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平成２６年９月 

在ブルガリア日本国大使館 

概観 

【政治・社会政治・社会政治・社会政治・社会】 

・６日，プレヴネリエフ大統領の任命によるブリズナシュキ首相を首班とする暫定内閣が発足した。

同日，第４２回国民議会が解散した。 

・１０月５日の国民議会総選挙には，２５の政治勢力（１８政党と７連合）が参加する予定となり，

各党は候補者名簿を発表した。 

 

【経経経経    済済済済】 

・４日，国民議会の第二読会において２０１４年度国民健康保険基金（ＮＨＩＦ）の予算改定が可

決されたが，国家予算改定案は審議されなかった。 

・１２日，検察当局は，コーポレート商業銀行（ＣＣＢ）の主要株主であるツヴェタン・ヴァシレ

フ氏を横領罪で起訴したことを発表した。また，ＣＣＢの預金者による預金への早期アクセスを求

める抗議行動が各地で行われた。 

・・・・１４日発表の国家統計局の暫定データによると，２０１４年の第２四半期のＧＤＰ成長率は前年

同期比１．６％となり，過去１１四半期の中で最大となった。    

 

この月報はブルガリア各種メディアの報道等をとりまとめたものであり，在ブルガリア日本大使館の意見や判断を反映するものではあ

りません。 

政治・社会 

１． 内政 

（１）暫定内閣の発足及び国民議会の解散 

◆◆◆◆ブリズナシュキ暫定内閣の発足ブリズナシュキ暫定内閣の発足ブリズナシュキ暫定内閣の発足ブリズナシュキ暫定内閣の発足    

�５日，プレヴネリエフ大統領は大統領府で記者

会見を行い，ゲオルギ・ブリズナシュキ・ソフィ

ア大学教授（元国民議会議員）の暫定内閣首相任

命及び新閣僚を発表した。新閣僚は以下のとおり。

なお，今回は１９８９年の民主化以来４度目の暫

定内閣となり，同大統領が任命する２回目の暫定

内閣である。本暫定内閣は，１０月５日の国民議

会総選挙後に新内閣が発足するまで執務を行う。 

（ア）首相：ゲオルギ・ブリズナシュキ（ソフィ

ア大学法学部教授（憲法），元国民議会議員（ＢＳ

Ｐ） 

（イ）経済政策担当副首相兼地域開発相兼投資計

画担当相：エカテリーナ・ザハリエヴァ（大統領

府補佐官，元地域開発・公共事業次官） 

（ウ）社会政策担当副首相兼労働・社会政策相：

ヨルダン・フリストスコフ（元国民保険基金所長） 

（エ）司法・秩序・治安担当副首相兼法務相：フ

リスト・イヴァノフ（弁護士） 

（オ）ＥＵファンド管理担当副首相：イリアナ・

ツァノヴァ（欧州復興開発銀行地方インフラ・環

境局上級バンカー） 

（カ）経済・エネルギー相：ヴァシル・シュトノ

フ（「ブリズー」（ケーブルテレビ）社マーケティ

ング戦略担当局長，元マッキンゼー社ソフィア代

表） 

（キ）保健相：ミロスラフ・ネンコフ（軍事医学

アカデミー麻酔科長代行） 

（ク）内務相：ヨルダン・バカロフ（元国民議会

議員（ＵＤＦ），第４０回国民議会ＵＤＦ院内総務） 

（ケ）財務相：ルメン・ポロジャノフ（元国家農
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業基金所長） 

（コ）運輸・情報技術・通信相：ニコリナ・アン

ゲルコヴァ（大統領府ＥＵ基金担当補佐官，ＧＥ

ＲＢ政権地域開発次官） 

（サ）教育相：ルミヤナ・コラロヴァ（大統領府

市民社会担当補佐官，ソフィア大学助教授） 

（シ）国防相：ヴェリザル・シャラマノフ（コス

トフ政権（１９９７年）国防次官，ブルガリア科

学アカデミーＩＴセキュリティ研究所長，元ＮＡ

ＴＯ通信情報局（ＮＣＩＡ）需要管理局長） 

（ス）外相：ダニエル・ミトフ（ＮＤＩ（米ＮＧ

Ｏ）ブリュッセル等代表，元「市民のブルガリア」

幹部，元「強いブルガリアのための民主主義者」

（ＤＳＢ）（右派）副代表） 

（セ）文化相：マルティン・イヴァノフ（大統領

府文化担当補佐官） 

（ソ）青年・スポーツ相：エフゲニア・ラダノヴ

ァ（スピードスケート・自転車競技選手） 

（タ）農業・食糧相：ヴァシル・グルデフ（元国

家農業基金副所長） 

（チ）環境・水相：スヴェトラナ・ジェコヴァ（ブ

ルガリアＥＵ常駐代表環境部長，元環境相） 

�６日午前，閣僚評議会においてオレシャルスキ

前内閣からブリズナシュキ新暫定内閣への交代式

が行われた。オレシャルスキ前首相は，自身の内

閣の達成事項を賞賛し，１４ヶ月の間にビジネス

環境を改善し，前政権よりもＥＵファンドを効率

よく分配し，社会政策に重要な施策を導入し，５

万人の雇用を創出した，と述べた。 

    

◆第４２回国民議会◆第４２回国民議会◆第４２回国民議会◆第４２回国民議会の解散の解散の解散の解散    

�６日，プレヴネリエフ大統領は，同日付けで第

４２回国民議会を解散し，１０月５日に早期国民

議会総選挙を実施する大統領令を発布した。 

 

◆◆◆◆暫定内閣の優先事項暫定内閣の優先事項暫定内閣の優先事項暫定内閣の優先事項の発表の発表の発表の発表    

�７日，暫定内閣は自身の優先事項として，第４

３回国民議会総選挙の運営，経済政策の実施（７

月までの予算遂行状況の分析，２０１５年度予算

に関する業務，ＥＵファンドの消化等を含む），法

の支配・国内治安・国防分野の施策，エネルギー

理事会の設置を通じたエネルギー分野の改革の継

続，透明な統治及び市民社会との対話等を挙げた。 

 

◆◆◆◆メダロヴァ判事の選挙担当相への任命中止メダロヴァ判事の選挙担当相への任命中止メダロヴァ判事の選挙担当相への任命中止メダロヴァ判事の選挙担当相への任命中止    

�８日，プレヴネリエフ大統領はクラシミラ・メ

ダロヴァ・ソフィア上訴裁判所判事を暫定内閣の

選挙担当相に任命する大統領令を公布した。しか

し，９日，「抗議者ネットワーク」が同判事の選挙

担当相任命に反対する声明を発出したことを受け，

メダロヴァ判事は自身の任命手続きの中止を要請

した。「抗議者ネットワーク」は，以前中央選挙管

理委員会（ＣＥＣ）委員長であった同判事は委員

会の透明な運営に失敗した，選挙担当相は重要な

ポストであり，申し分のない評判と専門家意識が

認められる人物を任命すべきである，と主張した。

メダロヴァ判事は，２０１１年４月から２０１４

年３月まで，ＧＥＲＢの割当枠によりＣＥＣ委員

長を務めていた。 

�１１日のプレヴネリエフ大統領及びブリズナシ

ュキ首相の協議により，選挙担当相は設置しない

ことが決定された。 

 

（２）総選挙に向けた動き 

◆◆◆◆中央選挙管理委員会への総選挙参加登録中央選挙管理委員会への総選挙参加登録中央選挙管理委員会への総選挙参加登録中央選挙管理委員会への総選挙参加登録    

�１２日，中央選挙管理委員会は，１０月５日の

国民議会総選挙への参加登録受付を開始した。 

２０日，参加登録が締め切られ，同日までに２２

の政党と７の連合が登録申請を行った。その後，

登録抹消等により参加政党は２５（１８の政党と

７の連合）となった（その他無所属候補者は５名）。

公式な選挙活動は９月５日から開始する。主要政

党の主な候補者名簿第一位は以下の通り。 

�ＧＥＲＢ 

ボリソフ党首はソフィア市２５区及びプロヴディ

フ市，ツヴェタノフ副党首はブラゴエフグラッド

市とヴェリコ・タルノヴォ市の候補者名簿第１位。 

�ＢＳＰ－左派ブルガリア 

ＢＳＰを中心とする左派連合は，「ＢＳＰ－左派ブ

ルガリア」の連合名で選挙登録を行った（注：こ
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れまでの連合名は「ブルガリアのための連合」）。

ミコフ党首は，ソフィア市２５区及びヴィディン

市，ヴィゲニン前外相はブラゴエフグラッド市，

ナイデノフ前国防相はヴァルナ市，ストイネフ前

経済・エネルギー相はスタラ・ザゴラ市，マノロ

ヴァ前国民議会副議長はキュステンディル市の候

補者名簿第１位。 

�ＭＲＦ 

ＭＲＦからはオレシャルスキ前内閣の３名の閣僚

が出馬する。チョバノフ前財相（注：前回総選挙

ではＢＳＰの市民枠で当選）はソフィア市２５区

とモンタナ市，アナスタソフ前環境相はヴィディ

ン市，ゲオルギエヴァ前スポーツ青年相はソフィ

ア市２３区からそれぞれ候補者名簿第１位で出馬

する。また，メスタン党首はハスコヴォ市及びカ

ルジャリ市，昨年の反政府抗議行動のきっかけと

なったペエフスキ元議員はパザルジック市及びス

タラ・ザゴラ市の候補者名簿第１位。 

�改革派ブロック 

改革派ブロックを構成する「市民のブルガリア」

のメグレナ・クネヴァ党首はソフィア市２５区，

ＵＤＦのボジダル・ルカルスキ党首は同２３区，

ＤＳＢのペタル・モスコフ副党首は同２４区，Ｄ

ＳＢのラダン・カネフ党首はヴァルナ市の候補者

名簿第１位。 

�「検閲のないブルガリア」 

バレコフ党首（欧州議員）はヴァルナ市及びプロ

ヴディフ市の候補者名簿第１位。 

�ＡＢＲ（ＡＢＶ） 

カルフィン元外相（前欧州議員）はヴァルナ市及

びソフィア市２５区の候補者名簿第１位。なお，

パルヴァノフ党首は出馬しない。 

�愛国戦線（ナショナリスト） 

ＶＭＲＯ及びＮＦＳＢは３日に連合協定を締結し，

「愛国戦線」と題する連合で総選挙に出馬する。

ＶＭＲＯのクラシミル・カラカチャノフ党首はソ

フィア市２５区及びプレヴェン市，同党のアンゲ

ル・ジャンバツキ副党首はソフィア市２４区及び

ブラゴエフグラッド市，ＮＦＳＢのヴァレリー・

シメオノフ党首はソフィア市２３区及びブルガス

市，スラヴィ・ビネフ氏はハスコヴォ市の候補者

名簿第１位。 

 

（３）政党の動き 

◆改革派ブロック◆改革派ブロック◆改革派ブロック◆改革派ブロック    

�４日，ラダン・カネフＤＳＢ党首は，改革派ブ

ロックの報道官を辞任した。同党首は，５月の欧

州議会選挙後，同ブロック内の共通政策を形成す

ることができなくなった，と述べた。 

�１４日の報道によると，改革派ブロックの党首

にＤＳＢのカネフ党首，ＵＤＦのボジダル・ルカ

ルスキ党首，ナイデン・ゼレノゴルスキ元プレヴ

ェン市長（元ＵＤＦで現在「市民のブルガリア」

所属）の３名が立候補している。現在，同党は５

名の共同党首の形式となっている。（注：９月１３

日の党大会で予定されていた党首選挙は延期され

た。） 

    

◆ＢＳＰ◆ＢＳＰ◆ＢＳＰ◆ＢＳＰ    

�８日，ＢＳＰは党大会を開催し，党幹部の変更

が行われた。ミコフ党首はクラシミル・ヤンコフ

氏，ボリスラフ・ブツァノフ氏，エミル・コンス

タンティノフ氏を党執行部から解任し，新たにザ

ハリ・ゲオルギエフ氏を任命した。スタニシェフ

前党首は「ブルガリアのための連合」党首を解任

され，ミコフ党首が党首に任命された。新連合名

は「ＢＳＰ－左派ブルガリア」となる。 

    

◆◆◆◆ボリソフＧＥＲＢ党首の発言ボリソフＧＥＲＢ党首の発言ボリソフＧＥＲＢ党首の発言ボリソフＧＥＲＢ党首の発言    

�１４日，ＧＥＲＢのボリソフ党首は，ブルガリ

ア国営テレビにおいて，１０月５日の国民議会総

選挙後，改革派ブロックと連立する可能性はない，

と述べた。同党首は，ＧＥＲＢは，首相が自分の

後にイヴァン・コストフ（改革派ブロックを構成

するＤＳＢの元党首）に報告するような政府の一

員となるつもりはない，と述べた。また，ボリソ

フ党首は，もし次期国民議会においてＧＥＲＢが

過半数である１２１議席を獲得できなければ，Ｇ

ＥＲＢは内閣組閣権限を返上するだろう，と述べ

た。これに対し，カネフＤＳＢ党首は，ボリソフ
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党首の発言は人々を脅すことで支持を集めようと

しているにすぎない，改革派ブロックは次期政府

についてＧＥＲＢといかなる対話も行っていない，

と述べた。一方で，ボリソフ党首は３１日，ＧＥ

ＲＢの唯一論理的なパートナーは改革派ブロック

のみである，と述べた。 

�１７日，ボリソフ党首は，カルジャリ選挙区の

村での新運動場の開会式に出席し，ＧＥＲＢが総

選挙後に政権を取ったら少なくとも１０名のブル

ガリア系ムスリム人の次官を任命するだろうと述

べた。これに対し，ミコフＢＳＰ党首は，明らか

にＧＥＲＢとＭＲＦの連立が形成されていると述

べた。 

 

◆ＮＭＳＰ◆ＮＭＳＰ◆ＮＭＳＰ◆ＮＭＳＰ    

�１８日の報道によると，ソロモン・パシー元外

相がＮＭＳＰ（「安定と進歩のための国民運動」）

を離党した。同元外相は，同党はＮＡＴＯ及びＥ

Ｕ加盟という大きな目的を達成し，すでにその役

目を果たしたと述べ，党の解散を要求した。 

�１９日，党幹部のフリスティーナ・フリストヴ

ァ氏がアントニア・パルヴァノヴァ党首に合意で

きないことを理由として辞任した。 

 

◆「検閲のないブルガリア」と「ＬＩＤＥＲ」◆「検閲のないブルガリア」と「ＬＩＤＥＲ」◆「検閲のないブルガリア」と「ＬＩＤＥＲ」◆「検閲のないブルガリア」と「ＬＩＤＥＲ」

が連合が連合が連合が連合    

�１８日，「検閲のないブルガリア」のバレコフ党

首は，「ＬＩＤＥＲ」（カンチョ・フィリポフ党首）

と連合協定を締結したことを発表した。両党は連

合により総選挙に出馬する。 

 

（４）その他 

◆ブルガリア北西部の◆ブルガリア北西部の◆ブルガリア北西部の◆ブルガリア北西部の集中豪雨による水害集中豪雨による水害集中豪雨による水害集中豪雨による水害    

�２日夜から３日にかけての集中豪雨によりドナ

ウ河の近くでスカット川が氾濫し，ブルガリア北

西部ミズィア町及び近くのクルショヴィツァ村が

浸水した。ミズィア町で２名が自宅で溺死，さら

に約１０名が行方不明となり，８００名以上が自

宅退避を余儀なくされた。ブルガリア赤十字は毛

布，長靴，飲料水等の緊急生活物資の供給を行い，

被害者支援募金キャンペーンを開始した。プレヴ

ネリエフ大統領は３日，犠牲者の遺族へのお悔や

みのメッセージを表明した。 

 

◆◆◆◆ゲオルギエヴァ欧州委員の次期欧州委員候ゲオルギエヴァ欧州委員の次期欧州委員候ゲオルギエヴァ欧州委員の次期欧州委員候ゲオルギエヴァ欧州委員の次期欧州委員候

補指名補指名補指名補指名    

�６日，ブリズナシュキ新首相は，暫定内閣発足

後初の閣議の後の記者会見において，政府はゲオ

ルギエヴァ現欧州委員（国際協力・人道援助・危

機対応担当）を次期欧州委員候補として指名し，

また，欧州連合外務・安全保障政策上級代表兼欧

州委員会副委員長候補としても指名する，と発表

した。また，同首相は，我々は同欧州委員がより

高位の地位を得られるよう国を挙げて努力する，

と述べた。（注：欧州理事会は３０日，外務安全保

障政策上級代表にフェデリカ・モゲリーニ氏（伊

外相）を指名した） 

    

◆◆◆◆プレヴネリエフ大統領による国内のオリガプレヴネリエフ大統領による国内のオリガプレヴネリエフ大統領による国内のオリガプレヴネリエフ大統領による国内のオリガ

ーク非難ーク非難ーク非難ーク非難    

�１２日付フィナンシャル・タイムズによると，

プレヴネリエフ大統領は，同紙のインタビューに

おいて，「ブルガリアのオリガークは国家資金に寄

生している。大統領として，多くの入札決定，特

に大規模インフラプロジェクトに関する入札決定

が，十分な透明性なしに密室で行われてきたこと

に失望している。人々はこれらの全ての分野でよ

り透明性を望んでいる。そのため，暫定内閣は次

期行政府のために，電子政府を実行する新法制の

草案作成を優先事項としている。」と述べた。 

�また，同大統領は，サウス・ストリーム天然ガ

スパイプライン計画について，「我々は，ＥＵが違

反手続きの下で調査中である限りは同計画を凍結

するつもりである。時間がかかろうとも，建設を

開始するのは欧州委員会が許可を出した時のみで

ある。」と述べた。 

 

◆米空軍との共同軍事訓練実施◆米空軍との共同軍事訓練実施◆米空軍との共同軍事訓練実施◆米空軍との共同軍事訓練実施    

�２０日，国防省は，８月１８日から９月１２日

までの間，ブルガリア空軍と米空軍が「トラキア
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の鷲２０１４」と題する共同訓練をブルガリア領

空で実施する，と発表した。数十の米空軍機Ｆ－

１５及び約１８０名の兵士が共同訓練のためブル

ガリアのグラフ・イグナティエヴォ空軍基地に配

備された。国防省は，本訓練は２０１３年初めに

計画されたもので，ウクライナ危機とは関係ない

ことを強調した。 

 

◆◆◆◆ブルガリアの汚職環境は２０１４年に悪化ブルガリアの汚職環境は２０１４年に悪化ブルガリアの汚職環境は２０１４年に悪化ブルガリアの汚職環境は２０１４年に悪化

との研究報告との研究報告との研究報告との研究報告    

�２９日，ソフィアの民主主義研究所が汚職環境

の傾向に関する最新の報告書を発表した。同報告

書によると，ブルガリアにおける汚職環境は，政

府のスタンダード及び公共機関の機能に関連する

多くのパラメーターから分析すると，２０１４年

に悪化した。また，同報告書は，２０１４年は１

９９９年以降で行政汚職及び公共行政からの汚職

圧力が最も高い水準となったとしている。個人の

汚職実務への関与の程度は，２０１４年には成人

人口の２９．３％に達した。これは１９９９年の

水準より高く，１９０万人の１８歳以上のブルガ

リア人が過去１年で公務員に袖の下を渡したこと

を認めることになる。ブルガリアの汚職水準はＥ

Ｕ内の平均をはるかに超えており，ＥＵはブルガ

リアを深刻な汚職問題を抱えた諸国の中に位置づ

けている。 

 

２．外政 

◆プレヴネリエフ大統領：ベルギー訪問◆プレヴネリエフ大統領：ベルギー訪問◆プレヴネリエフ大統領：ベルギー訪問◆プレヴネリエフ大統領：ベルギー訪問    

�４日，プレヴネリエフ大統領はベルギーを訪問

し，第一次世界大戦開始１００周年記念式典に出

席した。 

 

◆ミトフ暫定内閣外相：ＥＵ外務理事会出席◆ミトフ暫定内閣外相：ＥＵ外務理事会出席◆ミトフ暫定内閣外相：ＥＵ外務理事会出席◆ミトフ暫定内閣外相：ＥＵ外務理事会出席 

�１５日，ミトフ新暫定内閣外相は，ブリュッセ

ルで開催されたＥＵ外務理事会において，イラク

での危機は人道主義的局面を超えており，難民流

入の可能性が高いブルガリアを含むＥＵ国境国は，

直接的な脅威にさらされている，と述べた。ウク

ライナ情勢に関し，同理事会は，ロシアの単独行

動を国際法の重大な違反であると定めた。ミトフ

外相は，ウクライナ東部で進行していることに責

任があるのはロシアだが，ウクライナは対ロシア

制裁措置をとる際にはＥＵと調整すべきである，

なぜなら同制裁はＥＵ加盟国にとって悪い結果を

もたらす可能性があるものだからである，と強調

した。 

 

◆プレヴネリエフ大統領：◆プレヴネリエフ大統領：◆プレヴネリエフ大統領：◆プレヴネリエフ大統領：エルドアンエルドアンエルドアンエルドアン・トル・トル・トル・トル

コ大統領就任式に出席コ大統領就任式に出席コ大統領就任式に出席コ大統領就任式に出席    

�２８日，プレヴネリエフ大統領は，アンカラに

おいて行われたエルドアン大統領の就任式に出席

した。 

 

◆◆◆◆ミトフミトフミトフミトフ暫定内閣暫定内閣暫定内閣暫定内閣外相：非公式外相：非公式外相：非公式外相：非公式ＥＵＥＵＥＵＥＵ外相会合外相会合外相会合外相会合

出席出席出席出席    

�２９日及び３０日，ミトフ外相はミラノで行わ

れた非公式ＥＵ外相会合に出席した。ウクライナ

情勢及びＥＵ・ロシア関係が議題の中心となった。 

 

◆プレヴネリエフ大統領：欧州理事会特別会◆プレヴネリエフ大統領：欧州理事会特別会◆プレヴネリエフ大統領：欧州理事会特別会◆プレヴネリエフ大統領：欧州理事会特別会

合出席合出席合出席合出席    

�３０日，プレヴネリエフ大統領は，ブリュッセ

ルで行われた欧州理事会特別会合に出席した。会

合ではＥＵ新首脳陣が決定され，対ロシア追加制

裁についての検討が行われた。 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

経 済 

１．マクロ経済 

◆２０１４年度予算改定に関する審議◆２０１４年度予算改定に関する審議◆２０１４年度予算改定に関する審議◆２０１４年度予算改定に関する審議    

�４日，国民議会の第二読会において２０１４年

度国民健康保険基金（ＮＨＩＦ）予算の改定につ

いての審議が行われ，同予算の２億２５００万レ

ヴァ増額が可決された。うち２億レヴァは入院患

者，２５００万レヴァは癌治療薬に当てられる。

一方，２０１４年度国家予算の改定については，

政党間のコンセンサスの欠如を理由として審議が
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行われなかった。また，暫定内閣に対し，対外債

務契約の交渉と締結を認める決議案の審議につい

ても，起草者であるＧＥＲＢが発議を撤回したた

め，審議が行われなかった。コーポレート商業銀

行（ＣＣＢ）の救済案についての審議も行われな

かった。 

    

◆◆◆◆今年上半期の輸出は前年今年上半期の輸出は前年今年上半期の輸出は前年今年上半期の輸出は前年同期比３．４％の同期比３．４％の同期比３．４％の同期比３．４％の

減少減少減少減少    

�１１日発表の国家統計局の暫定データによると，

今年１月から６月までのブルガリアからの全輸出

総額は２０１億レヴァとなり，前年同期比で３．

４％の減少となった。また，全輸入総額は２４３

億レヴァとなり０．５％の減少となった。 

�なお，同期間のブルガリアの対非ＥＵ諸国輸出

額は７５億レヴァとなり，前年同期比１２．１％

の減少となった。また，対非ＥＵ諸国輸入額も９

４億レヴァで６％の減少となった。 

�今年１月から５月までのブルガリアの対ＥＵ輸

出額は１０３億レヴァとなり，前年同期比１．２％

の増加，対ＥＵ輸入額は１２３億レヴァで３．５％

の増加となった。 

 

◆７月のインフレ率は前月比０．４％◆７月のインフレ率は前月比０．４％◆７月のインフレ率は前月比０．４％◆７月のインフレ率は前月比０．４％    

�１２日の国家統計局の発表によると，７月のイ

ンフレ率は前月比０．４％となった。洪水や雹，

大雨等が食料価格に影響したことに加え，電力料

金が７月から２％近く値上がりしたことも影響し

た。今年は，インフレを記録したのは４月と７月

のみであり，年初比では１％のデフレとなった。 

 

◆今年第２四半期の失業率は１１．４％◆今年第２四半期の失業率は１１．４％◆今年第２四半期の失業率は１１．４％◆今年第２四半期の失業率は１１．４％    

�１４日の国家統計局の発表によると，２０１４

年の第２四半期の１５～６４歳の失業率は１１．

４％であり，前年同期比１．５％ポイントの減少

となった。労働年齢人口比率は６８．８％であり，

前年同期比０．４％ポイントの増加となった。１

５～６４歳の雇用率は６１％であり，前年同期比

１．５％ポイントの改善となった。 

 

◆今年第２四半期のＧＤＰ成長率は前年同期◆今年第２四半期のＧＤＰ成長率は前年同期◆今年第２四半期のＧＤＰ成長率は前年同期◆今年第２四半期のＧＤＰ成長率は前年同期

比１．６％比１．６％比１．６％比１．６％（暫定値）（暫定値）（暫定値）（暫定値）    

�１４日発表の国家統計局の暫定データによると，

２０１４年の第２四半期のＧＤＰ成長率は前年同

期比１．６％となり，過去１１四半期の中で最大

の成長率となった。また，今年第２四半期のＧＤ

Ｐは１９２．１億レヴァとなった。内訳はサービ

ス分野（６１．２％）が最大であり，産業分野（３

４％），農業分野（４．８％）が続く。 

 

◆◆◆◆今年上半期の外国直接投資は前年同期比２今年上半期の外国直接投資は前年同期比２今年上半期の外国直接投資は前年同期比２今年上半期の外国直接投資は前年同期比２

３％減３％減３％減３％減    

�１４日のブルガリア国立銀行の発表によると，

今年上半期のブルガリアへの外国直接投資（ＦＤ

Ｉ）は４．９億ユーロ（対ＧＤＰ比１．２％）と

なった。前年同期は６．４億ユーロ（対ＧＤＰ比

１．６％）であり，２３％の減少となった。最大

の投資流入はオランダ（２．１億ユーロ）であり，

最大の投資流出はドイツ（マイナス６，７８０万

ユーロ）だった。 

 

◆◆◆◆７月末の財政赤字は１１．５億レヴァ７月末の財政赤字は１１．５億レヴァ７月末の財政赤字は１１．５億レヴァ７月末の財政赤字は１１．５億レヴァ    

�２１日のポロジャノフ財相の発表によると，７

月末時点の財政赤字は１１．５億レヴァであり，

対ＧＤＰ比１．８％となった。なお，前年同期は

１．７億レヴァだった。財政赤字の内訳は未収税

金が６．５億レヴァ，ＥＵファンド（環境及び地

域開発実施プログラム）の未収金が５億レヴァで

ある。２０１４年度予算の主な問題の一つは，前

政権が全体的に税収を楽観的に予測した点である。

更に，暫定内閣はＥＵからの支払いが凍結されて

いるＥＵファンドのプロジェクトへの支払いも開

始する予定であるため，財政赤字は８月も引き続

き拡大する見通しである。８月には，環境実施プ

ログラムのプロジェクトに１．７億レヴァ，地域

開発実施プログラムに１．９億レヴァが政府から

支払われる予定である。ＥＵファンドの支払いが

いつ再開されるか明確な見通しがないため，財政

赤字は拡大する見通しである。財務省は，財政赤

字を補填するために新たな政府債の発行が必要で
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あるが，対ＧＤＰ比３％を超えない予定であると

発表した。 

 

◆引き出された銀行預金の３分の１以上が再◆引き出された銀行預金の３分の１以上が再◆引き出された銀行預金の３分の１以上が再◆引き出された銀行預金の３分の１以上が再

度銀行預金に度銀行預金に度銀行預金に度銀行預金に    

�２５日発表のブルガリア国立銀行の統計による

と，６月の銀行危機の際に引き出された預金１０．

４３億レヴァのうち，３．６９億レヴァが７月中

に再度銀行に預金されたことが分かった。７月末

時点の銀行預金額は合計５７３．５２億レヴァと

なった。引き出された預金の残りの６．７４億レ

ヴァについては，再度銀行預金に戻るかが判明す

るのは今後となる。また，大口預金を１０万ユー

ロごとに分けて異なる銀行に預金する傾向も現れ

ている。 

 

２．経済政策，産業 

（１）電力に関連する動き 

◆◆◆◆今年上半期のＮＥＫの損失は２．５億レヴ今年上半期のＮＥＫの損失は２．５億レヴ今年上半期のＮＥＫの損失は２．５億レヴ今年上半期のＮＥＫの損失は２．５億レヴ

ァァァァ    

�２２日の報道によると，財務省の報告書から国

営電力公社（ＮＥＫ）が今年の上半期に２．５億

レヴァの損失を記録したことが分かった。なお，

前年同期は１，７２３万レヴァの利益を記録して

いるが，この中にはアメリカの火力発電所への支

払いが含まれておらず，これらが含まれるとすれ

ば１．５億レヴァの損失となる。 

�ＮＥＫによれば，損失はアメリカの火力発電所

及び再生可能エネルギー発電所からの高額の電力

購入及び低価格での販売によりもたらされた。コ

ズロドゥイ原発やマリッツァ・イースト２火力発

電所の安価な電力は主に自由市場に供給されてい

る。更に，市場の電力が供給過剰となっており，

ＮＥＫはアメリカの火力発電所の電力を全て購入

することができず，違約金を支払っている。また，

国家エネルギー・水規制委員会（ＳＥＷＲＣ）の

排出権販売収入に関する計算ミスにより，ＮＥＫ

は１．７億レヴァの赤字を記録した。 

 

（２）コーポレート商業銀行問題 

◆コーポレート商業銀行◆コーポレート商業銀行◆コーポレート商業銀行◆コーポレート商業銀行問題に関する欧州委問題に関する欧州委問題に関する欧州委問題に関する欧州委

員会の要請員会の要請員会の要請員会の要請 

�４日の報道によると，欧州委員会のフォール域

内市場・サービス総局長は，ブルガリア政府に対

し，コーポレート商業銀行（ＣＣＢ）問題の早期

解決及び預金者の保証預金額への早期アクセスを

求める公式書簡を送付した。これは，いつ預金者

がＣＣＢから保証預金を引き出せるのかの情報が

ないことに対する欧州委員会の反応である。１日

末時点でブルガリア国立銀行（ＢＮＢ）は，預金

返還手続きは１２月２１日まで延期される可能性

があると発表していた。欧州委員会は，ブルガリ

ア政府が問題解決を遅らせているとして，ＥＵ法

によると預金返還手続きは銀行の破綻から２０日

以内に開始すべきであることを指摘している。 

�１１日，ＢＮＢのイスクロフ総裁及びポロジャ

ノフ財相は，欧州委員会に対し，ＣＣＢの保証預

金の返還は新国民議会の成立後となる旨を公式書

簡により回答した。 

 

◆◆◆◆コーポレート商業銀行コーポレート商業銀行コーポレート商業銀行コーポレート商業銀行のののの預金者による抗議預金者による抗議預金者による抗議預金者による抗議

行動行動行動行動 

�１１日，コーポレート商業銀行（ＣＣＢ）の預

金者が預金への即時アクセスを求めてブルガリア

中央銀行の前で抗議活動を行った。 

�１９日，ＣＣＢの預金者による抗議行動がソフ

ィア市，プロヴディフ市，ヴァルナ市，ブルガス

市等複数の市で行われた。 

�２９日，ＣＣＢの預金者がブルガリア中央銀行

の前で同行の業務再開を求める抗議行動を実施。

抗議行動はプロヴディフ市，ヴァルナ市，ブルガ

ス市でも行われた。 

 

◆コーポレート商業銀行ヴァシレフ氏の起訴◆コーポレート商業銀行ヴァシレフ氏の起訴◆コーポレート商業銀行ヴァシレフ氏の起訴◆コーポレート商業銀行ヴァシレフ氏の起訴

�１２日，検察当局は，コーポレート商業銀行（Ｃ

ＣＢ）の主要株主であるツヴェタン・ヴァシレフ

氏を横領罪で起訴したことを発表した。同氏は国

外におり，居場所は不明である。検察当局の発表

により，同氏は７月２８日に訴追され，同氏に対

する逮捕状が即時発行されたことが明らかになっ
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た。同氏は，インターポールの指名手配者リスト

及びシェンゲンの情報システムに掲載されている。 

最初の訴追は，２０１１年１２月から２０１４年

６月１９日までの間，同氏が同行の出納主任のマ

ルガリータ・ペトロヴァ氏及び取締役のオリン・

ルセフ氏を脅迫し，２億６００万レヴァを引き出

させたことに関するものである。 

�同行は６月２１日から営業を停止し，徹底的な

監査及び再構築のために中央銀行の特別監督下に

置かれている。７月２５日には，同行の取締役の

イリアン・ザフィロフ氏，ゲオルギ・フリストフ

氏，オリン・ルセフ氏，アレクサンダー・パンタ

レエフ氏が，作為的な経営の過失に関し訴追され

ている。 

 

◆◆◆◆コーポレート商業銀行コーポレート商業銀行コーポレート商業銀行コーポレート商業銀行問題の動き問題の動き問題の動き問題の動き 

�１５日，ブルガリア中央銀行（ＢＮＢ）は，保

護観察下にあるコーポレート商業銀行（ＣＣＢ）

及びその子会社のヴィクトリア商業銀行（旧名：

クレディ・アグリコル・ブルガリア）に対し，融

資返済の受領業務を行うことを許可した。 

�２２日，ブルガリア国立銀行（ＢＮＢ）は，声

明を発表し，コーポレート商業銀行（ＣＣＢ）及

び子会社のヴィクトリア商業銀行（ＶＣＢ）は，

依然として重大な流動性の問題を抱えているとし

た。ＣＣＢは６３億レヴァ，ＶＣＢは２．８億レ

ヴァの債務を負っている。ＢＮＢによると，ＣＣ

Ｂ及びＶＣＢの完全な資産評価には時間を要し，

１０月２０日までに完了させる予定である。また，

ＢＮＢは，ＣＣＢの主要株主のブロマック社（５

０．７％保有，ツヴェタン・ヴァシレフ氏関連），

オマーン・ソブリン・ウェルス・ファンド（３０．

４％保有）がＣＣＢの支援策をとっていないとし

て，両者に対し特定の支援策の提示を求める書簡

を発出した。これに対し，両者は回答期限である

３１日までに特定の支援策を提案できなかったも

のの，支援策提案の意思は表明した。 

�２２日，ソフィア市裁判所は，ＣＣＢの主要株

主であるツヴェタン・ヴァシレフ氏及びその他Ｃ

ＣＢ幹部，ツヴェタン・グネフ・ブルガリア国立

銀行副総裁の資産を差し押さえた。 

�２９日，ポロジャノフ財相は，暫定内閣はＣＣ

Ｂの預金への部分的アクセスを認める方策を模索

している，と述べた。具体的には，５００～１０

００レヴァまでの預金引き出しを認めることで預

金者の不安を緩和することを目的とする。また，

同相は，同様に６月に流動性問題の発生したファ

ースト・インベストメント・バンク（ＦＩＢ）が

次期１８ヶ月間の与信ポートフォリオ再構成計画

を提出し，ブルガリア中央銀行及び財務省のチェ

ックを経て欧州委員会へ提出される予定である，

と述べた。ＦＩＢは６月末に１２億レヴァの政府

債発行による支援を受けている。 

 

（３）ＥＵ関連 

◆◆◆◆欧州構造投資基金に関する欧州構造投資基金に関する欧州構造投資基金に関する欧州構造投資基金に関する欧州委員会とブ欧州委員会とブ欧州委員会とブ欧州委員会とブ

ルガリアルガリアルガリアルガリアのパートナーシップ協定の採択のパートナーシップ協定の採択のパートナーシップ協定の採択のパートナーシップ協定の採択    

�７日，欧州委員会は，次期計画期間（２０１４

－２０２０年）における欧州構造投資基金（ＥＳ

ＩＦ）に関する戦略を策定するブルガリアとのパ

ートナーシップ協定を採択した，と発表した。

（注：欧州構造投資資金は欧州地域開発基金（Ｅ

ＲＤＦ），欧州社会基金（ＥＳＦ），結束基金（Ｃ

Ｆ），欧州漁業基金（ＥＭＦＦ），欧州地域開発農

業基金（ＥＡＦＲＤ）の５つの基金の総称） 

�ブルガリアは次期計画期間において１００億ユ

ーロ近くを受領する予定である。本協定により，

ブルガリアは，結束政策分野で７６億ユーロ（現

在価値，欧州地域協力基金及び若年雇用イニシア

チブへの配分金を含む），地方開発分野で２３億ユ

ーロ，漁業部門で８，８００万ユーロを受領する。 

 

◆◆◆◆政府によるＥＵファンドの政府によるＥＵファンドの政府によるＥＵファンドの政府によるＥＵファンドの支払い開始支払い開始支払い開始支払い開始    

�１２日，ザハリエヴァ地域開発相兼副首相は，

政府はＥＵからの支払いが凍結されているＥＵフ

ァンドの地域開発実施プログラム（ＯＰ）の支払

いを開始する，と発表した。資金は財務省の国家

基金から配分される。ポロジャノフ財相は，必要

な証明書が提出され次第，受益者への定期支払い

を再開する予定であると発表した。地域開発省は，
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すでに完成プロジェクトに関する総額１．９億レ

ヴァの最初の証明書を提出している。（注：その後，

環境実施プログラムについても政府による支払い

が開始されることになった。） 

 

◆◆◆◆ブルガリアのＥＵファンド消化率はＥＵ内ブルガリアのＥＵファンド消化率はＥＵ内ブルガリアのＥＵファンド消化率はＥＵ内ブルガリアのＥＵファンド消化率はＥＵ内

２４番目２４番目２４番目２４番目    

�２８日のツァノヴァＥＵファンド管理担当副首

相の発表したデータによると，２００７－２０１

３年の計画期間において，ブルガリアはＥＵファ

ンドの消化率がＥＵ全２８ヶ国中２４番目である。

ブルガリアの消化率は５２％であり，イタリアが

同程度，スロバキア，ルーマニア，クロアチアの

みがブルガリアよりも低かった。規則によれば，

ブルガリアは年末までに１３．３億ユーロ，２０

１５年末までにさらに２２．４億ユーロを消化す

る必要がある。ブルガリアにおける公共投資の７

２％はＥＵファンドにより賄われているため，低

消化率は問題となる。ブルガリアは低消化率に加

え，プロジェクトの凍結，不十分な行政能力，遅

い建設許可等によりＥＵファンドを失っている。

同副首相は，ブルガリアは年末までに１．９億ユ

ーロ近くのＥＵファンドを失う危険があると警告

した。 

 

（４）非ＥＵ諸国との関係 

◆◆◆◆ブルガリア・中国経済フォーラムブルガリア・中国経済フォーラムブルガリア・中国経済フォーラムブルガリア・中国経済フォーラム    

�２５日，ソフィアでブルガリア・中国経済フォ

ーラムが開催された。ムラデノヴァ経済・エネル

ギー次官によると，政府はブルガリアの食品や農

産物を中国へ輸出する際の手続きの緩和に向けて

動いている。また，同次官によると，ブルガリア

のワイン，ミネラルウォーター，エッセンシャル

オイル，機械類，電子機器等は中国市場参入のチ

ャンスがある。また，ブルガリア政府は機械組立，

自動車，電子機器，ＩＴ，化学，医薬品，農業食

品産業に投資を考えている中国企業を支援する用

意がある。 

�経済・エネルギー省の統計によると，中国はＥ

Ｕに次いで２番目のブルガリア商品の輸入国であ

る。また，両国間の貿易額は１９億米国ドル近く

にのぼっている。 

 

（５）エネルギー関連 

◆シュトノフ経済・エネルギー相：コズロド◆シュトノフ経済・エネルギー相：コズロド◆シュトノフ経済・エネルギー相：コズロド◆シュトノフ経済・エネルギー相：コズロド

ゥイ原発７号基建設費用ゥイ原発７号基建設費用ゥイ原発７号基建設費用ゥイ原発７号基建設費用は対ＧＤＰ比１５％は対ＧＤＰ比１５％は対ＧＤＰ比１５％は対ＧＤＰ比１５％

超超超超    

�１５日，シュトノフ経済・エネルギー相は，コ

ズロドゥイ原子力発電所７号基の建設は１２２億

レヴァとなり，２０１４年のブルガリアのＧＤＰ

を８１５億レヴァとした場合に対ＧＤＰ比１５％

を超えることになると発言した。同相によると，

本分析には２ヶ月間以上を要し，７号基建設に関

わる決定は次期政権によって下される。 

    

◆トルコとの天然ガス連結管建設に関する会◆トルコとの天然ガス連結管建設に関する会◆トルコとの天然ガス連結管建設に関する会◆トルコとの天然ガス連結管建設に関する会

合の実施合の実施合の実施合の実施    

�２２日，トルコとの天然ガス連結管建設に関す

る第二回目の会合が経済・エネルギー省で行われ

た。今回の会合では，作業グループが本パイプラ

インの建設計画及び融資の方法について議論した。

本パイプラインは双方向の連結管で，ブルガリア

とトルコの両国間で相互に天然ガスを輸送できる

ものとなる予定である。 

    

◆暫定内閣によるエネルギー理事会の設置◆暫定内閣によるエネルギー理事会の設置◆暫定内閣によるエネルギー理事会の設置◆暫定内閣によるエネルギー理事会の設置    

�２７日，暫定内閣は閣僚評議会において，エネ

ルギー分野における公共性の高い重要な問題の解

決のための閣僚評議会に対する常設諮問機関とし

て，エネルギー理事会を設置することを決定した。

エネルギー理事会は，エネルギー分野における改

革を継続するという暫定内閣の優先施策を遂行す

るために設置された。 

�同理事会の目的は，ブルガリアにおけるエネル

ギー分野の困難を克服する観点から，同分野の透

明性，対話及び市場効率性を増大させることであ

る。同理事会は，エネルギー分野における国家活

動の分析を行い，エネルギーシステムの不安定を

引き起こしている理由を特定する。また，同理事

会はエネルギー分野の持続可能な管理のための規
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則やガイドラインを決定し，特定された問題への

対処方法を提案し，エネルギー分野における国家

機関の行動や方策に関する意見を提供する他，法

改正の提案や議論を行い，戦略草案に関する意見

を提供する。 

�エネルギー理事会は，経済政策担当副首相が理

事長，経済・エネルギー相が副理事長を務める。

また，同理事会のメンバーは，経済・エネルギー

省及び労働社会政策省の次官，国家エネルギー・

水規制委員会（ＳＥＷＲＣ）委員長の他，ブルガ

リア太陽光協会，水力発電所協会，ブルガリア風

力エネルギー協会，ブルガリア・エネルギー公社

（ＢＥＨ），国営電力公社（ＮＥＫ），発電所（マ

リッツァ・イースト１，同３），エネルギー・シス

テム・オペレーター（ＥＳＯ），送電会社（ＥＶＮ，

エネルゴ・プロ，ＣＥＺ），ブルガリア商工会議所

の代表者やその他電力・石油・ガス関連協会，産

業関連団体等の代表者から成る。また，同理事会

は，その他の政府機関，国際機関，専門家等も会

合に招待する。 

�ブリズナシュキ首相は，記者団に対し，電力料

金の劇的な値上げは政府にとって受け入れ難い，

と述べ，国家エネルギー・水規制委員会は過去数

年間に多くの誤りをしているため，エネルギー理

事会に注意を払うよう促した。シュトノフ経済・

エネルギー相は，噂されている電力料金の５０パ

ーセントの値上げは，５～１０年のスパンで達成

されるであろう，と述べた。 

 

◆国家エネルギー・水規制委員会委員長等の◆国家エネルギー・水規制委員会委員長等の◆国家エネルギー・水規制委員会委員長等の◆国家エネルギー・水規制委員会委員長等の

辞任辞任辞任辞任    

�２８日，シュトノフ経済・エネルギー相との協

議後，国家エネルギー・水規制委員会（ＳＥＷＲ

Ｃ）のボエフ委員長及び２名の副委員長のうちの

一人であるムラデノヴァ副委員長が辞任を発表し

た。暫定内閣は前日，委員長及び２名の副委員長

に対し，職務遂行の失敗を理由として辞任を求め

ていた。 

 

（６）サウス・ストリーム計画関連 

◆サウス・ストリーム天然ガスパイプライン◆サウス・ストリーム天然ガスパイプライン◆サウス・ストリーム天然ガスパイプライン◆サウス・ストリーム天然ガスパイプライン

計画計画計画計画ブルガリア部分ブルガリア部分ブルガリア部分ブルガリア部分からのストロイトランスからのストロイトランスからのストロイトランスからのストロイトランス

ガス社の撤退ガス社の撤退ガス社の撤退ガス社の撤退    

�４日，ロシアの建設会社ストロイトランスガス

社の大株主であるティムチェンコ氏は，イタルタ

ス通信社のインタビューに対し，同社はサウス・

ストリーム天然ガスパイプラインのブルガリア部

分の建設から撤退し，代わりに，ガスプロム社の

子会社であるセントルガス（Centrgaz）社が引き

継ぐと述べた。なお，米国はウクライナ問題に関

連する対ロシア制裁において，ティムチェンコ氏

を制裁の対象としている。 

�ティムチェンコ氏は，「入札において落札したも

のの，マケイン米上院議員がブルガリア来訪の際

にブルガリア政府を説得して我々のサービスを拒

否させた。我々は，プロジェクトを危機にさらさ

ないために撤退する。ストロイトランスガス社は

５００キロメートルのパイプラインを敷設する予

定であったが，セントルガス社が引き受けること

となった」と述べた。同社はサウス・ストリーム

天然ガスパイプラインのセルビア部分の建設に関

る入札で落札している。同社取締役会はブルガリ

アにおける支社設立を承認した。 

    

◆◆◆◆サウサウサウサウス・ストリーム天然ガスパイプラインス・ストリーム天然ガスパイプラインス・ストリーム天然ガスパイプラインス・ストリーム天然ガスパイプライン

計画ブルガリア部分の建設準備計画ブルガリア部分の建設準備計画ブルガリア部分の建設準備計画ブルガリア部分の建設準備    

�１５日の報道によると，サウス・ストリーム天

然ガスパイプラインのブルガリア領域内部分の建

設に使用されるパイプの第一陣がドイツのユーロ

パイプ社からヴァルナ港に供給された。合計４本

のパイプが併走する同パイプラインには，それぞ

れのパイプラインにおいて，１２メートルの長さ

のパイプを７万５千本必要とする。今回供給され

たパイプは建設が開始されるまではヴァルナ港の

倉庫に保管され，その後，パイプ敷設専用の船に

積み込まれる予定。オフショアのパイプラインは

ロシアの黒海沿岸の町であるアナパから，トルコ

の排他的経済水域を通過し，ヴァルナ近くのパシ

ャ・デレに到達する。トルコ政府は，オフショア

部分のパイプライン建設を既に了承した。 
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�なお，テルジエヴァ前地域・開発大臣は，（内閣

総辞職直前の）７月３１日にパシャ・デレにおけ

る建設許可を発出している。しかし，本許可につ

いては，最高行政裁判所において提訴されている。 

 

◆シュトノフ経済・エネルギー相◆シュトノフ経済・エネルギー相◆シュトノフ経済・エネルギー相◆シュトノフ経済・エネルギー相によるによるによるによるサウサウサウサウ

ス・ストリーム天然ガスパイプライン計画ブス・ストリーム天然ガスパイプライン計画ブス・ストリーム天然ガスパイプライン計画ブス・ストリーム天然ガスパイプライン計画ブ

ルガリア部分ルガリア部分ルガリア部分ルガリア部分に関する全活動に関する全活動に関する全活動に関する全活動の停止命令の停止命令の停止命令の停止命令    

�１８日，シュトノフ経済・エネルギー相は，ブ

ルガリア・エネルギー公社（ＢＥＨ）に対し，サ

ウス・ストリーム天然ガスパイプライン建設がＥ

Ｕ基準に適合しているとされるまで，関連のあら

ゆる活動（入札，契約の締結等）を停止するよう

命じた。同相は，ＢＥＨに対し，サウス・ストリ

ーム天然ガスパイプライン建設に関連する違反手

続きに関し，ＥＵ法に則ったプロジェクトとなる

まで，欧州委員会に対し全面的に協力するよう要

求した。 

�１９日，経済・エネルギー省は，暫定内閣によ

るサウス・ストリーム計画の停止命令にもかかわ

らず，同計画のプロジェクト会社であるサウス・

ストリーム・ブルガリア社の３億９７６０万レヴ

ァの増資が１８日に登記された，と発表した。同

社はブルガリア・エネルギー公社（ＢＥＨ）とガ

スプロム社が５０％ずつを保有する合弁会社であ

る。なお，ＢＥＨは１１日，ストイネフ経済・エ

ネルギー相（当時）により２０１３年１２月１１

日に承認されたサウス・ストリーム・ブルガリア

社の増資を行わないことを決定していた。経済・

エネルギー省は，同社の行動は１１日の決定に違

反するものであるとしている。なお，同省による

と，増資それ自体は同計画の建設開始を意味する

ものではなく，準備作業のためである。 

 

◆◆◆◆欧州委員会はブルガリアのサウス・ストリ欧州委員会はブルガリアのサウス・ストリ欧州委員会はブルガリアのサウス・ストリ欧州委員会はブルガリアのサウス・ストリ

ームームームーム天然ガスパイプライン天然ガスパイプライン天然ガスパイプライン天然ガスパイプライン計画凍結を歓迎計画凍結を歓迎計画凍結を歓迎計画凍結を歓迎    

�１９日，ホルツナー・エッティンガー欧州委員

（エネルギー担当）担当報道官は，欧州委員会は，

ＥＵ法の要求事項を満たしていることが確認され

るまでサウス・ストリーム計画を凍結するという

ブルガリアの決定を歓迎する，と述べた。 

�２０日，ザハリエヴァ経済・地域開発担当副首

相及びシュトノフ経済・エネルギー相は，ブリュ

ッセルにおいて，エッティンガー欧州委員と協議

を行った。ブルガリアのエネルギー分野の安定化

及び主なインフラ計画の状況が議題の中心とされ

た。また，同欧州委員は，エネルギー理事会の設

置計画を完全に支持することを表明し，エネルギ

ー分野安定化等に関する協議を行うためブルガリ

アの専門家をブリュッセルに招待した。 

 

（７）その他 

◆◆◆◆ロシアの対ロシア制裁諸国からの輸入停止ロシアの対ロシア制裁諸国からの輸入停止ロシアの対ロシア制裁諸国からの輸入停止ロシアの対ロシア制裁諸国からの輸入停止

決定決定決定決定による影響による影響による影響による影響    

�６日，ロシアは，対ロシア制裁を課している諸

国からの製品，原材料の輸入を停止すると発表し

た。本輸入停止措置はプーチン大統領による同日

付けの大統領令をもって決定され，１年間継続す

る。ロシア紙「ヴェドモスティ」によると，輸入

停止品目には肉類，チーズ，その他乳製品が含ま

れるが，ワインやベビーフードなどは含まれない。

ロシアは，ブルガリアにとって第９位の輸出相手

国である。ブルガリアの主な対ロシア輸出品目は，

医薬品，ワイン，食品である。 

�８日の当地各紙は，ＥＵ加盟国であるブルガリ

アの民間企業もロシアの対ロシア制裁諸国からの

輸入停止措置により大きな打撃を受けるであろう

と報じている。ブルガリアの生産者の直接的損失

は少なくとも１０００万ユーロと見積もる報道も

ある。 

 

◆◆◆◆ブルガリアのブルガリアのブルガリアのブルガリアの５６４の村が５６４の村が５６４の村が５６４の村が住人数名未満住人数名未満住人数名未満住人数名未満    

�２６日の報道によると，国家統計局の居住地登

録台帳からブルガリアの全５，００９の村のうち

５６４の村で人口がゼロを含む数名未満であるこ

とが分かった。住人が数名未満の村は３９５，定

住者ゼロの村は１６９である。住人１人の村は６

０，同２人の村は６６，同３人の村は５５である。

住人が数名未満の村が一番多いのはガブロヴォ地

域であり，１７５村である。 



 １２

 

◆◆◆◆ボボフボボフボボフボボフ・ドル炭鉱のストライキ・ドル炭鉱のストライキ・ドル炭鉱のストライキ・ドル炭鉱のストライキ    

�２９日，ボボフ・ドル炭鉱の炭鉱夫は，７月の

給与不払いのためにストライキを行った。また，

炭鉱夫は，環境基準を満たしていないとしてボボ

フ・ドル火力発電所の稼働基の一つを閉鎖すると

の環境省の決定にも抗議している。同炭鉱は，同

火力発電所の主な石炭供給者となっている。
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ブルガリア内政・外交の動き(８月) 

  在ブルガリア大使館 

 

１（金）  

２（土） ●北西部の集中豪雨による水害発生（～３日） 

３（日）  

４（月） ●２０１４年度国民健康保険基金（ＮＨＩＦ）予算改定が可決 

☆プレヴネリエフ大統領：ベルギー訪問（第一次世界大戦開始１００周年記念式典出席） 

５（火） ●プレヴネリエフ大統領がブリズナシュキ暫定内閣を発表 

６（水） ●ブリズナシュキ暫定内閣の発足 

●第４２回国民議会の解散 

●暫定内閣によるゲオルギエヴァ欧州委員の次期欧州委員候補指名 

７（木） ●欧州委員会が次期計画期間（２０１４－２０２０年）の欧州構造投資基金に関するブルガ

リアとのパートナーシップ協定を採択 

８（金）  

９（土）  

10（日）  

11（月）  

12（火） ●中央選挙管理委員会による国民議会総選挙への参加登録受付開始 

●コーポレート商業銀行（ＣＣＢ）主要株主ヴァシレフ氏の起訴発表 

13（水）  

14（木）  

15（金） ☆ミトフ暫定内閣外相：ＥＵ外務理事会出席（於：ブリュッセル） 

16（土）  

17（日）  

18（月）  

19（火）  

20（水） ●中央選挙管理委員会による国民議会総選挙への参加登録締切 

21（木）  

22（金）  

23（土）  

24（日）  

25（月）  

26（火）  

27（水） ●暫定内閣によるエネルギー理事会の設置 

28（木） ☆プレヴネリエフ大統領：トルコ訪問（エルドアン新大統領就任式出席） 

29（金） ☆ミトフ暫定内閣外相：非公式ＥＵ外相会合出席（於：ミラノ） 

30（土） ☆プレヴネリエフ大統領：欧州理事会特別会合出席（於：ブリュッセル） 

31（日）  
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ブルガリア経済指標ブルガリア経済指標ブルガリア経済指標ブルガリア経済指標の推移の推移の推移の推移 （出典：国家統計局，中央銀行） 
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ブルガリア主要経済指標ブルガリア主要経済指標ブルガリア主要経済指標ブルガリア主要経済指標    （出典：中央銀行） 

 

 

＜GDP成長率と国民一人当たりGDP>

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 Q2

GDP成長率 (％) 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.6 0.9 1.4 2.1

GDP per Capita (BGN) 9,090 9,007 9,359 10,248 10,689 10,752 - -

＜財政収支＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Q1

財政収支 （million BGN) 1,156.7 -2,960.6 -2,197.9 -1,491.6 -604.4 -1,177.7 -19.6

財政収支GDP比 (％ of GDP) 1.7 -4.3 -3.1 -2.0 -0.8 -1.5 0.0

<失業者数及び失業率＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jan  Feb Mar Apr May June July Aug

失業者数 （千人） 232 338 342 342 376 386 401 401 399 387 367 351 347 343

失業率 （％） 6.3 9.1 9.2 10.4 11.4 11.8 12.2 12.2 12.2 11.8 11.2 10.7 10.6 10.8

＜消費者物価上昇率と月額平均賃金＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jan Feb Mar Apr May June July

消費者物価上昇率 （％） 7.8 0.6 4.5 2.8 4.2 -1.6 -0.2 -0.4 -0.2 0.3 -0.5 -0.4 0.4

月額平均賃金 (BGN) 545      609      648      686 731 808 794 780 813 834 816 802 -

＜対外債務＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jan Feb Mar Apr May June

政府部門対外債務 (million EURO) 3,935.9 4,208.3 4,326.9 4,205.0 4,578.9 4,062.4 4,080.9 4,090.3 4,089.4 4,064.4 3,997.1 4,021.0

民間部門対外債務 (million EURO) 33,310.6 33,608.2 32,699.4 32,089.8 33,201.2 33,276.5 33,559.1 33,535.2 33,762.8 33,876.9 33,862.4 33,893.5

＜対内直接投資と貿易収支＞

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jan Feb Mar Apr May June

対内直接投資 (million EURO) 6,727.8 2,436.9 1,151.2 1,330.2 1,070.3 1,092.4 109.2 114.3 112.0 294.0 399.0 490.7

貿易収支（FOB） (million EURO) -8,597.7 -4,173.9 -2,763.7 -2,156.1 -3,460.3 -2,353.3 -338.0 -539.0 -825.6 -1,184.8 -1,407.8 -1,537.0

輸出（FOB） (million EURO) 15,204.0 11,699.2 15,561.2 20,264.3 20,770.2 22,228.2 1,586.5 3,236.9 4,868.5 6,607.0 8,391.1 10,273.9

輸入（FOB） (million EURO) 23,801.7 15,873.1 18,324.8 22,420.4 24,230.4 24,581.5 1,924.4 3,775.9 5,694.1 7,791.8 9,798.9 11,810.9  


