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（写真）Yummy “SUDEBAN デリバリー大手 Yummy への金融サービスの停止を命令” 

 

 

２０２２年９月２８日（水曜） 

 

政 治                     

「コロンビア 移民管理局長が交代」 

「米国人に対する不当な拘束が増加？」 

経 済                     

「Sudeban デリバリー大手 Yummy に制裁 

～全銀行 Yummy への金融サービスを禁止～」 

「ベネ企業団 アルゼンチンへミッション派遣」 

「ベネズエラ企業 融資調達に苦慮」 

社 会                     

「カラカス Las Palmas 地区で土砂崩れ」 

「２０２２年 表現の自由の侵害１２８件」 

２０２２年９月２９日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権 コロンビアと国境警備協力」 

「パラグアナ半島 軍部の保養施設に」 

経 済                    

「Wingo カラカスーボゴタ間の運航取り消し 

～理由は Conviasa の運航を許可しないため～」 

「保険業法を一部改訂 政府の権限を強化」 

「生産の２～３割を輸出向けにするよう要請」 

「年末賞与 ４回に分けて支給」 

社 会                    

「国軍 コロンビア国境で尿素１０トン押収」 
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２０２２年９月２８日（水曜）             

政 治                       

「コロンビア 移民管理局長が交代」          

 

９月２８日 コロンビアのペトロ大統領は、移民管理局

の局長に Carlos Fernando García Manosalva 氏を任命し

た。 

 

Manosalva 新 局 長 は 、 大 学 「 Cultura de Paz de la 

Universidad Autónoma de Barcelona」を卒業。 

 

グスタボ・ペトロ大統領が昔所属していた反政府ゲリラ

M19(４月１９日運動)の構成員だった。 

 

同組織に所属していたことで欧州へ亡命したこともあ

る。また、ペトロ大統領がボゴタ市長だった当時、ボゴ

タ市の国際問題担当次官、ペトロ大統領が国会議員を務

めていた時には法務ワーキンググループに所属してい

たという。 

 

 

（写真）コロンビア移民管理局 

“Carlos Fernando García Manosalva 新局長” 

ベネズエラとコロンビアの国境問題は両国にとって重

要案件。 

 

ペトロ大統領が信頼している人物を移民関連のトップ

に任命したことで、ペトロ大統領が国境問題を重要視し

ていることが分かるだろう。 

 

「米国人に対する不当な拘束が増加？」         

 

９月２８日 「James Foley 財団」は、世界中で外国政

府による米国人の不当な拘束が増加しているとの調査

報告を公表した。調査によると、少なくとも６４人の米

国人が不当に拘束されているという。 

 

なお、James Foley 財団とは、ジャーナリストとして活

動していた米国人ジェームズ・フォーリー氏の名前から

とった財団。 

 

米国人の不当拘束が最も多いのは、中国（２０％）・イ

ラン（１２％）のようだが、ベネズエラ、ロシアもここ

数年で増加しているという。 

 

フォーリー氏は、２０１２年にシリア内戦で拉致され、

１４年、IS（イスラミック・ステート）にイラク空爆へ

の報復として斬首された人物。IS により殺害された最

初の米国人と報じられている。 

 

 
（写真）James Foley 財団 
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経 済                        

「Sudeban デリバリー大手 Yummy に制裁      

 ～全銀行 Yummy への金融サービスを禁止～」           

 

「銀行監督局（Sudeban）」は、ベネズエラの全金融機関

に対して、デリバリー大手「Yummy」への金融サービス

を停止するよう命じた。 

 

Sudeban によると、ベネズエラでは２０２１年６月１７

日付官報４２，１５１号で電子送金に関する法律が定め

られていたようだが、Yummy がこの法律に準拠してい

なかったという。 

 

そのため、罰則として Yummy は携帯電話での支払い・

送金・「Binance」「Reserva」などの決済プラットフォー

ムを使用することが禁止された。 

 

現在「Yummy」のサービス料を支払いするには、米国の

送金アプリ「Zelle」や外国のクレジットカード・デビッ

ドカードしかないという。 

 

 

 

なお「Yummy」の Vicente Zavarce 社長は、Bloomberg

が公表した「ラテンアメリカのインフルエンサー」に選

ばれたばかりだった（「ベネズエラ・トゥデイ No.809」）。 

 

「ベネ企業団 アルゼンチンへミッション派遣」                  

 

「ベネズエラ・アルゼンチン商工会（Cavenarg）」の企

業団は、Oscar Laborde 在ベネズエラ・アルゼンチン大

使と面談。 

 

両国の取引促進を目的に１１月２３日～２７日にかけ

て、ベネズエラの企業団がアルゼンチンへ経済ミッショ

ンを派遣することで合意した。 

 

アルゼンチンからの輸入として関心が高いのは農業分

野のようで、ベネズエラからは燃料・コーヒー豆などが

あがっている。 

 

報道によると、以下のような企業が協議に参加した。 

Acciona Casa de Bolsa、Mercado Libre、Farmatodo、

Grupo BT、Rizobacter、Excle、Banca Amiga、Aerolíneas 

Estelar、Econovo、Grupo BT Travel、Trend Global 

Capital、MasterFOODs Service and Business。 

 

 

（写真）Monitoreamos 

“Cavenarg 在ベネズエラ・アルゼンチン大使との会合” 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/dfb0ee99ad1535c3df0cd942efe73cef.pdf
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「ベネズエラ企業 融資調達に苦慮」         

 

ロイター通信は、ベネズエラの企業が融資の調達に苦慮

しているとの記事を報じた。 

 

ベネズエラ国内において現在は通貨当局が為替レート

の高騰を防ぎ、インフレを抑制するために通貨の引き締

め政策を採っており、預金準備率を引き上げて銀行の融

資能力を制限している。 

 

大企業を中心に外国の金融機関からの資金調達を試み

ているようだが、ベネズエラのリスクを踏まえて非常に

高い利率を支払う必要があるという。 

 

これらの利息支払いを許容できない場合は、融資を得る

ことを諦めざるを得ず、企業活動が停滞することで国内

での生産が減少していると報じた。 

 

社 会                        

「カラカス Las Palmas 地区で土砂崩れ」           

 

９月２８日 カラカスの Las Palmas 地区で土砂崩れが

起きた。これにより同地域にあったアパート Amposta

が傾き、同建物に入居する７８名が被害を受けた。 

 

 

（写真）iacontreras 

 

 

（写真）iacontreras 

 

「２０２２年 表現の自由の侵害１２８件」                  

 

９月２８日 非政府系団体「Espacio Publico」は、２０

２２年１月～８月にかけて１２８件の表現の自由の侵

害が確認されたと発表した。特に１月が最も多く２４件

だったという。 

 

１２８件は２０２１年の同期間と比較すると１５％減

だという。 

 

最も多く確認された表現の自由の侵害は、「情報の閲覧

制限・妨害」で８９件。この中には、ラジオの放送停止

なども１１件確認されたという。 

 

他、１４件の「恣意的な拘束」が確認された。 

 

また、「公務員による抗議者への脅し」も確認された。 

 

「Espacio Publico」は、この数字は確認できただけの数

字で表現の自由の侵害はさらに多いと指摘している。 
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２０２２年９月２９日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権 コロンビアと国境警備協力」        

 

９月２９日 マドゥロ大統領は「ベネズエラ国軍戦略オ

ペレーション指令室（Coefanb）」に対して、コロンビア

の警察・軍部とコンタクトし、国境の平和をもたらすた

めの作戦を実行するよう命じた。 

 

「Coefanb で国境を警備する全ての軍人に対して、コロ

ンビアの警察および軍人らとコンタクトを取り、国境の

平和確保の作戦を実行するよう命じる。 

 

コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、ベネズエラと

完全な平和を構築する意思を示した。ベネズエラは、こ

の方針を支持し、支援する。コロンビアに完全な平和を

もたらすことに尽力する。」 

と発言した。 

 

９月２４日 ベネズエラのパドリーノ・ロペス国防相は

コロンビアのイバン・ベラスケス国防相とタチラ州で面

談。 

 

両国の防衛に関する協力協議を進めることで合意して

いた（「ベネズエラ・トゥデイ No.811」）。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「パラグアナ半島 軍部の保養施設に」           

 

マドゥロ大統領は、ファルコン州ペニンスラ半島を「観

光経済特別区」にすることを提案。 

 

ホテルやポサーダを建設し、観光を促進。特に軍人を対

象とした保養施設にすることを提案した。 

 

「パラグアナ半島を経済特区に指定することを検討す

るよう命じる。この土地のポサーダ、ホテルは軍人の保

養地とする。」と述べた。 

 

 

（写真）大統領府 

 

経 済                       

「Wingo カラカスーボゴタ間の運航取り消し     

 ～理由は Conviasa の運航を許可しないため～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.810」にて、コロンビアの

航空会社「Wingo」が１０月４日からコロンビア―ベネ

ズエラの運航を再開するとの記事を紹介した。 

 

しかし、「Wingo」は１０月４日からの航空チケットの

販売を一時的に停止すると発表した。Wingo の発表に

よるとマドゥロ政権が Wingo に対してフライト延期を

要請してきたという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f1e30a98c3ffa70294c29aed662a8495.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be526f37f4de2a748bc2db15b5011d48.pdf
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本件について、コロンビア系メディア「NTN２４」の

Idania Chirinos 記者は、マドゥロ政権が Wingo の運航

延期を要請した理由について、米国の経済制裁を理由に

コロンビアが「Conviasa」の運航を停止させたことが理

由と指摘した。 

 

本 来 ９ 月 ２ ６ 日 か ら ベ ネ ズ エ ラ の 国 営 航 空 会 社

「Conviasa」がボゴタ―カラカス間の運航を再開する予

定だった。 

 

しかし、９月２３日 Armando Benedetti 在ベネズエ

ラ・コロンビア大使は、「米国の制裁を理由に Conviasa 

がボゴタに来ることはできない」と説明。予定は急遽キ

ャンセルとなった。 

 

マドゥロ政権側がこの対応に報復したものだと指摘し

た。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「保険業法を一部改訂 政府の権限を強化」         

 

９月２９日 与党国会は保険業法を一部改訂した。 

 

保険業法は１４６条から成るが、このうち１３の条項を

修正した。 

 

 

与党国会のラモン・ロボ財務委員長は、今回の改定につ

いて、「保険業界について政府の監視・コントロール・

規制・許認可を強化することを目的としたもの」と説明

した。 

 

具体的な変更事項として、「保険関連のサービス提供者

は個人ではなく、法人で行わなければいけない。少なく

とも５人の社員を有し、社員の３分の２はベネズエラ人

でなければならない」と説明している。 

 

「生産の２～３割を輸出向けにするよう要請」         

 

マドゥロ大統領は、コロンビアとの国境開放、商取引再

開について言及。「数週間内にすばらしい報告を出来る

だろう」と言及した。 

 

「コロンビアとの国境を解放し、商取引を再開した。 

まだ完全な開放ではない。解放はコロンビアのペトロ大

統領との合意の上で段階的に行われる。 

 

数週間内に素晴らしい発表が出来る見通しだ。両国の国

境が完全に解放される日が来ることを望んでいる。」 

 

また、ベネズエラ企業に対してコロンビアへの輸出を拡

大するよう要請。生産量の２０～３０％を輸出するよう

求めた。 

 

ただし、「ベネズエラ輸出者協会（AVEX）」のラモン・

ゴジョ代表は、コロンビアへの輸出時の関税の撤廃が重

要と指摘。 

 

マドゥロ政権の政策により外国からの財輸入時には関

税が免除されているが、ベネズエラから他国に輸出する

際は関税が適用されており、国内の輸出力を損なってい

ると指摘している。 
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「年末賞与 ４回に分けて支給」          

 

「ベネズエラ全国社会主義労働者組合（CBST）」のカル

ロス・ロペス代表は、マドゥロ政権と賃金に関する協議

を行っていると説明。 

具体的には「最低賃金」と「年末賞与」について協議を

しているとした。 

 

特に「年末賞与」については議論が進んでおり、公務員

の年末賞与の支払いは４回に分けて行われるとの見通

しを示した。 

 

ロペス代表によると、１回目の賞与の支払いは１０月５

日、２回目は１１月２日、３回目は１１月３０日、４回

目は１２月５日になるとの見通しを示した。 

 

また、最低賃金について「現在の賃金ではクリスマスを

祝うことはもちろん、最低限の食費を賄うこともできな

い」と指摘。最低賃金引き上げの必要性を主張した。 

 

社 会                       

「国軍 コロンビア国境で尿素１０トン押収」            

 

AFP 通信は、ベネズエラ国軍がタチラ州 Vega e Aza で

１０トンの尿素を押収したと報じた。 

 

この尿素は肥料生産でも使用されるが、コカインペース

トの麻薬生産でも使用される原料だという。 

 

現在、検察庁の麻薬検査官が捜査に当たっているという。 

 

なお、ベネズエラ国軍の発表によると、２０２２年１月

～８月までの間に３６．５トンの麻薬を押収。前年同期

よりも２９．１６％増えているという。 

 

以上 


