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（写真）大統領府 “８月１７日 マドゥロ大統領 経済政策大綱を発表” 

 

２０１８年８月１７日（金曜） 

 

政 治                    

 「最高裁 外国居住政治家らの引き渡し要請」 

「ベルトゥッシ牧師 洪水災害の寄付を求める」 

経 済                    

 「マドゥロ大統領 経済政策大綱を発表 

～為替レート、税制改正、最低賃金、ペトロ～」 

 「原油価格１バレル６５．２ドル」 

社 会                    

「ミス・ベネズエラ２０１８ 訴訟を受け中止」 

「大統領府での抗議行動参加者らを逮捕」 

２０１８年８月１８日（土曜） 

 

政 治                   

 「野党 ８月２１日に抗議行動を呼びかけ」 

経 済                   

 「新政策に対する経済専門家の意見 

～おおむね政策の実現性について疑問視～」 

 「両替所 新たに３００カ所設置」 

 「最低賃金・消費税改定は９月１日」 

社 会                    

「ブラジル住民 ベネズエラ人避難所を攻撃 

～少なくとも１，２００名がブラジル脱出～」 
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２０１８年８月１７日（金曜）             

政 治                       

「最高裁 外国居住政治家らの引き渡し要請」       

 

最高裁判所は外国に居住する政治家の引き渡しを各国

政府に要請している。 

 

最高裁はコロンビア政府に対してドローン襲撃事件に

関わった人物としてエルビス・アルマンド・リバス氏、

ガルシア・パロモ元大佐、フリオ・ボルヘス前国会議長

らの引き渡しを要請した。 

 

また、祖国反逆罪と証拠偽装罪などの理由でオルテガ・

ディアス元検事総長の引き渡しも要請した。 

他、スペイン政府に対してもラファエル・ラミレス元国

連大使（元 PDVSA総裁）の引き渡しを要請した。罪状

は詐欺、職権乱用罪など。 

 

「ベルトゥッシ牧師 洪水災害の寄付を求める」          

 

５月の大統領選に出馬したハビエル・ベルトゥッシ牧

師は７月上旬に「連帯支援（Ayuda Solitaria）と題して、

外国に住むベネズエラ人に支援を求める」と発表。 

 

当時は米国に行き支援の話をまとめ、帰国後に詳細を

説明すると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.160」７月６日付の記事参照）。 

 

それからしばらくメディアに姿を現さなかったが、久

しぶりに登場した。 

理由はアマゾナス州、アプレ州、ボリバル州、デルタ・

アマクロ州などで起きた豪雨災害（「ベネズエラ・トゥ

デイNo.173」８月７日付の記事参照）。 

 

ベルトゥッシ牧師は同地域の援助が足りておらず、可

能な援助（食料、衣類、医薬品など）をしてほしいと自

身のツイッターで呼びかけた。 

 

ベルトゥッシ牧師のツイッターでは政党「Esperanza 

por el Cambio（変化のための希望）」の党員が被災地で

活動している映像が紹介されている。 

 

（写真）「Esperanza por el Cambio」ツイッター 

 

２０１８年８月１９日（日曜） 

 

政 治                    

 「マクリ大統領 CPIにマドゥロ政権訴え検討」 

「米国・中国 ベネズエラ問題で医療船派遣」 

経 済                    

 「給与差額補てん申請は８月２０日から開始」 

 「現地紙 El Nacional 月曜、土曜は休刊」 

社 会                    

「ペルー、エクアドル、アルゼンチン 

～ベネズエラ移民の流入を制限～」 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/85b2f95b882d6d81834119bdb08d76c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/85b2f95b882d6d81834119bdb08d76c4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/3aadb6fe808f56ead89bc845d1bbe999.pdf
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経 済                         

「マドゥロ大統領 経済政策大綱を発表           

 ～為替レート、税制改正、最低賃金、ペトロ～」          

 

８月１７日 マドゥロ大統領は２０日から始まる通貨

単位切り下げ（以下、デノミ）を前に新経済政策大綱を

発表した。 

 

主な発表は以下の通り。 

 

・１ペトロ＝３，６００ボリバル・ソベラーノ（Bs.S） 

（Bs.S１=１００，０００ボリバル・フエルテ（Bs.F）

なので、現行通貨で言うと Bs.F ３．６億） 

 

・最低賃金は月額０．５ペトロ 

 つまり、月額 Bs.S １，８００（Bs.F １．８億） 

 

・デノミの影響を抑えるため、８月２０日に祖国カード

保有者１，０００万人へ Bs.S ６００（Bs.F ６，００

０万）を支給。 

 

・中小企業に対しては９０日間、給与差額を補てん。 

 

 

・「プラン５０」と題し、生活必需品５０品目の価格を

ペトロ建てで固定。 

 

・消費税を現行の１２％から１６％へ引き上げ 

 ただし、これまで通り食料品など生活必需品は消費税

免税。 

 

・法人所得税、送金取引税など税制度の改定。 

 （税率や税金の徴収頻度を増やす。アイサミ経済担当

副大統領が８月２１日に制憲議会で新税制の承認を

求める。） 

 

・為替レートの一本化、変動制にする。 

 仮に１ペトロ＝６０ドルと仮定する場合、 

 １ペトロ＝Bs.S ３，６００なら１ドル＝Bs.S６０ 

（Bs.F ６００万）になる。 

 

・DICOM を継続するが、現在の週１回から週３回に実

施頻度を増やす。また、最終的には週５回にする。 

 

・ガソリン価格の値上げは９月にする（価格は未発表）。 

 

・祖国カード保有者で自動車登録をしたものはガソリ

ンを安価に給油することが出来る。 

 

・財政規律を重視した政策を取る。 

 

現在の最低賃金は月額３００万ボリバル。食料補助など

福利厚生を含めても５２０万ドル程度。 

 

他方、今回の改定で最低賃金は月額１．８億ボリバル・

フエルテに増加した。 

 

また、マドゥロ大統領は為替レートについてははっきり

言及していないが、説明から判断するに１ドル６００万

ボリバル・フエルテになる。これは並行レートの参照サ

イト「DolarToday」のレートとほぼ同じになる。 
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「原油価格１バレル６５．２ドル」           

 

１８年８月１３日～８月１７日のベネズエラ産原油の

平均価格は４４８．９１人民元／バレル。 

 

米ドル建てで６５．２ドル／バレル。前週の６６．８５

ドルから１．６５ドル下落した。 

 

 

 

社 会                       

「ミス・ベネズエラ２０１８ 訴訟を受け中止」          

 

ベネズエラのイメージで、多くの日本人が思い浮かべる

のは「美人の国」だろう。 

 

ベネズエラは「ミス・ユニバース」「ミス・ムンド」など

美女コンクールの入賞常連国。同国にはモデルになるた

めの学校があり、幼い子供もモデルになるための養成校

に通っている。 

 

ベネズエラ国内で行われる美女コンクールが「ミス・ベ

ネズエラ」。 

 

これまでミス・ベネズエラ・コンクールの代表だったオ

スメル・ソウサ氏が１８年２月に辞職を発表（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.95」２月６日付の記事参照）。 

 

ソウサ氏の辞職後、ミス・ベネズエラの候補者が同イベ

ントの出資者などから出場資金の見返りにわいせつな

行為を強要されるのが習慣化していたなどお金に絡む

ネガティブなニュースが続いていた。 

 

ネガティブニュースが続いたものの９月１２日には、２

０１８年のミス・ベネズエラを決める「ミス・ベネズエ

ラ２０１８」が予定されていた。 

 

しかし、８月１６日 主催団体「Organizacion Miss 

Venezuela」は９月１２日の大会を中止すると発表した。 

 

主催団体は、中止の理由について前年の「ミス・ベネズ

エラ２０１７」優勝者 Veruska Betania Ljubisavljevic 氏

が裁判所に提訴し、裁判所から大会中止の指令を受けた

ためと説明した。 

 

Ljubisavljevic 氏は裁判所に訴えた理由について、１７

年の優勝者が１８年１２月に中国で開催される「ミス・

ムンド」に参加できる約束だったが、「Organizacion 

Miss Venezuela」が約束を破り、参加できないと通知し

てきたためとしている。 

 

１８年２月に辞職したオスメル・ソウサ代表（当時）は

Ljubisavljevic 氏を気に入っていたが、新しい代表は

Ljubisavljevic 氏を良く思っておらず、参加見合わせを

決定したとの報道があるが実際のところは不明だ。 
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表： ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年８月）

（出所）ベネズエラ石油省

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4b0d8f938c762ae7ef90dd36c7ad9ac8.pdf
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「大統領府での抗議行動参加者らを逮捕」           

 

８月１６日に長時間続いた停電を理由に旧市街地の住

民が大統領府付近で抗議行動を起こし、治安維持部隊と

対峙した（「ベネズエラ・トゥデイNo.177」８月１６日

付の記事参照）。 

 

道路でタイヤを燃やす者も現れ、負傷者も出たようだ。 

 

８月１７日 抗議行動に参加した若者らが国家警備隊

（GNB）に拘束、連行されている映像が報道された。 

映像を見る限り、拘束者は数十人はいるようだ。 

 

 

（写真）Orlando Montiouis 記者ツイッター 

 

２０１８年８月１８日（土曜）             

政 治                       

「野党 ８月２１日に抗議行動を呼びかけ」        

 

野党の第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、La Causa R

（LCR）が８月２１日に抗議行動を呼びかけた。 

 

 

 

 

最近では LCR のベラスケス党首やベネズエラ主導党

（VV）のマリア・コリナ党首らは抗議行動を呼びかけ

ていたが、第一正義党（PJ）が抗議行動の呼びかけに参

加したのは１８年では初めてと思われる。 

PJ に所属するレケセンス議員の拘束を受けて、政府へ

の圧力を強化しようという方針に傾いたと思われる。 

 

１８日にはマリア・コリナ・マチャド VV 党首やスペイ

ンに亡命しているアントニオ・レデスマ元カラカス首都

区長らも同日の抗議行動に参加するよう支持者に呼び

かけている。 

 

また、野党を支持する市民団体で構成される「Frente 

Amplio」や石油労働者組合のイバン・フレイタ氏らも２

１日の抗議行動に参加するよう呼びかけている。 

 

抗議行動の理由は「Contra el Paqutazo Rojo（赤 

色の政策パッケージへの抵抗）」。つまり、１７日にマド

ゥロ大統領が発表した経済政策に反対する趣旨の抗議

行動だ。 

カラカスのどの地域、どのルートで抗議行動が行われる

かはまだ判明していない。 

 

 
（写真）大衆意志党（VP）ツイッター 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2d4b7687d4b5f6d69db379247904262a.pdf
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経 済                       

「新政策に対する経済専門家の意見           

  ～おおむね政策の実現性について疑問視～」            

 

８月１７日に発表したマドゥロ大統領の経済政策を好

意的に評価する経済専門家は少ない。 

 

まず、最低賃金を Bs.S １，８００にするという発表に

ついて、物価が更に上昇するという点では全ての経済専

門家で一致している。 

 

また、中小企業に対して９０日間、給与差額を政府が補

てんするとの発言も、財政規律を重視するとの発言と矛

盾していると指摘。 

 

消費税の引き上げについて、税率を４％上げたところで、

財政均衡を達成することは出来ず、引き続き無計画な通

貨発行が続くのでインフレを克服することは出来ない

との指摘が多い。 

 

また、為替レートが並行レートと事実上同じになった点

について、政府が並行レートの存在を認めたと指摘。政

府は並行レートとの闘いに敗北したとの見解を示す意

見もある。 

 

他方、一定の評価をする声もある。 

 

経済調査会社「エコアナリティカ」のアレハンドロ・グ

リサンティ氏は今回の政策について 

「マドゥロ大統領は事実上のドル化と税制度改革など

２０年間続いてきた政策を転換した。また、最低賃金の

改定についても必要な措置だ。」とコメント。 

 

他方、政府は財政規律を正すと発言しているが、これが

出来るとは思えないとコメントした。 

 

 

他、世論調査会社「Datanalisis」の社長で経済学者のビ

センテ・レオン氏は自身のツイッターで、 

「政府は並行レートの存在を認め、市場原理に任せる必

要性をついに理解した（適切な決定だ）。しかし、ペト

ロなど信頼を損なうカモフラージュが多い。 

 

私は今回の政策が経済に与える影響を楽観的に見てい

るわけではない。しかし、政府が（１）並行レート、（２）

無計画な財政支出、（３）一部ではあるが市場原理の重

要性を理解したことは喜ばしいことだ。」 

と投稿した。 

 

この投稿には「いいね！」の回数も多いが、同時に批判

的なコメントが殺到している。 

 

「両替所 新たに３００カ所設置」           

 

８月１８日 ホルヘ・ロドリゲス情報通信相は記者会見

を開き、マドゥロ大統領の発表内容について補足した。 

 

両替所を新たに３００カ所増やすと発表。 

 

週３回実施される DICOM で両替レートが決まり、新

たに設置される３００カ所の両替所で同日のレートで

外貨が自由に両替できると説明した。 

 

また、ガソリン価格の改定について９月１日～２０日の

間に新たなガソリン価格を決定するまでの準備期間を

設けると説明。９月の最終週にガソリン価格を改定する

とのスケジュールを示した。 

 

祖国カード保有者にとって、ベネズエラは引き続き世

界で一番ガソリン価格の安い国のままだと補足した。 
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「最低賃金・消費税改定は９月１日」          

 

８月１７日のマドゥロ大統領の経済政策で最も国民の

関心が高かったのは最低賃金の改定だろう。 

 

この最低賃金について施行日がいつになるのかが明ら

かにされていなかったが、１８日に最低賃金改定に関す

る官報が公布され、９月１日から施行されることが判明

した。 

 

また、消費税を１２％から１６％に引き上げる措置につ

いても９月１日から運用が開始されることが判明した。 

 

社 会                       

「ブラジル住民 ベネズエラ人避難所を攻撃       

 ～少なくとも１，２００名がブラジル脱出～」          

 

８月１７日夜 ブラジルとベネズエラの国境のパカラ

イマ市（ブラジル）でブラジル人店主が店内でベネズエ

ラ人にバットのようなもので殴打され、病院に搬送され

たとの報道が流れた。 

 

強盗が目的だったと報じている。犯人は見つかっていな

いが、目撃者は犯人についてパラカイマのベネズエラ人

難民キャンプにいるベネズエラ人だと証言。 

 

この報道を受けてブラジル人住民がベネズエラ人の住

むパラカイマ避難所を襲撃。テントを壊し、中にある私

財を燃やし始めた。 

死者が出たかどうかは不明だが、映像を見る限りかなり

ひどい状況になっている。 

 

ブラジル当局によると、この一件で数時間の間に少なく

とも１，２００人のベネズエラ人がブラジルを脱出した

という。 

 

 

ベネズエラ難民の急増を快く思わない地元住民は多く、

今回のブラジル人店主襲撃事件で不満が爆発したとい

うことだろう。 

 

ブラジルのテメル大統領は１８日に関係閣僚を召集し、

対応策を検討。 

 

ロライマ県北部に別のベネズエラ人難民キャンプを設

置することを決めた。また、１２０名の軍人を配置し、

治安維持にあたるとした。 

他、３６名のボランティア医師にベネズエラ人の医療ア

テンドをしてもらう。 

 

 

（写真）tvfolhab 

 

２０１８年８月１９日（日曜）             

政 治                        

「マクリ大統領 CPIにマドゥロ政権訴え検討」              

 

アルゼンチンのマクリ大統領はＣＮＮの取材に応じ、ベ

ネズエラ問題について、複数の国と協力し、国際司法裁

判所（CPI）に対して、ベネズエラの状況を調査するよ

う要請するとの見解を発表した。 

 

噂ベースでアルゼンチンのマクリ大統領が CPI にベネ

ズエラ政府を訴えるとの報道はされていたが、具体的な

発表は筆者が知る限り初めて。 
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アルゼンチンの他、ペルー外相も CPI にベネズエラ政

府を訴える準備を進めていると発言していた。 

 

他に明確な発言をしている国はないものの、チリ、カナ

ダ、パラグアイ辺りは準備を進めていると思われる。 

 

「米国・中国 ベネズエラ問題で医療船派遣」           

 

８月１７日 米国のジェームズ・マティス国防長官は記

者会見で、ベネズエラ人移民が急増するコロンビアを支

援するため、米国海軍の医療船をコロンビアに送ると発

表した。 

「医療船は純粋に人道的なミッションを遂行する。兵士

は送らず、医療班のみを送る。赤十字や他のラテンアメ

リカも参加する可能性がある」 

と言及した。 

報道によると医療船「Comfort」は１，２１５名の軍部

医療班を派遣可能で、同時に１２の手術を行うことが出

来るようだ。 

 

この発表に対抗してか８月１９日にベネズエラ国防省

のアングリージョ・フェルナンデス評議会秘書が 

「マドゥロ大統領の求めに応じて、中国の医療船がベネ

ズエラに来る」とツイッターで投稿。 

レミヒオ・セバジョ国軍オペレーション戦略指令官長が

この投稿は事実であると追認した。 

 

 

（写真）中国から来るとされる医療船 

 

経 済                       

「給与差額補てん申請は２０日から開始」            

 

８月１７日の経済政策で中小企業を対象に給料の増額

分を政府が補てんすると発表していた。 

 

８月１９日 デルシー・ロドリゲス副大統領は本件につ

いて８月２０日（月曜）から差額補てんの受付を開始す

ると発表した。 

 

「中小企業の給与差額の補てん申請を受け付ける。セル

パ財務相に明日から全てのセクターで給料補てんの受

付を始めるよう命じた。我々は９０日間の差額を補てん

する。詳細は明日（２０日）の午前６時にセルパ財務相

が説明する。」 

と言及した。 

 

「現地紙 El Nacional 月曜、土曜は休刊」           

 

野党系のメディアとしてベネズエラで最も有名な現地

全国紙「El Nacional」が８月２０日から月曜、土曜は休

刊日にすることを発表した。 

 

つまり、これまで毎日発行されていた新聞を週５回に減

らすことになる。 

 

El Nacional は創業から７５年。 

最近ではカベジョ制憲議長に名誉棄損で訴えられ裁判

所から罰金支払いを命じられていた（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.146」６月５日付の記事参照）。 

 

El Nacional は、「政府が野党系のメディアに紙やインク

を販売することを拒んでいる」とこれまでも度々、事業

存続が困難であることを主張していた。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f8f7c7c121f616e05986d6e73b9057b7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f8f7c7c121f616e05986d6e73b9057b7.pdf
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社 会                       

「ペルー、エクアドル、アルゼンチン          

      ～ベネズエラ移民の流入を制限～」            

 

ペルー、エクアドルでベネズエラ人を対象として入国条

件を厳格化する動きが出ている。 

 

これまでベネズエラ人が両国へ入国する際は、ベネズエ

ラ国内で使用される身分証明書が必要だったが、パスポ

ートは必要とされていなかった。 

 

しかし、８月１８日 ペルーとエクアドルの両政府は今

後の入国はパスポートが必要になると発表した。既にパ

スポート要件は施行されている。 

 

この措置を受けて、既に入国のために国境まで来ている

ベネズエラ人が抗議を示した。 

 

ペルー国境で入国待ちのベネズエラ人は、 

「自分は私財を全て売ってペルーに来た。ここに来るた

めにお金は全て使い切ったのでベネズエラに戻ること

もできない」と訴える映像が流れている。 

 

翌８月１９日 エクアドルは未成年に限ってパスポー

トが無くてもこれまで通り身分証明書があれば入国で

きるようにすると条件を緩和した。ただし、両親が同伴

していることが条件としている。 

 

要件を緩和させたとはいえ、成人は引き続きパスポート

が入国の必要要件になったまま。今回の措置を受けてエ

クアドルへの入国者は減ったという。 

 

ペルーは、これまでベネズエラ人の入国に寛容な国と認

識されてきたが、そのイメージは変わろうとしている。 

 

 

 

ペルー政府は、ベネズエラ人に「一時滞在許可（PTP）」

と言う許可証を発行している。 

PTP の発行を受けたベネズエラ人は１年間、ペルーに

滞在することが出来る。また、ペルーで就労することも

できる。 

 

クチンスキー政権のころは、１８年１２月までにペルー

へ入国したベネズエラ人が PTP を申請できることにな

っていた。また、PTP の申請期限は１９年６月までと

されていた。 

 

しかし、８月１９日 ビスカラ政権は PTP が申請でき

る対象者の入国期日を１８年１０月末までと２カ月間

短縮。また、PTP の申請期限を１８年１２月３１日ま

でと６カ月間短縮した。 

 

また、アルゼンチンについてはベネズエラ人と特定して

いるわけではないが、９月１日から入国コントロールを

強化する方針を示した。 

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長はベネズエラの

近隣国が入国要件を強化する方針を受けて、 

「アメリカ史上最も深刻な人道危機にあるベネズエラ

難民への門戸を開いたままにしてほしい」 

とツイッターで訴えた。 

 

８月１７日のマドゥロ大統領の経済政策を受けて、ベネ

ズエラ人の生活環境はこれまで以上に厳しくなると予

想される。隣国は入国要件を強化しなければ、さらに多

くのベネズエラ人難民が押し寄せることになるだろう。 

 

また、急増するベネズエラ人移民に不快感を示す地元住

民が増えている。８月１７日にブラジルで起きたような

事件がコロンビアなど他の国でも起きる可能性がある。 

 

以上 


