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（写真）@churuguara、@Naky “アラグア州で再び豪雨被害、州都マラカイで少なくとも死者３名” 

 

 

２０２２年１０月１７日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 Las Tejerias 被災者に住宅提供 

～豪雨による死者５４名、CAF 援助実施～」 

「中南米の大統領支持率 マドゥロ大統領２８％」 

「ホンジュラス ベネズエラに新大使を派遣」 

「アレックス・サアブ氏 外交パスの情報不一致」 

経 済                     

「PDVSA の対外債務は７２０億ドル？」 

社 会                     

「アラグア州で再び豪雨 マラカイで死者３名」 

「豪雨によりカラカス含む各州で被害」 

２０２２年１０月１８日（火曜） 

 

政 治                    

「米国から追放されたベネズエラ移民 

コロンビアかベネズエラへの帰還を要請」 

「Datanalisis 野党政治家の世論調査」 

経 済                    

「Avianca 別の国からベネズエラへ運航か」 

「２２年９月末 外貨預金は１４．３億ドル」 

「ベネズエラ １５％の企業が輸出を実施」 

「４人世帯の最低限の食費 月額１０３．３ドル」 

社 会                    

「UCAB 調査 国民の９割超が貧困」 
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２０２２年１０月１７日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 Las Tejerias 被災者に住宅提供   

  ～豪雨による死者５４名、CAF 援助実施～」       

 

「ウィークリーレポート No.273」で紹介したが、先週

ベネズエラで豪雨災害が各地で起きた。特にアラグア州

の Las Tejerias の被害は大きく、住宅約４００軒が全壊、

更に約４００軒が半壊などの被害が確認されている。 

 

１０月１７日 マドゥロ大統領は、Las Tejerias で住宅

を失った被災者４５０世帯に住宅を提供すると発表。 

 

現在建設中の住宅提供プログラムの枠を提供するとし

た。 

 

Lldemaro Villarroel 住宅相によると、アラグア州 Caña 

de Azúcar 地区で行っている住宅建設プロジェクトがあ

と３カ月で完了するとしており、新たに完成予定の４１

０軒を被災者の住宅として提供するという。 

また、他にも４０軒の住宅を提供できる用意があると補

足した。 

 

また、現時点で確認された死者数について、５４名にな

ったと発表。また、行方不明者が５０名以上いるようで、

引き続き軍部・警察が捜索を行っているとした。 

 

本件について、国際的な多国籍金融機関「アンデス開発

公社（CAF）」は、Las Tejerias の豪雨被害を受けて、ベ

ネズエラに２５万ドルを寄付すると発表。 

 

国際金融機関による具体的な支援実施の発表はこれが

最初になる。 

 

 

 

「中南米の大統領支持率 マドゥロ大統領２８％」         

 

国際コンサルタント会社「CID Gallup」は、南米１３カ

国の大統領支持率の調査結果を公表した。 

 

調査対象は各国１，２００人を対象としたもの。 

 

最も支持率が高かった大統領は、エルサルバドルの

Nayib Bukele 大統領で、８６％と非常に高い結果が出て

いる。 

 

以降、コスタリカ、ドミニカ共和国、ホンジュラス、コ

ロンビアと続く。 

 

マドゥロ大統領の支持率は２８％。低い方であることは

間違いないが、グアテマラ、パナマ、ペルー、エクアド

ルともっと支持率が低い大統領もいるようだ。 

 

 

（写真）CID Gallup 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b6e759a3ede87d73f5e7c3a55b5bdb95.pdf
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「ホンジュラス ベネズエラに新大使を派遣」                  

 

ホンジュラスのシオラマ・カストロ政権は、Scarleth 

Ivette Romero 氏（黒いスーツの女性）を在ベネズエラ・

ホンジュラス大使に任命した。 

 

Romero 新大使はこれまでホンジュラスの国営電力公社

（ENEE）の顧問を務めていたという。 

 

 

（写真）ホンジュラス外務省 

 

「アレックス・サアブ氏 外交パスの情報不一致」         

 

AP 通信の Joshua Goodman 記者は、マドゥロ政権高官

の資産隠しに協力したとされるコロンビア人企業家ア

レックス・サアブ氏の外交ビザの情報に間違いがあった

と報じた。 

 

 

 

 

マドゥロ政権はサアブ氏を「ベネズエラ政府の外交官」

と主張。 

外交官の逮捕はウィーン条約の規則に違反するとして

米国政府に対して即時送還を求めている。以下が問題と

なっているサアブ氏のパスポートの写し。 

 

（写真）APjoshgoodman 
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外交パスポート番号の末尾は「８０６３」となっている

が、マドゥロ政権外務省が公文（前ページ下の文章）で

言及しているサアブ氏の外交パスポート番号の末尾は

「１９５６」と異なっている。 

 

この数字の違いについて、マドゥロ政権からの説明はな

いという。 

 

経 済                        

「PDVSA の対外債務は７２０億ドル？        

 ～Chevron のベネズエラでの活動再開は違法～」          

 

最近 Chevron がベネズエラで活動を再開するのではな

いかと報じられている。 

 

本件について、グアイド暫定政権下で会計監査総長を務

めていたホセ・イグナシオ・エルナンデス氏は、Chevron

がベネズエラで活動を再開することは法的に難しいと

の見方を示した。 

 

エルナンデス氏は、ベネズエラのエネルギー事業に関す

る法律「炭化水素法」について言及。炭化水素法に照ら

して、Chevron がベネズエラで活動することは違法との

見解を示した。 

 

エルナンデス氏は明言していないが、 Chevron は

PDVSA との合弁会社の資本参加比率を５０％超に引き

上げ、活動を再開するとの噂が報じられている。 

 

しかし、「炭化水素法」では資本参加の過半数は PDVSA

が保有すると定められており、法律を変えない限り、

Chevron が５０％超の資本参加を行うことはできない

と考えられている。 

 

米国政府はグアイド政権をベネズエラの正当な政府と

認識しており、与党国会も認めていない。 

 

そのため、仮に与党国会が炭化水素法を改定し、

Chevron が５０％超の資本参加が出来るような法律に

変えたとしても、米国はその法律を有効とみなすことが

出来ない。 

 

エルナンデス氏は「米国政府がベネズエラに対して行っ

た制裁は汚職撲滅の意味合いを持っている」と指摘。 

「矛盾を生じさせず、透明性の高い規則のためにダブル

スタンダードは許容できない」と主張した。 

 

他、PDVSA が抱えている対外債務についても言及。 

 

エルナンデス氏の認識では、「ConocoPhillips」や「Exxon」

などの賠償請求などを含めて、PDVSA の対外債務は現

在７２０億ドルに上っているという。 

 

社 会                        

「アラグア州で再び豪雨 マラカイで死者３名」           

 

１０月１７日 アラグア州が再び豪雨に襲われた。 

 

今回は特にアラグア州の州都マラカイ、特に El Castaño

地区で被害が大きく、現在警察・軍らが出動しており被

害状況の確認を行っているが、少なくとも死者３名が確

認されている。 
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（写真）一般市民らの撮影 

 

「豪雨によりカラカス含む各州で被害」         

 

アラグア州に限らず、ベネズエラ全土で豪雨による問題

が報じられた。 

 

首都カラカスでは「ペタレ地区」で土砂崩れが発生。 

２２世帯が住んでいる住宅の地面がなくなるなどの被

害が報じられている。 

 
（写真）@AlbertoRodNews 

 

他、１０月１８日にはタチラ州で木が倒れ、国軍の検問

所の屋根にぶつかり倒壊する被害が報じられた。 

 

 

（写真）@fallaelectricas 

 

メリダ州も道路が浸水し、車で移動できなくなるなどの

被害が報じられている。 

 

 
（写真）Maduradas 

 

２０２２年１０月１８日（火曜）              

政 治                       

「米国から追放されたベネズエラ移民           

   コロンビアかベネズエラへの帰還を要請」        

 

「ウィークリーレポート No.274」でも紹介したが、米

国のバイデン政権はベネズエラ不法移民の対策に本格

的に乗り出した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/414ed9d685608429db31939b76bbd5ae.pdf
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今後、陸路で入国する不法移民はメキシコに追放される

こととなる。報道によると既に少なくとも２５０名のベ

ネズエラ不法移民がメキシコに戻されているという。 

 

送還されるベネズエラ不法移民に加えて、米国へ越境し

ていたベネズエラ人らも国境付近で滞留しており、行き

先を失った多くのベネズエラ人が今後どうすればよい

のか、生活費も尽きた状態で困窮しているという。 

 

その中の一部はベネズエラあるいはコロンビアに移動

することを希望しており、メキシコ当局に飛行機などで

移動させるよう抗議をしているという。 

 

また、米国の不法移民対策の強化を受けて、陸路で越境

するサービスを提供している違法業者らがサービスを

停止するなどしており、移民の流れに混乱が生じている

という。 

 

一部の野党政治家らは移動中のベネズエラ人について

は入国させるよう要請しているが、実現は難しいのでは

ないだろうか。 

 

「Datanalisis 野党政治家の世論調査」                  

 

世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・レオン社長は、

YouTube のインタビュー番組「Circuito Onda」に出演。 

 

野党政治家の支持率についての調査結果について言及

した。 

 

調査対象の中で、最も人気が高かったのは、 

スリア州知事のマニュエル・ロサレス氏で２６．４％。 

 

 

 

 

 

次いで急進野党「ベネズエラ主導党（VV）」のマリア・

コリナ・マチャド党首が２１％。 

「第一正義党（PJ）」のエンリケ・カプリレス元ミラン

ダ州知事が１８％、「大衆意思党（VP）」のファン・グア

イド議長が１７％、「未来党」のヘンリー・ファルコン

党首が１７％だったという。 

 

レオン社長は、「この数年で野党政治家とベネズエラ国

民との精神的な距離は遠くなった」と指摘。 

政治離れが進んでいるとした。 

 

マドゥロ大統領の支持率については明言しなかったが、

与党グループではマドゥロ大統領よりもカラボボ州の

ラファエル・ラカバ知事の支持率が高いと説明。この状

況は６カ月ほど前から変わっていないという。 

 

ラカバ知事は非常に変わった知事で、新しいことに何で

も手を出したくなるタイプの人間。自身をモチーフにし

た携帯アプリゲームを開発するなど奇人のような雰囲

気が故チャベス元大統領と通じるところがあり、ベネズ

エラ人には好かれるのかもしれない。 

 

経 済                       

「Avianca 別の国からベネズエラへ運航か」            

 

コロンビアの航空会社「Avianca」の Adrian Neuhauser

社長は、「航空監督当局の許可さえ下りればベネズエラ

への路線を再開する意思がある」と説明。ベネズエラ行

きの便を再開する意思を強調した。 

 

８月にコロンビアにペトロ新政権が発足し、マドゥロ政

権との関係が急速に改善している。 
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陸路での国境移動は再開したが、空路での移動は正式な

再開に至っていない。 

 

理由は、ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」のコロ

ンビア行きの便が米国の制裁を理由に許可されなかっ

たから。これを受けて、マドゥロ政権側もコロンビアか

らベネズエラ向けの便の運航許可を撤回しており、

「Avianca」も飛行許可が下りていない。 

 

Neuhauser 社長は、「ベネズエラとコロンビア間の路線

の運航は極めて自然なことである。特に今のコロンビア

には多くのベネズエラ移民が住んでおり、彼らの中には

ベネズエラ行きの路線再開を求める声が多い。」と説明

した。 

 

また、Avianca のフェデリコ・ペドレイラ副社長は、コ

ロンビア―ベネズエラ間が難しい場合は、別の国からベ

ネズエラにつなぐような路線の運航も検討したいと言

及している。 

 

「２２年９月末 外貨預金は１４．３億ドル」         

 

ベネズエラの金融コンサルタント会社「Aristimuño 

Herrera & Asociados」は、２２年９月末時点のベネズエ

ラの外貨預金の状況について発表した。 

 

９月末時点でベネズエラの金融機関が預かっている外

貨預金は総額で約１４億２，８００万ドル。先月から５．

４１％減少したという。 

 

なお、ベネズエラの外貨預金は「為替協定１号」と「為

替協定２０号」がベースとなっているが、現在ベネズエ

ラで利用されている外貨預金制度は「為替協定１号」。 

 

 

 

 

この「為替協定１号」をベースに預かっている外貨預金

を金融機関別で分けたグラフが下グラフになる。 

 

最も預金額が多いのは「Banco Nacional de Credito」で

２２．３％を占めている。次いで「Mercantil」が１７．

０８％、「BBVA Provincial」が１４．５３％と続く。 

 

この３つの金融機関だけで「為替協定１号」の枠組みの

外貨預かりの５３．９１％を占めている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「ベネズエラ １５％の企業が輸出を実施」                  

 

「Datanalisis」の Gil Yepes 氏は、ベネズエラ企業の中

で輸出を志す企業が増えていると指摘した。 

 

Yepes 氏によると、全ての業種においてベネズエラの企

業の１５％は輸出を行っているという。 

 

現地通貨は引き続きインフレ、通貨価値下落の影響を強

く受けており、外貨を得る手段を増やす必要があると指

摘した。 

また、２０２３年の経済成長率について２０２２年と同

様に前年比１０～１２％程度の上昇になると予見して

いる。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年１０月１７日～１０月１８日報道         No.８２１   ２０２２年１０月１９日（水曜） 

8 / 8 

 

「４人世帯の最低限の食費 月額１０３．３ドル」         

 

野党国会が発足した金融調査団体「ベネズエラ金融観測

所（OVF）」は、２２年９月に４人家族の１世帯が食事

をするために必要最低限のコストについて、１週間に２

５．８３ドルと発表した。 

 

つまり、約一カ月（４週間）では１０３．３２ドルとい

うことになる。 

 

とうもろこし粉、２キロは３０ボリバル、 

カラオタ（黒豆）、２キロは、５３．４ボリバル、 

植物油、０．５キロは２１ボリバル 

パスタ、２キロが３６ボリバル、 

砂糖、６２５グラムが９．３８ボリバルなど。 

 

 

（写真）OVF 

 

社 会                       

「UCAB 調査 国民の９割超が貧困」            

 

社会学者 María Gabriela Ponce 氏は、２０２２年のベネ

ズエラ経済はプラス成長ではあるものの、引き続き貧富

の格差は大きく、国民の９割以上が貧困に分類されると

指摘した。 

 

Ponce 氏は、２０２１年に「アンドレス・ベジョ・カト

リック大学（UCAB）」が行った貧困調査（Ponce 氏も

調査メンバーとして関与）について引き合いに出し、９

４％のベネズエラ人が「貧困」に分類される環境で生活

をしていると指摘。 

 

そのうち７６．６％は「深刻」とされる状況で生活をし

ているとした。 

 

更に国民の３分の１は月額１５ドルで生活をしている

という。特に低所得者に分類される人々は高齢者が多く、

高齢者が貧困に苦しんでいると訴えた。 

 

Ponce 氏は、現在２０２２年の貧困調査を行っていると

補足。２２年は数字が改善することを願っていると締め

くくった。 

 

以上 


