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（写真）Pixabay “６月２５日 欧州連合はベネズエラ政府関係者１１名に個人制裁を発動” 

 

 

２０１８年６月２５日（月曜） 

 

政 治                     

 「欧州連合 ベネズエラ政府関係者１１名に制裁」 

「保健相交代 カルロス・アルバラード氏大臣に」 

 「Datanalisis ９５％は経済状況良くない」 

経 済                     

 「HYUNDAI ベネズエラで新車販売を開始か」 

 「PDVSA キューバ向けロシア産原油を荷下ろし」 

 「公務員の給料表が改定される」 

社 会                     

 「軍人親族の２１歳女性を逮捕」 

 「看護師 待遇改善を求めて抗議行動」 

２０１８年６月２６日（火曜） 

 

政 治                    

 「制憲議会 中央銀行の役員４名を解任」 

 「報道者労働団体 報道への侵害を非難」 

経 済                    

 「最高裁 Odebrecht へ７６００万ドルの支払命令」 

 「タイヤメーカー「Pirelli」 工場の稼働停止」 

 「CENDAS ５月の生活コストは３億ボリバル」 

「バネスコ ８月３日に政府管理解除を期待」 

 「Petropiar で爆発」 

経 済                    

 「チャカオ市の犯罪者収容施設で暴動」 
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２０１８年６月２５日（月曜）             

政 治                       

「欧州連合 ベネズエラ政府関係者１１名に制裁」       

 

６月２５日 欧州連合は５月２０日に自由で公平では

ない選挙を行ったとして選挙実施に関与した主要なベ

ネズエラ政府関係者１１名に個人制裁を発動した。 

 

制裁対象者は欧州域内の資産が凍結され、欧州への渡航

が禁止される。制裁対象となったのは以下の人物。 

 

１．タレク・エル・アイサミ経済担当副大統領 

２．セルヒオ・リベロ・マルカーノ国軍統括管理者 

３．ヘスス・スアレス陸軍総司令官 

４．イバン・エルナンデス軍部情報犯罪対策長 

５．デルシー・ロドリゲス副大統領 

６．エリアス・ハウア教育相 

７．サンドラ・オブリータ選挙管理委員会副代表 

８．フレディ・ベルナル CLAP 代表 

９．キャサリン・アリントン検事副総長 

１０．ソコロ・エルナンデス選挙管理委員会役員 

１１．ハビエル・モレノ選挙管理委員会秘書官 

 

「保健相交代 カルロス・アルバラード氏大臣に」         

 

６月２５日 マドゥロ大統領は自身のツイッターでカ

ルロス・アルバラード氏を保健相にすると発表した。 

アルバラード氏は保険相に就任する前は保健省次官を

務めていた。 

 

なお、ルイス・ロペス保健相が解任されたことになる。 

 

ルイス・ロペス保健相は「人道危機や医薬品不足は存在

しない」と主張していたが、今回の解任前にマドゥロ大

統領自身は医薬品供給の問題を指摘していた。 

 

野党系の情報サイト「Caraota Digital」でアルバラード

新保健省について、次官時代に病院の資材・医薬品不足

を公に訴えており、同分野の関係者、非政府団体から「ア

ルバラード保健相の就任で、改善を期待したい」と比較

的良い評価を受けている。 

 

 

（写真）「Diario La Republica」 

 

「Datanalisis ９５％は経済状況良くない」                  

 

民間アンケート調査会社Datanalisisがベネズエラ人１，

０００人を対象に実施した世論調査によると、現在の経

済状況について「良くない」と答えた回答者は全体の９

５％を占めた。対して「良い」と答えたのは全体の４％

にとどまった。 
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また、「何が最も深刻な問題か？」との質問に対して最

も回答が多かったのは、「食料不足（２５％）」、「物価高

（２５％）」が同率首位。 

 

次いで「経済危機（８％）」「現金不足（４％）」「治安（４％）」

「経済戦争（３％）「マドゥロ大統領（３％）」「医薬品

不足（３％）」「停電（３％）」「政府（３％）」と続いた。 

 

 

（写真）情報サイト「Venepress」“Datanalisis 調査“ 

 

 

 

経 済                        

「HYUNDAI ベネズエラで新車販売を開始か」           

 

ヒュンダイがベネズエラで新車販売を再開するようだ。 

 

報道によるとヒュンダイはロシアで行われているサッ

カーワールドカップの公式サポーターとして、「Tucson」

という大型乗用車を販売する。 

 

同社のマーケット・代理店オペレーション副社長を務め

るホセ・ビセンテ・ゴメス氏は「Tucson」がベネズエラ

で購入できると発表。関心のある人は同社のウェブサイ

ト（hyundaivenezuela.com）にアクセスするよう促した。 

 

確かに同社のサイトにアクセスすると「Tucson」の情報

が掲載されている。ウェブサイトによると種類は 2WD

と 4WD の２種類があるようだ。 

 

 

（写真）ヒュンダイ・ベネズエラ社サイトより抜粋 

 

 

 

 

http://hyundaivenezuela.com/
http://hyundaivenezuela.com/
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「PDVSA キューバ向けロシア産原油を荷下ろし」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.137」５月１４日付の記事

で PDVSA がキューバを支援するためにロシア産原油

を購入し、割引価格でキューバに販売したという記事を

紹介した。 

 

ただ、実際は ConocoPhillips のカリブ海施設差し押さ

えを受けて、キューバに原油を引き渡せていなかったよ

うだ。 

 

６月２５日 ロイター通信は１カ月滞留していた同原

油の引き渡しが完了したと報道した。 

 

原油タンカー「Afamax Advante Atom」は本来、ロシア

産のウラレス原油を５月中旬にクラサオの Bullenbay

で渡す予定だったが、ConocoPhillips のクラサオ施設差

し押さえを受けて、ベネズエラ湾に移動。その後、滞留

した状態が続き予定が大幅に遅れていた。 

 

６月２１日 原油タンカーはケイマン諸島付近で船上

引き渡しを行った。ただし、その原油がキューバに到着

したかどうかは確認できていない。 

 

ロイター通信によると近いうちにキューバ向けの別の

原油タンカーが到着する予定のようだ。 

 

「公務員の給料表が改定される」                  

 

特別官報６，３８３号で公務員の給料表が改定された。 

 

今回の変更は最低賃金の改定を受けたものだ（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.153」６月２０日付の記事参照）。 

 

新しい給料表は次ページの通り。 

 

 

月額３００万ボリバルが最低給料。最も高い給料は７３

８．２万ボリバル。 

 

本号「CENDAS ５月の生活コストは３億ボリバル」に

あるとおり、５人家族の生活費は３億ボリバルかかると

言われている。 

 

政府組織の従業員は給料以外に CLAP の食品や安価な

生活品が供給されるサービスなどがあり、給料以外のメ

リットが存在するが、それでも十分な生活費とは言えな

い。 

 

＜管理部門の公務員＞ 

 

 

＜作業員の給料表＞ 

 

（出所）官報 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/291abbd4500e68ac43df720dd9d22ce5.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a01c0056961e7ba669d490c60199dc79.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a01c0056961e7ba669d490c60199dc79.pdf
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社 会                        

「軍人親族の２１歳女性を逮捕」           

 

６月２３日 タチラ州の犯罪科学捜査班（CICPC）はア

リアナ・グランディージャ氏（２１歳）を逮捕した。 

 

彼女は軍人オスワルド・ガルシア・パロモ大佐の孫と見

られている。 

 

CICPC のダグラス・リコ氏は自身のインスタグラムで

「CICPC はガルシア大佐の孫だという理由でグランデ

ィージャ氏を反乱罪の容疑で逮捕した。」と非難した。 

 

インスタグラムは「douglasricovzla」より確認できる。 

 

「看護師 待遇改善を求めて抗議行動」                  

 

６月２５～２６日にかけて、カラカス大学国立病院

（Hospital Universitario de Caracas）の看護師１０～２

０名程度が給料改定と待遇の改善を求めて抗議行動を

行った。 

 

この病院で働いている看護師は自身が受け取っている

給料は半月で６０万ボリバル以下だと主張した。 

 

５月時点でも１５５万ボリバルが最低賃金だったので

半月６０万ボリバル以下だとすれば最低賃金さえも受

け取っていないことになる。 

 

２６日朝には CLAP の食料品が配られたが、抗議行動

に参加した看護師は 

「CLAP はありがたく受け取るが、待遇改善のための抗

議行動は続ける」 

としている。 

 

 

 

２０１８年６月２６日（火曜）             

政 治                       

「制憲議会 中央銀行の役員４名を解任」             

 

６月２６日 制憲議会は中央銀行の役員４名の解任を

承認した。 

 

本来であれば中央銀行役員の解任は国会の承認が必要

となる。一方で政府与党は「制憲議会は国会の役割を定

める憲法を作成する組織として国会よりも上の権限を

持つ」と理解している。 

 

これまで総裁を除く中央銀行の役員は 

・ソアイ・エルナンデス・パラ氏 

・ホセ・カーン氏 

・ペドロ・マルドナード氏 

・エドマル・トバール氏 

・パブロ・ピント・チャベス氏 

の５名だったが、ソアイ・エルナンデス・パラ氏を残し、

残り４名が中銀役員を辞職交代することになる。 

 

なお、ペドロ・マルドナード氏（DICOM を運営する外

貨競売委員会の代表を務めていた）はアイサミ経済担当

副大統領の元で働くことが決まっている。 

 

後任が誰になるのかはまだ決まっていない。マドゥロ大

統領は新しい役員を決めるための委員会の発足を求め

た。 

 

マドゥロ大統領は検討委員会のメンバーとして、オスワ

ルド・ペレス氏、ハビエル・フェルナンド氏、ジョセリ

ット・ラミレス氏を推薦している。また、制憲議会はオ

ルランド・カマチョ氏とヘスス・ファリア氏を推薦して

いる。 

 

 

https://www.instagram.com/p/Bka74scBFvT/?utm_source=ig_embed
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６月１９日にはカリスト・サンチェス元 CITGO 副社長

が中央銀行総裁に就任したばかりだった（「ベネズエラ・

トゥデイ No.152」６月１９日付の記事参照）。 

 

今回、中銀役員を解任されたホセ・カーン氏、エドマル・

トバール氏は中央銀行の重鎮として君臨してきた。 

 

通貨切り下げを８月３日に控えるが、目立った進展は報

じられていない。また、インフレを食い止める有効な手

立ても打てていない。 

 

今回の中央銀行総裁、役員の交代により既存の通貨政策

を変えようとする動きが出てくる可能性がありそうだ。 

 

「報道者労働組合 報道への侵害を非難」         

 

６月２６日 全国報道者労働組合（Sntp）は１８年に入

り、１５の新聞メディア、４つの情報サイト、１つのテ

レビ会社が被害を受けたと訴えた。 

 

同組合のマルコ・ルイス代表は、 

「１８年に入り８社が資材の供給停止を理由に新聞の

発行を停止した。８社の名前は「Version Final（スリア）」

「La Prensa（バリナス）」「La Region de Oriente（ララ）」、

「El Impluso（ララ）」「El Tiempo（アンソアテギ）」、

「La Verdad（モナガス）」「El Oriente（コヘーデス）」、

「Las Noticias（コヘーデス）」。 

 

また、「El Nacional」、「El Pitazo」、「Patilla」、「Vendata」

の４社がウェブサイトへの攻撃を受けた。 

 

加えて、１８年中に報道関係者へ２１３件の攻撃があっ

た。８７件は報道マンへの攻撃。２４件は逮捕。６１件

は治安部隊による報道の自由の侵害だった。」 

と訴えた。 

 

 

経 済                       

「最高裁 Odebrecht へ７６００万ドルの支払命令」            

 

最高裁判所はブラジルの建設業者「Odebrecht」に対し

てベネズエラ地下鉄を運営する「Metro de Caracas」に

７６００万ドルと８億５，４００万ボリバルを支払うよ

う命じた。 

 

この訴訟は１７年１２月１４日に Metro de Caracas が

申請したもので、６月１９日に認められた。 

 

Metro de Caracas は保険会社 Seguro de Caroni にも訴

訟を起こしている。理由は１２年１２月に締結した契約。 

 

当時、Odebrecht と Metro de Caracas はミランダ州ス

クレ市のマリチェ地区に２，４００件の住宅建設を委託

する契約を締結していた。同契約で保証金として前述の

金額を預けたという。 

 

汚職の調査を専門とする非営利団体「Transparencia 

Venezuela」によると、この金額は国家開発基金

（FONDEN）から支払われているようだ。 

 

契約は１７年３月までに完了させる予定だったが、建設

は完了していない。１５年１２月末時点の業務報告書に

よると、同計画は１５年末時点で着工進捗率６．６７％

とほとんど進んでいなかった。一方で５，０７０万ドル

と５．６億ボリバルを支払っていた。 

 

「タイヤメーカー「Pirelli」 工場の稼働停止」              

 

６月２０日からカラボボ州グアカラにあるタイヤメー

カー「Pirelli」の工場が稼働を停止している。 

同社、労働組合のルイス・アルバレス秘書官は工場停止

の理由は原材料不足だと説明した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/93b0577dbcdea11228a5d5b53036f818.pdf
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アルバレス労働組合秘書官は 

「会社側から７月９日まで工場に来なくてよいとの通

知を受けた。原材料が到着すれば生産を再開するが、現

時点では確証がない。」 

と語った。 

 

また１８年の生産状況について、 

「１８年６月までに４．５万個しかタイヤを生産できて

いない。本来であれば６カ月間で６０万個のタイヤを生

産できる。稼働率は９％くらいだ。 

 

しかも生産したタイヤの半分はブラジルに出荷してい

る。ブラジルはベネズエラに原材料を送っている。毎月

７０００～１０，０００個のタイヤを作り、一部はブラ

ジルに戻す。残りは国内で販売することが出来る事にな

っている。」 

と語った。 

 

原材料不足については 

「タイヤを生産するためには４５の材料が必要。どれか

一つでも不足すれば商品が作れない。ベネズエラの工場

は１０の材料が不足している。具体的には、金属塗料、

化学品、ゴム樹脂など。これらの材料はブラジルからベ

ネズエラに向かっているところだ。」 

 

労働環境について 

「給料は良くない。カラボボにある他の会社と同様に食

事を取ることも十分にできない給料で働いている。

Pirelli は９００名の従業員がいるが、そのうち７５０名

は工場労働者だ。残り１５０名は管理部門で働いている。

また、業務委託作業員は１００名いる。 

Pirelli の工場停止で１０００名の労働者が影響を受け

ることになる。」 

と説明した。 

 

 

 

 

「CENDAS ５月の生活コストは３億ボリバル」              

 

家計コストを調査する CENDAS-FVM は１８年５月の

生活コスト（医療費や住居費なども含めて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-FVM の調査によると、生活費は３億１１３

万８，３５３．０５ボリバルで、先月と比べて１１９．

９％上昇した。 

 

 

 

「バネスコ ８月３日に政府管理解除を期待」              

 

６月２６日 バネスコのオーナーであるファン・エスコ

テト氏はバネスコの現状について「通常の状態に戻りつ

つある。」と説明。 

 

政府の管理措置が解かれる時期について、８月３日より

も前になると信じていると発言した。 
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表： 基礎食料費、基礎生活費の推移

（出所）CENDAS－FVMの公表値を報道から抽出して作成

（単位：千ボリバル）
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バネスコが政府の管理下に置かれたのは５月３日。当時、

政府はバネスコを９０日間、管理下に置くと発表した

（「ベネズエラ・トゥデイ No.132」５月３日付の記事参

照）。 

つまり、管理措置は延長されず８月３日に失効すること

を期待しているようだ。 

 

偶然にも通貨切り下げが始まる予定日が８月４日なの

で通貨切り下げの直前ということになる。 

 

「Petropiar で爆発」                 

 

６月２６日早朝４時３０分ごろにアンソアテギ州の

Chevron と PDVSA の合弁会社「Petropiar」の工場（14-

H-001 高炉）で巨大な爆発が起きたようだ。 

 

労働者が消火作業にあたり同日の午前７時には鎮静化

したと報じられている。 

 

この２年間で技術者が４０％辞職しており、基本的なオ

ペレーションにも支障が出ていると報じられている。 

 

社 会                       

「チャカオ市の犯罪者収容施設で暴動」            

 

６月２６日深夜１時、チャカオ市警察の収容施設で暴動

が起きた。事態は既に収まっている。 

 

複数の囚人が別の囚人３名を人質に取り、別の収容施設

に移すよう要求したと報じられている。 

ラモン・カマチョ記者はチャカオの収容施設の収容能力

は３０名だが、１１０名を収容しているとツイッターで

投稿した。 

 

 

 

 

数時間にわたり立てこもった囚人と交渉を続けたが、人

質を攻撃し始めたため、チャカオ市警が殺傷性の低い武

器を使い施設内に押し入り事態をおさめた。 

 

事件を起こした囚人は怪我を負いチャカオの市営病院

（Salud Chacao）に運ばれた。 

 

以上 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/fff74744fd495a07ad6dc695c0cea676.pdf

