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ポーランド政治・経済・社会情勢 
（２０１６年１１月１７日～２０１６年１１月２３日） 

平成 28 年（2016 年）11 月 25 日 
H E A D L I N E S 

政治 
 

野党・市民プラットフォーム（ＰＯ），影の内閣を発足 

故カチンスキ元大統領夫妻の遺体を再埋葬 

農民党，コシニャク＝カミシュ党首を再選 

教育制度改革に反対する大規模デモ 

下院，領域防衛法案等を審議 

参謀総長，ジョージア訪問 

イタリア製ジェット練習機，ポーランドへ配備 

ヴァシチコフスキ外相，今後の外交優課題を発表 

ヴァシチコフスキ外相の独総選挙に関するコメント 

ポーランド軍，高級幹部人事発表 

ポーランド・チェコ共同演習，開始 

国防次官，カナダ訪問 

ＮＡＴＯ北東軍，訓練開始 

外務大臣，ＥＵ－ＮＡＴＯ会合に参加 

Ｖ４移民危機管理センターの設置計画発表 

ＥＵ域外の難民への支援についての発言 

国防大臣，イスラエル訪問 

ポーランド・イスラエル政府間協議の開催 

クロアチア参謀総長，ポーランド訪問 
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経済 
 

 

「ビジネス憲法」の発表 

外国移民が労働者人口の１２％に 

ワルシャワ－カトヴィツエ間の鉄道路線改修 

電気自動車に関するエネルギー省による公聴会 

ポーランド人の貯蓄傾向等 

２０１８年ＣＯＰのポーランド開催に向けて 

大使館からのお知らせ  
                                                       

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

パスポートダウンロード申請書のご案内 

海外に渡航・滞在される方の安全対策のためのお知らせ 

大使館広報文化センター開館時間 

文化行事・大使館関連行事 

 

ポーランド日本国大使館 

ul.Szwolezerow 8， 00-464 Warszawa  Tel:+48 22 696 

5000http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm 
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政    治 

 

野党・市民プラットフォーム（ＰＯ），影の内閣を発足

【１７日】 

１７日，最大野党・市民プラットフォーム（ＰＯ）のス

ヘティナ党首は，同党の影の内閣のメンバーを発表

した。同内閣では，首相にスヘティナ党首（前外相，

元下院議長），副首相にコパチ前首相及びショモニャ

ク前副首相兼防衛相，外相にトゥシャフコフスキ前外

務副大臣が就任した。スヘティナ党首は，我々は現

政権の全ての省庁の過ち等を精査し，責任ある活動

を行っていく旨述べた。 

 

故カチンスキ元大統領夫妻の遺体を再埋葬【１８日】 

１８日，故カチンスキ元大統領夫妻の遺体の再埋

葬が行われ，ドゥダ大統領，シドゥウォ首相等が参列

した。今回の再埋葬は，検察による２０１０年の政府

専用機墜落事故の捜査の一環として，１４日に故大

統領夫妻の遺体検死作業が行われたことを受けて

実施された。検察は，今後残りの８３遺体の検死作

業を行う予定。 

 

農民党，コシニャク＝カミシュ党首を再選【１９日】 

１９日，農民党（ＰＳＬ）は，ワルシャワ近郊にて開

催した党大会にて，コシニャク＝カミシュ党首を再選

した。同党首は，ＰＳＬは新しいルールに基づくポー

ランドのビジョンを提示しなければならない旨述べる

と共に，最近与党「法と正義」（ＰｉＳ）が農民層への支

持拡大を図っていることへの反対姿勢を示した。 

 

教育制度改革に反対する大規模デモ【１９日】 

１９日，政府が計画している教育制度改革（注：現

在の「小学６年，中学３年，高校３年」を「初等学校８

年，高校４年」に変更するもの）への数千名規模の抗

議デモがワルシャワ市内で行われた。ブロニャシュ

教師連盟代表は，我々はポーランドの教育制度に混

乱をもたらす改革に反対である旨述べた。 

 

 

下院，領域防衛法案等を審議【１５日】 

１５日，下院において，領域防衛法案について審

議され，野党側は，領域防衛部隊をデモに対しＰｉＳ

政権を守ることに使用できる可能性があり，マチェレ

ヴィチ国防大臣の「私的な部隊」であると批判した。 

 また，同じく下院において，海軍近代化にいて審議

されたが，ポーランド軍艦艇の近代化計画は，ポー

ランド造船業存続のために必要であると認識された

が，具体的な決定はなかった。 

 

参謀総長，ジョージア訪問【１５－１８日】 

１５－１８日，参謀総長ゴツウ大将は，ジョージアを

訪問し，同国参謀総長カパナジェ大将と会談し，ジョ

ージアとＮＡＴＯの統合の見通し，軍の変革状況，地

域の国際情勢等について議論した。また，ゴツウ大

将は，ＮＡＴＯジョージア２０１６訓練を視察した。同訓

練は，ＮＡＴＯ軍とジョージア軍の相互運用性を向上

させるため，１１月１０日から開始され，１３ヶ国が参

加している。 

 

イタリア製ジェット練習機，ポーランドへ配備【１７日】 

１７日，イタリアのアレーニア・アエルマッキ社のＭ

－３４６ジェット練習機２機がポーランド中南部のデン

ブリン基地の航空飛行学校に配備された。今後，同

型機は更に６機配備される予定である。 

 

ヴァシチコフスキ外相，今後の外交優課題を発表【１

７日】 

１７日，ヴァシチコフスキ外相は，記者会見にて，

政権発足２年目に際する外交優先課題について，本

年７月のＮＡＴＯワルシャワ首脳会合での決定事項

の履行，大西洋関係の保持といった安全保障課題と

共に NATO 及び EU 内での中・東欧諸国の重要性の

強化及び２０１８－１９年の国連安保理非常任理事

国への就任等を挙げた。 

 

ヴァシチコフスキ外相の独総選挙に関するコメント

【１７日】 

１８日，ヴァシチコフスキ外相は，国営ラジオ局の

番組にて，独との二国間関係では，大統領，首相及

び外相級の会談が複数回実施され順調であり，２０

１７年に予定されるドイツ議会選挙を経て，メルケル

首相が再任することがポーランドの国益の観点から

は，最善であると考える旨述べた。 

 

ポーランド軍，高級幹部人事発表【１８日】 

１８日，ポーランド軍は，高級幹部人事を発表し，

参謀本部，統合全般司令部，部隊等において，過去

最大規模の５７人が昇任した。 

 

ポーランド・チェコ共同演習，開始【１８日】 

１８日，ポーランド・チェコ共同演習「ランパルト－１

６」は，ポーランド南東部ノバデンバ演習場で開始さ

れ，ポーランド軍は第２１山岳歩兵旅団から，チェコ

軍は第７機械化旅団から，両軍約１０００名が参加し

た。 

内政 

外交・安全保障 
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国防次官，カナダ訪問【１８－２０日】 

１８－２０日，シャトコフスキ国防次官は，カナダに

訪問し，ハリファックス国際安全保障フォーラムに参

加するとともに，カナダ国防副大臣，米国マケイン上

院議員，ＮＡＴＯ副事務総長，ＮＡＴＯ軍事委員会議

長等と会談を行った。 

 

ＮＡＴＯ北東軍，訓練開始【２０日】 

２０日，シュチェチンに駐屯するＮＡＴＯ北東軍は，

コンパクトイーグル－１６」演習を開始した。同演習は，

来年開催の「セーバーストライク演習」の準備訓練と

して，兵棋演習の形式で行われ，約５００人が参加し

て，作戦，兵站等の計画作成等の訓練を行った。 

 

外務大臣，ＥＵ－ＮＡＴＯ会合に参加【２１日】 

２１日，ワチコフスキ外務大臣は，ブリュッセルで

開催されたＥＵ－ＮＡＴＯ会合に参加し，ＮＡＴＯの活

動に競合しない，市民の安全確保のためのＥＵの能

力向上及び情報協力に賛成すると述べた。 

 

Ｖ４移民危機管理センターの設置計画発表【２１日】 

２１日，ワルシャワにて，Ｖ４内相会合が開催され，

欧州の難民危機に関する協議をし，Ｖ４を含むＥＵ加

盟国への難民の強制的な移転制度への反対の立場

を再確認した上で，レバノンやヨルダンなど，ＥＵ域

外に滞在する難民への支援活動を調整することを目

的とした移民危機管理センターをワルシャワに設置

する計画を発表した。 

 

ＥＵ域外の難民への支援についての発言【２１日】 

２１日，ブワシュチャク内務・行政相は，ラジオ番組に

おいて，レバノン及びヨルダンに滞在する難民支援

及びＥＵ・トルコ合意への貢献として，今後４年間で１

千万ユーロの資金提供の予定である旨発表した。 

 

国防大臣，イスラエル訪問【２１－２２日】 

２１－２２日，マチェレヴィチ国防大臣は，シドゥウ

ォ首相とともにイスラエルを訪問し，リバーマン国防

大臣と会談を行い，軍事技術協力，特にＵＡＶ技術

の移転等について議論を行った。 

 

ポーランド・イスラエル政府間協議の開催【２１－２２

日】 

２１－２２日，シドゥウォ首相及び主要閣僚は，政

府間協議のためイスラエルを訪問し，ネタニヤフ首

相他と会談を行い，経済，サイバー・セキュリティー

分野，技術革新，開発分野を含めた協力の強化及

び青年交流等について協議した他，共同宣言に署

名をした。 

 

クロアチア参謀総長，ポーランド訪問【２４日】 

 ２４日，参謀総長ゴツウ大将は，ポーランドに訪問

したクロアチア参謀総長サンドフ大将と会談を行い，

二国間の協力，特にロソマックＡＰＣの運用技能，Ｍｉ

Ｇ－２１の後継に予定されるＦ－１６戦闘機の導入手

続き等について議論を行った。 

また，シャトコフスキ国防次官は，サンドフ大将と

会談を行い，特殊部隊，憲兵の協力，相互の演習参

加等について議論を行った。 

 

 

「ビジネス憲法」の発表【２１日】 

ジェシェフ近郊で開催された政府の経済会議で，

モラヴィエツキ副首相兼開発大臣兼財務大臣は，

ポーランドにおけるビジネス活動の振興策等を記し

た「ビジネス憲法」を発表した。特に利益の少ない

中小企業を中心として，登録制度の緩和等の対策

が含まれている。 

 

 

外国移民が労働者人口の１２％に【２１日】 

民間調査会社によれば，ポーランドへの移民数

は来年には労働者人口の１２％となることが予測さ

れている。また，仕事を探して海外に移住したいと

するポーランド国民は７５％で，賃金の高さを主な

理由としている。 

 

 

 

ワルシャワ－カトヴィツエ間の鉄道路線改修【１８

日】 

ポーランド国鉄（ＰＫＰ）は，ワルシャワとカトヴィ

ツエを結ぶ路線の改修に向けた入札手続を開始し

た。同社は，５億ズロチをかけ線路や陸橋，信号機

器等の改修・交換を行う。２０１７年から２０２０年に

経    済 

経済政策 

マクロ経済動向・統計 

ポーランド産業動向 
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かけて実施され，両都市間の運行時間も約２０分

短い２時間４０分程度への短縮が見込まれるとい

う。 

 

電気自動車に関するエネルギー省による公聴会

【２２日】 

エネルギー省は，１０月に開催した民間企業，団

体及び個人を対象とした公聴会の結果を公表した。

参加者からは，充電スタンドの普及や設置にかか

る許認可，市民の電気自動車に関する理解度等

について意見が出された。エネルギー省は今後作

業を継続し，年末までに関連法案を提出する予

定。 

 

ポーランド人の貯蓄傾向等【２３日】 

 今年８月にポーランド銀行協会と世論調査会社Ｔ

ＮＳが約１０００人のポーランド人に対し行った調査

によると，３５％が貯蓄に回すお金はないと回答し，

毎月の預金額２５０ズロチ以下が３５％，５００ズロ

チ以上は３％であった。児童手当（５００＋プログラ

ム）については，３４％が消費したと回答し，使途に

ついては５１％が教育費，４９％が養育費，２３％が

健康等の回答で，車の購入に使用したと回答した

のは５％であった。また，貯蓄形態について，２３％

が現金，２０％が当座預金，１８％が普通預金，１

５％が定期預金で，株式等での運用を行っている

のは３％であった。 

 

２０１８年ＣＯＰのポーランド開催に向けて【１８，２２

日】 

モロッコ・マラケシュで開催された国連気候変動

枠組条約第２２回締約国会合（ＣＯＰ２２）において，

２０１８年のＣＯＰ２４の主催国としてポーランドの立

候補が受け入れられた旨合意文書に盛り込まれた。

今後，事務局との調整を踏まえ，正式にホスト国と

して決定される見込み。開催都市に関し，シシュコ

環境大臣は，複数の案を有しており，来年春の国

連関係者によるポーランド訪問時に決定する予定

と語った。 

 

 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

最近，ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的と申告した邦人が，経由地であるドイツでシェン

ゲン協定域内への入国審査を受ける際に入国管理当局から（１）最終滞在予定国の有効な滞在許可証，（２）ド

イツ滞在法第４条のカテゴリーＤ査証（ナショナル・ビザ），又は（３）同Ｄ査証に相当する滞在予定国の長期滞

在査証の提示を求められ，これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。 

 このため，現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には，注意が必要です。 

 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが，シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航

する場合には，滞在国及び経由国の入国審査，滞在許可制度の詳細につき，各国の政府観光局，我が国に

存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし，事前に確認するようにしてください。詳しくは下記リンク先を

ご覧下さい。 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=173 

 

パスポートダウンロード申請書のご案内 

 本年１月４日から，パスポートダウンロード申請が開始されています。日本国外でパスポート申請を行う方は，

ご自宅などでこれらの申請書をダウンロードし，必要事項を入力・印刷することで，パスポートの申請書が作成

できるようになります。詳しくは，下記リンク先をご覧下さい。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001509.html 

 

海外に渡航・滞在される方の安全対策のためのお知らせ 

当館ホームページにおきまして，テロ・感染症・麻薬犯罪等対策と「たびレジ」による緊急連絡先登録のお願

い」を掲載しております。詳しくは下記リンク先をご覧下さい。 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2015C361 

 

大使館広報文化センター開館時間 

月曜日 ９:００ – １９:００ 火曜～金曜日  ９:００ – １７:００ 

当センターでは，日本関連行事や各種展示のほか，マンガコーナーを含む書籍の閲覧，本・ＣＤ・ＤＶＤ等の

貸出しを行っています。 

エネルギー・環境 

大使館からのお知らせ 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=173
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_001509.html
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2015C361
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イベント情報：https://www.facebook.com/JapanEmb.Poland 

問合せ先：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話： ２２-５８４- ７３ ００ ，E メール：

info-cul@wr.mofa.go.jp，住所：Al. Ujazdowskie 51, Warszawa） 

 

文化行事・大使館関連行事 

 

〔開催中〕花鳥画展【９月２１日（水）～１２月３１日（土）】 

 クラクフ市の日本美術技術博物館 Manggha にて，花鳥画展が開催中です。 

開催場所：マウォポルスカ県，クラクフ市，日本美術技術博物館，ul. M. Konopnickiej 26 

詳細：http://www.manggha.pl/exhibition/81 
 
〔開催中〕ヤン・シビス賞受賞記念展覧会【１０月２９日（土）～１１月２９日（火）】 

  ポーランドアーティスト連盟ワルシャワ支部主催による『ヤン・シビス賞受賞記念展覧会』にて，受賞者の鴨

治晃次氏による作品の展示が開催中です。 

開催場所： マゾフシェ県，ワルシャワ市，Galeria DAP，ul. Mazowiecka 11a  

詳細：http://owzpap.org/ 

 
〔開催中〕展覧会 「日本の体験を」【１１月１８日（金）～１月２１日（土）】 

 ルブリン市 Spotkania Kultur センターにて，日本文化・歴史を紹介する日本美術技術博物館 Manggha 所蔵品

の展覧会が開催中です。 

開催場所： ルブリン県，ルブリン市，Centrum Spotkania Kultur， Plac Teatralny 1 

詳細：http://www.spotkaniakultur.com/pl/manggha 

 
〔開催中〕展覧会 「お茶と日本酒：日本の二つの飲み物」【１１月１９日（土）～１２月２日（金）】 

  トルン旧市庁舎博物館にて，お茶と日本酒に関する展覧会が開催され，錦絵，茶碗をはじめとした茶道具，

徳利，ぐい呑等の展示が行われています。 

開催場所：  トルン旧市庁舎博物館，Kamienica pod Gwiazda，ul. Rynek Staromiejski 35  

詳細：http://www.muzeum.torun.pl/ 

 
〔予定〕ポーランド剣道個人・グループ選手権 ２０１６【１１月２６日（土）～２７日（日）】 

ワルシャワ市にて，ワルシャワ剣道クラブ主催による『ポーランド剣道個人・グループ選手権』が開催されま

す。 

開催場所： マゾフシェ県，ワルシャワ市，Wyższa Szkoła Menedżerska，ul. Kawęczyńska 36 

詳細：https://www.facebook.com/events/170196810086409/ 
 
〔予定〕第１５回欧州オープン極真空手選手権・極真空手欧州カップ【１１月２６日（土）～２７日（日）】 

ルブリン市にて，ルブリン極真空手クラブ主催による『第１５回欧州オープン極真空手選手権・極真空手欧

州カップ』が開催されます。 

開催場所： ルブリン県，ルブリン市，Hala Sportowa  „Globus”， ul. Kazimierza Wielkiego 8 

詳細：http://www.ikopoland.com/ 
 
〔予定〕日本・ポーランドの都市再開発の日【１１月２８日（月）】 

ウッチ市にて，ウッチ大学主催による『日本・ポーランドの都市再開発の日』が開催されます。西宮市の市

長・今村岳司氏のウッチ市訪問の際には，都市再開発に関する会議が予定されています。 

開催場所： ウッチ県，ウッチ市，Lodz Regional Development Agency， ul. Narutowicza 34 

詳細：http://www.eksoc.uni.lodz.pl/the-polish-japanese-city-revitalization-day-2/ 

 
〔予定〕ヨーロッパ短編映画際 「ユーロショートス」【１１月２８日（月）～１２月１１日（日）】 

グダンスク，ワルシャワ，カトヴィツェ，ジェロナ・グラ市にて，ヤングシネマ基金主催によるイベント『ヨーロッ

パ短編映画際 「ユーロショートス」』が開催されます。日本から宮嶋龍太郎監督及び Anshul Chauhan 監督によ

る短編映画が上映される予定です。 

上映スケジュール（グダンスク）： 

mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
http://www.manggha.pl/exhibition/81
http://owzpap.org/
http://www.spotkaniakultur.com/pl/manggha
http://www.muzeum.torun.pl/
https://www.facebook.com/events/170196810086409/
http://www.ikopoland.com/
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/the-polish-japanese-city-revitalization-day-2/
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１２月１日 （木） １７時３０分 「石鹸」 Anshul Chauhan 監督作品，場所： Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. 

Korzenna 33/35 

１２月２日 （金） １７時３０分 「Radio Wave」 宮嶋龍太郎監督作品，場所： Narodowe Muzeum Morskie, ul. 

Ołowianka 9-13 

開催場所： グダンスク，ワルシャワ，カトヴィツェ，ジェロナ・グラ 

詳細：http://www.euroshorts.pl/ 

 
〔予定〕科学会議：第２回 MEDmeetsTECH【１２月１日（木）】 

 ワルシャワ市にて，メディカル社主催による科学会議 『第２回 MEDmeetsTECH』が開催されます。 ソニー

（株）の近藤玄大氏による「HACKberry: Open-sourced 3D-printable Bionic Hand」(英語)をはじめとした様々な

講演が予定されています。学会参加料 15０PLN。 

開催場所： マゾフシェ県，ワルシャワ市，国立図書館のホール，Al. Niepodległości 213 

詳細：http://medmeetstech.com/ 

 
〔予定〕ポーランドにおける合気道４０周年記念事業：植芝充央道場長による合気道セミナー【１２月１０日（土）

～１１日（日）】 

   ワルシャワ市にて，ポーランドにおける合気道４０周年記念実行委員会主催による『ポーランドにおける合

気道４０周年記念事業：植芝充央道場長による合気道セミナー』が開催されます。 

開催場所： マゾフシェ県，ワルシャワ市，Arena Ursynow スポーツセンター， ul. Pileckiego 122 

詳細：http://40lataikido.pl/en/ 

 

〔予定〕水曜映画上映会 「阿修羅のごとく」【１２月１４日（水）１７：３０～】 

 在ポーランド日本大使館広報文化センターにて，水曜映画上映会「阿修羅のごとく」が開催されます（日本語

音声，英語字幕）。入場は無料です。座席に限りがありますので，参加ご希望の方は事前にご連絡ください。 

開催場所：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話：２２ -５８４ -７３ ００，E メール：

info-cul@wr.mofa.go.jp，住所：Al. Ujazdowskie 51，Warszawa） 

 

〔予定〕第１０回柔道手選手権大会 「若者の才能養成所」【１２月１７日（土）】 

ユゼフフ市にて，学生柔道クラブ 「ユコ ユゼフフ」主催による『第１０回柔道手選手権大会 「若者の才

能養成所」』が開催されます。 

開催場所： マゾフシェ県，ユゼフフ市，ul. Długa 44 

詳細：https://www.facebook.com/events/255971241221761/ 

 

この資料は，ポーランドの政治・社会情勢を中心に，各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので，記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく， 特定の団体・個人の利益を代表するもので

はありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では，読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため，皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やおすすめのイベント，困ったことなど，皆様に伝えたいと思われる情報があれば，下記のアドレスま

でご連絡ください。（営利目的など，内容によっては対応できかねる場合もありますのでご了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は，ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」，「送

付先メールアドレスを変更したい」，「配信を停止したい」等の依頼につきましては，下記のアドレスまでご連絡くださ

い。                             

大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

在ポーランド日本国大使館 newsmail@wr.mofa.go.jp（ご連絡は電子メールでお願いします。） 

http://www.euroshorts.pl/
http://medmeetstech.com/
http://40lataikido.pl/en/
https://www.facebook.com/events/330232897133185/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/330232897133185/?ref=22&source=1
https://www.facebook.com/events/255971241221761/
mailto:在ポーランド日本国大使館newsmail@wr.mofa.go.jp

