
国旗 

 ペルーの最初の国旗は1820年にホセ・デ・サン・マ

ルティン将軍によって作られた。 

パラカスに上陸したサン・マルティン将軍が砂浜の木

陰で休んでいると、夢の中に、羽の部分が赤く胴が白い

鳥が現れた。眠りから覚め、夢で見たきれいな鳥の羽の

色を使って国旗を作ろうと思い立った。彼が夢で見た鳥

は、今もそこに生息しているパリワナ（フラミンゴ）で

あるといわれている。 

 最初の国旗は赤と白の部分が対角線に分けられてい

たため、作製が困難であった。その後の変更では、赤と

白が縦に分けられるとともに、中央に黄金の太陽（Iiti）

が描かれた。 

 現在のように縦が三つに分かれ、両側を赤く、真ん中

を白くしたもの、あるいは中央に紋章を入れたものが正

式な国旗として制定されたのは 1825年 2月 25日であ

る。 

 左下の国旗はペルーの紋章が入ったもので、パベヨ

ン・ナショナルと呼ばれ、政府などの公的な機関だけが

使用できる。紋章のない、一般的に使用される国旗をバ

ンデラ・ナショナルと呼んでいる。また、右下の紋章は

シモン・ボリバール将軍が考案し、国旗とともに同日に

国会で承認されている。紋章は三つの部分からなり、左

側には水色の地に右を向いたビクーニャが立ち、右側の

白地にはキーナの木が描かれている。下側には赤地に山

羊の角からこぼれる金貨が図案化されている。いずれも、

ペルーの豊かな自然と資源を表している。 

初めて作られた国旗（1820年） 

2回の変更を経た国旗（1822年） 

EL PABELLON NACIONAL EL ESCUDO NACIONAL 



国歌 

 

El Himno Nacional del Perú ペルー国歌 

(Coro) (繰り返し) 

Somos libres, seà moslo siempre,y antes 

niegue sus luces el sol,que faltemos al voto 

solemne que la patria al Eterno elevó. 

彼らは自由だ。いつまでも変わることなく自由でいよ

う。たとえ太陽の光がなくとも我々国民はこの約束を神に

誓ったのだから。 

I (Estrofas) 1. (節) 

Largo tiempo el peruano oprimido la 

ominosa cadena arrastró; condenado a crüel 

servidumbre largo tiempo en silencio 

gimió. Mas apenas el grito sagrado 

¡Lihertad! en sus cos tas se oyó, la 

indolencia de esclavo sacude, 1a humillada 

cerviz levantó. 

 

長い年月しいたげられてきたペルーの人々。奴隷の様に

重い鎖を引きずり､罪もないのに一方的に有罪にされ､長

い間声も出さずにじっと耐えてきた。しかし神聖な自由の

叫びを聞いた瞬間この海岸地方で非情な奴隷制度は廃止

され､うなだれていた人々は空を仰ぎ希望を見いだした。 

Ⅱ 2. 

Ya el estruendo de broncas cadenas que 

escuchamos tres siglos de horror,de los 

libres al grito sagrado que oyó atónito el 

mundo, cesó.Por doquier San Martín 

inflamado libertad, libertad, pronuncio,y 

meciendo su base los Andes la 

anunciaron,también a una voz. 

300年も聞いてきたあの恐ろしい憎しみに満ちた鎖の音

は終わった｡世界が驚きの中に自由になった人々の神聖な

叫びを聞いたときにその音は止まった。いたる所にサンマ

ルティンを讃える声が響き、自由、自由と決起した声が燃

えたぎってる。その声はアンデスの山々のふもとからゆれ

動かすように一つとなって自由を歌った。 

1821 年､サン･マルティン将軍がリマ市で独立

宣言を行なった際､政府はペルーの国歌を制定す

るために作詞と作曲を募集した。7 つの候補作品

が､将軍を交えた審査員の前で発表された｡候補

作品の最後に歌われたのが､現在の国歌の作曲者

であるホセ･ベルナルド･アルセドの曲で､将軍は

立ち上がり、「この曲こそペルーにふさわしい」

と言ったので、拍手喝采のもとに即決された。翌

日には早速､国歌制定の法律が発布され､リマ市

のカヤオ要塞の大統領執務室に、多数の人々が招

かれて披露された。この時､ロサ･メリーノが初め

て国歌を歌っている。なお、作詞はファン･ホセ･

ラ･トーレ･ウガルテによるものである。 

 

  歌詞は最初と 1 番の歌詞では、1533 年フラン

シスコ･ピサロがペルーを征服してから 1821 年

にペルーが独立するまでの約 300 年間､植民地と

して弾圧され続けてきた時代を重く、苦く、歌っ

ている。2 番はスペインの支配から解放され､サ

ン･マルティン将軍が独立宣言をしたことをテー

マにしている。3 番は種々の解釈があるが､スペ

インからの独立は南米の中で､ペルーが早かった

ということを意味している。最後に､隷属国家と

して無力であった国民が､真の自由の意味を理解

し､その自由のために戦えるだけの力を貯え､平

和のために生きようと誓い合ったことを意味し

ている。 

 



Ⅲ 3. 

Con su influjo los pueblos despiertan y 

cual rayo corrió 1a opinión;desde el istmo a 

las tierras del fuego desde el fuego a la 

helada región,todos juran romper el enlace 

que natura a ambos mundos negó,y quebrar 

ese cetro que España,reclinaba orgullosa en 

los dos. 

この声で他の国々も目を覚まし､その自由の精神は稲妻

のように国中に広まった。イツモ(パナマ)からティエラス･

デル･フエゴ(チリ)まで､熱帯地方から寒帯地方まで伝わっ

ていった。人々は不自然な状態である両世界へのつながり

を絶ち､スペインが誇らしげに二つの大陸に振りかざして

いた錫を壊すことを誓った。 

IV 4. 

Lima cumple ese voto solemne,y, severa, 

su enojo mostró, al tirano impotente 

lanzando que intentaba alargar su 

opresión.A su esfuerzo saltaron los grillos,y 

los surcos que en si reparó,le atizaron el 

odio y venganza que heredara de su Inca y 

Señor. 

 

リマは荘厳な誓いを守る。長きにわたって我々を弾圧し

ようとしたこの暴君も今は無力となった。我々は激しく怒

りを持って暴君を追い出そう。手かせの深い傷跡を見なが

ら、自力でその手かせを壊した。インカの王､神から受け

継がれてきた憎しみと敵討ち精神に火をつけた。 

V 5. 

Compatriotas, no mas verla esclava,si 

humillada tres siglos gimió,para siempre 

jurémosla libre.manteniendo su propio 

esplendor.Nuestros brazos, hasta hoy 

desarmados,esten siempre cebando el 

cañón,que algún dia las playas de 

Iberia.sentirán de su esfuerzo el terror. 

 

諸君､300 年もの長い間耐えてきた我らの国に二度と奴

隷の姿を見ることはあるまい。自由の真の意味を知り、永

遠に誓い合おう。今日まで我々の手に武器はなかった。し

かし今国民はみごとに立ち上がり､平和を勝ち取るための

大砲も用意されている。その威力はいつかイベリアの海岸

まで轟くであろう。 

 

VI 6. 

En su cima los Andes sostengan la bandera 

o pendón bicolor,quo a los siglos anuncie el 

esfuerzo que ser libres, por siempre nos 

dió.A su sombra vivamos tranquilos,y, al 

nacer por sus cumbres el sol,renovemos el 

gran juramento que rendimos al Dios de 

Jacob. 

 

この自由を勝ち取った努力を､何百年も世界のすみずみ

まで伝えるために､アンデスの頂上に二色の旗を立てる。

この旗に見守られながら､我々は平和に生きるのだ。太陽

がアンデスのいただきから昇るたびにヤコブの神に誓っ

た約束をあらたにする。 

 

 



 



 

 

祝祭日と行事 

ペルーではほとんどの人がキリスト教信者のた

め、宗教的な習慣が日常生活に溶け込み、祝祭日

や行事も宗教的な背景を持つものが多い。また、

独立や英雄にちなむ日も、国民にとって大切な日

となっている。地方では、その土地独特の伝統的

な行事が今日まで伝えられ、人々は華やかな衣装

に身をつつみ、陽気に歌い踊る。なかでも有名な

のは、クスコのインティ・ライミで、ケチュア語

でインティは太陽、ライミは祭典を意味する。太

陽神を崇拝したインカ時代の人々にとって大変重

要な祭りであった。農耕民族の彼らの行事は農業

に関するものが多かったが、インティ・ライミの

祭りも、その年の豊作を太陽神に感謝すると共に、

また次の年の豊かな実りと収穫を祈るものであっ

た。 

 

インカの祭り 

１月 ウチュイ・ポコイ（実りの小祭） 

２月 ハツゥン・ポコイ（実りの大祭） 

３月 パウカル・ワライ（花衣装） 

４月 アイリワイ（若いとうもろこしの実り） 

５月 アイマ・ライミ（収穫の祭り） 

６月 インティ・ライミ（太陽の祭り） 

７月 カナ・ワルスキ（土地の浄化祭） 

８月 ヤパキス（浄化と供犠の祭り） 

９月 コナ・ライミ（皇妃の祭り） 

１０月 ウマ・ライミ（水の祭り） 

１１月 アヤ・マルカ（死者の行列） 

１２月 カパック・ライミ（壮麗の大祭） 

 

 

現在の祝祭日 

１月１日 新年 

（Ano Nuevo） 

12 月 31 日の夜になると、新年を祝うために家

族や親戚、友人たちの家に集合したり、ペーニャ

やレストランなどに出掛け、歌ったり踊ったりし

て楽しい一時を過ごす。午前０時になると町のあ

ちこちで花火が上がり、自動車は一斉にクラクシ

ョンを鳴らし、人々は「フェリス・アニョ・ヌエ

ヴォ」と言いながら、お互いに肩をたたいて祝福

し合う。 

また、新年を迎えるにあたって、日本とちがっ

た面白い習慣もいくつか見られる。その一つは女

性が黄色い下着を着けることである。ペルーでは

黄色は幸運を呼ぶと信じられており、贈り物にも

よく使われる。そのため、この時期には街頭でも

たくさん売られているのを見かける。他に、新年

を祝うために集まった人々が、真夜中の 12 時に

なるとテーブルの下にもぐり、新しい年の幸運を

願って干しぶどうを 12 粒食べ、前の年に対する

感謝の気持ちを込めて、さらに 12 粒食べる習慣

もある。また、旅行カバンを持って家の周囲を回

ると、その年には旅行に出掛けられるという言い

伝えもあり、家族全員で駆け回っている姿も見か

ける。 

 

3～4 月 聖週間 セマナ・サンタ 

（Semana Santa） 

キリストの復活祭は、3 月 21 日以後の最初の満

月の次の日曜日と決められている。ペルーの国民

的行事であるセマナ・サンタは、この復活祭の前

の一週間を指しており、キリストの受難を想起し

て、いろいろな宗教行事が行われる。 

月曜日……クスコ県では、地元の守護神であ

るセニョール・デ・ロス・テンブローレスと共

に行列を作って町中をねり歩く。沿道に立つ

人々は像に向かって、ヌクチョ（Nuccho）と呼

ばれる深紅の花を投げるが、まるで流れる血の

ように見えるという。このヌクチョはセマナ・

サンタの時期にしか咲かないと言われている。

なお、テンブローレスの像は 1650 年にスペイ

ン国王カルロス 5 世から贈られ、人々の間では

地震の神様として知られている。 
クスコ（サクサイワマン）のインティ・ライミ 



 

 

木曜日……キリストが 12 人の弟子と共にした

最後の晩餐を記念する日。リマの人々はこの晩餐

をしのんで、市内の七つの教会を訪ね歩く。それ

らの教会は別名エスタシオン（Estacion）とも呼

ばれ、大勢の人がミサに参加するために集まる。 

 

金曜日……キリストがゴルゴダの丘で十字架

に処せられた日。 

 

土曜日……墓地に埋葬された日。 

 

日曜日……キリストが復活した日で、栄光の日

曜日とも呼ばれ、キリスト信者にとっては最大の

喜びの日である。この日には各地の教会で礼拝や

ミサが行われ、パレードがくりひろげられる。ま

た、復活と多産を象徴する、きれいに彩られた卵

形のチョコレートを贈る習慣も見られる。 

 

5 月 1 日 労働者の日 メーデー 

（Dia del Trabajo） 

 労働者、聖ヨゼフの祝日。ペルーでは特にこの

日にデモ行進が行われたり、集会が開かれたりす

るということは少ない。むしろ家庭内で祝い、日

本の勤労感謝の日のように働く人たちに対する感

謝の意味合いが強い。 

 

6 月 24 日 サン・ファンの日 農民の日 

（Dia de San Juan） 

 サン・ファン（聖ヨハネ）の祝日であると共に

農民の日とも言われている。もとはインカ時代か

ら継承されてきたインティ・ライミの日が、スペ

インの征服後はサン・ファンの祝日に改めさせら

れたが、クスコでは毎年 6 月 24 日には豊かな収

穫の感謝と祈願の祭典が行われ続け、これがペル

ー全土に広がり、農民の日となったのである。 

 

6 月 29 日 サン・ペドロとサン・パブロの日 

漁師の日（Dia de San Pedro y San Pablo） 

 キリストの弟子、聖ペドロ（ペテロ）と聖パブ

ロ（パウロ）を祭る日。聖ペドロはガリラヤ湖畔

の漁師だったことから、先の農民の日に対して漁

師の日として祝うようになった。リマ市近郊では、

チョリリョスの魚市場の祭りが有名である。人々

は教会から聖ペドロ像を神輿に乗せて市場まで運

び、船に乗せて湾を一周し、漁の安全と豊漁を願

い、再び神輿に乗せ、大勢の人に付き添われて行

進をしながら教会に戻る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 28 日・29 日 独立記念日 

（Dia de la Independencia Nacional） 

16～19 世紀にかけて、ペルーはスペインの植民

地政策に苦しめられていた。19 世紀初頭、本国へ

の反抗の動きが起こり、南アメリカ解放の父、ベ

ネズエラ人シモン・ボリーバルの軍隊がスペイン

に戦いを挑んだ。続いて、チリからホセ・デ・サ

ン・マルティン将軍が援軍を率いて参戦した。サ

ン・マルティン将軍は勝利を得て、1821 年 7 月

28 日、リマのワウラで独立を宣言した。この日は、

軍隊や学生のパレードが行われ、中央寺院ではミ

サが開かれ、国を挙げて独立を祝う。 

 

 

サン・ペドロ像の行進 

独立記念日のパレード 



 

 

8 月 30 日 サンタ・ロサの日 

（Dia de Santa Rosa de Lima） 

1586 年 4 月 20 日に生まれ、1617 年 8 月 24 日

に亡くなったペルーの聖女、サンタ・ロサを祭る

日で、ペルーのみならず南アメリカ全域およびフ

ィリッピンの守護者として知られている。この日、

ペルー各地にあるサンタ・ロサを祭った教会では、

その像を神輿に乗せて街をねり歩く。 

 

10 月 8 日 アンガモス海戦記念日 

（Combate Angamos） 

1879 年から 1884 年にかけて、現在はチリ領と

なっているアタカマ砂漠の硝石をめぐってペルー

とボリビアの同盟軍とチリとの間で戦争が勃発し

た。この海戦は 10 月 8 日に、ペルー軍艦ワスカ

ルに 

座乗していた英雄ミゲル・グラウがアントファガ

スタ北部のアンガモス岬付近でチリ海軍と交戦し、

艦と運命を共にした。この戦争で同盟軍は敗北し、

ボリビアは海岸部の領土を失い、ペルーもアリカ

地方をチリに割譲した。この海戦とミゲル・グラ

ウの功績を記念して国民の祝日と定め、海軍によ

る各種の行事が行われる。 

 

11 月 1 日 諸聖人の日 

（Festividad de Todos Los Santos） 

 全聖人の徳と偉大さを記念する日で、万聖節と

も呼ばれる。ちょうど、日本のお盆にあたり、人々

は生前親しくしていた人や家族のお墓参りに出か

ける。また、10 月 31 日は前夜祭にあたり、夕方

になると仮装した子どもたちは「ハロウィン」と

声を掛けながら各家庭を回って歩く姿が見られる。 

 

12 月 8 日 聖母懐胎の日 

（Dia deLa Inmaculada Concepcion） 

受胎告知の絵画で知られている天使のお告げを受

けた聖母マリアが、キリストを宿したとされる日。

マリア像を祭ってある各地の教会で聖母行列が行

われる。 

 

 

 

 

12 月 25 日 クリスマス 

（Navidad） 

 キリストの誕生を祝う祭日。各家庭ではクリス

マス・ツリーやナシミエントと呼ばれる降臨にち

なむ飾りつけをする。ナシミエントは紙で馬小屋

を模したほら穴をあしらい、聖母や天使、牛、羊

などの人形を置き、中央に布に包まれた赤ん坊の

キリストを横たえたもので御降臨を偲ぶ。24 日の

クリスマス・イヴになると家族同士が集まり、交

換したプレゼントをクリスマス・ツリーの下に置

いておき、夜中の 12 時になると「フェリス・ナ

ビダ（Feliz Navidad）」の掛け声とともに、キリ

スト像にかぶせてあった布を取りはずし、祝福し

合い、各自のプレゼントを開け、食事を始める。

七面鳥、パネトンと呼ばれる干し果物入りのパン

を食べたり、ホットチョコレートを飲んだりする

習慣がある。 

 

聖体行列 



憲法と三権 

 

政体 

 ペルーは、主権独立国家、民主的共和国で、その主権は国民にある。 

 

国民の権利と義務 

 ペルー国民は法の下に平等で、信教、表現、住居・移転、職業選択、思想・良心の自由、並びにその

他の権利が保障されている。また、国民は、憲法遵守、勤労、納税の義務が課せられている。 

 

選挙権 

 ペルー国民は、18 歳以上の全ての成人に選挙権が与えられており、70 歳までは投票が義務付けられ

ている。また、被選挙権は、大統領・副大統領が 35 歳以上、国会議員が 25 歳以上となっている。ただ

し、現役の軍人・警察官には選挙権、被選挙権が与えられていない。 

 なお、選挙に関する一切の権限は、独立機関である国家選挙審議会(JURADO NACIONAL DE ELEC

CIONES )に委ねられている。 

 

行政権(PODER EJECUTIVO) 

 ペルーは大統領内閣制をとっており、大統領に大きな権限が与えられている。 

大統領は閣僚を任命し、閣僚会議(CONSEJO DE MINISTROS)を組織する。閣僚会議の議長は、首

相と呼ばれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大統領の選挙方法 

大統領は５年ごとに国民の直接選挙で選ばれる。有効投票数の過半数をもって当選するが、過半数

に満たない場合には、上位２名によって 30 日以内に決選投票が行われる。また、大統領は１回に限り

連続再選が認められている。 

大統領の権限 

大統領は閣僚会議の承認を得て、国の全土ないし一部地域に非常事態宣言および戒厳事態宣言を出

すことができる。これにより、国民に与えられた法律上の権利の一部を停止することができる(住居の

不可侵、住居の選択及び国内移動の自由、集会の自由、令状なしで拘留されない権利)。また、国会の

承認を得て宣戦布告や終戦宣言を出す権利もある。 

 

 

 

 

 



    ① 外務省 

    ② 国防省 

    ③ 内務省 

    ④ 法務人権省 

    ⑤ 経済財務省 

    ⑥ 生産省 

    ⑦ 農務省 

    ⑧ エネルギー・鉱山省 

大統領  ― 内閣  ― ⑨ 貿易観光省 

    ⑩ 環境省 

    ⑪ 保健省 

    ⑫ 教育省 

    ⑬ 住宅・建設・衛生省 

    ⑭ 運輸通信省 

    ⑮ 労働・雇用促進省 

    ⑯ 開発・社会抱合省 

    ⑰ 社会開発省 

 



立法権(PODER LEGISLATIVO) 

 国会(CONGRESO)は一院制で、全国区で選出

された 120 名の議員によって構成される。年２回

の通常国会が開催され、大統領の発議または議員

総数の３分の２以上の要求で、15 日以内に臨時国

会を開くことができる。 

 また、国会は分野ごとに委員会を設置すること

ができる。国会休会中も国会各会派の議員数に比

例した配分によって構成される常任委員会

(COMISION PERMANENTE)は、立法活動を続

けることができる。 

国会は、法律の成立、修正、廃止、あるいは予

算案、決算案の承認などの仕事を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律(LEY)のできるまで 

国会への立法発議権は国会議員、大統領の他

に最高裁判所や地方自治体も、関連する立法の

発議を行うことができ、また、法律の定めると

ころに従い、国民も発議することができる。法

律案は、議員総数の過半数の賛成で議会原案が

可決された場合、国会議長は議会原案を法律と

して公布することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大統領官邸の衛兵交代パレード (毎日、正午に官邸前庭で行われる) 

 

パレード開始を合図する騎馬隊 

 

大統領官邸 

 



司法権(PODER JUDICIAL) 

 裁判所は、最高裁判所(CORTE SUPREMA)、

高等裁判所(CORTE SUPERIOR)、第一審裁判所

(JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA)、治安

裁判所(JUZGADO DE PAZ)の４段階がある。裁

判は法律に従って公平に行われ、二審制、裁判の

公開制、被告への弁護士の扶助(無料)などが保障

されている。未成年者は、少年裁判所(JUZGADO 

DE MENORES)で裁判を受ける。 

 また、特別に憲法保障裁判所(TRIBUNAL DE 

GAＲANTIAS CONSTITUCIONALES)がアレキ

ーパに置かれ、法律、条例、命令が憲法に違反し

ていないかを判断する。この他に、軍事裁判所、

農業裁判所、労働裁判所などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高裁判所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法保障裁判所 

最高裁判所は原則として最終審であり、ど

の機関によってもその判決をくつがえすこと

ができない。 

 しかし、例外として憲法保障裁判所は、最

高裁で違憲判決が出されたり、人身保護請求、

権利保障、情報保護請求が否決されたときに、

その審理を行い、取り消しをすることができ

る。 

 憲法保障裁判所の裁判官は７名、任期は５

年で、連続再選は禁止されている。 

 

●人身保護請求  

憲法で保障された市民的自由を、裁判所や

警察などの公的権力の乱用から守ること。 

 

●権利保障や情報保護などの請求  

表現の自由、結社の自由、住居の不可侵、

差別、迫害など、人身保護で対象とされる以

外の全ての権利が対象となる。 

 

 

 

 

最高裁判所 

高等裁判所 

第一審裁判所 

治安裁判所 

憲法保障裁判所 

少年裁判所 



三権分立 

 行政、立法、司法の三権は、それぞれが独立し

ており、お互いに監視し合う機能を持っている。 

しかし、実際には大統領制の下では内閣の権限

が強い。例えば、大統領から提出された緊急を要

する法案に対し優先審議権が与えられることや、

立法権の委任により内閣へ立法の権限が与えられ

ること、可決された法案に対して大統領が一時的

に留保する権限を持っている点などが挙げられる。 

 また、大統領は任期の最終年を除いて、内閣が

不信任決議を受けたり、信任決議を否決されたり

した場合には、国会を解散することができる。そ

れに対して、常任委員会は大統領、閣僚、最高裁

判所判事、憲法保証裁判所判事を憲法上の背任や

職務上で犯した犯罪について、議会に告発する権

限を持っている。議会は訴追宣言を行い、最高裁 

 

にその審議を委ねる。また、憲法保障裁判所は全

ての法律、委任立法、行政命令について、要請に

基づき違憲・合憲の判断を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大統領 

内閣 

国会 最高裁判所 

国会議員を審理 

最高裁判所判事を告発 

議会の 

解散 

国会喚問権 

（大統領、閣僚

を議会に告発） 
大統領、 

閣僚を審理 

最高裁判所

判事の任命 

最高裁判所 

三 権 分 立 の 相 互 監 視 機 構 



憲法改正 

 いかなる憲法改正でも、議員総数の過半数以上

の賛成を得た上で、国民投票による承認が必要で

ある。 

しかし、通常国会の２会期にわたり、議員総数

の３分の２以上の賛成が得られた場合には、国民

投票が不要となる。承認された憲法改正には、大

統領の異議申し立ては認められない。 

 憲法改正の発議権は、閣僚会議の合意を得た大

統領と国会議員、有権者の 0.3％以上の署名を集

めた市民に認められている。市民の署名は、中央

選挙管理委員会が審査する。 

 

地方制度(REGIONALIZACION) 

 ペルーは 24 県(DEPARTAMENTO)、カヤオ特

別区(PROVINCIA CONSTITUCIONAL)、153 市

(PROVINCIA)及び 1680 区(DISTRITO)に分かれ

ている。そして、各レベルに中央政府を代表する

県 知 事 (PREFECTO) 、 副 県 知 事 (SUB 

PREFECTO)、区知事(GOBERNADOR)がそれぞ

れ大統領から任命され、国政事務を執っている。 

 地方自治体としては、市及び区レベルにそれぞ

れ市議会 (CONSEJO MUNICIPAL)、区議会

(CONSEJO MUNICIPAL DISTRITAL)があり、

それぞれに市長(ALCALDE PROVINCIAL)、区

長(ALCALDE DISTRITAL)がいる。これらの地

方議会の議員、市長や区長は５年ごとに住民の直

接選挙で選ばれる。 

しかし、ペルーには中央集権主義の伝統が根強

く残っていること、また、国家からの予算措置が

少なく、地方自治体の財政が苦しいため、地方分

権化は今後の大きな課題である。 

 そのため、政府は、「地方分権化計画法」(PLAN 

NACIONAL DE REGIONALIZACION)を制定し、

いくつかの県を統合した中域的な新しい行政区分

を決定し、そこに地方行政府 (GOVIERNO 

REGIONAL)の設置を義務付け、住民の直接選挙

による代表者、市長、各分野・組織の代表者から

なる地方議会(ASAMBLEA REGIONAL)を設置

し、地方自治を進めようとしている。 

 



 

 

教育制度 

ペルーの教育制度は、おおよそ右図のような形

式をとっている。国立学校（ＮＡＣＩＯＮＡＬ）

では、小学校６年、中学校５年の１１年間は入学

試験もなく、授業料も無料で、全ての子どもたち

に教育を受ける権利を与えている。特に小学校の

卒業は法律で義務づけられている。私立学校（Ｐ

ＡＲＴＩＣＵＬＡＲ）もあるが、約８割の子ども

は国立学校に通学している。 

 ほとんどの国立小学校、中学校では午前・午後・

夜間の三部制で授業を行っている。中学校への進

学率は約９４％だが、卒業率は約７１％である。

また、小学校・中学校とも落第があるため、卒業

の年齢は統一されていない。小学校の落第率は

８％、中学校の落第率は５％である。 

 大学は入学試験があり、入学希望者は試験準備

のため、中学校を卒業してから塾に通うことが多

い。大学の卒業率は、同年齢人口の１６％である。 
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 ペルーの教育制度 
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短期高等教育

機関(IST) 

教育省 

（MINISTERIO DE EDUCACION） 



生徒の数（２０１７年度）
＜小学校＞ ＜中学校＞

国立 2630511 国立 1927444
私立 462041 私立 867987
合計 3,092,552 合計 2,795,431

学校の数（２０１７年度）
＜小学校＞ ＜中学校＞

国立 29658 国立 9347
私立 8729 私立 5155
合計 38,387 合計 14,502

教員の数（２０１７年度）
＜小学校＞ ＜中学校＞

国立 145637 国立 144950
私立 61463 私立 53336
合計 207,100 合計 198,286

資料： Resultados de Censo Educativo y Censo DRE/UGEL 2017 ペルー教育省

http://escale.minedu.gob.pe/resultado_censos
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ペルーの成績通知表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio de Padua中学校３年 A組の時間割表 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

朝会（８：００～８：15） 全校朝会 学級朝会 学級朝会 学級朝会 全校朝会 

１時間目 

（８：15～9：00） 
科学 国語 テスト 宗教 国語 

２時間目 

（9：00～9：45） 
科学 国語 数学 宗教 国語 

3時間目 

（9：45～10：30） 
国語 国語 科学 数学 コンピュ－タ 

4時間目 

（10：30～11：25） 
学活 国語 科学 数学 コンピュ－タ 

休憩（11：25～11：45）      

5時間目 

（11：45～12：30） 
数学 音楽 英語 社会 数学 

6時間目 

（12：30～1：15） 
数学 音楽 英語 社会 数学 

休憩（1：15～1：30）      

7時間目 

（1：30～2：15） 
英語 体育 社会 科学 社会 

8時間目 

（2：15～3：00） 
英語 体育 社会 家庭科 社会 


