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（写真）Foro Civico “市民団体 主要野党交渉団との協議実施を発表、近日中に与野党交渉再開か” 

 

 

２０２２年５月６日（金曜） 

 

政 治                     

「Foro Civico 主要野党グループと協議 

～与野党協議を再開することで大筋合意か～」 

「野党代表 協議再開＆合意に至る可能性は高い」 

「マドゥロ大統領 PSUV に組織改革を求める」 

経 済                     

「OPEC 事務総長 ベネズエラを訪問」 

「中央銀行 ２２年４月のインフレ率は４．４％」 

「Fedecamaras 元代表 経済制裁は民間に打撃」 

社 会                     

「コロニア・トバル 観光再開ムード」 

22 年 5 月 7～8 日（土・日） 

 

政 治                    

「Fedecamaras 前代表 大統領選出馬に言及 

～現在のところ、出馬を表明したことはない～」 

経 済                    

「PDVSA Propernyn、Nynas を失う可能性」 

「CENDA ３月の基礎食糧費は３４７．７ドル」 

「Sambil Candelaria 補修工事は順調」 

「輸入品の免税措置を２２年末まで延長」 

社 会                    

「ベネズエラ 麻薬生産国になりえる？」 

「コロンビア 収容外国人の８４％はベネ籍」 
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２０２２年５月６日（金曜）             

政 治                       

「Foro Civico 主要野党グループと協議        

  ～与野党協議を再開することで大筋合意か～」       

 

５月６日 市民団体「Foro Civico」は、５月５日に主要

野党を中心とする野党グループ「統一プラットフォーム」

の交渉団と意見交換を行ったと発表した。 

 

「Foro Civico」からは６０名の関係者が参加。 

 

「統一プラットフォーム」からは、ヘラルド・ブライ氏

（与野党協議の野党交渉団代表）、クラウディア・ニッ

ケン氏、トマス・グアニパ氏（第一正義党の幹事長）、

フレディ・ゲバラ氏（大衆意思党の幹部）、マリエラ・

マガジャネス氏（LCR の幹部）、ロベルト・エンリケ氏

（Copei 党首）、エミリオ・ロンドン氏（新時代党の副党

首）が出席した。 

 

 

（写真）Foro Civico 

 

この意見交換について、「Argus」が野党関係者から入手

した情報によると、「統一プラットフォーム」は、「Foro 

Civico」の提案を受け入れたようで、５月に与野党協議

が行われる可能性が高いと報じられている。 

 

「Foro Civico」は、２０２１年に発足された団体で、 

経済団体・学術団体・医療団体・人道支援団体など複数

の団体で構成されている。 

 

 

 

この「Foro Civico」は、４月からマドゥロ大統領と直接

協議を行っている。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.740」で、「Foro Civico」が

主要野党に代わり、マドゥロ政権と交渉をしているので

はないかと予想したが概ね予想は正しかったようだ。 

 

なお、協議が行われる場所は確定していないようだが、

関係者の情報によると、恐らくメキシコで行われるよう

だ。 

 

２０２１年にも与野党交渉が行われたが、米国政府がア

レックス・サアブ氏をカボベルデから米国に移動させた

ことでマドゥロ政権は交渉中断を宣言。２１年１０月以

降、交渉は行われていなかった（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.666」）。 

 

それから約７カ月が経過し、ベネズエラの状況は当時と

も変わっている。 

 

この７カ月でCovid-１９の懸念は大きく和らいでおり、

インフレも安定する傾向にある。 

 

グアイド暫定政権をベネズエラの正当な政府と認識す

る国は更に減り、マドゥロ政権がベネズエラを実効支配

しているとの現実を受け入れる国が増えた。１１月に行

われた州知事・市長選では、EU 監視団が同伴した選挙

で与党が大勝。野党の支持率低下を印象付けた。 

 

また、原油価格の高騰を受けて、２０２２年もベネズエ

ラは経済回復が予見されるなど、交渉が中断して以降マ

ドゥロ政権は盤石になった印象だ。 

 

経済系メディア「Bancaynegocios」は、グアイド暫定政

権は２０２１年の交渉時よりも更に弱い立場での交渉

になると指摘している。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1e75e972bc50ff849beb96b9504accbf.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/442212b61123f1fe211058c5ee137b08.pdf
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「野党代表 協議再開＆合意に至る可能性は高い」                  

 

５月６日 野党「統一プラットフォーム」の交渉団の代

表を務めるヘラルド・ブライ氏は、「統一プラットフォ

ーム」の会合に出席。 

 

記者から与野党協議に関する質問を受け、「メキシコで

の交渉が再開する可能性は高い」とコメントした。 

 

また「合意に至ることが出来る可能性が高い」と補足。 

与野党協議の成立に自信を示した。 

 

他、「我々は包括的な合意を模索しているが、交渉の過

程では両者の信頼を回復するための部分的な合意も起

こり得ると考えている。 

 

私の認識では“独裁政権とは交渉しない“という政治的

なスローガンは掲げるべきではない。」 

とも指摘しており、部分的な合意（合意のハードルを

下げること）についても言及した。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

“ヘラルド・ブライ野党交渉団代表” 

 

 

 

 

 

「マドゥロ大統領 PSUV に組織改革を求める」         

 

５月５日 マドゥロ大統領は与党「ベネズエラ社会主義

統一党（PSUV）」の執行部に対して、組織改革を求めた。 

 

特に組織改革を求めたのは PSUV の分野別担当部。 

 

PSUV には社会・経済・労働・スポーツなど様々な分野

について政策を検討する担当部が存在しているが、この

担当部が本当に必要な部署か改めて検討するよう求め

たようだ。 

 

この発言に呼応してか、アイサミ石油相は石油分野の抜

本的な組織改革を行うと自身のソーシャルメディア

「Tik Tok」に投稿している。 

 

この投稿の通りに、本当に何か対応を執るかどうかは不

明だ。 

 

経 済                        

「OPEC 事務総長 ベネズエラを訪問」           

 

５月６日 「石油輸出国機構（OPEC）」の Mohammad 

Barkindo 事務総長がベネズエラを訪問。マドゥロ政権

幹部らと意見交換を行った。 

 

Barkindo 事務総長は、ベネズエラでタレク・エル・アイ

サミ石油相や観光相・農業相らと協議した。 

 

ただ、マドゥロ大統領のツイッターを見る限り、

Barkindo 事務総長と面談していないようで、同日はキ

ューバのブルーノ・ロドリゲス外相と面談をしている。 

 

Barkindo 事務総長は、２２年８月で任期が満了し、後任

はクウェートの Haitham al Ghais 氏が就任する予定だ

という。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年５月６日～５月８日報道               No.７５１   ２０２２年５月９日（月曜） 

4 / 7 

 

「中央銀行 ２２年４月のインフレ率は４．４％」         

 

５月６日 中央銀行は、２２年４月のインフレ率を公表

した。 

 

中央銀行によると、４月のベネズエラのインフレ率は前

月比４．４％増。２１年９月から８カ月連続で１桁台の

インフレ率となった（下の線グラフ参照）。 

 

２０２２年１月～４月までの累計インフレ率は１６．

３％。同期間のインフレ率としては、２０１４年以来の

低い水準だという。 

 

なお、品目別で最もインフレが激しかったのは「教育サ

ービス」で先月比１５．２％増。次いで「レストラン・

ホテル」が同６．２％増だった（下表の棒グラフ参照）。 

 

 

 

（写真）ベネズエラ中央銀行 

 

「Fedecamaras 元代表 経済制裁は民間に打撃」                  

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のホルヘ・ロイ元

代表（現在は「国際労働機関（OIT）」のベネズエラ経済

界代表）は、米国の経済制裁がマドゥロ政権だけではな

く、民間企業・一般の個人・人道団体の活動にも悪影響

を与えていると指摘。 

 

経済制裁を長期化させることは民間セクターにとって

マイナスとの見解を表明した。 

 

ロイ氏は、経済制裁がベネズエラ民間セクターに致命的

な打撃を与えていると指摘。制裁によりベネズエラは国

際的に孤立し、民間企業も含めて顧客・材料供給者など

生産チェーンに深刻なダメージを与えているとした。 

 

また、米国の金融機関は、口座保有者がベネズエラ政府

関係者かどうかの精査をすることなく、個人・民間企業・

人道団体などを含めてベネズエラ関連の金融取引を制

限しており、被害を受けていると指摘した。 

 

そして、経済制裁が与えるマイナスの影響が、マドゥロ

の「帝国主義と対峙する」というスローガンに正当性を

持たせ、国内をコントロールしやすくしているとの見解

を示した。 

 

「Fedecamaras 前代表 大統領選出馬について言及」で

も紹介するが、最近は経済界の代表が制裁への反対意見

を明確に表明するようになってきた。 

 

与野党政治が膠着した状況において、経済界が仲裁者と

して果たす役割は非常に大きいだろう。 
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社 会                        

「コロニア・トバル 観光再開ムード」           

 

コロニア・トバルは通称「ドイツ村」と呼ばれる街。 

 

テーマパークとして作られた施設ではなく、１７９年前

の１８４３年にドイツ移民がベネズエラに入植し作り

上げた村。 

 

ドイツ村はかなり山奥にあり、外界との接触が少なかっ

たため、今でもドイツ文化を強く残しており、現在は観

光地として、伝統的なドイツ料理や新鮮な野菜や果物、

地ビールを堪能できる場所としても知られている。 

 

観光を主な生業としている地域のため、Covid-１９で大

きな打撃を受けていたが、最近は感染者数が落ち着いて

いることもあり、セマナサンタ期間中は多くの観光客で

賑わったという。 

 

Covid-１９を受けて多くのホテルや商店が閉鎖を余儀

なくされたが、今でも１００のホテル・レストランなど

観光施設が同地域には残っているという。 

 

 
（写真）Hotel Selva Negra 

 

２０２２年５月７日～８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「Fedecamaras 前代表 大統領選出馬に言及        

 ～現在のところ、出馬を表明したことはない～」        

 

５月７日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」のリカ

ルド・クサノ前代表は、ラジオのインタビュー番組

「Fedecamaras Radio」に出演。大統領選の出馬につい

ても見解を表明した。 

 

「現在のところ、私は大統領選の出馬について自身の考

えを表明したことは一度もない。」と発言。 

 

大統領選出馬の期待が高いとの指摘について 

「もし大統領選に出馬する候補者のリストに入ってい

るとして、単純に誰かがリストを作ることで心理戦を展

開しているからだ。 

私自身が大統領選候補になる意思を表明したことはな

い。また、大統領選の予備選に参加するかどうかも決め

ていない。」とコメントした。 

 

「現在のところ（Hasta Ahora）表明していない」とい

う発言と「大統領選の予備選に参加するかどうか決めて

いない」との発言から出馬する可能性を検討しているこ

とは確かだろう。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 
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なお、クサノ前代表は「Foro civico」の事実上のトップ

と思われ、マドゥロ政権と何度か協議を行っており、

Fedecamaras 代表の頃から経済制裁についてネガティ

ブな見解を表明していた。 

 

経 済                       

「PDVSA  Propernyn、Nynas を失う可能性」            

 

グアイド暫定政権で会計監査総長を務めていたホセ・イ

グナシオ氏は、自身のツイッターで PDVSA が

「Propernyn」と「Nynas」を失う可能性があると投稿し

た。 

 

イグナシオ氏によると、２０２１年１２月末時点の

PDVSA の負債は３４８．９億ドルあるという（PDVSA

の金融報告書より）。 

 

この負債の中にクラサオ製油所の使用料未払いが計上

されている。製油所使用料の未払いを理由にクラサオ国

営企業「Cracao RdK」はオランダ裁判所に PDVSA を

提訴。 

 

２０２１年９月には勝訴し、「Propernyn」の株式をもっ

て５，２００万ドルを回収できる権利を得ている（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.661」）。 

 

「Propernyn」は、「Nynas」の株式１５％を保有してお

り、ボナイレ石油ターミナルに１０００万立法メートル

の貯蔵施設を保有している。 

 

つまり、「Propernyn」を失うことで、「Nynas」の株式１

５％も失うことになるようだ。 

 

 

 

 

 

「CENDA ３月の基礎食糧費は３４７．７ドル」         

 

５月７日 CENDA は２２年３月の基礎食糧費を発表

した。 

 

CENDA によると、３月の基礎食糧費は先月比４．２％

増の月額１５０３．７２ボリバル。ドルで換算すると３

４７．６８ドルだった。 

 

２０２１年４月～２２年３月の１２か月分の累計イン

フレ率は２５０．１３％だった。 

 

 

（写真）CENDA 

 

「Sambil Candelaria 補修工事は順調」         

 

チャベス政権時代に接収され、２２年３月マドゥロ政権

が元所有者の元に返還したカンデラリア地区の大型シ

ョッピングモール「Sambil」はショッピングセンターと

しての機能を再開するべく修繕工事を行っている（返還

された当時の記事は「ベネズエラ・トゥデイ No.730」

参照）。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1215ee50c7319c30e8b094c41d88a47c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6f4de882b52ba924b647ed9bf43b13ac.pdf
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５月７日 「Sambil」オーナーのアルフレド・コーヘン

社長は現在の「Sambil Candelaria」の修繕状況について

自身のインスタグラムで投稿した。 

 

映像を見る限り、状態はかなりよく店舗さえ入れば営業

できそうな状況だ。コーヘン社長は完了していない作業

について「天井の星を付けていない」と発言。 

今年１１月に再オープンを予定しているが、予定通り進

んでいるようだ。 

 

 

（写真）アルフレド・コーヘン社長 instagram 

 

「輸入品の免税措置を２２年末まで延長」         

 

マドゥロ政権は、一部の輸入品の関税・消費税などを免

税する措置を２２年末まで延長した（５月１日付の特別

官報６６９７号）。 

 

この措置は Covid-１９を受けた緊急対策だが、国内製

品が相対的に不利になるとして否定的な声が多く出て

いる。 

 

しかし、今回官報が発行されたことで少なくとも２２年

末までは免税措置が続くようだ。 

 

免税が適用される品目は関税番号で示されている。 

関税番号など詳細を確認したい場合は「Finanzas Digital」

にて確認できる。 

 

社 会                       

「ベネズエラ 麻薬生産国になりえる？」            

 

「Insight Crime」は、ベネズエラが麻薬生産国になる可

能性について指摘した。 

 

「Insight Crime」によると、マドゥロ大統領が政権に就

いて以降、犯罪組織の権限が強くなっており、最近では

スリア州、アプレ州、タチラ州、アマゾナス州などコロ

ンビア国境に近い地域で麻薬栽培が確認され始めてい

るという。 

 

これらの犯罪組織はコロンビアゲリラがコントロール

しており、マドゥロ政権と間接的な協力関係にあるとの

懸念を示した。 

 

「コロンビア 収容外国人の８４％はベネ籍」         

 

コロンビア系メディア「El Espectador」は、コロンビア

の刑務所に収容されている外国人のうち、ベネズエラ人

が占める割合は８４％と報じた。 

 

人権団体などの調査の結果、現在コロンビアに収容され

ている外国人の数は２．８５９名。そのうち２，３８９

名（８４％）はベネズエラ籍だという。また、このうち

３３２名は女性と補足した。逮捕理由の多くは麻薬密

売・麻薬製造・麻薬所持・強盗だという。 

 

以上 

https://finanzasdigital.com/2022/05/gaceta-oficial-extraordinaria-6-697-decreto-mediante-el-cual-prorroga-exoneracion-importaciones/

