲン郡 (Landkreis Esslingen) - エスリンゲン・アム・ネッカー
FDS フロイデンシュタット郡 (Landkreis Freudenstadt) - フロイデンシュタット
GP ゲッピンゲン郡 (Landkreis Göppingen) - ゲッピンゲン
HDH ハイデンハイム郡 (Landkreis Heidenheim) - ハイデンハイム・アン・デア・ブレンツ
HN ハイルブロン郡 (Landkreis Heilbronn) - ハイルブロン
KUN ホーエンローエ郡 (Hohenlohekreis) - キュンツェルスアウ
KA カールスルーエ郡 (Landkreis Karlsruhe) - カールスルーエ
KN コンスタンツ郡 (Landkreis Konstanz) - コンスタンツ
LÖ レラッハ郡 (Landkreis Lörrach) - レラッハ
LB ルートヴィヒスブルク郡 (Landkreis Ludwigsburg) - ルートヴィヒスブルク
TBB マイン＝タウバー郡 (Main-Tauber-Kreis) - タウバービショフスハイム
MOS ネッカー＝オーデンヴァルト郡 (Neckar-Odenwald-Kreis) - モースバッハ
OG オルテナウ郡 (Ortenaukreis) - オッフェンブルク
AA オストアルプ郡 (Ostalbkreis) - アーレン
RA ラーシュタット郡 (Landkreis Rastatt) - ラーシュタット
RV ラーフェンスブルク郡 (Landkreis Ravensburg) - ラーフェンスブルク
WN レムス＝ムル郡 (Rems-Murr-Kreis) - ヴァイブリンゲン
RT ロイトリンゲン郡 (Landkreis Reutlingen) - ロイトリンゲン
HD ライン＝ネッカー郡 (Rhein-Neckar-Kreis) - ハイデルベルク
RW ロットヴァイル郡 (Landkreis Rottweil) - ロットヴァイル
SHA シュヴェービッシュ・ハル郡 (Landkreis Schwäbisch Hall) - シュヴェービッシュ・ハル
VS シュヴァルツヴァルト＝バール郡 (Schwarzwald-Baar-Kreis) - フィリンゲン＝シュヴェニンゲン
SIG ジグマリンゲン郡 (Landkreis Sigmaringen) - ジグマリンゲン
TÜ テュービンゲン郡 (Landkreis Tübingen) - テュービンゲン
TUT トゥットリンゲン郡 (Landkreis Tuttlingen) - トゥットリンゲン
WT ヴァルツフート郡 (Landkreis Waldshut) - ヴァルツフート＝ティーンゲン
BL ツォレルンアルプ郡 (Zollernalbkreis) - バーリンゲン

独立市
UL ウルム (Ulm) KA カールスルーエ (Karlsruhe)
S シュトゥットガルト (Stuttgart) HD ハイデルベルク (Heidelberg)
HN ハイルブロン (Heilbronn) BAD バーデン＝バーデン (Baden-Baden)
PF プフォルツハイム (Pforzheim) MA マンハイム (Mannheim)
FR フライブルク・イム・ブライスガウ (Freiburg im Breisgau)

14

シュトゥットガルト — 州都、ポルシェの本社がある。
マンハイム — 州第2の都市。
カールスルーエ — 州第3の規模の都市。
ハイデルベルク — ドイツ最古の大学が残る大学街, 
フライブルク — 大学街, 環境都市として有名。
ウルム — 世界一高い大聖堂 (Münster) がある。
ギーンゲン — テディベアを作っているシュタイフ社がある町。

http://bit.ly/AjgZrl 



バーデン＝ヴュルテンベルク州の日照条件
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バーデン＝ヴュルテンベルク州
ネッカー・オーデンヴァルト郡

16

郡人口： 147,006人（2010年12月31日）

ネッカー＝オーデンヴァルト郡（Necker-Oodewald-Chrais）は、ドイツ連邦共和国バーデン＝ヴュルテンベルク州に存在する郡。
郡庁所在地は、大規模郡都市のモスバッハである。バーデン北部、州の北部に位置し（北東に、マイン＝タウバー郡があるだけ）、
ライン＝ネッカー広域連合（またはライン＝ネッカー大都市圏）、カールスルーエ行政管区のライン＝ネッカー地域連合に属す。

郡では、郡議会と郡長の選挙が行われる。

郡議会の選挙は5年ごとに行われる。
2009年に行われた選挙の結果（投票率 56.7 %）

政党 得票率 議席数
CDU 42.8 % 22 議席
SPD 24.8 % 12 議席
FW 20.4 % 10 議席
Grüne 9.0 % 4 議席
FDP 3.0 % 1 議席
計: 100.0 % 49 議席

郡長
アヒム・ブレーテル



バーデン・ヴュルテンベルク州
ネッカー・オーデンヴァルト郡モスバッハ市

17

モスバッハ（Mosbach）は、ドイツ連邦共和国バーデン＝ヴュルテンベルク州北部の都市。ハイルブロン
の北約34km、ハイデルベルクの東約58kmに位置する。この都市は、ネッカー＝オーデンヴァルト郡の
郡庁所在地で、同郡最大の都市であるとともに、周辺市町村の中級中心都市でもある。1976年7月1日
から、モースバッハは大規模郡都市になっている。モスバッハは、ライン＝ネッカー広域連合に含まれる。

面積 62.23 km2 
人口 24,490人(20１０年）
密度 394人/km2
市長 ミヒャエル・ヤン

経済の特徴は、中小企業と小売業にある。地域を越えて支配的地位にあるような重要な企業
はみられない。主要な事業者は、ネッカーツィンメルンのドイツ連邦軍、ヨハネス・アンシュタル
テンおよびハネウェル社である。多くの学校も、郡全体の重要な職場群となっている。
モスバッハは、ネッカーズルムのアウディへの郊外通勤者が住む住宅地である。加えて、学園
都市および商業都市として、オーデンヴァルトならびにバウラント地方で重きをなす。その受
益地域の一部は郡を越えて広がっている。



バーデン・ヴュルテンベルク州
イメディンゲン町マウエンハイム地区

18

マウエンハイム地区
全100世帯、人口430人

バイオガスプラント/太陽光発電

バーデン・ヴュルテンベルグ州で最初の
バイオエネルギー村 マウエンハイム

マウエンハイム 地域熱供給網



バーデン・ヴュルテンベルク州
テュービンゲン郡テュービンゲン市

19

基本情報

面積 108.12 km2

人口 88,358人(2010年） うち学生数 25,000人

人口密度 817人 /km2

市長 ボリス・パルマー（同盟90/緑の党）

学園都市
テュービンゲン



バーデン・ヴュルテンベルク州
シュトゥットガルト市（州都）

20

ネッカー川沿いにあるドイツを代表する工業都市で、ドイツでもっとも豊かな地域といわれている
バーデン・ビュルテンベルク州の州都である。ダイムラー、ポルシェやボッシュなどドイツを代表
する世界的な企業の本社がおかれている。一方ではブドウなどの栽培も盛んであり、中央駅の
そばには今もブドウ畑が残る。ワインも生産され、農業も盛んな田舎街の側面を併せ持つ。

面積 207.36 km2 
人口 600,068人(2008年）
密度 2,894人/km2
市長 ヴォルフガング・シュスター（CDU）



ニーダーザクセン州は、ドイツ連邦共和国を構成する16の連邦州のひとつで、ドイツ北西部に位置する。
低地ザクセン州（ていちざくせんしゅう）とも訳される。州都は、ハノーファー。

ニーダーザクセン州政府は、州内を4つの行政管区に分けて、その地域に
ある地方自治体の活動を監督してきたが、地方分権化を推し進めるため
2005年1月1日をもって行政管区（県）は廃止された。

州の行政単位は、38の郡 と、郡には属さない8つの独立市から成る。
郡に属する下級行政単位は、大きく分けて3種類ある。

単独で活動する市町村（基礎自治体）: 59市5町村

いくつかの市町村（基礎自治体）が集合して活動するもの: 140団体。
これに属するの市町村は、97市854町村

市町村が設置されていない地区: 25地区（うち23地区が無人）

独立市も含めた広義の市町村の総数は、1023である。

ニーダーザクセン州の概要

21

州都 ハノーファー
面積 47,617.97 km² （第2位）
人口 - 総計 7,993,946 人 （第4位）（2005/12/31）

- 密度 167.9 人/km²
州首相 デイヴィッド・マカリスター (CDU)
不党 CDU・FDP連立。http://bit.ly/weOPfv 



州議会 (Landtag) の定数は152で、2008年1月27日に行われた前回選挙での政党別議席配分は以下の通り
である。 CDU と FDP が連立不党を組んでいる。不党は辛うじて過半数を制したものの、議席を大きく減らし
た。一方ヘッセン州と共に、旧西ドイツの州議会では2007年5月のブレーメン州に続いて左翼党が議席を獲得
し、躍進を果たした。左翼党以外は全政党が議席を減らしている。

ドイツキリスト教民主同盟 (CDU)            68
ドイツ社会民主党 (SPD)                     48
自由民主党/民主人民党 (FDP/DVP)    13
同盟90/緑の党 (GRÜNE)                    12
左翼党 (Linke)                                 11

歴代州首相
1946年-1955年: ハインリヒ・ヴィルヘルム・コプフ (Hinrich Wilhelm Kopf) SPD
1955年-1959年: ハインリヒ・ヘルヴェゲ (Heinrich Hellwege) DP
1959年-1961年: ハインリヒ・ヴィルヘルム・コプフ（再）SPD
1961年-1970年: ゲオルク・ディーデリヒス (Georg Diederichs) SPD
1970年-1976年: アルフレート・クーベル (Alfred Kubel) SPD
1976年-1990年: エルンスト・アルプレヒト (Ernst Albrecht) CDU
1990年-1998年: ゲアハルト・シュレーダー (Gerhard Schröder) SPD （後の連邦首相）
1998年-1999年: ゲアハルト・グロゴフスキ (Gerhard Glogowski) SPD
1999年-2003年: ジグマール・ガブリエル (Sigmar Gabriel) SPD
2003年-2010年: クリスティアン・ヴルフ (Christian Wulff) CDU
2010年より： デイヴィッド・マカリスター (David McAllister) CDU

ニーダーザクセン州の政治状況
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http://bit.ly/weOPfv 



ニーダーザクセン州の郡
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http://bit.ly/weOPfv 



ニーダーザクセン州 ザルツギッター市

24

ザルツギッターは、ニーダーザクセン州に位置する代表的な都市である。およそ10万人ほどの人口を有し、
同州においては7番目の規模にあたる。この町は14世紀初頭の塩の泉(Salt Spring)に起源を持つ。 隣町の
グリッター(Glitter)と塩の泉(Salz)を合わせて、Salzglitterの名前になった。

連邦州: ニーダーザクセン州
郡: 郡独立市
標高: 海抜 80-275 m
面積: 223.96 km²
人口: 102,394人（2010年）
人口密度: 457 人/km²
上級市長: フランク・クリンゲヴィル

(CDU)



ゴアレーベンはエルベ川のほとりに位置し、1997年ユネスコ指定の生物圏保護区“下エルベ渓谷”の景勝地の一部。その支
流でもウォータースポーツを楽しめる。娯楽のための近代的なマリーナ、多目的ホールや約13ヘクタールのビジネスパークが
ある。 旧東ドイツ国境にほど近い地域。地下深くまで岩塩層があるため、低レベル放射性廃棄物の処分場候補地になった
が、政治的な疑惑があり、反対運動が根強い。

ニーダーザクセン州
リューヒョウ・ダンネンベルク郡ゴアレーベン市
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人口： 642人（2010年12月31日）
面積： 21.3k㎡
市長： ハーバート·クルーガー



ベルリンは、ドイツの北東部に位置する都市で、ドイツ連邦共和国の首都である。
2008年の人口は342万人。2010年の都市的地域の人口は370万人であり、世界第85位、
EUでは第8位である。ヨーロッパ屈指の世界都市でもあり、アメリカの外交専門誌フォーリン
ポリシーにより、世界第16位、国内では第1位の都市に選ばれている。
ドイツ最大の都市であり立法・行政の中心地ではあるが、地方分権の歴史が長いドイツでは、
司法の中心はカールスルーエ、金融と交通の中心地はフランクフルト、産業の中心はルール
地方、ミュンヘン、シュトゥットガルト、ケルンとされ、東京（日本）やソウル（韓国）、パリ
（フランス）のように一極集中という状態はない。

ベルリンはハンブルクやブレーメンとともに、行政区画上は一市単独で都市州を構成している。
そのため16に線引きされた州の一つとなり、「ベルリン特別市」や「ベルリン州」とも表記される。他の連邦州同様議院内閣制で、
市長は市議会から選出される。
欧州連合はベルリンにインフラや教育などの分野において、その予算から融資している。
現在の市長は2001年から任期が始まったクラウス・ヴォーヴェライト（ドイツ社会民主党）が務めている。

ベルリン特別市の概要
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市長 クラウス・ヴォーヴェライト（SPD・Linke連立）

面積
市域 891.82km2
標高 34 - 115m
人口 （2008年8月現在）
市域 3,426,354人
密度 3,842人/km2（9,951人/mi2）
市街地 3,700,000人
都市圏 5,000,000人

http://bit.ly/y03cUh 



詳細資料
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ドイツの連邦基本法と政治制度

28

ドイツ連邦共和国の政治制度は、ドイツの歴史上では二番目の民主主義体制である。連邦共和国の生みの親となった全州議会
評議会の構成員たちは、新しい憲法である基本法に、ドイツで最初の民主主義体制であったワイマール共和国とナチス独裁の
失敗から得た教訓を反映させた。ドイツ連邦共和国は戦争から生まれた国である。1949年、民主主義は東西ふたつに分断され
たドイツの西側にだけ根をおろした。しかし、暫定的なものとして構想された基本法は、「自由な自己決定により」ドイツを再統一
するという目標を固守した。

ドイツ第二の民主主義は成功した。成功の理由は多数あるが、独裁を経て強まった自由な生き方に対する価値観、民主主義を
掲げる隣国に受け入れられるよう努力したことなどがあげられる。また、基本法もこの成功に貢献した。40年にわたるドイツ分断の
時代が終わりをつげた時、基本法は1990年に統一ドイツの憲法となった。

基本法はドイツを法治国家と定めている。国家が行うすべての活動は司法の管理下におかれる。もうひとつの憲法原則は連邦
国家である。つまり、統治権を支分国である州と中央国家である連邦とで分割する。また、基本法はドイツを社会国家と定めて
いる。社会国家は、人々が就業能力を失っても、障害や疾病をかかえても、高齢になっても、人間の尊厳に適う実質的な生活が
保障されるように、政治が予防対策を講ずることを要求する。基本法の特殊性は、基本法の柱となる憲法原則の持ついわゆる
「永久性」にある。基本権、民主主義的統治形態、連邦国家と社会国家といった原則は、後に基本法が改正されても、あるいは
まったく新しい憲法が制定されても、これを侵害することは許されない。

基本法は、国民が特別の機関を通じて国を統治するものとし、統治形態を代表民主制と規定している。ドイツ各州の憲法では、
さらに次のような直接民主制の手段が想定されている。住民発議は、わずかな数の市民でも州議会に法律制定を要求すること
ができるもの。同様に住民請願は、法案を提出して議会にこれを可決するよう要求するものである。議会が請願に従わない場合
は、引き続いて住民投票がおこなわれ、多数の賛成があれば法案を可決することができる。

基本法に定めるところでは、政党は国民の政治的意思形成に協力する課題を担う。そのため、政治的役職への候補者の擁立お
よび選挙戦の運営は重要な憲法的課題と位置づけられる。こういった理由から政党は選挙にかかった費用の補償を国家より受
ける。選挙費用補償はドイツで初めて実践されたが、今では多くの民主主義国家で一般的となっている。基本法に定めるように、
政党の内部秩序は民主主義の諸原則に則していなければならない（組織内部の民主主義）。また、政党は民主主義国家をはっ
きり支持するものとされる。
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ドイツでは長年にわたって３政党システム
が続いてきたが、1980年代には緑の党が、
また1990年の再統一後はドイツ社会主義
統一党（SED）の後継政党が結成されたこ
とから、近年では、安定した５政党システ
ムが展開されている。
国民政党であるキリスト教民主・社会同盟
（CDU/CSU）とドイツ社会民主党（SPD）の
ほかに、「小」政党も、2009年の連邦議会
選挙では二桁の得票率を獲得している。

連邦議会はドイツ国民により選出される代表機関。連邦議会の598議席の半数は州候補者名簿を用いた党への投票（第２の票）に
よって、さらにもう半数は299選挙区での候補者への投票（第１の票）によって配分される。議会に議席を持つ政党に所属する候補者
だけが、選挙区で選出されるチャンスを不えられている。連邦議会議員の所属政党の勢力比は選挙での得票率を反映。しかし、小
政党や極小政党の存在が過半数の形成を複雑にすることがないように、いわゆる５％条項と呼ばれる制限条項があり、これら小政党
が連邦議会に議席を得ることを丌可能にしている。

連邦議会議員は党ごとに院内会派を組織し、議員の中から連邦議会議長を選出する。連邦議会の任務は連邦首相を選出し、その
後その政策を承認し、首相職を遂行させることである。連邦議会は首相に対する丌信任を表明して更迭できる。

連邦議会議員の第二の重要任務は立法である。 そのうちの圧倒的多数は現行法の改正である。ここでも連邦議会は、連邦政府か
ら提案される法律をおもに採択するという点で、他の議会制民主主義の議会と等しい。しかし、ベルリンの旧帝国議会議事堂でおこ
なわれる連邦議会は、英国議会のような本会議主義の性格はあまり持たず、むしろ、アメリカ合衆国に似て、いわゆる委員会主義の
議会に相当する。連邦議会の各専門委員会は議会に提出された法案について、詳細かつ専門的に審議する。

連邦議会に課せられた第三の重要任務は政府活動の監督である。公に目に見える形で議会を監督するのは議会野党である。一方、
扉を閉じた会議室の中で政府代表に批判的な質問を投げかける不党の議員たちは、公の目には触れないが、その監督機能の効力
は野党のそれに务らない。

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/political-system/main-content-04/the-bundestag.html
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http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/jp/political-system/main-content-04/the-bundesrat.html

連邦参議院は州の代表機関であり、連邦議会にならぶ一種の第二院である。連邦参議院はすべての連邦法を審議しなく
てはならない。州の議院である連邦参議院は、他の連邦国家では上院と呼ばれることの多い第二院と同じ機能を有する。連
邦参議院には各州政府の代表だけが所属する。各州の表決権の配分は州の人口に応じて決められるが、厳格に比例する
わけではなく、すべての州が少なくとも３票をもち、人口の多い州は最高６票までを持つ。
連邦参議院は連邦法の成立に参画する。その点で他の連邦国家の第二院とは異なる。基本法は２種類の参画を規定してい
る。州に新たな行政費用を発生させる連邦法、あるいは既存の州法に代わる連邦法の制定には、連邦参議院の同意が義務
づけられており、連邦議会の法決議が効力を持つためには、連邦参議院の同意が必要である。この点で連邦参議院は連邦
議会と同等の立法機関として位置づけられている。現在ではすべての法決議のほぼ半数に参議院の同意が義務づけられて
いる。基本的に連邦法は州の行政により執行されているため、最も重要な、また 財政負担の大きな法律は各州の行政主権
に関わるのである。連邦参議院の同意を要するこれらの法律と、連邦参議院が「異議を申し立てることができる法律」と は別
のものである。連邦参議院は後者の法律を拒否できるが、連邦議会はこの異議申し立てを連邦参議院と同じ多数、つまり単
純多数、あるいは３分の２の多数、後者の場合すくなくとも連邦議会総数の過半数（絶対多数）で、却下できるのである。
2006年9月以降、連邦制改革によって、連邦と各州の管轄範囲が改められている。この改革は、連邦と各州の行動力と決定
力を改善し、政治責任を明確にすることを目指したものである。

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fileadmin/festplatte/deutsch/bilder/04_politisches_system/04_09_Bunedsrat.jpg

