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（写真）カラカス大首都区庁の解体に抗議する同庁職員ら 

 

２０１７年１２月２０日（水曜） 

 

政 治                    

 「カラカス大首都区庁、アルトアプレ特別区が解体」 

「市長選不参加政党に対し政党継続確認を開始 

～野党連合 与野党交渉への影響を懸念～」 

 「制憲議会 罰金規則法を承認」 

経 済                    

 「Crystallex 社 政府と合意したが不払いを訴え」 

 「PDVSA Trafigura 社と原油の代物取引を交渉」 

社 会                    

「NY 在外大使館職員 ６カ月間給料受け取らず」 

「ドミ共 ベネズエラとの麻薬取引を調査」 

２０１７年１２月２１日（木曜） 

 

政 治                   

 「首都区庁の廃止について労働者らが抗議 

～専門家 市庁解体には国民投票が必要～」 

 「米国・メルコスール 民主主義の尊重を要請」 

 「アレアサ外相 中国で米国の制裁を非難」 

 「検事総長 １８年の倫理委員会代表に再任」 

経 済                   

 「衣料品量販店 SEVEN’S ５０％の強制割引」 

 「ブラジル金融機関 Caixa 正式に撤退」 

社 会                   

 「市長選投票の見返り、物資不足で抗議行動」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１２月２０日～１２月２１日報道         No.０７５   ２０１７年１２月２２日（金曜） 

2 / 7 

 

２０１７年１２月２０日（水曜）             

政 治                       

「カラカス大首都区庁、アルトアプレ特別区が解体」       

 

１２月２０日 制憲議会はカラカス大首都区庁とアル

トアプレ特別区の解体を決定した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイNo.74」１２月１９日付の

記事でカラカス大首都区庁の労働者がレデスマ氏の資

金流用を制憲議会に訴えた記事を紹介した。制憲議会に

よる決定は、前日の訴えと関連していると思われる。 

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長によると、今回の措置は、

役割を果たさない自治体管理職から労働者の権利を守

るためとのこと。 

 

しかし、制憲議会が発行した条文は解体について言及さ

れており、解体後の労働者の措置については言及されて

いない。以下、カラカス大首都区庁およびアルトアプレ

特別区の解体を承認する条文。 

 

 

第一条： カラカス大首都区庁およびアルトアプレ特別

区を廃止、解体することを決定する。 

 

第二条： 制憲議会は両組織解体のために委員会を組織

する。同委員会は１名の代表と４名の委員で構成される。

それぞれは代理委員を設定する。同委員会は副大統領府

の内規に沿って検討する。 

 

第三条： 解体までの移行期間の間、行政が一時的に管

理費、労働者給与などを支払う。 

 

第四条： アルトアプレ特別区の設立を定めた２００１

年１１月１６日付官報第３７，３２６号の決定を無効と

する。 

同様にカラカス大首都区庁の設立を定めた２００９年

１０月１日付官報第３９，２７６号の決定を無効とする。 

 

第五条： 官報発効後に有効となる。 

 

 

カラカス大首都区とは以下のカラカスを構成するリベ

ルタドール市（水色の部分）、チャカオ市（黄色の部分）、

スクレ市（青色の部分）、バルータ市（緑色の部分）、エ

ルアティージョ市（オレンジ色の部分）を束ねる地域を

意味する。それぞれの市には市長が存在するが、それら

の上にカラカス大首都区庁が存在していた。 

 

 

（写真）Wikipedia ミランダ州 

 

 

（写真）カラカス大首都区庁ウェブサイト 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf
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アルトアプレ特別区はアプレ州コロンビアの国境に位

置するホセ・アントニオ・パエス市とロムロ・ガジェゴ

市の２市をまとめた特別区である。 

 

 

（写真）Wikipedia アプレ州 

 

 

（写真）アプレ州観光協会サイト 

 

「市長選不参加政党に対し政党更新作業を開始      

   ～野党連合 与野党交渉への影響を懸念～」         

 

１２月２０日 制憲議会は政党の更新作業を開始する

ことを決定した。 

 

 

１２月１０日の全国市長選に参加しなかった政治団体

で、次回の選挙への出馬を希望する団体は、政党の更新

作業を受けなければならない。 

 

つまり、野党の主要政党で１２月１０日の全国市長選に

参加しなかった第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、行

動民主党（AD）、ベネズエラ主導党（VV）の他、ボリバ

ル州の地方政党 La Causa Radical（LCR）は政党確認作

業を受けなければ大統領選に出馬できないことになる。 

 

つまり、更新作業を行わなくても大統領選に候補者を出

せる野党政党は、キリスト教社会党（Copei）、新時代党

（UNT）、発展進歩党（AP）、ベネズエラ行動進歩党

（MAS）の４党になる。 

 

UNT のエンリケ・マルケス議員は「今回の措置は今後

の与野党交渉に悪影響を与えるだろう。」とコメントし

た。他、VPのルイス・フロリダ議員は「制憲議会の決

定は違法な行為であり、対話をしている中、このような

決定を行うのは矛盾している。」と制憲議会の決定を非

難した。 

 

「制憲議会 罰金規則法を承認」             

 

１２月２０日 制憲議会は罰金の金額を定める罰金租

税単位法の改定を承認した。 

 

ベネズエラでは税金徴収の規則は租税単位（UT、ウニ

ダ・トリブタリア）という単位がベースとなっている。

現在の UTは３００ボリバル。罰金も同様に UT をベー

スに決まっている。例えば軽犯罪の罰金が１，０００UT

と定められていれば、１，０００×３００＝３００，０

００ボリバルを罰金として支払うことになる。 

 

ただし、UT は年に一度（通常は２月～３月）改定する

決まりになっている。 
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ベネズエラは年間１，０００％を超えるインフレにある

ため、２０１７年２月の３０万ボリバルと２０１７年１

２月の３０万ボリバルでは実質的な罰金負担は大きく

異なる。 

罰金が軽ければ犯罪の抑止力にならないので、罰金租税

単位を改定したことになる。なお、新しい罰金租税単位

法は官報では公開されていないので詳細は確認できな

い。 

 

経 済                        

「Crystallex社 政府と合意したが不払いを訴え」          

 

カナダの金開発会社Crystallexについて新たな情報があ

った。 

 

「ベネズエラ・トゥデイNo.64」１１月２５日付の記事

でCrystallex社とベネズエラ政府が訴訟問題で合意に至

ったとの記事を紹介した。 

また、その後「ベネズエラ・トゥデイNo.68」１２月４

日付の記事で、Crystallex 社自身が政府との合意を否定

した記事を紹介した。 

 

事実はその両方にあるようだ。ディストレストアセット

の情報提供を専門としているRedd Latamは１１月に政

府と Crystallex が合意していたことを明らかにした。 

 

合意内容は、１７年（具体的な月は不明）は毎月４，０

００万ドル、その後２０１８年～２０年の３年間は毎月

２，４００万ドルずつ支払い、残りの支払いは追って協

議することで合意していた。しかし、ベネズエラ政府は

最初の支払いから約束を履行しなかった。 

 

その後、賠償金支払いについて再調整が行われ、１７年

１１月３０日までに２，５００万ドル、１２月中に１，

５００万ドル、１８年１月に１，０００万ドルを支払う

ことで再合意されたが、その約束も守られなかった。 

 

これを受けて Crystallex 社が合意を無効として PDVSA

子会社 Citgo の資産差し押さえを新たな証拠とともに

申請したことになる。 

ベネズエラ政府は１２月１９日時点で約束を履行して

いない。 

 

「PDVSA Trafigura社と原油の代物取引を交渉」        

 

PDVSAは資源販売会社トラフィグラ社との取引を検討

している。 

 

ロイター通信によると PDVSA は産油量の１０％以上

を同社に販売し、その見返りとしてベネズエラ国内のガ

ソリンなど石油燃料の供給を受ける契約を検討してい

ると報じた。 

 

米国の金融制裁により送金手続きが制限されており、ま

た外国からの新規融資はほとんど不可能な状態になっ

ている。流動資金の枯渇から原油と石油製品の代物取引

を前提として取引を進めているようだ。 

 

ベネズエラでは施設のメンテナンス不足と精製用の原

料不足などを理由に製油所の稼働率が著しく下がって

いる（「ベネズエラ・トゥデイ No.68」１２月５日付の

記事参照）。 

 

これにより国内のガソリン不足は深刻で特にタチラ州

などコロンビア国境の州は影響が特に深刻。ガソリンの

給油のために７～８時間待ちという状況になっている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.73」１２月１６日付の記

事参照）。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/49053510868e0f56d148a2e1c0341ea9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/494db0428c86d510cc6c518f7f8f9a4e.pdf
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社 会                       

「NY国連代表部職員 ６カ月間給料受け取らず」          

 

１２月２０日 現地紙「エル・ナシオナル」のコレスポ

ンデントを務める Maibort Petit 氏は自身のツイッター

でニューヨークの在ベネズエラ領事館や国連代表部の

職員および領事館職員の給料が６カ月間支払われてい

ないことを明らかにした。 

 

給料不払いはニューヨークに限らないようだ。在中国ベ

ネズエラ大使館の外交団も４カ月間、給料が支払われて

いない。一部では自宅の退去を命じられた者もいるよう

だ。 

 

外務省からは、もっと安価な場所を借りるよう指示があ

ったようだ。 

 

「ドミ共 ベネズエラとの麻薬取引を調査」                 

 

１２月１９日 サアブ検事総長はコロンビア政府に対

して、麻薬取引の元締めであるジョエル・パルマル氏（ベ

ネズエラ人）の引き渡しを求めていることを明らかにし

た。 

 

パルマル氏はコロンビア―ベネズエラ―ドミニカ共和

国の３カ国に渡り麻薬の密売を手掛けていた人物。 

１２月１１日にインターポールの情報提供により、コロ

ンビアで逮捕された。 

サアブ検事総長は２００８年のエルマゴラス・ゴンサレ

ス以来の大物逮捕だと説明した。 

 

パルマル氏はドミニカ共和国で「マレコン・パレス」と

いうカジノも経営している。ドミニカ共和国のテハーダ

検事総長はドミニカ共和国政府もパルマル氏の調査を

開始したと発表した。 

 

 

２０１７年１２月２１日（木曜）             

政 治                       

「２市庁舎の廃止について労働者らが抗議         

  ～専門家 市庁解体には国民投票が必要～」        

 

制憲議会によるカラカス大首都区庁の解体決定を受け

て同庁舎の労働者たちが抗議している。 

 

「カラカス大首都区庁に務める６，０００人の労働者を

解雇するなど考えられない。我々は家族を養っており食

料を購入する必要がある。 

 

先ほど、社会保険の停止通告があった。カラカス大首都

区庁の職員は保険加入権を停止された。労働者の権利を

侵害している。こんなことは考えられない。 

 

我々が今後どうなるのか誰も知らない。誰が給料を支払

うのか。誰が労働者に対して責任を負うのか。 

 

我々は今年５月に給料改定があったにも関わらず、６．

５万ボリバルの昇給を受けられていない。マドゥロは発

表をするだけで行動が伴っていない。」と抗議した。 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo “カラカス大首都区庁” 
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「米国・メルコスール 民主主義の尊重を要請」           

 

米国はベネズエラ政府との交渉相手としてトッド・ロビ

ンソン氏を派遣した（「ベネズエラ・トゥデイ No.74」

１２月１８日付の記事参照）。ロビンソン氏は強硬派と

して知られる人物で、同氏の登場で米国の方針が変わる

とは思っていなかったが、やはり米国が軟化する様子は

なさそうだ。 

 

１２月２１日 在ベネズエラ米国大使館は制憲議会の

決定（カラカス大首都区庁の解体や政党の更新作業の実

施）についてツイッターで 

「ベネズエラ政府と違法な制憲議会は存在してはいけ

ない規則を作り上げている。これは民主主義ではない。

民主主義の確立は様々な点で良い影響をもたらす。」と

投稿した。 

 

また、１２月２１日にはブラジリアでメルコスール首脳

会合が開かれた。 

 

同会合でアルゼンチンのマウリシオ・マクリ大統領はベ

ネズエラ政府に対して 

「メルコスールとして政治犯の解放、中立で透明な選挙

スケジュールの開示、人権の尊重を求める。」とコメン

トした。 

 

ブラジルのテーメル大統領も 

「メルコスールは２０年以上にわたり民主主義の擁護

に尽力してきた。ベネズエラがメルコスールの加盟資格

を停止されたのはベネズエラに公権力の独立性が無く、

人権侵害や政治犯がいると認識したからだ。ベネズエラ

に民主主義が戻ればメルコスールに再加盟してほしい。」

とコメントした。 

 

 

 

 

一方でベネズエラ政府を擁護するボリビアのモラレス

大統領は、ベネズエラのメルコスール加盟資格を停止し

たことに異議を唱えた。 

 

「地域統合を訴えるメルコスールにベネズエラが参加

していない理由が理解できない。この状況を容認するこ

とは出来ない。我々はベネズエラ政府に連帯の意を示す。

ベネズエラ政府と野党政党の対話を支持する。問題を解

決する最も良い手段は制裁や非難ではなく対話だ。」 

と主張した。 

 

「アレアサ外相 中国で米国の制裁を非難」              

 

１２月２１日 アレアサ外相は中国に訪問し、宋濤（そ

う とう）中国共産党中央対外連絡部長と会談した。 

 

今回の会合では特段の署名などは行われていない様子。 

両者は意見交換の中で 

「米国政府は、中国とベネズエラの友好関係を問題視し

ているようだが、我々の関係は今後もより親密化する。 

ベネズエラの革命はまだ１９年だ。中国から学ぶべきこ

とがたくさんある。」との認識を確認した。 

 

また、アレアサ外相は 

「中国は常に我々の自国自決の原則を尊重してくれて

いる。他方で、米国はベネズエラの原油、金、レアメタ

ル、ダイヤモンドなど大量の地下鉱物資源を搾取するた

めに我々の自主権を侵害し、常に攻撃を仕掛けている。」

と米国政府を非難した。 

 

「検事総長 １８年の倫理委員会代表に再任」         

 

２０１８年の倫理委員会はタレク・ウィリアム・サアブ

検事総長が代表を務めることが決まった。２０１７年も

サアブ検事総長が倫理委員会の代表だったので、これで

２年連続になる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf
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ベネズエラは５権分立（行政・立法・司法・選挙・民衆）

と定められている。 

 

倫理委員会とは「民衆」の代表委員会だ。つまり、各権

力で言えば、行政の大統領、立法の国会議長、司法の最

高裁判長、選挙の選挙管理委員会（CNE）代表に当たる

役職。 

 

倫理委員会は検事総長、護民官、監査総長の３名で構成

され、そのうち１名が倫理委員会の代表を務める。 

 

経 済                        

「衣料品量販店 SEVEN’S ５０％の強制割引」            

 

衣料品量販店の SEVEN’S が価格監督庁（SUNDDE）の

査察を受けて、強制的に５０％の割引を行うことになっ

た。 

 

ウィリアム・コントレラス SUNDDE 長官は国営放送

VTV のインタビューを受けて 

「SUNDDE の査察の結果、SEVEN’S の商品を少なく

とも５０％は値下げさせることを決定した。同店舗は本

来の価格をつり上げて、物価高騰を促していた。 

 

多くの店舗が並行レートの数字を真に受けて、経済戦争

に踊らされている。投機行為はベネズエラの法律で裁か

れる。」とコメントした。 

 

ベネズエラには年始に新しい衣類を切る習慣がある。一

方で衣類の値段が高すぎて、２０１８年の年始は新しい

衣類を購入することは出来ないだろうとの諦めの声が

多い（「ベネズエラ・トゥデイ No.74」１２月２０日付

の記事参照）。 

今回の措置は国民の人気取りと、類似店舗への見せしめ

効果もあるだろう。 

 

 

「ブラジル金融機関 Caixa正式に撤退」          

 

１２月１９日付の官報４１，３０３号で銀行監督庁

（SUDEBAN）はブラジル金融機関 Caixa（ブラジル連

邦貯蓄銀行）の閉鎖を承認した。政令によれば、３０日

以内に閉鎖手続きを完了させることになる。 

Caixaはブラジルの政府系銀行でブラジル政府の政策方

針に影響を受ける。Caixaのボードメンバーは２０１６

年５月に同行の撤退を決定し、同年１０月には閉鎖申請

を出していた。 

 

筆者は個人的に同社のカラカス支店代表と関係があり、

事務所閉鎖に関して色々と意見交換をしていたが、つい

に同行が閉鎖にいたったようだ。 

 

社 会                        

「市長選投票の見返り、物資不足で抗議行動」          

 

１２月に入りガソリン不足や食糧難など国民の生活実

感は悪化しているようだ。１２月１０日の市長選挙の際

に与党候補が投票と見返りに CLAP の販売を約束して

いたようで、約束の履行を迫る国民も増えている。 

 

貧困層が多いミランダ州スクレ市ペタレ地区では

CLAP 食料を受け取っていないことを理由として、抗議

行動が起きた。他、スクレ州カリアコ市、アラグア州マ

ラカイ市、メリダ州のサンタエレナ市でも抗議行動が起

きた。マドゥロ大統領はクリスマスに向けて CLAP で

の子供用おもちゃの配給や CLAP のクリスマスセット

などを販売すると発言しており、受け取っていない人の

フラストレーションが高まっている。 

現在のところ抗議行動が拡大する事態には至っていな

いが、火種は常にあると考えて良いだろう。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/06a72964b8f0bfd332880a205e6b7bbe.pdf

