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（写真）大統領府 “９月２２日 マドゥロ大統領 国連総会でビデオ演説” 

 

 

２０２１年９月２２日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 国連総会でビデオ演説 

～制裁を非難、演説の聴衆者はわずか～」 

「米国 ベネズエラ支援金 ３，４億ドル拠出」 

「９月２４日まで出馬者変更期限を延長」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 中小企業・起業家は免税」 

「国営銀行の決済システムが混乱 

～ボリバル・デジタルの１０月１日開始困難か～」 

社 会                     

「７０％の運転免許証は Gestor を介して取得」 

２０２１年９月２３日（木曜） 

 

政 治                    

「ペルー ベネズエラ政府認識問題で混乱」 

「ウスカテギ候補 ミランダ州知事選に出馬？」 

経 済                    

「野党 CITGO 売却で債権者と合意の噂流れる 

～主要野党 合意の噂を否定～」 

「Monomeros 役員 管理措置に異議を申請」 

「CENDA ８月の基礎食糧費は２３２．８ドル」 

「国内農業 民間セクターの生産量は回復」 

社 会                    

「学校 １０月３週目から再開予定」 
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２０２１年９月２２日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 国連総会でビデオ演説       

   ～制裁を非難、演説の聴衆者はわずか～」       

 

９月２２日 マドゥロ大統領は第７６回国連総会で演

説を行った。 

 

演説を行ったといってもマドゥロ大統領はニューヨー

クに足を運ぶことはできず、ビデオメッセージを放送す

る形となった。 

 

演説でマドゥロ大統領は米国政府がベネズエラに科し

ている経済制裁を非難。制裁の即時撤回を求めた。 

 

「我々は様々な場で米国政府のエリート層が凶暴な意

思で我々を攻撃していることを訴えてきた。 

 

ベネズエラは、我が国の経済・金融システム、石油産業

が受けている野蛮で継続的な攻撃システムを訴えてき

た。 

 

我々は、ベネズエラ経済に悪影響を与える欧米が科して

いる全ての制裁の解除を求めている。」 

と訴えた。 

 

また、メキシコで行われている与野党協議について言及。 

「我々は、外国侵略の意向を受けてベネズエラでクーデ

ターを起こそうとしてきた過激な野党との対話を試み

ている。彼らがベネズエラの憲法に準じた政治に戻るこ

とを望んでいる。」 

と主張した。 

 

 

 

 

他、 

「ベネズエラの繁栄と自国主権と平和を確保するため、

メキシコの与野党対話を支援している国連アントニオ・

グティエレス事務局長と全ての国連に感謝をする。」 

と国連に対して感謝の意を述べた。 

 

しかし、マドゥロ大統領の演説を聞く聴衆は少なかった

ようだ。メディアではマドゥロ大統領の演説の際、ほと

んどの席がカラだったと報じている。 

 

 

（写真）Maduradas 

“国連総会 マドゥロ大統領ビデオメッセージで演説” 

 

「米国 ベネズエラ支援金 ３．４億ドル拠出」         

 

米国国務省の Ned Price 報道官は、米国はベネズエラの

人道支援を目的に２億４，７００万ドル、ベネズエラ人

の経済支援のために８，９００万ドルを拠出、合計３億

３，６００万ドルを拠出したと発表。 

 

これらの支援の結果、ベネズエラに住む７００万人の経

済的弱者と１７カ国に移住した５７０万人のベネズエ

ラ難民を支援したとの見解を示した。 
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この支援金を拠出した期間については明確に説明して

いないが、２０２１年１月～現在にかけての支援金額と

思われる。 

 

また、２０１７年から現在までに米国がベネズエラ問題

に拠出した金額は合計で１９億ドルと説明。 

 

衛生的な水の供給や感染症対策、女性や若者、性的マイ

ノリティ―、先住民族への支援を行ったと説明した。 

 

ただし、２１年４月に米国の「国際開発庁（USAID）」

の監査部門が、米国がベネズエラに行ってきた人道支援

金について、使用用途を十分に確認しておらず、汚職や

イレギュラーが行われた可能性があると指摘している。 

 

また、２０１９年２月に行ったコロンビア、ブラジルな

どベネズエラ国境から人道支援物資を搬入しようとし

た行動は、人道支援が目的ではなく、政治的な目的だっ

たと警鐘を鳴らし、適切な支援金の運用を求めていた。 

 

「９月２４日まで出馬者変更期限を延長」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.655」で触れたが、９

月２１日で１１月の州知事選・市長選に出馬する候補者

の修正期限が終了した。 

 

しかし、９月２２日 「選挙管理委員会（CNE）」は、

出馬者の修正期限を９月２４日まで延長すると発表し

た。 

 

延長をした背景は不明だが、野党側は「野党統一連合

（MUD）」の統一候補が定まっていない。この状況を受

けて、受付期限を延長したと思われる。 

 

１日２日で問題が解決できるかは不明で、今後も受付期

限が延長される可能性は十分にありそうだ。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 中小企業・起業家は免税」           

 

９月２２日 マドゥロ大統領はテレビで演説を実施。 

 

ベネズエラ国内の起業家を支援するため、起業にかかる

諸税を全て免除すると発表した。 

また、中小企業に対する税金も１００％免税すると発言

した。 

 

ただし、具体的にどのような税金が１００％免除される

のかは明確になっていない。 

 

また、起業家について登録を行うと説明。 

この登録をした企業が免税など一定の便益を得られる

システムになりそうだ。 

 

他、「特別融資基金（Fondo Especial de Financiamiento）」

という基金を承認し、ベネズエラ国内の中小企業、起業

家を資金面で支援するという。 

 

加えて、与党国会の経済委員会に対して、起業家を支援

するような法制度を議論するよう指示した。 

 

また、「国連」および「ラテンアメリカ・カリブ海経済

委員会（ECLAC）」に対しても、起業家を支援するため

の融資制度を作るよう求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e028f40bbbb5f4f8b319811ea84bfee.pdf
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「国営銀行の決済システムが混乱             

 ～ボリバル・デジタルの１０月１日開始困難か～」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.654」「No.655」で、「ベネ

ズエラ国営銀行（Banco de Venezuela）」の決済プラッ

トフォームがハッカー攻撃を受けていたとの記事を紹

介した。 

 

９月２１日 マドゥロ大統領はシステムが復旧したと

発言していたが、引き続きシステムの不具合が報じられ

ている。 

 

ツイッターでは決済機能が停止していたこの数日間の

間に口座から引き落としがあったとの苦情が多く投稿

されている。 

 

下のツイッターはその一例。 

９月１６日、１９日と合計 BsS.２，４００万（６ドル）

が「CONSOR NAIG」という団体に送金されているこ

とが分かる。 

 

他にも「CONSOR NAIG」という団体に送金されたと

訴えている投稿があり、事件と何らかの関係があるのか

もしれない。 

 

 

（写真）@elizalm 

 

社 会                        

「７０％の運転免許証は Gestor を介して取得」           

 

ベネズエラで車を運転する際も当然ながら運転免許証

は必要だ。そして、運転免許証を取得するためには交通

規制などを学ぶ必要があり、一定のプロセスが存在する。 

 

しかし、現地に駐在していた人は分かると思うが、実際

は多くの人がこの試験を受けることなく「手続き人

（Gestor）」に委託し運転免許証を取得している。 

 

非営利団体「Asotransito」のリリアン・ロメロ代表は、

ベネズエラの運転免許証の７０％は「Gestor」を介して

取得されていると説明した。 

 

つまり、車を運転する大多数の人は試験を受けることな

く、交通規制を学ばないまま公道で運転をしており、標

識が何を意味するのかなどをよく理解していないと述

べた。 

 

なお、「Asotransito」は５０人の運転手にどのように免

許証を取得したかを尋ねたが、正規の手続きを経て免許

証を取得したのは２人だけだったという。 

 

このような状況になったのは、車が使用されるようにな

った時からで特にここ１０年、２０年の話ではないとい

う。 

 

また、近隣諸国でも多かれ少なかれ似た状況にある国は

存在するが、他の国はこの問題を是正するような取り組

みをしていると説明した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e028f40bbbb5f4f8b319811ea84bfee.pdf
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２０２１年９月２３日（木曜）              

政 治                       

「ペルー ベネズエラ政府認識問題で混乱」        

 

ベネズエラの政府認識を巡りペルーのカスティージョ

政権内部が混乱している。 

 

９月１８日に行われた「ラテンアメリカ・カリブ海共同

体（CELAC）」の首脳会議で、ペルーのカスティージョ

大統領とベネズエラのマドゥロ大統領がベネズエラ移

民問題のためのスキームについて協議したようで、ペル

ー政府のベネズエラに対する認識が議論になっている。 

 

特に、カスティージョ大統領とマドゥロ大統領の話し合

いは、大統領のスケジュールに入っていなかったようで、

事前に予定されていない協議を行ったことも問題にな

っているようだ。 

 

この状況を受けて、ペルー国会の野党勢力がオスカル・

マウルトゥア外相を国会に召喚し、事情の説明を要請し

ているという。 

 

ちなみに、マドゥロ大統領が CELAC 首脳会議に出席す

ることはほとんどの国が事前に知らされてなかったと

思われる。 

 

この騒動を受けて、ルイス・エンリケ・チャベス外務次

官はベネズエラの政府について 

「２０２１年１月５日以降、ペルー政府はベネズエラの

大統領について誰も認識していない。」 

と説明し、火消しを図った。 

 

しかし、この説明後にペルーのガイド・ベジード首相は

ツイッターで「ベネズエラの政府を認めないとの姿勢は

政府のスタンスではない。外相とその取り巻きが気に入

らないとしても我々は門戸を開放する」と投稿。 

 

つまり、「ペルー外務省」vs「カスティージョ大統領およ

びベジード首相」の構図になっているように見える。 

 

「ウスカテギ候補 ミランダ州知事選に出馬？」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.655」で紹介した通り、

ミランダ州知事選の野党統一候補は「第一正義党（PJ）」

のカルロス・オカリス元スクレ市長になる可能性が高い。 

 

しかし、オカリス氏は、主要野党に属していない独立野

党「隣人の力（FV）」のダビッド・ウスカテギ氏と野党

統一候補の座を争っており、事前に両者が統一候補を決

める手段として合意していた世論調査では僅差ながら

ウスカテギ氏が勝利していた。 

 

ウスカテギ氏は現地メディア「Tal Cual」の取材を受け

て、「野党統一候補としてオカリス候補が選ばれた」と

の報道を否定。情報操作が行われていると主張。 

 

自分は事前に合意した候補者を決める世論調査で勝利

したと訴えた。 

 

経 済                       

「野党 CITGO 売却で債権者と合意の噂流れる     

       ～主要野党 合意の噂を否定～」            

 

９月２２日 グアイド政権の会計監査長は、グアイド政

権が ConocoPhillps の賠償金やその他債権者の債権に

ついて CITGO 株式をもって清算するとの報道を否定

した。 

会計監査長の発表によると、噂は米国裁判所に同伴した

法務アシスタントの間違いだという。 

 

会計監査長の説明によると、訴訟協議の場では両者が、

自身が求める内容を提示するのと同時に、不測の事態の

妥協策も用意するという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0e028f40bbbb5f4f8b319811ea84bfee.pdf
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その不測の事態に備え、資産評価や売却先などの情報を

集めたところ、関係者が“グアイド政権が CITGO 売却

を進めている”と勘違いしたという。 

 

この調査を行ったことは、グアイド政権が CITGO の売

却を進めようとしていることを意味しておらず、そのよ

うな合意は交わされていないと補足している。 

 

同時にこの債務支払い問題を起こしたのは故チャベス

政権、マドゥロ政権にあるとの見解を示し、２０１９年

３月以降グアイド政権はベネズエラ政府の外国資産を

保護する活動をしているとの見解を示した。 

 

「Monomeros 役員 管理措置に異議を申請」         

 

９月６日 コロンビア法人監督局は、ベネズエラ国営石

油化学公社「ペキベン」がコロンビアに持つ子会社

「Monomeros」を監視下に置くと発表した（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.649」）。 

 

この対応について、「大衆意思党（VP）」に所属するグア

イド議長はコロンビア政府に理解を示し、協力すると発

言した。 

 

しかし、「Monomeros」の経営陣らは、コロンビア法人

監督局の決定を非難。 

 

「Monomeros」の中で、コロンビア当局の方針を支持し

ていたカルメン・エリサ・エルナンデス社長（「大衆意

思党（VP）」の関係者）を辞任に追い込んだ（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.653」）。 

 

本件について、コロンビア系メディア「El Tiempo」は、

「Monomeros」経営陣がコロンビア法人監督局に対し

て見直しを求める書簡を提出したと報じた。 

 

 

この書簡は、「法人監督局の決定は Monomeros の取引

先の不安をあおり、Monomeros の経営にマイナスの影

響を与える」と言う内容だという。 

 

なお、「Monomeros」を辞任したカルメン・エリサ・エ

ルナンデス前社長は、「メキシコで与野党協議が始まっ

たことで、Monomeros の取引先がマドゥロ政権にコン

トロールが移ることを懸念し、取引を控えるようになっ

た」と主張している。 

 

なお、この問題の渦中の９月１７日、コロンビアのドゥ

ケ大統領はスペインを訪問し、「大衆意思党（VP）」のレ

オポルド・ロペス党首と面談していた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.654」）。 

 

本件は、表面上に見えている情報とは別の事実がある印

象を受けている。 

 

「CENDA ８月の基礎食糧費は２３２．８ドル」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDA」は、２１年

８月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送るのに

必要な金額）を発表した。 

 

CENDA によると、２１年８月の基礎食料費は先月比１

７．８％増の BsS.９５３，９０９，３０６．８７。ドル

に換算すると２３２．８ドルになる。 

 

２１年 7 月のドル建ての基礎食糧費は２２６．７７ドル

だったので６ドル増えたことになる。 

 

なお、ボリバル建てで２０２０年９月～２１年８月まで

の累計インフレ率は１，５５４．３％になる。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8cac574d1c09531fdc9fe33a9e738156.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f77afe0654b9e9446d2ae179bd586328.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fb6706d888f9addba17fb0d66f70eb0b.pdf
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「国内農業 民間セクターの生産量は回復」                  

 

「ベネズエラ農業生産者団体（Fedeagro）」のセルソ・

ファンティネッリ代表は、ベネズエラ国内の農業生産は

９５％が民間セクターの運営に戻っており、生産量は回

復傾向にあるとした。 

 

冬季サイクルの白とうもろこしの栽培について、作付け

量は昨年冬季から２０％ほど増え、１９万ヘクタールに

なったという（昨年冬季は１５．４万ヘクタール）。 

 

ただし、コメはディーゼル燃料不足が響き大きく改善で

きず、作付面積は３．４万ヘクタールに留まったという。 

 

また、コーヒー豆は収穫の時期に入っているが、ディー

ゼル燃料不足により収穫が進んでおらず、今年は国内需

要の２５～３０％程度しか供給できないとの見通しを

示した。 

 

燃料については現在１リットル当たり１～３ドルで調

達しているとコメント。燃料費の高騰は商品価格に反映

すると述べた。 

 

また、Covid-１９感染拡大防止策としてマドゥロ政権が

至るところに設けている関所は汚職を求める場になっ

ている。マドゥロ政権はこの「関所」を無くすと約束し

たが１週間たっても状況は変わっていないという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社 会                       

「学校 １０月３週目から再開予定」            

 

９月２３日 マドゥロ大統領は通学形式の学校再開に

ついて言及。具体的に１０月第３週に始める方針を示し

た。 

 

また、現時点ではワクチン接種率について４０％に達し

たと発言。今月中には５８％、１０月末には７０％にな

るとの見通しを示した。 

 

なお、デルシー・ロドリゲス副大統領によると、既に教

員については接種率８０％になっているという。 

 

他方、教職員の中にはワクチンを接種していないとの不

満も多く散見されており、この数字が事実かどうかは不

明である。 

 

以上 


