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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領・大統領夫人 ２０２２年年末の挨拶の様子” 

 

 

２０２２年１２月２６日（月曜） 

 

政 治                     

「米国の難民申請 ベネズエラ国籍が５番目 

～ベネズエラ人の難民申請 １年で４万人超増～」 

経 済                     

「カルドン製油所で火災発生 

～精製量の低下でガソリン不足が深刻化～」 

「Sunaval ロンサンタテレサ外貨手形発行を許可」 

「ハードロックカフェ カラカスに再進出」 

「コロンビア・ベネズエラ 血液製剤分野で協力」 

社 会                     

「マドゥロ政権配布のクリスマス玩具に批判殺到」 

２０２２年１２月２７日（火曜） 

 

政 治                    

「西 ２年ぶりに在ベネズエラ大使を任命」 

「グアイド暫定政権のブラジル大使 職務停止」 

経 済                    

「１２月のインフレ率 先月比３０％増も 

～ドル建て価格の上昇で衣類販売が減少～」 

「Fedecamaras ２３年の民間部門は８％増」 

「Yummy ２３年ベネズエラへの投資増やす」 

「不動産業界 法令改定の必要性を強調」 

社 会                    

「チャカオ アルタミラ広場で年越しコンサート」 
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２０２２年１２月２６日（月曜）             

政 治                       

「米国の難民申請 ベネズエラ国籍が５番目        

 ～ベネズエラ人の難民申請 １年で４万人超増～」       

 

米国は多くの国の国民から難民申請を受けており、ベネ

ズエラからも例外ではない。 

 

２０２２年 米国で難民申請が最も多かった国の１つ

としてベネズエラも挙がっている。 

 

米 国 の 移 民 デ ー タ を 公 表 し て い る 「 Transactional 

Records Access Clearinghouse de la Universidad de 

Syracuse, (TRAC)」によると、２０２２年１１月時点の

難民申請未処理件数は１５６万５，９６６件にのぼって

いるという。 

 

この数字はこれまでの米国の難民申請未処理件数とし

て最も多い数で、難民申請を処理する管轄組織のキャパ

シティを大幅に超えているという。 

 

なお、２０１２年時点で米国難民申請の未処理件数は、

約１０万件だったようで、この１０年で急激に増加して

いるようだ。 

 

難民申請者の国籍は２１９カ国とバラバラだが、中でも

最も多いのはグアテマラで１１万１，１８４件、次いで

ホンジュラスが１０万１，１９５件、エルサルバドルが

９万７，２６０件、メキシコが８万２，８３７件。 

５番目がベネズエラで７万１，９９１件だという。 

 

なお、ベネズエラ国籍の難民申請は２１年１１月と比べ

て４万１，５９３件も増加したとされており、２２年に

急激に難民申請者が増加したことになる。 

 

 

経 済                        

「カルドン製油所で火災発生            

  ～精製量の低下でガソリン不足が深刻化～」           

 

１２月２６日 ファルコン州のカルドン製油所で火災

が発生した。 

 

内部関係者によると、翌２７日に鎮火されたという。製

油所の引火口にゴミがあり、そのゴミが引火したようだ。

消防隊が速やかに駆け付けたため、製油所のオペレーシ

ョンには影響を与えないという。なお、けが人や死者も

出ていないようだ。 

 

１２月に入り、ベネズエラでは再びガソリン不足が深刻

になっており、ガソリンスタンドでは給油待ちの行列が

散見されるようになった。 

 

EFE 通信は、給油待ちをしている運転手にインタビュー

をした記事を報道。運転手は４時間待ちをしていると回

答。彼はスリア州のサバネタから州都マラカイボまで車

で移動してきたが、途中のガソリンスタンドはどこも行

列が出来ていたという。 

 

「Medley Advisors」によると、ベネズエラ国内の製油所

の稼働容量は最大で日量１３０万バレルだが、現在の稼

働率は１５％程度で、日量１１～１４万バレルを精製し

ているという。 

 

一方、国内の燃料需要は日量２０万バレルで不足が起き

ているとした。 

 

 

 

 

 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１２月２６日～１２月２７日報道         No.８５１   ２０２２年１２月２８日（水曜） 

3 / 7 

 

「Sunaval ロンサンタテレサ外貨手形発行を許可」         

 

「証券監督局（Sunaval）」は、ベネズエラの老舗ラム酒

メーカー「ロンサンタテレサ」の外貨建て手形の発行を

許可した。 

 

ロンサンタテレサの発行する外貨建て手形は総額３０

万ドル。ラム酒の輸出を拡大するための投資に使用する

という。 

 

「ロンサンタテレサ」の Alberto Vollmer 社長は、「投資

促進委員会（Conapri）」の代表も務めている。 

 

また、マドゥロ政権の民間経済委員会の代表でもあり、

民間と政府のつなぎ役をしている人物と言える。 

 

この数年、ベネズエラは深刻な経済危機に見舞われてい

るが、ラム酒の生産については国内で原材料を調達でき

る部分が多く、比較的好調を維持していると言われてい

る。 

 

「ハードロックカフェ カラカスに再進出」                  

 

「ハードロックカフェ」は、世界的に有名なアメリカン

レストランである。 

 

このハードロックカフェは、公式ツイッターにて、ベネ

ズエラでレストランを再開すると発表した。 

 

ベネズエラでは、カラカスのショッピングセンター

「Sambil」にハードロックカフェがあったが、経済低迷

などを理由に２０２０年に同店は閉鎖されていた。 

 

それから２年以上が経過し、再オープンするという。 

 

 

 

なお、新たな店舗はショッピングセンター内ではなく、

チャカオ市のロス・パロス・グランデス地区になるとい

う。 

 

既に再オープン予定地の写真が出回っているが、改装中

のようで、オープン日はまだ発表されていない。 

 

 

（写真）@sergioxxx 

 

「コロンビア・ベネズエラ 血液製剤分野で強化」         

 

ベネズエラ保健省は、ベネズエラとコロンビアが血液製

剤会社「Quimbiotec CA」の投資・研究・施設メンテナ

ンスなどの分野で協力同盟を締結したと発表した。 

 

「Quimbiotec CA」は、ベネズエラ国内で唯一の血液製

剤メーカー。 

 

血液製剤とは、ヒトの血液を原料として製造される医薬

品の総称だという。 
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（写真）Bancaynegocios 

 

社 会                        

「マドゥロ政権配布のクリスマス玩具に批判殺到」           

 

マドゥロ政権は、クリスマスに子供用の玩具を配るなど

の社会プログラムを実施した。 

 

同プログラムを通じて配布された玩具が批判を浴びて

おり、ソーシャルメディアを騒がせている。 

 

問題なのは右上の人形。 

マ ド ゥ ロ 政 権 が ヒ ー ロ ー と し て 売 り 出 し て い る

「Superbigote（口ひげマン）」と「シリータ」だ。 

 

見ての通りだが、この人形はマドゥロ大統領とその妻の

シリア・フローレス氏を模して造られている。 

 

「これは子供に対する侮辱である。このようなガラクタ

を子供に与えることはできない。」 

 

「やつら（マドゥロ政権）は、国民の貧困で遊んでいる。

子供までもてあそぶのか」 

など批判的なコメントが散見される。 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

（写真）大統領府 

 

２０２２年１２月２７日（火曜）              

政 治                       

「西 ２年ぶりに在ベネズエラ大使を任命」        

 

１２月２７日 スペイン政府は、在ベネズエラ代表大使

として Ramón Santos 大使を任命した。 

 

Santos 新大使は、これまでにパナマ・ボリビアで大使を

務め、ワシントンの在米スペイン大使館などで勤務経験

がある。 
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スペインは、２０２０年１１月にヘスス・シルバ大使を

帰国させて以降、新たな在ベネズエラ・スペイン代表大

使を任命していなかった。 

 

正確には、スペインがマドゥロ政権をベネズエラの政府

と認識するかどうかなど、外交関係を理由に大使を任命

できなかったというのが実態だろう。 

 

なお、日本についても現在はベネズエラ政府の認識を理

由に在ベネズエラ・日本大使館は大使不在の状況が続い

ている。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「グアイド暫定政権のブラジル大使 職務停止」           

 

１２月２７日 グアイド暫定政権下で、２０１９年６月

から在ブラジル・ベネズエラ代表大使を務めていた

María Teresa Belandria 氏が、大使職の職務停止を発表

した。 

 

ボルソナロ政権は、グアイド暫定政権をベネズエラの正

当な政府と認識しているため、マドゥロ政権の外交官を

本国へ送還しており、グアイド暫定政権が任命した大使

をベネズエラ大使と認識している。 

 

 

 

しかし、２３年１月１日をもって、左派ルラ政権が発足

することで、ブラジルの対ベネズエラ方針が１８０度転

換することが今回の発表の理由と思われる。 

 

１２月２３日マドゥロ大統領は、ルラ政権の発足に伴い、

在ブラジル・ベネズエラ代表大使を任命していた（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.850」）。 

 

なお、２０２３年１月５日にグアイド暫定政権の存続の

是非を問う野党国会の特別国会が召集される予定。 

 

主要野党の「第一正義党（PJ）」「行動民主党（AD）」「新

時代党（UNT）」の３党議員らが連名で、暫定政権の終

了を提案しており、２０２２年をもってグアイド暫定政

権が終了するとみられている。 

 

その場合、暫定政権が任命した大使・外交官らは職を失

うことになるだろう。 

 

経 済                       

「１２月のインフレ率 先月比３０％増も       

  ～ドル建て価格の上昇で衣類販売が減少～」            

 

「第一正義党（PJ）」に所属する野党議員で経済学者の

ホセ・ゲラ氏は、２０２２年１２月の物価高騰を指摘。 

 

１２月は先月比３０％を超えるインフレになる可能性

があるとした。 

 

なお、野党国会の経済学者らで組織している「ベネズエ

ラ金融観測所（OVF）」は、独自で調査した各月のイン

フレ率を公表している。 

 

OVF によると、２２年１１月のインフレ率は２１．９％。

２０２２年で最も高いインフレ率だったが、１２月は子

のインフレ率を超える見通しだという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13a6e90c7a5275a346160bac7355d6bb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/13a6e90c7a5275a346160bac7355d6bb.pdf
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経済調査会社「Ecoanalitica」のヘスス・パラシオス氏も

ゲラ氏の意見に同意。１２月のインフレ率は３０％を予

見しており、２０２２年で最も高くなるとの見通しを示

した。 

 

１１月に入りベネズエラの為替レートは急激にボリバ

ル安が進行している。この影響で物価が急激に上昇して

おり、２０２３年の不安材料となっている。 

 

ボリバル建ての物価高騰も問題だが、ドル建てでも物価

高騰が起きているという。 

 

ベネズエラでは年末に新たな衣類を買いそろえる

「Estreno」と呼ばれる習慣があるが、２０２２年末の

衣類の売り上げは２１年末よりも少なくなるとみられ

ており、その理由はドル建てでみた商品価格の高騰だと

いう。 

 

「衣類産業商工会」の Roberto Rimeris 代表は、２０２

２年は５月頃まで衣類の販売は好調だったが、後半から

減少し始めたと指摘。 

 

ドル建て取引に対する課税が施行され、ドル建てで商品

価格が上昇したため、消費が減少したと説明した。 

 

Rimeris 代表によると、ベネズエラ国内の縫製業は壊滅

しており、ベネズエラ国内で販売されている衣類の多く

はコロンビアからの輸入品だという。そのため商品価格

は為替レートの影響を大きく受けると補足した。 

 

「Fedecamaras ２３年の民間部門は８％増」         

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のカルロス・フェ

ルナンデス代表は、EFE 通信のインタビューに対応。 

 

 

 

２０２３年のベネズエラ民間セクターの経済成長率に

ついて、２２年比で８％増になるとの見通しを示した。 

 

なお、２０２２年の民間セクターの経済成長率は前年比

９％増を見込んでいるという。 

 

２０２２年に大きく消費が伸びたのは一般消費財。 

具体的には、食品・医薬品・生活品などだという。 

また、石油産業に関わる民間セクターについても軽微な

回復が見られたという。 

 

また、Chevron がベネズエラで活動を再開することで、

２０２３年は更に経済が拡大するだろうとの見解を示

した。 

 

「Yummy ２３年ベネズエラへの投資増やす」         

 

「Yummy」は、ラテンアメリカ地域を中心にデリバリ

ーサービスを提供している企業。ベネズエラでも良く利

用されている会社だ。 

 

１２月２７日 「Yummy」の Vicente Zavarce CEO は、

ベネズエラについて、「Yummy が最も成長する機会が

ある国」と発言。 

 

２０２３年はベネズエラへの投資を拡大するとの見解

を示した。 

 

Zavarce CEO によると、Yummy にはベネズエラ国内に

４０人の技術者がおり、１万７，０７９名の配達員がい

るという。 
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「不動産業界 法令改定の必要性を強調」         

 

１２月２７日 「ベネズエラ不動産商工会」のロベルト・

オルタ代表は、２０２２年の不動産業界について説明。 

 

不動産販売の分野については安定しており、カラカス・

バルキシメト（ララ州）・バレンシア（カラボボ州）な

どでは販売数は増加したとの見解を示した。 

 

特に大きな道に接する商業店舗は販売が好調で、売り上

げは前年比２３％増だったという。 

 

他、ショッピングセンターも回復の兆しが見えていると

指摘。２３年には新たなショッピングセンターが建設さ

れる予定もあり、２３年もプラスに推移するとの見方を

示した。 

 

なお、不動産の販売単価・賃貸料は前年と比べてそこま

で変化していないという。 

 

また、オルタ代表は不動産業界が直面している問題点に

ついて、「不動産登記に関する税制と法律整備」を挙げ

た。 

 

オルタ代表によると、不動産登記にかかる必要経費は法

律に則れば２％だという。しかし、実際に不動産購入者

が登記をすると、税金に類似した費用が発生し、最大で

３０％もかかることがあるという。 

 

この不透明な制度を透明化するために法律の整備が必

要との認識を示した。 

 

また、賃貸分野では裁判所が賃料未払いの入居者の強制

退去を妨げる措置を取っており、貸主が利益期待を逸し

ていると指摘。柔軟性の高い仕組みに変える必要がある

と訴えた。 

 

社 会                       

「チャカオ アルタミラ広場で年越しコンサート」            

 

日本企業が多いチャカオ市のロス・パロス・グランデス

地区で１２月２４日にクリスマスコンサートが開催さ

れた。また、１２月３１日には年越しコンサートも予定

されているという。 

 

グスタボ・ドゥケ市長の発表によると、２０２３年の年

越しコンサートはアルタミラ広場で開催される。 

 

コンサートで演奏するグループとして「Sinamaica La 

Gaita」「Renacer Gaitero」「las voces de la Billo’s」など

が出演するとした。他、「Criollo’s House」に出演を依頼

しているという。 

 

なお、観客の安全保護のために当日は、チャカオ市警や

医療スタッフなども配置するという。 

 

 

（写真）グスタボ・ドゥケ市長 Twitter 

“１２月２４日のクリスマスコンサートの様子” 

 

以上 

 


