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（写真）第一正義党（PJ） “PJ 国際社会に対してマドゥロ政権との交渉に対する協力を求める” 

sei」” 

 

 

２０２１年４月１９日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 国連世界食糧計画と協定締結 

～学童の食料事情改善で協力～」 

「非営利団体 資金情報などの開示が義務化」 

「グアイド議長 ２４の非営利団体と協議」 

「グラシア議員 ボリバル州知事選出馬を宣言 

～主要野党 グラシア議員の個人的な決定～」 

「サアブ氏 米国に交渉持ちかけていたが停止」 

経 済                     

「汚職により輸送中に貨物の３０％はなくなる」 

「Consecomercio 民間のワクチン調達承認求める」 

２０２１年４月２０日（火曜） 

 

政 治                    

「第一正義党 深刻な政治経済社会危機を前に 

～国際社会に対話と選挙への支持を求める～」 

「最高裁 ラジオ放送局の放送禁止を命令」 

経 済                    

「プエルト・ラ・クルス製油所 稼働が一時停止」 

「CENDAS-FVM ３月の食糧費は３２３ドル」 

「タチラ州空港 運行を再開」 

社 会                    

「米調査機関 ベネの新規感染者は９０００人」 

「伊 女児１人でベネズエラへの渡航試みる」 
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２０２１年４月１９日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 国連世界食糧計画と協定締結     

        ～学童の食料事情改善で協力～」       

 

４月１９日 マドゥロ大統領と国連の「世界食糧計画

（WFP）」の David Beasley 局長は、ベネズエラの学校

の食料事情を改善するための合意を締結した。 

 

現地メディア「Al Navio」によると、合意の内容は２０

２１年末までに１８．５万人の児童の食料事情を支援す

ること。また、２０２２～２３年にかけて１５０万人の

学童に対して食事を提供すること。 

WFP の年間予算は１．９億ドルだという。 

 

他、マドゥロ大統領は演説で、学食への食事提供に加え

て、学食施設の改築なども WFP のイニシアティブで行

うと説明した。 

 

マドゥロ政権と WFP との合意は、これまでで初めて。 

国際組織と人道支援で合意することは誰にとってもポ

ジティブなニュースだろう。 

 

 

（写真）ホルヘ・アレアサ外相ツイッターより 

“国連 WFP 局長と合意を交わすマドゥロ大統領” 

 

 

なお、Beasley 局長はマドゥロ政権関係者だけではなく、

グアイド政権関係者や人道支援団体などとも会合を行

っている。 

 

グアイド議長も今回の合意についてはポジティブに評

価。WFP に対する感謝の意を示すとともに 

「（マドゥロ政権が）ついに現実を認め、人道支援プロ

グラムを受け入れた」と主張した。 

 

「非営利団体 資金情報などの開示が義務化」         

 

マドゥロ政権は、非営利団体に対して、活動の源泉とな

る資金、活動内容、その活動で利益を受ける対象などの

詳細を開示することを義務化する政令を公布した。 

 

情報開示を求める理由は、テロやその他犯罪を防ぐため

の措置としている。 

 

マドゥロ政権は、以前から非営利団体に米国や反マドゥ

ロ政権思想を持つグループからの資金が流れており、ベ

ネズエラ国内を不安定化させる目的で活動していると

考えている。 

 

実際に英国や米国政府関係組織などから非営利団体に

資金が流れていることは確認されており、それらの団体

が反マドゥロ政権的な活動をしている面はある。 

 

とは言え、マドゥロ政権が間違った振る舞いをしている

ため、結果的に米国などから資金を受け取った非営利団

体がマドゥロ政権を非難しているとも言える。 

 

この問題はどちらが正しいかではなく、どちらも正しい。 

米国政府関係組織などはマドゥロ政権を倒壊させる目

的でマドゥロ政権に批判的な非営利団体に資金援助を

行っている。 
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そして、マドゥロ政権はそれらの団体に非難されるだけ

の問題のある政権運営をしているということだ。その中

で、事実を脚色している部分があるのも事実だろう。 

 

この決定に対して、国内外の非営利団体が抗議の意思を

示している。 

 

具体的には、「Human Rights Watch」「ラテンアメリカ・

ワシントン事務所」やベネズエラ・ブラジル・カナダ・

コロンビア・エクアドル・米国などの８４の非営利団体

がこの決定に抗議の意思を示した。 

 

「グアイド議長 ２４の非営利団体と協議」                  

 

４月１９日 グアイド議長は、全国の非営利団体とオン

ラインで協議を実施。「非営利団体 資金情報などの開

示が義務化」で説明した活動内容詳細の開示を求める政

令について協議を行った。 

 

グアイド議長は、 

「表現の自由、民主主義を守るため、行動が必要な時だ。

腕組みをしたまま留まることはできない。家に留まるこ

とはできない。我々は自由と平等を勝ち取り、この悲惨

な状況を脱却しなければいけない。」 

と改めて行動を呼びかけた。 

 

ただ、２０１７年、１９年と政権交代のため国民・国際

社会はこれまで以上に強く行動し、マドゥロ政権に圧力

をかけた。 

 

結果的に野党は絶好の機会をものにできなかった。 

あそこまで行動して政権交代ができなかったのに、現在

のマドゥロ政権が安定した状況で行動を起こして政権

を変えられると思っている人は少数だ。 

少なくとも、１７年から野党が掲げてきた圧力方針を放

棄しなければ先には進まない。 

 

「グラシア議員 ボリバル州知事選出馬を宣言       

  ～主要野党 グラシア議員の個人的な決定～」         

 

４月１９日 ボリバル州の地方政党で主要野党に属す

る「LCR」のアメリコ・デ・グラシア議員は、自身のツ

イッターで、２１年に予定されている州知事選にボリバ

ル州知事候補として参加すると発表した。 

 

アメリコ・デ・グラシア議員は野党議員としては比較的

名の通った議員で、１９年５月に議員の不逮捕特権をは

く奪され、イタリア大使館に亡命。 

現在はイタリアに亡命している（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.288」「No.289」）。 

 

つまり、グラシア議員は、ベネズエラに戻り政治活動を

行うということになりそうだ。 

 

グラシア議員は、これまで選挙不参加の方針を支持して

いたため、今回の出馬表明は個人的には意外ではある。 

 

「１２月６日の国会議員選は選挙に参加しなかったが、

今回は選挙に参加する。１２月の国会議員選に参加しな

かった理由は、国際的にマドゥロの正当性を失わせるた

めだった。その目的は達成した。今回の選挙を棄権する

合理的な理由は存在しない。 

 

これは利己的な考えに基づいた行動ではなく、政治家と

しての活動だ。現在のベネズエラには選挙が必要だ。」 

と主張した。 

 

同日、グラシア議員が所属する「LCR」は声明を発表。 

「グラシア議員の決定は、政党としての決定ではなく、

個人的なもの」 

との見解を示し、ベネズエラの政府はグアイド政権であ

ると主張。政治的な合意がない限り選挙には参加しない

とのスタンスを示した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/34dbf69a8ed1d16447c50aa3d2619cff.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b5a18fb6cda236a911c0ddfeb94a453.pdf
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（写真）LCR 声明文 

 

「サアブ氏 米国に交渉を持ちかけていたが停止」         

 

スペイン系メディア「El Tiempo」は、カボベルデに拘

束されているアレックス・サアブ氏が、拘束された後、

米国政府と交渉を試みていたと報じた。 

 

具体的な交渉内容は、サアブ氏がマドゥロ政権とイラ

ン・ロシアとの取引関係について詳細を説明するという

もの。 

 

米国はこの交渉に関心を示し、判事がサアブ氏と初めて

面談をしたが、サアブ氏は交渉の申し出をしなかったと

いう。以降、自身の完全無実を主張している。 

 

Reyes 記者は、サアブ氏が米国判事に交渉を提案しなか

った理由について、「仮に米国の情報を漏らした場合、

マドゥロ政権が自身の息子と妻に危害を及ぼす可能性

を懸念したため」と説明している。 

 

経 済                        

「汚職により輸送中に貨物の３０％はなくなる」           

 

農業系の団体「Accion Campesino」のマニュエル・ゴン

サレス代表は、農産物の輸送に関わる問題について言及。 

 

「輸送途中で運んでいた商品の３０％は無くなってし

まう」と述べた。 

 

理由は、道に存在する検問施設。 

 

検問をしている軍人が言いがかりをつけ、見逃す代わり

に荷物の中身を渡すよう求めることが常態化している

という。 

 

なお、それはここ１、２年の話ではなく、ずっと前から

存在しているが、Covid-１９問題が起きた２０２０年か

ら特にひどくなっているという。 

 

ゴンサレス代表によると、ポルトゥゲサ州からカラカス

に移動するまでにかかる時間は６～７時間程度で、その

道の途中で１０～１５の検問施設を通る必要があると

いう。彼らは常に荷物の中身を確認し、一部を引き渡す

よう要求するようだ。 

 

また、マドゥロ政権にこの状況の改善を求めても、彼ら

は取り締まり意思を全く示さないと訴えた。 

 

「Consecomercio 民間のワクチン調達承認求める」                  

 

４月１９日 商業・サービス系の民間企業が加盟する経

済団体「Consecomercio」のフェリペ・カポソロ代表は

「Globovision」のインタビュー番組に出演。 
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マドゥロ政権による COVAX への支払いを歓迎すると

言及。 

 

また、ベネズエラで最も大きな経済団体「Fedecamaras」

が発表した民間セクターが Covid-１９ワクチン調達に

協力するとの提案を改めて支持。 

 

複数のオプションを持つことで、ワクチン接種を加速さ

せることができると主張した。 

 

３月２５日 「Fedecamaras」は、加盟企業の従業員・

その家族らのために民間企業が Covid-１９のワクチン

６００万個を調達することを提案。そのうち１００万個

は、マドゥロ政権に引き渡すとしている（「ベネズエラ・

トゥデイ No.578」）。 

 

マドゥロ政権は、「最終的な判断は保健省が行う」とし

ており、現時点ではこの提案を受け入れていない。 

 

２０２１年４月２０日（火曜）              

政 治                       

「第一正義党 深刻な政治経済社会危機を前に            

 ～国際社会に対話と選挙への支持を求める～」        

 

４月２０日 主要野党の一角を担う「第一正義党（PJ）」

は、米国・欧州・ノルウェーに対してベネズエラに自由

で公平で透明性の高い選挙を実現するための交渉に力

を貸すよう求めた。 

 

具体的には、これらの国際社会に対して、交渉の仲裁者・

保証人になることを求めた。 

 

また、交渉の内容については 

「全ての政党を合法化し、大統領選・国会議員選・州知

事選・市長選を通じて全ての公権力を正式なものにする

ためのものでなければならない。」と主張した。 

 

他、バランスのとれた「選挙管理委員会（CNE）」の選

定を要求。 

 

選挙参加権をはく奪された政治家の選挙参加権を勝ち

取るために国際社会の協力が必要だと訴えた。 

 

また、軍人・政治家・労働組合関係者などこれまでに政

治的な理由で拘束された全ての政治犯の開放が必要と

訴えた。 

 

「第一正義党（PJ）」が、選挙参加を求めているとの噂

は「ウィークリーレポート No.195」で紹介した通り。 

 

CNE 役員の任命で野党側の意向が反映された場合、PJ

は２１年に予定されている州知事選・市長選に参加する

と考えられている。 

 

アメリコ・デ・グラシア議員がボリバル州知事の選挙に

出馬する意向を表明したことなどからも、グアイド政権

が掲げてきた方針が変わろうとしている雰囲気がある

のではないか。 

 

筆者の認識では、PJ のリーダーを務めるカプリレス元

ミランダ州知事の掲げる方針は（短期間ではないだろう

が）政権を交代させることができると考えている。 

 

カプリレス元知事のスタンスは「ウィークリーレポート

No.163」を参照されたい。 

 

「最高裁 ラジオ放送局の放送禁止を命令」           

 

４月２０日 マドゥロ政権の最高裁判所は、ベネズエラ

のラジオ放送局「Radio Rumbo」の放送を禁止し、役員

を交代させ、同社に対して本社事務所を引き払うよう命

じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/51329364696419c2cc171225d4b6b50e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a1ce552fe52e3bf7eec5de81d1f51f00.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/00d921c594ef71a953118c38458e2e65.pdf
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この決定に対して、「全国放送社協会（CNP）」は声明を

発表。 

 

「Radio Rumbo の放送を禁止し、本社事務所から撤退

させる最高裁の決定は、メディアを沈黙させようとする

マドゥロ強権政治を最高裁が支援している証拠だ」 

と訴えた。 

 

ほとんどのメディアは Radio Rumbo が放送を禁止され

た理由について説明していないが、「Tal Cual」は背景に

ついて少し触れている。 

 

「Tal Cual」によると、最高裁が今回の決定を出した理

由はマドゥロ政権に批判的な記事を報じたことが理由

ではなく、１７年に「Lionese Real State」という会社と

「Radio Rumbo」との間で起きた訴訟が原因のようだ。 

 

経 済                       

「プエルト・ラ・クルス製油所 稼働が一時停止」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.584」で、長年稼働を停止

していたアンソアテギ州にあるプエルト・ラ・クルス製

油所が稼働を再開したとの記事を紹介した。 

 

しかし、再開から２週間ほど経過し、再び施設で問題が

発生し稼働が停止したようだ。 

 

問題が起きたのは１８日早朝。 

 

 

現地メディア「El Nacional」が、労働組合関係者から入

手した情報によると、水素処理施設で事故が起きたとい

う。また、この事故で労働者３名が火傷を負い、病院に

搬送されたという。 

 

 

 

しかし、経済系メディア「Bancaynecogios」によると、

１９日にはプエルト・ラ・クルス製油所は稼働を再開し

たと報じている。 

 

現在、同製油所は日量１．５万バレルのガソリンを精製

しているという。 

 

「CENDAS-FVM ３月の食糧費は３２３ドル」         

 

物価の調査をしている民間団体「CENDAS-FVM」は、

２１年３月の基礎食料費（５人家族が通常の食生活を送

るのに必要な金額）を発表した。 

 

CENDAS-FVM によると、２１年３月の基礎食料費は

先月比１４．４％増の BsS.６１２，９００，９４５。 

先月のインフレ率は１７．１％だった。ベネズエラの水

準から考えると、この２カ月ほどは比較的インフレ率は

落ち着いている。 

 

「Dolar Today」の３月の平均レート（１ドル BsS.１，

８９５，１９８．０５）でドルに換算すると３２３．４

ドル。 

 

２１年２月の基礎食料費は２９５．４２ドルだったので、

ドル建てで見ると先月比９．４％物価が上がったことに

なる。 

 

「タチラ州空港 運行を再開」              

 

４月１９日 マドゥロ政権でタチラ州保護官という役

職を担っているフレディ・ベルナル議員は、タチラ州サ

ントドミンゴ国際空港が再開すると発表した。 

 

同空港は「国際空港」と名前がついているが、外国路線

はなく、カラカスとヌエバエスパルタ州（ポルラマル）

との往復便のみを運行する予定。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36bf0721a461110a0f40afc81ff09849.pdf
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社 会                       

「米調査機関 ベネの新規感染者は９０００人」            

 

マドゥロ政権が発表する Covid-１９の新規感染者数は

ここ１カ月ほど１日当たり１，０００～１，８００名で

推移している。 

 

しかし、この数字は実態よりも少なく報告されていると

の懸念は強い。 

 

米国ワシントンの保健評価研究所は、４月のベネズエラ

の Covid-１９新規感染者数は１日当たり９，５０５人

と推定した。 

 

なお、楽観的な数字でも６，９２４名。 

悲観的な数字の場合は、１３，５６１名の新規感染が出

ていると発表した。 

 

現在、ベネズエラでは多くの医療従事者が亡くなってお

り非政府系団体「Medico Unidos por Venezuela」の発表

によると、４月１６日は１日で１８名の医療従事者が

Covid-１９で亡くなったとしている。 

 

「伊 女児１人でベネズエラへの渡航試みる」         

 

イタリアのミランの空港で１１歳の女の子が保護され

た。彼女は家族に黙って家を出てベネズエラに行こうと

したという。 

 

彼女がベネズエラに行こうとした理由は、自分の生まれ

た国を知るためだったという。また、学校の先生にベネ

ズエラに行く方法を尋ねたところ、飛行機に乗らなけれ

ばベネズエラには行けないと告げられたため、空港に来

たと説明したという。 

 

 

 

彼女は６キロの道のりを歩き空港に到着したが、警察官

に質問され、すぐに両親に連絡され、ベネズエラに行く

ことはできなかったという。 

 

また、ベネズエラに行くためには、パスポートが必要で

両親と一緒でなければいけないことも知らなかったと

話している。 

 

（写真）La Questura 

以上 


