VENEZUELA TODAY
２０２１年１１月１５日～１１月１６日報道

No.６７９

２０２１年１１月１７日（金曜）

（写真）ダビッド・ウスカテギ氏ツイッター “全国州知事選・市長選まで残り５日”

２０２１年１１月１５日（月曜）

２０２１年１１月１６日（火曜）

政

政

治

「EFE 通信 グアイド暫定政権の崩壊を指摘

治

「ミランダ州知事選

～グアイド政権の方針に反して選挙に参加～」

MUD 候補の交代巡り議論

～投票機に反映されなくても票はカウント～」

「キューバ抗議行動 大きな騒動に発展せず」

「CNE

「アルゼンチン議会選 与党連合が過半数割れ」

経

経

「アルミ会社 Alnasa コスタリカ会社を閉鎖」

済

VTV などの選挙法違反を捜査」

済

「CITGO ２１年 Q３は４００万ドルの赤字」

「２１年 自動車の国内組み立て台数は８台」

「プエルト・カベジョ港からの主要輸出品は？」

「英国銀行 GOLD 凍結に英元大臣の影」

「衣類産業

「クリスマスシーズン 玩具の販売事情」

社

インフォーマルセクターに移行」

会

「ゴリン氏

社
汚職は米国のでっち上げと反論」

会

「チャカオ市 クリスマスイルミネーション点灯」
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No.６７９

象徴的なの出来事として、グアイド政権下で在コロンビ

２０２１年１１月１５日（月曜）
政

２０２１年１１月１７日（金曜）

ア・ベネズエラ代表大使を務めていた「第一正義党（PJ）」

治

トマス・グアニパ幹事長の大使職の辞任と与野党交渉の

「EFE 通信 グアイド暫定政権の崩壊を指摘

参加、またリベルタドール市長選への出馬を挙げた。

～グアイド政権の方針に反して選挙に参加～」
加えてグアイド政権下で社会統合委員長を務めていた
スペイン系メディア「EFE 通信」は、グアイド議長の野

PJ のマニュエル・オリベロ氏もラグアイラ州知事選（旧

党内での影響力の低下について報じた。

バルガス州）に出馬していたと指摘。

「選挙管理委員会（CNE）
」が、州知事・市長選の日程

また、グアイド暫定政権を強く批判するグループとして

を１１月２１日と発表し、マドゥロ大統領が全有権者に

PJ のリーダーで２０１２年、１３年に行われた大統領

対して投票するよう求めたことについて、グアイド議長

選で野党統一候補だったエンリケ・カプリレス元ミラン

は「No」と宣言。当初、投票に参加しない方針を示して

ダ州知事を挙げた。

いたという。
２０２０年１２月に行われた国会議員選の際にもカプ
しかし、グアイド議長の言葉とは関係なく、主要野党は

リレス元知事はグアイド政権に対して選挙に参加する

選挙に参加している。

よう呼び掛けていたが、グアイド政権がこの呼びかけに
答 え る こ と は な か っ た （「 ウ ィ ー ク リ ー レ ポ ー ト

２０１９年

救世主のように登場したグアイド議長は、

No.163」
）
。

多くの国民に政権交代を期待させたが、その期待はかえ
現在カプリレス元知事は「グアイド暫定政権は終了した」

って国民の失望を招いたと分析。

との見解を示し、グアイド議長と完全に対立している。
暫定大統領に就任した当時、「憲法規定に従い３０日以
内に大統領選を行う」と発表したが、結局その約束は果

２０２０年１２月に国会議員選に出馬していた穏健野

たされないまま２年半が経過し、無期限にグアイド暫定

党グループも「グアイド暫定政権というファンタジー

政権が存続する構図になっており、この状況は憲法でも

（架空の幻想）を終わらせるべき」と主張している。

法律でも正当化できないとした。
穏健野党「発展進歩党（AP）」の経済ブレーンのフラン
また、グアイド議長は「マドゥロが大統領職についてい

シスコ・ロドリゲス氏は、グアイド政権の現状について

る限り、ベネズエラで行われる選挙は詐欺選挙」との方

「現在のバイデン政権の外交重要課題の中でベネズエ

針を掲げ、選挙参加を拒否していたが、その流れは変わ

ラの順番は１７番目だ。ベネズエラのことを全く考えな

り、多くの野党政治家がグアイド政権の掲げてきた方針

いとは言わないが、行動までは起こさない。グアイド暫

と決別し、１１月２１日の州知事・市長選に出馬してい

定政権は意味のない存在になっている。

ると報じた。

当初５７カ国がグアイド政権を支持すると表明してい
た。しかし、２０２１年にグアイド政権の支持を表明し
たのは７カ国だけだ。欧州のほぼ全ての国はマドゥロ政
権との外交関係を維持している。
」と主張した。
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「キューバ抗議行動

No.６７９

２０２１年１１月１７日（金曜）

最終的に、与党連合は上院で定員７２議席のうち３５議

大きな騒動に発展せず」

席（選挙前から６議席減）、下院で定員２５７議席のう
前号「ベネズエラ・トゥデイ No.678」で１１月１５日

ち１１８議席（２議席減）となり、上下ともに過半数割

にキューバで抗議行動が呼び掛けられているとの記事

れとなった。

を紹介した。
なお、野党連合は上院で３１議席（６議席増）、下院で
結局、同日の抗議行動は大きなものにはならず終わった

１１６議席（１議席増）となり、与党連合を超える議席

ようだ。

数にはなっていない。つまり、無所属グループの動きが
より重要になりそうだ。

１１月１５日１５時

反対派の抗議行動が予定されて

いたが、インターネットを切断する、首謀者を家から外

全体の流れとしては、野党連合側に勢いがある。

に出さないなどして大きな動きには発展しなかったと

２０２３年の次期大統領選では、野党側の候補が有利と

いう。

いえそうだ。

今回の抗議行動を計画した関係者らが逮捕されたが、死

なお、現在のアルベルト・フェルナンデス政権はマドゥ

者が出たとの報道は確認していない。

ロ政権と緊密な関係にはないが、マドゥロ政権に同情的
なスタンスを表明している。

キューバ政府は、「今回の計画は米国から資金を受けた
グループによるクーデターであり社会を混乱させる意

経 済

図をもった行動」と指摘。

「CITGO ２１年 Q３は４００万ドルの赤字」

「抗議行動の実施は事前に管轄省庁の許可を得る必要

CITGO は２０２１年第３四半期の経営実績が４００万

があるが、その許可が下りていないにも関わらず実施さ

ドルの赤字だったと発表した。なお、２１年第２四半期

れる抗議行動は違法行為」と主張している。

は３００万ドルの黒字だった。

米国政府、グアイド政権らは今回のキューバ政府の対応

EBITA（税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算

について非難をしている。

出される利益）は１億９，４００万ドル。なお、２１年
第２四半期は２億１，４００万ドルだったので、前四半
期よりも２０００万ドルほど利益が減少したことにな

「アルゼンチン議会選 与党連合が過半数割れ」

る。
前号「ベネズエラ・トゥデイ No.678」で１１月１４日
にアルゼンチンで議会選挙（上院・下院）が行われたと

利益が減少した主な要因は給料や福利厚生の見直しだ

の記事を紹介した。

という。
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「プエルト・カベジョ港からの主要輸出品は？」

２０２１年１１月１７日（金曜）

社 会
「ゴリン氏 汚職は米国のでっち上げと反論」

プエルト・カベジョ港通関委員会のコーディネーター
Jorge Aroca 氏は、
「Union Radio」に出演。

１１月１４日 マドゥロ大統領のテスタフェロ（資金隠
しに協力する人物の総称）の一人として米国に個人制裁

ここ最近、プエルト・カベジョ港からの輸出が急激に増

を受けている「Globovision」のオーナー、ラウル・ゴリ

えていると説明した。

ン氏は、米国政府が虚偽の証拠を提示し、自身と元チャ
ベス政権関係者との取引をでっち上げようとしている

現在同港から輸出されている主な品目は、屑鉄、カーボ

と主張。

ンブラック、形成された段ボール、プラスチック製品、
ラム酒、チョコレート、食品、鉄鋼など。

米国政府はゴリン氏が購入した３０万ドル相当の船舶
に、チャベス大統領の愛人とされるクラウディア・ディ

なお、ベネズエラに限った話ではないが、現在世界的に

アス氏らが関係していると訴えていた。その船舶につい

コンテナが不足しており、その影響でベネズエラも輸出

て、ゴリン氏は２０１４年１２月にアルマンド・カプリ

入取引に遅延が生じているという。

レスという人物に売却していたという。

「衣類産業 インフォーマルセクターに移行」

また、２つの目の捜査対象となっている２０１３年の４
００万ドルの金融取引についても正当な取引だったと

ベネズエラ縫製業商工会の Roberto Rimeris 代表は、現

反論。

在のベネズエラの縫製業の状況について説明。

米国政府は政治的な理由で証拠もないのに自身を訴え、
制裁を科したと訴えた。

２０００年には４００社あった衣類製造業は、現在は２
５社にまで減少したと指摘。なお、これらの会社はカラ
カス、マラカイボなどにあるという。
縫製業が衰退した理由は「税金の支払いが重く、結果的
に外国の輸入品の方が安いから」と説明した。
また、倒産したとされる会社の中にはインフォーマルセ
クターになり税金の支払いを回避し、活動を続けている
場合もあるという。
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一方、MUD はこの発表を不当と反論。

２０２１年１１月１６日（火曜）
政

「選挙組織法」６２条では政党候補者の変更はいつのタ

治

「ミランダ州知事選

２０２１年１１月１７日（金曜）

イミングでも認められると記載されていると主張。候補

MUD 候補の交代巡り議論

者の変更を認めないのは法律違反であると主張してい
る。

～投票機に反映されなくても票はカウント～」
ミランダ州知事選の野党候補を巡る問題はまだ続いて

選挙組織法６２条を確認したところ「政党の変更が時間

いる。

的な問題で実現できない場合、当該政党に投票された票
は変更した候補に移される」という文章がある

１１月１１日 「野党統一連合（MUD）
」推薦で出馬を
つまり、

していたカルロス・オカリス候補は出馬を辞退。

「１１月２１日の投票時、投票機にウスカテギ氏の顔写
与党候補エクトル・ロドリゲス氏に対抗する候補を、独

真、名前は載らないが、MUD に投じられた票があれば、

立野党「隣人の力（FV）
」から出馬しているダビッド・

ウスカテギ氏にカウントされるべき」

ウスカテギ候補に絞ることにした（
「ベネズエラ・トゥ

という主張だろう。

デイ No.677」
）
。
法律を読む限り、野党の主張も無茶苦茶なものではない
オカリス候補の辞退を受けて、ウスカテギ候補は MUD

ように思えた。ミランダ州の MUD 票をどのように扱う

の推薦候補者を自分に変えるよう要請。MUD は「選挙

かは今後も議論になることだろう。

管理委員会（CNE）
」に対して、推薦候補変更手続きを
行ったが、この要請は棄却された（
「ベネズエラ・トゥ

もちろん、このような問題が起きないようオカリス氏が

デイ No.678」
）
。

前もって辞退を決断し、速やかに変更届を行うことが一
番望ましかった。

CNE によると、候補者の変更期限は１１月１１月午後
１２時までと定められており、この期限は２１年５月の

MUD のスケジュール管理能力の低さを指摘する記事

時点で既に公表、通知されていたという。

があってもいいと思うのだが、この点について指摘する
記事がないのは個人的には驚きである。

しかし、MUD が推薦候補の変更を申請したのは１１月
１２日午前３時３０分。期限を過ぎてからの申請のため、

「CNE

VTV などの選挙法違反を捜査」

辞退は認められるが、変更は受け入れられないという。
「選挙管理委員会（CNE）
」のエンリケ・マルケス役員
その後、FV もこの発表が正しく１１月１２日深夜に変

（野党系の役員）は、
国営放送 VTV、民放「Globovision」

更届が行われたと認めており、CNE の発表自体は正し

に対して選挙キャンペーン規則違反で捜査を行うと発

いと思われる。

表した。

5 / 7

VENEZUELA TODAY
２０２１年１１月１５日～１１月１６日報道

No.６７９

捜査理由について、一部の候補について、平等な広報を

２０２１年１１月１７日（金曜）

「２１年 自動車の国内組み立て台数は８台」

行わなかった可能性があるという。
「ベネズエラ自動車部品生産者団体（Favenpa）
」のオマ
「Globovision」は民放だが、前述の通りマドゥロ大統領

ール・バウティスタ代表は、２０２１年にベネズエラ国

と関係が近いラウル・ゴリン氏が社長を務めている会社

内の自動車アッセンブラー７社が組み立てた自動車の

で今は与党に近いメディアである。

台数は８台と述べた。なお、２０２０年は１０７台で昨
年よりも減少している。

また、保健省について政府資金を選挙活動に使用した疑
いがあるとして捜査を行うと発表した。

バウティスタ代表は「歴史的にみればベネズエラの自動
車組み立て台数は年間１１万台」と説明。

今回の選挙は EU などから監視団が来ており、見せかけ
だけかもしれないが、中立的な選挙運営に特に気を配る

自動車生産が多ければ自動車部品産業は材料の販売が

姿勢は見える。

できるが、現在はそれらの活動が最低ラインまで落ち込
んでいると訴えた。

経

済
また、新車供給が少なくなったことにより自動車部品産

「アルミ会社 Alnasa コスタリカ会社を閉鎖」

業の主力市場は中古車のメンテナンス部品になってい
１１月１６日

コスタリカにあるベネズエラ国営企業

「Alnasa」は、同社工場の職員１７６名を解雇したと発

るが、メンテナンス市場には輸入品が入っており、国産
部品と競合していると指摘。

表。今後、会社を完全に閉鎖するとした。労働者に対し
税金面などで国内生産者が不利な状況となっており、労

ての支払いは法律に則り適切に行うとしている。

働者の雇用を脅かしていると訴えた。
今回の閉鎖については「Alnasa」は理由を説明していな
いが、９月にコスタリカの労働省に対して９０％の労働

なお、このような状況を受けて自動車部品産業は輸出に

者の契約解除の許可を要請していた。

も力を入れており、前年と比べて輸出額は２倍に増えた
という。２０２１年には輸出額は７００万ドルになると

当時、契約解除を求める理由について、米国の経済制裁

見込んでいるが、とても小さいという。

を受けて、資金が不足していることと工場を稼働させる
ための原材料を供給してくれる会社が不足しているた

「英国銀行 GOLD 凍結に英元大臣の影」

めと説明していた。
グアイド政権とマドゥロ政権は、英国銀行に保管されて
これについて、コスタリカの「国家労働者団体（ANEP）
」

いるベネズエラ中央銀行の１２億ドル超の GOLD の裁

のアルビノ・バルガス代表は「ベネズエラの内部紛争を

量権を巡り、争いを続けている。

理由に Alnasa の従業員１７６名が路頭に投げ出された。
彼らが職を失った理由は彼らの労働態度とは無関係で
純粋に政治的な理由だ。
」と訴えた。
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No.６７９

２０２１年１１月１７日（金曜）

英国メディア「Declassified」によると、この紛争には英

点灯式に出席したドゥケ市長は、

国外務省の Alan Duncan 元欧州米州担当大臣が関わっ

「チャカオ市長に就任した時、このフランス広場を以前

ており、英国銀行に対してマドゥロ政権に GOLD を渡

より良いものにすると約束した。現在、その約束が果た

さないよう働きかけているという。

されていると考えている。このフランス広場は清潔且つ
安全で、以前より秩序だっている。今日点灯したクリス

Duncan 元担当相は、マドゥロ政権を強く批判するグル

マスイルミネーションのような温かい家族の憩いの場

ープで現在英国の対ベネズエラ方針の立案に深く関与

になっている。
」と演説した。

しており、PDVSA と取引関係を持っていた欧州のエネ
ルギー会社「Vitoil」などにベネズエラの石油産業に関

ドゥケ市長がチャカオ市長に就任したのは２０１７年

する情報を共有するよう求めているという。

８月。同年４月から起きた抗議行動の直後でチャカオ市
は政治対立の本拠地として治安はかなり悪化していた。

「クリスマスシーズン 玩具の販売事情」
ドゥケ氏が市長に就任してから政治より実務に注力し、
チャカオ市の状況はかなり改善したと思われる。彼は１

ベネズエラはクリスマスシーズンに突入している。

１月２１日の市長選で再選を目指しているがドゥケ市
現地メディア「Diario２００１」によると、クリスマス

長の再選はほぼ間違いないだろう。

用の玩具が町に増えているという。玩具の多くは中国、
米国からの輸入品。ベネズエラの国産玩具はあまり多く
ないようだ。
また、支払い手段として、１週間毎の支払い、１５日毎
の支払い、最初に３０％支払い、残りは分割など様々な
オプションを用意する店舗も多いという。ただし、全て
外貨建ての場合のみ。
カラカスの玩具店によると、売れ筋の玩具はミニカー、
人形、ぬいぐるみなど。１０ドル～１００ドルくらいの
商品が多いという。

社

会

「チャカオ市 クリスマスイルミネーション点灯」
１１月１６日

日系企業が多いチャカオ市にあるフラ

ンス広場のクリスマスイルミネーションが点灯した。
（写真）チャカオ市公式ツイッターより
以上
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