かわら版
―東地中海地域ニュース―
ヨルダン：石油関連製品の補助金削減

2008 年 2 月 13 日
No.32

（2 月 8 日-9 日付現地紙）

1．政府は、石油関連製品の補助金を完全撤廃し、値上げを実施した。但し、ガスについて
は 3 月 31 日まで一部補助金を継続し、シリンダー当たりの価格を 6.5JD(約 9.2 米ドル)
とする。
2.石油関連製品の値上げに伴う物品及びサービスのか買う上昇の総裁のため、国民 44 万人
以上に現金支給を実施する。
（1）社会保障ネット（3 億 100 万 JD/約 4 億 2500 万米ドル）の一部として、軍、治安、消
防当局の職員を含む公務員のうち、給与が突き 300JD(約 423 米ドル)以下の職員にはつ
き 50JD（約 70 米ドル）
、300JD 以上の職員には、月 45JD（約 63 米ドル）の増。
（2）政府機関の職員には、2 月 10 日に 1 月分を給付。
（3）非政府機関の国民で世帯所得が年間 1000JD（約 1400 米ドル）以下の場合には現金を支
給。
3. 今回の措置に併せて、ガソリンの無鉛化を実施する。有鉛ガソリン（レギュラー/87 オク
タン）は、無鉛ガソリン（90 オクタン）に、有鉛ガソリン（スーパー）は、無鉛ガソリン
（95 オクタン）に置き換える。
4.公共交通機関の価格も引き上げられ、公共交通規則委員会の発表によると、平均 23％の値
上げとなる。
（1）タクシー：
（旧価格）60 メートル毎に 0.10JD（約 0.14 米ドル）
（新価格）54 メートル毎に 0.10JD（約 0.14 米ドル）
（2）空港−アンマン市内間のタクシー料金：10%値上げ
（3）大型バス及び中型バス：平均 23%値上げ
5．なお、4 月 1 日以降、石油関連製品の価格は、エネルギー資源相、産業貿易省及びヨルダ
ン石油精製社の代表により構成される委員会において毎月決定される。
（1）毎月 25 日に集まり、過去一ヵ月の平均原油価格を基礎として翌月の石油関連製品の価
格を決定。
（2）委員会は、2 年間の期限付きであり、その後、価格は自由化される。
<参考> 中東・北アフリカ諸国物価関連動向
補助金削減は、中東の多くの国にとって大きな問題である。石油価格の高騰で潤う国とは別
に、非産油国の国では、燃料値上げなどが継続されている。以下は、2006 年 1 月から現在ま
で、物価動向に関する報道を国別に整理したもの。

<北アフリカ>
モロッコ
2006-12-24

モロッコのラバトで数万人が物価値上げに抗議するデモを実施。左派政党な

どが組織したもの。約 3000 万人の人口の 14%が貧困層とされた。
2006-12-30

ロイターは、地下経済の発達したモロッコでは、経済指数で経済を見るのは

難しいとして、市場の肉業者が、羊肉の値段は過去 5 年で、70-80%上昇しており、貧しい家
庭では祭日に羊の肉を購入するには難しくなっていると報道。
2007-01-18

モロッコの 2006 年の消費者物価上昇率は 3.3%で、過去 10 年間で最高にな

ったと報道された。
2006-11-14

ラバトで、電気や水道代の値上げに抗議するデモが行われ、仏系企業 Veolia

を非難した。

チュニジア
2006-01-15

チュニジア政府は、同日午前零時をもってガソリン料金を値上げ。ガソリン

は約 5.3%、灯油は 12.8%、軽油 8.5%値上げ。今年 4 度目の値上げ（2-6-9 月）
。
2007-01-15

チュニジアの 2006 年の貿易赤字は、33 億 9000 万ドルになった。2005 年の

赤字は 26 億 6000 万ドル。赤字拡大は石油価格の高騰。
2008-01-11

ケシュッシュ財務大臣が 2008 年度予算に対し、国家補助金の額が、石油関

連で 400 百万 DT、食料品等に 700 百万 DT となっており、今後益々国家の債務を減らさない
といけないと発言。

リビア
2007-08-05

リビアの経済委員会は、国内外の貿易規制を緩和することを検討しているこ

とを明らかにした。また、セメント、鉄鋼、補助金物資以外の輸出の規制も撤廃される予定。

スーダン
2006-05-24

IMF は、スーダン政府は 2005 年に燃料への補助金のため財政赤字になった

と報告。その前の 3 年間は黒字だった。
2006-08-14

スーダン政府は、石油産出量が予測を下回ったための歳入不足に対応するた

め国産砂糖と輸入砂糖を値上げした。1 トンあたり 1 万 SD の値上げ。
2006-08-30

ハルツームで、砂糖と燃料絵上げに抗議するデモを野党が組織したが、警察

隊が催涙ガスなどで鎮圧。
2006-09-03
だった。

スーダンの 8 月の物価上昇率は 5.2%。砂糖などの値上げの影響。2 月は 5.8%

2006-09-06

スーダン治安部隊は、ハルツームで行われた物価値上げに抗議するデモ隊を

催涙ガスなどで鎮圧。野党ウンマ党の党員などが逮捕された。
2006-09-08

スーダンの裁判所は、ハルツームでの物価高騰抗議デモの逮捕者 10 人の拘

束を命令。

エジプト
2006-07-20

エジプト政府は、21 日からの燃料価格引き上げを発表。

2006-08-10

エジプト中央銀行は、預金金利）8%）
、貸付金利（10%）を据え置くと発表。

2006-08-24

エジプトのラシード通産相は、セメント価格の高騰について、業界に価格の

公表と、毎週木曜日に価格を通産省に報告するよう指示。
2007-07-05

エジプトの金融政策委員会は、翌日物価金利を貯蓄 8.75%、貸し出し 10.75%

に据え置くことを決定。
2007-07-07

エジプトのオスマン経済相は、5 月の物価上昇率が 8.5%になり、3 月の 12.8%

から低下したと発表。同相は、2006/7 年の上昇率は 10.9%で、2003/4 年の 12.9%が低下した
とした。
2007-12-06

エジプトのナーフィズ首相は、補助金をなくしていく方針を表明。しかし、

ムバーラク大統領は、補助金削減には大統領の承認が必要であるとし、パンの値段を上げる
ことはないと述べた。
2008-01-01

エジプト政府は、燃料油価の 100%値上げを発表。

2007-08-03

日経は、イスラエル、エジプト、レバノンなどで電力不足が深刻化している

と報道。

<東地中海>
ヨルダン
2006-04-08

ヨルダン政府、燃料価格を引き上げ。

2006-04-09

ヨルダンのイスラム行動戦線指導者 Zaki Bani Irsheid は、当局は、燃料価

格の値上げに抗議するデモを呼びかけていた同戦線の活動家約 100 人を拘束し、いやがらせ
をしていると述べた。
2006-04-14

ヨルダン現地紙は、アブダッラー2 世国王が 11 日に首相宛に、税制改革を

要請する書簡を送ったと報道。
2007-10-31

ヨルダンの産業貿易省は、小麦の補助金についた新たな制度を導入し、パン、

菓子パン、菓子類が 20-60%値上げになると発表。
2007-12-07

MEED 誌は、ヨルダンのザハビー内閣は、発足直後から補助金削減を盛り込

んだ 2008 年予算案を政治的混乱なしで成立させるという難問に直面していると報道。

2008-02-08

ヨルダン政府は、石油製品に対する補助金を全廃した。ガスについては、3

月 31 日まで継続する。タクシー料金も約 23%値上げされる。

シリア
2007-03-26

レバノンのデイリー・ニュース紙は、ダマスカス近郊で住宅の値段が急騰し

ている状況を報道。過去 2 年で約 40%上昇との見方も紹介。
2007-08-21

シリア各紙は、政府内では燃料消費費などに対する補助金の削減を行う代わ

りに、公務員の給与引き上げ処置などについて話し合われていると報道した。
2007-08-21

シリア現地紙は、燃料への補助金削減を行い、かわりに公務員の給与を引き

上げる案が議論されていると報道。
2007-08-23

シリアのオトリー首相は、経済相、情報相とともに、燃料などに関する補助

金削減の説明会を開催。シリアは、経由、ガソリン、重油を 470 万トン輸入（39 億ドル）
、
補助金 1580 億 SP（一般関係予算の 36%）を支出している。政府は来年から 10 年間で補助金
を削減する方針で、340 万世帯に平均 240 ドルの支援を行う。
2007-11-01

シリア政府は、ガソリン 1l の値段を 30SP から 36ＳＰ（86 円）に値上げ。

政府は、ガソリンに続いて、重油や家庭用ガスなどへの補助金を削減する計画だと報道され
た。

レバノン
2008-01-21

ベイルート市内で、数十人の若者らが、数箇所で停電の長期化や物価上昇に

抗議するため幹線道路でタイヤなどを燃やした。
2008-01-24

レバノンで、公共交通機関運転手組合と農業従事者組合は、物価値上げに抗

議するデモを行った。ガソリンなどの値上げを抗議したが、政治問題とは結び付けない立場
を取った。
2007-09-26

世界食料計画（WFP）は、エジプト政府は、国民の貧血症の拡大を防ぐため、

来年の 1 月までに補助金でまかなわれているパンに鉄分とビタミン B 葉酸を添加すると発表
した。
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