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（写真）プエルト・ラ・クルス製油所 “ロイター通信 プエルト・ラ・クルス製油所の稼働再開報じる” 

 

 

２０２１年４月７日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 統一同盟結成を再び発表 

～発表文では具体的な今後の方針は見えず～」 

「ワクチン調達と制裁巡り与野党意見かみ合わず」 

経 済                     

「ロイター プエルトラクルス製油所の稼働再開」 

「租税単位 １UT=BsS.２万に」 

「野党国会 ３月の基礎食糧費 ２８９ドル」 

「小規模企業優遇措置、輸入関税を引き上げ」 

社 会                     

「チャカオ市で若者を対象とした犯罪増加？」 

２０２１年４月８日（木曜） 

 

政 治                    

「ブラジル裁判所 

マドゥロ政権外交官にステータス更新求める」 

「キューバ製 Covid-１９ワクチンを国内生産」 

経 済                    

「ベネズエラ リサイクル業者は好調」 

「ベトナム・中国に３６５０トンの豆を輸出」 

社 会                    

「２０２０年 ２，０００件の不法処罰」 

「マドゥロ政権の感染対策 感染者見せしめ」 

「カラカス含め各地で停電起きる」 
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２０２１年４月７日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権 統一同盟結成を再び発表        

  ～発表文では具体的な今後の方針は見えず～」       

 

４月６日夜 グアイド議長は自身のツイッターに、野党

の統一同盟を再構築する趣旨の書面を公表。新たな統一

同盟を組織すると宣言した。 

 

現在の野党は、対話・選挙による政権交代を拒否してお

り、これまで通り圧力による政権交代を目指している。

しかし、圧力による政権交代を目指した結果が現在であ

り、この方針は限界にきている印象がある。 

 

多くの国民は現状に強い不満を感じており、マドゥロ政

権の交代を望んでいるものの、野党は具体的な政権交代

の道筋を示すことができておらず、国民の失望感が高ま

っている。 

 

グアイド議長が公表した書面は４枚。 

以下、内容を簡単に要約したい。 

 

 

「政党は統一同盟を再調整し、自由選挙を達成し、人道

支援を受けるためにより広範囲にわたる同盟を組織す

る。」 

 

民主的な政党は、この声明を通じて、ベネズエラ国民と

国際社会に宣言する。 

 

Covid-１９拡大化と昨今の国境での武装闘争などを受

けて、ベネズエラ国内は極めて深刻な状況にあり、新た

な統一同盟を構築する必要がある。 

 

 

２０２０年１２月に行われた国民投票で示された意思

を受けて、今後の政治方針を検討した結果、民主的な政

党は以下の結論に至った。 

 

１．政権交代を望む我々の意思を再確認する。 

様々なクライテリア（判断基準）があるものの、統

一だけが、独裁政権を倒壊させ、ベネズエラの問題

を解決する手段と認識する。 

２．以下の事項を最優先課題と認識する。 

・Covid-１９問題の人道的対応。 

・自由で公平な大統領・国会議員・州知事・市長選

挙の実施。 

３．我々は、上記の目的を達成するために、より効果的

で広範囲にわたる政党同盟を再調整することで合

意した。「民主的な政党同盟」は以下、署名された

政党により構成される。我々は、方針を決定するた

めの内部規則で合意し、より多くの政治リーダーの

意見を取り入れる。 

４．同様に他の全ての民主的な政党にもこの同盟に加

入することを求める。 

５．「Frente Amplio」や国民投票を呼び掛けるグルー

プと連絡を取り、広範囲にわたる同盟を組織し、緊

急的なベネズエラの問題を解決する。 

 

署名政党 

・行動民主党（AD） 

・LCR 

・Convergencia 

・キリスト教社会党（Copei） 

・Encuentro Ciudadano 

・MPV 

・第一正義党（PJ） 

・Projyecto Venezuela 

・新時代党（UNT） 

・大衆意思党（VP） 
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筆者の感覚として、これまでと何が違うのか全く分から

ない。 

 

「圧力を強化する方針で統一したのか」、「マドゥロ政権

との対話を行うのか」、「別の新たな手段があるのか」な

ど具体的な方針は示されていない。 

 

また、「広範囲な統一同盟」という言葉も失敗済みの試

みだ。 

 

過去、野党は「Frente Amplio」という元与党関係者や市

民団体などを含めた広範囲にわたる政治同盟を組織し

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.108」）。しかし、「Frente 

Amplio」と野党とのつながりは希薄になった。 

 

また、２０年９月には「３７政党・１０５団体の統一提

案」という宣言があったが、当時より統一同盟の署名団

体が減っている（「ベネズエラ・トゥデイ No.495」）。 

 

また、様々な考えを持つ人々の同盟を組織するためには、

様々な意見を取り入れる必要があり、その分方針はブレ

がちだ。 

 

その結果、政権交代の具体的な道筋を示すことができな

くなるという指摘はあまりされていないが、考慮に入れ

るべきだろう。 

 

２０１９年、グアイド議長が暫定大統領に就任した当初、

AD や UNT などは PDVSA への制裁やマドゥロ政権と

の対立強化を肯定的に受け取っていなかった。 

しかし、グアイド議長の強い人気が他の意見を排除して

強硬な行動を可能にし、政権交代の期待感が高まったと

言える。 

 

この新たな同盟が、効果的に機能することを期待したい

思いはあるが、過去に失敗した試みを再度繰り返すよう

で、期待感は低い。 

 

「ワクチン調達と制裁巡り与野党意見かみ合わず」         

 

野党が国民（特に無党派層）からの支持を失った大きな

理由の１つは制裁だろう。 

 

４月７日 アレアサ外相は、AFP通信の取材に対応し、

米国の制裁がベネズエラ政府のワクチン購入を妨げて

いると主張した。 

 

アレアサ外相によると、ベネズエラ政府は、米国・英国・

ポルトガルなどに総額６０億ドルの資金があるが、これ

らの資金を止められているため、ワクチンが購入できな

いという。 

 

また、制裁で原油取引を妨げ、金融決済を妨害されるた

め、ベネズエラ国内に資金が十分に入ってこず、政府が

国民のために使用する資金を制限していると指摘。米国

によるベネズエラ国民への人権侵害を非難した。 

 

この主張に対して、「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議

員は、アレアサ外相の指摘は完全なる嘘だと反論。 

 

「２０２１年にベネズエラが輸出する原油収入の１０

日分を使えば、ベネズエラ国民に十分なワクチンを接種

できる。ワクチンを調達していないのは、マドゥロ政権

が国民を人質に制裁解除を要請しているからだ」 

と主張した。 

 

経 済                        

「ロイター プエルトラクルス製油所の稼働再開」           

 

以前「ベネズエラ・トゥデイ No.581」で、長年稼働を

停止しているプエルト・ラ・クルス製油所が４月中に再

開する見通しとの報道を紹介した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f27cf3e8797eb0a105757098b0514a60.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ee6032083f49c6caf4db7fb149e87b55.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0befac27dc97bb357f43aa4c7979f426.pdf
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４月７日 ロイター通信は、内部関係者からの情報とし

て、今週からプエルト・ラ・クルス製油所が再開したと

報じた。 

 

内部関係者の話によると、同製油所では現在少なくとも

日量１．５万バレルのガソリンが精製されているという。 

 

なお、同製油所の精製能力は日量１８．７万バレルとさ

れており、稼働能力の１０％にも満たない。 

 

「ベネズエラ・トゥデイNo.581」の記事では、「エルパ

リート製油所」も今月中に稼働が再開する見通しと紹介

していたが、「エルパリート製油所」はまだ稼働してい

ないという。 

 

「租税単位 １UT=BsS.２万に」                  

 

４月７日 「徴税庁（SENIAT）」は、租税単位（UT）

を 1UT＝BsS.１，５００から 1UT＝BsS.２万に引き上

げた。１，２３３％の引き上げになる。 

 

「租税単位（UT）」は、各種税金支払いや公的サービス

を支払う際に計算基準になる単位。 

 

例えば、役所で公的書類の発行手続きを行うための費用

は１０UT（1UT＝BsS.２万の場合は BsS.２０万）。 

 

また、個人が所得税を納める際に、年間所得が１，００

０UT より少ない人の所得税率は６％、１，０００UT

～１，５００UT の人の税率は９％など、UT を基準に

税金支払いを算出する仕組みだ。 

 

社会保険料の支払い時にも UT をベースに計算される

ため、UT の引き上げは社会保険料の支払いにも影響を

与える。 

 

 

「野党国会 ３月の基礎食糧費 ２８９ドル」         

 

野党国会が組織した「ベネズエラ金融観測所（OVF）」

は、２１年３月に５人の家族が生活するために最低限必

要な費用は２８９ドルだったと発表した。 

 

ドル建てでみても２０２０年１１月と比べて３９％増

加したという。 

 

また、ボリバル建てで見たインフレ率は先月比９．１％

増で野党国会がインフレ調査を始めて以降最も低い水

準となった。 

 

なお、２０２１年１月～３月の累積インフレ率は１５５．

３％。２０２０年４月～２１年３月までの１２か月分の

インフレ率は３，８６７％とした。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0befac27dc97bb357f43aa4c7979f426.pdf
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「小規模企業優遇措置、輸入関税を引き上げ」                  

 

４月６日夜 マドゥロ大統領は、国内経済促進のための

政策を発表した。 

 

１つは、２１年に新たに設立する小規模企業は、「登記

庁（SERAN）」に支払う各種登記費用の支払いを免除す

るというもの。また、２１年の法人所得税も免除される。 

 

２つ目は、国内生産を促進し、雇用を増やすため、輸入

商品にかかる関税を引き上げるというもの。 

具体的な関税率は４月中に公表されるようで、現時点で

は詳細は分かっていない。 

 

他、２０２１年９月まで、銀行が融資を行うための条件

として担保を要求することを禁止した。 

 

マドゥロ大統領は、これらの措置は経済界との対話の結

果と説明している。 

 

２１年１２月まで会社が労働者を解雇することも禁止

した。 

 

社 会                        

「チャカオ市で若者を対象とした犯罪増加？」           

 

ここ数日、日本企業も多く事務所を構えるチャカオ市の

アルタミラ広場のあたりで若い女性を対象とした犯罪

が度々報じられている。 

 

４月６日には、アルタミラ広場を歩いていた若い女性が

後ろから男性につけられ、腰に何かを注射され倒れたと

いう事件が起きた。 

 

幸いバイクで通った人物が現場を発見し、彼女は助けら

れたという。 

 

他、同じく女性が複数の男性に暴行を受ける事件が起き

た。 

 

３月２１日にもアルタミラ広場で車から降りたところ

で複数の男性に殴られたという。 

 

これらの事件は全て誘拐や性犯罪などではなく、純粋に

攻撃を加えるタイプの犯罪のようで、同一グループの可

能性が高い。 

 

チャカオ市のドゥケ市長は、「警察への訴えを見る限り、

犯罪が増加しているというサインは確認できない」と述

べているが、警察に通報していないだけで他にも同様の

事件が起きている可能性はあるだろう。 

 

２０２１年４月８日（木曜）              

政 治                       

「ブラジル最高裁                     

  マドゥロ政権外交官にステータス更新求める」        

 

４月８日 ブラジル最高裁判所は、ブラジルに留まって

いるマドゥロ政権外交官に対して、ブラジルに引き続き

とどめるためにステータスを更新しなければいけない

との決定を下した。 

 

ブラジルのボルソナロ政権は、１９年からグアイド議長

をベネズエラの正当な大統領を認識するスタンスを示

している。 

 

そして、２０年４月 ブラジル政府はブラジルに駐在す

るマドゥロ政権の外交官に対してベネズエラに帰国す

るよう要請。在ブラジル・ベネズエラ大使館も明け渡す

よう求めた（「ベネズエラ・トゥデイ No.439」）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c62dab3717e3eebac8d17c281bcab8b1.pdf
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しかし、２０年５月にブラジル最高裁は、ボルソナロ政

権の決定はウィーン条約および国際法に反していると

して決定を停止するよう命じた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.440」）。 

 

また、ブラジルに残っているマドゥロ政権側の外交官に

対して、Covid-１９の問題が解決するまでブラジルに留

まることを許可するとの決定を下した。 

 

実際のところ Covid-１９の問題はベネズエラよりもブ

ラジルの方が深刻で、Covid-１９を理由としてブラジル

に留まる妥当な理由はない。あくまでマドゥロ政権の外

交官がブラジルに留まるための口実ということだろう。 

 

ブラジルには１６名のマドゥロ政権外交官とその家族

がとどまっている。今回の決定により、彼らは外交ステ

ータスではなく、一般のブラジル入国者としてブラジル

に留まることになる。 

 

「キューバ製 Covid-１９ワクチンを国内生産」           

 

４月８日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、「社会主

義医薬品生産公社（Espromed Bio）」がキューバで開発

された Covid-１９ワクチン「Abdala」の生産を行うと発

表した。 

 

マドゥロ政権は、キューバ製ワクチン「Soberana 02」と

「Abdala」の国内での接種に向けた審査を行っており、

６月には実用化の見通しを示している（「ベネズエラ・

トゥデイNo.578」）。 

 

ロドリゲス副大統領は、具体的なスケジュールは公表し

なかったが、６月以降はベネズエラ産の Covid-１９ワ

クチンの接種が始まるのかもしれない。 

 

 

 

経 済                       

「ベネズエラ リサイクル業者は好調」            

 

長引く経済低迷によりベネズエラの輸入・国内生産は低

迷。新たな商品が入ってこないため、リサイクルの必要

性が高まっており、リサイクル事業が活発になっている

という。 

 

例えば「Plastic Group」というペットボトルなどプラス

チック製品の再利用を行うベネズエラの企業がある。 

同社のリサイクル工場は１日で４０トンのペットボト

ルを加工し、月１０００トン相当の製品に変えることが

できるという 

 

プラスチックごみの回収は一般の人・会社でも可能で、

収集場に持っていけばお金を支払うようだ。 

 

これらのゴミは分別され、再利用可能なプラスチックは

洗浄され、新たな商品になる。再びペットボトルとして

使用することもあれば、卵を入れる箱やプラスチックマ

スクなどにもなるという。 

 

カラカスではディーゼル燃料不足でゴミ回収車が動か

ず、大量に放置されたゴミが問題になっている。リサイ

クル事業が進めば、環境・住民・企業にメリットのある

取り組みになるだろう。 

 

「ベトナム・中国に３６５０トンの豆を輸出」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.582」で、インドネシアと

アラブ首長国連邦に５００トンの豆を輸出したとのニ

ュースを紹介したが、今度はベトナムと中国にインゲン

豆を輸出するようだ。 

 

港湾公社「Bolipuerto」の Irwin Escalona社長は、３，

６５０トンのインゲン豆が輸出されると発表した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/637f9ce70aa0fc71320de7529898ac8b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c4af298689ab37dd62a2ae7a51b03896.pdf
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この豆はポルトゥゲサ州の企業が生産したもののよう

で、輸出収入は国内産業発展のために使用されるという。 

 

社 会                       

「２０２０年 ２，０００件の不法処罰」            

 

国際的な人道団体「アムネスティ・インターナショナル」

は１４９カ国の人権侵害状況を調査したレポート

「Amnesty Imternational Report ２０２０／２１」を公

表。 

 

ベネズエラについて、法的な手続きを経ずに治安部隊が

処罰（殺害など）する事例が多発していると指摘。 

国連の発表を引用し、２０年１月～９月の間に少なくと

も２，０００人が治安オペレーションの名目で殺害され

たとした。 

 

また、警察や軍部による記者・政治家の拘束、拘束した

人への拷問などが報告されていると指摘した。 

 

他、犯罪が適切に裁かれないこと、司法が正常に機能し

ていないこと、表現の自由が侵害されていることなどを

指摘。 

 

経済悪化や公共サービスの劣化により国民の生活レベ

ルが下がっており、貧困層が増加していると警告した。 

 

「マドゥロ政権の感染対策 感染者見せしめ」         

 

ここ最近は Covid-１９の新規感染確認者が増加してお

り、マドゥロ政権は感染拡大防止策を強化している。 

 

それを受けてなのか、与党系の市長らが Covid-１９感

染者の家の前に「この家の住民は Covid-１９に感染し

ているため、自宅隔離している」などの警告文を張る対

応をし、問題になっている。 

 

感染者が明確になることで、その地域では住民が仲間外

れにされることなども考えられ、基本的な人権の侵害と

の非難が殺到している。 

 

ヤラクイ州グアマ市、サンフェリペ市、スクレ市などヤ

ラクイ州でこの対応が確認されており、背景は判明して

いないが、州知事の方針だったのかもしれない。 

 

 

（写真）@rmtarazona “家に感染者の張り紙を張る職員” 

 

「カラカス含め各地で停電起きる」              

 

４月８日午後２時４０分ごろ、カラカスを含む多くの州

で一斉停電が起きた。 

 

地方では停電はたびたび起きているようだが、最近はカ

ラカスで停電はあまり確認されていなかったという。 

 

カラカスの他、ミランダ州ではバジェ・デ・トゥイ、カ

ウカグア、ロステケス、カラボボ州のナグアナグア、ア

ラグア州のカグア、スリア州マラカイボ、ファルコン州

コロなどで停電が確認された。 

 

以上 


