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政治 

〈内政〉 

●ベオグラード市議会選挙，12 月に実施される可能性あり 

24 日，全国紙である Kurir 紙は，匿名のセルビア進歩党（SNS）幹部の発言を引用し，

ベオグラード市議会選挙が 12 月に行われる可能性があると報じた。また，ALO 紙は，

SNS 幹部等が 12 月 10 日の可能性を検討しているとも報じた。 

 

9 月の主要ニュース 

政治 

・内政： ベオグラード市議会選挙，12 月に実施の可能性あり 

・外政: 大統領外遊：ボスニア・ヘルツェゴビナ，NY（国連総会への出席）  

その他閣僚外遊 

外務大臣：ロシア， 

国防大臣：カザフスタン及びロシア 

文化・メディア大臣：中国 

外国要人の当地訪問 

中根外務副大臣 

ハンガリー大統領 

オーストリア法務大臣  

 

 ・コソボ関係：セルビア人リスト，コソボ新内閣に参加  

コソボ，ICPO 加盟申請を断念   

 

経済 

・ヤザキ・シャバッツ社の工場開所式が行われる 

・日仏共同企業体，ビンチャ廃棄物処理発電事業に係る契約に署名 

 

対セルビア支援 

・TENT 排煙脱硫装置建設計画，工事契約書が署名  



 
 

 ※掲載内容は，現地報道等をまとめたもの 

 

●国立行政アカデミー，来年設立 

25 日，ブルナビッチ首相は，2018 年中旬に国立行政アカデミーが設立されると発表

した。同アカデミーの創立に係る法案は，22 日の閣議で採択された。 

 

 

〈外政〉 

●モルドバ外務・欧州統合大臣，セルビアを公式訪問 

2 日，セルビアを公式訪問したガルブル・モルドバ外務・欧州統合大臣は，ブルナビ

ッチ首相とダチッチ外務大臣と個別に会談を行なった。ブルナビッチ首相との会談にお

いて両者は，EU 加盟過程における腐敗対策や行政改革実施の重要性を確認した。 

 

●首相及び外務大臣，行政・地方自治体大臣，スロベニアを訪問 

4 日，スロベニア外務省主催のフォーラムに出席するため，ブルナビッチ首相及びダ

チッチ外務大臣，ルジッチ行政・地方自治体大臣は同国を訪問した。同フォーラムのフ

リンジで，同首相はイー米国務次官補代理と，同外務大臣はアクバル印外務担当閣外大

臣とそれぞれ会談を行なった。 

 

●国防大臣，カザフスタンを公式訪問 

4 日，カザフスタンを公式訪問したブリン国防大臣は，アタムルコブ軍需・宇宙産業

大臣と会談を行なった。同会談において両者は，専門家交流や防空システム近代化等の

共同プロジェクトの進展への期待感を示した。 

 

●大統領，ボスニア・ヘルツェゴビナ（BH）を公式訪問 

7～8 日，BH を公式訪問したブチッチ大統領は，ズビズディッチ閣僚評議会議長（首

相）や，大統領評議会のクロアチア系，ボシュニャク系，セルビア系各代表等と会談を

行なった。これら会談では両国間の国境問題が主に協議された。ブチッチ大統領による

と，両国間の国境線の 3%が現在未解決である。 

 

●中根外務副大臣，セルビアを公式訪問 

8 日，セルビアを公式訪問した中根外務副大臣は，ブルナビッチ首相とブチッチ大統

領と個別に会談を行なった。ブチッチ大統領からは，日本企業によるセルビアへの投資

に対する謝意が述べられ，日本政府による開発協力は 18 年間で 5 億ユーロ近くに達し

ていると述べた。 
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●ハンガリー大統領，セルビアを公式訪問 

11 日，アーデル・ハンガリー大統領は，「センタの戦い（1697 年に神聖ローマ帝国

とオスマン帝国との間で行われた戦闘）320 周年記念式典」に出席するためブチッチ大

統領と共にセンタ（セルビア北部）を訪問した。 

  

●中国公安部部長，セルビアを公式訪問 

11 日，セルビアを公式訪問した孟中国公安部部長は，ブチッチ大統領及びステファ

ノビッチ内務大臣と個別に会談を行なった。ブチッチ大統領からは，中国の HBIS 社に

よるスメデレボ製鉄所の買収に対する謝意が述べられた。同内務大臣は，内務省がテロ

対策として街頭に設置することを検討している防犯カメラに中国の HUAWEI 社製の防犯

カメラを導入することを検討していることを明らかにした。 

●オーストリア法務大臣，セルビアを公式訪問 

14 日，セルビアを公式訪問したブランドシュテッタ・オーストリア法務大臣は，ブ

ルナビッチ首相と会談を行なった。同オーストリア法務大臣は，セルビアの経済改革の

進捗を歓迎し，オーストリアはセルビアの EU 加盟を支持し続けると述べた。 

 

●大統領及び外務大臣，第 72 回国連総会に出席 

18～24 日，ブチッチ大統領とダチッチ外務大臣は，第 72 回国連総会に出席するため

NY を訪問した。ブチッチ大統領は，各国首脳（ボリビア大統領，クロアチア首相，ノ

ルウェー首相），各国外相（ベラルーシ，オーストリア，ロシア）と個別に会談を行な

っただけでなく，EU 主催の西バルカン 6 か国首脳会談にも出席した。また，20 日，ブ

チッチ大統領は，トランプ米大統領及びマクロン仏大統領をセルビアへ招待したとのこ

とで，両大統領ともこれに応じたとのこと。21 日に行われたブチッチ大統領による一

般討論演説では，同大統領は北朝鮮のミサイル発射を批判した（北朝鮮とは名指しはせ

ず）。 

 

●文化・メディア大臣，中国を公式訪問 

24 日，中国を公式訪問したブコサブリェビッチ文化・メディア大臣は，「中国・中

東欧文化協力フォーラム」に出席した。その際，同文化・メディア大臣は，北京のセル

ビア文化センターが年末までに開館する予定であると明らかにした。 

 

●国防大臣，ロシアを訪問 

25 日，ロシアを訪問したブリン国防大臣は，集団安全保障条約（CSTO）加盟国の代

表と会談を行なった。同国防大臣は，「セルビアは CSTO にも NATO にも加盟する予定は

ないが，CSTO 及び CSTO 加盟国との協力強化は強く希望する」と述べた。 
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●外務大臣，ロシアを訪問 

29 日，ロシアを訪問したダチッチ外務大臣は，ロゴージン・ロシア副首相とともに

セルビア・ロシア貿易・経済協力政府間委員会の共同議長を務めた。 

 

 

〈コソボ関係〉 

●セルビア人リスト，コソボ新内閣に参加 

6 日，コソボ民主党（PDK）率いる中道右派の政党連合が新コソボ同盟と連立政権を

樹立することで合意した。さらに，同政党連合を率いるハラディナイ氏とセルビア人の

リスト（SL）（コソボのセルビア人代表）は，SL が新内閣に参加することで合意した。

これを受け，サチ大統領は、ハラディナイ氏に組閣を命じた。SL の新内閣への参加の

条件は，副首相 5 人の内の 1 人，帰還省，地方自治体行政省，農業省の各大臣を SL か

ら出すこと，セルビア系自治体コミュニティ設立の実現である。 

 

●EU 近隣政策・拡大交渉担当欧州委員：「EU は，コソボ問題を輸入したくない」 

15 日，セルビアを公式訪問したハーン EU 近隣政策・拡大交渉担当欧州委員は，ベオ

グラードでの講演において，「ブリュッセルは，コソボ問題を EU へ輸入したくはない」

と述べ，コソボとの関係正常化がセルビアの EU 加盟に必要な条件であることを改めて

示唆した。 

 

●キルギス外務大臣：「コソボ問題に対する立場を変えることはない」 

19 日，ダチッチ外務大臣は第 72 回国連総会のフリンジで，アブディルダエフ・キル

ギス外務大臣と会談を行ない，コソボ問題を協議した。同キルギス外務大臣は，次期大

統領選挙の結果と関係なく，キルギスはコソボを国家承認することはない旨述べた。 

 

●EU 外交安全保障上級代表，セルビアとコソボの両大統領と会談 

20 日，第 72 回国連総会のフリンジで，モゲリーニ EU 外交安全保障上級代表は，ブ

チッチ大統領及びサチ・コソボ大統領と会談を行ない，ベオグラード・プリシュティナ

間対話について協議した。同会談で三者は，司法組織に関する合意を 10 月 17 日に実行

に移すことで一致した。 

 

●コソボ，ICPO 加盟申請を断念 

21 日，ハラディナイ・コソボ首相は，国際刑事警察機構（ICPO）への加盟申請を断

念することを明らかにした。同首相は，コソボのメディアに対し，現時点では同機構加

盟への支持が十分に得られないと述べた。25 日，ステファノビッチ内務大臣は，北京
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で開催された ICPO 総会に出席し，中国をはじめコソボの ICPO 加盟に反対する姿勢を示

した国々の代表に謝意を述べた。 
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 経済 

〈財政〉 

●治安機関職員の給与，来年から 10%引き上げられる 

6 日，ステファノビッチ内務大臣，ブリン国防大臣及びガシッチ治安情報局長官が会

談を行ない，治安機関職員の労働環境につき協議した。同会談後，同職員の給与は，来

年から 10%引き上げると発表された。 

 

●年金生活者向けの一時金，11 月に支払われる 

6 日，セルビア全国紙の Novosti 紙は，年金生活者向けの一時金が 11 月に支給され

ると報じた。同報道によると，6,000 ディナール相当の一時金は 170 万人の年金生活者

に支払われる。 

 

●財務大臣：「セルビアの景気は低迷していない」 

27 日，ブヨビッチ財務大臣は，予測 GDP 成長率が 3%から 2.3%へ修正されたにもかか

わらずセルビアの景気は低迷していないと述べた。同財務大臣は，この修正の原因は，

悪天候が農業やエネルギー部門へ悪影響を与えたことだけであるとの分析を示した。 

 

 

〈投資〉 

●首相及び経済大臣，Yin Long Group と電動バス生産への投資を協議 

8 日，ブルナビッチ首相とクネジェビッチ経済大臣は，中国の Yin Long Group 社代

表等と会談を行ない，セルビアの公共交通機関への電動バスの導入につき協議した。同

中国企業は，セルビアのバス生産企業 IKARBUS を含む複数のセルビア企業と事業を行う

ことに興味を示した。 

 

●ヤザキ・シャバッツ社の工場開所式を行う 

26 日，ヤザキ・セルビア社は，ブチッチ大統領臨席の下，シャバツ市に建設したワ

イヤーハーネス生産工場の開所式を行った。同大統領は，「矢崎総業は，セルビア政府

が最も良い条件を提供したからこそ，シャバッツに投資を行った。矢崎総業は，政府よ

り 1,010 万ユーロ相当のインセンティブを受けている」と述べた。ヤザキ・セルビア社

は，新工場においてすでに 500 人を雇っており，2019 年までに 1700 人分の雇用を創出

する予定である。 
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●日仏共同企業体，ビンチャ廃棄物処理発電事業に係る契約に署名 

 29 日，仏 Suez 社と I-Environment Investments Ltd.（伊藤忠商事の英国子会社）の

共同企業体は，ベオグラード市とビンチャ廃棄物処理発電事業に係る官民連携（PPP）

契約に署名した。マーリ・ベオグラード市長によると，本契約による投資額は 3 億ユー

ロである。 

  

〈企業〉 

●最低時給，来年から 143 ディナールへ引き上げ 

12 日，セルビア経営者協会（APS）は，最低時給は来年から現在の 10％増となる 143

ディナールへ引き上げられると発表した。 

 

●セルビアの通信セクター，1,894 億ディナールの黒字を記録 

5 日，郵便サービス電子通信監理局（RATEL）は，セルビアの通信セクターは，2016

年に 1,894 億ディナールの黒字を記録したと発表した。RATEL の発表によると，通信セ

クターの黒字は，セルビアの GDP の 4.51%に相当する。 

 

対セルビア支援 

●TENT 排煙脱硫装置建設計画，工事契約書に署名 

8 日，我が国の対セルビア円借款「ニコラ・テスラ火力発電所（TENT）排煙脱硫装置

建設計画」の工事契約書が署名された。同計画の供与限度額は 282.52 億円である。工

事契約書への署名は，グルチッチ・セルビア電力公社総裁代行と藤谷・三菱日立パワー

システムズ副社長執行役員の間で行われ，式典には， セルビア政府から，アンティッ

チ鉱業・エネルギー大臣，日本政府から中根外務副大臣が臨席した。 

 

●ドイツ政府，対セルビア開発援助のため 4,000 万ユーロを支援 

 19 日，セルビア政府とドイツ政府が，4,000 万ユーロ相当の対セルビア支援を行う

ことに合意した。ディットマン駐セルビア独大使は，同支援は，環境及び持続可能な経

済開発，経営改善等の分野におけるプロジェクトを対象とするとしている。 
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通貨：ディナール(RSD) 

 1EUR= 119.72 RSD 
1USD= 101.63 RSD 
(9 月 30 日現在) 

 

 2017 年 8 月 前年同月比 2017 年 1 月～8 月 前年同期比 

財政        

（100 万ﾃﾞｨﾅｰﾙ） 
/ / / / 

収入（a） 84,752.7 -6.2% 744,499.8 +7.3% 

支出（b） 78,300.8 -2.9% 677,984.9 +2.5% 

財政収支（a）-（b） 6,451.9 -34.0% 66,514.9 +109% 

 

総貿易額（100 万ﾕｰﾛ）     

輸出（c） 1,188.6 +14.7 9,891.1 +13.4 

輸入（d） 1,534.1 1+2.9 12,527.7 +13.1% 

貿易収支（c）-（d） -345.5 +7% -2,636.6 +11.8% 

 

工業生産指数 
2017 年 8 月 

（2016 年平均＝100） 
対前年同月比 

（比較対象＝100） 
2017 年 1 月～8 月 
（2016 年平均＝100） 

対前年同期比 
（比較対象＝100） 

 104.8 107.3 100.5 103.0 

 

消費者物価指数    

2017 年 8 月 
対先月比 対前年同月比 

 
（比較対象＝100） 100.2 102.5 

 

平均賃金 8 月（グロス） 
1 月～8月の平均

（グロス） 
8 月（ネット） 

1 月～8月の平均

（ネット） 

（ディナール） 65,094 65,014 47,220 47,208 

 

GDP 成長率 対前年同期比 失業率 15 歳以上 15 歳以上 25 歳未満 

2017 年第 2四半期 1.3% 2017 年第 2四半期 11.8% 28.9% 


