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（写真）Pixabay “英国銀行に保管されている GOLD の所有権を巡り、与野党中央銀行が協議” 

 

 

２０２０年６月２２日（月曜） 

 

政 治                     

「米国政府 グアイド議長を大統領と認識 

～マドゥロ大統領との会合は政権交代が前提～」 

「アルマグロ事務局長 与党派国会議長らと会合」 

「レオセニス党首 Prociudadanos の選挙参加要請」 

経 済                     

「与野党中銀の GOLD 訴訟協議始まる」 

「CNEDAS-FVM ５月の基礎食料費２９２ドル」 

社 会                     

「隔離措置強化１日目のチャカオ市の様子」 

「サハラ砂漠の砂 ベネズエラで拡散」 

２０２０年６月２３日（火曜） 

 

政 治                    

「野党国会 新たな会計監査総長を任命」 

「軍部 カラボボ勝戦記念日イベントなど延期」 

経 済                    

「バス５９１台調達、地下鉄車両２２台補修」 

「化学品業界 免税措置の延長を要請」 

「Avior ３５０万ドルの債務返済に苦慮」 

「イランから食料船が到着」 

「マドゥロ政権 給付金 BsS.７１．５万を支給」 

社 会                     

「カラカス地下鉄、地上鉄道の稼働再開」 
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２０２０年６月２２日（月曜）             

政 治                       

「米国政府 グアイド議長を大統領と認識        

 ～マドゥロ大統領との会合は政権交代が前提～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.461」で紹介した通り、

トランプ大統領は「Axios」のインタビューで、「マドゥ

ロ大統領との会談を検討している」と述べ、同時にグア

イド議長への不満を漏らした。 

 

この発言を受け、ベネズエラ関係者の様々なリアクショ

ンが報じられている。 

 

米国でベネズエラ問題に最も積極的な州「フロリダ州」

の議員団は、マドゥロ大統領との会談の可能性を示唆し

たトランプ大統領の発言に説明を求めた。 

 

また、「Bloomberg」はトランプ大統領の姿勢について

「グアイド議長にとって致命傷」と報じた。 

 

「大衆意志党（VP）」の党員で１７年に国会第一副議長

を務めたフレディ・ゲバラ議員（現在は在ベネズエラ・

チリ大使館に亡命中）は、今回のニュースについてフェ

イクニュースだと訴えている。 

 

これに対して「PanAam Post」など急進野党系の情報サ

イトでは、「ツイッターを通じてフェイクニュースだと

吹聴する投稿があるが、それこそひどい嘘で、マドゥロ

政権のやり方と同じ」と間接的にゲバラ議員らの姿勢を

批判した。 

 

米国政府は今回の発言の火消しを図っており、米国ホワ

イトハウスの Kayleigh McEnany 報道官は 

「トランプ大統領はファン・グアイドをベネズエラのリ

ーダーだと認識している。トランプ大統領は彼への信頼

を失っていない。」と説明した。 

また、トランプ大統領自身も今回の発言をこれ以上、悪

化させないようツイッターを投稿。 

「私は急進左派を嫌っている。常にベネズエラ人を味方

し、社会主義と対峙している。私の政権は自由を擁護す

る立場に立ち、抑圧的なマドゥロ政権に反対している。

私は平和的な政権交代を協議する場合のみマドゥロと

面談する。」 

と記事の発言を補足した。 

 

 

（写真）トランプ大統領ツイッター 

 

なお、マドゥロ大統領は「面談を検討している」とのト

ランプ大統領の発言を受け、改めて自分はトランプ大統

領と面談する用意があるとコメント。ただし、「お互い

を尊重する姿勢がある時だけ面談する。」 

と補足し、政権交代を前提とした交渉をする意志がない

ことを間接的に示した。 

 

「アルマグロ事務局長 与党派国会議長らと会合」         

 

６月２２日 米州機構（OAS）のルイス・アルマグロ事

務局長は自身のツイッターで、ベネズエラ与党派国会の

議 長 を 務 め る ル イ ス ・ パ ラ 議 員 と 野 党 政 党

「ProCiudadanos」のレオセニス・ガルシア党首とビデ

オカンファレンスを行ったと投稿した。 

 

アルマグロ事務局長はマドゥロ政権を最も強く批判す

る政治家の一人。その彼が、マドゥロ政権が擁立した与

党派国会議長とビデオカンファレンスを行うことは、極

めて違和感のあることと言える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
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また、レオセニス・ガルシア党首は穏健野党に属してい

るわけではないが、主要野党でも急進野党でもない独立

した立場を維持している。 

 

立ち位置的には「主要野党」と「穏健野党」の中間のよ

うなスタンス。これまで故チャベス政権、マドゥロ政権

を非難してきたことを理由に何度も拘束されてきたが、

メディアでは「与党の協力者」と揶揄されることが多い。 

 

アルマグロ事務局長は、マドゥロ政権を非難する旗振り

役のような役割を果たしているが、同時に米国政府の方

針に忠実な人物でもある。 

 

昨今のトランプ大統領のベネズエラに関する発言とア

ルマグロ事務局長のスタンスの変更は関係している可

能性が高い。 

 

なお、アルマグロ事務局長がツイッターに掲載した写真

は、アルマグロ事務局長がパソコンに写っており、ガル

シア党首の側から撮影した写真になっている。 

アルマグロ事務局長の投稿であれば、ガルシア党首がパ

ソコンに写っているはずで、この点でも個人的には違和

感を覚える。なお、ガルシア党首自身はアルマグロ事務

局長との会合について、リツイートしているだけで自分

から投稿していない。 

 

 

（写真）アルマグロ事務局長ツイッター 

 

「レオセニス党首 Prociudadanos の選挙参加要請」                  

 

（このニュースは６月２３日のニュースだが、前述の流

れから２２日分に掲載） 

 

 

６月２３日 「Prociudadanos」レオセニス・ガルシア

党首は、「選挙管理委員会（ CNE ）」に対して

「Prociudadanos」の政党登録を有効にし、党員を国会

議員選に参加させるよう要請した。 

 

 

（写真）レオセニス・ガルシア党首ツイッター 

“灰色のスーツを着た男性がガルシア党首” 

 

経 済                        

「与野党中銀の GOLD 訴訟協議始まる」           

 

６月２２日からベネズエラ中央銀行が英国に保管して

いる GOLD の所有権を巡り、マドゥロ政権とグアイド

政権の協議が始まる。 

この協議は４日間続くようだ。 
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マドゥロ政権側の弁護士は Nick Nineall 氏、グアイド政

権側の弁護士はイシグナシオ・エルナンデス氏。 

 

エルナンデス氏は６月１８日にグアイド政権の会計監

査総長の辞任を表明したが、６月末までは現職を続ける

ことになったようだ（「ベネズエラ・トゥデイ No.460」

参照）。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」によると、英国中央

銀行はマドゥロ政権側の中央銀行が「国連開発基金

（UNDP）」に引き渡すため申請した９．３億ドル相当

の GOLD の引き出しを拒絶したという。 

 

英国政府はグアイド政権をベネズエラの正当な大統領

と認識する姿勢を示しているが、グアイド政権の在英国

ベネズエラ大使信任を拒否するなど外交手続きや実務

レベルではマドゥロ政権をベネズエラの政府と認識し

ており、訴訟の勝敗はグアイド政権側に不利とされてい

る。 

 

「CNEDAS-FVM ５月の基礎食料費２９２ドル」         

 

６月２２日  物価の調査をしている民間団体

「CENDAS-FVM」は、２０年５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。 

 

CENDAS-FVM によると、２０年５月の基礎食料費は

BsS.５５，３７６，５１６。先月から２０．５％増加し

た。並行レートの参考サイト「Dolar Today」の５月の

並行レート平均値は１ドルBsS.１８９，４６３だった。 

同レートでドル換算すると２９２．２８ドルになる。 

 

先月はドル換算で３２１．４８ドルだったので、ドル建

ての物価はやや下がったと言えそうだ。 

 

 

 

野党国会は２０年５月のインフレ率を先月比１５．３％、

中央銀行は同３８．６％としており、野党国会の公表値

よりはやや高く、中央銀行の公表値よりも低くなってい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.456」参照）。 

 

２０年１～５月のインフレ率は２６３．０６％。 

１９年６月～２０年５月までの累計インフレ率は２，０

６９．２２％となっている。 

 

 

 

社 会                        

「隔離措置強化１日目のチャカオ市の様子」           

 

６月２２日から再び Covid-１９の隔離措置が始まって

いる。 
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グラフ： 基礎食料費の推移（１９年５月～２０年５月）

（出所）CENDAS－FVM

（単位：百万BsS） （単位：％）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0a83ab5ed182e608f03ed82caed0546f.pdf
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６月２０日 デルシー・ロドリゲス副大統領は隔離措置

をこれまでよりも厳格にするとしており、これまで以上

に移動を抑制する方針を示した（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.461」参照）。 

 

以下は６月２２日 チャカオ市の早朝の様子。 

ベネズエラ人は治安の懸念もあり、夜間の移動が制限さ

れるため、朝が早く、普通であれば多くの人が移動して

いるが、隔離措置のため人はまばら。 

 

 

 

（写真）TELESUR“６月２２日のチャカオ市早朝の様子” 

 

日中には警察が道路を封鎖し、帰宅するよう指示。 

渋滞が起きている様子が報じられている。 

 

また、店舗の営業も禁止されており、違反した店舗は罰

金を支払う必要があるとしている。 

 

 

 

（写真）チャカオ市警ツイッター 

 

「サハラ砂漠の砂 ベネズエラで拡散」         

 

６月２１日 カラカス、バルガス州、ヌエバエスパルタ

州などベネズエラの複数の地域で大量の砂ぼこりが街

を覆った。 

 

この砂ぼこりはサハラ砂漠から来た砂のようで、ベネズ

エラだけでなく、カリブ海諸国も砂で覆われたという。 

 

深刻な病気や致死に至るような問題はないようだが、砂

を吸引することで呼吸器障害などの懸念があるとして

いる。 

 

（写真）ベネズエラ気候観測局（Inameh） 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
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２０２０年６月２３日（火曜）              

政 治                       

「野党国会 新たな会計監査総長を任命」        

 

６月２３日 グアイド議長率いる野党国会は新たな会

計監査総長にエンリケ・ホセ・サンチェス・ファルコン

氏を任命した。 

 

前任のホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は６月１８日

に辞任を表明し、６月末で同職を退く予定（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.460」参照）。 

 

７月からはエンリケ・ホセ・サンチェス・ファルコン氏

がグアイド政権の新たな会計監査総長になる。 

 

ファルコン氏は、ベネズエラ中央大学教授で、９９年憲

法の起草グループの一人。 

 

１９年２月から国会の行政監督部門で働いており、野党

国会の法務アドバイザーを務めていたという。 

 

 

（写真）Alberto News 

“エンリケ・ホセ・サンチェス・ファルコン氏” 

 

 

 

 

 

「軍部 カラボボ勝戦記念日イベントなど延期」           

 

６月２４日は、カラボボ勝戦記念日で国民の祝日。 

７月５日は、独立記念日で同じく国民の祝日だ。 

 

通常であれば、両日は軍部のイベントが行われるが、今

年は Covid-１９の拡大防止のためイベントを中止する

と発表した。 

 

なお、別の日に行う予定としており、式典を中止するわ

けではないとしている。 

 

経 済                       

「バス５９１台調達、地下鉄車両２２台補修」            

 

６月２３日  マドゥロ政権は中国バスメーカー

「Youtong」のバス５９１台を新たに調達したと発表。 

 

２５人乗りのバスと３６人乗りのバスの２種類がある

ようだ。 

 

これらのバスはスリア州に６０台、カラボボ州に４０台、

ボリバル州に４０台、アラグア州に３７台、ララ州に３

５台、メリダ州・タチラ州に３０台、スクレ州に２５台、

ミランダ州に１００台、カラカスに１２０台が引き渡さ

れるとした。 

 

また、イポリト・アブレウ交通相は２０２０年中に２，

０００台のバスを新たに調達、既存のバスを２００台補

修することを目標としていると発表した。 

 

また、カラカス地下鉄の車両について２２台の車両を改

修する計画があると発表した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dd8cf09a61dbd49e96f6a264055c4c9e.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年６月２２日～６月２３日報道            No.４６２   ２０２０年６月２４日（水曜） 

7 / 8 

 

「化学品業界 免税措置の延長を要請」         

 

「ベネズエラ化学品協会（Asoquim）」は、マドゥロ政権

に対して１９年１２月に発行した政令４０８０号「資材

輸入にかかる免税措置」を延長するよう要請した。 

 

また、１２月の政令発行時に免税対象に入っていなかっ

た肥料、ガス、洗剤などの原材料として使用される一部

製品についても免税対象に加えるよう求めた。 

 

「ベネズエラ化学品協会（Asoquim）」は、化学品関連の

事業をしている１７０社が加盟している団体。 

加盟企業の６７％は化学品メーカーで、３３％は化学品

の販売・関連サービス会社で構成されている。 

 

「Avior ３５０万ドルの債務返済に苦慮」         

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、ベネズエラの航

空会社「Avior」が、Covid-１９による収益悪化により、

債務返済で苦慮していると報じた。 

 

「Avior」が返済しなければならない債務額は、PDVSA

と政府への支払いだけで３５０万ドル超あるという。 

 

内訳は、PDVSA への燃料代が１００万ドル超、国家民

間航空監督局（INAC）へのライセンス料支払い等が２

５０万ドルだという。 

 

これまでマイアミ－カラカス間の運行を行っていたが、

両国の政治関係悪化を理由に現在は稼働していない。 

 

同社が所有する「Airbus」の売却も進めており、売却額

として７９０万ドルを提示しているが、補修のために更

に８００万ドルかかるとしており、購入意思を示す会社

は現時点ではないという。 

 

 

「イランから食料船が到着」              

 

ベネズエラ国家防衛軍はツイッターで、イランから６隻

目の船舶がベネズエラに到着したと投稿した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.461」で紹介した通り、

同船舶には食料品が積まれており、今後「Megasis」と

いう新たなイラン系スーパーを通じてカラカスで販売

される予定だという。 

 

複数の店舗開設の準備が進んでいるようで、店舗開設の

ために既存の店舗が強制的に退去させられたとも報じ

られている。 

 

 

（写真）国家防衛軍ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/22959085e1993e3cc05e8e34ef2f92ec.pdf
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「マドゥロ政権 給付金 BsS.７１．５万を支給」         

 

マドゥロ政権は Covid-１９で生活に影響が出ている自

営業者で「祖国カード」の保有者を対象に給付金の支払

いを開始した。 

 

今回の給付金の名称は「Quedate en Casa（家に留まれ）」。 

 

６月２２日から BsS.７１．５万を支給するという。 

 

ドル換算すると３．５ドル程度であり、少額ではあるが、

もらえないよりは良いということだろう。 

 

 

（写真）祖国カード公式ツイッター 

 

社 会                       

「カラカス地下鉄、地上鉄道の稼働再開」            

 

Covid-１９の隔離措置強化の一環として、カラカス地下

鉄、地上鉄道の乗車が禁止されていた。 

 

しかし、地下鉄、地上鉄道の稼働が停止したことで乗り

合いバスの需要が拡大。数キロに及ぶ行列が出来るなど

問題が起き、かえって Covid-１９感染リスクが高まる

状況になっていた。 

 

この状況を受けて、６月２２日 ホルヘ・ロドリゲス情

報通信相はカラカス地下鉄、地上鉄道の乗車を再開する

と発表。 

 

マドゥロ大統領は「不必要なことをした」と失敗を認め

た。 

 

６月２３日からは地下鉄、地上鉄道ともに一般人が乗車

している。 

 

以上 


