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（写真）国営報道局（VTV）“５月２０日の大統領選の投票を呼び掛けるルイス・ロメロ AP 秘書官ら” 

 

 

２０１８年２月２８日（水曜） 

 

政 治                    

 「Copei ファルコン AP 党首への支持棄却か」 

 「CNE 出馬申請期限を３月２日まで延長」 

「ハビエル・ベルトッシ氏 遅れて出馬申請」 

 「マイアミ領事館 未払い借館料を支払い」 

経 済                    

 「第３回目 DICOM は１ドル３．６万ボリバル」 

 「第４回目の DICOM 公募要領を発表」 

 「１８年１月の生活費は２，４４０万ボリバル」 

社 会                    

 「パスポートの発行費用は８００ドル」 

２０１８年３月１日（木曜） 

 

政 治                   

 「大統領選 ５月２０日に延期 

～MUD ではなく穏健派野党と合意～」 

「AP 野党連合からの非難に反論 

～存在しない組織から追放は出来ない～」 

「SEBIN レオポルド・ロペス氏の自宅を捜査」 

経 済                   

 「租税単位（ＵＴ）５００ボリバルに改定 

～食料補助も９１・５万ボリバルに増額～」 

 「最低賃金５８％増の３９．３万ボリバル」 

「米国 来週から鉄鋼・アルミの関税率を引上げ」 
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２０１８年２月２８日（水曜）             

政 治                       

「Copei ファルコン AP 党首への支持棄却か」       

 

キリスト教社会党（Copei）は４月２２日の大統領選に

出馬した発展進歩党（AP）のヘンリー・ファルコン党首

の推薦を撤回するとの声明を発表した。一方で引き続き

ファルコン AP 党首の支持を続けている。 

 

現在の Copei は内部で完全に見解が食い違っており組

織としての統率が効いていない。 

 

２月２３日には Copei の代表委員会として４月２２日

の大統領選に同政党に所属するエドゥアルド・フェルナ

ンデス氏を出馬させる意向を発表した。 

しかし、同日にはエドゥアルド・フェルナンデス氏自身

が「自分は大統領選に出馬するつもりはない。」とツイ

ッターで投稿した。 

 

その後、Copei はファルコン AP 党首を推薦した。しか

し、Copei 内部では大統領選に参加するべきではないと

考えている者も多い。 

 

２月２７日 Copei は 

「自身の政党はヘンリー・ファルコン AP 党首を推薦す

る決定をしていない。これは Copei のミゲル・サラサー

ル氏が勝手に申請したもので組織の方針と異なる。ファ

ルコン AP 党首への推薦を撤回する。」 

と発表した。 

 

一方で本号「大統領選 ５月２０日に延期 ～MUD で

はなく穏健派野党～」でも紹介しているが、５月２０日

に大統領選を延期する署名に Copei も名前を連ねてい

る。 

 

 

また、Copei のツイッターを見ていると「独裁政権の強

いる選挙には参加するべきではない。」と度々書かれて

いる。 

 

１週間前にはエドゥアルド・フェルナンデス氏の大統領

選出馬を発表したばかりで、この宣言は整合性が欠ける。 

 

１７年１２月の全国市長選では Copei 系の野党市長が

多く誕生したが、様子がおかしいように感じる。 

 

「CNE 出馬申請期限を３月２日まで延長」         

 

２月２８日 選挙管理委員会（CNE）は大統領選の出馬

期限を更に４８時間延長すると発表した。 

 

CNE は２６日が期限だった出馬申請期限を２７日まで

延長していたため、２度目の延長になる（「ベネズエラ・

トゥデイ No.104」２月２６日付の記事参照）。 

 

４８時間延長されたことで、申請締め切りは３月２日に

なった。 

 

「ハビエル・ベルトッシ氏 遅れて出馬申請」                  

 

大統領選の出馬申請期限が延長されたことで、泡沫候補

の一人とされているハビエル・ベルトゥッシ牧師も出馬

をした。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.104」で紹介した通り、こ

れまで５名いた候補者が６名に増えたことになる。 

 

現地系プレス「EL COOPERANTE」は６名の候補の投

票画面案を作成しているので参考までに掲載したい。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/33a10c241982bd7d95528e63e06ca7ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/33a10c241982bd7d95528e63e06ca7ad.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/33a10c241982bd7d95528e63e06ca7ad.pdf
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（写真）EL COOPERANTE 

 

「マイアミ領事館 未払い借館料を支払い」         

 

マドゥロ大統領が再開を発表したマイアミ領事館が借

館料の未払いで閉鎖の危機にあることについては「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.103」で紹介した。 

 

２月２８日 米国新聞社「El Nuevo Herald」は未払借

館料１４．５万ドルをベネズエラ政府が支払い、マイア

ミ領事館は通常通り稼働していると報道した。 

 

同不動産のオーナーであるフロリダ州の Property 

Management もベネズエラ政府から領事館の支払いを

確認したことを明らかにしている。 

 

なお、フロリダには亡命ベネズエラ人で組織されたグル

ープが存在する。彼らはマイアミ領事館の再開について、

「領事館の再開はマイアミに住むベネズエラ人を支援

する目的ではなく、米国との商業関係の改善方法を探る

ためだ。」とコメントした。 

 

経 済                        

「第３回目 DICOM は１ドル３．６万ボリバル」           

 

ベネズエラ中央銀行は第３回目の新 DICOM の結果を

公表した。 

 

為替レートは１ユーロ４３，４８９．６５ボリバル。 

ドル建て１ドル３５，９４１．８６ボリバルになる。 

前回の為替レートが１ドル約３万ボリバルだったので、

ボリバル通貨の価値が１１％下落したことを意味する

（「ベネズエラ・トゥデイ No.102」２月２１日付の記事

参照）。 

落札された外貨の合計は１３２万４，０７４．９４ドル。

９２の法人が落札した（参照）。 

 

有名な企業としてはセントロ・マデイレンセ（スーパー

マーケット）が１０万ドル、 

Distribuidora Cayo de Agua（日本食などアジア系の食

材輸入業者）が２万ドルなど。 

 

第３回目の新 DICOM 目的別の外貨落札額 

（単位：米ドル） 

 

555,792 

69,070 135,342 

523,905 

16,580 2,700 

原材料輸入 完成品輸入

債務支払い 資材・部品

貯蓄 サービス購入

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59c500ca9945ce7f1fedecc7c6c8b561.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/59c500ca9945ce7f1fedecc7c6c8b561.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9095798acf8318d130c948c278377a08.pdf
https://www.dicom.gob.ve/wp-content/uploads/2018/02/ADJUDICADOS-SUBASTA-CS-SO-003-18-vFirmado.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０１８年２月２８日～３月１日報道              No.１０５   ２０１８年３月２日（金曜） 

4 / 7 

 

「第４回目の DICOM 公募要領を発表」                  

 

２月２８日 第４回目の 新 DICOM 募集要項が公示

された（参照）。内容は以下の通り。 

   

■応札期限：３月２日（金曜）PM６時まで   

■競売決定日時：３月５日（月曜）AM８時   

■結果公表：３月７日（水曜）   

■決済日：３月８日（木曜）   

■応札最小額：   

 個人： ５０ユーロ  

 法人： １，０００ユーロ  

■応札要件：   

 １．DICOM システムへの情報登録   

 ２．身分情報の提出（身分番号、住所など）   

 ３．資金源泉が合法的なものであることの宣誓   

 ４．国内に現地通貨口座、外貨口座を所持すること   

 ５．納税義務などを履行していること 

 

「１８年１月の生活費は２，４４０万ボリバル」                  

 

家計コストを調査する CENDAS-FMV は１８年１月の

食費・生活費（５人家族が特段の贅沢をすることなく暮

らした場合の平均必要コスト）を更新した。 

 

CENDAS の調査によると、食費は２，４４０．３万ボ

リバル、医療費・住宅費・交通費・教育費など含む生活

コストは３，５３９．３万ボリバルになった。 

 

食費については１７年１２月から１カ月で４７．９％増。 

生活費については同期比４０．９％増となった。 

 

先月と比べれば物価上昇は少し落ち着いたとはいえ、引

き続き物価の高騰は極めて激しい。 

 

 

 

社 会                        

「パスポートの発行費用は８００ドル」           

 

政治経済的な混乱を受けて国外に退避するベネズエラ

人が増えている。 

 

パスポート申請の増加、公的部門の非効率、パスポート

を発行するための在庫不足など様々な理由でベネズエ

ラではパスポートの発行・更新に異常な時間がかかって

いる。また、パスポート発行が遅延している理由は汚職

も大きな要因だ。 

 

パスポート発行手続きを優先的に処理してもらうため

に袖の下を払うのは一般的。その金額は５０ドルから多

い場合は８００ドルもかかるという。もちろん袖の下な

ので支払いは現金が基本になる。 

 

特にすぐにパスポートを発行してほしい場合は８００

ドルが相場のようだ。この金額を支払えば翌日には発行

が完了すると報道されている。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FMVの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）

https://www.dicom.gob.ve/2018/convocatoria/convocatoria-subasta-cs-so-004-18/
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２０１８年３月１日（木曜）             

政 治                       

「大統領選 ５月２０日に延期            

     ～MUD ではなく穏健派野党と合意～」        

 

３月１日 選挙管理委員会（CNE）は与野党合意に従い、

大統領選の実施日を４月２２日から５月後半に延期す

ると発表した。また、同日に州議会・市議会議員選も開

催することを決定した。なお、実施が懸念されていた国

会議員選については、言及されていない。 

 

今回の合意に署名した野党側の代表はヘンリー・ファル

コン AP 党首や選挙に参加した社会主義行動党（MAS）、

キリスト教社会党（COPEI）。また、大統領選に出馬し

ている他の候補らも署名している。 

 

同発表後、デルシー・ロドリゲス制憲議長も制憲議会と

して大統領選の実施日の変更を認める政令を CNE に提

出している。 

 

 

 

同日には上記の発表とは別にティビサイ・ルセナ CNE

代表より大統領選の実施日は５月２０日（日曜）にする

との発表が出ている。 

 

与野党双方が合意したのは選挙日の延期だけではない。 

以下、双方が合意した内容を紹介したい。 

 

 

 

1. 与野党双方は大統領選を５月後半に実施することで

合意した。 

2. 与野党双方は国連、および諸外国からの選挙同伴・監

視団の受け入れを求めることで合意した。 

3. テレビ、ラジオ、ソーシャルネットワークなどメディ

アでの選挙活動について、平等な条件での選挙キャ

ンペーンを行うことで合意した。 

4. １２年１０月、１５年１２月の仕組みと同等の制度

に基づいた選挙を実施することで合意した。 

5. 選挙当日に政党の応援部隊は選挙会場から２００メ

ートル以上離れた場所に設置しなければいけないこ

とで合意した。 

6. 有権者登録を３月１０日まで延長することで合意し

た。 

7. 選挙キャンペーン期間中はテレビ・ラジオを強制的

に国営放送に切り替える「カデナ」の実施を控えるこ

とで合意した。 

8. 大統領選に参加する政党は代表を選任し、合意内容

の順守状況について定期的に確認することで合意し

た。 

9. 州議会・市議会選と同時に開催することで合意した。 

 

 

「AP 野党連合からの非難に反論             

   ～存在しない組織から追放は出来ない～」           

 

ヘンリー・ファルコン AP 党首および発展進歩党（AP）

の党員は、大統領選に出馬したことで野党政治家、野党

支持者から強烈な非難を浴びている。 

多すぎて紹介はしないが、野党系のメディアでは２記事

に１記事はファルコン氏の出馬を非難する記事と言っ

ても大げさではないだろう。 

ファルコン AP 党首は民放のインタビュー番組に出演

し、野党からの非難について「残念なことだが、私の敵

は野党ではない。 
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野党連合は考えが異なることを理由に攻撃するべきで

はない。」とコメントした。 

 

なお、「考えが異なることを理由に攻撃するべきではな

い。」というセリフは野党連合が政府に対して度々使用

する言葉で、野党に対する挑発的なセリフと言える。 

 

一方で AP のルイス・ロメロ秘書官は、野党の非難につ

いて 

「野党の主要４政党が野党連合（MUD）から我々を追

放しようとしている。この挑発に我々は乗るつもりはな

い。ただし、一つだけ言わなければならない。存在しな

い組織から追放することはできない。 

 

我々は長い間、野党連合に所属してきた。これまで野党

連合として意見交換し、意見の相違はあったが多数派の

意見に従ってきた。 

 

多くの国民が投票に参加しない野党の決定に同意して

いない。彼らは一部の意見に固執しすぎて大勢を見失っ

ている。国民の声を受けて、我々は政権を打倒すること

が出来る。」と発表した。 

 

この発表にはヘンリー・ファルコン氏を支援する MAS

の代表と COPEI のミゲル・サラサール氏も同席してい

た。 

 

「SEBIN レオポルド・ロペス氏の自宅を捜査」           

 

２月２８日夜 自宅軟禁措置を受けている大衆意志党

（VP）のレオポルド・ロペス党首の自宅に９名の国家

諜報部（SEBIN）が押し入った。 

 

SEBIN が同氏の自宅に入った日は米国「New York 

Times」でレオポルド・ロペス氏の記事が掲載された日

だったため、これに関連しているとされる。 

 

ロペス氏の妻リリアン・ティントリ氏は 

「我々の同意なしに家に押し入った SEBIN を訴える。

彼らが家に入ってきたときに子供もいた。まさに独裁政

権の行うことだ。監査行為は自宅の外で行うべきだ。」

と非難した。 

 

レオポルド・ロペス氏の自宅に入った際、自宅前に野党

系メディア「Caraota Digital」の記者がいたが、彼は連

行されメディアを騒がせたがすぐに解放されたようだ。 

 

経 済                        

「租税単位（ＵＴ）５００ボリバルに改定        

   ～食料補助も９１．５万ボリバルに増額～」            

 

３月１日 マドゥロ大統領は租税単位（UT）を現在の

１UT３００ボリバルから５００ボリバルに改定すると

発表した。 

 

租税単位はパスポート発行、所得税など公的支払いの際

の計算基準になる単位。 

 

ベネズエラの物価上昇率をベースに１年に一回（毎年２

月頃）更新される。ただし、今回の改定は３００ボリバ

ルから５００ボリバルと６７％の改定にすぎない。 

一年間で数千％のインフレが起きたと予測される中で

極めて控えめな改定に留まった。 

 

一般のベネズエラ人にとって（あるいは経営者側にとっ

て）特に気になるのは食料補助チケットの増加だ。 

ベネズエラでは法定福利として食料チケットの支払い

義務があるが、その計算基準は UT をベースにしてい

る。UT の数字が増えることは食料チケットの増加を意

味する。 

これまでの食料補助チケット代は５４．９万ボリバルだ

ったが、今回の改定により９１．５万ボリバルに増加す

る。 
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「最低賃金５８％増の３９．３万ボリバル」         

 

３月１日 マドゥロ大統領は租税単位の改定と併せて

最低賃金の改定も発表した。新しい最低賃金は３月１日

から有効となる。 

 

これまで最低賃金は月額２４万８，５１０．４１ボリバ

ルだったが、５８％上がり約３９万２，６４６ボリバル

になる見通しだ（小数点以下も含めた正確な数字は官報

が発行されてから分かる）。 

 

最低賃金は社会保険料の計算基準になるため、最低賃金

が増えると労使ともに負担する社会保険料が増えるこ

とになる。 

 

なお、前述の食料補助チケットを含めると、実質収入は

約１３０万７，６４６ボリバルになる。 

 

 

 

他、マドゥロ大統領は３月のセマナ・サンタ休暇に向け

て祖国カードの保有者に対してセマナ・サンタボーナス

を給付すると発表した。 

少なくとも８００万人に対して、１人当たり７０万ボリ

バルを給付するようだ。 

 

 

「米国 来週から鉄鋼・アルミの関税率を引き上げ」              

 

３月１日 米トランプ大統領は「国の安全保障上、強い

鉄鋼、アルミメーカーが国内に必要だ。」と述べ、来週

にでも正式に鉄鋼２５％とアルミミウム１０％の関税

を引き上げると発表した。 

 

本件については、２月中旬に商務省より可能性について

報告されていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.100」２月

１６日付の記事参照）。 

 

今回の措置については中国、カナダ、欧州から非難を受

けるとの見方が強い。南米については言えば、特に影響

が大きいのはブラジル。米国がブラジルから輸入した総

額のうち１３％は鉄鋼。 

同商品の関税が上がることにより、米国向けの輸出が大

きく減少する可能性がある。メキシコも米国向けに鉄鋼

を輸出しており、影響があるだろう。 

 

なお、２月中旬の商務省からの報告の時点では、ベネズ

エラも含め中国、ブラジルなど特定の国については特別

に更に高い関税を設定する可能性があると述べていた。 

 

トランプ大統領からは、特定国に対して特別関税を設定

するとの発言は出なかったようだ。 

 

以上 
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月額最低賃金（出所）官報

表： 最低賃金と食料補助制度の推移
（単位：ボリバル）

2018年3月～

最低賃金 392,646ボリバル

食品チケット Bs.915,000

合計： 1,307,646ボリバル

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c36ee1dc8cf1e01f3883b2f9531b8c02.pdf

