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リヤード・ファリード・ヒジャーブ内閣（2012 年 6 月～8 月）
CMEPS-J Report No. 20
http://www.tufs.ac.jp/ts/personal/aljabal/biladalsham/syria/ministers/2012_06.htm にて公開の後、2015 年 8 月 19 日に
http://syriaarabspring.info/alsham/syria_cabinet_2012_06.html に転載。
2018 年 7 月 6 日に CMEPS-J Report として再刊。
青山 弘之
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リヤード・ファリード・ヒジャーブ内閣（2012 年 6 月 23 日発足）

閣僚ポスト
首相
副首相兼外務在外居住
者大臣
副首相兼国防大臣
経済問題担当副首相兼
国内通商消費者保護大
臣(b)
福祉問題担当副首相兼
地方行政大臣
運輸大臣
水資源大臣(d)
観光大臣
教育大臣
経済対外通商大臣(b)
工業大臣
公共事業大臣(f)
高等教育大臣
財務大臣
社会問題労働大臣
宗教関係大臣
住宅都市開発大臣(f)
情報大臣

氏名
リヤード・ファリード・ヒジャーブ（Riyad Farid Hijab）

所属政党・政治組織
アラブ社会主義バアス党

ワリード・ムアッリム（Walid al-Muʻallim）(a)

アラブ社会主義バアス党

ダウード・ラージハ（Dawud Rajiha）(a)(g)

アラブ社会主義バアス党

カドリー・ジャミール（Qadri Jamil）(c)

人民意思党（変革解放人民
戦線）

ウマル・イブラーヒーム・ガラーワンジー（ʻUmar Ibrahim
Ghalawanji）
マフムード・イブラーヒーム・サイード（Mahmud Ibrahim
Saʻid）
バッサーム・ハンナー（Bassam Hanna）
ハーラ・ムハンマド・ナースィル（Hala Muhammad alNasir）(e)
ハズワーン・ワッズ（Hazwan al-Wazz）
ムハンマド・ザーフィル・ミフバク（Muhammad Zafir
Mihbak）
フアード・シュクリー・クルディー（Fuʼad Shukri Kurdi）
ヤースィル・スィバーイー（Yasir al-Sibaʻi）
ムハンマド・ヤフヤー・マアッラー（Muhammad Yahya
Maʻalla）
ムハンマド・ジュライラーティー（Muhammad al-Julaylati）
(a)
ジャースィム・ムハンマド・ザカリヤー（Jasim Muhammad
Zakariya）
ムハンマド・アブドゥッサッタール（Muhammad ʻAbd alSattar）(a)
サフワーン・アッサーフ（Safwan al-ʻAssaf）
ウムラーン・アーヒド・ズウビー（ʻUmran ʻAhid al-Zuʻbi）

アラブ社会主義バアス党
不明
シリア共産党ウィサール・フ
ァルハ・バクダーシュ派
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
不明
不明
不明
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
無所属
不明
アラブ社会主義バアス党
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閣僚ポスト
石油鉱物資源大臣
環境担当大臣
通信技術大臣
電力大臣
内務大臣
農業・農業改革大臣
文化大臣
保健大臣
法務大臣

氏名
サイード・ムウズィー・フナイディー（Saʻid Muʻdhi
Hunaydi）
ナズィーラ・ファラフ・サルキース（Nazira Farah Sarkis）
アブドゥルガニー・サーブーニー（ʻAbd al-Ghani Sabuni）
(a)
イマード・ムハンマド・ディーブ・ハミース（ʻImad
Muhammad Dib Khumays）(a)
ムハンマド・イブラーヒーム・シャッアール（Muhammad
Ibrahim al-Shaʻʻar）(a)
スブヒー・アフマド・アブドゥッラー（Subhi Ahmad al-ʻAbd
Allah）(c)
ルバーナ・ムシャウウィフ（Lunana Mushawwih）
ワーイル・ナーディル・ハルキー（Waʼil Nadir al-Halqi）(a)
ラドワーン・ハビーブ（Radwan Habib）(

国民和解問題担当国家
大臣

アリー・ハイダル（ʻAli Haydar）(c)

大統領担当国家大臣

マンスール・ファドルッラー・アッザーム（Mansur Fadl
AllahʻAzzam）(a)

国家大臣

ジョセフ・ジュルジー・スワイド（Juzif Jurji Suwayd）(a)

国家大臣

フサイン・マフムード・ファルザート（Husayn Mahmud
Farzat）(a)

国家大臣

ムハンマド・トゥルキー・サイイド（Muhammad Turki alSayyid）

国家大臣

ナジュムッディーン・ハリート（Najm al-Din Kharit）

国家大臣
国家大臣

アブドゥッラー・ハリール・フサイン（ʻAbd Allah Khalil
Husayn）
ジャマール・ジャアバーン・シャーヒーン（Jamal Shaʻban
Shahin）

2
所属政党・政治組織
アラブ社会主義バアス党
不明
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
無所属
アラブ社会主義バアス党
アラブ社会主義バアス党
シリア民族社会党インティフ
ァーダ派（変革解放人民戦
線）
アラブ社会主義バアス党
シリア民族社会党イサーム・
マハーイリー派
アラブ社会主義者運動アフ
マド・ムハンマド・アフマド派
派
アラブ社会主義連合党
シリア共産党ユースフ・ファ
イサル派
シリア共産党ウィサール・フ
ァルハ・バクダーシュ派
社会統一主義者党

（注）2012 年 6 月 6 日、バッシャール・アサド（Bashshar al-Asad）は 2012 年政令第 194 号を施行し、リヤード・ファリード・
ヒジャーブ農業・農業改革大臣を首相に任命し、組閣を要請、6 月 23 日、政令第 210 号を施行し、第 1 次リヤード・ヒジ
ャーブ内閣を発足させた。(a) 留任。(b) アサド大統領は、ヒジャーブ内閣の発足に合わせて、2012 年 6 月 23 日に立
政令第 46 号を施行し、国内通商消費者保護省と経済対外通商省を新設した。(c) 人民議会議員。(d) アサド大統領
は、ヒジャーブ内閣の発足に合わせて、2012 年 6 月 23 日に立法令第 44 号を施行し、灌漑省を水資源省に再編した。
(e) 異動（横滑り）。(f) アサド大統領は、ヒジャーブ内閣の発足に合わせて、2012 年 6 月 23 日に立法令第 45 号を施行
し、住宅都市開発省と公共事業省を新設した。(g) 2012 年 7 月 18 日、ダマスカスでアースィフ・シャウカト副参謀長、ハ
サン・トゥルクマーニー副大統領補佐官とともに爆殺された。暗殺を受け、アサド大統領は同日中に 2012 年政令第 276
号を施行し、ファフド・ジャースィム・フライジュ参謀総長（中将）を国防大臣に任命した。
（出所）al-Raʼy, June 24, 2012、Qasiyun, June 24, 2012、SANA, June 6, 2012, June 23, 2012, July 18, 2012 などをもとに作
成。

