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（写真）グアイド議長ツイッター “アレアサ外相、西・仏大使館にグアイド議長の引き渡しを要請” 

 

 

２０２０年６月３日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権との Covid-１９合意 

～グアイド議長への非難強まる～」 

「欧州連合 与野党の Covid-１９合意を歓迎」 

「Covid-１９緩和措置規則を公表」 

経 済                     

「チャカオ市のガソリン販売 全て０．５ドル／L」 

「プロパンガスの価格上昇」 

「CITGO 手形発行額を１１億ドル超に増額」 

「自動車部品協会 １３社が部品生産を再開」 

「自動車修理工 ８０％は営業再開」 

２０２０年６月４日（木曜） 

 

政 治                    

「第一正義党 平和と生活のための１３の提案 

～与野党協議再開の意思表明か～」 

「グアイド議長はフランス大使館へ避難？」 

「欧州連合 与党派国会を非承認」 

「穏健野党 CNE 役員任命プロセス再開求める」 

「Rivera 元議員の訴訟 ルビオ議員にも捜査？ 

～CITGO 契約金の私的使用を報じられる～」 

経 済                    

「ガソリン供給再開４日目 不満感は悪化」 

「グアイド議長 ガソリン計画を発表」 
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２０２０年６月３日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権との Covid-１９合意            

      ～グアイド議長への非難強まる～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.453」で、米州保険機

構（OPS）とマドゥロ政権とグアイド政権が Covid-１

９対策で一定の合意を締結したとの記事を紹介した。 

 

本件を受けて、野党支持者からグアイド議長への非難の

声が高まっている。メディアでもグアイド議長を擁護す

る趣旨の報道は少なくグアイド議長への風当たりは一

層強まっている。 

 

グアイド議長への主な批判は３点。 

 

１点目は、前号で紹介した通り「マドゥロ政権」が任命

した保健相を「ベネズエラ保健相」と明記した合意書に

署名をしたこと。 

 

グアイド政権はマドゥロ政権をベネズエラ政府と認め

ないとのスタンスを示している。マドゥロ政権が任命し

たベネズエラ保健相と署名を交わすことはマドゥロ政

権をベネズエラ政府と認識していることになり、これま

での主張と矛盾していることになるため。 

 

２点目は、これまでマドゥロ政権との水面下での対話を

否定し続けていたため。 

 

前述の通り、グアイド政権はマドゥロ政権をベネズエラ

政府と認識しておらず、「対話をするのであれば、その

内容は政権移行についてだけ」との主張をしてきた。 

 

しかし、実際は水面下で政権交代以外のテーマについて

協議を行っていたことが判明した。 

 

これまでの主張の矛盾に野党支持者から非難の声が出

ている。 

 

３点目は、グアイド政権が今回の Covid-１９合意を隠

そうとしていたとの疑惑があるため。 

 

前述１、２の通り、マドゥロ政権との合意はグアイド政

権がこれまで主張してきた内容と矛盾している。 

この合意が明らかになれば野党支持者から批判がでる

ことが想像できた。 

 

そのため、グアイド政権は今回の合意を隠そうとしてい

たとの認識が広がっている。 

 

Covid-１９に関する与野党合意が事実であると認めた

際、ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、 

「この合意は公表しない約束になっており、我々はそれ

を守っていたが、野党が約束を破るのはいつものこと

だ。」 

と述べており、この疑惑をサポートしている。 

 

ロドリゲス情報通信相の発言の通り、今回の Covid-１

９合意はマドゥロ政権あるいはグアイド政権が公表し

て 判 明 し た わ け で は な く 、 野 党 系 メ デ ィ ア 「 El 

Cooperante」の暴露記事からだった。 

 

「El Cooperante」は、主要野党の一角である「行動民主

党（AD）」の影響を強く受けたメディアとして知られて

いる。 

 

AD は、本来、「国会議員選へ参加したい」と考えている

政党であり、「マドゥロ政権下での選挙には参加しない」

というグアイド政権の方針と異なっている（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.417」参照）。 

 

方針の違いから AD がグアイド議長の人気を落とすた

めに今回の記事を公表させたとの憶測が強い。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5f6bbc9c4fe7484e5004702544442f95.pdf
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なお、「グアイド議長への風当たりが強まっていること」

は「国会議員選への参加に合意する風潮が高まっている

こと」を意味しない。 

 

グアイド議長への非難が高まっている理由は、１点目、

２点目で指摘したような主張の矛盾や、３点目で指摘し

たような物事を隠そうとする隠ぺい体質に原因がある。 

 

これらの理由からグアイド政権を信頼できないという

点で非難を受けており、「国会議員選に参加するべき」

という雰囲気はメディアの報道を見る限り形成できて

いない。 

 

また、大半の記事の内容を読む限りでは国民の大半は

Covid-１９に関する与野党合意に否定的な見解を示し

ているように見えるが、「Datanalisis」の世論調査では異

なる結果が出ている。 

 

５月１８日 「Datanalisis」が実施したアンケート調査

（つまり今回の合意が発覚する前）によると、「Covid-

１９対策のため与野党が合意を形成することに賛成す

る」と回答した人は全体の６１．５％。 

「拒否する」と回答した人は同２２．８％で、メディア

の報じられ方と異なる印象がある。 

 

「欧州連合 与野党の Covid-１９合意を歓迎」         

 

６月３日 欧州連合のボレル外交政策委員長は、OPS

とマドゥロ政権とグアイド政権が交わした Covid-１９

合意を歓迎する意向を示した。 

 

ボレル外交政策委員長は自身のツイッターで 

「ベネズエラの人道支援を進めるためのマドゥロ政権

とグアイド暫定政権の合意を歓迎する。双方による対話

は政治の進展に不可欠なものだ。」 

と投稿した。 

 

欧州連合はグアイド政権を支持しているものの、与野党

対話による問題の解決を志向しており、米国・グアイド

政権の方針と異なっている。 

 

なお、今回の合意について、コロンビアにあるベネズエ

ラ米国大使館はツイッターで 

「グアイド暫定政権は（マドゥロ）政権と協調し、緊急

的に必要な Covid-１９対策のための合意を OPS と交わ

した。 

これは大きな前進だ。しかし、民主主義への移行だけが

ベネズエラの崩壊を救うことが出来る。」 

と投稿している。 

 

「Covid-１９緩和措置規則を公表」                  

 

マドゥロ大統領は、隔離緩和プラン「５＋１０」を発表。 

 

６月１日から一定の隔離緩和措置に入っている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.453」参照）。 

 

６月３日 保健省は官報４１，８９１号で、緩和措置後

の Covid-１９感染拡大防止規則を公表した。 

 

規則の主な内容は以下の通り。 

 

・外出時のマスク着用の義務化 

・人との距離は一定の間隔をあける 

・１０人以上の集会の禁止 

・労働施設では、営業時間中に２度は清掃を行う 

 また、人との距離を１．５メートル以上離す 

・会議など他者と接近する活動は出来るだけ控える 

・熱・咳・下痢・体調不良など Covid-１９感染の疑わし

い労働者の出勤禁止（経営側の義務） 

・体調不良労働者のリスト作成 

・社内での Covid-１９対策委員会の組織 

・衛生物品の完備・寄付など。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf
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経 済                        

「チャカオ市のガソリン販売 全て０．５ドル／L」           

 

６月２日 チャカオ市のグスターボ・ドゥケ市長は、チ

ャカオ市内の全てのガソリンスタンドは補助金価格（１

リットル BsS.５，０００）でガソリンを給油することは

出来ず、全て１リットル０．５ドルで給油することにな

ると発表した。 

 

イランのガソリン輸入に先立ち、カベジョ制憲議長は自

身が司会を務めるテレビ番組で 

「ガソリン輸入を妨害する者にはガソリンを給油させ

ない」と述べており、野党派の本拠点であるチャカオ市

に今回の措置を取ったものと思われる。 

 

なお、１リットル０．５ドルで給油するからと言ってガ

ソリン給油のための行列が無くなることはなく、給油し

たい人は引き続き５～１２時間ほど給油を待つ必要が

あるという。 

 

６月２日の発表時点で、１リットル０．５ドルでガソリ

ンを給油できるチャカオ市内のガソリンスタンドは以

下の通り。 

 

1. AV. PICHINCHA CON GUAICAIPURO, EL ROSAL 

2. Av. ANDRÉS GALÁRRAGA Nº 64 CHACAO 

3. AV. BLANDIN FRENTE AL SAN IGNACIO 

4. AV. BLANDIN, LA CASTELLANA 

5. AV. FCO DE MIRANDA, EDIF. PARQUE CRISTAL, 

LOS PALOS GRANDES 

6. AV. FRANCISCO DE MIRANDA, EDIF. SEDE 

GERENCIAL LA CASTELLANA 

7. AV. SAN LUIS ROCHE, ALTAMIRA 

8. LAS TRES ESQUINAS, 2DA. AVENIDAD C/1RA. 

TRANSVERSAL DE LOS PALOS GRANDES 

9.- Calle Las Mercedes, CCCT Chacao 

 

「プロパンガスの価格上昇」              

 

家 庭 用 ガ ス を 販 売 す る「 Gas La Guaira 」 の Jusus 

Soublette 社長は、６月１５日からプロパンガスの価格

を値上げすると発表した。 

 

新たなプロパンガスの価格は、１０キロ BsS.５万（約０．

２５ドル）。４３キロ BsS.２０万（約１ドル）になる。 

 

引き続き異常に安価ではあるものの、国民の賃金水準か

らすると決して安価ではない。 

 

２０年６月時点で、ベネズエラの実質最低賃金は４０万

ボリバル（約２ドル）。 

 

最低賃金に法定福利の食事補助 BsS.４０万を加えた実

質最低賃金は８０万ボリバル（約４ドル）。 

 

加えて、マドゥロ政権が一定の現金補助金を支給しては

いるが、そこまで大きな金額ではない。０．２５ドルで

も、多くの国民にとってはそれなりの出費になる。 

 

なお、野党支持者へは法定価格で家庭用ガスを販売しな

いことも多いようで、セサル・アルフォンソ議員（野党

議員）は、「野党支持者は９～１９ドル支払わなければ

ならない」と訴えている（「ベネズエラ・トゥデイ No.453」

参照）。 

 

「CITGO 手形発行額を１１億ドル超に増額」                  

 

６月３日 CITGO は、年利７％、５年満期（２０２５

年償還）の１１億２，５００万ドルの手形を発行すると

発表した。 

 

６月２日に CITGO は７．５億ドルの手形発行を発表し

ており、この手形の発行額を増額する。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e54faba2c338b3924df6e9dacbce75e1.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月３日～６月４日報道               No.４５４   ２０２０年６月５日（金曜） 

5 / 9 

 

ただし、私募債のようで一般から買い手を募るためでは

ないようだ。 

 

なお、今回の手形には CITGO 製油所が担保に設定され

ている。 

 

PDVSA２０年満期の社債は、発行にあたり CITGO の

株式５０．１％が担保に設定されていた。 

 

野党国会は、国会の承認を経ることなく国の資産を担保

に設定したとの理由から PDVSA２０は無効と主張。 

 

PDVSA２０の無効化を求めてニューヨーク裁判所で債

権者を相手取り裁判を起こしている（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.363」参照）。 

 

この背景から「元 Torino Capital（元 Bank of America）」

のベネズエラ担当リサーチャーであるフランシスコ・ロ

ドリゲス氏は、 

「今回の CITGO の手形発行について国会の承認を経

ていないので野党は違法と認識するべきではないのか。」 

と疑問を呈した。 

 

 

（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター 

“CITGO２５年債は CITGO 製油所が担保に設定？” 

 

本件について、グアイド政権の会計監査総長を務めるイ

グナシオ・エルナンデス氏は、「CITGO の債務発行につ

いては、PDVSA の財務オペレーションではないので、

事前に国会の承認を経る必要はない。」 

との見解を示した。 

 

「自動車部品協会 １３社が部品生産を再開」         

 

「ベネズエラ自動車部品協会（Favenpa）」のオマール・

バウティスタ代表は、「Union Radio」のインタビュー番

組に出演。 

 

隔離措置緩和プランの開始を受けて、自動車部品の生産

を再開した会社は２４％（１３社）しかいないとコメン

トした。 

 

１３社の抱える従業員数は７３５名だが、再開で仕事に

復帰したのは２２３名だという。 

 

また、１社で１，０００人の従業員を抱える会社も存在

するが、それらの会社の生産は再開していないという。 

 

バウティスタ代表は、自動車部品の生産には準備が必要

ですぐに生産を再開しようとしても再開は出来ないと

言及。 

 

また、ガソリン不足により従業員が仕事に来ることが出

来ないことも問題となると指摘した。 

 

「自動車修理工 ８０％は営業を再開」         

 

「全国工場・修理工協会（Canatame）」の Gino Fileri 代

表は、「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

自動車メンテナンス施設については、８０％が営業を再

開したと述べた。 

 

Fileri 代表によると、６月１日（月曜）の午前中は営業

を再開した工場のうち１０～１５％はお店を閉鎖した

状態で仕事を再開していたという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/66287762259d9e7fdc989e3dcb493ade.pdf
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理由は修理依頼のために行列が出来ており、全ての依頼

への対応が困難だったからだという。 

 

また、労働時間の問題が起きているという。 

 

前述の通り、自動車修理の依頼は多いが、隔離緩和プラ

ンで営業時間が制限されている。また、「５＋１０」は、

５日の営業をした後は１０日休暇を取る必要がある。 

 

この１０日間は修理作業が進まないため、修理が滞るこ

とになるとの懸念を表明した。 

 

２０２０年６月４日（木曜）              

政 治                       

「第一正義党 平和と生活のための１３の提案     

      ～与野党協議再開の意思表明か～」        

 

６月４日 主要野党の一角「第一正義党（PJ）」は、ツ

イッターで「平和と生活のための提案」と題した１３の

提案を公表した。 

 

以下が１３の提案内容。 

 

 

１．医療従事者の安全を守るための資材の寄付、Covid-

１９感染確認のための PCR 検査の十分な実施。 

２．ベネズエラ全家庭への１００ドル給付の実施。 

３．中小・零細企業、自営業者支援基金の設立。 

４．人権・特に平和的な抗議をする権利の保証。 

５．グアイド議長率いる国会の承認による CNE 役員任

命、選挙プロセスの確認。 

６．Covid-１９感染の恐れのある政治家・軍人など全て

の政治犯の解放。政権は、亡命者が本国に帰国でき

るよう法的追及を停止する。 

 

 

７．これらの提案を実現させるため教会を仲裁者とする

こと。 

８．これらの合意により得た資材・資金はマドゥロ政権

あるいは他の公権力が使用しないこと。 

９．国会の全権限を復帰させること。 

１０．組織再構築にあたり教会、国際組織に加えて、軍

部も検討に参加すること。 

１１．ベネズエラ国民に差別なく支援が行き届くよう政

治的な意志を排除すること。 

１２．Covid-１９対策はグアイド議長率いる国会の議員

３分の２の承認を経ること。 

１３．国連の人権高等弁務官事務所、米州機構の人権委

員会など人権保護を目的とする国際団体を常駐さ

せること。 

 

 

提案を見る限り、特に非難するような内容が書かれてい

るとは思えないが、特にこれといった特徴のあることも

書かれていない気がする。 

 

敢えて言うのであれば、これらの提案を実現させるため

にはマドゥロ政権との合意が必要になる。つまり、与野

党協議の再開を前提とした提案と理解できる。 

 

また、CNE 役員の任命にあたり「野党国会の承認が必

要」と書かれており、国会が合意するのであればマドゥ

ロ政権下でも選挙への参加を否定しないと理解できる。 

 

本稿「マドゥロ政権との Covid-１９合意」でもある通

り、野党内でグアイド議長解任を求める動きがある。 

 

「第一正義党（PJ）」のカプリレス元ミランダ州知事が

関与していると報じられており、今回の提案もそれらの

流れの中の提案と思われる（「ベネズエラ・トゥデイ

No.446」参照）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
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「グアイド議長はフランス大使館へ避難？」           

 

６月４日 アレアサ外相は、スペイン政府、フランス政

府に対して「大衆意志党（VP）」のレオポルド・ロペス

党首と同じく VP のファン・グアイド議長を引き渡すよ

う要請した。 

 

アレアサ外相は、大使館は国際法で守られており、政府

当局が入場することが出来ないとして、両国政府がベネ

ズエラの法律を尊重し、自発的に両名を引き渡すよう求

めた。 

 

レオポルド・ロペス党首は１９年４月末の「自由オペレ

ーション」後、スペイン大使公邸に保護されている。 

 

つまり、アレアサ外相の発言が正しければ、グアイド議

長はフランス大使館に保護されているということにな

る。 

 

マドゥロ大統領もグアイド議長がベネズエラの法律を

逃れるため大使館に逃げたのではないかと主張。グアイ

ド議長自身はこの発言を否定している。 

 

グアイド議長は自身のツイッターで動画、コメントは投

降を続けているが、この数日間は公共の場に現れておら

ず大使館に保護されているとの噂が事実だと考える人

も増えている。 

 

「欧州連合 与党派国会を非承認」         

 

６月４日 欧州連合は、パラ議員率いる与党派国会をベ

ネズエラの国会と認めないことで合意した。 

 

５月２６日 ベネズエラの最高裁は、パラ議員を議長と

する国会役員を正式な役員と認識すると発表（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.450」参照）。 

 

同時にグアイド議長をトップとする役員を国会役員と

して認めないとの見解を示し、同組織に対して集会を実

施することを禁止していた。 

 

今回の EU の発表は、EU として引き続きグアイド議長

をトップとする野党国会を正当な国会と認識すること

を意味している。 

 

今後、マドゥロ政権はパラ議員を議長とする与党派国会

を通じて法令の改定などを行う見通しだが、これらの法

令変更は欧州連合にとって有効ではないことを意味す

る。 

 

「穏健野党 CNE 役員任命プロセス再開求める」         

 

６月４日 穏健野党「社会主義行動党（MAS）」のフェ

リペ・ムヒカ幹事長は、新たな「選挙管理委員会（CNE）」

役員を任命するために、国会の無効状態を解除するよう

最高裁に要請を提出した。 

 

本稿「欧州連合 与党派国会を非承認」でも触れた通り、

最高裁はパラ議員を議長とする国会の役員を正当な国

会役員と認識した。 

 

最高裁が国会役員を正当と認識したことにより、１６年

から続いている国会の無効状態が解除されると理解さ

れているが、最高裁自身は明確に国会の無効状態解除を

宣言していない。 

 

ムヒカ幹事長の要請は、最高裁の無効状態解除宣言を求

めたものになる。 

 

この要請は、穏健野党を構成する他の政党（「発展進歩

党（AP）」「Soluciones（解決党）」「Cambiemos（変化党）」

「Copei（キリスト教社会党）」「Esperanza（希望党）」）

も連名している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e713c76d203113138187e686509d1de0.pdf
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「Rivera 元議員訴訟 ルビオ議員にも捜査？     

  ～CITGO 契約金の私的使用を報じられる～」        

 

「進歩同盟組織」は、米国下院議会の倫理委員会に対し

て、Rivera 元議員と CITGO が交わした契約についてル

ビオ議員の関与を調査するよう要請する署名を提出し

た。 

 

マルコ・ルビオ議員は、共和党でマドゥロ政権への制裁

強化の旗振り役を務めている人物。 

 

「進歩同盟組織」は、フロリダ州に住むプエルトリコ移

民およびヒスパニックで構成される団体。 

 

１７年に「CITGO」は、米国政府の PDVSA に対する

圧力緩和を求めるロビー活動のため Rivera 元議員と５，

０００万ドルの契約を締結。着手金として１，５００万

ドルを支払った。 

 

この支払いについて、Rivera 元議員側に契約不履行があ

ったとして２０年５月に「PDV USA」が Rivera 元議員

および同氏が所有する会社「Interamerican Consulting」

に訴訟を起こした（「ベネズエラ・トゥデイ No.445」参

照）。 

 

なお、Rivera 元議員は、契約で得た１，５００万ドルは

全額がベネズエラ野党に流れたと主張しており、証拠も

あるとしている（「ベネズエラ・トゥデイ No.446」参照）。 

 

しかし、米国のスペイン語メディア「Univision」は、

Rivera 元議員が CITGO と契約を締結した１７年にフ

ロリダ州に８０万ドルの不動産を購入したと報じ、受け

取った着手金を私的に利用した可能性があるとした。 

 

なお、不動産は内縁の妻（フロリダ州中央大学の教授）

との共同名義になっているようだ。 

 

Rivera 元議員とルビオ議員はキューバ系移民で、フロリ

ダ州議会議員時代には同じ家に住んでおり、両氏は非常

に関係が近いことで知られている。 

 

「進歩同盟組織」は、ルビオ議員が今回の汚職に何らか

の関与があると考えているようだ。 

 

経 済                        

「ガソリン供給再開から４日              

    ～ガソリン不足の不満感は悪化の様相～」            

 

新たなガソリン価格でのガソリン販売が６月１日に始

まり４日が経過した。 

 

この４日間の報道を確認する限り、国民のガソリン不足

に関する不満は落ち着くどころか、拡大しているように

見える。 

 

これまでは Covid-１９対策として厳しい外出制限があ

り、そもそもガソリンを給油する理由がなく不満が抑え

られていた面がある。 

 

しかし、ガソリン販売再開の発表を受けて大勢の人がガ

ソリンスタンドに押し寄せたことで行列が生じ、ガソリ

ン不足感に拍車をかけている印象がある。 

 

ガソリン販売が再開した初日の６月１日以降、ガソリン

販売は徐々に制限されつつあるように思える。 

 

なお、「第一正義党（PJ）」のゲラ議員は 

「６月１日だけで日量１２．５万バレルのガソリンを販

売した。このままだと最大でも１５日しかもたない。」 

と述べている。 

 

これが事実であれば、６月２日以降はガソリン供給を減

らす必要があるだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36d63dd3880301f500e49b3f6e372849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30476986424c7aa807d559f1fbdcc172.pdf
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また、補助金価格でガソリンを販売するはずのガソリン

スタンドもドル建て（１リットル０．５ドル）で支払い

をするよう求めるようになってきているという。 

 

行列も解消しておらず、深夜から行列に並ぶ必要がある。 

また、ガソリンスタンドの営業開始時間が遅れるため給

油にさらに時間がかかっている。 

 

行列待ちをしていると軍人が不定期で循環し、待ってい

る車に番号が書かれた札を配るという。その順番に応じ

てガソリンが給油されるようになっている。 

 

「グアイド議長 国家ガソリン計画を発表」         

 

６月４日 グアイド議長は自身のツイッターに動画を

投稿。「国家ガソリン計画」を発表した。 

 

グアイド議長は、プエルト・カベジョ港に到着したイラ

ンのガソリンがキューバに輸出されようとしていると

指摘。マドゥロ政権はベネズエラの問題を解決する意志

がないと訴えた。 

 

また、マドゥロ政権が販売している補助金ガソリンは汚

職のための仕組みだと主張。犯罪グループが安価にガソ

リンを調達し、闇市場を通じてガソリンが高値で転売さ

れるだけとして、国民の生活とガソリン不足の解決に貢

献しないと訴えた。 

 

その上で、グアイド議長は「国家ガソリン計画」により

CITGO のガソリンを調達すれば、ベネズエラのガソリ

ン不足は１２～１５日で解消すると主張。 

 

ただし、CITGO によるガソリン供給はグアイド政権が

求める「国家緊急政府」のみ実行に移すことが出来ると

した。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


