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（写真）Constructora Sambil “カンデラリア地区の Sambil ２２年１１月に営業再開を予定” 

 

 

２０２２年４月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 クーデター失敗イベント 

～テロ懸念を受け軍事行進の会場変更？～」 

「米州移民会議 マドゥロ政権は不参加」 

経 済                     

「経団連前代表 制裁緩和で政権は安定する」 

「フェラーリ・カラカス支店の動画流れる」 

「ボリバル州 Callao の金鉱区の様子」 

社 会                     

「犯罪組織 支援団体通じて地域を掌握」 

「変更されたカラカス市章の意味」 

22 年 4 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「El Nacional 社長 制裁強化を求める 

～El Nacional 役員は制裁緩和を求める～」 

「前タチラ州知事 主要野党に方針転換求める」 

経 済                    

「カンデラリアの Sambil １１月にオープン？」 

「乳製品業界 稼働率２０～２５％」 

「Banesco  ATM の引き出し限度額を増額」 

社 会                    

「全国１０州で一斉停電」 

「セマナサンタ ユダの人形焼き」 
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２０２２年４月１５日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 クーデター失敗イベント       

  ～テロ懸念を受け軍事行進の会場変更？～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.741」の通り、マドゥ

ロ政権は４月１３日、故チャベス元大統領がクーデター

から救出された日から２０周年を記念し、政治イベント

を行った。 

 

この政治イベントについて、与党系メディア「Ultimas 

Notiias」の Eligio Rojas 記者は「詳細は不明だが、爆発

物が設置されたとの懸念があったようで、ロス・プロセ

レス（軍人広場前の大通り）での軍事パレードを中止し

た」と報じた。 

 

この軍事パレードに向けて４月１０日から準備が進め

られていたようだが、攻撃を受ける懸念から１０日以降、

ロスプロセレスでの軍事パレードの練習は中止された

という。その後、場所を変え軍人らを集めた集会が実施

されたようだ。 

 

 

（写真）大統領府 

“４月１３日 クーデター失敗２０年記念イベント” 

「米州移民会議 マドゥロ政権は不参加」                 

 

４月１９日～２０日にかけてパナマで米州各国大臣を

集めた移民協議が予定されている。 

 

４月１５日 米国国務省の Brian Nichos ラテンアメリ

カ担当官は、記者会見でマドゥロ政権の代表者を招待し

ないと説明した。 

 

なお、Nichos 担当官は、ベネズエラがラテンアメリカ・

カリブ海の抱える移民問題の中で最も深刻なテーマで

あることを肯定したが、 

 

「マドゥロ政権はこの大臣級会合に参加しない。 

明らかに、ベネズエラは民主主義、人権、国民の権利が

尊重されていない。多くの国民はベネズエラを捨て、他

国に移住をせざるを得なくなった」 

との見解を示した。 

 

また、マドゥロ政権を招待しないということは米国がベ

ネズエラ政府と認識しているグアイド暫定政権が招待

されるということになりそうだが、記者から「ベネズエ

ラ政府を招待するのか？」との質問を受けると Nichos

担当官は「ホワイトハウスはまだ招待状を送っていない」

と回答。 

 

グアイド暫定政権を招待するかどうかもハッキリしな

い状況のようだ。 

 

また、Nichos 担当官は「我々は米州大陸の民主主義に

対する取り組みについて、米州機構（OAS）の国際民主

主義憲章の枠組みを通じて尽力する。」 

との見解を示した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
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経 済                        

「経団連前代表 制裁緩和で政権は安定する」           

 

４月１５日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」の前

代表リカルド・クサノ氏は、米国政府が経済制裁を緩和

させた場合、政治的にマドゥロ政権により権限を与える

ことになるとの見解を示した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.741」で紹介した通り、

経済界・学術界を中心とする野党系グループが米国政府

に対して経済制裁の緩和を求める書簡を送った。 

 

同書簡には陳情者の名前が書かれており、クサノ前代表

もこの書簡に名前を連ねている。 

 

「Fedecamaras」は、マドゥロ政権と敵対する立場には

あるが、経済制裁については緩和を求めている。 

 

「私はこれまで野党に投票し続けてきた。政治のことだ

けを考えるのであれば制裁継続は賛成する（しかし、経

済を考えれば制裁は賛成できない）。」との見解を示した。 

 

また「昨年１１月の全国州知事・市長選では、いくつか

の州で選挙の成果が確認できた。これを全国規模に拡大

させることは可能だ。」と主張。選挙を通じて政権交代

をする方針に賛成した。 

 

現在、主要野党の政治家の支持率は著しく低い。 

 

国民の政治家に対する不信感は非常に強く、既存の政治

グループでマドゥロ政権に対抗するのは困難との見方

もある。 

 

そんな中でクサノ氏のような経済界出身の人物が大統

領選に出馬した場合、国民の感情に大きな変化が起きる

可能性はある。 

 

「フェラーリ・カラカス支店の動画流れる」         

 

TikTok にカラカスのフェラーリ支店の動画がアップさ

れ、話題になっている。 

 

動画を見る限り、まだ店には店員がいない。 

現地メディアが関係者から得た情報によると、フェラー

リのカラカス支店はまだオープンしていないという。 

 

フェラーリ自動車の販売価格は、最も安いもので１台２

５万ドルだという。 

 

 

（写真）動画より抜粋 

 

「ボリバル州 Callao の金鉱区の様子」                  

 

こちらも「TikTok」で投稿された動画。 

 

Gold が多く埋蔵されているボリバル州 Callao 市の金採

掘現場の様子が動画で公開されている。 

 

多くの場所に穴が掘られており、穴の中に入り若者が採

掘作業を行っている。穴の深さは１６メートルほどある

ようで、危険な作業だという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
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穴にはプラスチックチューブも通されており、そこから

空気を換気するという。 

 

作業員曰く、穴の中は劣悪な環境のようで自家発電用の

エンジンがうるさく、発電用燃料のにおいが充満し、土

のにおいと混ざって息苦しいという。 

 

 

（写真）TikTok の動画より抜粋 

 

社 会                        

「犯罪組織 支援団体通じて地域を掌握」           

 

犯罪系の調査を行う団体「Insight Crime」は、犯罪組織

が「基金」や「人道支援団体」などを隠れ蓑に地域をコ

ントロールしていると報じた。 

 

「Insight Crime」は、 

「マドゥロ政権は、汚職や経済制裁などを理由に資金が

なくなり、これまで行っていた多くの社会支援事業を中

断した。 

 

社会支援事業が減ったことで貧困が増加し、その穴を埋

めるためにマフィアが地域に支援団体や食堂・医療施設

などを設置した。」 

と指摘した。 

 

 

Insight Crime は、犯罪集団が支援事業を行う理由につ

いて 

「彼らは地域の生活に欠かせないものになることで、土

地のコントロールを強化している。反対意見を持つ者に

対して食料の配給を止め、暴力を通じて地域を追い出す

こともある。」とした。 

 

こういった支援団体を作っている犯罪組織として

「Tren de Aragua」「El Conejo」「la Organizacion R」

「Sindicato de Barrancas」などの名前を挙げている。 

 

「変更されたカラカス市章の意味」          

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.741」で紹介した通り、

カラカス市議会はカラカスの市章・市旗・市歌の変更を

決定した。 

 

４月１５日 リベルタドール市のカルメン・メレンデス

市長が市議会の決定に署名をしたことで、カラカスの市

章・市旗・市歌が正式に変更された。 

 
（写真）カラカス市議会 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e654e8ef4f5a5eb7b9fc74a4c9e28d2c.pdf
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新しい市章は前ページの通りだが、この３名は前から南

米の解放者「シモン・ボリバル」、真ん中は特に名前の

ないアフロアメリカ系の先住民女性で、後方には先住民

の族長「グアイカイプーロ」が並んでいるという。 

 

右に突き立てられている槍は先住民のもの、左の剣はシ

モン・ボリバルの剣だという。 

 

また、中央の赤い星はボリバル革命の象徴である。 

左下の１８１０～１８１１は、独立戦争の年。 

 

右下の１９８９～２００２について、 

 

１９８９年はカルロス・アンドレス・ペレス政権が３０

０人超の人々を殺害したカラカソが起きた年（３００人

超は公式発表で、実際は遥かに多いとの指摘もある）。 

 

２００２年は故チャベス大統領がクーデターを受け、一

度失脚したが３日後に復活した年。帝国主義との闘いを

示す年だという。 

 

ちなみに、右上の写真は、これまで続いていたカラカス

の市章。 

 

前の市章に描かれている１５６７年というのは、スペイ

ン人ディエゴ・デ・ロサーダがカラカスに都市を築いた

年。当時カラカスは「サンティアゴ・デ・レオン」と呼

ばれていた。 

 

マドゥロ大統領は、「植民地主義者の名前をベネズエラ

の公的シンボルから全て排除しろ」と命じており、西洋

人が入植した１５６７年という年号が入った市章を変

更したものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

（写真）カラカス市議会 

 

２０２２年４月１６日～１７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「El Nacional 社長 制裁強化を求める          

   ～El Nacional 役員は制裁緩和を求める～」        

 

野党系メディアの代表格「El Nacional」のエンリケ・オ

テロ社長（外国（恐らくコロンビア）に移住）は「ベネ

ズエラで起きている全ての不幸なことは、制裁を科され

る以前から起きている」と指摘。 

 

経済制裁が現在のベネズエラの悲惨な状況を招いたと

の指摘を否定。また、マドゥロ政権への制裁は維持し、

更に強化する必要があるとの見解を示した。 

 

「マドゥロ政権への制裁は継続する必要があると考え

ている。この考えについて評論家や記者を中心に異論を

唱える人がいることは理解している。しかし、制裁に対

する我々のスタンスは今も固く、表現の自由は尊重され

るべきである。」と述べた。 
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オテロ社長は、「制裁は権力を乱用し、国民の福利を侵

害する統治者に対して国際社会が講じる手段の１つで

ある。多くの場合、悪質な統治者は犯罪集団に変わる。」

と指摘した。 

 

また、「現在、国際社会が科している制裁はマドゥロ政

権関係者と彼らの資産マネジメントに障害を与えるこ

とに重きを置いている」と主張。 

 

「ベネズエラは制裁を科される前から石油産業は汚職

が蔓延しており、麻薬密売組織が暗躍していた。 

 

当時はベネズエラに大量の原油収入が流れていたにも

かかわらず、あらゆる不幸なことが制裁を受ける以前か

ら起きていた。」との見解を示した。 

 

一方、ベネズエラ国内で「El Nacional」の役員を務めて

いる Jorge Makriniotis 氏は、４月１４日にバイデン政

権に対して経済制裁を緩和するよう要請した２５名に

名前を連ねている。 

 

Jorge Makriniotis 役員は経済制裁緩和を求め、オテロ社

長は制裁強化を求めるという会社として矛盾した状況

になっている。 

 

「前タチラ州知事 主要野党に方針転換求める」           

 

４月１５日 前タチラ州知事のライディ・ゴメス氏は、

野党政治家らに対して、グアイド暫定政権という空想の

政府から距離を置くよう求めた。 

 

「野党が再び選挙の道に戻り、本当の統治について考え

ることを望んでいる。過去の国会に縛られず、インター

ネット上にだけ存在する政権や外国にある最高裁判所

という空想の世界から抜け出すことを望んでいる。」 

と指摘。 

 

既存の方針を転換するよう求めた。 

 

ゴメス前知事は、元々主要野党「行動民主党（AD）」の

党員で２０１７年の州知事選で野党統一候補としてタ

チラ州知事選に出馬し、当選した。 

 

しかし、ゴメス前知事は、マドゥロ政権と過度に対立す

ることを避けたため、AD から除名された。 

 

２０２１年の州知事選で再選を目指すも、主要野党が擁

立した候補に一部の野党票が分散し、結果的に与党候補

（フレディ・ベルナル氏）がタチラ州知事に就任する結

果となった。 

 

主要野党がゴメス知事で統一候補を擁立できていたの

であれば、ゴメス知事が再選できていただろう。 

 

経 済                       

「カンデラリアの Sambil １１月にオープン？」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.730」で、カンデラリア地

区にある大型商業施設「Sambil」の所有権が元のオーナ

ーに返還されたとの記事を紹介した。 

 

カンデラリア地区の「Sambil」は、２００８年に故チャ

ベス前大統領に接収され、国有資産となった。 

 

それ以降、貧困層の住居として使用されていたが、１４

年ぶりにオーナーに所有権が戻っていた。 

 

これを受けて、「Sambil」オーナーのアルフレド・コー

ヘン氏は、施設の改装後に商業施設として再び稼働させ

るとの見解を示していた。 

 

４月１６日 現地メディア「Contrapunto」は、コーヘ

ン氏のインタビュー記事を投稿。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
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「４月１２日から「Sambil」の改修工事が始まっている。

施設の状況は思いのほかよく、１１月には商業施設とし

て再開できる見通し」と回答した。 

 

「乳製品業界 稼働率２０～２５％」            

 

「ベネズエラ乳製品商工会（Cavilac）」のロジャー・フ

ィゲロア代表は、現在のベネズエラ国内の乳製品製造業

の状況について、稼働率は２０～２５％程度と説明した。 

 

現在ベネズエラは消費者の購買力低下、外国製品との激

しい競争、税負担の増加、且つ融資を得ることが出来な

いなど厳しい環境にあると指摘。 

 

乳製品業界は２１年３月期の水準を維持するのに精い

っぱいな状況との見解を示した。 

 

「Banesco ATM の引き出し限度額を増額」            

 

民間銀行「Banesco」は、ATM での１日の現金引き出し

限度額を増額した。 

 

新たな引き出し限度額は１２０ボリバル。ドルに換算す

ると３０ドル弱になる。 

 

ただし、１回の引き出しで引き出せる金額は最大で３０

ボリバルなので、１２０ボリバルを引き出すためには４

回に分けて引き出す必要があるという。 

 

なお、窓口での引き出しであれば、原則引き出し限度額

の制限はないという。 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「全国１０州で一斉停電」               

 

４月１７日 カラカスを含む全国１０州で一斉停電が

起きた。 

 

停電後、「ベネズエラ公共サービス観測所（OVSP）」は、

カラカス、アラグア州（マラカイ）、メリダ州（メリダ）、

カラボボ州（ナグアナグア）の１首都・３州での停電が

起きたと報じたが、その後「国営電力公社（Corpolec）」

は１０州で停電したと発表。 

 

Corpolec によると、停電が起きたのはアラグア州、カラ

ボボ州、グアリコ州、トゥルヒージョ州、メリダ州、ス

リア州、ヤラクイ州、コヘーデス州、ララ州、バリナス

州だという。 

 

「セマナサンタ ユダの人形焼き」         

 

４月１７日 ベネズエラではセマナサンタの日曜日に

人形を焼く習慣がある。イエス・キリストを裏切ったユ

ダの人形を燃やす行事だが、現在は人形に政治家の写真

を張り付けて燃やすことが一般的になっている。 

 

それぞれ思い思いの政治家の写真を貼るが、定番はマド

ゥロ大統領。 

 

マドゥロ大統領、カルメン・メレンデス・リベルタドー

ル市長、ネストル・リベロール電気エネルギー相、プー

チン大統領らの写真を貼り、人形を燃やす記事が報じら

れている。 

 

以上 


