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（写真）セルヒオ・ガリド候補 Twitter “バリナス州知事選やり直し選挙 野党 MUD 候補が当選” 

 

 

２０２２年１月７日（金曜） 

 

政 治                     

「グアイド暫定政権 ２０２１年の予算流出 

～５つのグループに資金を配分～」 

「報道団体 野党系記者への名誉棄損を非難」 

「米政府 ベネズエラの民主主義擁護に融資」 

「離反与党グループ 罷免投票を模索」 

経 済                     

「１２月のインフレ率先月比７．６％増 

～正式にハイパーインフレを卒業～」 

「CitiBank ベネズエラ事業を正式に閉鎖」 

「２１年 最優秀金融機関は Mercantil 銀行」 

22 年 1 月 8～9 日（土・日） 

 

政 治                    

「バリナス州知事選 野党候補が当選 

～与党アレアサ候補 敗北を認める～」 

「野党 選挙イレギュラーを訴え」 

経 済                    

「所得税 最低賃金受給者の支払額は約３ドル」 

「公務員 給料最高額でも月収２５ドル以下」 

社 会                    

「メキシコ ベネズエラ人は１月からビザ必須」 

「西入国要件 ワクチン有効期限は２７０日」 

「１月１０日から通学形式の学校を再開」 
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２０２２年１月７日（金曜）             

政 治                       

「グアイド暫定政権 ２０２１年の予算流出             

      ～５つのグループに資金を配分～」       

 

ベネズエラ人政治学者エウヘニオ・マルティネス氏は、

２０２１年のグアイド暫定政権の予算の一部を公表し

た。 

 

マルティネス氏が公開した予算は、「暫定政権予算」と

「支出管理委員会予算」と「外交委員会予算の一部」だ

け。 

 

表を見る限り、他にも別で予算項目があるはずで、公開

された情報はあくまで一部のようだ。 

 

ただ、判明したこともいくつかある。 

 

２０２１年の「暫定政権予算」は、２．３５０万ドル。 

「支出管理委員会予算」は、４２６．９万ドル。 

「外交委員会予算」は、判明している部分で４３８．１

万ドル。 

 

本件は次号の「ウィークリーレポート」で詳細を紹介し

たいが、大事な部分のみ説明すると、「暫定政権予算」

は、A、B、C、D、E の５つのグループ（恐らく地域）

に分けて５グループに予算を配分していることが分か

る。 

 

また、グアイド暫定政権がどのようなプロジェクトを抱

えているのかは分からないが、プロジェクト部長や通信

部長、選挙対策部長などに月４０００ドルの給料を支払

っている。 

 

 

 

他、A、B、C、D、E の５つのグループに夫々４０名の

「コーディネーター」を配置し、彼らに月３００ドルを

支払っている。 

 

また、そのコーディネーターの下の役職として１６０名

の「民主主義プロモーター」という役職を置いており、

彼らに月１５０ドルを支払っている。 

 

更に「民主主義プロモーター」の下の役職として３，５

００名の「社会オペレーター」という役職があり、彼ら

に月７０ドルを支払っている。 

 

つまり、A、B、C、D、E の各グループにそれぞれ３７

００名（「コーディネーター」４０名、「民主主義プロモ

ーター」１６０名、「社会オペレーター」３５００名）

の活動家が所属していることになり、５グループを合わ

せて暫定政権は１８，５００名の人員を抱えていること

になる。 

 

この１８，５００名は一部であり、グアイド暫定政権の

資金で生活しているベネズエラ人はもっと多い。 

 

「ウィークリーレポート No.233」でも紹介したが、ベ

ネズエラは１世帯の収入が月５０ドル以下の家庭が大

多数を占める。月７０ドルの収入でもそれなりの金額と

言える。 

 

グアイド暫定政権が消滅するということは、これらのネ

ットワークを破壊することを意味する。この予算を見る

とグアイド暫定政権を終了させるという判断が難しい

ことを改めて思い知らされる。 

 

なお、グアイド暫定政権が支出している資金はアメリカ

にあるベネズエラ政府の凍結資産であり、政府のお金だ。 

グアイド暫定政権は実質的に政府として役割を果たし

ておらず、グアイド暫定政権の活動費は政府ではなく政

党としての支出という表現が正しい。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/097f26c65fd15d7387e4c7c65a38c621.pdf
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野党はマドゥロ政権が、政治活動に政府予算を使用して

いると非難しているが、結局自分たちも同じことをして

いるのが現実だろう。 

 

「報道団体 野党系記者への名誉棄損を非難」         

 

前述の暫定政権予算が公開されたことで、暫定政権の予

算支出の不信感が拡大している。 

 

特に前号「ベネズエラ・トゥデイ No.699」で政治評論

家のリカルド・スクレ氏が「１６００～２０００人の暫

定政権関係者は年間１０万ドルの給料を受け取ってい

る」と指摘したことを受けて、暫定政権への批判が高ま

っている。 

 

その流れで、暫定政権を支持する記者らに対して、「グ

アイド暫定政権と癒着関係にあるのではないか」との疑

惑がネット上で拡散されている。 

 

特に与党系ジャーナリストの Esteban Trapiello 氏は、

グアイド暫定政権関係者と暫定政権側に属する記者を

「１６００人の泥棒リスト」と題して、顔写真と名前を

ツイッター上で投稿し、その投稿をディオスダード・カ

ベジョ PSUV 副党首らマドゥロ政権関係者がリツイー

トすることで拡散されている。 

 

この状況を受けて「全国報道協会（CNP）」や「全国報

道労働者組合（SNTP）」らが、記者に対する名誉棄損を

訴えた。 

 

具体的に名誉棄損を受けた記者は以下の通り。 

Carla Angola, Naky Soto, Elizabeth Fuentes, Pedro Pablo 

Peñaloza, Luis Carlos Díaz, Gabriel Bastidas, Alberto 

Rodríguez Palencia, Alonso Moleiro, Leopoldo Castillo y 

Roman Lozinski。 

 

 

「米政府 ベネズエラの民主主義擁護に融資」                  

 

ベネズエラ米国代表大使のジェームス・ストーリー氏は、

「米国政府がベネズエラの民主主義イニシアティブと

経済促進を目的としたプロジェクトに対して、融資を行

う」と発表し、プロジェクトの募集を募った。 

 

マドゥロ政権は、この発表に対して「米国政府が工作員

に対して資金を提供しようとしている」と警戒を呼び掛

けている。 

 

 
（写真）ジェームス・ストーリー大使 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/81ae4c646cd7c2ac7c1069fc6e05a3fe.pdf
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なお、このツイートにコメントする形でいくつか提案が

書かれており、提案の中で「いいね」が押されていたコ

メントは、「アメリカの経済制裁を停止すること」だっ

た。 

 

「離反与党グループ 罷免投票を模索」         

 

これまで何度が言及してきたが２０２２年はマドゥロ

大統領の解任の是非を問う罷免投票を申請することが

出来る。 

 

グアイド暫定政権は、罷免投票の実施に慎重なスタンス

を示しており、野党が罷免投票を呼び掛けるかどうかは

不明だ。 

 

ただ、主要野党とは別に与党を離反した政治家ニックメ

ル・エバンス氏がテレビで「罷免投票を実施するために

可能な限りの努力をする」とコメント。 

 

主要野党は罷免投票を呼びかけないが、離反与党グルー

プが罷免投票の署名集めを始める可能性が浮上してき

た。 

 

ただし、罷免投票の実施を「選挙管理委員会（CNE）」

に申請するためには、少なくとも有権者の２０％の署名

を集める必要がある。 

 

動員力の低い離反与党グループが有権者２０％の署名

を集めるのはかなり困難だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「１２月のインフレ率先月比７．６％増         

      ～正式にハイパーインフレを卒業～」           

 

ベネズエラ中央銀行は２１年１２月のインフレ率を公

表した。１２月のインフレ率は先月比７．６％増。 

 

これで２０２１年の年間インフレ率が確定した。 

２１年の年間インフレ率は６８６．４％。 

２０年の年間インフレ率が約３，０００％だったので、

前年と比べて減速したことになる。 

 

なお、過去１２カ月間、インフレ率が先月比５０％を下

回り続けた場合、ハイパーインフレ国の定義から外れる。 

 

２０２１年１～１２月の間、ベネズエラは一度も先月比

５０％超のインフレが起きなかったので、定義上のハイ

パーインフレ―ションから卒業したことになる。 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

「CitiBank ベネズエラ事業を正式に閉鎖」                  

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.625」で、米国金融機関「Citi 

Bank」がベネズエラの全事業を現地金融機関「Banco 

Nacional de Credito（BNC）」に売却することを発表し

たとの記事を紹介した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/432e440106656cc6891ddcb235d1f1d5.pdf
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同発表から約半年が経過した１月７日 「ベネズエラ銀

行監督局（SUDEBAN）」は、正式に CitiBank の法人登

記抹消を承認した。 

 

ただし、法人を抹消することに異議を受け付ける期間を

３０日間設けており、この３０日の間に未払い問題など

の訴えがあれば正式な登記抹消は延期されることにな

る。 

 

「２１年 最優秀金融機関は Mercantil 銀行」                  

 

金融情報誌「The Banker」は、毎年世界１２０カ国の金

融システムを調査。各国で最も優れた金融機関を公表し

ている。 

 

２０２１年、ベネズエラで最も優れた金融機関に選ばれ

たのは、民間金融機関の「Banco Mercantil」。２０２０

年も選ばれており、２年連続の受賞となる。 

 

特に評価されたのは様々な通貨での決済サービスを進

めたこと。ベネズエラが外貨建ての決済が急速に拡大し

ており、顧客のニーズに合わせた技術革新を行ったこと

が評価されたという。 

 

同行が開発したプラットフォームで外貨の両替が可能

で、携帯電話でも両替ができるという。 

 

また決済アプリ「Tpago」というシステムを介して、QR

コードを読み込むことで、ボリバル建ての商品の決済も

外貨口座からできるようになっているという。 

 

なお、「Tpago」は運用開始１２カ月で１２０万回ダウン

ロードされたという。 

 

 

 

 

２０２２年１月８日～９日（土曜・日曜）              

政 治                       

「バリナス州知事選 野党候補が当選            

    ～与党アレアサ候補 敗北を認める～」        

 

１月９日 バリナス州知事選のやり直し選挙が行われ

た。 

 

結果は野党 MUD が推薦したセルヒオ・ガリド候補が当

選。与党 PSUV 推薦のホルヘ・アレアサ候補は敗北を認

めた。 

 

結果発表は、１月９日の２３時頃に行われた。 

 

今回の選挙の投票率は５１．８９％。 

州知事選としては比較的高い投票率だったと言える。 

 

開票率９７．４％の時点で、「野党統一連合（MUD）」

が推薦したセルヒオ・ガリド候補（行動民主党 AD 所属）

が１７２，４９７票（得票率５５．３８％）を獲得。 

 

一方、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」が推

薦したホルヘ・アレアサ候補は１２８，５８３票（得票

率４１．２７％）を獲得。 

 

１０ポイント以上の差をつけて、野党候補が勝利したこ

とになる。 

 

この結果を受けて、アレアサ候補は自身のツイッターで 

「親愛なるバリナス州民へ、PSUV が受け取った情報に

よると、投票数は上がったが、目標を達成することは出

来なかった。我々の英雄的な党員に心から感謝する。引

き続きバリナス州を守り続ける。」と投稿。 

 

結果を受け入れる姿勢を示した。 
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「野党 選挙イレギュラーを訴え」           

 

個人的には、今回の選挙結果は意外なものだった。 

 

与党は故チャベス元大統領の故郷であるバリナス州知

事を渡さないため、かなりの予算を投じ、アレアサ候補

を応援した。アレアサ候補自身も与党の中では比較的ク

リーンなイメージのある人物で、評価は低い方ではなか

ったはずだ。 

 

逆に主要野党は暫定政権の存続是非に議論が集中して

おり、バリナス州のやり直し選挙にはほとんど目が向い

ておらず、ガリド候補は組織的なサポートをあまり受け

ていなかった。 

 

また、選挙当日は暴力的な事件は報じられていないもの

の、与党支持と思われるグループが投票所付近で集会を

行っているとの訴えや投票に付きそう人がいるなど与

党側による選挙規則違反が報じられており、アレアサ候

補が当選するとの観測が多かったように思える。 

 

ただ、結果は野党候補の勝利となった。 

 

与党が選挙で有利な仕組みになっているが、有権者をき

ちんと投票に行かせることが出来れば野党は勝利でき

るという一例になるだろう。 

 

この結果を受けて、選挙での政権交代に懐疑的なグアイ

ド政権のスタンスが前向きになることを期待したい。 

 

経 済                       

「所得税 最低賃金受給者の支払額は約３ドル」            

 

ベネズエラは日本と違い、個人で所得税を計算し支払う

人が多い。 

 

 

「徴税庁（SENIAT）」のサイトで、２０２１年の年間収

入や家族構成などの必要事項を入力すると、支払うべき

金額が自動で算出され、その計算結果が印刷されたもの

を、SENIAT に持っていき支払いを行う。 

 

例えば、２０２１年の１年間、最低賃金を受給し続けた

人の支払う所得税は BsD.１２．４９。現在の為替レー

トで換算すると３ドル弱になる。 

 

なお、二人の子供を養っている場合は少しだけ控除があ

り BsD.１１．８９になるという。 

 

２１年の所得税の支払い期限は２２年３月末まで。 

 

制度上は上記の通りだが、政府は最低賃金受給者の所得

税を免除する政令を公布することが多く、支払いはギリ

ギリまで待つ人が多い。 

 

 

（写真）@ServiTributos 

 

「公務員 給料最高額でも月収２５ドル以下」           

 

「全国公務員連合会（Fedeunep）」のアントニオ・スア

レス代表は、公務員についてベネズエラで最も待遇の悪

い職業との見解を示した。 
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スアレス代表によると、公務員はベネズエラ国内に８０

０万人おり、最も給料が高い人でも月収が２５ドル以下

と説明。 

 

他の職種は給料が上昇しており、経済回復の兆候が見え

る分野もあるが、公務員の給料は見直されておらず、生

活水準が著しく悪化していると訴えた。 

 

社 会                       

「メキシコ ベネズエラ人は１月からビザ必須」            

 

１月２１日から「訪問者ステータス（観光などを目的と

した訪問で、居住や稼ぐことを目的としない入国者、滞

在期間は６カ月が限度）」でメキシコに入国するベネズ

エラ人にもビザが必要になる。 

 

ビザの発行を希望するベネズエラ人はメキシコ大使館

へ行き、直接発行手続きをする。 

ビザ発行にかかる費用は、BsD.２０３．８２。 

ドルに換算すると４１ドルになる。なお、ビザ発行料の

支払いは現地通貨（BsD）建てで、メキシコ大使館の指

定する口座（メルカンティル銀行）に送金する必要があ

る。 

 

その他、ビザ発行のために必要なのは、 

・期限が切れていないパスポート、 

・パスポート用の顔写真（背景は白色、眼鏡の着用不可、

縦４．５センチ横３．５センチのサイズ）、 

・身分証明書（Cedula など）、 

・ビザ発行費用の支払いが完了していることが確認で

きる資料 

・ベネズエラで雇用されていること、定住先があること

が確認できる資料 

・１年以上の職務継続を証明する資料、メキシコで３カ

月以上の滞在が可能な経済力があることが証明でき

る資料。 

 

・イベントなどの参加で招待されている場合は、招待者

からの招待状 

・メキシコ大使館が追加で提出を求める資料 

 

「西入国要件 ワクチン有効期限は２７０日」         

 

１月８日 在ベネズエラ・スペイン領事館は、スペイン

を訪問するベネズエラ人に対して新たな要件を求めた。 

 

新たな要件は Covid-１９に関する内容。 

現在スペインに入国するためには２回目のワクチン接

種が完了していることが義務付けられているが、これに

加えて、２回目のワクチン接種が完了してから２７０日

以上経過した人が、スペインに入国するためにはもう一

度ワクチンを接種する必要があるというもの。 

２月１日からこの要件が追加されるという。 

 

「１月１０日から通学形式の学校を再開」                 

 

１月８日 マドゥロ大統領は１月１０日から学校を再

開すると発表した。 

 

ベネズエラでは、Covid-１９感染が確認されてから通学

形式の学校が停止されており、電話やインターネットを

通じた遠隔授業が続いていた。 

 

遠隔授業開始から１９カ月が経過し、２１年１０月から

通学形式の学校を再開したが、１２月２４日を最後に通

学形式の学校を停止していた。 

 

以上 


