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（写真）予備選挙運営委員会 “予備選挙は１０月２２日（日曜）に開催” 

 

 

２０２３年２月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「予備選挙運営委 １０月２２日に予備選開催 

～出馬申請は５月２４日～６月２３日～」 

「独立候補 最有力はベンジャミン・ラウセオ氏」 

「ハイチ モイーズ元大統領暗殺にベネ人関与」 

経 済                     

「Conviasa ブラジル行きを増便」 

社 会                     

「Con el Mazo Dando ９年目突入」 

「交通セクター労働者 抗議行動で道路を封鎖」 

「チャカオ市 バレンタインデーに一斉結婚式」 

２０２３年２月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領、ペトロ大統領 国境で会談 

～商業分野の協定を締結～」 

「アルーバ ５月１日から海路の移動再開か」 

「フロリダ州政府 不法移民の追放を法律化」 

経 済                    

「ホテル業界 アメニティ代で月２万ドル」 

「Fedeagro 農業従事者の給料は日給１０ドル」 

社 会                    

「視覚障害者向けの壁 ベネズエラで建設」 

「アビラ山ロープウェーが再開 新料金は」 
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２０２３年２月１５日（水曜）             

政 治                       

「予備選挙運営委 １０月２２日に予備選開催     

   ～出馬申請は５月２４日～６月２３日～」       

 

２月１５日 「予備選挙運営委員会」は、予備選挙の実

施スケジュールについて発表した。 

 

当初、予備選挙は２３年６月末の実施を予定していたが、

最終的に２３年１０月２２日に開催されることが決定

した。 

 

予備選挙の開催日以外に、細々としたスケジュールも公

表しているが、開催日以外で重要になる日程は予備選挙

の候補者申請期間だろう。 

 

スケジュール表によると、立候補者の申請受付期間は５

月２４日～６月２３日の一カ月間だという。 

 

予備選挙は、２０２３年に予定されている政治イベント

の中で最も重要なイベントとなるので、スケジュール詳

細については追って「ウィークリーレポート」にて紹介

したい。 

 

予備選挙運営委員会のヘスス・マリア・カサル代表は、

「予備選挙の信頼性を確保するために全力を尽くす」と

発言。 

 

目下、特に注目を集めている「選挙管理委員会（CNE）」

の支援を受けることについて、「選挙の信頼性に影響を

与えるものではない」と主張。「予備選挙運営委員会は

あくまで独立な組織として運営を行う」との見解を示し

た。 

 

 

 

また、カサル代表は、CNE に対して有権者登録のため

の特別キャンペーンを実施するよう要請。従って、CNE

の有権者登録をベースに予備選挙を実施しようとして

いることが確認された。 

 

 

（写真）ヘスス・マリア・カサル代表 Twitter 

“１０月２２日の予備選挙開催を発表” 

 

「独立候補 最有力はベンジャミン・ラウセオ氏」         

 

２月１５日 世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン社長は、予備選挙に出馬するアウトサイダーとし

て最も有力とされる候補について、ベンジャミン・ラウ

セオ氏との見解を示した。 

 

アウトサイダーというのは、伝統的な野党政治家ではな

い人物のこと。 

 

ベンジャミン・ラウセオ氏はベネズエラ人コメディアン。 

「Er Conde del Guácharo」というキャラクターで知ら

れる人物である。 

 

「Datanalisis」が実施した世論調査によると、ラウセオ

氏は３０％の支持を得ており、伝統的な政治家グループ

よりも支持率が高いという。 
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次に支持率が高いのは主要野党に属する「新時代党

（UNT）」のマニュエル・ロサレス党首（スリア州知事）。

また、僅差で急進野党「Vente Venezuela」のマリア・コ

リナ・マチャド党首だという。 

 

特にマチャド党首の支持率の上昇が高いと補足。 

同時に４番人気となっているエンリケ・カプリレス元ミ

ランダ州知事についても「人気は急速に回復しているが、

前述の３名との差は大きい」とした。 

 

 

（写真）@EnGuacharo 

“一番人気となったベンジャミン・ラウセオ氏” 

 

「ハイチ モイーズ元大統領暗殺にベネ人関与」                  

 

２０２１年７月 ハイチでジョブネル・モイーズ大統領

が自宅で武装集団に襲われ殺害された。事件が起きて１

年半が経過しているが、未だに事件の真相は解明してい

ない。 

 

２月１４日 この大統領暗殺事件に関与したとされる

ベネズエラ人がフロリダ州で逮捕された。 

 

フロリダ州検察の発表によると、逮捕されたのは米国フ

ロリダ在住のアントニオ・イントリアゴ氏。ボディーガ

ード会社「CTU Security」の社長である（「ウィークリ

ーレポート No.209」）。 

 

なお、イントリアゴ氏と同じくモイーズ大統領殺害に関

与したとされるコロンビア生まれの Arcángel Pretel 

Ortiz 氏、エクアドル人の Walter Veintermilla 氏、米国

人 Frederick Joseph Bergmann Jr 氏も拘束されたという。 

 

この４名の拘束により、モイーズ大統領暗殺事件を理由

に米国で拘束されている人物は合計で１１名になると

いう。 

 

なお、モイーズ大統領が殺害されて間もなく主犯格とし

てハイチで拘束されたハイチ人 Emmanuel Sanon 氏に

ついては、黒幕が主犯格に仕立て上げた人物と報じられ

ている。 

 

経 済                        

「Conviasa ブラジル路線を拡大」           

 

ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」は、３月３０日か

らブラジルのマナウスとベネズエラ・ヌエバエスパルタ

州のマルガリータ島（ポルラマル）の路線を開通すると

発表した。 

 

マドゥロ政権は観光振興を進めており、ベネズエラで特

に人気の観光地であるマルガリータ島と外国との路線

拡大を進めているという。 

 

社 会                        

「Con el Mazo Dando ９年目突入」           

 

毎週水曜の１９時、ベネズエラ国営放送局「VTV」およ

び「TVes」で、「Con el Mazo Dando」というテレビプ

ログラムが放送される。 

 

「Con el Mazo Dando」は、与党ナンバー２とされるデ

ィオスダード・カベジョ PSUV 副党首がモデレーター

を務める番組。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c445bd2ec803c46f59977d0c3df794b.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c445bd2ec803c46f59977d0c3df794b.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２３年２月１５日～２月１６日報道            No.８７１   ２０２３年２月１７日（金曜） 

4 / 7 

 

カベジョ PSUV 副党首は、与党の中でも強硬派として

知られる人物で、同番組での発言で度々ニュースを騒が

せている。 

 

２月１５日 この「Con el Mazo Dando」が９周年を迎

えたとして、マドゥロ大統領を含む与党の政治関係者ら

が多数番組に参加した。 

 

同日は特に過激な発言などは無く、マドゥロ大統領と談

笑するなど和やかな雰囲気で終わったが、カベジョ副党

首の孫が登場し、話題になっている。カベジョ副党首に

よると、２月２２日に１歳になるという。 

 

 

（写真）VTV 

 

「交通セクター労働者 抗議行動で道路を封鎖」         

 

２月１５日 交通セクターの労働者は、チャカオ市のフ

ランシスコ・デ・ミランダ通りを封鎖。 

 

運賃の値上げ許可、ガソリン補助金の拡大を求め、リベ

ルタドール市の Caricuao 地区からチャカオ市のカラカ

ス地下鉄までデモ行進を行った。 

 

チャカオ市のドゥケ市長は、自身のソーシャルメディア

アカウントにて、主要道路が封鎖されていると投稿。 

移動について注意を呼び掛けた。 

 

 

（写真）グスタボ・ドゥケ市長 

 

「チャカオ市 バレンタインデーに一斉結婚式」                  

 

２月１４日 チャカオ市の「フランス広場」にて一斉結

婚式が行われ、２５組が一斉に結婚した。 

 

ベネズエラにもバレンタインデーがあり、２月１４日の

一斉挙式はチャカオ市の恒例行事になっている。 

 

なお、ベネズエラのバレンタインデーは、日本のように

「女性が男性にチョコレートを渡す」という定番がある

わけではなく、男性が女性にプレゼントすることも多い。 

 

また、必ずしも恋人と限定されておらず、家族にプレゼ

ントする場合も多い。他、チョコレートではなく花束な

どを渡すことも一般的だ。 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２３年２月１５日～２月１６日報道            No.８７１   ２０２３年２月１７日（金曜） 

5 / 7 

 

２０２３年２月１６日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領、ペトロ大統領 国境で会談      

         ～商業分野の協定を締結～」        

 

２月１６日 マドゥロ大統領とコロンビアのペトロ大

統領は、両国の国境（ベネズエラ側のサンアントニオ）

で会合を行った。 

 

両者は既に２回、カラカスで面談をしているが、国境で

会合するのは今回が初めてとなる。 

 

両者は面談の際に、商業協定を締結。 

２月３日にはコロンビアのメンドーサ商工業観光相が

カラカスで投資協定に署名をしており、これで投資・商

業の両テーマで協定を締結したことになる（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.866」）。 

 

コロンビアのペトロ大統領は、両国の統合を促進すると

発言。経済関係が強化されることで、２国間取引は年間

１７～１８億ドルになるとの見通しを示した。 

 

 

（写真）大統領府 

 

 

 

 

 

また、ペトロ大統領は「政府関係者の幹部の中に大統領

の発言を聞いているが、実行しようとしない者がいる。

これまでと同じように活動している。 

 

コロンビア・ベネズエラの公務員の中には、金銭を受け

取り、違法取引をほう助している者がいる。」と発言。 

 

国境での違法取引の取り締まりを強化するよう要請し

た。 

 

「アルーバ ５月１日から海路の移動再開か」           

 

２月１６日 在ベネズエラ・オランダ大使館は、アルー

バとベネズエラの交通が５月１日から再開すると発表

した。 

 

ただし、「１月３１日に両国政府が合意した条件が順守

された場合」と補足しており、まだ移動が再開しない可

能性もあるようだ。具体的には、マドゥロ政権が３月３

１日までに必要な書類を提出する必要があるという。 

 

移動再開は段階的に進むようで、最初は海路の移動再開。

特にベネズエラから果物・燃料・建設資材などの輸入を

行うところから始まるという。 

 

なお、ベネズエラに近いオランダ自治領のクラサオ政府

は、４月３日に交通を再開するようマドゥロ政権に提案

していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.868」）。 

 

「フロリダ州政府 不法移民の追放を法律化」         

 

米国フロリダ州のロン・デサンティス知事は、不法移民

について、米国の別の州に移動させる法律「SB 6B 法」

に署名した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fafa02c13667a10704c15ab129252a6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fafa02c13667a10704c15ab129252a6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d58f762e5c5234decd7ba8eafa23496a.pdf
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なお、報道によると、この法律はフロリダ州にいない不

法移民にも適用されるという。 

 

２２年９月 デサンティス知事はフロリダ州に住んで

いた不法移民を他の州に追放しており、人権団体などか

ら訴えを受けている。 

 

特に民主党バイデン政権の移民政策への当てつけを目

的とした側面が強く、不法移民をカマラ・ハリス副大統

領の自宅前に送るなどしてニュースを騒がせた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.808」）。 

 

一方で、不法移民に嫌悪感を強めるフロリダ州民は多く、

デサンティス知事の強硬な姿勢を支持するグループも

一定数存在する。 

 

なお、この法律を実行するための予算として１，０００

万ドルが割り当てられている。 

 

経 済                       

「ホテル業界 アメニティ代で月２万ドル」            

 

「観光商工会（Conseturismo）」のレイナルド・プリド

副代表は、２０２２年後半から観光分野の消費が減少し

ていると指摘。 

 

観光業を復興させるために、経済活動に悪影響を与えて

いる税制面での優遇措置が必要との見方を示した。 

 

また、プリド代表によるとカラカスの規模の大きなホテ

ルでは、アメニティを揃えるだけで毎月２万ドルがかか

っていると指摘。 

 

現在ホテルの予約率は４０％を超えない状況になって

いるが、予約率が４０％だったとしてもこの支払いはで

きないと訴えた。 

 

「Fedeagro 農業従事者の給料は日給１０ドル」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のポルトゥゲサ州

代表であり、「ベネズエラ農業連合会（Fedeagro）」の副

代表を務めるオスマン・ケロ氏は、「Union Radio」のイ

ンタビュー番組に出演。 

 

農業従事者の現在の給料について、日給１０ドルと発言

した。 

 

つまり、月額３００ドル程度となり、ベネズエラではか

なり高額の給料を受け取っていることになる。 

 

また、ケロ氏によると、農業従事者は給料とは別に栽培

された農産品を受け取ることもできるという。 

 

他、農業セクターが直面している問題について融資不足

と指摘。 

 

２０２２年に農業分野で行われた投資総額のうち、融資

で得られた資金は２０％程度とし農産品の栽培を拡大

するために必要な資金を調達することができないとし

た。 

 

社 会                       

「視覚障害者向けの壁 ベネズエラで建設」            

 

ヤラクイ州サンフェリペ市でベネズエラ初の視覚障害

者向けの壁が出来た。また、この壁を作るアイデアを思

い付いたのは９歳の子供（Stevend Sosa 君）ということ

で、米国メディア「La Voz de America」が本件について

取り上げた。 

 

実際の壁は次ページ写真の壁。 

この壁は通常の壁と異なり凹凸がある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ced6f6842e36eb8ddb86755bc8a79b37.pdf
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例えば、下写真のようにトンボの形にかたどった凹凸が

あり、視覚障害者が手で触ることによりトンボの形を認

識できるというもの。 

 

他に花、鳥、アルファベットなども凹凸でかたどられて

おり、触ることで物体を認識できる。 

 

 

 

（写真）La Voz de America 

 

「アビラ山ロープウェーが再開 新料金は」         

 

２月１３日 カラカスの主要観光地の１つ「ワライラ・

レパノ」のロープウェーが再開した。このロープウェー

は８カ月間、メンテナンスのため稼働を停止していた。 

 

「ワライラ・レパノ」とは、アビラ山の正式名称。 

カラカスは標高約１０００メートルに位置するが、そこ

からアビラ山の山頂、標高２１００メートルまで運んで

くれるロープウェーである。 

 

アビラ山の山頂には有名ホテル「ホテル・フンボルト」

もあり、観光名所となっている（ホテル・フンボルトに

ついては「ウィークリーレポート No.204」参照）。 

 

ただし、毎日稼働しているわけではなく、毎週金曜日の

み。 

 

料金は、大人 １０ドル／人（２４３．４ボリバル）、 

子供（３～１２歳） ６ドル／人（１２１．７ボリバル）、 

４人乗りの特別ゴンドラ ４人で６０ドル（１，４６０．

４ボリバル）、外国人 ２０ドル／人、６０歳以上、ハ

ンディキャップの人は無料となっている。 

 

 

（写真）Warairarepano 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cc275aecba05609d99ca1e48a6ba4300.pdf

