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（写真）VTV “アモロソ行政監督長 野党議員らに資産申告書の提出を要請、提出なければ出馬不可” 

 

 

２０２１年６月３０日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 MUD 復活だけで満足しない 

～元 MUD 幹事長 同盟復活を求める～」 

「行政監督長 資産申告書の提出を改めて要求 

～申告書提出しなければ選挙参加は不可能～」 

「チャカオ市ドゥケ市長 独自の政党立ち上げ」 

「バイデン政権 コロンビアに対話参加求める 

～米国とコロンビアの関係にすきま風？～」 

経 済                     

「製造業者の平均給料 ７８～４１４ドル」 

「国営病院の医療従事者 給料支払い求める」 

２０２１年７月１日（木曜） 

 

政 治                    

「元スクレ市長 野党内で事前選挙実施を求める」 

「グアイド議長 ７月５日集会への参加求める」 

「米国 人身売買対策が不十分な国を非難」 

経 済                    

「Bloomberg ８月に６桁の通貨切り下げ？」 

「貿易単一窓口 VUCE 運用開始」 

「専門家 ２１年のインフレ、為替レート予想」 

社 会                     

「ベネズエラ中央大学で大規模火災」 

「サマーク・ロペス氏 米国務省に訴え」 
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２０２１年６月３０日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 MUD 復活だけで満足しない     

   ～元MUD 幹事長 同盟復活を求める～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイNo.619」で、「選挙管理委

員会（CNE）」が、「野党統一連合（MUD）」を政党とし

て認めることを決定したとの記事を紹介した。 

 

この決定により、規則上は野党政治家も１１月の州知事

選・市長選には MUD として出馬できるようになる。 

 

６月３０日 グアイド議長は、MUD回復だけでは十分

ではないとの見解を示した。 

 

「独裁政権の目的は、我々を分裂させ、現在の悲惨な状

況に対する注目をそらし、国際社会の圧力をかわすこと

だ。 

 

我々は真の意味で全てのセクターが参加できるプロセ

スを模索している。憲法を完全に順守する全てのセクタ

ーが参加できる仕組みができるまで模索は続く。」 

と訴えた。 

 

報道では、グアイド議長が「MUDの政党復活は、マド

ゥロ政権の工作行為」と非難したように報じられている。 

 

しかし、グアイド議長の発言をより正確に汲み取ると

「マドゥロ政権は野党を分裂させる工作行為を常に画

策しているので、MUD の復活を手放しで喜んではいけ

ない」と言っていると思われる。 

 

マドゥロ政権は、MUD の政党回復の他、CNE 役員に

野党系の役員を入れる、選挙後に「保護官制度」を廃止

するなど、これまでの強硬姿勢を緩和しているように見

える。 

グアイド政権としては、「まだ選挙に参加するために勝

ち取るべき条件があるので、今の段階で喜ばない」とい

うことなのではないか。 

 

なお、復活した MUDの役員が誰になっているのかにつ

いて、今のところ MUD 役員は MUD が解体される以

前と変わっていない。 

 

選挙専門家のエウヘニオ・マルティネス氏によると、 

復活した MUD の代表は、ホセ・ルイス・カルタジャ氏

（統括秘書官）。 

 

また、オスカル・バレット氏、リカルド・スクレ氏、ル

イス・アパリシオ氏、アーノルド・ガバルドン氏の４名

が秘書官として登録されている。 

 

今回の MUD 復活を受けて、２０１７年まで MUD 幹

事長を務めていたトーレアルバ氏は野党に対して、これ

までの選挙棄権方針を諦めて選挙参加に舵を切るよう

要請。 

 

また、MUD は各党代表者のエゴを理由に CNE が解体

を決定する前から、事実上存在しなくなっていたと指摘。 

 

MUD は存在しても同盟がなければ意味がないと訴え、

選挙で政権交代する方向で団結するよう訴えた。 

 

 

（写真）MUD “MUDのロゴマーク” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/970498bd1730b1d2c031dee809381d0a.pdf
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「行政監督長 資産申告書の提出を改めて要求     

 ～申告書提出しなければ選挙参加は不可能～」         

 

前述の通り、CNE は MUD を１１月の選挙に出馬可能

な政党として認めた。一方、行政監督長は野党に対して

選挙参加に課題を課した。 

 

６月３０日 エルビス・アモロソ行政監督長は、「資産

申告書」を提出していない国会議員・元国会議員に対し

て、３０日間の申請受付期間を設けると発表した。 

 

ベネズエラの法律では、国会議員および前年まで国会議

員だった者は、行政監督庁に「資産申告書」を提出する

義務がある。 

 

アモロソ行政監督庁は、２１年１月に申告書の提出を呼

びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイNo.550」）。 

 

しかし、野党はマドゥロ政権を正当な政府と認識してい

ないので、アモロソ行政監督長の要請には答えておらず、

野党議員の多くは申告書を提出していない。 

 

アモロソ行政監督長は、 

「法律によりこの申告書を提出していない者は、１２カ

月公職選に出馬できないという罰則が定められている

ため、２１年１１月の州知事選・市長選には出馬できな

い」と説明した。 

 

なお、野党議員の中で「資産申告書」を提出していない

議員は２７名。 

 

その中には、グアイド議長、ファン・パブロ・グアニパ

国会第１副議長、アメリゴ・デ・グラシア氏、トマス・

グアニパ氏（グアイド政権の在コロンビア大使）、フレ

ディ・ゲバラ氏、フリオ・ボルヘス PJ 幹事長などの名

前も含まれている。 

 

「チャカオ市ドゥケ市長 独自の政党立ち上げ」                  

 

「選挙管理委員会（CNE）」は MUD以外に全国規模の

政党、地方規模の政党など合わせて１９の政党を認めた。 

 

新たに１１月の選挙への参加を認められた政党として

注目に値するのが、野党の牙城チャカオ市の市長を務め

るグスタボ・ドゥケ氏が発足した政党「Fuerza Vecinal

（隣人の力）」だろう。 

 

他にも「Fuerza Vecinal」には、野党支持者が多いバル

ータ市のダーウィン・ゴンサレス市長、エルアティージ

ョ市のエリアス・サジェス市長、ロスサリアス市のジョ

シー・フェルナンデス市長も名前を連ねている。 

 

「Fuerza Vecinal」の政治力は小さく、与党と政治対立

をする意思はないようだが、与党を快く思っていない有

権者の受け皿にはなるだろう。 

 

「バイデン政権 コロンビアに対話参加求める     

   ～米国とコロンビアの関係にすきま風？～」         

 

６月３０日 バイデン政権でベネズエラ問題の担当官

を務めているファン・ゴンサレス担当官は、コロンビア

について「ベネズエラ危機を解決するためにコロンビア

が果たす役割は大きい」と指摘。 

 

「コロンビアは、他の国際社会と共にベネズエラの危機

を解決するためにグアイド政権とマドゥロ政権の交渉

の椅子に座る必要がある。」 

とコメントした。 

 

ゴンサレス担当官がこのような発言をするのは、コロン

ビアのドゥケ政権が、与野党協議を歓迎していないから

ではないか。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aeb8f6d262f9f68967d7ce02d3129fd4.pdf
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先日、欧米・カナダはベネズエラ問題について交渉を通

じた問題解決を志向すると表明。具体的な進展があれば、

制裁を見直すとの意思を示していた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.618」）。 

 

しかし、その表明にコロンビアの名前は上がっていない。 

この文章には、本来はコロンビアの名前も入る予定だっ

たのかもしれない。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.619」で紹介し

た通り、６月２８日にバイデン大統領はコロンビアのド

ゥケ大統領と電話会談を行い、ベネズエラ問題に関する

協議を行った。 

 

米国とコロンビアは政治的には良好な関係にあるので、

両国代表の協議は頻繁に行われていると考えていたが、

バイデン大統領とドゥケ大統領が会話したのは、バイデ

ン大統領が就任した２１年１月に１度だけで、それから

６カ月は両者が連絡を取ることはなかったという。 

 

バイデン政権の関係者によると、バイデン大統領はコロ

ンビアで起きたデモ行動の軍・警察による鎮圧を疑問視

しており、ドゥケ大統領とやや距離をとっているという。 

 

経 済                        

「製造業者の平均給料 ７８～４１４ドル」           

 

製造業の経済団体「Conindustria」のアダン・セリス代

表は、記者会見を実施。２１年第１四半期の加盟企業の

状況について説明した。 

 

同団体が行ったアンケート調査によると、現在加盟企業

が従業員に支払っている平均給料は「一般労働者（作業

員）」で７８ドル、「専門職」で１７２ドル、「管理職」

で４１４ドルだという。 

 

 

世界的に見れば、この給料は異常に少ないが、ベネズエ

ラでは良い方。前回の調査よりも給料は増えたという。 

 

給料が増加した理由について、小規模企業がつぶれ、ア

ンケートの対象が減り、大規模企業の調査の割合が大き

くなったためと説明。 

 

製造業の平均稼働率は引き続き２０％以下で非常に厳

しい状況にあるとの見解を示した。 

 

「国営病院の医療従事者 給料支払い求める」                  

 

「Conindustria」は民間製造業の団体。決して高い給料

ではないが、公的セクターと比べれば恵まれている方だ

ろう。 

 

カラカス国立大学病院の労働者は、保険省に対して未払

い給料を支払うよう求める抗議行動を行った。 

 

ベネズエラの場合、給料は１５日に１度支払うのが基本

（労使の合意により１カ月に１度に変更することも可

能）だが、その支払いが滞っているという。 

 

 

（写真）@elvia_Cuauro 

“給料支払いを求める国営病院医療従事者” 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/72b7398366615cc61a561b95a694f54a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/970498bd1730b1d2c031dee809381d0a.pdf
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２０２１年７月１日（木曜）              

政 治                       

「元スクレ市長 野党内で事前選挙実施を求める」         

 

「第一正義党（PJ）」の創設者の１人で、スクレ市の市

長を務めたことのあるカルロス・オカリス氏は、１１月

の選挙参加のために野党内で事前投票を行うべきとの

見解を示した。 

 

オカリス元市長は以前から選挙参加を強く求めており、

その前段階として野党のリーダーを確認するための選

挙を行うべきと呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.598」「No.600」）。 

 

なお、この方針を公表したことで、オカリス元市長は、

グアイド政権と一線を画すかと思ったが、その後もグア

イド政権が行う政治集会に参加しており、あくまでグア

イド政権のグループに属している。 

 

オカリス市長は「１１月２１日を前に事前選挙を行うこ

とは可能だ。これまで、全ての候補者は事前選挙で決め

られてきた。これは人々が自身の意思を表明する最良の

手段だと考えている。 

 

事前選挙を行うには時間がないため、急ぐ必要があるが、

個人で行うものではない。選挙は団結して行うものだ。」 

との見解を示した。 

 

また、事前選挙は与野党合意が成立した後で行う必要は

ないと主張。与野党合意を模索しつつ、同時並行で事前

選挙を行うことができるとした。 

 

 

 

 

 

 

「グアイド議長 ７月５日集会への参加求める」        

 

７月５日はベネズエラの「独立記念日」で国民の祝日に

なる。 

 

グアイド議長は、７月５日に「国家救済合意」を支持す

る集会を実施すると発表。 

 

「国家救済合意」を成功させるには国内の圧力が必要だ

と主張。支持者に同集会に参加するよう呼び掛けた。 

 

現在のところ集会の会場は決まっていないが、全国２４

カ所で集会を行うという。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/07e997d8c7bbad1dfd04d9544ee3380c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/265d43f0eceece96de093264e41618ad.pdf
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「米国 人身売買対策が不十分な国を非難」           

 

７月１日 米国国務省は、毎年７月に更新している「人

身取引報告書」を公表。 

 

ベネズエラは、これまで通りブラックリスト（人身取引

の対策が不十分な国）に入っている。 

 

同報告書では、ベネズエラについて 

「政権は、コロンビア国境に近い武装集団を支援し、協

力的に対応している。彼らは児童をグループに引き入れ、

兵士を育成、売春などを斡旋している。」 

と非難した。 

 

なお、ブラックリストにはベネズエラ以外に、ニカラグ

ア、中国、キューバも入っている。 

 

このリストに入った国は、一部取引の禁止、IMF からの

融資の停止など、米国（および米国の権限が強い組織か

ら）の制裁対象になる可能性がある。 

 

なお、今回のリストでは米国の伝統的な同盟国に対して

も指摘がある。特に注目されたのはイスラエル。同報告

書では、イスラエル政府の人身取引の取り締まりは「持

続的なものではなく、誠実なものではない」と非難して

いる。 

 

なお、日本についても記述がある。 

日本については、「外国人技能実習制度」について「外

国人労働者の搾取」と非難し、問題があるにもかかわら

ず、政府は十分な対応を執っていないとしている。 

 

 

 

 

 

 

経 済                       

「Bloomberg ８月に６桁の通貨切り下げ？」            

 

「Bloomberg」は、有識者３名からの情報として、マド

ゥロ政権が８月に６ケタの通貨切り下げを行うと報じ

た。 

 

現在、ベネズエラの為替レートは１ドル約 BsS.３２０

万だが、６ケタの通貨切り下げを行うことで、１ドル３．

２（ボリバル？＝新通貨）になることを意味する。 

 

マドゥロ政権は２０１８年８月２０日に５ケタの通貨

切り下げを行った（「ベネズエラ・トゥデイ No.179」）。 

 

「Bloomberg」の報道が事実であれば、３年後に再び６

ケタの通貨切り下げを行うことになる。 

 

なお、１８年８月に通貨切り下げを行った時の為替レー

トは１ドル約６００万ボリバル・フエルテ（Bs.F）だっ

た。 

 

前述の通り、現在の為替レートは１ドル BsS.３２０万

で８月中に当時の為替レートを超えるとしても不思議

ではないだろう。 

 

なお、８月に６ケタの通貨切り下げを行うのは早急すぎ

るように思えるが、前回（１８年 8 月２０日）の５ケタ

の通貨切り下げを行った際、最初に通貨切り下げを行う

と発表したのは１８年７月２５日だった（「ベネズエラ・

トゥデイNo.168」）。 

 

発表後わずか１カ月足らずで通貨切り下げを行ったわ

けだが、意外なことに通貨切り下げによる問題の報告は

少なかった。過去の経緯を踏まえると「Bloomberg」の

報道が実現する可能性は十分にあるだろう。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3038b3fef317bd66e4e2e2378f20a472.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6abe5923c39198411da1911adfcff71d.pdf
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「貿易単一窓口 VUCE 運用開始」             

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.611」で、マドゥロ政権が

輸出促進のため「貿易事務の統一窓口」を新設したとの

記事を紹介した。 

 

当時は、マドゥロ大統領の発表だけだったが、７月１日

にこの統一窓口に関する政令が官報で公布された。 

 

「貿易事務の統一窓口」の正式名称は、「Ventanilla 

Única de Comercio Exterior (VUCE)、貿易単一窓口」と

いうようだ。貿易投資促進省傘下の団体だという。 

 

今後は、輸出に関する許認可の申請、その他証明書の申

請などは VUCEのウェブサイト（www.vuce.gob.ve）か

ら行うことになる。 

 

 

（写真）VUCEウェブサイト 

 

「専門家 ２１年のインフレ、為替レート予想」            

 

現地経済調査会社「Ecoanalitica」の、アスドゥルバル・

オリベロ氏は、２１年のベネズエラのインフレ率、為替

レートについて予想した。 

 

 

 

オリベロ氏によると、このままいけば２１年末には為替

レートは１ドル BsS.１，６００万。インフレ率は１，６

００％になるだろうとした。 

 

なお、２０２０年のインフレ率は約３，０００％だった

ので、昨年よりインフレは落ち着いたことになるが、引

き続き高い水準であることは間違いない。 

 

また、為替レートは前述の通り通貨切り下げが行われる

可能性は高いが、仮に６ケタの通貨切り下げがなければ

１ドル BsS.１，６００万はあり得ない数字ではないだ

ろう。 

 

社 会                       

「ベネズエラ中央大学で大規模火災」            

 

６月３０日夜から「ベネズエラ中央大学（UCV）」の政

治管理学部の校舎で火災が発生した。 

 

施設内に爆発する危険物がある、消防用の水が足りない

など問題が多く消火活動は難航したが、最終的には鎮火

した。死者は報じられていない（夜間の火事なので、死

者はでていないと思われる）。 

 

火元が教室であることは確認できているが、火災が発生

した原因は分かっていない。 

 

 
（写真）Antonio Ecarri氏 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7e7e5c7ed7b9f849614ea4e8b54975e.pdf
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この火災でUCVの政治管理学部校舎の天井２５％が焼

け焦げたという。以下は、消火後の校舎の様子。 

 

 

（写真）Ramon Camacho 記者 

 

「サマーク・ロペス氏 米国務省に訴え」         

 

米国に制裁を科され、資産を没収された企業家のサマー

ク・ロペス氏（イタリア国籍）が、ワシントン連邦裁判

所に米国国務省を提訴した。 

 

ロペス氏の弁護団の説明によると、訴えを起こした理由

は「麻薬犯という誤った情報を流され、名誉と資産を奪

われたため」だという。 

 

ロペス氏は、２０１７年にアイサミ石油相のテスタフェ

ロ（資産隠しに協力した人物）として米国から制裁を受

けた。 

 

報道によると、ロペス氏は、マイアミに１，２５０万ド

ルの豪邸を持ち、その他にも大型ヨットなど総額１．６

億ドルの資産を米国に保有しているという。 

 

その後、アイサミ石油相が麻薬取引に関わっていたとさ

れる証拠が提示され、その証拠を理由にサマーク・ロペ

ス氏の資産は FARC の被害者への賠償金に充てられる

ことが決定した（「ベネズエラ・トゥデイ No.467」）。 

 

実際のところロペス氏の資産形成は PDVSA との取引

で作ったもので、PDVSA取引に関連する汚職があった

可能性はあるが、麻薬取引で資産を築いたわけではない。 

 

ロペス氏の弁護団は、米国の裁判で提示された資料は捏

造されており、偽の証拠から出された結論と主張してい

る。 

 

 

（写真）Maduradas 

“サマーク・ロペス氏と差し押さえられたマイアミ豪邸” 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/62b28a5c9eae212be02fddb3b1eb0e88.pdf

