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２０１７年８月１１日（金曜） 

 

政 治                   

  「トランプ大統領 軍事介入の可能性に言及」 

  「制憲議会 CNE 役員４名を承認」 

  「官報にオルテガ検事総長の解任を掲載」 

  「新検事総長 検察庁が注力する職務を発表」 

  「国連 ベネズエラ政府の拷問調査を要請」 

  「ペルー外相 ベネズエラ政府を非難」 

経 済                   

  「PDVSA１６年の財務報告書を公表」 

「原油価格は１バレル４６．５ドル」 

 

（写真）国営放送局 VTV ”州知事選の１０月開催を発表するティビサイ・ルセナ CNE 代表” 

２０１７年８月１２日（土曜） 

 

政 治                   

  「CNE 州知事選の開催を１０月に早める 

～正式な立候補申請は月曜まで～」 

  「米軍事介入発言に対して国外から非難」 

  「バレンシアのクーデター首謀者捕まる」 

  「エルサルバドル議長 ALBA 開催に否定的」 

  「野党支持者 デモ行動を実施」 

経 済                   

  「トリニダードトバゴとのガス事業進捗を確認」 

「第１２回 DICOM の結果発表」 
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２０１７年８月１１日（金曜）             

政 治                       

「トランプ大統領 軍事介入の可能性に言及」         

 

８月１１日 米国のトランプ大統領は、ベネズエラの情

勢について、必要であれば 

軍事介入も辞さないとコメントした。 

 

「多くの国で問題が起きている。米国から遠い国もあれ

ば近い国もある。ベネズエラはそこまで遠い国ではなく、

国民が苦しんで亡くなっている。ベネズエラへの対応に

ついて我々は多くの選択肢を持っている。必要であれば

軍事介入もあり得るだろう。」 

 

当然、この発言について、ベネズエラ政府は水を得た魚

のように米国非難を展開した。 

 

マドゥロ大統領は 

「もし、われわれを攻撃するのであれば、我々の軍隊が

立ち上がる。ベネズエラは決して誰にも屈しない。もし

我々に武器を持たせるならば、我々の軍隊は武器を持ち

立ち上がる。米国の帝国主義者は我々のスタンスを理解

しなければならない。」 

とトランプ大統領を非難。 

 

同時に、米国との良好な関係を望むとの発言があったが、

トランプ大統領はベネズエラに民主主義が戻らない限

り、対話する意思はないとコメントしている。 

 

他、ありとあらゆる与党団体が、トランプ大統領の発言

を非難している（国際社会の反応は８月１２日の記事

「米軍事介入の発言について国外から非難」参照）。 

 

 

（出所）米大統領「軍事介入」発言中の画像抜粋 

 

「制憲議会 CNE 役員４名を承認」           

 

８月１１日に開催された制憲議会では、選挙管理員会

（CNE）のティビサイ・ルセナ代表およびその他３名の

CNE ボードメンバーが登壇した。なお、CNE ボードメ

ンバーには野党系のエミリオ・ロンドン役員がいるが、

彼は制憲議会の場に現れなかった。 

 

２０１７年８月１３日（日曜） 

 

政 治                   

  「米副大統領 コロンビアでベネ情勢協議 

～野党も軍事介入を拒否～」 

  「米国 CIA ヒズボラとの関係を指摘」 

  「人権団体 野党市長の迫害被害を訴える」 

  「与党から９名州知事選の候補者が出馬」 

経 済                   

  「IATA 国際水準の順守を要求」 

社 会                   

  「２００万人超のベネズエラ人が国外に移住」 
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エミリオ・ロンドン役員は制憲議会選挙に不正行為があ

ったと、選挙自体を非難している。正式な組織として認

めていない制憲議会に出席することが出来ないはずだ。 

 

ただし、翌１２日にアリストブロ・イストゥリス制憲議

会第一副議長は、エミリオ・ロンドン氏が制憲議会に従

うことを決めたと発表した。 

 

制憲議会議員は、出席したティビサイ・ルセナ代表およ

びその他３名の CNE ボードメンバーを選挙公権力の代

表者として承認した。 

 

また、制憲議会は CNE に対して、州知事選挙の開催を

早めることを提案した。 

 

「官報にオルテガ検事総長の解任を掲載」          

 

２０１７年８月５日付特別官報第６３２２号でルイサ・

オルテガ検事総長の解任が正式に公布された。 

 

官報には、オルテガ検事総長の解任理由として、 

「彼女の一方的で差別的なふるまいがベネズエラ憲法

に背いており、政治的な意図を持った暴力を助長し、歴

史的にもこれまでにない混乱をもたらし、ベネズエラの

平和と平穏を阻害した。」 

と書かれている。 

 

同時に当日の官報で、これまで護民官であったタレク・

ウィリアム・サアブ氏が検事総長に就任することが公布

された。 

 

なお、官報の各決定には決定代表者のサインがされてい

る。オルテガ検事総長の解任、タレク新検事総長の就任

を決定したのは、ともに制憲議会のデルシー・ロドリゲ

ス制憲議長、アリストブロ・イストゥリス制憲議会第一

副議長、イサイアス・ロドリゲス制憲議会第二副議長。 

 

官報を見ても制憲議会に権限が集中していることが分

かる。 

 

「新検事総長 検察庁が注力する職務を発表」      

 

サアブ新検事総長は報道関係者の前で、検事総長として

取り組む９のポイントを伝えた。 

 

1. 抗議行動で破壊された公共財の調査をすすめる 

2. 未成年を抗議行動に参加させていた実態について

調べを進める 

3. 政治思想の違いによって、他人を激しく攻撃する嫌

悪罪の状況を調べる 

4. 道路封鎖による死者について調べを進める 

5. 検察庁の構造改革を進める 

アンソアテギ州、カラボボ州、ヤラクイ州、ミラン

ダ州の代表検事は交代させており、その他２５０名

の検察庁管理職、１２，０００人の検察庁職員も調

査すると発表した、 

6. 検察庁が行ってきた汚職行為の実態を調査する 

起訴を取り下げさせるために、賄賂を受け取る習慣

が横行しており、検察庁外で起訴・不起訴が決めら

れていた。と非難した。 

7. 軍事裁判所で裁かれた７２件を見直す 

人権団体フォロ・ペナルは５月２５日の時点で、３

４１人が軍事裁判所で裁かれ、１７８人は軍事裁判

所に拘留中であると発表していた。 

8. 近日中に最高裁判長と会談し、すでに釈放命令が出

ているが解放されていない市民の実態を調べる。 

9. 政治的な暴力事件を調べる制憲議会に協力する 

 

なお、記者が「最近、多くの検事がパスポートを無効に

されているが、調べる必要があるのでは？」という質問

を投げたが、サアブ検事総長から質問への回答はなかっ

た。 
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「国連 ベネズエラ政府の拷問調査を要請」      

 

国連の拷問禁止委員会はベネズエラ政府に対して、国内

で行われている拷問実態について調べるために会合を

開くことを求めた。 

 

同委員会の Jens Modvig 代表 

「このセッションで、我々はベネズエラの情勢の悪化に

ついて取り上げる。ベネズエラ政府に対して即時の状況

報告書の提出を求める。」と発表した。 

 

国連の拷問禁止委員会がベネズエラをテーマにあげる

のは２０１４年以来。なお、当時も政府に状況の報告書

の提出を求めたが、ベネズエラ政府からの回答はなかっ

た。 

 

「ペルー外相 ベネズエラ政府を非難」        

 

ペルーのリカルド・ルナ外相は 

「ベネズエラは民主主義を語ってはいけない。米州のほ

とんどの国がベネズエラは独裁政権であると認識して

いる。マドゥロ政権との対話を求めることは意味をなさ

ない。時間稼ぎをしようとしているだけだ。 

８月８日にリマで行われた会合で国会を通過していな

い決定は無効との意思統一を図ることに成功した。」と

ベネズエラ政府を非難し、会合の成果を強調した。 

 

また、８日の会合でベネズエラを非難したのは１３カ国

と記載したが、ジャマイカは正式に加わっておらず、厳

密にはアルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、コロン

ビア、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、メキシ

コ、パナマ、ペルー、パラグアイの１２カ国だった。 

 

なお、ペルーは９日に在ペルーベネズエラ大使の本国送

還を決定し、ベネズエラ政府は対抗措置として在ベネズ

エラペルー大使の送還を決定した。 

 

経 済                       

「PDVSA１６年の財務報告書を公表」         

 

８月１１日（金曜） PDVSA は２０１６年の財務報告

書を公表した。 

 

PDVSA の財務報告書は、貸借対照表、損益計算書、キ

ャッシュフロー計算書を読んだだけでは全体を理解す

ることがほとんどできない。各項目の詳細を認識して、

ドル建ての部分、現地通貨建ての部分を可能な限り把握

することが重要。 

 

内容については後日「ベネズエラ・ウィークリー・レポ

ート」で報告することになるが、取り急ぎ財務３表の日

本語訳を紹介する。 

 

・損益計算書（１４年～１６年） 

・貸借対照表（１４年～１６年） 

・キャッシュフロー計算書（１４年～１６年） 

 

オリジナルの財務諸表は以下のウェブサイトで確認が

できる。 

 

「PDVSA Información Financiera 2016」（スペイン語） 

 

「原油価格は１バレル４６．５ドル」          

 

８月７日～１１日のベネズエラ産原油の平均価格は４

６．５１ドル／バレルで前週よりも０．１ドル下がっ

た。 

 

２０１７年の平均原油価格は４３．７２ドル／バレ

ル。２０１６年の平均３５．１５ドルよりも８．５７

ドル高く、２０１５年の平均４４．６５ドルよりも 

０．９３ドル低い。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b54400a8df43f3e0dfff391cc2223099.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5c8dd24a8c718ec4d70fd13fc5bc85e5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/abddb716a0499fccc7c8967cdccaf363.pdf
http://www.pdvsa.com/images/pdf/relacionconinversionistas/Petroleos_de_Venezuela_S.A._y_sus_filialesNIIFBs_2016.pdf
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２０１７年８月１２日（土曜）             

政 治                       

「CNE 州知事選の開催を１０月に早める       

      ～正式な立候補申請は明日まで～」        

 

CNE は制憲議会の求めに応じて州知事選挙の開催日を

１０月に早める。まだ日にちは決定していないが、通常

であれば日曜日に選挙は行われるので 

１０月１日（日曜） 

１０月８日（日曜） 

１０月１５日（日曜） 

１０月２２日（日曜） 

１０月２９日（日曜）のいずれかとなるだろう。 

 

現在、州知事選に仮登録している候補者数は１，２７６

名、うち５２３名が無所属での参加。 

 

選挙日が早まるため、全体のスケジュールが前倒しにな

る。まず、書類をそろえての候補者登録は８月１３日（日

曜）と１４日（月曜）の２日間のみ。 

 

あまりにも急なため、野党連合は連合内ですり合わせる

時間がなく各州に複数の立候補者が書類を提出するこ

とになるだろう。 

与党が選挙日を早めた大きな理由は、１つの州に多数の

野党候補者を擁立させることと思われる。そうであれば、

書類提出後に出馬を取り消すことは出来ないのかもし

れない。 

 

「米軍事介入発言に対して国外から非難」       

 

トランプ大統領のベネズエラへの軍事介入も辞さない

という発言には、与党や親ベネズエラ政府の国はもちろ

ん反ベネズエラ政府の国々からも非難の声が上がって

いる。 

 

コロンビア政府は軍の力による介入を拒絶すると発表。

平和的な方法によるベネズエラの主権を尊重した解決

策を探るべき。との声明を発表した。メキシコ、ペルー

も同様の声明を発表している。 

 

メルコスールもベネズエラの状況を正常化させるため

に軍事力を行使することを拒絶した。唯一の方法は「外

交と対話」と発表した。 

今のところ、与野党対話の調停役を務めている南米諸国

連合（ウナスール）も「軍事力の行使は最も悪い選択肢

だ。」とトランプ大統領の発言を拒絶した。 

 

「バレンシアの軍事施設攻撃 首謀者捕まる」       

 

８月１１日（金曜）夜間に、カラボボ州バレンシアで起

きた軍人施設への攻撃の首謀者ファン・カルロス・カグ

アリパーノ元大尉が逮捕された。ミランダ州のスクレ市

警が逮捕したようだ。 

 

グスターボ・ゴンサレス・ロペス SEBIN（諜報部）司令

官は、現在、軍の攻撃に関わった１８人を逮捕しており、

軍事施設を占拠した際に奪われた２１の拳銃と３個の

手りゅう弾を回収。実行犯以外も含めて２３名の捜索を

行っていると発表した。 

 

 

（写真）ベネズエラ国営放送局 VTV 

クーデター首謀者 ファン・カグアリパーノ氏 
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「エルサルバドル国会議長 ALBA 開催に否定的」        

 

マドゥロ大統領は国際社会の圧力に対抗するため、国際

的にベネズエラ政権を支持してくれる基盤を探してい

る。その中で米州ボリバル同盟（ALBA）の加盟国によ

りどころを求めている。 

 

ALBA とは、中南米およびカリブ諸国の統合を目指して

ベネズエラが主導する形で発足した地域同盟。２００４

年１２月に発足。現在の加盟国はベネズエラ、キューバ、

ボリビア、ニカラグア、ドミニカ国、セントビンセント

およびグレナディーン諸島、エクアドル、アンティグア・

バーブーダ、セントルシア、グレナダ、サンクリストバ

ルネービス。 

 

８月８日にマドゥロ大統領は ALBA 諸国に対して、ラ

テンアメリカの反ベネズエラ政府国と話し合いをする

ため、首脳会合を開催してほしいと求めていた。 

 

エルサルバドルは ALBA 加盟国ではないが、開催地に

なり得るという話があったが、エルサルバドルのギジェ

ルモ・ガジェゴ国会議長は ALBA 首脳会合をエルサル

バドルで開催することに難色を示した。 

 

「ベネズエラが民主主義的な国でなく人権侵害が行わ

れていることは明らかだ。マドゥロ大統領を我が国に入

れると、世界に対するエルサルバドルの印象が悪くな

る。」とコメントした。 

 

なお、基本的にエルサルバドルはベネズエラ政府の支持

国だ。１７年６月には米国マルコ・ルビオ議員から、エ

ルサルバドル、ハイチ、ドミニカ共和国がベネズエラ政

権を支援していると非難され、これ以上ベネズエラ政府

に加担すると米国との関係が悪くなるとツイッターで

投稿している（１７年６月２２日エルサルバドル紙の記

事）。 

 

「野党支持者 反政府デモを実施」          

 

野党連合の呼びかけで８月１２日（土曜）に反政府デモ

が行われた。デモの目的は最近、最高裁判所に１５カ月

の禁固刑を宣告されたチャカオ市の市長とエルアティ

ージョ市の市長に連帯を示すため。 

 

出発地点は２カ所。 

チャカオ市の建物パルケ・クリスタルとエルアティージ

ョ市近隣のラス・アメリカ公園から出発し、ラスメルセ

デス地区のアルフレッド・セデル公園を目的地とした反

政府デモだった。 

 

制憲議会選挙が終わり、国民の気力と野党の動員力がど

の程度あるのかを測るイベントでもあった。PM２時頃

に目的地のアルフレッド・セデル公園には２，０００人

程度が集まった。これまでの反政府デモと比べると小規

模なものとなった。 

 

また、土曜の反政府デモで気になったのは、これまでよ

りも治安部隊による催涙弾やゴム弾を用いた抑圧行為

の報道が少なかった点。 

また、最近の報道では反政府デモによる死者数が「１２

０名以上」から増えていない。街頭の反政府デモが鎮静

化すると治安部隊の抑圧が減る。諸外国は治安部隊によ

るデモ参加者への暴力を非難しており、街頭デモが鎮静

化するとベネズエラ政府に圧力をかけにくくなる。 

 

（写真）野党ミゲル・ピサラ議員ツイッター投稿写真 

http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/365298/marco-rubio-advierte-que-apoyo-de-el-salvador-a-venezuela-afectara-su-relacion-con-ee-uu/
http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/365298/marco-rubio-advierte-que-apoyo-de-el-salvador-a-venezuela-afectara-su-relacion-con-ee-uu/
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経 済                       

「トリニダードトバゴとのガス事業進捗を確認」        

 

ネルソン・マルティネス石油相はトリニダードトバゴの

司法相は Shell も参加しているガスの共同プロジェクト

の進捗状況を確認した。 

 

二国間プロジェクトは１６年１２月に同意したもので、

１７年３月に Shell が加わった。スクレ州北部に位置す

る Campo Dragon からガスダクトを引き、トリニダー

ドトバゴの Hibiscus プラットフォームまでつなげる計

画。 

 

ネルソン・マルティネス石油相は、現在の進捗に満足し

ていると話し、今回のプロジェクトが完了すれば、第一

回の時点で１．５億立法フィートの生産が可能となり、

最終的には２．５憶立法フィートまで生産を拡張できる

とコメントした。 

 

「第１２回 DICOM の結果発表」           

 

中央銀行の外貨競売委員会は第１２回目のDICOM の

落札結果を公表した。 

今回も特別競売。国内で製品を生産するための原材料、

資材を輸入する企業に対して外貨を割り当てた。 

 

落札レートは１ドル２，９７０ボリバル 

落札総額は３，２８０万ドル。 

法人への外貨割当ては２０３社、２，８００万ドル。 

 

農業部門に５０．４％、工業部門に３３．３％。医薬

品部門に９．１％の外貨が割り当てられた。また外貨

を割り当てた法人の申請理由は７０．１％が原材料輸

入のため。２４．７％が設備・部品輸入のため、５．

２％が完成品輸入のためであった。 

 

 

個人は１５，２３５人に４８０万ドルが割り当てられ

た。３９％は貯蓄目的、３４％は外国旅行のため、１

７％は医療目的、その他の目的が１０％だった。 

 

詳細は DICOM 専用ウェブサイトより確認できる。 

 

２０１７年８月１３日（日曜）            

政 治                       

「米副大統領 コロンビアでベネ情勢協議       

          ～野党も軍事介入を拒否～」   

 

８月１３日 マイク・ペンス副大統領はコロンビアに訪

問し、サントス大統領と会談した。 

 

サントス大統領は会談の中で、８月１１日にトランプ大

統領が発言したベネズエラへの軍事介入について 

 

「コロンビアはもちろんラテンアメリカはリオグラン

デからパタゴニアまですべての国でベネズエラの現在

の問題を解決する手段として軍事力を行使することに

合意しない。ラテンアメリカは平和な大陸で、今後もそ

のようにしたい。」 

 

と軍事力の行使を選択肢から外すよう求めると同時に、

ベネズエラの民主主義の危機的な状況について意見交

換を行った。 

 

また、ペンス副大統領も 

「米国は平和的な解決を望んでいる。トランプ大統領は

ラテンアメリカ諸国と協力してベネズエラの問題を解

決したいと考えている。」と答えた。 

 

今後、ペンス副大統領はアルゼンチン、チリ、パナマを

訪問し、平和的な手段でベネズエラの民主主義を取り戻

す方法について意見交換を行う。 

 

https://www.dicom.gob.ve/2017/informe-subasta/resultados-de-la-subasta-cs-so-012-17/
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（写真）コロンビア大統領府 

    サントス大統領とペンス米国副大統領の会談 

 

また、８月１３日になり、トランプ大統領の発言に対し

て沈黙をしていた野党も 

「どのような国であれ、軍事介入を行うことを拒絶する。

ベネズエラは長年にわたり軍事的、政治的にキューバの

介入を受けており、我が国の主権を脅かされるのみなら

ず、国民への暴力も助長している。」 

と非難した。 

 

「米国 CIA ヒズボラとの関係を指摘」       

 

米国中央情報局（CIA）のマイク・ポンペオ長官は FOX 

NEWS のテレビインタビューで、トランプ大統領がベ

ネズエラの軍事介入を示唆した点について話題を出さ

れ、 

 

「ベネズエラにはキューバ人、ロシア人がいる。ヒズボ

ラなどイランのテロリスト集団もある。米国にとって危

険な存在になり得る。また、CIA 長官に就任して７カ月

の間、ベネズエラの情勢は悪化の一途をたどっておりベ

ネズエラの国民が苦しんでいる。ベネズエラ政府はスナ

イパーを使って市民を銃殺している。」 

と発言した。 

 

 

 

「人権団体 野党市長の迫害被害を訴える」       

 

人権団体フォロ・ペナルのアルフレッド・ロメロ代表は

２０１３年４月から現在にかけて２１の野党系市長が

裁判にかけられた。と法の下での不平等を訴えた。 

 

最近ではチャカオ市、エルアティージョ市の市長が１５

カ月の禁固刑を宣告された。またアントニオ・レデスマ

前カラカス首都区長とバルキシメト市のアルフレッド・

ラモス市長も自宅軟禁となっている。 

 

最高裁はこれまでに５人の市長に禁固刑を宣告し、４人

の市長を様々な理由で解任している。また２人の市長が

裁判手続きを受けており、うち１人は殺人容疑をかけら

れている。 

 

他にも市議なども含めて多くの野党系政治家から、被害

報告を受けていると話した。 

 

「与党から９名州知事選の候補者が出馬」       

 

８月１３日（日曜） ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）

から州知事選に出馬する９名が選挙管理委員会（CNE）

に出馬届を提出した。 

 

・ アルヘニス・チャベス氏がバリナス州に出馬 

・ フリオ・レオン氏がヤラクイ州 

・ ノリエガ・ピエトリ氏がボリバル州 

・ ジェイソン・グスマン氏がメリダ州 

・ マルガウド・ゴドイ氏がコヘーデス州 

・ ランヘル・シルバ氏がトゥルヒージョ州 

・ カルメン・メレンデス氏がララ州 

・ エルゥイン・ロハス氏がスクレ州 

・ マタ・フィゲロア氏がヌエバエスパルタ州 

の９名。 
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他にも、 

・マルコ・トーレス氏がアラグア州 

・アリストブロ・イストゥリス氏がアンソアテギ州 

・エクトル・ロドリゲス氏がミランダ州 

・ビクトル・クラーク氏がファルコン州 

・ラモン・カリサレス氏がアプレ州 

・アリアス・カルデナス氏がスリア州 

・ガルシア・カルネイロ氏がバルガス州 

・ラファエル・ラカバ氏がカラボボ州 

・レセタ・エルナンデス氏がデルタアマクロ州 

・ビエルマ・モラ氏がタチラ州 

・ジェリッツア・サンタエジャ氏がモナガス州 

 

など、噂はあるが正確なところはまだわかっていない。 

 

経 済                       

「IATA 国際水準の順守を要求」         

 

国際空港運送協会（IATA）は、ベネズエラの空港オペ

レーションが国際基準として要求している水準に達し

ていないとして、ベネズエラ政府に順守を求めた。 

また、加盟航空会社各社への未払金が合計３８億ドル、

燃料費分のドルも未払いと指摘した。 

 

ピーター・セルダ IATA 副代表は 

「ベネズエラを運航している航空会社はベネズエラで

の定期的な運航を望んでいるが、投資するに値する経済

社会的な最低限の保証が必要だ。」と述べた。 

 

国際航空運送協会（IATA）は世界の航空会社で構成さ

れる業界団体。およそ 120 か国、約 265 社の航空会社

が加盟し、世界の定期運航のうち約 83％を IATA 加盟

航空会社が占めている。IATA は航空会社の活動を支援

し、業界の方針や統一基準制定に寄与している。本社と

しての登記はカナダ・モントリオールで、本社機構はス

イス・ジュネーブに置いている。 

 

社 会                       

「２００万人超のベネズエラ人が国外に移住」     

 

（スペイン新聞「エル・パイス」紙 記事） 

 

チャベス大統領が政権についてから、政権と異なる政治

思想を持つ多くのベネズエラ国民が外国に出ている。 

１９９９年から現在まで２００万人以上のベネズエラ

人が国外に脱出した。うち４０～４５万人が米国、３０

万人超がスペインに移住したと言われる。 

 

そして、移住者はここ１、２年の間に急速に増えている。

２０１６年から１７年６月までの１年半でスペインへ

２９，０００人のベネズエラ人が移住した。 

 

移住の主な理由は治安と経済だという。ベネズエラ暴力

調査団（OVV）によると、２０１６年は２８，４７９人

が殺人事件で死亡している。 

 

また、ＩＭＦの経済見通しでは２０１７年の消費者物価

上昇率は年率７２０％と言われている。物不足も著しい。

「冷蔵庫が満たされている数少ない場所は死体安置所

だ」との皮肉も有名になりつつある。 

 

マイアミはベネズエラ移住者が急激に増えており、米国

国勢調査では人口が増えている都市第１１位になって

いる。人口増加の要因としてベネズエラ人の移住は小さ

くない要因のようだ。 

 

以上 

 


