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１．ブラジル・マクロ経済情勢 

（１）経済情勢等（８月発表の経済指標） 

（ア）中銀が週次で発表しているエコノミスト等への調査（フォーカス調査）によれば、7月 31

日時点で、GDP成長率予測については、2020年は▲5.66%で前週より 0.11%減少、2021年は 3.50%

で前週から変わらず。インフレ率については、2020年は 1.63％で前週 1.67％から 0.04％減少、

2021年は 3.00％で前週から変わらず。 

（イ）６月の鉱工業生産指数（季節調整済み）は前月比+8.9％に上昇した。第 2四半期では、自

動車や家電製品の減少に伴い、前年同期比▲19.4%。 

（ウ）６月の小売売上高は、スーパーでの売上増加、家具・電化製品の売上上昇により前年同月

比+0.5%と前月の▲7.2％から改善した。単月ベースでは、前月比+7.7%と２か月連続で増加し、２

月の水準を回復した。 

（エ）７月の拡大消費者物価指数（IPCA）はガソリン価格や電気料金の上昇、中国向け輸出の増

加に伴う牛肉価格上昇で、前月比+0.36%だった（これは前月の+0.26％から上昇）。年率では+2.31%

と前月の+2.13%より上昇。 

（オ）全国の失業率（４月～６月の移動平均）は 13.3％となり、前月の 12.9%から 0.4%上昇した。

雇用者数は 8,330万人で、ホテル・レストラン業界での雇用減少により過去最低となった。 

（カ）７月単月の貿易収支は 80.60億ドルの黒字で前年同月比+237.1%と過去最高の 2017年５月

の黒字額を上回った。輸出額は 195.66億ドル（前年同月比－2.9％），輸入額は 115.06億ドル（同

－35.2％）で、国内経済停滞による製品輸入の減少により、黒字幅を拡大した。 

（キ）６月の連邦政府の歳入総額は 862億レアルとなり、前年同月比－14.7％と減少した。新型

コロナウイルスに対する施策である免税・納税延期措置により、未徴収分を除いた歳入総額は前

年同月比－28％と大幅減少を記録。 

 

（２）経済政策等 

（ア）14日、経済省は GDPの先行指標である経済活動指数（IBC-Br）を公表、2020年４～６月期

の経済活動指数は前四半期比－10.94%と、第 1四半期の－1.5%から大幅減少した。６月単月の同

指数は+4.89%であるが、３月（－6.16%）及び４月（－9.73%）の落ち込みを回復するには至って

いない。 

（イ）18日、経済省は経済対策の財政への影響に関してレポート（Impactos Fiscais das Medidas）

を公表、本年７月までに採られた経済措置の GDP予測比は 7.3%となり、他の途上国平均（4.1%）

と比べて高くなった。 

（ウ）21日、伯中銀は、デジタル通貨発行に関するスタディグループを立ち上げた。国際的な研

究対象である中央銀行デジタル通貨（CBDC）の発行が、金融の安定性、金融政策及び経済政策に

与える影響を分析し、デジタル通貨のリスクを検証する。 

（エ）25日、伯政府は、大衆住宅政策「私の家、私の暮らし」（Minha Casa Minha Vida：MCMV）

に代わる新たな低所得者向け住宅供給政策「緑と黄色の家」（Casa Verde e Amarela）に関する

暫定措置令に署名した。低所得者層 160万世帯に低利で住宅を供給し、住宅ローンの滞納者に対

して債務返済に関する再交渉を求める等、MCMVを拡充した内容となった。 
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（３）為替市場 

８月の為替レートは、5.22～5.62レアル/ドル台で推移。歳出上限の維持と 2021年の予算策定

が注目される中、経済・財政の先行き不透明感が継続し、月を通してレアル安の展開。公務員等

の給与引き上げについて、上院で大統領の拒否権が否認されたこと、経済計画「プロ・ブラジル」

の議会提出が延期されたことを受けて、経済・財政の先行き不透明感が拡大し、一時 5.62レアル

/ドル台までレアル安が進行した。 

 

（４）株式市場 

 ８月のブラジルの株式相場（Ibovespa）は、99,369～104,126 ポイントで推移。財政悪化の懸

念が継続する中、米国での追加経済対策法案について、協議が難航していることから Ibovespa

指数は下落した。一時、市場予想に比べて良好だった国内企業の四半期決算を受け、104,000 ポ

イント台を回復したが、歳出拡大懸念に伴い、101,000ポイント前後で伸び悩む展開となった。 
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２．ブラジル政治情勢（８月の出来事） 

【内政】 

（１）大統領動静 

７～29日、ボルソナーロ大統領は、サンパウロ州、パラー州、リオデジャネイロ州、セルジッ

ペ州、マト・グロッソ州、リオ・グラン・デ・ドノルテ州、ミナス・ジェライス州、パラナー州

及びゴイアス州をそれぞれ概ね日帰りで訪れ、発電所や製鉄所等の様々な施設を視察訪問した。 

 

（２）新型コロナウイルス対策 

（ア）12日、ボルソナーロ大統領は、新型コロナウイルス対策により連邦政府の財政支出が増大

している状況に鑑み、ゲデス経済大臣及び上下両院議長等と共に大統領府前で記者会見を開き、

歳出上限の維持を遵守する旨宣言した。 

（イ）５月末に成立した新型コロナウイルス感染拡大に伴う地方自治体救済法に関し、医療従事

者や治安関係者等の公務員を給与改訂凍結の例外とする条項がボルソナーロ大統領により削除さ

れたことを受け、19日の上院の票決により同大統領の拒否権行使が否決されるも、20日の下院票

決により、同拒否権の効力が維持されることが決定した。 

 

（３）ボルソナーロ政権発足後 600日総括 

23日、大統領府文官庁は、ボルソナーロ政権発足後 600日間の施策に対する総括に関するプレ

スリリースを発出し、直接・間接的に１億 2,600万人以上が裨益した緊急支援等、新型コロナウ

イルス対策の施策を強調した。 

 

【外交】 

（１）伯国のアジアインフラ投資銀行への加盟 

５日、上院は、伯国のアジアインフラ投資銀行（AIIB）への加盟に関する協定文書を承認した

ところ、同協定は同日の公布をもって発効した。 

 

（２）新型コロナウイルス関心国外相テレビ会合 

７日、アラウージョ外務大臣は、同日、新型コロナウイルスに関する関心国（伯、米、豪、イ

スラエル、印及び韓）外相テレビ会合に出席した旨 SNSに投稿した。 

 

（３）レバノン支援国テレビ会合 

９日、ボルソナーロ大統領はレバノン支援国テレビ会合に出席し、テメル前大統領を大統領特

使及び団長とする人道支援団をベイルートに派遣する旨述べた（注：12日、同支援団はグアルー

リョス空軍基地より出発）。 

 

（４）アマゾン関係国首脳テレビ会合 

11日、ボルソナーロ大統領は、アマゾン関係国首脳テレビ会合に出席した。同会合に出席した

７か国首脳（伯、コロンビア、ペルー、エクアドル、ボリビア、ガイアナ及びスリナム）は、昨

年締結したレティシア議定書に基づき、アマゾン原生林の保護のために共同で取り組む約束を新
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たにした。 

 

（５）新型コロナウイルス感染拡大に伴う諸外国からの入国制限 

26日、伯政府は、外国人（国籍不問）の入国を制限する措置につき、一部要件を緩和した上で、

同日より 30日間延長する旨の政令第 419号を公布した。 

１日、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う統一地方選挙の期日延期に関する憲法修正法

案が下院において可決され、翌２日、同修正憲法が公布された。同修正憲法により、本年の統一

地方選挙の第一回投票は 11月 15日（日）、決選投票は同月 29日（日）に延期された。 

 

３．トピックス 

（１）新型コロナウイルス関連 

８月 13日付条例第 41，105号（８月 14日付公布）により、収容力が 200人未満の協会、寺院、

及び宗教的な場所について再開が認められ、全ての宗教施設における宗教行事への対面の参加が

認められた。 

 

（２）山田大使とダヴィ・アルコルンブレ上院議長との意見交換 

６日、山田大使は、ダヴィ・アルコルンブレ上院議長を大使公邸に招き、日ブラジル関係、新

型コロナウイルス対策、税制改革を含むブラジルの構造改革につき意見交換を行った。山田対し

からは、基本的価値を共有する両国の関係を更に強化していきたいと述べ、税制改革等のブラジ

ルの構造改革への期待を表明した。アルコルンブレ上院議長より、議会情勢について説明があっ

た上で、経済分野等、引き続き日本とあらゆる分野で協力したいとの発言があった。 

          

（３）山田大使とルイス・ニシモリ連邦下院議員（伯日議連会長）及びジョルジ・セイフ農務省

養殖・水産局長との意見交換 

26日、山田大使は、ルイス・ニシモリ連邦下院議員（伯日議連会長）及びジョルジ・セイフ農

務省養殖・水産局長を大使公邸に招き、日ブラジル関係について意見交換した。 

山田大使からは、日本政府による新型コロナウイルス対策の取組について説明した上で、二国

間関係を一層強化したい旨述べた。ニシモリ議員からは、最近の議会情勢について説明があった。 

さらに、水産関係分野についても意見交換を行い、セイフ局長からは、同分野におけるブラジ
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ルの現状について説明があり、同局長より、日本に訪問してみたいとの意向が示された。  

  

 

（３）山田大使とキン・カタギリ連邦下院議員との意見交換 

28日、山田大使は、キン・カタギリ連邦下院議員（伯日議連第一副会長）及びラファエル・ミ

ナトガワ同議員首席補佐官を大使公邸に招き、二国間関係について意見交換した。 

山田大使からは、二国間関係における日系社会の重要性について述べた上で、パンデミック下

における我が国の対ブラジル支援や、「大使とカフェ」等のオンライン外交の推進等の日本大使

館の取組について説明した。 

カタギリ議員からは、二国間関係の深化のために自分はできることはしたいと述べた上で、パ

ンデミック対策における議会の重点分野について説明があった。 

ミナトガワ首席補佐官からは、本２月の「Juntos!!中南米対日理解促進交流プログラム」によ

る訪日が非常に有意義であり、初めての訪日で、政治面、文化面、経済面などすべての分野にお

いて学ぶべき点が多かった旨発言があった。 
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４．大使館からのお知らせ 

（１）文化イベント 

（ア）第 18回ゴイアス盆祭り（大使館共催） 

日時：９月 18日（金）、19日（土）20時～23時 

場所：ゴイアス日伯文化協会の HP, SNS 

内容：ドライブイン形式で行われ，イベントについてはオンラインで視聴する。盆踊りの披露の

ほか，歌手による歌の披露や太鼓演奏など様々な催しを行う 

 

（イ）ブラジリア草月第 33回生け花展「Cerrado em Primavera」（大使館共催） 

日時：9月 22日（火）～27日（日）、22日のオープニングセレモニーは 20時～ 

場所：ブラジリア草月の HP、SNSを予定 

内容：オンライン形式で実施し、華道家の作品の写真のスライド映像や、デモンストレーション

を実施する。 

 

（ウ）第 16回日伯友情交流絵画展（サンパウロ総共催） 

日時：11月 3日（火）19:00～（１年間公開） 

場所：ブラジル岐阜県人会の SNSを予定 

HP：https://gifukenjinkai.org.br/kaigaten/ 

 

（エ）Semana do Japao 

日時：９月 21日（月）～25日（金） 

場所：リオデジャネイロ総領事館 Facebook 

内容：Semana do Japao（日本週間）として、日本文化（マンガ、折り紙、生け花、日本文学、和

食、着物）レクチャー、国費留学制度紹介、ジャパンビデオトピックス上映、紙芝居紹介を行う。 

Facebook：https://www.facebook.com/JapanConsRio 

  

（オ）国際交流基金サンパウロ文化センター 

内容：サンパウロ文化センターの YouTubeチャネルを新たに開設。 

Facebook： 

https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/videos/vb.120537787975846/2947407715363882/?t

ype=3&theater 

インスタグラム：https://www.instagram.com/p/CE51WnnDP7a/ 

 

（カ）Musica no Castelo 

日時：8月 15日～12月 20日まで（毎月 15日と 20日の 17時に発表） 

場所：国際交流基金 YOUTUBE上 https://www.youtube.com/channel/UCBVCV7jgQZacAP78Ng_DTVA 

内容：日本の伝統楽器を用いた演奏や、日本の伝統音楽等の演奏をウェブ上で発信していく事業。 

HP：https://fjsp.org.br/agenda/musica-no-castelo/ 

Facebook：https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/posts/3716557471707175  

https://gifukenjinkai.org.br/kaigaten/
https://www.facebook.com/JapanConsRio
https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/videos/vb.120537787975846/2947407715363882/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/videos/vb.120537787975846/2947407715363882/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CE51WnnDP7a/
https://www.youtube.com/channel/UCBVCV7jgQZacAP78Ng_DTVA
https://fjsp.org.br/agenda/musica-no-castelo/
https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/posts/3716557471707175
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インスタグラム：https://www.instagram.com/p/CD7C7tPDmGl/ 

 

（キ）Destaques de biblioteca 

日時：毎月 1回発表 

場所：国際交流基金ウェブサイト上（以下 HP） 

内容：国際交流基金サンパウロ日本文化センターに収蔵されている図書資料等を紹介する事業。 

HP：https://fjsp.org.br/destaques-da-biblioteca/ 

インスタグラム： https://www.instagram.com/p/CCt4eQ3j0fF/ 

  

（ク）BIBLIOTECA LITERARIA ONLINE 

日時：隔月に 1回程度発表 

場所：国際交流基金ウェブサイト上（以下 HP） 

内容：毎回 1名の日本の作家にスポットをあて、様々な角度から紹介する事業。 

HP：https://fjsp.org.br/dossie_literario/ 

Facebook：https://pt-br.facebook.com/FundacaoJapaoSP/posts/3590902870939303?__tn__=-R  

インスタグラム：https://www.instagram.com/p/CCd6KEKjb5u/ 

 

（ケ）Japão e Catástrofes: para refletir sobre o Japão frente às adversidades, em tempos 

de pandemia do coronavírus 

日時：不定期で発表 

場所：国際交流基金ウェブサイト上（以下 HP） 

内容：コロナの時代において、ブラジル人の日本研究者がみた日本文化と危機的状況の関係を考

察するエッセーシリーズ。 

HP：https://fjsp.org.br/estudos-japoneses/artigos/  

Facebook ：

https://pt-br.facebook.com/FundacaoJapaoSP/photos/a.128289027200722/3672673876095535/?

type=3&theater 

インスタグラム：https://www.instagram.com/p/CDjw9r0DnCa/  

 

（コ）Japão em Casa: Cultura Japonesa para ver, fazer e se divertir. COZINHA DA AKIKO 

日時：不定期で発表 

場所：国際交流基金ウェブサイト上（以下 HP） 

内容：家で簡単にできる日本文化体験をビデオコンテンツの形で配信していく事業。第一回目は

料理がテーマとなった。 

HP ：

https://fjsp.org.br/agenda/japao-em-casa/?fbclid=IwAR02uoayFYa56rb00mYHObf-QwcKEaTQtv4

j-TeOvFTtmYeSgMCmVTNgLls 

Facebook：https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/posts/3734733903222865 

インスタグラム：https://www.instagram.com/p/CEWkrROD9SV/ 

https://www.instagram.com/p/CD7C7tPDmGl/
https://fjsp.org.br/destaques-da-biblioteca/
https://www.instagram.com/p/CCt4eQ3j0fF/
https://fjsp.org.br/dossie_literario/
https://pt-br.facebook.com/FundacaoJapaoSP/posts/3590902870939303?__tn__=-R
https://www.instagram.com/p/CCd6KEKjb5u/
https://fjsp.org.br/estudos-japoneses/artigos/
https://pt-br.facebook.com/FundacaoJapaoSP/photos/a.128289027200722/3672673876095535/?type=3&theater
https://pt-br.facebook.com/FundacaoJapaoSP/photos/a.128289027200722/3672673876095535/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CDjw9r0DnCa/
https://fjsp.org.br/agenda/japao-em-casa/?fbclid=IwAR02uoayFYa56rb00mYHObf-QwcKEaTQtv4j-TeOvFTtmYeSgMCmVTNgLls
https://fjsp.org.br/agenda/japao-em-casa/?fbclid=IwAR02uoayFYa56rb00mYHObf-QwcKEaTQtv4j-TeOvFTtmYeSgMCmVTNgLls
https://www.facebook.com/FundacaoJapaoSP/posts/3734733903222865
https://www.instagram.com/p/CEWkrROD9SV/
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（２）外務省 海外安全ホームページ 

 各国の危険情報や安全対策など，海外赴任，出張及び旅行をする際の留意点が掲載されている。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

（３）ブラジル渡航情報 

（ア）危険情報 

昨年８月２日付で内容を改訂するとともに，一部地域（ロライマ州北部・セアラ州大フォルタ

レーザ圏）を新規に追加したので御確認いただきたい。以下の地域が「レベル１：十分注意して

ください。」となっているので，詳細をホームページで確認いただきたい。 

・ブラジリア連邦区（継続） 

・サンパウロ州大サンパウロ圏及びカンピーナス市（継続） 

・リオデジャネイロ州大リオ圏（継続） 

・アマゾナス州大マナウス圏（継続） 

・ロライマ州北部（新規） 

・パラー州大ベレン圏（継続） 

・ペルナンブコ州大レシフェ圏（継続） 

・バイア州大サルバドール圏（継続） 

・セアラ州大フォルタレーザ圏（新規） 

・エスピリトサント州大ビトリア圏（継続） 

・パラナ州大クリチバ圏（継続） 

・リオ・グランデ・ド・スル州ポルトアレグレ市（継続） 

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_259.html 

 

（イ）安全対策基礎データ 

本年８月６日付で内容が改訂されている。 

主要各州，都市毎の犯罪発生状況，防犯対策及び滞在時の留意事項等に加え，査証，出入

国審査や大使館，総領事館の緊急連絡先が掲載されているので、詳細をホームページで確認

いただきたい。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_259.html 

 

（ウ）テロ・誘拐情勢 

  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_259.html 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_259.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_259.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_259.html

