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（写真）ベネズエラ国営公社（PDVSA） “PDVSA 本社前の写真” 

 

２０１７年１０月２７日（金曜） 

 

政 治                   

 「市長選、スリア州知事選 スケジュール発表 

～出馬申請は１０月３０日から３日間～」 

「経済財務相、経済担当副大統領職が交代」 

 「PJ、VP 不参加、AP 参加、AD は検討中」 

経 済                   

 「PDVSA 社債の償還手続き開始を発表」 

 「ロシア政府 債務再編で大筋合意」 

 「エンカバ社 労働者に生産停止を通告」 

社 会                   

「電気エネルギー省、PDVSA 幹部らを逮捕」 

２０１７年１０月２８日（土曜） 

 

政 治                   

 「制憲議長 ドミニカ共和国で対話再開を検討」 

 「La CAUSA R 市長選への不参加を宣言」 

 「アルマグロ事務局長 市長選の参加は無意味」 

 「制憲議会の元第二副議長 議会を離れる噂」 

経 済                   

 「軍事施設に装甲車メンテナンス工場を開業」 

 「原油価格は１バレル５０．７３ドル」 

社 会                   

「コロンビア ベネズエラ不法滞在者２７万人」 

「スリア州でチキンキラ信仰の祭り開催」 
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２０１７年１０月２７日（金曜）             

政 治                       

「市長選、スリア州知事選 スケジュール発表       

    ～出馬申請は１０月３０日から３日間～」       

 

１０月２６日（木曜）制憲議会は市長選とスリア州知事

の再選挙を今年１２月に実施することを決定した（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.51」１０月２６日付の記事参照）。 

 

この決定を受けて、２７日に選挙管理委員会（CNE）の

ティビサイ・ルセナ代表は２つの選挙を同日に開催する

と宣言した。選挙日は公表されていない。 

 

ルセナ代表は今後の選挙スケジュールを口頭で発表し

ている。 

市長選の有権者は２０１７年７月１５日時点で有権者

登録されている人。基準は州知事選の際と同じだが、市

長選は州知事選の際に投票権がなかったカラカス首都

区の市民が含まれる。 

全国の有権者数は発表されなかったが、２，０００万人

を越えるのではないか。 

 

市長選およびスリア州知事選への出馬を希望する者は

１０月３０日（月曜）～１１月１日（水曜）の３日間で

CNE のウェブサイトより出馬申請を行う。 

 

その後、１１月 1 日（水曜）～３日（金曜）の３日間で

申請者の登録情報を精査し、出馬の受け入れを決める。 

 

１１月７日（火曜）には市長選挙で使用される投票画面

が確定する。また、８日（水曜）にはスリア州選挙で使

用される投票画面が確定する。 

 

ティビサイ CNE 代表は、来週には選挙スケジュールの

詳細を公開する。と発表した。 

 

 
（写真）ベネズエラ国営報道社 AVN 

“ティビサイ・ルセナ CNE 代表” 

 

「経済財務相、経済担当副大統領職が交代」         

 

１０月２６日付の官報第４１，２６５号でシモン・セル

パ氏が経済財務相に就任すると公示された。また、同日

の官報でウィルマル・カストロ・ソテルド氏が経済担当

副大統領に就任した。 

 

 

２０１７年１０月２９日（日曜） 

 

政 治                   

 「イサイアス議員 制憲議会に辞表を提出」 

 「タチラ州知事 財務情報のアクセス妨害を非難」 

経 済                   

 「ボルヘス議長 政府に改めて債務再編を促す」 

社 会                   

 「スペインで逮捕された元政府高官の続報」 

 「ベネズエラ 出産する４人に１人は１０代」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
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これまで経済担当副大統領および経済財務相はラモン・

ロボ氏が兼務していたが、同日付で中央銀行総裁に就任

したばかりだった（「ベネズエラ・トゥデイ No.51」１

０月２６日付の記事参照）。 

 

シモン・セルパ氏は現在ベネズエラの財政を担う重要な

役職をいくつも兼任している。中国融資をマネジメント

するベネズエラ経済開発銀行（BANDES）総裁。社会開

発プログラムを執行する国家開発基金（FONDEN）代

表。PDVSA の財務担当役員。そして、経済財務相に就

任した。ただし、「暫定（ENCARCADO）」と補足され

ている。今後、別の誰かに引き継ぐ可能性もある。 

 

なお、シモン・セルパ氏は７月に米国から制裁を受けて

おり、米国人、米国企業はセルパ氏との取引が禁止され

ている（「ベネズエラ・トゥデイ No.12」７月２６日付

の記事参照）。これにより PDVSA の取引でも障害が起

きている。 

 

ウィルマル・カストロ・ソテルド氏は軍人出身で２００

８年～２０１６年までポルトゥゲサ州知事だった。１６

年１月から土地農業相を約１年１０カ月務め、同日付で

経済担当副大統領に就任した。現時点では土地農業相を

兼任するかは明らかになっていない。 

 

新たな閣僚リストは以下で確認できる。 

「新閣僚リスト（２０１７年１０月３０日付）」 

 

「PJ、VP 不参加、AP 参加、AD は検討中」                 

 

市長選への参加を巡る野党のスタンスは政党によって

様々だ。州知事選の惨敗を受けて、大衆意志党（VP）は

早々に選挙に参加しないことを明らかにしている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.50」１０月２４日付の記事参照）。 

 

 

 

１０月２７日 第一正義党（PJ）のホルヘ・ボルヘス幹

事長は PJ が１２月の全国市長選に参加しないとの方針

を正式に発表した。PJ 所属の主要な政治家によるコメ

ントから参加しないであろうことは想定内だ。しかし、

PJ は野党で最も規模の大きい政党で組織力も高い。こ

の政党が市長選に参加しない意味は大きい。 

 

一方、ララ州知事選で敗北したヘンリー・ファルコン氏

が党首を務める発展進歩党（AP）は州知事選に出馬す

ることを宣言した。野党政党に所属する政党の中では最

も早く市長選への参加を明言した政党になる。 

 

行動民主党（AD）は市長選への参加を正式に決めてい

ない。１０月２７日、AD のマニュエル・ロハス秘書長

官はラジオ番組に出演し、政党内の地方役員らと市長選

に参加するかどうかを検討していると説明した。１１月

１日が期限となっている出馬申請は行う方針だ。 

 

なお、ロハス秘書長官の個人的な見解と断った前提で、

同氏は「市長選には参加するべきだと考えている」と語

った。なお、ロハス秘書長官は AD のチャカオ市担当だ。

もし AD が市長選に出馬する場合は、同氏がチャカオ市

の市長になる可能性が高い。 

 

 
（写真）行動民主党 マニュエル・ロハス秘書長官 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1bc8e3f92fde4af41f295d9404b65280.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ecd2e0d118cb29c1611086f59b50082b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
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経 済                       

「PDVSA 社債の償還手続き開始を発表」          

 

１０月２７日は PDVSA が２０２０年満期債の元本２

５％（８．４億ドル）を償還する期限だった。 

 

前日まで PDVSA から返済に関するアナウンスがなく

市場はパニックに陥ったが、１０月２７日 AM１０時頃

には同社ウェブサイトで支払い開始を発表した。 

 

この発表により市場は再びベネズエラ公社債を買う動

きが強まり、債券価格は前日比で大幅なプラスに転じた。 

 

とは言え、１０月に返済予定だった国債の利払いは遅延

しており、PDVSA 社債も３７年債の利息が遅延してい

る。また、本来１０月２７日に支払い予定だったPDVSA

２０２０の利息１．４億ドルも遅延している。 

 

更に、１１月２日（木曜）には PDVSA２０１７の元本

１１．２億ドルの返済も控えている。今回の元本返済を

始めたという報道で楽観的な見方が強まったが、今後の

流れによっては今週中にデフォルトが確定する可能性

もある。 

 

「ロシア政府 債務再編で大筋合意」           

 

ロシアのアントン・シルアノフ財務相はベネズエラ政府

に貸した３０億ドルの返済につき、新たなスケジュール

の設定で大筋合意したことを明らかにした。 

 

「返済スケジュールについて、２つのフェーズを設定す

る方向で検討が進んでいる。フェーズ１は返済負担が軽

い。我々の友人であるベネズエラ政府の返済負担を考慮

し、履行ができる水準にしている。大部分はフェーズ２

で返済される。」 

 

 

１０月２６日に在ロシア・ベネズエラ大使館のカルロ

ス・ファリア大使は、ロシアの報道会社 RIA に 

 

「融資の返済について大筋合意がなされ１１月２３日、

２４日に新しい債務返済スケジュールの合意署名がさ

れるだろう。」とコメントしていた。 

 

なお、信ぴょう性は不明だが、ロシア政府は融資スケジ

ュール変更の条件として、ベネズエラ政府に国会の承認

を取るよう要請したとの報道が流れている。 

 

本来、政府の債務は国会の承認が必要と憲法に明記され

ている。つまり、債務スケジュールについて正式な手続

きを踏むならば国会で過半数の承認が必要になる。 

 

しかし、国会は野党議員が多数派を占めている。この報

道が本当だとすれば、ベネズエラ政府にとって高いハー

ドルになるだろう。 

 

「エンカバ社 労働者に生産停止を通告」             

 

バスの組み立てをしているベネズエラ資本のエンカバ

社（Ensamblaje de Carrocerias Valencia, C.A.）は２６６

人の従業員に対して、６０日間の休暇を取るよう求めた。

休暇中は１８．９万ボリバルの食料補助を支払うが、基

本給は払わないようだ。 

 

同社の労働組合代表のアルトゥロ・フランコ氏は 

「ENCAVA 社は労働省に対して６０日間の雇用停止を

申し入れている。つまり、次回の出勤予定日は１月を見

込んでいる。１月に入っても仕事に戻れないかもしれな

い。 

 

今回の通知は労働者に事前に知らされておらず、一方的

だった。先週から会社は労働者が出社するのを防いでい

る。 
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酷いのは提案内容だ。役員らは、休業期間中は基本給を

支払えないと言っている。支払うのは食費補助手当の１

８．９万ボリバルだけだ。」と話した。 

 

同社の労働者の話では価格が高くて販売台数が減って

いるという。 

「バスは価格が高騰して全く売れなくなってしまった。

現在はバス１台を４万ドル＋１．２億ボリバルで販売し

ている。更に ENCAVA 社はベネズエラ政府に１，５０

０万ドル以上の売掛金をかかえている。外貨清算許可は

出ているが、肝心の支払いは停止したままだ。 

これらの状況を含めて会社役員は雇用を維持すること

が出来ないと説明している。 

ちなみに、同社はまだ組み立てを継続するだけの在庫は

あるが、金額で折り合わず生産を停止している。政府は

６カ月前の値段で売ってほしいと要求している。しかし、

会社側は拒否している。」 

 

「ENCAVA 社は公共ユースのバスを組み立てる会社。

今年で創業５５年になる。生産能力は３，６００台／年。 

フランコ氏いわく、以前は１週間に６台は組み立ててい

たが、今は１週間に１台くらいしか生産していない。メ

ンテナンス業務がほとんどだ。労働者も以前は１，２０

０人も雇用していたが、今は２６６人まで減った。解雇

された者もいるが、多くは辞職した。現在は新たに州知

事に就任したラファエル・ラカバ氏に面談を申請してい

る。」とコメントした。 

 

（写真）ENCAVA 社 ENT-３３００ 

 

社 会                       

「電気エネルギー省、PDVSA 幹部らを逮捕」          

 

スペイン政府はベネズエラ政府の元高官１名および元

国営企業役員３名を逮捕したとの声明を発表した。資金

洗浄と国際的な汚職行為の疑い。米国の国家安全保障省

と共同で捜索を行った。 

 

声明には逮捕者の氏名は明記されておらずイニシャル

しか書かれていなかったが、逮捕した中の１名の役職は

故チャベス元大統領時代の電力エネルギー省次官であ

ることは書かれている。 

 

その後の地元紙の情報では逮捕されたのは４名。 

 

元電力エネルギー省のネルビス・ビジャロボス次官、 

ラファエル・レイテル氏（PDVSA 元ダイレクター）、 

ルイス・カルロス・デ・レオン氏（電力公社 CORPOELEC

元社員）、 

セサル・リンコン氏（PDVSA 元ダイレクター）の４名。 

 

２０１７年１０月２８日（土曜）             

政 治                       

「制憲議長 ドミニカ共和国で対話再開を検討」        

 

デルシー・ロドリゲス制憲議長は野党との対話再開を模

索している。 

 

「私はベネズエラ政府の対話窓口を務めるホルヘ・ロド

リゲス氏と一緒にドミニカ共和国に来た。目的は野党と

の対話再開を目指すためである。野党とのより良い対話

の環境を作る方法を検討している。我々は１２月に市長

選挙を行うことにした。これは政府側の対話の意志を示

すものだ。」と説明した。 
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与野党交渉は９月１３日、１４日に一度開催された（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.33」９月１３日、１４日付の記

事参照）。 

 

２回目の与野党交渉は９月２７日に予定されていたが、

野党側が前日に交渉をキャンセルし、それ以降は交渉が

暗礁に乗り上げている（「ベネズエラ・トゥデイ No.38」

９月２６日付の記事参照）。 

 

「La CAUSA R 市長選への不参加を宣言」         

 

１０月２８日 野党政党 La CAUSA R は１２月の市長

選に参加しないことを明らかにした。 

 

同政党のアンドレス・ベラスケス党首は１０月１５日の

州知事選でボリバル州の野党統一候補として出馬した

が、与党のノリエガ候補に僅差で敗北した。 

 

しかし、選挙に不正があったとして敗北を認めず、現在

も選挙管理委員会（CNE）に結果の異議申し立てを行っ

ている。 

 

ベラスケス党首は 

「性急な選挙の実施を軽々しく認めることはできない。

これは我々を分裂されるための罠だ。我々は市長選には

参加しない。一方で、市長選に参加する者、投票する者

を非難はしない。 

 

大統領選については、野党でプレ選挙を実施するべきだ。

今後の与党による罠が仕掛けられる可能性があるので、

プレ選挙は今年中に実施するべきだ。」とコメントした。 

 

 

 

 

 

 

「アルマグロ事務局長 市長選の参加は無意味」           

 

１０月２８日 米州機構のアルマグロ事務局長は、ベネ

ズエラの市長選について参加するのは全くの無意味だ

と発言した。 

 

国際プレス会合でアルマグロ氏は 

 

「ベネズエラの選挙は信頼できる国際監視団が付いて

いない。野党は一人が何回も投票したと不正を訴えてい

る（「ベネズエラ・トゥデイ No.50」１０月２３日付の

記事参照）。 

 

同国の選挙は不正に満ちており、政府は票を操作し結果

を変える。保証がない選挙に参加することは全くの無意

味だ。国民の票が利用されるだけだ。 

 

米州機構は１０月１５日に行われた州知事選の結果を

受け入れることは出来なかった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.51」１０月２５日付の記事参照）。」 

と記者に語った。 

 

「制憲議会の元第二副議長 議会を離れる噂」              

 

アンソアテギ州の選挙に出馬するため、一時的に制憲議

会の第一副議長の職を離れていたアリストブロ・イスト

ゥリス氏が再び第一副議長として制憲議会に戻ってき

た。これにより、第一副議長を代行していたエルビス・

アモロソ氏は第二副議長に就任した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.51」１０月２６日付の記事参照）。 

 

つまり、最初から第二副議長を務めていたイサイアス・

ロドリゲス氏は役職者から外れたことになる。このイサ

イアス・ロドリゲス氏について、制憲議会を追い出され

るとの噂がある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4edad5fcda35005a2216adef767bd416.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de7ce96570fe022d91e01fb0c58df116.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5065d859c3e34357c9e95eb3287874.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１０月２７日～１０月２９日報道          No.０５２   ２０１７年１０月３０日（月曜） 

7 / 10 

 

問題の発端は同氏が制憲議会について、政治ばかり扱っ

ており、経済対策を怠っている。と非難したことにある。 

 

ペドロ・カレーニョ制憲議員はイサイアス氏の発言につ

いて、 

「制憲議会の代表幹部がこう言った発言をすると野党

が勢いづき社会が乱れる。イサイアス氏は裏切り者だ。」

と非難していた。 

 

イサイアス氏は２０００年には副大統領、２００１年～

０７年まで検事総長、その後１１年からはイタリア大使

を務めていた。制憲議会を抜けて、再びイタリア大使の

職務を継続するとの噂が流れている。 

 

 

（写真）La Radio del SUR 

“イサイアス・ロドリゲス元制憲議会第二副議長” 

 

経 済                       

「軍事施設に装甲車メンテナンス工場を開設」            

 

カラボボ州ナグアナグア市のパラマカイ軍事施設に装

甲車のメンテナンス工場が設置された。同工場はロシア

と共同で建設された施設で、ロシアの装甲車のメンテナ

ンスを行う。 

 

 

 

開所式にはロペス国防相、カストロ経済担当副大統領、

在ベネズエラ・ロシア大使館のウラディミール・ザエン

スキー大使と Proeckt-technika 社も出席した。 

 

 

（写真）パドリーノ・ロペス国防相ツイッター 

“装甲車メンテナンス施設を視察するロペス国防相” 

 

「原油価格は１バレル５０．７３ドル」         

 

１０月２３日～２７日のベネズエラ産原油の平均価格

は３３６．９１人民元／バレル。ドル建てでは５０．７

３ドル／バレルで前週の５０．４９ドルから０．２４ド

ル上がった。 

 

２０１７年の平均原油価格は４４．７８ドル／バレル。 

２０１６年の平均３５．１５ドルよりも９．６３ドル高

い。ついに２０１５年の平均価格４４．６５ドルを超え

た。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１６年９月～１７年９月）

（単位：ドル／バレル）

（出所）ベネズエラ石油省
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社 会                       

「コロンビア ベネズエラ不法滞在者２７万人」          

 

コロンビアのサントス大統領は、 

「コロンビアには４７万人のベネズエラ人がいると推

定される。うち、２６．７万人は不法にコロンビアに

留まっている。３カ月前は３４万人だったので、７月

から１３万人増えたことになる。 

 

彼らはベネズエラの国内問題によりコロンビアでの滞

在を余儀なくされている。ベネズエラで起きている問

題は我々の問題でもある。 

 

コロンビア政府は平和的にベネズエラの状況を解決す

るために多大な努力をしている。」と語った。 

 

「スリア州でチキンキラ信仰の祭り開催」        

 

１０月２８日 スリア州都マラカイボで聖女チキンキ

ラの祭りが行われた。 

 

チキンキラ（チニータとも呼ばれる）とはキリスト教の

聖母マリアを指す。同地域で１８１２年から行われてい

る催事で、今年で２０５年目を迎える。 

 

スリア州ではマリア信仰者が特に多いと言われる。 

スリア州の伝承によると、老女が湖岸で洗濯をしている

と、薄い板が流れてきた。老女は家にあるツボの蓋とし

て利用できると思い、その板を拾った。その板をよく見

ると不鮮明だが宗教的な絵が描かれていることに気づ

き、自宅の壁に飾っていた。 

 

その後、コーヒーを挽いていると壁からノックが聞こえ

てきた。声の主を探すと、拾ってきた板が輝き、不鮮明

だったチキンキラの絵がしっかりと投影されていた。 

 

 

これを見た老女は「奇跡が起きた！奇跡が起きた！」と

騒ぎ、それ以降、奇跡が起きた場所として人々は彼女の

家を訪問するようになった。 

 

この話が徐々に多くの人に知られ、スリア州でチキンキ

ラ信仰が広がったとされる。 

（Venezuela tuya 参照） 

 

なお、コロンビアにもチキンキラ信仰があるが、ベネズ

エラで語られる内容とは異なるようだ。 

 

 

 

 
（写真）スリア州地方紙「エル・パノラマ」 
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２０１７年１０月２９日（日曜）             

政 治                       

「イサイアス議員 制憲議会に辞表を提出」         

 

本号「制憲議会の元第二副議長 議会を離れる噂」でイ

サイアス・ロドリゲス氏が制憲議会を離れるとの噂が流

れていると紹介した。 

 

報道の通り１０月２９日 イサイアス・ロドリゲスは制

憲議会に辞表を提出した。なお、同情報を確認するまで

に「制憲議会の元第二副議長 議会を離れる噂」を書き

終えていたため、前日の記事もそのまま残している。 

 

以下、辞表の概要を簡単に記載する。 

 

 

制憲議会議長へ 

 

ベネズエラ外務省よりイタリア大使館の大使留任を希

望されている。私はイタリア大使館の大使としての役職

があり、且つ制憲議会のメンバーでもある。しかし、こ

の２つの職務を兼務することはできない。 

 

２０１７年１０月５日、イタリア外務省から正式にベネ

ズエラ外務省に通達が来た。速やかに現在のイレギュラ

ーな外交状況の改善をするよう求める内容だった。 

 

１０月２４日にホルヘ・アレアサ外相が私に対して、現

在のイタリア大使の職務に専念するよう政府が決定し

たと伝えた。制憲議会設立から協力してきた組織を途中

で抜けるは残念だが、制憲議会を離れる必要がある。 

チャベスの遺産を信じ、制憲議会、大統領、ベネズエラ

国民を信じている。 

 

 

 

 

「タチラ州知事 財務情報へのアクセス妨害を非難」         

 

タチラ州知事に就任したライディ・ゴメス氏は、記者会

見を開き、ビエルマ・モラ元知事の関係者が州政府の口

座にアクセスするためのパスワードの提供を拒んでい

ると非難した。 

 

他に、これまで州政府が支払った財務関連資料の提出を

拒まれていると非難した。 

 

ゴメス氏は、ここ数日で届いた請求書の内容と実際の在

庫・成果物を精査し、汚職が行われていなかったかを確

認すると発表した。 

 

もし請求書と在庫が一致しなければ犯罪科学捜査班

（CICPC）に対して、調査を申請するつもりだとコメン

トした。 

 

経 済                       

「ボルヘス議長 政府に改めて債務再編を促す」         

 

１０月２９日 フリオ・ボルヘス国会議長は、マドゥロ

政権に対して経済危機の対策と国民の生活を守るため

に、債務再編を申し出るよう促した。 

 

「マドゥロは極めて厳しい経済状況にある２０１７年

中に１２０億ドルの対外債務を支払おうとしている。２

０１７年の国民のための支出はこの４０％にも満たな

い。 

PDVSA は２０２０年満期の社債元本８．４億ドルを支

払った。政府の人間はそのお金を受け取り、再度社債を

買っている。彼ら自身がベネズエラ公社債の債権者だ。 

 

政府は国民をないがしろにして、外国の投資銀行に良い

顔をして汚職にまみれている。」 
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社 会                       

「スペインで逮捕された元政府高官の続報」          

 

本号「電気エネルギー省、PDVSA 幹部らを逮捕」でベ

ネズエラ政府元高官らがスペインで逮捕された報道を

紹介した。本件について続報があるので紹介したい。 

 

今回逮捕された電力エネルギー省元次官のネルビス・ビ

ジャロボス氏はベネズエラで２０１５年３月３０日か

ら汚職調査の対象となっていた。 

 

この調査は、当時 CORPOELEC の国家ダイレクターだ

ったインカリー・ゲラ・トーレス氏からの訴えによるも

のだった。内容はバジェ・デ・トゥイ地区の電力施設の

工事委託を巡りスペインの業者Duro Felgueraからビジ

ャロボス氏が手数料として５，０００万ドルを受け取っ

たという訴え。 

 

その訴えから１年半近くが経過した２０１６年７月２

５日に検察庁がネルビス・ビジャロボス氏とハビエル・

オチョア氏の逮捕を最高裁に求めている。 

 

しかし、数日後の２０１６年８月５日に検察庁はこの求

めを取り下げ、本件の調査を終了している。 

 

現在のタレク・ウィリアム・サアブ検事総長は、就任直

後に検察庁内にはお金を支払うことで起訴を取り下げ

る仕組みが出来ていると非難していた。 

 

本件も検察庁が訴えを起こした１６年７月２５日から

訴えを取り下げた８月５日の間に何らかの交渉があっ

たと考える方が自然に思えるのは筆者だけではないだ

ろう。 

 

 

 

 

「ベネズエラ 出産する４人に１人は１０代」         

 

国連人口基金（UNFPA）は、ベネズエラでの出産の４

人に１人は１９歳以下との調査結果を公表した。 

 

ベネズエラの UNFPA ホルヘ・ロンサレス代表は 

「ベネズエラの場合、２０～２５％の子供の母親は１０

代だ。別の表現をすると３分に１人のスピードで１０代

の母親が増えている。 

 

ベネズエラでは１５～１９歳の女性１，０００人のうち

９８～１０１人が妊娠している。ラテンアメリカの平均

は７６人で同地域の平均値よりもはるかに高い。 

 

若いうちに出産をすると母親は教育機会を失い、仕事に

就く機会も失う。きちんとした職歴がないため貧困に陥

りやすい。」 

 

以上 


