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（写真）El Nacional “２０００年１２月１５日 バルガス州で大洪水、３万人の死者が出たとされる” 

 

 

２０１９年１２月１３日（金曜） 

 

政 治                     

「DGCIM 野党議員、離反与党議員の自宅包囲 

～１５日にクーデターを計画していた？～」 

「最高裁 野党４議員の不逮捕特権はく奪を検討」 

「与党が提示した票の買収額は５０万ドル？」 

「米民間軍事会社代表 マドゥロ政権高官と会合」 

経 済                     

「Fedecamaras CAF の融資ポジティブに評価」 

「ベネズエラの空港は安全基準に問題あり？」 

社 会                     

「クリスマス・イルミネーションに批判」 

19 年 12 月 14～15 日（土・日） 

 

政 治                    

「世論調査 回答者の７５％ 

グアイド議長、マドゥロ大統領双方の退陣支持」 

「ガルシア・パロモ氏所在が分からなくなる」 

「OAS 新事務局長 ２０年３月２０日に決定」 

「マドゥロ大統領 キューバ訪問」 

経 済                    

「年末ボーナスは１２月１９日に支払い」 

「CLAP でロシア製豚肉を配給」 

社 会                     

「２０００年バルガス州の大洪水 当時の写真」 
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２０１９年１２月１３日（金曜）             

政 治                       

「DGCIM 野党議員、離反与党議員の自宅包囲     

  ～１５日にクーデターを計画していた？～」       

 

１２月１３日 大衆意志党（VP）のジャネット・フェル

ミン議員と与党を離反したフェルナンド・オロスコ議員

が DGCIM 職員に自宅を包囲され、拘束されそうにな

った。 

 

ジャネット議員が自身のツイッターで、自宅の前に

DGCIM の職員３名が来ており、ボレイタ・ノルテにあ

る DGCIM の事務所に同行するよう求められていると

説明。弁護士が来るまで自身は家から出ないと訴えた。 

 

この投稿を受けて、野党議員や野党支持者らがジャネッ

ト議員の自宅に集合。最終的に DGCIM 職員らはジャ

ネット議員を拘束することなく退散した。 

 

その後、その場に来ていたグアイド議長らは記者会見を

実施。DGCIM 職員はジャネット議員を拘束するための

正式な令状を持たずに彼女を拘束しようとしたと訴え

た。 

 

 

（写真）ジャネット・フェルミン議員 

フェルナンド・オロスコ議員も DGCIM 職員が同氏の

自宅に訪れ連行を求めたが、地元住民らのサポートによ

り連行されることなく、退散した。 

 

その後、「対誘拐・汚職特殊部隊（Conas）」の職員が再

び訪問し、オロスコ議員の息子を連行しようとしたが、

再び失敗したという。 

 

グアイド議長は、一連のマドゥロ政権の抑圧行為を非人

道的と非難した。 

 

翌１４日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は、１３日に

起きた DGCIM の議員連行について説明。 

 

ジャネット・フェルミン議員、フェルナンド・オロスコ

議員は大衆意志党（VP）のレオポルド・ロペス党首とコ

ロンビア政府（ドゥケ政権）の支持を受けて、１２月１

５日にスクレ州にある軍事基地でクーデターを起こす

予定だったと述べた。 

 

また、同日のクーデター計画に関与していた２名（ホセ・

ミゲル・ジェゲス氏、シスト・サラマンカ氏）は既に逮

捕したと説明した。 

 

「最高裁 野党４議員の不逮捕特権はく奪を検討」         

 

１２月１３日 マドゥロ政権側のマイケル・モレノ最高

裁判長は、判事らに臨時会合を召集した。目的は、野党

議員４名の不逮捕特権はく奪について議論するため。 

 

不逮捕特権はく奪が検討されている議員は 

ジョルヘ・ミジャン議員（第一正義党） 

エルナン・アレマン議員（行動民主党） 

カルロス・ロサノ議員（少数政党、Camina） 

ルイス・ステファネッリ議員（大衆意志党） 
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今回の議論はサアブ検事総長の要請を受けたもの。 

 

最高裁で不逮捕特権のはく奪が承認された場合、その後

制憲議会で審議され、制憲議会が承認すれば４議員の不

逮捕特権がはく奪されることになる。 

 

最高裁での４議員の不逮捕特権はく奪に関する議論は

１２月１６日に行われる予定。 

 

 

（写真）マイケル・モレノ最高裁判長 

 

「与党が提示した票の買収額は５０万ドル？」                  

 

米国国務省でベネズエラ問題を担当するエリオット・エ

イブラムス担当官は、２０年１月５日にベネズエラで予

定されている国会議長の投票について、与党が買収工作

をしていると非難した。 

 

 

 

 

「マドゥロ政権は、野党の国会議員に対してグアイド議

長を再選させないよう工作をしており、５０万ドルを渡

すと提案している。」 

と述べた。 

 

「米民間軍事会社代表 マドゥロ政権高官と会合」         

 

「Bloomberg」は、今年１１月に米国の民間軍事会社

「Blackwater」の創始者エリック・プリンス氏がベネズ

エラを訪問し、デルシー・ロドリゲス副大統領などマド

ゥロ政権高官と会合をしていたと報じた。 

 

「Blackwater」は米国御用達の軍事会社でトランプ政権

との関係も強い。 

 

ロイター通信は、今年４月にエリック・プリンス氏が米

国政府に対してマドゥロ政権を倒壊させるために５，０

００名の軍人をベネズエラに送ることを提案したと報

じていた。 

 

プリンス氏がベネズエラを訪問した目的は１７年１１

月に拘束された CITGO 役員の解放を交渉するためだ

ったという。 

 

先日、拘束されていた CITGO 役員６名が自宅軟禁措置

に切り替わったと報じられた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.381」参照）。 

 

今回のプリンス氏訪問と時期が一致しており、マドゥロ

政権とプリンス氏との交渉で何らかの合意に至った可

能性が高い。 

 

なお、米国人がマドゥロ政権と交渉、取引で合意するこ

とは制裁により禁止されている。米国政府の許可があっ

たことは確実で、エリック氏は米国政府からの使者だっ

たと思われる。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ba6ac846cbee5ccd26179dae57ac60b.pdf
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経 済                        

「Fedecamaras CAF の融資ポジティブに評価」           

 

ベネズエラの電力危機を改善するために、国連とアンデ

ス開発基金（CAF）がマドゥロ政権に３．５億ドルの融

資を検討していると報じられている。 

 

ベネズエラ政府へ融資を行うにあたっては、野党多数の

国会の承認を得る必要があるが、１２月１０日には国会

でも CAF 融資を検討するための与野党共同委員会が発

足しており、野党も巻き込んだ動きになっている。 

 

電力危機が深刻化する一方で、国会がマドゥロ政権への

融資を承認することは国会としてマドゥロ政権をベネ

ズエラ政府と認識すると取らえかねない。 

そのため、野党内では CAF 融資について賛否両論があ

る。 

 

ベネズエラ経済界で最も大きな企業団体「Fedecamaras」

のリカルド・クサノ代表は、CAF の融資について 

「CAF の融資は腐敗した政府へのプレゼントではない。

Fedecamaras は与野党関係者の政治的な合意に全面的

に賛同している。この合意が進展するよう求めていく。」 

と CAF の融資について前向きな見解を示した。 

 

「ベネズエラの空港は安全基準に問題あり？」         

 

１２月１３日 「米国連邦航空局（FAA）」は、ベネズ

エラの空港について、国際民間航空機関が定めている安

全基準を満たしていないとの見解を示した。 

 

現地メディア「El Nacional」は、 

「FAA はベネズエラの航空当局に対して、安全評価を

「カテゴリー２」に格下げしたと発表した。 

 

 

 

「カテゴリー２」に分類されると、ベネズエラの航空会

社は自社の安全基準で問題が無かったとしても米国へ

の新規路線開設が出来なくなる。 

 

「カテゴリー２」には他にも、マレーシア、バングラデ

シュ、ガーナ、タイなどが分類されている。 

 

社 会                        

「クリスマス・イルミネーションに批判」           

 

クリスマスを前にベネズエラでもクリスマス・イルミネ

ーションを点灯した。これはリベルタドール市長（与党

市長）の発案。 

 

しかし、電力危機にあるベネズエラで大量の電力を消費

することに非難の声が出ている。イルミネーションを純

粋に喜んでいる人もいるのだが、喜ぶコメントを非難す

る雰囲気もありソーシャルメディアの難しさを感じる。 

 

 
（写真）@Carlos Zapata 記者 
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２０１９年１２月１４～１５日（土曜・日曜）             

政 治                       

「世論調査 回答者の７５％              

 グアイド議長、マドゥロ大統領双方の退陣支持」        

 

民間世論調査会社「Datanalisis」はベネズエラ人８００

名を対象にアンケートを実施。その結果を公表した。 

 

アンケートの内容は 

「仮にマドゥロ大統領とグアイド議長の双方役職を同

時に辞任するのであれば、それを支持するか？」 

というもの。 

 

この質問に対して、 

７５％は「支持する」と回答。 

１２．８％は「支持しない」と回答。 

１２．２％は「分からない／回答なし」 

との結果が出た。 

 

また、「支持する」と回答した人の政治思想を分類する

と 

「野党支持者」は８５．５％が支持 

「支持政党なし」は７６．６％が支持 

「与党支持者」は３９．８％が支持 

となった。 

 

逆に「支持しない」と回答した人の政治思想を分類する

と 

「与党支持者」が４８％ 

「支持政党なし」が８．９％ 

「野党支持者」が６．２％ 

となった。 

 

つまり、与党支持者の方が人数は少ないが、マドゥロ大

統領の退陣に抵抗感が強いと言えそうだ。 

 

 

 

（写真）Datanalisis 

 

「ガルシア・パロモ氏所在が分からなくなる」           

 

１２月１２日 ガルシア・パロモ元大佐の妻、Sorbay 

Padilla 氏は、パロモ氏が刑務所を出て、その後何処に行

ったか分からなくなっていると訴えた。 

 

ガルシア・パロモ氏は、１８年５月に起きたドローンに

よるマドゥロ大統領暗殺未遂事件の首謀者とされる人

物。実際にパロモ氏はインターネットで自身が事件を計

画したと公言している。 

 

パロモ氏は１９年１月末に拘束され、SEBIN の収容施

設「Helicoide」に投獄されていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.250」参照）。 

 

Sorbay氏によると、パロモ氏との面会は容易ではなく、

ここ３カ月はパロモ氏と面会できていないという。 

 

また、３カ月前にパロモ氏と面会した際にはパロモ氏の

体調は特に問題はなかったようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7816134f6de33651b157c31f93c79d63.pdf
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（写真）Diario las Americas “ガルシア・パロモ氏” 

 

「OAS 新事務局長 ２０年３月２０日に決定」         

 

「ウィークリーレポート No.127」で２０２０年に外国

で予定されている重要選挙について紹介した通り、ベネ

ズエラにとって米国大統領選に次いで重要な選挙は米

州機構（OAS）事務局長を決める選挙だろう。 

 

OAS 事務局長は２０２０年５月に交代する。 

 

この新事務局長を決めるための選挙が３月２０日に行

われることが決まった。 

 

OAS 加盟国３４カ国（本来、キューバを含めて３５カ

国だが、６２年から加盟権をはく奪されている）のうち、

新事務局長に就任するためには、少なくとも１８カ国の

承認が必要になる。 

 

現時点で出馬を表明しているのは、アルマグロ現事務局

長、ウーゴ・デ・セラ氏（元在米ペルー大使）、マリア・

フェルナンダ・エスピノサ氏（エクアドルの元外相）の

３名。 

 

アルマグロ事務局長への支持を表明しているのは、米国、

コロンビア。逆に反対を表明しているのは、アルマグロ

事務局長の出身国であるウルグアイ。 

 

 

マリア・フェルナンダ氏の支持を表明したのは、セント

ビンセント・グレナディーン諸島とアンティグア・バー

ブーダ。 

 

また、ウーゴ・デ・セラ氏はペルー政府自身が推薦して

いる。 

 

米国・コロンビアに加えて、ブラジル・ベネズエラ（グ

アイド政権が OAS 大使になっている）など米州主要国

はアルマグロ事務局長を支持する見通しで、アルマグロ

事務局長再任の可能性が高いが、カリブ海諸国の票によ

っては他の候補が当選する可能性もありそうだ。 

 

「マドゥロ大統領 キューバ訪問」            

 

１２月１３日 マドゥロ大統領はキューバに訪問。 

翌１４日に「米州ボリバル同盟（ALBA）」の第１５回首

脳会合に出席した。 

 

会合でマドゥロ大統領は、ALBA 諸国の経済関係強化を

訴え、故チャベス元大統領が提唱したペトロ・カリベの

枠組みを再開させると宣言した。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領ツイッター 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3a4f8442659d10500fbb94a7ed5ab20f.pdf
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経 済                       

「年末ボーナスは１２月１９日に支払い」            

 

１２月１５日 ベネズエラに帰国したマドゥロ大統領

は、クリスマスの年末ボーナスを１２月１９日に支給す

ると発表した。 

 

今年の年末ボーナスはペトロ建てで支給される。 

ボーナス受け取りを希望する人は「Petroapp」というア

プリケーションをダウンロードしなければいけない。 

 

今年の支給額は０．５ペトロ（３０ドルに相当）を予定

している。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「CLAP でロシア製豚肉を配給」               

 

マドゥロ政権は、「CLAP を通じてクリスマスの定番料

理、豚肉を配給している。 

 

２年前も豚肉を配給しようとしており、ポルトガルから

の輸入を計画していたが、輸入スケジュールが遅れ、ク

リスマス前に豚肉が届かず国民が荒れるという事件が

起きたことがある。 

 

 

 

１８年も多くのベネズエラ人が豚肉を受け取ることが

出来ず問題になった。 

 

クリスマスはベネズエラ人にとって最も重要なイベン

トで、クリスマスを祝えなければ支持者は大きな不満を

持つ。社会秩序を維持するためにもクリスマスの豚肉配

給は重要と言えるだろう。 

 

１９年も、量は十分ではないものの、豚肉が少しずつ配

給されているようだ。今年の豚肉はポルトガルからでは

なく、ロシアから輸入している。 

軍、石油だけでなく、食料分野でもロシア依存が起きて

いるということだろう。 

 

 

（写真）Mayela Armas 記者 

“CLAP で配給された豚肉のラベル、ロシア製と記載” 
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社 会                         

「２０００年バルガス州の大洪水 当時の写真」            

 

２０００年１２月１５日 ベネズエラの玄関口「マイケ

ティア国際空港」があるバルガス州で大洪水が起きた。 

 

ベネズエラに駐在したことがある人なら、一度はバルガ

ス州の洪水について地元の人から聞いたことがあるの

ではないか。 

 

この洪水による死者は３万人とされており、数千人規模

の行方不明者が出た。ここ数年、ベネズエラで起きた自

然災害の中で最も甚大な被害が出た事件とされている。 

 

当時の写真が掲載されていたので、紹介したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真）El Nacional 

 

以上 

 


