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（写真）国営報道局（VTV） “７月２日 制憲議会 大規模資産税法を承認” 

 

 

２０１９年７月１日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権 ドイツ大使のベネズエラ帰国許可 

～アレアサ外相 国交回復と発表～」 

「会計監査総長 政治家の資産調査開始を発表」 

「７月５日の反政府デモ 目的地は DGCIM」 

経 済                     

「PDVSA 原油の配合を変更 

～主要取引国 中国の仕様に合わせる～」 

「ケベド PDVSA 総裁 OPEC で米国の制裁非難」 

社 会                     

「元電気エネルギー相の汚職で２名が有罪」 

２０１９年７月２日（火曜） 

 

政 治                    

「タチラ州 ガス不足で抗議行動 

抗議に参加した少年 顔に催涙弾打たれ失明」 

「検事総長 報告書記載の「拷問」削除指示？」 

「グアイド議長 与野党交渉再開の噂を否定」 

経 済                    

「制憲議会 大規模資産税法を承認 

税率は総資産の０．２５～１．５％」 

「医薬品協会 ６年間で生産７６％減」 

社 会                     

「先生不在 母親が学校で授業」 
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２０１９年７月１日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権 ドイツ大使のベネズエラ帰国許可   

     ～アレアサ外相 国交回復と発表～」       

 

７月１日 ベネズエラ政府は、Daniel Martin Kriener 在

ベネズエラ・ドイツ代表大使がベネズエラで再び大使を

担うことで合意したと発表した。 

 

Kriener ドイツ大使は、「繰り返しベネズエラの内政問題

に干渉したため」として、１９年３月に「ペルソナ・ノ

ン・グラタ（歓迎されない人物）」に指定され、ベネズ

エラからの退去を命じられ、本国に戻っていた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.262」参照）。 

 

欧州諸国は、当時よりも対話を重視する路線になりノル

ウェー政府の仲裁による与野党交渉の模索にも積極的

に関与している。 

 

この状況を受けて、マドゥロ政権としてはドイツとの関

係改善に乗り出したと思われる。 

 

 

（写真）アレアサ外相ツイッター 

“中央左の男性が Kriener ドイツ大使” 

 

 

 

良いニュースにも見えるが、野党側としては歓迎できな

い内容と言える。 

 

アレアサ外相は今回の大使帰国について 

「マドゥロ政権とドイツ政府との国交回復プロセスが

始まった」とコメント。 

 

「ドイツ政府は、マドゥロ政権をベネズエラの政府と認

識した」と暗に理解させようとしているように聞こえる。 

 

この点について、グアイド議長は 

「マドゥロ政権はドイツ大使の帰国により、ドイツ政府

がマドゥロ政権を認めたと思わせようと躍起になって

いるが、それは無理だ。マドゥロ政権は孤立している。」 

と主張した。 

 

「会計監査総長 政治家の資産調査開始を発表」         

 

７月１日 エルビス・アモロソ会計監査総長は、２０１

９年の資産実態の更新作業を開始すると発表した。 

 

同更新作業では、公務員と公共セクターで働く人が対象

となると説明。 

 

資産実態の更新は政府関係者の義務であり、公的組織の

代表、制憲議会議員、副大統領、閣僚、知事、市長、国

会議員、州議会議員、市議会議員など約１４万６，００

０人が対象となるとコメントした。 

 

資産実態の確認作業は７月１日～３１日にかけて実施

される。該当者は同期間内に会計監査庁のウェブサイト

を通じて自身の資産を報告しなければいけない。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4ed3fe67031bbe2c8a9c9ebf6a99edbb.pdf
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「７月５日の反政府デモ 目的地は DGCIM」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.311」で、グアイド議

長が７月５日に反政府デモを呼びかけているとの記事

を紹介した。 

 

前号では記載していなかったが７月５日は「独立記念日」

でベネズエラの祝日に当たる。 

 

「独立記念日」というベネズエラにとって特別な日に、

何か重大発表をする可能性はありそうだ。 

 

また、前号の時点では目的地が発表されていなかったが、

反政府デモの目的地が軍部の警察組織「DGCIM」であ

ることが分かった。 

 

６月２９日に亡くなったとされるラファエル・アコスタ

海軍将校への拷問を非難するため。アコスタ氏への拷問

は DGCIM 職員が行ったとされている。 

 

個人的には、ベネズエラ国民が本当に訴えたいことは生

活苦であり、目的地は DGCIM より別の場所の方が国

民に刺さるのではないかと思う。 

 

一方で、外国に住んでいる人や、ある程度生活レベルを

維持できている野党支持者にとっては DGCIM への行

進の方が訴求力があるのかもしれない。 

 

経 済                        

「PDVSA 原油の配合を変更            

   ～主要取引国 中国の仕様に合わせる～」           

 

ロイター通信は、PDVSA が原油の配合を変更しようと

していると報じた。 

 

 

 

現在、PDVSA は米国向け輸出に最適な原油を多く生産

しているが、これを中国向け輸出に適した仕様に変更し

ようとしているようだ。 

 

１９年１月に米国政府が発動した PDVSA への制裁に

より米国向け輸出は著しく減少。他の国もベネズエラか

らの原油輸入を減らす一方で、中国へは比較的堅調に輸

出を続けている状況がある。 

 

「ケベド PDVSA 総裁 OPEC で米国の制裁非難」         

 

７月１日 マニュエル・ケベド PDVSA 総裁はウィーン

で開催された会合で米国政府による石油産業への制裁

を非難した。 

 

「国家へ攻撃する手段として、石油産業に打撃を与える

行為を停止するよう求める。米国による制裁は、正当性

がなく、違法で非倫理的な行為だ。 

 

米国政府は「人道支援」「民主主義」「自由」という、口

実でベネズエラ経済を攻撃し、自国の支配下に置こうと

している。 

 

全ての国が米国は経済戦争を促進し、他国の繁栄を阻害

しようとしていることを理解している。」 

と主張した。 

 

今回の OPEC 会合では、ロシアなどの非 OPEC 加盟国

も含めて減産の延長について協議した。 

 

協議の結果、２０年３月３１日まで減産を維持すること

で合意が成立している。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf
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社 会                       

「元電気エネルギー相の汚職で２名が有罪」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.310」で、米国政府が汚職

を理由にモタ・ドミンゲス元電気エネルギー相（当時、

電力公社 Corpoelec 社長を兼務）を制裁対象に加えたと

発表した。 

 

ドミンゲス元電気エネルギー相は、自身の権限を利用し、

Corpoelecの契約受注の見返りに契約相手先から賄賂を

受け取ったとされている。 

 

米国裁判所は、ドミンゲス元電気エネルギー相に賄賂を

支払ったとされるマイアミの企業家２名に有罪判決を

下した。 

 

情報サイト「FCPA Blog」によると、有罪判決を受けた

のは Luis Alberto Chacin 氏（５４歳）と、Jesus Ramos 

Veroes（６９歳）。２名ともベネズエラ人のようだ。 

 

２０１９年７月２日（火曜）             

政 治                       

「タチラ州 ガス不足で抗議行動            

  抗議に参加した少年 顔に催涙弾打たれ失明」        

 

６月２９日にクーデター容疑で拘束されていたラファ

エル・アコスタ氏が拘束中に死亡した。 

 

国際的にマドゥロ政権の非人道的な振る舞いが非難さ

れる中、人道的な非難が強まるような問題が再び起きた。 

 

タチラ州でガス不足に業を煮やした市民が抗議行動を

実施。警察が発砲した催涙弾が、抗議行動に参加してい

た１６歳の少年の顔に直撃し、失明したという事件が起

きた。 

 

同少年以外にも１４歳の少年が警察に殴打され、打撲し

たと報じられている。 

 

特に１６歳の少年の事件は記事が事実であれば相当に

ひどい。治安維持部隊は意図的に少年の顔に催涙弾を発

砲したようで、複数回銃弾を受けているという。 

実際に催涙弾を受けた少年の写真が公開されているが、

あまりにも凄惨な写真だった。 

 

少年は緊急搬送され一命はとりとめたが、視力が回復す

る可能性はないと報じられている。 

 

検察庁は事件を起こしたとされる２名のタチラ州の警

察官を逮捕したと発表。少年の母親は、正義と裁きを求

めた。 

 

「検事総長 報告書記載の「拷問」削除指示？」           

 

ラファエル・アコスタ海軍将校の DGCIM 拘束中の死

亡について、サアブ検事総長は、事件の真相解明に全力

を尽くすとコメントしていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.311」参照）。 

 

しかし、検察庁のスタンスは簡単には変わらないのだろ

う。 

 

現地メディア「Caraota Digital」は、政府関係者の情報

として、「サアブ検事総長は検察庁が作成した報告書か

ら「拷問」という単語を削除するよう指示した」と報じ

た。加えて「意図的な殺人」という単語も削除したと報

じている。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7d46d139648df1a4602fe6788b62bbb0.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf
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「グアイド議長 与野党交渉再開の噂を否定」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.311」で今週、与野党

交渉の模索が再開する可能性があるとの記事を紹介し

た。 

 

本件について、グアイド議長は 

「現在のところ、我々は新たな交渉の模索に応じると表

明していない。報道は全て想像である。もし、新たな交

渉があるのであれば、その時は機会を逸することなく発

表する。」と説明した。 

 

ラファエル・アコスタ海軍将校の死亡事件を受けて、マ

ドゥロ政権と交渉をするべきではないとの論調が高ま

っており、それらの意見に配慮したものかもしれない。 

 

経 済                       

「制憲議会 大規模資産税法を承認              

     税率は総資産の０．２５～１．５％」            

 

７月２日 制憲議会は、２５万ユーロ（約３，０００万

円）以上の資産を持つ個人と６５万ユーロ（約７，５０

０万円）以上の資産を持つ法人に対して、特別税を課す

ことを承認した。 

 

税率はエロイ・メンデス制憲議員によると、 

「大規模資産税法は、多額の資産を持っていると認識さ

れる層に総資産額の０．２５～１．５％の税金を科す。 

 

基準は３，６００万租税単位（UT）を越えている個人、

つまり２５万ユーロ以上の資産を保有している人が対

象となる。なお、自身が住んでいる住宅は資産として計

上しなくても良い。 

 

法人は１億 UT、つまり６５万ユーロ以上の資産を保有

している企業が対象となる。」と説明している。 

 

「医薬品協会 ６年間で生産７６％減」         

 

医薬品工業商工会（Cifra）は、２０１３年時点と比べて

国内の医薬品生産は７６％減少したと発表した。 

 

マドゥロ大統領が就任した当時、ベネズエラ国内の医薬

品企業は７．５億個の医薬品を生産していた。 

 

しかし、その数字は徐々に減少。 

 

２０１４年には７億１，４００万個、 

２０１５年には５億７，５００万個、 

２０１６年には３億８，５００万個、 

２０１７年には２億８，７００万個、 

２０１８年には１億８，０００万個（１３年と比べて７

６％減）まで減少した。 

 

また、２０１９年の生産見通しについて、年間で８，０

００万個程度になるとしており、このままだと１３年当

時から８９％も生産が減少することになると訴えた。 

 

なお、生産減少の理由について、原材料と外貨の不足だ

としている。 

 

社 会                        

「先生不在 母親が学校で授業」            

 

ベネズエラでは教師の給料は極めて低い。大学教授の給

料もとても低く、副業などをこなして生活をするのが一

般的になっている。 

 

高学歴の大学教授でも月収は BsS.１０．２万（月収１０

～１５ドル程度）。このような状況で、より良い職を求

めて外国に出る教師が後を絶たず、学校は先生が絶対的

に不足しているという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6c29f4c81f873718735026037189547e.pdf
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カラカスでも先生が足りておらず、先生の代わりに母親

が交代で授業を行うケースが増えているようだ。 

 

「Fe y Alegria」では、カラカスで少なくとも４０人の母

親がボランティアで２６クラスの授業を教えていると

いう。また、カラカスだけでも１８６名の先生が足りて

いないと状況を説明している。 

 

以上 

 


