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（写真）Pixabay “１１月からベネズエラで現金ドル引き出し ATM 稼働（写真はイメージ）” 

 

 

２０２０年１０月１４日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 制憲議会に２１年度予算案提出 

～予算案の中身は白紙との噂も～」 

「南米２カ国 グアイド政権任命大使に信任状」 

「マドゥロ政権保健相 Covid-１９感染」 

経 済                     

「玩具の輸入関税を免除、コメ等の輸入関税再開」 

「Carboturven 石炭の欧州向け輸出が増加」 

「OPEC ９月の産油量日量３８．３万バレル」 

社 会                     

「アラグア州マラカイで豪雨被害」 

２０２０年１０月１５日（木曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染防止措置を緩和 

～１２月から飛行機・観光業を再開～」 

「医療の英雄 ２回目の現金支給を開始」 

経 済                    

「ドル ATM １１月からベネズエラで稼働開始 

～３都市で開始、限度額は２００ドル／日～」 

「Wells Fargo ベネズエラ人の Zella 決済再開」 

社 会                     

「インターネット自由度 過去５年で大幅低下」 

「マドゥロ政権 祖国カード保有者に現金支給」 
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２０２０年１０月１４日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 制憲議会に２１年度予算案提出     

      ～予算案の中身は白紙との噂も～」       

 

１０月１４日 マドゥロ政権は、２１年度国家予算案を

制憲議会に提出した。 

 

ベネズエラの国家予算法では、政府は翌年の国家予算を

前年の１０月中旬までに国会に提出することが義務付

けられている。 

 

そして、国会は提出された予算案を検討。年内に承認し

なければならないことになっている。 

 

従って、２１年度の予算案は本来国会に提出しなければ

ならないが、マドゥロ政権は野党多数の国会を正当な国

会と認めておらず（最高裁が野党国会の無効化を宣言し

ているため）、この４年間は国家予算案を制憲議会に提

出することが常態化している。 

 

なお、現在は与党派国会が出来ているため与党派国会に

予算案を提出する可能性はあっただろうが、現時点では

最高裁は与党派国会も正当な国会とは認めておらず、国

会の役割は引き続き制憲議会が担っている。 

 

前述の通り、マドゥロ政権は国家予算案を制憲議会に提

出したが、実際は右の写真のように赤色の本を渡すセレ

モニーに過ぎない。 

 

１３年頃までは国家予算案が国会に提出された際に、誰

でも予算案の中身を確認することが出来たが、現在は予

算案の中身を知ることはできない。 

 

 

 

予算案の中身が公開されていないため、この赤い本の中

身は白紙で、現時点では何も決まっていないのではない

かと言われている。 

 

更に言えば、制憲議会は１２月末に国家予算案を承認す

るが、その後マドゥロ政権は追加債務を乱発するため、

当初の国家予算案通りになることは無く、今では国家予

算案の提出は形式的なイベントとなっている。 

 

なお、２０２０年、制憲議会は５４億３，９００万ドル

の国家予算を承認した。２０１４年の国家予算は８００

億ドルを超えていたため、この６年間で１０分の１以下

に縮小したことになる。 

 

また、あまり指摘されないが、グアイド政権もベネズエ

ラの暫定政府を自認するのであれば、国家予算法に従い

翌年度の予算案を国会に提出しなければならない。 

しかし、グアイド政権は国家予算案を提出せずに２年間

が経過している。 

 

 

（写真）リカルド・メネンデス企画相 

“制憲議会に２１年度国家予算案を提出するメネンデス

企画相” 
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「南米２カ国 グアイド政権任命大使に信任状」         

 

１０月１４日 エクアドル、パラグアイは、グアイド政

権が任命した大使を正式な大使として迎える趣旨の信

任状を発行、各大使に手交した。 

 

グアイド政権が任命したエクアドルのベネズエラ代表

大使は、エクトル・キンテロ氏。 

パラグアイのベネズエラ代表大使は、ダビッド・オルソ

ン氏 

 

パラグアイ、エクアドルは、リマグループ加盟国で、グ

アイド政権をベネズエラの正当な政府と認識している。 

 

 

（写真）グアイド政権大統領府 

 

「マドゥロ政権保健相 Covid-１９感染」                  

 

マドゥロ政権のカルロス・アルバラード保健相がCovid-

１９に感染していたことが発覚した。 

 

 

アルバラード保健相によると、１１日前から Covid-１

９感染を通知されていたという。 

 

症状は重篤ではなく、現在は感染から回復したかどうか

の検査を受けている段階だという。 

 

 

（写真）外務省 “カルロス・アルバラード保健相” 

 

経 済                        

「玩具の輸入関税を免除、コメ等の輸入関税再開」           

 

１０月１４日 マドゥロ大統領は１１月、１２月に向け

て少しずつ感染防止措置を緩和し、経済再開を目指すと

述べた。 

 

具体的に再開を示唆した業種は、おもちゃ屋、花屋、宝

石屋、アルコール飲料販売店、家具屋など。 

 

特に玩具については、２１年２月２８日まで輸入関税を

免除すると発表した。 

 

ベネズエラ人にとって、クリスマスは一年で最も重要な

イベントとなる。クリスマス前に需要が高まる商品の販

売を再開させることにより、国民の不満を和らげること

が狙いと思われる。 
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一方、緊急事態令で免除されていた米・とうもろしこ

の輸入関税について２０％の徴収を再開すると発表。

関税再開の理由について、国内農産品の競争力を相対

的に高めることで、生産を拡大させるためとしている。 

 

「Carboturven 石炭の欧州向け輸出が増加」              

 

国連の統計サイト「Comtrade」によると、２０１９年に

ベネズエラから欧州に向けて輸出された石炭の量が大

幅に増加したという。 

 

１９年にベネズエラが欧州に向けて輸出した石炭は３

１万トン。金額にして約４，０００万ドルにのぼるとい

う。 

 

また、２０年６月時点で欧州向けの石炭輸出額は３，７

００万ドルとなっており、１９年の輸出実績を大幅に超

える見通しのようだ。 

 

１９年に米国が PDVSA に制裁を科したことで、石油産

業の外貨獲得力が著しく減退。新たな外貨収入源の１つ

となっているようだ。 

 

ロイター通信によると、ベネズエラから石炭を購入した

のは北アイルランド Cookstown に本社を持つ LCC 

Group の「Lissan Coal Company」だという。 

 

また、輸出者は Carbozulia という国営企業。１８年にト

ルコの「Glenmore Proje Insaat」と協力協定を結び、

「Carboturven」という会社を設立。その後、石炭の採

掘量が増加しているという。 

 

なお、米国の制裁は石炭取引を制裁対象にはしていない

が、マドゥロ政権を資金的に支援しているとの理由から

制裁を科される懸念はある。 

 

「OPEC ９月の産油量日量３８．３万バレル」                  

 

１０月１３日 OPEC は、定例の「Monthly Oil Market 

Report」を公表した。 

 

同資料によると、２０年９月のベネズエラの平均産油量

は、先月から３．２万バレル増え、日量３８．３万バレ

ル（第三者専門家によるセカンダリーソース）だった。 

 

一方、ベネズエラ石油省が OPEC に報告しているダイ

レクトソースの平均産油量は先月から日量１，０００バ

レル増え、日量３９．７万バレルだったとしている。 

 

また、９月の Merey 原油の取引価格については先月比

１９．９％減の１バレル２８．２２ドルとしている。 

 

 

 

 

（写真）OPEC 
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社 会                        

「アラグア州マラカイで豪雨被害」           

 

１０月１３日深夜、豪雨がアラグア州を襲い、Tumero

川、Madre Vieja 川、El Limon 川が氾濫。少なくとも６

つの市が豪雨被害を受けた。 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

 

アラグア州は深刻な豪雨被害が頻発しており、９月にも

２度の豪雨被害が起きていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.496」「No.498」参照）。 

 

２０２０年１０月１５日（木曜）              

政 治                       

「Covid-１９感染防止措置を緩和              

    ～１２月から飛行機・観光業を再開～」        

 

マドゥロ大統領は１２月１日から観光産業を再開する

と発表した。 

 

本稿「玩具の輸入関税を免除、コメ等の輸入関税再開」

でも紹介したが、マドゥロ政権はクリスマスに向けて一

部の産業の再開をすすめている。 

 

また、航空産業も順次再開していくと発表。 

１２月中にドミニカ共和国、メキシコ、トルコ行きの便

を再開すると述べた。 

 

先だって、マドゥロ大統領は、国会議員選の前に一部の

国際線の運航を再開すると述べており、１２月１日に再

開する可能性が高そうだ（前号「ベネズエラ・トゥデイ

No.510」）。 

 

なお、マドゥロ大統領はクリスマスに向けて、CLAP の

特別セット（クリスマスの定番食「Plato navideño」や

「Hallaca」を作るために必要な食材が入ったセット）を

販売すると発表。 

 

他、１，０００万個の玩具を無料でプレゼントするとし

た。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e89a68f6a625337c196e27dae4a47511.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２０年１０月１４日～１０月１５日報道         No.５１１   ２０２０年１０月１６日（金曜） 

6 / 7 

 

「医療の英雄 ２回目の現金支給を開始」           

 

１０月１５日 グアイド議長は、国営病院の医療従事者

に現金を支給するプログラム「医療の英雄（Héroes de 

la salud）」の 2 度目の支給を行うと発表した。 

 

「医療の英雄」は、３カ月にわたり月１００ドルを支給

するプログラム。９月から支給を開始していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.494」参照）。 

 

支給開始を発表した当初、対象者６２，６９７名に現金

を支給すると発表していたが、インターネット環境や送

金口座の開設問題などもあり全員に支給は出来ていな

いようだ。 

 

経 済                       

「ドル ATM １１月からベネズエラで稼働開始        

 ～３都市で開始、限度額は２００ドル／日～」            

 

「AKB Fintech」の Guillermo Scarpantonio 社長は、ベ

ネズエラ国内にドル現金を引き出す ATM を設置する

と発表した。 

 

同 ATM は、首都カラカス、バレンシア（カラボボ州）、

バルキシメト（ララ州）に設置され、１１月７日から稼

働が始まるという。 

 

ただし、同 ATM で現金ドルを引き出すためには

「Billetera AKB」が発行するデジタルカードにお金をチ

ャージしておく必要があるという。 

 

なお、外国に住む家族が「Billetera AKB」が発行するデ

ジタルカードにお金をチャージし、チャージしたカード

をベネズエラ国内の家族に渡すことで同カードを利用

することも可能だという。 

 

 

なお、現金の引き出し限度額は１日当たり２００ドル。

また、現時点で ATM から出てくるドル札は、２０ドル

札、１０ドル札、５ドル札の３種類だという。 

 

他、ベネズエラの治安状況を鑑み、ATM が設置される

のは人の出入りが多い商業施設内になるとしている。 

 

「Wells Fargo ベネズエラ人の Zella 決済再開」         

 

米国金融機関「Wells Fargo」が、送金プラットフォーム

「Zella」のベネズエラ人向け利用を再開したと報じら

れた。 

 

報道によると、９月２９日に同行顧客に対してサービス

再開の通知があったようだ。 

 

２０年６月、「Wells Fargo」はベネズエラでの「Zella」

のサービス利用を一時停止すると発表していた。 

 

同サービスの利用を停止した理由は示されなかったが、

報道によると、ベネズエラでは「Zella」の本来の目的と

異なる利用のされ方をしていたことが原因としている。 

 

具体的には、「Zella」は家族・知人間の仕送りを目的と

した送金プラットフォームだが、ベネズエラでは商取引

の決済ツールとして利用されることが多いことが原因

と報じられていた。 

 

サービス利用再開に当たり「Zella」の利用規約が変更さ

れたようだが、どのような変更があったのかは報じられ

ていない。 

 

なお、現地経済系メディア「Bancaynegocios」が「Wells 

Fargo」に確認したところ、既に現時点でベネズエラで

の「Zella」利用が可能になっているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9dd93048ac4fec94b845abf0346e74a4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9dd93048ac4fec94b845abf0346e74a4.pdf
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社 会                       

「インターネット自由度 過去５年で大幅低下」            

 

「Freedom House」は、２０２０年の世界各国のインタ

ーネット自由度調査を発表。 

 

ベネズエラは１００点満点中２８点。 

世界でインターネット制限の多い国１０位で、過去５年

間で最も低下幅が大きい国との調査結果を発表した。 

 

同調査によると、マドゥロ政権は、Covid-１９をコロン

ビアからのバイオテロだと虚偽の情報を吹聴しており、

レモンティーで治療できるとの情報まで流れていると

した。 

 

また、マドゥロ政権はグアイド政権が立ち上げたウェブ

サイトの閲覧を禁止するなど情報妨害を行っており、ネ

ットの切断も頻繁に起きており、情報アクセスが著しく

制限されているとした。 

 

また、Covid-１９に関する情報を公表した記者を一時的

に拘束するなどメディアに対して圧力をかけていると

指摘した。 

 

 

（写真）Freedom House 

 

「マドゥロ政権 祖国カード保有者に現金支給」         

 

１０月１５日 マドゥロ政権は、祖国カード保有者を対

象に「Bono Venezuela Decidió Cuidarse（ベネズエラ自

衛決断賞与）」の支給を開始した。 

 

Covid-１９による経済的な影響を補てんする趣旨の補

助金だろう。 

 

マドゥロ政権はこの種の現金支給を定期的に行ってお

り、支給額は同国の最低賃金（月額 BsS.４０万）よりも

多くなっている。 

 

支給額は BsS.１９５．８万。 

ドルに換算すると４ドル弱ということになる。 

 

 

（写真）@EdanLegal 

 

以上 


