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１．ブラジル・マクロ経済情勢
（１） 経済情勢（10 月発表の経済指標）
(ア) 8 月の鉱工業生産指数は前月比▲0.6%、前年同月比+2.8%となった。
(イ) 8 月の小売売上高は前月比▲0.1%、前年同月比+1.6%となった。
(ウ) 9 月の拡大消費者物価指数（IPCA）は前月比▲0.29%となり、前月（▲0.36%）
から低下幅は縮小したものの 3 か月連続の減少となった。直近 12 か月累計は
+7.17%となり、前月（同+8.73%）から上昇幅は 1.56%ポイント縮小した。
(エ) 失業率（7～9 月）は 8.7%となり、3 か月前（4～6 月）の移動平均 9.3%から
0.6%ポイント低下。また前年同期比（2021 年 7～9 月）の 12.6%から 3.9%ポイン
ト低下した。
(オ) 伯中央銀行が週次で発表しているエコノミスト等への調査（Focus 調査）につ
いて、10 月 28 日時点で、GDP 成長率予測については、2022 年は+2.76%（前週か
ら変わらず）で、2023 年は+0.64%（前週から 0.01%ポイント上昇）となった。イ
ンフレ率については、2022 年は 5.61%（前週から 0.01%ポイント上昇）で、2023
年は 4.94%（前週から変わらず）となった。
（２） 経済政策等
10 月 30 日に実施された大統領選挙決選投票でルーラ元大統領が当選。第 1 回投票
と同日（10 月 2 日）に実施された議会選挙において上下院で右派が優勢となったこと
等を受け、ルーラ政権となった場合でも中道寄りの政策となるとの見方。同次期大統
領は選挙期間中、歳出上限の撤廃、アウシリオブラジルの給付金額の増額、所得税非
課税枠の拡大等を主張。今後、経済政策についての詳細や経済担当閣僚の指名に注目
が集まる。
（３） 金融政策
10 月 25 日及び 26 日に開催された伯中央銀行金融政策委員会（Copom）において、
政策金利である Selic 金利を 13.75%に据え置くことが決定された。政策金利の据置
は前回 9 月会合から 2 会合連続。伯中銀は 2021 年 3 月から 2022 年 8 月まで 12 会合
連続で、政策金利の引上げを実施していた。次回会合は 12 月 6 日及び 7 日に開催予
定。
（４） 為替市場（レートは伯中銀の公表値から算出）
(ア) 10 月の為替市場は 5.14～5.35 レアル/ドルで推移。
(イ) （月の前半は 5.14～5.30 レアル／ドルで推移。ブラジル大統領選挙第 1 回投
票の結果を受け月初にはレアル高となったが、米国の金融政策や英国の経済政策
を巡る動向等を材料に、概ね下落傾向で推移した。
(ウ)

月の後半は 5.19～5.35 レアル／ドルで推移。米国の金融政策や欧州経済の他、

ブラジル大統領選挙決選投票を巡る動向等を材料に上下する展開となった。
（５） 株式市場
(ア) 10 月の株式市場は 112,072～119,929 ポイントで推移。
(イ) 月の前半は 112,072～117,561 ポイントで推移。ブラジル大統領選挙第 1 回投
票の結果を受け上昇するも、米国の金融政策や世界経済の動向等を材料に概
ね下落傾向で推移した。
(ウ) 月の後半は 112,764～119,929 ポイントで推移。資源価格やブラジル大統領選
挙決選投票を巡る動向等を材料に上下する展開となった。
２．ブラジル政治情勢（10 月の出来事）
【内政】
（１）ボルソナーロ政権の支持率
10 月 28 日、Datafolha 社が公表した 10 月 25 日から 27 日にかけて、4580 人を対
象に実施した世論調査の結果によれば、ボルソナーロ政権の支持率は 38%、不支持率
は 39%となった。
（２）2022 年大統領選挙（決選投票の結果）
10 月 30 日、伯大統領選決選投票が実施され、ルーラ元大統領（PT）が有効得票の
50.90％、ボルソナーロ大統領（PL）が 49.10％の得票率で、ルーラ候補が勝利するこ
ととなった。大統領就任式は 2023 年 1 月 1 日に実施される予定。
【外交】
（１）フランサ外相のエクアドル訪問
10 月 23 日～25 日、フランサ外相はエクアドルを公式訪問し、ラッソ大統領を表敬
訪問した他、オルギン・エクアドル外相と、地域・国際情勢等について会談を実施し
た他、「領事対話及び人の流動性に関する覚え書き」に署名した。
３．トピックス
（１）マナウス日本人学校の生徒による大使館訪問（9 月 30 日）
9 月 30 日（金）、林大使はマナウス日本人学校の生徒による大使館訪問を受け、生
徒一人一人からの質問に答え、記念撮影を行う等の交流を行った。また、その後髙野
公使より外務省や大使館の業務について説明を行った。
生徒一同は修学旅行の一環で大使館へ来館しており、首都ブラジリアを訪れること
で、文化・歴史・自然等を知りながら、集団生活を通して友人との協力や集団規律を
学ぶと共に思い出を作られた。
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生徒の質問に答える林大使

林大使と生徒のみなさんによる記念撮影

林大使と生徒及び教員のみなさんと記念撮影

高野公使からの業務説明

（２）第 35 回生け花展の実施（10 月 20～23 日）
10 月 20 日～23 日、当館は生け花草月ブラジリアと共催で「第 35 回生け花展」を
市内ショッピングモールで開催した。20 日開催されたオープニングイベントでは林
大使が挨拶を行ったほか、林大使による墨絵及び生け花草月ブラジリアによる生け花
のデモンストレーションが行われた。

3
生け花草月のリリア代表と林大使

林大使による墨絵デモンストレーション

展示された生け花の数々

（３）林大使のミナスジェライス州訪問（10 月 26～27 日）
林大使は 10 月 26～27 日の日程でミナスジェライス州を訪問した。
26 日はイパチンガ市にあるセニブラ社を訪問し、同社にまつわる日本とブラジル
の永年の協力について説明を受けたのち、同社鎌田社長との意見交換やパルプ工場の
見学等を行った。

その後はウジミナス社を訪問し、工場見学やアルベルト・オノ代表との意見交換の
のち、同社の 60 周年記念式典に出席した。

4

翌 27 日はベロオリゾンテ市にてノーマン・ベロオリゾンテ市長への表敬訪問を行
い､今後の日伯の文化交流や自然災害に対する協力について意見交換を行った。

その後は次期連邦下院議員のペドロ・アイハラ氏､ミナスジェライス州日伯文化協
会理事のオスカー・シミズ氏､ミナスジェライス州軍警察のロナン・ササダ氏と懇談
を行ったのち､同軍警察幹部を訪問し､意見交換を行った。
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４．大使館からのお知らせ
（１）在伯公館 SNS リンク一覧
在ブラジル大使館をはじめ各総領事館及び領事事務所では、SNS にて文化イベント
を含め最新情報等を随時更新しています（以下リンク先をご参照ください）。
在ブラジル大使館 ：facebook
在ベレン領事事務所：facebook
在マナウス総領事館：facebook

instagram YouTube

在レシフェ総領事館：facebook instagram
在リオデジャネイロ総領事館：facebook instagram YouTube
在サンパウロ総領事館：facebook YouTube
在クリチバ総領事館 ：facebook Instagram YouTube
（２）外務省 海外安全ホームページ
（ア）各国の危険情報や安全対策等海外赴任、出張及び旅行をする際の留意点を公
開しています。
http://www.anzen.mofa.go.jp/
（イ）各公館で四半期毎に「海外安全対策情報」を公開しています。在伯大使館の
情報（令和 4 年度第 2 四半期）は以下のリンク先から。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kaigai_anzen_taisaku.html
（ウ）各在伯公館が「在外邦人向け安全の手引き ブラジル」を作成し公開してい
ます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/brazil_manual.html
（エ）世界各国の在外邦人に対して最低限必要な安全対策を周知することを目的に
した「ゴルゴ１３の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」を公開してい
ます。2021 年 3 月、新型コロナウイルス感染症の感染症とテロといった複合的な
リスクへの対処の必要性を伝えるため、番外編として「感染症流行下の安全対策」
を追加する増補版を公開しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
（３）ブラジル渡航情報
（ア）危険情報・感染症危険情報
http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_259.html

●危険情報
最新更新日：2022 年 4 月 5 日
以下の地域が「レベル１：十分注意してください。」となっています。
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・ブラジリア連邦区
・サンパウロ州大サンパウロ圏及びカンピーナス市
・リオデジャネイロ州大リオ圏
・エスピリトサント州大ビトリア圏
・アマゾナス州大マナウス圏
・ロライマ州北部
・パラー州大ベレン圏
・ペルナンブーコ州大レシフェ圏
・バイーア州大サルバドール圏
・セアラ州大フォルタレーザ圏
・パラナ州大クリチバ圏
・リオ・グランデ・ド・スル州ポルトアレグレ市
●感染症危険情報
最新更新日：2022 年 10 月 19 日
感染症危険情報レベルを更新し､全世界を一律レベル 1（十分注意してくださ
い）に見直しました。
（イ）安全対策基礎データ
最新更新日：2022 年 8 月 1 日
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_259.html
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、出入国審査及び新型コロナウイルス関連情報や大使館、総領事館の緊急連
絡先を公開しています。
（ウ）テロ・誘拐情勢
最新更新日：2022 年 8 月 2 日
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_259.html
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