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（写真）石油省 “アイサミ経済担当副大統領・チャベス CITGO 社長、石油相・PDVSA 総裁に就任” 

 

 

２０２０年４月２７日（月曜） 

 

政 治                     

「医療従事者の給付金申請サイトにアクセス不可」 

「UNT BOD 銀行の調査を要請」 

「米国 軍事転用懸念のある部品の輸出規制強化 

～中国・ロシア・ベネズエラを意識～」 

経 済                     

「ケベド PDVSA 総裁兼石油相が解任 

～後任アイサミ氏と故チャベス大統領従兄弟～」 

「最低賃金改定 実質最低賃金は BsS.８０万へ」 

「２７品目の統制価格を発表」 

「申請に応じて製造業の原材料輸入税を免除」 

 

２０２０年４月２８日（火曜） 

 

政 治                    

「マチャド党首 グアイド政権の２つの間違い 

～自由オペレーションとノルウェー対話～」 

「ファルコン州の麻薬取引は政府が関与」 

「Covid-１９感染者 ３２９名、死者１０名」 

経 済                    

「アイサミ新石油相の就任についての報道 

～イランとの関係強化、石油セクター改革～」 

「PDVSA 施設で火災発生 産油量大幅減」 

社 会                     

「Covid-１９下の貧困街（ペタレ）の生活映像」 
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２０２０年４月２７日（月曜）             

政 治                       

「医療従事者の給付金申請サイトにアクセス不可」       

 

グアイド政権は、国営病院の医療従事者を対象に月１０

０ドル（３カ月間）の給付を行う予定で、４月２２日か

ら給付申請受付を開始している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.436」参照）。 

 

「Facebook」あるいは「WhatsApp」から申請すること

になっていたが、同申請サイトがブロックされたようだ。 

 

グアイド政権側は、マドゥロ政権（CANTV）が意図的

に同サイトへのアクセスを妨害したと非難している。 

 

また、マドゥロ政権が類似サイトを作り、申請者の情報

を引き出そうとしていると非難した。 

 

この状況を受けて、グアイド政権は、既存の申請サイト

を諦め「Telegram」を通じた申請サイトを開始している。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

“マドゥロ政権の申請サイト妨害を非難し、 

新しい申請サイトをアナウンス” 

 

「UNT BOD 銀行への介入調査を要請」            

 

主要野党の１つ「新時代党（UNT）」は、野党国会で

「BOD 銀行」について捜査するための特別委員会を組

織するよう要請した。 

 

同特別委員会は、国会の「財政委員会」「内政委員会」

「行政監督委員会」で構成される。 

 

新時代党は声明で 

「憲法に規定される規則と法律に則り、新時代党は

BOD 銀行への調査を開始するよう要請する。 

 

同調査は正当な国会で中立且つ透明な調査を行う必要

がある。新時代党は全てのセクターの汚職犯罪を取り締

まり、合憲性を施行する組織であり続ける。 

 

アンティグア・バーブーダの「Boi Bank」、パナマの「All 

Bank」、クラサオの「Banco Orinoco」などで起きた全て

の不正行為を明らかにする意志がある。」 

と発表した。 

 

先だって、４月２３日に急進野党系メディア「PanAm 

Post」は、「第一正義党（PJ）」が「BOD 銀行」の調査

を要請していたが、「大衆意志党（VP）」と「新時代党

（UNT）」が積極的な姿勢を示していなかったと報じた

（「ベネズエラ・トゥデイ No.436」参照）。 

 

「PanAm Post」の記事では、特に捜査を拒んでいたの

は VP（特に、現在はチリ大使館の大使公邸にかくまわ

れている１７年の国会第１副議長だったフレディ・ゲバ

ラ議員）だったとしており、UNT はそこまで調査に消

極的ではなかったのかもしれない。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fd2f199b1eacf736ae85921dbcdd889f.pdf
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「米国 軍事転用懸念のある部品の輸出規制強化     

    ～中国・ロシア・ベネズエラを意識～」                  

 

４月２７日 米国商務省は軍事転用される可能性のあ

る技術品の輸出規制を強化すると発表した。 

 

ウィルバー・ロス商務長官は 

「米国会社から商品を購入し、軍事利用する国との貿易

取引を再検討することは重要だ。」 

との見解を示した。 

 

輸出規制の強化を検討している具体的な品目は、セミコ

ンダクタ、センサーなどだという。他に第三国への輸出

ライセンスの停止なども検討されているようだ。 

 

ロス商務長官は 

「中国、ロシア、ベネズエラは輸出管理を避けようとし

ている。従って、米国政府は誤った形で技術が利用され

ないよう監視する必要がある。」 

と３国をけん制した。 

 

経 済                        

「ケベド PDVSA 総裁兼石油相が解任           

 ～後任アイサミ氏と故チャベス大統領従兄弟～」           

 

４月２４日 特別官報６５３１号で石油相、PDVSA 総

裁の交代が発表された。 

 

これまで両役職はマニュエル・ケベド総裁が担っていた。 

 

新たに石油相に就任したのは、タレク・エル・アイサミ

経済担当副大統領（国内生産工業相も兼務）。 

 

PDVSA 総裁に就任したのはアスドゥルバル・チャベス

CITGO 社長（マドゥロ政権側）。 

 

アイサミ経済担当副大統領は、今年２月に発足した

「PDVSA 改革委員会」の代表、チャベス CITGO 社長

は同副代表を担っていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.409」参照）。 

 

なお、官報では両者の役職に「Caridad de Encargado（暫

定）」と書かれており、変更される可能性もあるが「暫

定」でも長い間、同じ職に就くことは珍しくない。 

 

本件に関するまとめ、筆者の見解については「ウィーク

リーレポート No.438」を参照されたい。 

 

 

（写真）Aporrea 

“タレク・エル・アイサミ新石油相（左） 

アスドゥルバル・チャベス新 PDVSA 総裁（右）” 

 

「最低賃金改定 実質最低賃金は BsS.８０万へ」         

 

４月２７日 最低賃金の改定が発表された。 

 

新たな最低賃金は月額 BsS.４０万。法定福利の食料補

助も同額の月額BsS.４０万のため、実質最低賃金はBsS.

８０万となる。新たな最低賃金は５月１日から有効。 

 

年金受給者の支払い額は、基本的に最低賃金と同額のた

め、月額 BsS.４０万となる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/de205e1c6933ce3a644edd55a6849fe8.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年４月２７日～４月２８日報道            No.４３８   ２０２０年４月２９日（水曜） 

4 / 7 

 

これまで最低賃金は月額 BsS.２５万。食料補助金は月

額 BsS.２０万の合計 BsS.４５万だったので、実質最低

賃金は７７．８％増加したことになる。 

 

また、「経済戦争補助」と題して、「祖国システム」の登

録者に対して BsS.３０万の給付を行うとしている。 

 

他、家族の人数に応じて現金給付を行う「Hogares de 

Patria」の支給額も増額すると発表した（新たな金額は

明らかになっていない）。 

 

 

 

「２７品目の統制価格を発表」                   

 

４月２７日 アイサミ経済担当副大統領は２７品目の

統制価格を発表した。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.437」で「Tal Cual」が

公表した非公式な金額リストを紹介した。２７種類の品

目は当時の資料と同じだが、内容は微妙に異なっている。 

 

 

まず、ドル建ての記載がなく、公表された価格はボリバ

ル建て、ペトロ建て（ドル建ての代わりにペトロ建てで

表記していると思われる）の２種類になっている。 

 

また、金額について、基本的にはそこまで違わないが、

「粉ミルク」など金額が大きく異なる品目もある。 

 

他、「Tal Cual」の記事では肉の部位によって金額の差が

無かったが、公表された正式な価格リストは肉の部位に

より金額が異なっている。 

 

 

 

（写真）大統領府 
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（出所）官報

表： 最低賃金と食料補助制度の推移

（単位：千ボリバル）

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a30ad8ed455624fa418febede782389.pdf
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「申請に応じて製造業の原材料輸入税を免除」                   

 

４月２７日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

は、製造業が生産をするための原材料の輸入税を免除す

るための委員会を組織すると発表した。 

 

「マドゥロ大統領は、生産セクターの求めである原材料

輸入税の免除を実施するための特別組織を即座に承認

した。 

 

緊急事態令の下、業種に関わらず申請した全ての製造業

は輸入税免除の承認を受けることになる。」 

と説明した。 

 

ただし、現時点ではどのような申請手続きになるのかは

説明されていない。 

 

２０２０年４月２８日（火曜）              

政 治                        

「マチャド党首 グアイド政権の２つの間違い      

  ～自由オペレーションとノルウェー対話～」        

 

急進野党のリーダーである「ベネズエラ主導党（VV）」

のマリア・コリナ・マチャド党首は、「La Gran Aldea」

のインタビューに応じ、ベネズエラの現状に対する見解

を示した。 

 

記事を読む限り、グアイド政権に対する批判が中心であ

ったようだ。 

 

マチャド党首は、グアイド政権が行った大きな間違いが

２点あると指摘。 

 

１つ目は１９年４月３０日の「自由オペレーション」

（「ベネズエラ・トゥデイ No.285」参照）。 

 

２つ目は、「ノルウェー対話の開始」と指摘した。 

 

「自由オペレーション」について、 

「水面下での工作が多く、自分は全ての材料をもって判

断しているわけではない」と断った上で、 

「自由オペレーションには明らかに独裁政権の関係者、

人権侵害者、犯罪集団の関与があったと指摘。ベネズエ

ラ国民が求めるような政権移行プロセスではなかった。」

との見解を示した。 

 

また、「ノルウェー対話」について、 

「これまで繰り返し述べてきたが、ドミニカ共和国やノ

ルウェー政府を仲裁者とした対話はベネズエラ人に失

望を与えた。また、致命的な失敗は国会にマドゥロ派閥

の議員を復帰させたことだ。」 

との見解を示した。 

 

他、米国政府が提案する「民主主義移行プロセス」につ

いて、問題点を指摘。 

 

「独裁政権の協力者である軍部の身分を保証すること」 

「政権移行プロセスにおいて、人権侵害を働いたマドゥ

ロ政権関係者を関与させること」 

この２点については、同意できないとの見解を示した。 

 

また、記者から「マドゥロ政権との対話での解決は否定

するのか？」と質問を受けると、 

「交渉を通じた解決は望ましい。しかし、交渉はマドゥ

ロ政権を退陣させる有効なものでなければならない。 

誤った行動はマドゥロ政権を存続させることになって

しまう。」と述べた。 

 

他、マチャド党首とグアイド議長との関係について、 

「数週間前に「WhatsApp」で連絡を取ったが、彼とは

長い間、個人的にはあってない。しかし、国会で我々の

議員団を通じてコンタクトをしている。」 

と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/12b6cc93bb03aefb54019757e9835398.pdf
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「ファルコン州の麻薬取引は政府が関与」           

 

４月２０日 ファルコン州、カラボボ州で麻薬取締オペ

レーションが行われ、大量の逮捕者が出た。 

 

４月２８日 本件について「行動民主党（AD）」のイス

マエル・ガルシア議員は、スペインに逃亡したウーゴ・

カルバハル元国会議員が同麻薬グループを組織したと

告発した。 

 

ガルシア議員は、 

「当初、ファルコン州でガソリン燃料の輸出を行ってい

たが、それがいつしか麻薬取引が含まれるようになって

いた。」 

と述べた。 

 

また、この麻薬グループの取引には、ドグラス・リコ

CICPC 局長が関与しており、リコ CICPC 局長はマド

ゥロ大統領の妻であるシリア・フローレス氏、カラボボ

州のラファエル・ラカバ知事らの右腕であると指摘した。 

 

他、ファルコン州にはディオスダード・カベジョ制憲議

長の右腕的な存在がおり、同人物についても国会として

捜査を行わなければならないと指摘した。 

 

「Covid-１９感染確認者 ３２９名、死者１０名」         

 

４月２９日時点でベネズエラの Covid-１９感染確認者

数は３２９名、死者は１０名となっている。 

 

４月２６日時点での、Covid-１９感染確認数は３２５名

（「ベネズエラ・トゥデイ No.437」参照）。 

 

２７日に新たな感染確認者が４名増え、３２９名。 

２８日は新たな感染者は確認されず、３２９名を維持し

た。 

 

マドゥロ大統領は、徐々に外出規制の緩和をしていく方

針を示しており、４月２６日にはテスト的に時間を定め

て児童、高齢者の外出を認めていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.437」参照）。 

 

マドゥロ大統領は、４月２６日、２７日と外出規制の緩

和がうまく機能しているとの認識を示し、５月２日、３

日には更に緩和を進めると発表した。 

 

経 済                        

「アイサミ新石油相の就任についての報道         

 ～イランとの関係強化、石油セクター改革～」            

 

アイサミ経済担当副大統領の新石油相就任は多くのメ

ディアで様々な憶測が流れているが、主に報じられてい

る内容は２点。 

 

１点目は、アイサミ新石油相とイランとの関係。 

２点目は、石油セクターの改革だろう。 

 

急進野党系メディア「PanAm Post」は、アイサミ新石

油相とイラン政府、テロ組織との関係を指摘。 

アイサミ新石油相は、イスラム系テロ集団の資金ネット

ワークに関与しており、それらの資金をラテンアメリカ、

中東の違法な基金に送っているとした。 

 

ここ最近、マドゥロ政権は急速にイラン政府との関係を

強化している。現在、アムアイ製油施設の改修のためイ

ランから技術者が往来しており、飛行機の渡航が禁止さ

れている現在でも「Mahan Air」は例外的に移動を許可

されているという。 

 

この状況下で中東との関係が強いアイサミ経済担当副

大統領が石油産業を管轄するのは自然な流れと言える

かもしれない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a30ad8ed455624fa418febede782389.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a30ad8ed455624fa418febede782389.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/5a30ad8ed455624fa418febede782389.pdf
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また、「ロイター通信」は石油セクターの改革の動きに

ついて報じている。 

 

ロイター通信が確認した内部資料によると、マドゥロ政

権は石油産業における民間セクターの役割を拡大する

ことを検討しているという。 

 

２０年３月に PDVSA の企画部門が「PDVSA 改革委員

会」に提出した提案資料には、「民間セクターが独自に

石油採掘オペレーションを行うことを許可するべき」と

書かれていたという。また、PDVSA は合弁会社の資本

参加比率を減らすべきだと書かれているという。 

 

他、現地経済系メディア「Banca y Negocios」が関係者

から入手した情報として、PDVSA がガソリン価格の補

助金廃止を検討していると報じた。 

 

現在のベネズエラの公式なガソリン価格は異常に安く、

同金額を維持するために PDVSA は年間１１０億ドル

ほどの経済負担を強いられているという。 

 

ガソリン価格の値上げについては、これまでも何度か議

論に上がってきたが、最後に改定したのは１６年２月。

それ以来、ガソリン価格は全く改定されてこなかった。 

 

「PDVSA 施設で火災発生 産油量大幅減」         

 

４月２６日 モナガス州南部オリノコ原油地帯にある

「Pdvsa Morichal」の Comor 工場、Sinovensa 施設で火

災が発生した。 

 

ベネズエラ労働組合の幹部によると、４月２７日時点で

消火は完了したようだ。しかし、火災により工場の電力

システムに問題が生じており、同施設の産油量は現在の

日量６．５万バレルから日量１．１万バレルまで減少す

るとしている。 

 

 

 

社 会                       

「Covid-１９下の貧困街（ペタレ）の生活映像」            

 

記事の説明ではないが、映像の紹介をしたい。 

 

現地メディア「El Estimulo」は、Covid-１９下でのカラ

カス最大の貧困街「ペタレ地区」の住民の生活の様子を

映像で紹介している。 

 

「 LA CUARENTENA TRAJO MAS TRISTESA A 

BARRIADA MAS GRANDE DE CARACAS」 

 

同映像では「Alimento la Solidalidad」という場所で、子

供を主な支援対象に食料を配る映像などが流れている

が、これは国連ユニセフの支援で実現しているようだ。 

 

給料だけでは生きていくことが困難な状況ではあるが、

このような支援が貧困街の人々の生活の大きな支えに

なっているのだろう。 

以上 

https://elestimulo.com/videos/asi-se-vive-la-cuarentena-en-el-barrio-mas-grande-de-venezuela/
https://elestimulo.com/videos/asi-se-vive-la-cuarentena-en-el-barrio-mas-grande-de-venezuela/

