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（写真）ヘンリー・ファルコン AP 党首ツイッター “野党組織「Concertacion por el Cambio」の発足を発表” 

 

 

２０１８年６月２０日（水曜） 

 

政 治                     

 「欧州連合 ベネ政府関係者への制裁準備完了」 

「MUD サパテロ元西大統領との会談を否定」 

経 済                     

 「最低賃金改定 実質賃金は約５２０万ボリバル 

～祖国カード保有者への追加ボーナスも増額～」 

 「アイサミ副大統領 ８つの卸売市場を占拠」 

 「財務相 CENCOEX、BANCOEX の代表を兼任」 

「DICOM 送金の手数料は最大で１４％」 

社 会                     

 「カタトゥンボの稲妻 落雷で死亡」 

２０１８年６月２１日（木曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン党首 新組織 Concertacion 結成 

～政府との対話も視野に入れる～」 

 「メキシコ総選挙を前に政治家１１４名死亡」 

経 済                    

 「パリクラブ ベネズエラ債務問題を協議」 

 「Conoco 差し押さえで原油輸出３２％減」 

 「PDVSA 総裁 金融制裁で操業できない」 

 「租税単位（UT）１，２００ボリバルに改定」 

社 会                     

 「検事総長 鉱物、食料、為替分野で大量逮捕」 
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２０１８年６月２０日（水曜）             

政 治                       

「欧州連合 ベネ政府関係者への制裁準備完了」       

 

大統領選の実施を受けて欧州連合はベネズエラ政府関

係者への制裁適用の検討を進めていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.143」５月２８日付の記事参照）。 

 

６月２０日 欧州連合の外交関係者は 

「ベネズエラ政府関係者１１名に制裁を科すことが決

まった。制裁対象者は EU 域内の資産が凍結され、EU

域内への渡航が禁止される。」 

と語った。 

６月２５日（月曜）に承認される見通し。 

 

EUは１８年１月に政府関係者７名に制裁を科している

（「ベネズエラ・トゥデイ No.89」１月２２日付の記事

参照）。１１名が追加制裁されることで１８名が制裁対

象になる。 

 

「MUD サパテロ元西大統領との会談を否定」         

 

６月１６日～１７日にかけてスペインのロドリゲス・サ

パテロ元西大統領がベネズエラを訪問、行動民主党（AD）

のルイス・アキレス・モレノ議員らと会談を行ったと発

言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.151」６月 16

～17 日付の記事参照）。 

 

また、１８日にはサパテロ氏と MUD が何らかの合意に

至ったとの情報も流れている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.152」６月１８日付の記事参照）。 

 

本件について６月２０日 大衆意志党（VP）のファン・

グアイド議員、新時代党（UNT）のオマール・バルボサ

国会議長らは「野党連合はサパテロ氏と会合を行ってい

ない。」と発表した。 

一方で発表の場にはモレノ議員は列席しておらず、AD

からはモレノ議員がサパテロ氏と会合した事実を否定

する発言は無かった。 

 

なお、サパテロ氏が会合をもったと発言したティモテ

オ・サンブラーノ議員は、会合の事実を認めており「対

話を持つことは正常だ」と評価している。また、MUD

がサパテロ氏を攻撃する姿勢を「MUD の不寛容さを示

している」と非難している。 

 

経 済                        

「最低賃金改定 実質賃金は約５２０万ボリバル    

 ～祖国カード保有者への追加ボーナスも増額～」           

 

６月２０日 マドゥロ大統領は最低賃金を改定した。 

 

新しい最低賃金は月額３００万ボリバル。食料補助は２

１９万６，０００ボリバル。実質賃金は５１９万６，０

００ボリバルになる。 

これまで最低賃金は月額１００万ボリバルだったので

３倍。食料チケットは１５５万ボリバルだったので４１．

２％増になる。実質賃金は２５５万ボリバルだったので

１０３．３％増になる。 

 

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

月額最低賃金 月額食料チケット（出所）官報

但し18年5月の改定は官報未公布

表： 最低賃金と食料補助制度の推移
（単位：ボリバル）

2018年6月？～

最低賃金 300万ボリバル

食品チケット 219万6,000ボリバル

合計： 519万6,000ボリバル

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/bc4ab2f71a1cfccb3002a5ba9013244f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/67bd2100e4d6e49e5b392d9a7536cd44.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/668d9409af6cabc8d833d7cde2b51219.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
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新給料は６月から有効になりそうだが、現段階では何日

から新しい最低賃金が有効になるのかははっきりして

おらず官報の公表を待つ必要がありそうだ。 

 

また、年金受給者については３００万ボリバルの最低賃

金に加えて経済戦争補助として１２０万ボリバルが追

加で支給されるため４２０万ボリバルを受給する。 

 

また、世帯の家族数に応じて支給額が増加する「祖国の

家族プロジェクト」も支給額を増額する。 

例えば、２名の世帯はこれまで月額１００万ボリバルを

受け取っていたが、今後は月額１５０万ボリバルに増え

る。 

 

 

（写真）大統領府 “年金生活者の月額年金受給額” 

 

 

（写真）大統領府 “祖国の家族ボーナスの支払い額” 

 

 

「アイサミ副大統領 ８つの卸売市場を占拠」         

 

６月２０日 タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領

は８つの卸売市場を一時的に占拠したと発表した。 

 

「我々は生活必需品を扱う８つの卸売市場を一時的に

占拠した。今回の占拠は投機的な金額を設定していたこ

とへの制裁的措置である。 

 

占拠を行ったのはララ州南部サンフランシスコ市場お

よびバルキシメト市場、アラグア州のアラグア卸売市場

およびマラカイ自由市場、カラボボ州のバレンシア卸売

市場、カラカスのコチェ卸売市場、キンタクレスポ市営

市場、ペタレ市営市場。 

 

適正な価格で国民に生活必需品を行き渡らせるため、各

州の政府関係者と調整して、卸売市場の適切な運営方法

について協議する。」 

と発表した。 

 

５月２８日にマドゥロ大統領は市営市場の統制を強化

すると発表しており、今回の措置は第一ステップとみら

れ、今後は他の市場にも一時的占拠を拡大すると思われ

る。 

 

「財務相 CENCOEX、BANCOEX の代表を兼任」                  

 

６月１４日に財務相に就任したジョマナ・コテッチ氏は

CENCOEXとBANCOEXの代表を兼務すると官報で発

表された。 

 

CENCOEX は、以前外貨管理委員会（CADIVI）の名前

で民間セクターへの外貨割り当てを管轄していた組織。 
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現在、民間セクターへの外貨割り当ては原則、中央銀行

が DICOM を通じて行っており、CENCOEX の存在感

は薄れ、メディアにもめっきり登場しなくなった。 

 

また、BANCOEX は輸出促進銀行でベネズエラ産品の

輸出プロモーション事業や輸出を志す企業への融資を

行う組織。 

 

外貨不足が深刻化する中で、石油以外の輸出産品を増や

すというベネズエラ政府の号令もあり、BANCOEX は

チョコレートやラム酒などベネズエラ産品のプロモー

ションイベントを外国で行っているが、目立った成果は

収めていない印象だ。 

 

「DICOM 送金の手数料は最大で１４％」                  

 

Zoom が家族向け送金を１ドル２２０万ボリバルで受

け付けると発表した記事を紹介した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.152」６月１８日付の記事参照）。 

 

Zoom 以外に両替を認められていた「ItalCambio 社」も

今回から１ドル２２０万ボリバルで両替を開始するこ

とになった。 

 

Zoom の場合、外国の Western Union 窓口を通じて両

替。ItalCambio の場合、外国の Money Gram を通じて

両替することになる。 

 

Western Union の場合、外貨総額の手数料は最大で１

４％。Money Gram の場合、国によって手数料が変わる

ようだ。 

 

しかし、今回の制度が始まる前に Western Union を通

じて送金をした経験のある人は１４％以上の手数料を

取られたと話している。 

 

 

社 会                       

「カタトゥンボの稲妻 落雷で死亡」            

 

ベネズエラの観光地と言えばエンジェルフォールが有

名だが、それ以外にもベネズエラには世界でも稀にみる

景色が見られる観光地が存在する。 

 

その一つがスリア州マラカイボ湖のカタトゥンボ川河

口で見られる「カタトゥンボの稲妻」だ。 

 

この地域では年間１６０万回雷が落ちると言われてお

り、世界でも同じような場所はないとされている。また、

この地域の稲妻は落雷時にあまり音がしないことでも

有名だ。年中、稲妻が落ちているが特に８月～１１月頃

がピークと言われている。 

 

ただし、落雷で命を落とす危険もある。６月２０日 コ

ロンビアの軍人が雷に打たれ死亡、他近くにいた３名が

負傷した。 

 

 

（写真）WikiCommons “カタトゥンボの稲妻” 

 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
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２０１８年６月２１日（木曜）             

政 治                        

「ファルコン党首 新組織 Concertacion 結成       

      ～政府との対話も視野に入れる～」        

 

６月２０日の夜１０時 大統領選に出馬したヘンリー・

ファルコン発展進歩党（AP）党首が新しい野党グルー

プ「Concertacion por el Cambio（変化のための協調）」

の発足を宣言した。 

 

野党連合（MUD）、マリア・コリナ・マチャド VV 党首

らの“Soy Venezuela”に加えて第３の政治グループが組

織されたことになる。 

 

発足式には新時代党（UNT）から離脱したティモテオ・

サンブラーノ議員や社会主義行動党（MAS）のフェリ

ペ・ムヒカ党首、クラウディオ・フェルミン氏らが参加

した。 

 

「この同盟は発展進歩党（AP）、キリスト教社会党

（Copei）、社会主義行動党（MAS）、ベネズエラ環境行

動党（MEV）、解決行動党、共同行動党、変化行動党、

ベネズエラ前線行動党、赤旗等で構成される。 

Concertacion は多様性のある考え方を持つ人の避難地

となる。 

 

我々は真の意味での対話アジェンダを持っている。党利

を優先しない。選挙による民主的な戦いを推進する。」 

と発言。 

 

政府との対話について 

「対話しなければいけない相手とは誰でも対話する。」 

と発言し、政府との対話の可能性を否定しなかった。 

 

 

 

 

また、同発足式に参加したティモテオ・サンブラーノ議

員はサパテロ氏との会談の内容について言及し「今後、

更に政治犯が解放される」との見通しを示した。 

 

 

（写真）ヘンリー・ファルコン AP 党首ツイッター 

 

「メキシコ総選挙を前に政治家１１４名死亡」           

 

メキシコで７月１日に大統領選挙、連邦議会選挙（下院・

上院）、州知事選、市長選など３，４０６の公職選挙が

実施される予定。 

 

６月２１日 メキシコの現地紙「Diario de Mexico」は

２４時間以内に市長選に出馬していた候補者が２名殺

害されたと報じた。 

 

殺害されたのはオカンポ市長を務めていたフェルナン

ド・フアレス氏。無所属でアギジャ市の市長選に出馬し

ていたオマール・ゴメス氏。 

 

メキシコでは１８年３月からこれまでに１１４名の選

挙立候補者が死亡している。 
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ベネズエラの状況も深刻だが、メキシコの状況もそれに

負けないくらい深刻な状況。メキシコ政府は他国の人道

問題を訴える立場ではないように思える。 

 

経 済                       

「パリクラブ ベネズエラ債務問題を協議」            

 

主要な債権国政府が債務処理について協議するパリク

ラブという非公式会合が存在する。現在、パリクラブは

日本を含む２２カ国がメンバーとなっている。 

 

６月２１日 パリクラブはベネズエラとバルバドス島

の債務状況について協議したようだ。 

 

協議内容については明らかにされなかったが、各国がベ

ネズエラ、バルバドス島に持つ公的、民間債権の状況を

共有する場となったようだ。 

 

ロイター通信が関係者から入手した情報によると、ベネ

ズエラが負っている対外債務の総額は１，４００億ドル

程度と見られている。また、パリクラブに加盟している

メンバーは５８億ドルの債権を持っている。 

 

以前「ウィークリー・レポート No.21」でベネズエラの

対外債務について紹介しているが、予測値としては約１，

４２３億ドルとしており、数字としては近いと言える。

各国、組織別で対外債務残額を紹介しているので参考に

されたい。 

 

一方でパリクラブに参加した人からは 

「米国の制裁が解除されるまで何もできない。」 

とのコメントがあったようだ。 

 

米国の金融制裁はベネズエラ政府に対して融資など資

金的なサポートを行うことを禁止している。また、個人

制裁では政府関係者と交渉することも禁止している。 

 

制裁の内容を順守するのであれば、米国の司法管轄に入

る債権者はベネズエラ政府あるいは PDVSA などと交

渉できないことになる。 

 

「Conoco 差し押さえで原油輸出３２％減」         

 

６月の前半、PDVSA の輸出量が３２％減少した。 

 

５月に Conoco Phillips がカリブ海の PDVSA 施設を差

し押さえた影響が本格的に現れ始めていると見られて

いる。 

 

ロイター通信によると、PDVSA の６月前半の原油輸出

量は日量７６．５万バレル。先月同期は日量１１３．３

万バレルだったため３６．８万バレル減ったとしている。 

 

なお、この数字はオリノコ流域地帯で原油を輸出してい

る PDVSA の関連会社２社の数字は含まれていないよ

うだ。 

 

原油の輸出量が３分の１減るということはベネズエラ

に入ってくる外貨が今よりも３分の１減ることを意味

する。 

 

その分、国民に食料や医薬品などを輸入する外貨が減る

ため、経済危機が一層深刻化すると思われる。 

 

「PDVSA 総裁 金融制裁で操業できない」              

 

PDVSAのマニュエル・ケベド総裁は、ウィーンでOPEC

加盟国に対して、米国の制裁がベネズエラの石油産業を

崩壊させようとしていると訴えた。 

 

６月２２日 OPEC の会合がウィーンで開催される。ケ

ベド総裁は OPEC として米国の金融制裁を非難する声

明を発出するよう加盟国に要請している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e099556650ece88a35ef3aafd4febda4.pdf
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ケベド総裁は 

「我が国は巨大な経済国から抑圧を受けている。我々の

苦境を見ないふりをしないでほしい。 

 

イランもベネズエラも制裁により活動が制限されてい

る。私が言う制裁と言うのは経済制裁のことである。米

国の金融制裁は石油産業にマイナスの影響を与え、国民

に対しての制裁ともいえる。 

 

ベネズエラは外国によるいかなる介入行為も非難する。

石油は平和と開発のための道具であり、政治的攻撃の道

具ではない。」 

と発言した。 

 

「租税単位（UT）１，２００ボリバルに改定」              

 

６月２１日付の官報４１，４２３号、政令３，４８１号

で租税単位（UT）が改定された。これまで１UT８５０

ボリバルだったが、１，２００ボリバルになる。 

 

租税単位（UT）は社会保険料や罰金、その他公的サー

ビスの手数料を計算する際に基礎となる単位。 

 

UT は１８年３月に５００ボリバルに改定、５月に８５

０ボリバルに改定されていた。これまで UT の改定は年

に１回だったが、この様子だと１８年中にまだ何度か改

定されることになりそうだ。 

 

 
（写真）ファン・エルネスト・パエス記者ツイッター 

 

社 会                        

「検事総長 鉱物、食料、為替分野で大量逮捕」            

 

６月２１日 サアブ検事総長は鉱物、食料、為替の分野

で複数の逮捕を行ったことを発表した。 

 

鉱物分野について「メタル・オペレーション」と名付け

不正な鉱物採掘に関わった９名を拘束、他不正行為が疑

われる３９名に対して逮捕令状を発出した。また、国外

に逃亡したとされる３１名にはインターポールに捜索

願を出した。 

 

また、逮捕者の中にはベネズエラ金公社（MARIVEN）

のダーウィン・アラン・エバンス副社長が含まれること

も明らかにした。 

 

食料分野では、１６社の食品会社役員を逮捕した。 

この１６社は政府から優遇レートで外貨を受け取り、生

産した食料品の３８％は政府に引き渡すことになって

いた。しかし、当該食品会社は生産量を偽り、３８％の

引き渡しを適切に行わず、民間セクターに対して投機的

な価格で販売していた。 

 

この１６社は汚職、経済ボイコット、社会を混乱させた

罪で裁かれると発表した。 

 

同様に、本来は政府が購入する商品だと知りながら商品

を購入した民間企業４社も共謀罪として逮捕したと発

表した。 

 

また、為替についてはこれまでに２，２３５の口座を凍

結し、不正取引に関与した利用者、不正両替商、口座貸

与者ら１，５５１名に逮捕命令を出している。 
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また、メキシコ、コロンビア、ブラジル、ホンジュラス、

ウルグアイの３０９口座を凍結。同３０９名の逮捕を外

国政府に申請した。 

 

他、Weastan Union、Money Grum だけが公式な両替手

段で、両組織を通らない両替はベネズエラの国内法で罰

せられると説明した。 

 

 

（写真）国営報道局（VTV） 

“汚職に関する逮捕状況を説明するサアブ検事総長” 

 

以上 

 

 

 

 


