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（写真）大統領府 “０２年４月１３日 クーデター失敗当日の現地新聞「El Nacional」の紙面” 

 

 

２０２２年４月１１日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 市民団体と再び協議」 

「メキシコ 大統領の罷免投票は不成立」 

経 済                     

「CITGO 役員の解任を決定 

～アレックス・サアブ氏との関係が原因か～」 

「OPEC ３月の産油量は日量６９．７万バレル」 

「セマナサンタ 宿泊施設の予約率は約５０％」 

社 会                     

「チャカオ市恒例行事 Palmeros de Chacao 実施」 

「CICPC 職員 口論の末に男性を殺害」 

２０２２年４月１２日（火曜） 

 

政 治                    

「４月１３日 与党支持者が政治集会 

～クーデター失敗から２０周年～」 

「外相 米ブリンケン外相との協議を要請」 

経 済                    

「カラカス地下鉄 アフターサービス不履行非難」 

「元 Kinberly Clark キヨスク解体を命令？」 

「Fedecamaras 元代表 制裁緩和を求める」 

社 会                    

「２２年第１四半期 停電は前年比６４．６％減」 

「ベネズエラ移民 パスポート問題で苦慮」 
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２０２２年４月１１日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 市民団体と再び協議」         

 

４月１１日 マドゥロ大統領は、市民団体グループと大

統領府で協議を行った。 

 

マドゥロ大統領は、４月５日に人権団体「Foro Civico（公

民フォーラム）」「Accion Solidaria（連帯行動）」、

「Fetrasalud（保険連合）」「Monitor Salud（医療モニタ

ー）」、「ベネズエラ選挙観測所（OEV）」の代表らと協議

を行った（「ベネズエラ・トゥデイ No.738」）。 

 

また、４月７日にも市民団体と協議しており、これで３

回目になる。 

 

同協議に参加した「Foro Civico」は、協議について 

「医療に関する最優先事項について協議した。病院には

ワクチンが足りておらず、必要なワクチンを確保する手

段について検討をした。 

 

また、労働者の賃金を回復する手段についても協議した。 

 

民間所有権の保護、制度的な経済活動の自由など国民を

保護することを最優先に今後も協議を続ける。」 

と説明している。 

 

なお、４月５日の会合では、最高裁判事の交代について

議論し、市民団体グループから１１の候補者を提案した

と補足した。 

 

現在、与党国会は新たな最高裁判事を任命するプロセス

を進めており、任命プロセスは最終段階に来ている（「ウ

ィークリーレポート No.246」）。 

 

 

個人的には、市民団体とマドゥロ政権が最高裁判事の任

命について協議するのは違和感を覚える。 

 

もしかすると、マドゥロ大統領が協議している市民団体

はグアイド暫定政権の代理人なのかもしれない。 

 

マドゥロ政権とグアイド暫定政権は最高裁判事の任命

について水面下で協議を行っていると報じられている。 

 

ただし、両者が直接会って話すことは政治的にインパク

トが大きすぎるので、市民団体を仲介に立たせている可

能性はありそうだ。 

 

「メキシコ 大統領の罷免投票は不成立」       

 

４月１０日 メキシコでロペス・オブラドール大統領の

解任の是非を問う罷免投票が行われた。 

 

投票の結果、投票数は約１，６５０万人。 

投票率は１７．７８％に留まり、大統領解任の要件とな

っている投票率４０％に達しなかった。 

 

更に投票に参加した有権者の９１．９％はオブラドール

大統領が任期の２０２４年 9 月まで続投することを支

持。これによりオブラドール大統領は任期満了まで続投

することが決定した。 

 

ただし、この罷免投票自体がオブラドール大統領が自身

の支持率を示すために行ったものとされており、野党は

有権者に棄権するよう呼び掛けていた。 

 

野党は今回の罷免投票について「無意味な投票で、国家

予算の無駄遣い」と非難している。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3242b49fa1bf7cc96b515e23f99ae169.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd2755918b05bc6280b0cda930376be4.pdf
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経 済                        

「CITGO 役員の解任を決定             

 ～アレックス・サアブ氏との関係が原因か～             

 

４月１１日 米国の原油精製会社「CITGO」の持ち株

会社である「PDV Holdings」の Horacio Medina 社長

は、役員の全会一致により「CITGO」の Luis Giusti Lugo

役員を解任したと発表した。 

 

Luis Giusti Lugo 氏は、PDVSA 元社長の息子だったと

いう。 

 

Medina 社長は、Lugo 氏が解任された理由について説明

しなかった。 

 

しかし、エクアドル国会のフェルナンド・ビジャビセン

シオ議員は、マドゥロ政権のテスタフェロとして米国で

裁判を受けているアレックス・サアブ氏と Lugo 氏との

関係について指摘しており、両者の関係が解任の理由で

はないかと報じられている。 

 

ビジャビセンシオ議員によると、Lugo 氏は２０１３年

３月にアレックス・サアブ氏のビジネスパートナーとさ

れているアルバロ・プリド氏およびルイス・サンチェス

氏と一緒にエクアドルへ入国。 

 

サアブ氏の汚職に関係しているとされる「Fondo Globla 

de Construcciones」を訪問したという。 

 

サアブ氏の汚職取引にはエクアドルが関係していると

されており、エクアドル議会がサアブ氏の取引に関連す

る情報を調べている中で本件が明らかになったという。 

 

ビジャビセンシオ議員は、Lugo 氏がエクアドルでサア

ブ氏の取引関係者らと面談し、ベネズエラでの汚職取引

について協議した可能性があるとの見解を示している。 

 

 

（写真）ビジャビセンシオ議員 Twitter 

“Alex Saab 氏と Lugo 氏との取引関係を指摘” 

 

「OPEC ３月の産油量は日量６９．７万バレル」                  

 

OPEC は加盟国の２２年３月の産油量を更新した。 

 

OPEC の公表（第３者の専門家）によると、３月のベネ

ズエラの産油量は先月から日量８，０００バレル増え、

日量６９．７万バレル。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告した３月の産

油量は先月から６．１万バレル減り、日量７２．８万バ

レルだったとしている。 
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（写真）OPEC 

 

「セマナサンタ 宿泊施設の予約率は約５０％」                  

 

観光業界ふぁ加盟する団体「Conseturismo」の Leudo 

Gonzalez 代表はセマナサンタの観光業界の状況につい

て、全国的には宿泊施設の予約状況は５０％と説明した。 

 

ただし、リゾート地として有名なロス・ロケスの予約状

況はほぼ１００％になっており、メリダは７０％、

Morocoy、La Guaira など主だった観光地では５０％を

超えていると説明した。 

 

上写真は、カラカスから近いビーチ「ラグアイラ」の様

子。 

 

動画を見る限り、かなり多くの人がビーチを楽しんでい

るように見える。 

 

 

 

 

 
（写真）Telesur 

 

社 会                        

「チャカオ市恒例行事 Palmeros de Chacao 実施」           

 

４月９日 セマナサンタの始まりを祝してチャカオ市

で「Palmeros de Chacao」が行われた。 

 

チャカオ市は日系企業が多く事務所を構えている市で、

駐在経験のある人はこの時期に茎の長い葉を持ち歩い

て町中を練り歩く人を見かけたことがあるのではない

だろうか。 

 

これは「Palmeros de Chacao」と呼ばれ、２５０年近く

続くチャカオ市の伝統行事である。 

 

１７７６年、ベネズエラで黄熱病が猛威を振るい、多く

の人が亡くなったという。 

 

この状況を受けて、ホセ・アントニオ・モエダーノとい

う人がアビラ山のヤシの葉を取り、チャカオ市の Plaza 

Bolivar へ運び、これが地元の伝統習慣となった。 

 

２０２１年は Covid-１９の感染拡大防止を理由に中止

されたが、２２年は感染の波も収まり、１年ぶりに実施

された。 
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（写真）Maduradas 

 

「CICPC 職員 口論の末に男性を殺害」                  

 

スクレ州 Carupano で「犯罪科学捜査班（CICPC）」の

職員６名が Daniel Lezama という２２歳の男性を口論

の末に殺害したと報じられた。 

 

CICPC 職員が、Lezama 氏を殺害する様子はソーシャル

メディア上で拡散され、４月１０日（日曜）から話題と

なっていた。 

 

４月１１日 CICPC のドグラス・リコ局長は、CICPC

の職員が男性を殺害したと発表。 

 

職員らに対して、人身を傷つけるいかなる行為も許容し

ないと警告。 

 

殺害に関与した６名について、検察庁が捜査を行った上

で適切な処罰を科すと説明した。 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年４月１２日（火曜）              

政 治                       

「４月１３日 与党支持者が政治集会         

     ～クーデター失敗から２０周年～」        

 

４月１２日 マドゥロ大統領は演説を実施。 

 

２００２年４月１１日に起きたクーデターについて言

及し、帝国主義から自国主権を守る必要性について強調

した。 

 

０２年４月１１日のクーデター失敗事件については、前

号「ベネズエラ・トゥデイ No.739」を確認されたい。 

 

「２００２年は、帝国主義グループの大手企業がメディ

アを掌握し、クーデターについて黙殺しようとした。 

 

４月１１日 世界は「チャベス大統領が国民を大量虐殺

するよう軍に命じ、軍に拘束され、辞任を宣言した」と

の偽情報を信じた。 

 

実際は４月１２日（未明）にチャベス大統領はクーデタ

ー軍人に誘拐され、米国の傀儡政権を作るために幽閉さ

れた。」 

と訴えた。 

 

また、チャベス大統領が４月１３日に奪還され、大統領

に戻ったことを記念し、４月１３日に与党支持者による

行進を実施すると発表。 

 

行進開始は AM１０時。 

起点は「Plaza Morelos」と「Plaza San Martin」の２カ

所。そこから歩いて大統領府（Miraflores）まで向かう

予定。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d2470c8c5e35fb8de1afc1acd654e545.pdf
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「外相 米ブリンケン外相との協議を要請」           

 

４月１２日 マドゥロ政権のフェリックス・プラセンシ

ア外相は、米国のブリンケン国務長官に対して、対話と

理解の道に回帰するために直接協議を行うよう求めた。 

 

「米国政府の公的組織がベネズエラに行ってきた制裁

は一方的な制裁で、国際法に違反しており、撤廃されな

ければならない。」と主張。 

 

「私はこの状況で敢えて敬意を持ってアンソニー・ブリ

ンケン国務長官に対して対話を呼びかけ、両国の関係を

全く良い方向に導かない違法な制裁を解除するよう勧

める。」とコメントした。 

 

経 済                       

「カラカス地下鉄 アフターサービス不履行を非難」            

 

「カラカス地下鉄」の Ruiz Gamboa 社長は、先週木曜

日の夜にパロベルデ駅で最後方の車両が爆発を起こし

た事件について言及した。 

 

Gamboa 社長によると、問題が起きた車両は１０年前に

スペイン系企業の連合グループ「CAF」から購入した車

両で、CAF が契約を違反し、必要なメンテナンスサービ

スや部品供給を行わなかったことが原因と訴えた。 

 

また、CAF が提供した車両は設計上の問題があり、これ

までに１８０回故障を起こしたと説明した。 

 

また、車両のアフターサービスについて 

「法的な手続きを行っている。多国籍企業はベネズエラ

政府の求めに応じなければいけない。ベネズエラ国民は

必要な保障サービスを受けていない。 

 

 

彼らは未払いがあると述べているが、問題は彼らが適切

なアフターサービスを行っていないことが理由だ。そし

て、仮に彼らがベネズエラで再び政府相手のビジネスを

しようとすれば、必ず（制裁による）妨害を受けること

になるだろう。」と述べた。 

 

「元 Kinberly Clark キヨスク解体を命令？」         

 

２０１６年７月に米国系の生活品メーカー「Kimberly 

Clark」はベネズエラ事業を無期限で停止すると発表。 

 

この発表を受けて、Kimberly Clark の労働者が政府に助

けを求める形で、マドゥロ政権が介入。 

 

労働者に対して、Kimberly Clark の工場の操業を続けさ

せることを承認した。また、Kimberly Clark は名前を

「Casique Maracay」に変更した。 

 

前述の通り、労働者が工場を操業しているといっても、

経営者層にはマドゥロ政権の政府関係者がついており、

事実上の接収のような状況になっている。 

 

この「Casique Maracay」の Lusiano Santos 社長は、同

社 Maracay 工場に隣接するキヨスクを倒壊するよう命

じたという。 

 

倒壊させられたキヨスクは４５年間、３世代にわたって

この場所で営業していたようで、家業を失ったと

「Casique Maracay」の対応を非難した。 

 

「Fedecamaras 元代表 制裁緩和を求める」         

 

米国商工会は、バイデン政権に対してベネズエラへの制

裁緩和を求めているという。 
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本件について、「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」の

Jorge Botti 元代表は、米国商工会は米国内で強いロビー

力を持っており、国務省への影響力があると言及。 

 

また、米国商工会に加えて、テキサス州の石油業界、ウ

ォールストリートの金融業界からもロビー活動を受け

ていると指摘した。 

 

Botti 元代表は、経済制裁を緩和し、経済活動の自由を

確保するために米国企業とベネズエラ企業が共同でロ

ビー活動をする必要があるとの見解を示した。 

 

社 会                       

「２２年第１四半期 停電は前年比６４．６％減」            

 

「停電被害者委員会」の発表によると、２０２２年第１

四半期（１月～３月）中に、ベネズエラで起きた停電の

回数は全国で１３，４２３回。 

 

２１年同時期は３８，００４回だったので、前年よりも

６４．６％停電が減ったという。 

 

「停電被害者委員会」のアレックス・ロペス代表は、停

電が減った理由について、２１年のこの時期は Covid-

１９感染拡大防止のために多くの人が自宅に留まって

おり、その分電気の消費量が激しかったと指摘。 

 

１年が経過し、ベネズエラは通常の状態に戻り始め、外

出する人が増えたことで電力使用量が減り、停電が減っ

たと分析した。 

 

ただし、停電は州によって状況が異なり、コロンビアと

国境が近いスリア州では今も頻繁に停電が起きている

という。 

 

 

 

「ベネズエラ移民 パスポート問題で苦慮」         

 

ドイツ系メディア「DW」は、外国に移住した多くのベ

ネズエラ人がパスポート問題で苦慮していると報じた。 

 

ベネズエラ人 Carlos Malave 氏は現在、ハンガリーでグ

ラフィック関係の仕事についている。 

 

彼は、２０２０年にパスポートの有効期限が切れ、「ベ

ネズエラ出入国管理局（Saime）」にパスポートの更新を

求めた。 

 

Malave 氏によると、SAIME がパスポート更新のハンコ

を押印するまで時間がかかり、３カ月ほどパスポートが

切れた状態が続いたという。 

 

その間、銀行口座が凍結され、携帯電話が契約できなく

なり、給料を受け取ることも出来なかったという。 

 

２０年に更新された Malave 氏のパスポートの有効期限

が再び迫っているが、更新には２００ドルほどかかるよ

うで、発行料が高すぎると訴えた。 

 

以上 


