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（写真）大統領府 “１０月の新学期開始に向けて教育施設の補修予算を承認” 

 

 

２０２２年９月５日（月曜） 

 

政 治                     

「チリ憲法改定の国民投票が否決 

～２０１９年から３年越しの議論が決着～」 

「ベネズエラ ２２年は麻薬３６．５トン押収」 

経 済                     

「OVF ８月のインフレ率は先月比１７．３％増 

～今後さらに不安定化を予見～」 

「価格統制庁 １週間で３０００店舗を視察」 

社 会                     

「ディズニーアニメ 題材はベネズエラ家族」 

「Nacho マルガリータ島で無料コンサート開催」 

２０２２年９月６日（火曜） 

 

政 治                    

「亜副大統領 殺害未遂事件は自作自演？」 

「コロンビア大使 食料自給は Monomeros 次第」 

経 済                    

「与党議員 １１月に制裁解除される？ 

～米の中間選挙後に具体的な動きか～」 

「８月の原油輸出 先月比３７％増」 

「Consecomercio 重税で倒産する会社続出」 

「国内メーカーが作った文房具は全体の２０％」 

社 会                    

「１月２３日地区の教育施設を改修」 
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２０２２年９月５日（月曜）             

政 治                       

「チリ憲法改定の国民投票が否決                

  ～２０１９年から３年越しの議論が決着～」       

 

９月４日 チリで憲法改定選挙が開催された。 

 

２０１９年、チリで反政府デモが起きたが、その時の要

求として新憲法の制定が含まれていた。 

 

２０２０年に憲法草案の作成について国民投票が行わ

れ賛成多数で草案作成が始まり、完成した草案の是非を

問う憲法改定選挙が行われた。 

 

ジェトロによると 

“新憲法草案は１１章３８８条から成り、チリを多民族・

多文化の社会的・民主的法治国家と定義し、現行憲法に

はない先住民族の認知や権利、保護について記載が盛り

込まれた。 

 

また、国家によるジェンダー平等を推進するための法整

備などの措置の実行や、国家の義務として教育、住宅、

健康、労働の保障を定義するなど、現政権の政策方針と

も共通項がみられる。 

 

さらには、上院に代わる地方院の新設や、大統領選への

立候補可能年齢を現行の 35 歳から 30 歳へ引き下げ、

大統領の再選（1 度のみ、連続も可で、最高 8 年）につ

いても規定した。” 

という。 

 

なお、現行の憲法はピノチェト軍事政権下で制定された

憲法で、新憲法は軍事政権の楔（くさび）から脱する意

味も含まれていた。 

 

 

選挙結果は、投票者１，３００万人。開票率９９．４％

の時点で反対票６２％、賛成票３８％。反対が大差をつ

けて新憲法は否決された。 

 

この結果を受けて、チリのボリッチ大統領は、新憲法が

成立しなかったと宣言（ボリッチ大統領は憲法改定に賛

成派）。「チリ国民の声を真摯に受け止める」と述べた。 

 

なお、この選挙結果を受けて過激派が街頭で投票結果を

拒絶する政治デモも行われた。 

 

 

（写真）チリ大統領府 

“ボリッチ大統領 新憲法不成立を認める” 

 

「ベネズエラ ２２年は麻薬３６．５トン押収」         

 

９月５日 ドミンゴ・エルナンデス将軍は、２０２２年

１月～８月までの８カ月間で３６．５トンの麻薬を押収

したと発表した。 

 

押収量は前年同期と比べて２２％増。 

麻薬の大半は国境で押収され、コカインが２８．５トン

で最も多く、マリファナが７．５トン、その他０．５ト

ンだったという。 
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先週土曜も海岸でコカインとマリファナを密輸してい

た売人を摘発。総重量２．８トンの麻薬を押収したとい

う。 

 

逮捕した売人１２名に聴取を行ったところ、売人は

「Alta Guahira」というコロンビア北部の麻薬組織から

依頼を受けていたという。 

 

麻薬押収以外に密売用の飛行機５７機、船舶２７機を破

壊したと説明した。 

 

 

（写真）ベネズエラ国軍 

 

経 済                        

「OVF ８月のインフレ率は先月比１７．３％増    

        ～今後さらに不安定化を予見～」           

 

９月５日 野党国会の財務委員会を前身とする「ベネズ

エラ金融観測所（OVF）」は、２０２２年８月のインフ

レ率について先月比１７．３％増だったと発表した。 

 

７月のインフレ率は同５．３％増だったので、先月より

も１２ポイント高いことになる（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.789」）。 

 

 

 

２０２１年９月～２２年８月までの１２カ月分の累計

インフレ率は１５３％。２０２２年１月～８月までの累

計インフレ率は９０％だという。 

 

インフレ率は上昇したが、ドルに対するボリバルの価値

が下落したため、ドル建てでみると生活費はやや下がっ

ている。 

 

また、１カ月の基礎食糧費（５人家族が最低限の食事を

するために必要な金額）について、２２年７月は月額３

９２ドルだったが、８月は月額３７１ドルと２１ドル下

がっている。 

 

「価格統制庁 １週間で３０００店舗を視察」                  

 

「価格統制庁（Sundde）」は、８月２７日から１週間で

全国３０００店舗の価格を調査したと発表した。 

 

８月下旬、為替市場の外貨とボリバルの需給が不安定と

なり急激にボリバル安が進行した。 

 

この状況を受けてベネズエラ中央銀行が両替市場に大

量の外貨を投入。９月６日時点で並行レートは１ドル８．

２６ボリバルほどになり、一時の１ドル９．３ボリバル

と比較するとかなり落ち着いた。 

 

なお、９月６日時点の公定レート（両替テーブル）は１

ドル７．９８ボリバルで、並行レートとの差は縮小した。 

 

公定レート、並行レートの差が大きくなると、店では並

行レートを基準にボリバル建ての価格を算出するケー

スが増える。 

 

価格統制庁はこれを抑えるため８月下旬から査察員を

派遣していた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ea8691bbd933c9ec07302ffd04bd71e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ea8691bbd933c9ec07302ffd04bd71e5.pdf
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（写真）価格統制庁（SUNDDE） 

 

社 会                        

「ディズニーアニメ 題材はベネズエラ家族」           

 

８月 ディズニーは「Hamster & Gretel」というアニメ

の放送を開始した。 

 

このアニメは、女の子と彼女が飼っているハムスターが

スーパーパワーをもっているというアニメのようだが、

彼女の家族がベネズエラ系という設定になっているよ

うだ。 

 

有名アニメ制作会社の作品でベネズエラ人をモチーフ

とした作品は稀で現地では話題になっている。 

 

 

（写真）Hamster & Gretel 

 

同アニメの放送は、ディズニーチャンネルで８月１２日

に開始。８月１７日に１話のみ YouTube で公開されて

いるが、音声は英語のみだという。 

 

興味のある方は YouTube「NEW SERIES PREMIERE of 

Hamster & Gretel」で見ることができる。 

 

 

（写真）YouTube 

 

「Nacho マルガリータ島で無料コンサート開催」                  

 

９月２４日 世界的にも有名なベネズエラ人ボーカリ

ストのミゲル・イグナシオ・メンドーサ氏（通称 Nacho、

ナッチョ）がマルガリータ島で無料コンサートを開催す

ると発表した。 

 

Nacho 氏は、反マドゥロ政権として有名であり、活動拠

点は米国。 

 

マルガリータ島があるヌエバエスパルタ州は独立系野

党が知事を務めている地域だが、彼がベネズエラでコン

サートを開催することにマドゥロ政権が何らかの嫌が

らせをすることも考えられそうだ。 
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２０２２年９月６日（火曜）              

政 治                       

「亜副大統領 殺害未遂事件は自作自演？」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.802」で、アルゼンチ

ンのクリスティーナ・フェルナンデス副大統領が殺害さ

れそうになったとの記事を紹介した。 

 

真偽のほどは定かではないが、本件について、自作自演

なのではないかとの噂が流れている。 

 

個人的には、あまり腑に落ちないが、フェルナンデス副

大統領は汚職容疑で検察から起訴されており、今回の殺

害未遂がフェルナンデス副大統領に有利に働くと考え

たのかもしれない。 

 

確定情報ではないようだが、フェルナンデス副大統領の

殺害を試みた Fernando Andre Sabag Montiel という男

の携帯電話は初期化されていたようで、メッセージの通

話履歴などが追跡できない可能性があるという。 

 

また、銃を発砲できる状態にあったにも関わらず、

Montiel 氏は、フェルナンデス副大統領に発砲しなかっ

た。報道では、何らかの理由で銃が発砲できなかった可

能性も指摘されている。 

 

なお、銃の中には本物の５発の銃弾が入っていたことは

確認されており、発砲した場合殺害が可能な状況だった

という。 

 

銃が発砲されなかった理由について、Montiel 氏は証言

を拒んでいるという。 

 

他、フェルナンデス副大統領には警備がついており、そ

の警備が機能していなかったことも疑問視されている。 

 

 

上記の話は憶測の域を出ておらず、真偽のほどは現在の

ところ定かではない。 

 

「コロンビア大使 食料自給は Monomeros 次第」           

 

Armando Benedetti コロンビア代表大使は、コロンビア

系メディア「Semana」のインタビューに対応。 

 

両国の懸案事項について自身の見解を示した。 

 

「Monomeros」について、「間違いなく米国政府は

Monomeros をマドゥロ政権に返還することを快く思っ

ていないだろう。しかし、ペトロ大統領がマドゥロ氏を

大統領と認識するのであれば、返還するのは明らかだ。 

 

ペトロ政権はニコラス・マドゥロをベネズエラの大統領

と認識している。ファン・グアイドではない。グアイド

は何者でもない。」と述べた。 

 

他「コロンビアの食料自給は Monomeros にかかってい

る。我々は、同社の経営について注意深く目をかける必

要がある。」と回答。 

 

コロンビア政府は「Monomeros」の株式の一部を購入す

ることをマドゥロ政権に提案しているが、本件について 

「固まった数字は存在していない。私が聞いた話では、

提案されたMonomerosの評価額はかなり過大評価され

たものだった。」 

と述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2eceb79d92c85093598096c7b2bc3150.pdf
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経 済                       

「与党議員 １１月に制裁解除される？        

     ～米の中間選挙後に具体的な動きか～」           

 

与党国会で炭化水素委員長を務めているウィリアム・ロ

ドリゲス議員は、国営放送局「VTV」のインタビュー番

組に出演。 

 

ベネズエラは２０２２年中に日量２００万バレルを産

出するという目標は達成できないとの見解を示した。 

 

現在のベネズエラの産油量は日量６０万～７０万バレ

ルとされており、残り３カ月で日量２００万バレルが達

成できないのは明らかだろう。 

 

ロドリゲス議員は「アイサミ石油相と PDVSA 経営陣の

多大な努力にもかかわらず、制裁を受けていることで産

油量の回復が達成できていない」と述べた。 

 

また、米国の経済制裁について「１１月のエネルギーの

国際的な状況によっては制裁が解除される可能性があ

る。」と指摘。 

 

世界的にエネルギー供給が不安定化している中で、ベネ

ズエラは増産余力が大きいが、制裁により融資が得られ

る状況ではなく、増産のために動ける状況にないとの見

解を示した。 

 

１１月の根拠は定かではないが、２０２２年１１月８日

に米国で中間選挙が実施される予定。 

 

その選挙までは大きなアクションを取ることは控える

ため、１１月以降に具体的な動きが出るということかも

しれない。 

 

 

 

「８月の原油輸出 先月比３７％増」         

 

ロイター通信は、２２年８月のベネズエラの原油輸出量

について先月比３７％増の日量７６万７１０バレルだ

ったと報じた。前年同期と比べて２２％増になる。 

 

原油輸出が増加した理由について「大部分は中国および

マレーシア向け。先月キューバは主要港で大規模な火災

が発生し、補修に当たっている」とした。 

 

ロイターによると「原油・石油製品を積んだ３２隻のタ

ンカーがベネズエラを出港。また、関連製品は２５．６

万トンだった」という。 

 

「Consecomercio 重税で倒産する会社続出」         

 

９月６日 「全国商業サービス商工会（Consecomercio）」

の Tiziana Polesel 代表は、税金負担が重すぎるため、４

０％の商業店が閉鎖したと述べた。 

 

Polesel 代表が特に問題視しているのは、市税。 

市税の負担が増加を続けており、許容できない状況にな

っていると訴えた。 

 

また、Polesel 代表は現在の税負担について、販売した

商品価格の２０％は税金として差し引かれる。 

 

税を支払うために店が商品価格を上げれば売れ行きが

下がり、悪循環に陥っているとした。 

 

なお、現在与党国会は「州税・市税からの保護組織法」

を議論している。 

ラモン・ロボ財務委員長によると、新法を作成する目的

は州税・市税の引き上げについて一定の制限を設けるた

めだという。 
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「国内メーカーが作った文房具は全体の２０％」         

 

本屋「El Mundo del Libro」の Antonio Hannawi 氏は、

現在ベネズエラで使用されている文房具の８０％は輸

入品で、国内生産されている文房具は２０％程度と述べ

た。 

 

輸入品が多い理由について、輸入時の税制度が優遇され

ており、輸入品の方が競争力が高いという。 

 

なお、ベネズエラは２学期制で、新学期は１０月５日～

１２日の間に始まる。新学期の教材や文房具を揃えるた

めに必要な費用は４０～６０ドル程度になるという。 

 

社 会                       

「１月２３日地区の教育施設を改修」            

 

９月６日 マドゥロ大統領は新学期に向けてカラカス

の「１月２３日地区（旧市街地）」の学校を視察。 

 

下の写真の通り、学校はかなり劣化しており、学校施設

の修繕のための予算を承認すると発表した。 

また、知事・市長らに対して、街頭に出て地域住民の声

を聞き、生活環境の改善に努めるよう要請した。 

 

（写真）大統領府 

以上 


