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（写真）国家統計院 “マドゥロ政権 国勢調査への回答を要請、回答者には現金支給も” 

 

 

２０２３年１月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「ウェブサイトを通じて国勢調査を実施 

～回答者には３．３ドル相当の現金を支給～」 

「予備選運営委 ６月末の選挙間に合わないか」 

「ベネズエラ外務省 アジア担当次官を任命」 

経 済                     

「PDVSA 取引条件を厳格化」 

「建設業界好調 カラカス市内の工事案件７０件」 

「Favenpa 国内での自動車組み立て再開を要請」 

社 会                     

「ベネズエラ 透明性のない国ランキング」 

２０２３年１月３１日（火曜） 

 

政 治                    

「統一プラットフォーム 欧州へミッション派遣 

～専門家ら 協議による解決は長期スパン～」 

経 済                    

「PDVSA 総裁 ガソリンスタンド査察を発表」 

「トリニダード向けガス輸出 取引再開まで３年 

～TT にとってベネズエラのガスは不可欠～」 

「経営者世論調査 ６２％は現在の投資を維持」 

「ビックマック指数 米国より４９％安い」 

社 会                    

「アラグア州で水道管爆発 ２５世帯に被害」 
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２０２３年１月３０日（月曜）             

政 治                       

「ウェブサイトを通じて国勢調査を実施        

  ～回答者には３．３ドル相当の現金を支給～」       

 

ベネズエラでは通常であれば１０年に一度、国勢調査が

実施される。国勢調査では、人口数・世帯数・人種・宗

教などベネズエラに住む国民の生活実態が調査される。 

 

前回の国勢調査が行われたのは２０１０年だったので、

本来であれば２０２０年に国勢調査が行われる予定だ

ったが、政治・社会の混乱などを受けてか、国勢調査は

実施されないまま現在に至っている。 

 

そして、政治・経済・社会情勢に一定の落ち着きがみら

れたためか、マドゥロ政権は２０２３年に国勢調査を実

施する。ただし、国勢調査の手法はこれまでと変わりそ

うだ。 

 

マドゥロ政権は、国勢調査を行うためのウェブサイトを

開設。このサイトにアクセスし、家庭の情報を回答する

よう呼び掛けている。 

 

そして、この国勢調査に回答した者で、マドゥロ政権が

登録を呼びかけている祖国カードの保有者には、現金４

４９．８８ボリバルを支給するという。これは現在の為

替レートでドルに換算すると約３．３ドルに相当する。 

 

 

「予備選運営委 ６月末の選挙は間に合わないか」         

 

２０２４年に予定されている大統領選の野党統一候補

を決めるための予備選挙を運営する「予備選挙運営委員

会」のヘスス・カサル代表は、現地メディア「El 

Cooperante」のインタビューに対応。 

 

予備選挙の実施日について「現時点では２３年６月末と

確約できない」との見解を示した。 

 

「我々は予備選挙のスケジュールについて発表するた

めの準備を進めている。予備選挙の実施日に関して、現

時点で私が明言するのは適切ではない。実施日について

は様々なシナリオを検討しており、確定日は存在しな

い。」とコメントした。 

 

ただし、現在も第一候補としては２０２３年６月２５日

（日曜）の実施が最有力候補ではあるという。 

 

 
（写真）Maduradas 

“ヘスス・カサル予備選挙運営委員会代表” 
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「ベネズエラ外務省 アジア担当次官を任命」                  

 

１月３０日 ベネズエラ外務省のイバン・ヒル外相は、

新たなアジア・中東・オセアニア担当次官として、

Tatiana Pugh 氏を任命した。 

 

アジアも担当圏に入っており、今回の人事交代は日本も

無関係ではないだろう。 

 

彼女の経歴ははっきり書かれていないが、同氏のソーシ

ャルメディアアカウントの投稿履歴を見る限り、在ベト

ナム・ベネズエラ代表大使だったと思われる。 

 

 

（写真）イバン・ヒル外相 Twitter 

“Tatiana Pugh アジア・中東・オセアニア担当次官” 

 

経 済                        

「PDVSA 取引条件を厳格化」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.858」でも紹介したが、

PDVSA に Pedro Tellechea 新総裁が就任して以降、

PDVSAは取引先に対して支払い条件を厳しくしている

という。 

 

 

 

具体的には原油を輸出する前の前払いを求めており、大

部分の原油輸出を差し止めしているという。 

 

「ロイター通信」によると、２８隻のタンカー（そのう

ち２１隻はスーパータンカー）が原油や石油燃料（総量

４，５００万バレル）を積み込むために PDVSA のター

ミナル近海で滞留しているという。 

 

なお、PDVSA が取引先に提示している新契約では、全

額の前払い、あるいは財・サービスをベネズエラに供給

することを求めているという。 

 

「建設業界好調 カラカス市内の工事案件７０件」         

 

長年不況が続いてきたベネズエラの建設業界だが、２０

２２年後半から状況が好転してきたと報じられている。 

 

「ベネズエラ建設業組合（CIV）」のロベルト・オルタ代

表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」に出演。 

 

カラカス市内で７０件の工事案件が動いており、今後の

建設予定もあるとコメントした。 

 

なお、建設中の案件はラス・メルセデス地区、バルータ

市に多いという。 

 

オルタ代表は、「建設業界に良い波が来ている」とコメ

ントした一方で、融資不足が建設業の更なる回復に蓋を

しているとの懸念も表明した。 

 

他、「所有権の法的安全性を高める必要がある」と指摘。 

 

投資家・建設者の多くは、所有権が政府に脅かされるこ

とを不安視しており、それが投資の抑制につながってい

るとの見解を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/be22e54eb849c721c0649ce3c92f5c37.pdf
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「Favenpa 国内での自動車組み立て再開を要請」                  

 

「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、ベネズエラ国内での自動車

組み立てが停止して以降、生産が止まっている部品業者

があると指摘。国内の自動車組み立ての再開を求めた。 

 

バウティスタ代表は、自動車組み立ての再開は労働者の

雇用を促進すると指摘。 

「外国から自動車を輸入しなければ、国からの外貨流出

を防ぐことができ、且つ国内の自動車部品製造業の仕事

が増える」と強調した。 

 

また、最も自動車産業が活発だった当時、同産業は１万

人の直接雇用を抱えていたと指摘。「良い労働条件だっ

た」とした。 

 

なお、バウティスタ代表によると、２０２２年の自動車

販売台数は約４，０００台。国内の自動車組み立て台数

は７６台でいずれも貨物車・バスなど商用の大型車だっ

たという。 

 

社 会                        

「ベネズエラ 透明性のない国ランキング」           

 

非政府系団体「Transparencia Internacional」は、世界の

政治透明性ランキングを発表。 

 

同発表によると、ベネズエラの順位は１８０カ国中１７

７位。点数は１００点満点中１４点だった。 

 

なお、右上のグラフが過去の点数の推移だが、ベネズエ

ラの経済が好調だった２０１２年の時点でも１００点

満点中１９点と非常に低い点数で評価されている。 

 

 

 

 

 

なお、ベネズエラより低い順位は「南スーダン（１３点）」

「シリア（１３点）」「ソマリア（１２点）」の３カ国の

み。 

 

南米・カリブ海地域で最も評価が高かったのは、「ウル

グアイ」が７４点。１８０カ国中１４位だった。 

 

日本については１００点満点中７３点（前回調査と変わ

らず）で、世界１８０カ国中１８位となっている。 

 

 

（写真）Transparencia Internacional 

 

２０２３年１月３１日（火曜）              

政 治                       

「統一プラットフォーム 欧州へミッション派遣        

  ～専門家ら 協議による解決は長期スパン～」        

 

スペイン系メディア「El Pais」は、野党の統一プラット

フォームが欧州へミッションを派遣したと報じた。 
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「El Pais」によると、最初の訪問国はスペイン。 

同国でスペイン政府に対して与野党協議へのより積極

的な参加を求めたという。 

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.863」にて紹介した通

り、スペイン政府は与野党協議にこれまでより積極的に

関与すると発表した。 

 

なお、当時のホセ・マニュエル・アルバレス西外相の発

言を受けて、スペインが与野党協議の調停国に加わると

の報道もあったが、「調停国に加わる」と言ったわけで

はなく「協議プロセスの近くにいる」と述べており、（少

なくとも現時点では）スペインが調停国に加わったわけ

ではないようだ。 

 

マドゥロ政権は、次の与野党協議を行うための条件とし

て国連管理による「緊急人道基金」の運用開始を求めて

いる。 

 

「緊急人道基金」の財源は、外国に凍結されているベネ

ズエラ政府資産約３０億ドルであり、この資金の多くは

欧州で凍結されているという。 

 

従って、「緊急人道基金」の運用を開始するためには、

米国政府の制裁ライセンス、欧州連合の凍結解除、国連

の協力が必要になる。 

 

「緊急人道基金」の運用については、２０２２年１１月

２６日に合意されており、合意から既に２カ月以上が経

過しているが、様々な関係者との折衝が必要になるため、

一定の時間がかかると思われる。 

 

なお、米国の政治コンサルタント会社「Wilson Center」

は、１８のベネズエラの学術研究所とレポートを作成。 

 

 

 

 

同レポートによると、与野党協議を通じて短期的に政権

交代を達成するのは容易ではなく、政権交代は長期スパ

ンで考える必要があるとの見解を示した。 

 

レポートでは 

「ベネズエラですぐに平穏な社会、民主主義、急激な経

済回復などを期待することはできない。両者の利害が共

通する部分をすり合わせる新たな政治的な努力が重要

で、この努力が自由で競争性の高い選挙の合意をもたら

す」と分析している。 

 

また、「米国政府の役割は、協議の進展に応じて制裁を

緩和すること」と指摘。 

 

「米国政府は、これまでベネズエラに行ってきた“最大

級の圧力政策”を転換し、実効的で信頼性の高い政策に

転換する必要がある」と指摘。また、共和党・民主党の

両党で対ベネズエラ方針を一致させることが交渉には

重要と補足した。 

 

経 済                       

「PDVSA 総裁 全国ガソリンスタンド査察を発表」            

 

１月３１日 PDVSAの Pedro Rafael Tellechea 総裁は、

ベネズエラ国内のガソリンスタンド経営者９００人ら

と会合を実施。全国に１，６００超あるガソリンスタン

ドの査察を実施すると発表した。 

 

査察の目的について、Tellechea 総裁は「ガソリンスタ

ンドのイメージ向上」「より安定的で快適で収益性の高

いビジネスにするため」と説明した。 

 

この要請に対して「全国ガソリン経営者連盟」のエンリ

ケ・チャコン代表は協力の意思を示した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a276e0d71daefa4afb5f9f268f625653.pdf
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「トリニダード向けガス輸出 取引再開まで３年    

 ～TT にとってベネズエラのガスは不可欠～」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.862」にて、トリニダード・

トバゴ（TT）が、米国政府からベネズエラとのガス取

引の再開に関する制裁ライセンスを得たとの記事を紹

介した。 

 

マドゥロ政権は、ベネズエラの「Gas Energy」という会

社にガスの輸出を委託しており、トリニダード・トバゴ

との取引は「Gas Energy」が請け負うことになると思わ

れる。 

 

本件について、「Gas Energy」の Antero Alvarado 社長

は、経済系メディア「Bancaynegocios」の取材に対応。 

 

トリニダード・トバゴにとって、ベネズエラから天然ガ

ス供給を受けることは必要不可欠との見解を示した。 

 

なお、米国政府が同取引への制裁ライセンスを発行した

ことについて「制裁ライセンスの発行は、米国政府の対

ベネズエラ方針の転換を意味しない」と指摘。 

 

「今回の制裁ライセンスの発行は、カリブ共同体の外交

イニシアティブに米国政府が答えたものであり、ベネズ

エラからの要請が決定に影響を与えた事実はない」との

見解を示した。 

 

ただし、ガス取引の再開は容易ではないとしており、取

引が再開するためには３年ほど時間がかかるとした。 

 

「経営者世論調査 ６２％は現在の投資を維持」         

 

「マラカイボ商工会」は加盟企業に対して景況感に関す

る調査を実施。同調査の結果を公表した（２０２２年第

４四半期調査）。 

 

調査によると、２０２３年第１四半期の投資見通しにつ

いて「これまでと同じレベルの投資を維持する」との回

答が全体の６２％だったという。 

 

また、２３年第１四半期の売上見通しについて６９％の

回答者が「これまでよりも増加する」と回答したという。 

 

他、「２２年第４四半期の売り上げが前年同期よりも増

加した」と回答した企業は３６％。５０％が「生産量が

前年同期よりも増加した」と回答した。 

 

労働者の人数について、７２％の回答者は「前四半期と

変わっていない」と回答したという。 

 

「ビックマック指数 米国より４９％安い」         

 

英国誌「The Economist」は、世界のビックマック指数

を更新した。 

 

ビックマック指数は、世界各国のマクドナルドのビック

マック価格をもとに物価の調査を行うもの。 

 

同調査によると、２０２２年１２月時点のベネズエラの

ビックマック価格は１個５６．３ボリバル。１２月時点

の為替レートが１ドル２０．７１ボリバルだったので、

約２．７ドルに相当する。 

 

一方、米国ではビックマックは１個５．３６ドルであり、

米国のビックマック価格よりも４９．３％ほど安く販売

されているという。 

 

なお、ベネズエラのマクドナルドに行ったこのある人で

あれば分かると思うが、ベネズエラのマクドナルドの商

品の品質は極めて悪い。パン、パティ、レタスやピクル

スの質も悪く、米国で売られるビックマックと同じ商品

として考えるのは無理がある気がする。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d7eca960f080bc29e579a1e862671e5.pdf
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社 会                       

「アラグア州で水道管爆発 ２５世帯に被害」           

 

ロドルフォ・マルコ・トーレス水対応相は、ミランダ州

ロス・サリアス市サン・アントニオ・デ・ロス・アンデ

ス地区で４８インチの水道管が破裂し、２５の住宅が影

響を受けたと発表した。 

 

１インチが約２５．４ミリなので、１，２１９．２ミリ。 

つまり、直径１．２メートル超の水道管が破裂したとい

うことになる。 

 

ロス・サリアス市のホセ・フェルナンデス市長によると、

この水道管の破裂で８名が軽傷。住居が破壊されたとい

う。 

 

トーレス水対応相によると、水道公社「HidroCapital」

が水道管の補修工事を行っているという。 

 

 

（写真）マルコ・トーレス水対応相 Twitter 

 

以上 


