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（写真）民放 TELEVEN の動画抜粋 “ファルコン AP 党首に理解を示すエンリケ・マルケス議員（UNT）” 

 

２０１８年３月１６日（金曜） 

 

政 治                    

 「OAS 事務局長 ファルコン AP 党首を非難」 

「アイサミ副大統領 極貧率４．４％に減少」 

 「制憲議会 PDVSA 合弁会社の調査を要請」 

経 済                    

 「国家歳入庁長官が交代」 

 「ニッケル鉱山の開発でオランダ企業と協力」 

 「６回目 DICOM  １ドル４３，９２０ボリバル」 

社 会                    

「水力発電ダムの水不足により４州で計画停電」 

２０１８年３月１７日（土曜） 

 

政 治                   

 「Frente Amplio ５月選挙に反対する抗議集会 

～参加者は増えず～」 

 「フロリダ議員 国連調査チームの派遣に同意」 

「CNE ５月選挙の有権者は約２，０７６万人」 

経 済                   

 「米国政府 デジタル通貨取引への制裁を検討」 

「アプレ州で政府非公認紙幣が流通」 

 「原油価格 １バレル５７．９３ドル」 

「セマナサンタ向け賞与を給付開始」 
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２０１８年３月１６日（金曜）             

政 治                       

「OAS 事務局長 ファルコン AP 党首を非難」       

 

米州機構（OAS）のアルマグロ事務局長は反マドゥロ政

権の代表格として、米国の制裁強化を求め、野党連合

（MUD）とベネズエラ主導党（VV）、国民勇猛同盟（ABP）

など急進野党を支持している。 

 

３月１６日 アルマグロ事務局長はマドリッドで行わ

れた政治フォーラムで 

 

「ファルコン AP 党首がマドゥロ政権の道具として、野

党を分断させることは分かっていた。私は前から野党に

対して、ファルコン氏と袂（たもと）を分かつよう促し

ていた。最終的にファルコン氏は自ら離れた。 

独裁政権には更に強硬な制裁を科す必要がある。現政権

の資金繰りを圧迫するために、石油産業に対して制裁を

科さなければいけない。」とコメントした。 

 

 

この非難に対しファルコン AP 党首はツイッターで 

 

「我が国に対するアルマグロ事務局長の見解を尊重す

る。同様に人権とベネズエラ政治の擁護に感謝する。し

かし、選挙問題に介入するような一線を越える行為は容

認できない。 

 

私は選挙をより良い条件にするための闘争を止めない。

これは OAS の役割でもあると考えている。OAS の選挙

に対する経験は適切な選挙運営に不可欠である。 

 

我々の見解の相違は選挙に参加するか、棄権するかであ

る。しかし、ベネズエラの未来を取り戻すという共通の

目標を持っている。 

 

OAS 事務局長のような選挙放棄を訴える行為は、マド

ゥロ大統領の新たな協力者になっている。スタンスの変

更を求める。」 

と反論した。 

 

 

 

 

 

２０１８年３月１８日（日曜） 

 

政 治                  

 「マルケス議員 ファルコン AP 党首を肯定」 

 「PCV ドミンゲス電力相の解任を要請」 

 「ロイター ファルコン AP 党首の記事」 

社 会                  

 「CLAP の食料輸入で汚職」 

「グアテマラ 入国時にビザ要請か」 
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「アイサミ副大統領 極貧率４．４％に減少」          

 

タレク・エル・アイサミ副大統領は制憲議会の前で２０

１７年の年次報告を行った。 

 

インフレ率、経済成長率など主要な経済指標については

明らかにしていないが、極貧率がチャベス大統領就任前

の９９年の９．９％から１７年は４．４％に減少したと

成果を強調した。 

 

ベネズエラ政府が公表している貧困基準は「寝る場所が

あるか」「公共サービスにアクセスできるか」など給料

とは異なった指標で貧困か貧困でないかを判断してい

る。これら全ての項目を満たせていなければ極貧として

認定されるなど数字が悪くなりにくくなっている。 

 

他、３５０万人（人口全体の１０％強）の高齢者が年金

を受給しており、高齢者の９３％は年金を受給している

と説明した。 

 

また、失業率は９９年に１１％だったのに対して、１７

年は６％に減少していると発表した。なお、ベネズエラ

の場合、インフォーマルセクターでの就労者は失業者と

してカウントされていない。 

 

 

（写真）制憲議会ツイッター 

“制憲議会に出席するアイサミ副大統領” 

 

「制憲議会 PDVSA 合弁会社の調査を要請」                 

 

３月１６日 制憲議会ヘルドゥアル・グティエレス議員

は PDVSA 合弁会社の合弁相手先がベネズエラの規定

を順守しているか送金履歴などを精査すると発表した。 

 

「労働委員会として PDVSA の合弁会社を査察する。実

際の状況を確認する。目的は石油部門の経営層と労働者

の問題を調整することにある。社会主義労働者組合と２

０１７年～１９年までの集団労働契約の履行状況につ

いて調査を行う。」 

 

日本企業でも PDVSA に関連した取引を行っている会

社は複数社存在するが、査察など何らかの調査が入る可

能性がありそうだ。 

 

経 済                         

「国家歳入庁長官が交代」                 

 

１８年３月１５日付の官報第３１，３６１号で国家歳入

庁長官がネルソン・レパヘ氏からレイネル・アレハンド

ロ・メレンテス氏に交代した。 

国家歳入庁は国の歳入、歳出を管理する組織。 

 

国家歳入庁長官のポストは、マドゥロ大統領の妻シリ

ア・フローレス氏の甥であるマルピカ・フローレス氏が

１６年１月まで務めていたが、１６年１月にネルソン・

レパヘ氏に交代していた。 

 

新たに国家歳入庁長官に就任したメレンテス氏は１８

年１月から経済財務省の財政評価戦略室の総括ダイレ

クターを務めていた。 

その前はカリブ開発銀行の部長代理を務めていた。 

また、ベネズエラ経済開発銀行（BANDES）が出資して

いるボリビアの Prodem 銀行の部長代理も務めていた

ようだ。 
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「ニッケル鉱山の開発でオランダ企業と協力」        

 

ベネズエラ政府とオランダの Fondel Metals/Minerales 

B.V.はアラグア州に埋蔵されている５，０００トンのニ

ッケル採掘について覚書を交わした。 

 

ビクトール・カノ鉱業開発・エコロジー相は覚書に基づ

き工場を建設する。この工場でこれまでより多くのニッ

ケルを採れるようになる。 

 

採掘されたニッケルの一部は輸出に回すことでベネズ

エラの外貨収入を確保する。また、今回の覚書を契機に

建設に関わる資材の生産を行う。 

 

オランダ Fondel Metals/Minerales B.V.のオースティ

ン・バン・ウォート氏は、今回の覚書について「両国の

鉱物技術協力での重要なプロジェクトになる。」とコメ

ントした。 

 

「６回目 DICOM  １ドル４３，９８０ボリバル」             

 

ベネズエラ中央銀行は第６回目の DICOM の結果を公

表した。 

 

為替レートは１ユーロ５０，０２０．６３ボリバル。 

 

ドル建てで１ドル４３，９８０ボリバルになる。 

前回の為替レートが１ドル３６，６５０ボリバルだった

ので、ボリバルの価値が下落したことを意味する（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.111」３月１２日付の記事参照）。 

 

落札された外貨の合計は５回目の２１６万４，３４２．

３７ドルから９４％減の１３万６，８８９．３１ドル。 

法人１０社に対して８万３，５４７．４４ドルの外貨を

割り当てた。 

 

 

最も多く外貨を落札したのは DROCOSCO 社で３万３，

０００万ドル。２番目は Inversion SKIN JY ２０００で

２万４，９００ドルだった。 

 

６回目の競売は３月１５日に発表され、当日に募集が締

め切られた。そして、１６日翌日には結果が発表されて

いる。時間が短かったので、外貨を供給する側が追い付

かなかったと思われる。 

 

社 会                       

「水力発電ダムの水不足により４州で計画停電」          

 

国営電力公社 Corpoelec はバリナス州、メリダ州、ポル

トゥゲサ州、タチラ州で計画停電を行うと発表した。 

 

停電は少なくとも１日４時間を予定しており、時間帯は

ツイッターなどで事前に通知される。停電の理由は水力

発電所のダムの水位が減少し、十分な発電を維持できな

いためとしている。計画停電は３月１５日から始まって

いる。 

 

ベネズエラは雨季と乾季に分かれているが、毎年２月～

４月頃は最も水不足に陥りやすい時期になる。ベネズエ

ラは発電の大部分を水力発電で賄っているので、この時

期、特に電力供給が不安定になりやすい。 

 

１６年は特に水不足が深刻で電力不足対策のためショ

ッピングセンターが１週間に３日しか稼働できないな

ど、全国的な計画停電が実施された。 

 

計画停電は行われていない州でも、無計画停電はカラカ

スを含めて至る所で起きている。 

問題は水不足だけでなく、メンテナンス不足の影響も大

きいだろう。電力に限らず同国の公共インフラの劣化は

深刻なものがある。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/15ec52ee9d1bc96b524047e11d6f7c30.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/15ec52ee9d1bc96b524047e11d6f7c30.pdf
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２０１８年３月１７日（土曜）             

政 治                       

「Frente Amplio ５月選挙に反対する抗議集会      

            ～参加者は増えず～」        

 

３月１７日 第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、行動

民主党（AD）、新時代党（UNT）の主要野党を中心とす

る Frente Amplio は全国的な抗議行動を実施した。 

 

チャカオ市＠ボリバル広場 

バルータ市＠サン・ルイス・運動場 

エルアティージョ市＠ボリバル広場 

スクレ市＠エル・ブエン・ベシーノ公園 

 

などで抗議集会が行われたが小規模なイベントにとど

まった。一部のメディアではバルータ市の会場には２０

０人程度が集まったと書かれていた。その中には運営側

もいることを踏まえれば、本当の意味での参加者はかな

り少ないと思われる。 

 

１７年２月～４月頃の抗議行動では１０万単位の動員

があったことと比較すると当時の勢いは失っていると

言えるだろう。 

 

 
（写真）Efecto Cocuyo 

“３／１７ チャカオ市ボリバル広場の抗議集会の様子” 

 

 

 

「フロリダ議員 国連調査チームの派遣に同意」           

 

ファルコン AP 党首はニューヨークで国連の政治担当

官と面談した後に、記者会見を開いている。 

 

ファルコン AP 党首は 

「国連のミッション団がベネズエラを訪れ、適正に選挙

を行える環境にあるか調査を行う可能性がある。これは

必ずしも国連が選挙監視団を派遣することを意味しな

い。 

ベネズエラに国連のミッション団が訪れた後に、彼らが

調査報告書を出し、最終判断を下す。」 

とコメントした。 

 

本件に対して、Frente Amplio のルイス・フロリダ議員

（VP 所属）はファルコン氏の提案に同意する姿勢を示

した。 

 

「もし国連の調査チームが、正しい選挙条件を進言して

くれるのであれば、我々が求めていることと同じだ。こ

れは５月２０日の選挙に国連が監視団を派遣するかど

うかを検討することとは違う。我々は国連による調査チ

ームの派遣を興味深い提案だと考えている。」 

とコメントした。 

 

Frente Amplio は５月２０日の大統領選について、平等

で公平な条件になっていないとして、国連に選挙監視団

を派遣しないよう要請している。 

 

今回のフロリダ議員の発言は、Frente Amplio の方針軟

化を連想させる。 
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「CNE ５月選挙の有権者は約２，０７６万人」              

 

選挙管理委員会（CNE）は５月２０日に行われる大統領

選、州議会・市議会選の有権者数の暫定値が２，０７５

万９，８０９人であると発表した。 

 

３月１６日～１８日にかけて CNE のウェブサイトで自

分の身分証明書番号を入力することで、投票会場など有

権者情報を確認できる。 

 

３月１９日から暫定情報の精査を始め、３月２６日に最

終的な有権者数が確定する。 

 

最初に知ったとき筆者は驚いたのだが、CNE のサイト

にある「Consulte sus Datos（データの確認）」で 7 ケタ

の数字を入力すると、該当するベネズエラ人の住所など

個人情報が簡単に確認できる。 

 

赤丸に 7 ケタの数字を入れると住所が確認できる。 

興味ある方は知り合いの番号で試してみてはどうか。 

 

（写真）CNE ポータルサイト 

 

余談だが、社会保険庁のウェブサイトで身分証明書番号

を入力すれば生年月日まで簡単に確認できる。 

 

ベネズエラでは知り合いの身分証明書番号さえ分かれ

ばかなりの情報にアクセスできる。 

 

 

経 済                       

「米国政府 デジタル通貨取引への制裁を検討」            

 

米国新聞社 Nuevo Herald は、来週にでも米国政府がマ

ドゥロ政権に追加制裁を科す可能性があると報じてい

る。 

 

Nuevo Herald が政府関係者から入手した情報によると、

新しい制裁はデジタル通貨「ペトロ」の取引を制限する

内容が含まれているようだ。 

 

また、政府関係者への個人制裁も盛り込まれていると報

じている。 

 

「アプレ州で政府非公認紙幣が流通」         

 

国会の財政委員会を務めるホセ・ゲラ議員は、中央銀行

による無計画な通貨管理政策が、ボリバル通貨以外の紙

幣を流通させると非難した。 

 

ホセ・ゲラ議員は自身のツイッターで、「エロルサ」と

いう紙幣の写真を投稿した（次ページの写真）。 

 

「エロルサ札」を発行しているのはエロルサ市。１０万

エロルサ札と５万エロルサ札が確認されているが、紙幣

の価値は１０万ボリバル札、５万ボリバル札と同じのよ

うだ。 

 

調べたところ、３月１９日に同市で行われるサン・ホセ

の祭りでも紙幣不足を補うために発行しているようだ。 

 

お祭りの出店では現金しか受け取れないが、ボリバル紙

幣が容易に手に入らないため、エロルサ市として紙幣を

発行したようだ。 
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（写真）La Patilla 

“アプレ州エロルサ市で使用されるエロルサ札” 

 

「原油価格 １バレル５７．９３ドル」           

 

１８年３月１２日～３月１６日のベネズエラ産原油の

平均価格は５７．９３ドル／バレル。 

 

前週の５８．０３ドルから０．１ドル下がった。 

 

 

 

 

 

 

「セマナサンタ向け賞与を給付開始」        

 

３月１７日 大統領府はプレスリリースで、 

祖国カードを保有する８００万人は、セマナサンタを祝

うために７０万ボリバルの給付を受ける。 

と発表した。 

 

３月２９日（木曜）、３０日（金曜）は聖木曜日（セマ

ナ・サンタ）で国民の休日。 

 

現在の最低賃金が月額約３９万ボリバルであることを

考えれば、決して小さい額ではないだろう。 

 

政府は祖国カードを持っている与党支持者に対してメ

リットを与えることで一定の支持基盤を維持する考え

だろう。 

 

２０１８年３月１８日（日曜）             

政 治                       

「マルケス議員 ファルコン AP 党首を肯定」              

 

３月１８日 新時代党（UNT）のエンリケ・マルケス議

員は民放のインタビュー番組に出演した。 

そこで、５月２０日の大統領選に出馬し、野党連合から

強い非難を受けているヘンリー・ファルコン AP 党首に

一定の理解を示す発言をした。 

 

「ヘンリー・ファルコン氏は我々と同じ野党のメンバー

だ。彼は MUD の方針とは異なる難しい決断を下した。 

しかし、今後、数カ月の彼の行動は間違いなく重要にな

ってくる。 

 

MUD はファルコン氏と同じように、国のためにより良

い選挙条件を求めるために戦っている。彼は選挙に参加

する方法を取っており、MUD は参加しないことで戦っ

ている。」 
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表：ベネズエラの原油価格推移（１７年１月～１８年３月）

（出所）ベネズエラ石油省
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「我々は誰かを敵に仕立てようとしているわけではな

い。ファルコン氏は現在、重要な役割を果たしており、

彼が行っていることは新しい扉を開く可能性がある。 

 

我々は重大な間違いを犯した。我々は重要な局面で沈み

込んでいる。私は MUD が政党の論理を放棄しなければ

いけないと考えている。」 

とコメントした。 

 

エンリケ・マルケス議員は、１６年の国会第一副議長を

務め、UNT の党首も務めていた重要人物。彼の見解は

一般の国会議員の発言よりも重みがある。 

 

「PCV ドミンゲス電力相の解任を要請」              

 

野党が分裂していることは明白だが、与党の分裂は表に

は出てこない。だが、与党にはベネズエラ社会主義統一

党（PSUV）、Somos Venezuela（SOV）以外にもベネズ

エラ共産党（PCV）、全国民のための党（PPT）、

TUPAMARO など少数政党は複数存在しており、異な

る考えを持っている。 

 

特にベネズエラ共産党（PCV）は最後までマドゥロ大統

領を支持するかどうか決定を留保していた。その PCV

のオスカル・フィゲロア幹事長は記者会見を開き、モッ

タ・ドミンゲス電気エネルギー相を解任させるようマド

ゥロ大統領に求めた。 

 

「モッタ・ドミンゲス電気エネルギー相は辞任も含めて

再評価されるべきだ。現在の電力サービスには深刻な問

題がある。サービスが滞っているだけでなく、彼の運営

方針も問題が多い。 

 

反政府支持者のサボタージュだと訴えるが、多くの場合

はサボタージュだけが原因ではない。犯罪、強奪が問題

だ。 

 

汚職に手を染めた者は全員逮捕されなければいけない。

食糧省で起きている CLAP の汚職も調査し、食糧相も

変更するべきだ。」 

と宣言した。 

 

 

（写真）ベネズエラ共産党（PCV）ツイッター 

“電気エネルギー相の解任を求める PCV 党員” 

 

「ロイター ファルコン AP 党首の記事」              

 

ロイター通信がファルコン AP 党首に関する記事を公

開した。筆者はこの記事に同意している。多くの人の目

に触れているので参考までに紹介したい。 

 

 

２０年近くベネズエラは与党と野党による政治の２極

化が続いており、両者が合意に至ることはめったにない。 

 

しかし、ヘンリー・ファルコン氏について名前を挙げる

と与党も野党も共に、彼を非難し、信頼していないと発

言する。 

 

PSUV の支持者は２０１０年に与党を離反したファル

コン氏を「裏切り者！」と紛糾する。 
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「ソフト・チャビスタだ！」野党支持者は彼を野党に忍

び込んだトロイの木馬として扱う。 

 

５６歳、元軍人のこの政治家は５月２０日の大統領選に

出馬し、マドゥロ大統領と対峙する。与党も野党も彼を

非難している。 

 

主要野党は５月の大統領選が公平でないことを理由に

選挙をボイコットしており、投票をしないよう呼びかけ

ている。 

 

しかし、複数の世論調査会社が選挙でファルコン氏が勝

利できるとの結果を示している。大半の穏健派の国民は

現在の政治対立と経済の混乱に辟易（へきえき）してい

る。 

 

最も信頼されている世論調査会社 Datanalisis によると

彼への投票意思は１０ポイント以上高い。 

 

ファルコン氏はロイター通信に対して「現政権は敗北す

る。ハイパーインフレの経済下で政権を維持できた政府

はほとんど存在しない。」と語った。 

 

世論調査は時に実際の結果と異なることがある。しかし、

ファルコン氏とその政策ブレーンは選挙日が近づくに

つれて国民の選挙意欲は高まってくると信じている。 

 

ファルコン氏は 

「もし、我々が意志をまとめ、一つのメッセージを発す

ることが出来れば、投票の棄権はなくなり現政権に勝利

できる。」 

と語った。 

 

マドゥロ大統領の人気は間違いなく低い。しかし、現政

権が勝利をする方法はたくさん存在する。 

 

 

 

マドゥロ政権の政策チームは支持者に対して直接給付

を行う。また、野党支持者の意見を分裂させることで選

挙に勝利することが出来る。 

 

CNE のティビサイ・ルセナ代表は民主主義の敵として、

米国、欧州連合、カナダ政府の制裁リストに加わってい

る。また、選挙サービスを提供する英国の Smartmatic

社は不正を訴え、選挙のサポートを退いた。 

 

仮にファルコン氏がマドゥロ大統領の２倍の人気があ

ったとしても５月２０日の選挙が公平なものではない

ため、制度的にマドゥロ大統領が勝利することができる。 

 

ファルコン氏は野党支持者の支持を得るためにエンリ

ケ・カプリレス元ミランダ州知事の支援を求めている。 

 

彼はウォールストリートの投資家であるフランシスコ・

ロドリゲス氏を経済ブレーンに指名している。また、大

統領選に当選した暁には、必要であればパドリーノ・ロ

ペス現国防相で据え置く可能性も示唆している。 

 

しかし、ファルコン氏が勝利するには貧困層の票を動か

す必要がある。１日前、カラカスのラ・ベガ（チャベス

派の拠点）のパン屋にいた人は 

「この悲惨な状況を変えるために私は投票をしたい。良

い候補に投票したいが、良い候補はいない。ただ、マド

ゥロを追い出すためファルコン氏に投票しようと考え

ている。」 

と答えた。 

 

これまで何度も与党に投票してきたグスタボ・イストゥ

リス氏（５６歳）は 

「空腹は苦しいが野党は信じない。私は野党支持者に転

身する意志はあるが、ファルコン氏を含めて野党に良い

人はいない。」 

とコメントした。 
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ラ・ベガで尋ねた数人は現政権による食料給付を受けら

れなくなることを恐れており、与党に投票するとの答え

は多い。 

 

ファルコン氏はララ州知事として毎日貧困層の地域を

歩いて回ることで人気を得た。ファルコン氏の提案は貧

困層に対して、現在の給付制度は維持するという内容。

しかし、同時に今よりも経済活動がしやすい環境を作る。 

 

ファルコン氏の経済アドバイザー、フランシスコ・ロド

リゲス氏は経済のドル化を勧めている。ロドリゲス氏は

年間１５０億ドルの対外融資を受け、石油産業が負って

いる税制を改定し、規制緩和を行えば経済が回復すると

論じている。 

 

対する与党は米国・欧州連合に対して制裁を抑止するよ

う訴えなければいけない。 

 

米国はマドゥロ政権に圧力をかけるため石油産業の制

裁を検討している。マドゥロ政権は米国を「植民地主義」

と非難し、米国はマドゥロ政権を「独裁政権」と非難し

ている。 

 

先日、在ベネズエラ米国大使館のトッド・ロビンソン氏

はファルコン氏と会談した。ファルコン氏の関係者曰く、

ロビンソン氏はファルコン氏に大統領選から退くよう

迫ったという。ファルコン氏もマドゥロ政権を孤立させ

るための米国の圧力を受けている。 

 

米国はマドゥロ大統領が５月の選挙で勝利し、劣悪な経

済状況で政権を維持すると考えているようだ。 

 

カラカスのコンサルタントは「仮にマドゥロ大統領が勝

利した場合、ベネズエラはとても不安定になる。その時

は軍事クーデターか外国の介入にかけるしかない。」 

とコメントした。 

 

 

社 会                       

「CLAP の食料輸入で汚職」            

 

CLAP が汚職の巣窟であることは周知の事実だろう。 

 

３月１８日 スペインメディア「El Pais」は、ベネズエ

ラの元公務員が CLAP の食品輸入で大量の利益を出し

ているとの記事を公開した。 

 

汚職企業として名前が挙げられている会社は「MIR 

Importacion Exportacion SL」。CLAP 向けの食料品を供

給するためマドゥロ政権と６，９８０万ドルの契約を締

結した。契約に当たって事前にまともな競売は行われず、

指名だった。食料品はメキシコ、コロンビアから輸入し

ている。 

 

El Pais 記者の調べによると、CLAP１箱の販売価格は３

４．８７ドルで「MIR Importacion Exportacion SL」の

利益は２０～４０％だという。 

 

「MIR Importacion Exportacion SL」は１１年にスペイ

ンのバルセロナに設立された医薬品関連の会社。しばら

くは活動をしていなかったので、代表は倒産を申請しよ

うとしたが、ファン・ビセンテ・ロベルシ・トーマス氏

が購入に関心を寄せ１６年に会社が売却された。彼はア

ンソアテギ州プエルトラクルス市の特別プロジェクト

担当官だったようだ。 

 

２０１７年に Corpovex と同社は CLAP 向けの食料品

供給で３，４８０万ドルの契約を締結している。 

 

「グアテマラ 入国時にビザ要請か」              

 

非公式情報だがグアテマラの入国管理当局がベネズエ

ラ人の入国に際してビザを要求することになるかもし

れない。現地メディア La Patilla が報じた。 
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La Patilla はグアテマラの入国管理当局が同国の空港関

係者に対して、ベネズエラ人の入国条件がカテゴリーＣ

になると通知している文章を公開した。カテゴリーＣに

なった国は、ビザが必要になる。 

 

なお、現在のところグアテマラ政府はベネズエラ人の入

国をカテゴリーＡに分類している。カテゴリーＡの国は、

入国時に、ビザなど特別な書類を必要としない。 

 

 

（写真）La Patilla 

 

以上 

 


