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（写真）Venepress “アレックス・サアブ氏 米国に身柄引き渡し完了（FBI に連行されるサアブ氏）” 

 

 

２０２１年１０月１５日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 国会に２０２２年予算案を提出」 

「国連 州知事選・市長選に専門家を派遣」 

「ペルー マドゥロ政権との外交関係を回復」 

経 済                     

「自動車組合 部品輸入の免税措置撤回を要請」 

社 会                     

「ドミ共 ベネズエラ入国者は黄熱病注射が要件」 

「映画館 CINEX ７２時間の営業停止」 

「在コロンビア移民 ９割超は帰国希望無し」 

「FAO ベネズエラの食料事情は改善傾向」 

21 年 10 月 16～17 日（土・日） 

 

政 治                    

「アレックス・サアブ氏 カボベルデから移送 

～米マイアミで１８日に裁判予定～」 

「マドゥロ政権 与野党協議の中止を発表」 

「自宅軟禁措置だった CITGO 元役員を再投獄」 

「米在住ベネズエラ人記者を指名手配に」 

「選挙キャンペーンで野党同士が衝突」 

経 済                    

「石油分野専門家 制裁の悪影響を指摘」 

社 会                    

「ペタレでギャング団抗争 少なくとも２名死亡」 
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２０２１年１０月１５日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 国会に２０２２年予算案を提出」       

 

１０月１４日 マドゥロ政権のリカルド・メネンデス企

画相は、与党国会に２０２２年の国家予算案を提出した。 

 

ベネズエラの憲法規定によると、政府は１０月半ばまで

に国会に対して来年の国家予算案を提出しなければな

らない。 

 

過去５年間は野党が国会の多数派を占めていたため、マ

ドゥロ政権は、１６年は最高裁、１７年以降は制憲議会

に予算案を提出していた。 

 

しかし、２０２１年１月から与党多数派の国会が始まっ

たことで通常の国家予算承認プロセスに戻ったことに

なる。 

 

ただし、インフレが激しいベネズエラでは当初の国家予

算案はほとんど意味をなさない。年度途中で追加予算が

承認されるため、国家予算案の提出はセレモニーとして

の意味合いしかない。 

 

 

（写真）リカルド・メネンデス企画相 

２０１２年～１５年ごろまでは、国家予算案の詳細（ど

の省庁にいくらの予算が割り当てられているのか）など

メディアも力を入れて報じていたが、今では国家予算案

への注目はとても低く、本件を報じるメディアはほとん

どない。 

 

今後の流れとしては、国会で予算案が審議（実際に審議

されているかは疑問）され、１２月中旬ごろに承認され、

２０２２年の国家予算が成立する。 

 

「国連 州知事選・市長選に専門家を派遣」         

 

ベネズエラの「国家選挙管理委員会（CNE）」は、１１

月の州知事選・市長選を国際的に認められる選挙にする

べく奔走しており、欧州連合からの選挙監視団を受け入

れることに成功した。 

 

本件に関連して１０月１４日 国連も州知事選・市長選

に関与することを発表した。 

 

 

（写真）国連 
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国連の発表では、CNE が国連のグティエレス事務局長

に対して、ミッション団の派遣を要請。 

この要請を好意的に受け入れ、ベネズエラの選挙に３名

の選挙分野専門家を派遣するという。 

 

「ペルー マドゥロ政権との外交関係を回復」                  

 

１０月１５日 ペルー外務省は、Richard Fredy Rojas 

García 氏を在ベネズエラ・ペルー代表大使としてカラカ

スに派遣すると発表。同時に Alexander Gabriel Yánez 

Deleuze 氏を在ペルー・ベネズエラ代表大使として受け

入れると発表した。つまり、両国に大使職が戻ったこと

になる。 

 

２０１７年３月、マドゥロ政権を強く非難していたクチ

ンスキ政権の頃、ペルーは在ベネズエラ・ペルー代表大

使を本国に召還した。 

 

その５カ月後の１７年８月 ペルーは在ペルー・ベネズ

エラ代表大使を追放。それ以降、両国に大使職はいなく

なっていた。 

 

しかし、２１年７月に左派のペドロ・カスティージョ氏

がペルーの大統領に就任し風向きが変化。同年９月に行

われた「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体（CELAC）」

の首脳会合では、マドゥロ大統領と会談を行い、移民問

題の協力について約束したと報じられていた（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.656」）。 

 

なお、ペルーは１２０万人超のベネズエラ移民を受け入

れているとされており、コロンビアに次いで２番目に多

い。 

 

国内では移民排斥運動や人種差別的な主張が拡大して

おり、ベネズエラ移民の増加は無視できない社会問題に

なっている。 

 

経 済                        

「自動車組合 部品輸入の免税措置撤回を要請」           

 

「ベネズエラ自動車部品生産者組合（Favenpa）」のオマ

ール・バウティスタ代表は、「Union Radio」に出演。 

 

バウティスタ氏は、自動車部品の輸入関税の免税措置に

反対を表明。 

 

自動車部品の輸入を免税にすることで、稼働率が低いベ

ネズエラ国内の自動車部品産業が更に打撃を受けるこ

とになると訴えた。 

 

バウティスタ氏は、自動車部品産業の現状について「生

産を続けている」と説明した一方で、燃料不足・感染拡

大防止措置などを理由に需要が落ち込んでいると指摘。 

１５～２０％の工場は閉鎖したと述べた。 

 

「我々（自動車部品製造業）の需要は減少した。 

１つ目の理由は、ガソリン不足で車を運転する人が減り、

部品需要が減少したこと。２つ目は隔離措置で１台のメ

ンテナンスに時間がかかっていること。加えて、輸入品

が免税されており、産業が再生できない。」 

と訴えた。 

 

また、バウティスタ代表は、輸入品は安全性が低いと指

摘。 

 

「輸入品は品質が悪く、消費者を騙している可能性があ

る。国産の部品より安いかもしれないが、ベネズエラ国

内の使用に準拠しておらず、国産の部品よりも耐久性が

低く、質が悪い。 

 

また、多くの詐欺の訴え、犯罪者が商売に絡んでいると

の話を確認している。」 

と強調した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f887a4ccd3619b211c8e423769c1900.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f887a4ccd3619b211c8e423769c1900.pdf
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社 会                        

「ドミ共 ベネズエラ入国者は黄熱病注射が要件」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.665」にて、ベネズエ

ラで黄熱病がはやり始めているとの記事を紹介した。 

 

１０月１４日 ドミニカ共和国の「民間航空局」は、ベ

ネズエラからドミニカ共和国に入国する乗客に対して

黄熱病ワクチンの接種を義務付けた。 

また、直近１４日以内にベネズエラに滞在していた乗客

に対しても黄熱病ワクチン接種証明を義務付けた。 

 

つまり、ベネズエラからの直行便はもちろん、他の国か

らドミニカ共和国に入国するとしても１４日以内にベ

ネズエラに滞在していた場合は、黄熱病ワクチン接種証

明書の提示が義務付けられる。 

 

（写真）Junta Aviacion Civil 

 

「映画館 CINEX ７２時間の営業停止」         

 

１０月１４日 商業省はカラカスのショッピングセン

ターにある映画館「CINEX」２施設に対して、７２時間

の営業停止を命じた。 

 

理由は Covid-１９感染対策ではなく、価格。 

映画館に併設しているポップコーンなど軽食売り場の

商品価格が異常に高いことが理由だという。 

 

価格統制圧力は以前より緩和したものの、引き続き存在

している。特にデノミが行われた直後であることもあり、

価格統制庁が積極的に価格調査を行っている印象があ

る。 

 

 

（写真）Enieda Laya Lugo 商業相 

 

「在コロンビア移民 ９割超は帰国希望無し」                  

 

コロンビアの人道団体「Pulso de la Migracion」は、ベ

ネズエラ移民らを対象に世論調査を実施。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2a90726f671fbb42f31e77385753714b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２１年１０月１５日～１０月１７日報道         No.６６６   ２０２１年１０月１８日（月曜） 

5 / 8 

 

その結果９６％の回答者はベネズエラに戻ることを希

望していないと回答したという。 

 

また、８９％は「一時保護許可証（コロンビアで１０年

間、正規の就労や賃貸契約などをすることが出来るステ

ータス）」を申請する予定だという。 

 

なお、回答者の９２％はベネズエラを離れた理由につい

て「経済的な理由」と回答している。 

 

「FAO ベネズエラの食料事情は改善傾向」                  

 

「国連食糧農業機関（FAO）」のベネズエラ担当 Alexis 

Bonte 氏は、ベネズエラの食料事情について以前より改

善したと評価。 

 

Bonte 氏によると、マドゥロ政権が行っている CLAP は

一カ月の基礎食糧の１０～２０％程度をカバーしてい

るという。CLAP の仕組み自体は好意的に評価したが、

CLAP の中身は米、パスタなど炭水化物を主とした食料

品が多いと指摘。今後は CLAP に入っている品目の栄

養価を見直す必要があるとの見解を示した。 

 

他、ベネズエラ政府の食料政策について、 

「マドゥロ政権は、これまで補助金を入れて安価な食料

品を提供するプログラムを行ってきた。この補助金の源

泉は原油収入だ。しかし、ここ数年で体験した通り、原

油収入は国際的な要因に左右されやすい。 

 

ベネズエラ国内で取り組むべきなのは、ベネズエラ国内

での食料生産だ。」と主張。 

 

ベネズエラは水・土地・気候全てにおいて農業に向いて

いる土地であり、食料の国内生産を進めることは必須事

項との見解を示した。 

 

 

２０２１年１０月１６日～１７日（土曜・日曜）              

政 治                       

「アレックス・サアブ氏 カボベルデから移送      

     ～米マイアミで１８日に裁判予定～」        

 

１０月１６日 カボベルデは米国にアレックス・サアブ

氏の身柄を引き渡したとの報道が流れた。 

 

翌１０月１７日 米国フロリダ州マイアミの「連邦拘留

センター（FDC）」は、アレックス・サアブ氏の身柄引

き渡しが完了したと正式に発表した。 

 

サアブ氏は、マドゥロ政権高官のテスタフェロ（資金隠

しに協力する人物）として、米国から指名手配を受けて

おり、２０２０年６月、イランに向かう途中に給油のた

めに立ち寄ったカボベルデで拘束された。 

 

その後、サアブ氏の弁護人が彼の米国引き渡しを遅らせ

ていたが、１年以上かかり、ついに引き渡しが完了した

ことになる。 

 

サアブ氏は、ただのテスタフェロではない。 

 

米国の制裁回避スキームを作ったのも、イランとベネズ

エラの橋渡しをしたのもサアブ氏だと報じられている。 

 

彼のコネクションは広く、ロシアやアラブの政府高官と

も親交が深いという（サアブ氏はレバノン系コロンビア

人）。 

 

サアブ氏は、以前からマドゥロ政権の問題解決屋として

活動しており、トランプ政権時代から米国政府はサアブ

氏の逮捕を熱望していた。 

 

早速収監されたサアブ氏の顔写真が公表されている。 
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（写真）Arrests.ora 

“米国に身柄を移送されたアレックス・サアブ氏” 

 

米国司法省の Nicole Navas 報道官の説明によると、１

０月１８日にフロリダ州南部裁判所でサアブ氏の初公

判が行われる予定だという。 

 

サアブ氏の罪状は「ベネズエラの為替制度を悪用し、３．

５億ドルの資金洗浄を行った容疑」だという。 

懲役２０年の判決が出る可能性があり、減刑のためには

米国政府に協力する必要がある。 

 

「マドゥロ政権 与野党協議の中止を発表」           

 

サアブ氏の逮捕はマドゥロ政権にとっては大きな問題。 

政府高官の汚職スキームや制裁回避スキームが米国に

知られる可能性がある。 

 

マドゥロ政権は、サアブ氏の米国引き渡しを避けるため、

「サアブ氏はベネズエラの外交官」と主張しており、外

交特権を侵害していると主張していた。 

 

 

 

 

また、与野党協議の与党代表メンバーにサアブ氏を加え

ることを提案していたが、米国に身柄が引き渡されたこ

とを受けて、この提案が叶う可能性は無くなった。 

 

この状況を受けて、マドゥロ政権は複数の対応をとって

いる。 

 

１つ目は、１０月１７日からメキシコで予定していた与

野党協議の中止。 

 

与党交渉団の代表を務めるホルヘ・ロドリゲス国会議長

は、与野党協議を中断すると発表した。 

 

与野党協議が中断するということは、主要野党が求める

「公平な選挙の条件を勝ち取る」ことが出来なくなるこ

とを意味する。 

 

つまり、主要野党は１１月の州知事選・市長選から離脱

する可能性がある。主要野党は、選挙を通じた政権交代

の方針に修正している途中だったが、この方針が大きく

傾くことになるだろう。 

 

なお、現時点では１０月１７日の与野党協議の中止が宣

言されただけで、与野党協議の破断は宣言されていない。 

 

「自宅軟禁措置だった CITGO 元役員を再投獄」         

 

２つ目は、２０１７年まで PDVSA の米国子会社

「CITGO」の役員を務めていた６名の再投獄。 

 

サアブ氏の米国移送が報じられたのち、人権団体

「Coalicion por los Derechos Humanos y la Democracia」

は、ツイッターに「自宅軟禁を命じられていた CITGO

の元役員２名 Jose Zambrano 氏、Alirio Zambrano 氏が

再び軍に拘束された」と投稿した。 
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その後、彼らの弁護士を務めていたアレハンドラ弁護士

は同じく自宅軟禁を命じられていた CITGO 元役員は

全員 SEBIN（公安）に拘束されたと説明した。 

 

つまり、CITGO 元役員６人全員が再び投獄されたこと

になる。 

 

２０１７年１１月 マドゥロ政権は不正取引を理由に

当時 CITGO 役員を務めていた６名を拘束。６名はベネ

ズエラ人だが、うち５名は米国籍も有していたようで彼

らの拘束は国際問題となっており、米国政府は解放を求

めている（どのような経緯からかは不明だが、残りの１

名も逮捕されている間に米国籍を取得。つまり、現在は

６名全員が米国籍を持っている）。 

 

２０１９年２月 マドゥロ政権は６名を自宅軟禁措置

に切り替えたが、２０２０年２月にグアイド議長がトラ

ンプ大統領と面談した翌日に再び刑務所に送還された。 

 

しかし、２０２１年５月 与野党協議の再開を機に、マ

ドゥロ政権は６名を再び自宅軟禁措置にした（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.594」）。 

 

そして、サアブ氏の米国引き渡しを受けて再び刑務所に

送還されたことになる。 

 

 

（写真）Maduradas 

“SEBIN に拘束された CITGO 元役員６名” 

 

「米在住ベネズエラ人記者を指名手配に」         

 

３つ目は、在米ベネズエラ人記者ロベルト・デニス氏の

拘束命令の発出。 

 

マドゥロ政権（裁判所）は、「Armando.Info」の記者ロ

ベルト・デニス氏に対して拘束命令を発出した。同時に、

インターポールにデニス記者の逮捕要請を出した。 

 

正確にはデニス氏の拘束命令はサアブ氏が米国に移送

される前日の１０月１５日に発令されたようだ。 

 

デニス氏は「Armando.Info」を通じて、サアブ氏の過去

や汚職取引の内情などを調査していた主要なジャーナ

リスト。米国政府との関係は強いようで、与党系メディ

アではデニス氏と米国政府の金銭的な関係について

度々指摘している。 

 

この逮捕命令を受けて、ベネズエラのデニス氏の自宅に

マドゥロ政権の捜査官と名乗る複数の人が押し入った

という。デニス氏の自宅には両親が住んでいたようだ。 

 

ただ、デニス氏自身は２０１８年から米国に移住してお

り、拘束されることはなかった。 

 

 

（写真）Gran Aldea 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/427a06cdce2d81add2b1f873b2e448b2.pdf
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「選挙キャンペーンで野党同士が衝突」         

 

１０月１６日 カラカスのフンキート地区で選挙キャ

ンペーンをしていた野党「鉛筆同盟」のグループと、主

要野党「野党統一連合（MUD）」のグループが衝突。 

 

「鉛筆同盟」からリベルタドール市議会議員選に出馬し

ている Mayerling Occhino 氏によると、攻撃を仕掛けて

きたのは MUD のグループ。 

 

MUD からリベルタドール市議会議員選に出馬してい

る Enrique Sierra 氏 の兄 弟が 刃物 を持 ち出 して 、

Mayerling Occhino 氏らを攻撃してきたという。 

 

この衝突で、少なくとも女性４名が負傷したと報じられ

ている。特に一名は Sierra 氏の関係者に複数回刺された

ようで、重体だという。 

 

 

（写真）Mayerling Occhino 氏ツイッター 

 

 

 

 

経 済                       

「石油分野専門家 制裁の悪影響を指摘」            

 

ベネズエラ人の石油分野専門家フランシスコ・モナルデ

ィ氏（現在は米国のベーカー大学教授）は、現在のベネ

ズエラの石油産業について分析。 

 

「PDVSA はデフォルトを起こしたことで、融資を受け

るために狂気的な利息を求められるようになった。 

 

米国の制裁は輸出先を失わせ、ベネズエラ産原油の取引

価格を下げ、融資を止め、石油産業に大打撃を与えた。 

 

制裁が無くてもベネズエラの石油産業には問題があっ

た。しかし、制裁はベネズエラの石油産業に致命的な打

撃を与えた。」との見解を示した。 

 

モナルディ氏は筆者もよく知っているが、彼は相当な野

党支持者だった。しばらくは制裁について明確な拒絶は

避けてきたが、見解が変わってきているようだ。 

 

社 会                       

「ペタレでギャング団抗争 少なくとも２名死亡」            

 

１０月１６日～１７日にかけて、カラカスの貧困地区ペ

タレの「Jose Felix Ribas」でギャングの抗争が起きた。 

どうやら「Wilexis」と「Kandy」と「Chicorrios」とい

う３つのグループが領有権を巡って争っているようだ。 

 

この抗争で、サッカーをしていた女の子と、３歳の子供

を持つ男性が流れ弾に当たり犠牲になったという。 

他に身元不明のハビエルと呼ばれる男性も抗争に巻き

込まれたという。 

 

以上 
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