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（写真）新時代党 ”マニュエル・ロサレス元スリア州知事” 

 

２０１７年１１月１日（水曜） 

 

政 治                   

 「新時代党 スリア州選、市長選の出馬を公表 

～ロサレス氏がスリア州知事選に出馬～」 

 「発展進歩党 市長選２５６市で出馬申請」 

 「野党連合３政党 体制の立て直しを検討」 

 「与党 CNE に対して VP と PJ への罰則を要請」 

 「CNE スリア州選、市長選共にインク不使用」 

経 済                   

 「クリスマス、市長選に向けた１１の経済対策 

～１０万ボリバル札の発行と最低賃金改定～」 

 「PDVSA 社債２０２０ 投資家口座に元本着金」 

「」 

２０１７年１１月２日（木曜） 

 

政 治                   

 「スリア州知事選、市長選は１２月１０日開催」 

「与党 主要な市長選出馬者を公開 

～リベルタドール市はエリカ・ファリア氏～」 

 「与党 スリア州候補はオマール・ピエトリ氏」 

 「野党 主要な市長選出馬者の情報」 

経 済                   

 「大統領 １７年社債償還と債務再編を発表」 

 「自動車部品業界 １億ドル未払いを訴え」 

社 会                   

 「検事総長 PDVSA 子会社バリベン社長を逮捕」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１７年１１月１日～１１月２日報道           No.０５４   ２０１７年１１月３日（金曜） 

2 / 8 

 

２０１７年１１月１日（水曜）             

政 治                       

「新時代党 スリア州選、市長選の出馬を公表       

    ～ロサレス氏がスリア州知事選に出馬～」       

 

新時代党（以下、UNT）の創設者で元スリア州知事のマ

ニュエル・ロサレス氏が公職選に参加できるようになっ

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.53」１０月３１日付の

記事参照）。 

 

UNT はウェブサイトで選挙に参加することを発表した。 

その後、同政党のツイッターでロサレス氏がスリア州知

事選に出馬すると発表した。 

 

 

（写真）新時代党ツイッターより抜粋 

 

同発表により野党連合の４大政党と言われる第一正義

党、大衆意志党、行動民主党、新時代党のうち UNT だ

けが１２月のスリア州知事選、市長選に参加することに

なった。 

新時代党は選挙への参加に前向きな政党だったので、今

回の発表は驚くようなものではなかったが、行動民主党

が選挙不参加を決めたことで、足並みをそろえるため不

参加に切り替えるのではないかとの憶測もあった。 

 

UNT が発表した声明によると３３５市の全ての地域で

出馬する予定はないようだ。譲れない地域だけ守る立場

のようだ。 

 

UNT はスリア州を拠点とする政党。スリア州内であれ

ば与党に対抗する力は十分だと想像するが、他の地域で

の知名度はいま一つだ。特に第一正義党と大衆意志党が

市長選の投票をしないよう呼びかけ始めれば、かなり厳

しい選挙になるだろう。 

 

「発展進歩党 市長選２５６市で出馬申請」         

 

発展進歩党の党首ヘンリー・ファルコン氏は早い段階で

市長選への参加を宣言していた（「ベネズエラ・トゥデ

イ No.52」１０月２７日付の記事「PJ、VP 不参加、AP

参加、AD は検討中」参照）。 

 

同氏はインタビュー番組で選挙に参加しない政党を非

難した。 

「国民は野党連合に方向性の統一を求めている。野党連

合の主要グループは街頭での抗議行動を促進し、選挙へ

の不参加を訴える。しかし、彼らは大統領選には参加す

るつもりだ。国民は彼らの訴えを理解できていない。方

向性が定まっていないのはベネズエラ野党の最大の問

題だ。 

 

野党連合はもはや第一正義党（PJ）、大衆意志党（VP）、

行動民主党（AD）、新時代党（UNT）の４大勢力ではな

い。PJ と VP の２大勢力になっている。PJ と VP には

市長選に参加するという我々のスタンスを尊重してほ

しい。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b9f711e0d6068163339fdcf5f97781a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/35f8d0b1eb9aaf82eaece5896ed9c1e7.pdf
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発展進歩党は１０月１５日の選挙と同様の条件で選挙

を実施することを容認している。２５６人の候補者を出

馬させた。 

もちろん制憲議会で宣誓することになるだろう。だが、

制憲議会に宣誓することが制憲議会を合法的な組織で

あると認めることではない。」とコメントした。 

 

 

（写真）発展進歩党ツイッターより抜粋 

 

「野党連合３政党 体制の立て直しを検討」                 

 

第一正義党（以下、PJ）、大衆意志党（以下、VP）、

LaCAUSA R はスリア州で「Venezuela esta primero（ベ

ネズエラが一番）」というフォーラムを開催した。 

 

同フォーラムでスリア州知事に当選したファン・パブ

ロ・グアニパ氏は 

「このVenezuela esta Primeroが投票権力をベネズエラ

国民に取り戻すための主導的な役割を果たす。」と宣言

した。 

 

 

ボリバル州知事選の勝敗を巡り、訴えを起こしている

La CAUSA R 党首のアンドレス・ベラスケス氏は野党連

合の早急な立て直しが必要だと訴えた。また、制憲議会

に宣誓した行動民主党の４名を非難した。 

 

同フォーラムには PJ からエンリケ・カプリレス元ミラ

ンダ州知事、フリオ・ボルヘス国会議長、トマス・グア

ニパ秘書長官、ファン・リケセンス議員、ファン・パブ

ロ・グアニパ氏（スリア州知事当選者）らが参加。 

VP からフレディ・ゲバラ国会第一副議長、La CAUSA 

R からアンドレス・ベラスケス党首が参加した。 

 

 

 

「与党 CNE に対して VP と PJ への罰則を要請」             

 

１１月１日 リベルタドール市のホルヘ・ロドリゲス市

長は、選挙管理委員会（CNE）に対して、投票を妨げ、

暴力行為を先導する第一正義党（PJ）と大衆意志党（VP）

を罰するよう求める書面を提出した。 

 

「PJ と VP の政治家は大統領選に出馬するべきではな

い。刑法１６６条では、暴力や脅迫行為により国民の参

政権を妨害したものは１５日～１５カ月の拘留措置が

認められている。もし首謀者が公務員だった場合は６～

３０カ月の拘留措置が採られる。」とコメントした。 
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CNE がロドリゲス市長の訴えを認めた場合、PJ と VP

から大統領選の出馬は出来なくなる。PJ か VP から鞍

替えすれば出馬できるのかもしれないが、与党は何らか

の対策を考えていることだろう。 

 

「CNE スリア州選、市長選共にインク不使用」         

 

選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ルセナ代表は１

２月の選挙でも投票済みであることを証明するインク

を使用しないことを明らかにした。 

 

指紋認証システムを使用することで２重投票を防ぐこ

とが出来ているので、インクの使用は必要ないと説明し

ている。 

 

ベネズエラでは投票後に、小指をインクに浸して、投票

済みであることを目視できるようにしていた。１０月１

５日の州知事選ではインクを使用せずに投票が行われ

たが、野党政治家はこれが原因で同じ人物が何度も投票

していたと指摘している（「ベネズエラ・トゥデイ No.50」

１０月２３日付の記事参照）。 

 

他、CNE のタニア・デ・アメリオ役員はツイッターで 

「１２月のスリア州知事選および市長選について、出馬

申請をしていない政党が開票の数字確認に立ち会うこ

とは出来ない。」と投稿した。 

 

なお、スリア州知事選、市長選の出馬申請は本来１１月

１日までだったが、一日延長し、１１月２日が申請期限

になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

経 済                        

「クリスマス、市長選に向けた１１の経済対策       

  ～１０万ボリバル札の発行と最低賃金改定～」          

 

１１月１日 マドゥロ大統領はクリスマスに向けた経

済対策を発表した。１２月には市長選を控えており、人

気取りの意味もあるだろう。 

 

マドゥロ大統領が発言した主要な経済対策は以下の通

り。 

 

1. １１月から最低賃金を３０％上げる。これにより最

低賃金が現在の月額１３万６，５４４．１８ボリバ

ルから１７万７，５０７．４４ボリバルに増える。 

2. 食料補助の計算指標を変更（食料補助額を１日あた

り２１UT（租税単位）から１日あたり３１UT に増

やす。）つまり、食料補助は現在の月額１８．９万ボ

リバルから２７．９万ボリバルに増える。 

3. 労働者への食料補助の支払いは原則義務なので（会

社の食堂で昼食を提供する場合のみ免除）、労働者

の実質賃金は４５万６，５０７．４４ボリバル。 

4. 年金受給者は最低賃金に加えて月額５３，２５２．

２ボリバルの補助金を受給できる。年金受給者への

支給額は月額２３万７５９．６ボリバル。 

5. 祖国カードや若者カードの所有者は月額１４万ド

ルを使用できたが、５万ボリバル増えて、１１月か

らは１９万ボリバルが使用できるようになる。 

6. 貧困層４００万世帯にクリスマスボーナス５０万

ボリバルを支給。 

7. １１月１５日から現在１カ月～１カ月半に１回の

頻度で販売している CLAP（安価に購入できる食料

品、生活品が入った箱）を１５日に１回の頻度に増

やす。 

8. １１月１５日からクリスマスで定番の豚肉を国営

の露店販売で売り始める。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
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9. １１月末からクリスマス定番の食事アジャカ（とう

もろこし粉で作る食事。日本の「ちまき」のような

イメージ）の材料が入った CLAP を販売する。 

10. １２月１日からは子供向けのおもちゃが入った

CLAP を販売する。 

11. 今週から１０万ボリバル札の流通を開始する。 

 

最低賃金の改定は１１月に行われることが多い。１０月

の時点で労働社会相が賃金改定を示唆しており、これは

想定内と言える（「ベネズエラ・トゥデイ No.50」１０

月２３日付の記事参照）。 

 

 

 

一方で１０万ボリバル札の流通は唐突であった。なお、

新札の流通については９月時点で銀行監督庁長官が発

言していた（「ベネズエラ・トゥデイ No.36」９月２０

日付の記事参照）。 

 

１０万ボリバル札はシモン・ボリバルの顔が挿入されて

いるお札で、１００ボリバル札、２万ボリバル札と色違

いなだけである。 

世界的に見ても同じデザインのお札が３種類ある国は

珍しいのではないか。 

 

 

 

 

 

（写真）Maduradas 

 

“左が１００ボリバル札、中央が２万ボリバル札、右が

１０万ボリバル札。数字は１００と書かれているが、文

字で CIEN MIL BOLIVAR（１０万ボリバル）と書かれ

ている。” 

 

「PDVSA 社債２０２０ 投資家口座に元本着金」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.53」１０月３１日付の記事

で米国の決済機関 DTC が１１月２日（木曜）に投資家

の口座に着金すると伝えた記事を紹介した。 

 

一方で１１月１日の時点から口座に着金したとコメン

トする投資家が増え始めている。同債券は支払いが完了

したと言えよう。 

 

一方で１１月２日が償還予定日の PDVSA 社債２０１

７については特段のアナウンスはない。加えて、１０月

に支払う予定だった利息はグレースピリオドに入って

から２０日を経過した債券もある。債務の履行に関する

懸念は引き続き大きい。 
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月額最低賃金（出所）官報

表： 最低賃金と食料補助制度の推移
（単位：ボリバル）

2017年11月～

最低賃金 177,507ボリバル

食品チケット Bs.279,000

合計：456,507ボリバル

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e48473f78beddc2a19351cdd7094a696.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/ed6c8df5dde93dff1b24714ecfbea777.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/1b9f711e0d6068163339fdcf5f97781a.pdf
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２０１７年１１月２日（木曜）             

政 治                       

「スリア州知事選、市長選は１２月１０日開催」              

 

１１月２日 選挙管理委員会（CNE）のティビサイ・ル

セナ代表はスリア州知事選、市長選を１２月１０日に開

催すると発表した。 

 

また、１１月２日までに９，２４９人の出馬申請を受け

ていると発表した。 

 

今後の選挙スケジュールは以下の通り。 

 

出馬申請期限は１１月２日まで。 

出馬に必要な供託金の支払いは１１月３日まで。 

出馬申請の変更期限は政党の規模によって変わる。 

全国規模の政党は１１月６日が変更期限。 

地方政党は１１月７日が変更期限。 

選挙キャンペーンは１１月２３日～１２月７日まで。 

 

「与党 主要な市長選出馬者を公開           

 ～リベルタドール市はエリカ・ファリア氏～」        

 

１１月２日の出馬申請期限を終えて、与党ベネズエラ社

会主義統一党（PSUV）は市長選に出馬した人物を公表

している。 

 

主な地域の出馬申請者は以下の通り。 

 

・カラカス首都リベルタドール市 

エリカ・ファリア氏 

（コミューン・社会運動相、農業都市相、

コヘーデス州知事など歴任。現在は大

統領府担当相。） 

 

 

・アンソアテギ州バルセロナ市 

 ルイス・ホセ・マルカノ氏 

（報道記者、元情報通信相） 

 

 

 

・カラボボ州バレンシア市 

 ヘスス・マルベス氏（顔写真は確認できず） 

 

・バリナス州バリナス市 

 ナンシー・ペレス氏 

（元保険相） 

 

 

 

・ミランダ州スクレ市 

 ホセ・ビセンテ・ランヘル Jr. 

（父親は元副大統領。父親と同じ名

前） 

 

・ミランダ州バルータ市 

 ヘオルヘッテ・トパリアン氏 

（職歴など確認できず） 

 

 

 

・ミランダ州チャカオ市 

ホルヘ・メンドーサ氏（顔写真は確認できず） 

 

・スリア州マラカイボ市 

 ウィリー・カサノバ氏 

（制憲議会議員。制憲議会選挙の際 

もマラカイボ市で当選） 
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「与党 スリア州知事候補はオマール・ピエトリ氏」        

 

１２月１０日に開催されるスリア州知事選の再選挙に

ついて、与党からはオマール・ピエトリ氏が出馬する。 

 

ピエトリ氏はスリア州サンフランシスコ市の市長を務

めている人物。 

 

スリア州知事選は１５名が出馬しているが、オマール市

長と新時代党のマニュエル・ロサレス氏の一騎打ちにな

るだろう。 

 

 

（写真）オマール・ピエトリ氏のツイッターより抜粋 

 

「野党 主要な市長選出馬者の情報」           

 

野党は各政党がバラバラに出馬申請しているので、情報

が氾濫しており現時点ではどの政党がどの市で出馬し

たかというまとまった情報は無い。 

 

有名どころでは、リベルタドール市は離反チャビスタの

政治評論家ニックメル・エバンス氏が出馬している。 

 

他、チャカオ市は現在市長を務めているグスターボ・ド

ゥケ氏が出馬申請をしている。 

 

 

 

また、民放テレビでコメンテーターを務めていたフラン

シスコ・バウティスタ氏（愛称キコ）がバルータ市で出

馬している。 

 

経 済                       

「大統領 １７年社債償還と債務再編を発表」            

 

１１月２日 マドゥロ大統領はテレビでPDVSA２０１

７年債を明日３日（金曜）に支払うよう命じたと発言し

た。 

 

一方で、今後の債務返済については全ての対外債務の借

り換え、債務再編を含めて支払いスキームを見直すと発

言している。 

また、大統領直轄の特別委員会を新設し、タレク・エル・

アイサミ副大統領をトップにすると発言した。 

 

「我々は債務を返済し、国民に食料品を行き渡らせるだ

けの資金を持っている。今後も投資家への支払いの意志

がある。だが、米国の制裁により妨害を受けている。 

金融制裁を科すよう働きかけているボルヘス議長を国

の裏切り者として罰する必要がある。」ともコメントし

ている。 

 

「自動車部品業界 １億ドル未払いを訴え」         

 

ベネズエラ自動車部品商工会（Favenpa）のルイス・エ

ルナンデス会長は１４年、１５年の２年間で政府から１

億ドルが受け取れていないことを明らかにした。 

 

外貨を受け取っていないのは、２０１４年当時の第１０

回目の SICAD 競売、第２６回目の SICAD 競売と２０

１５年の１回目の SICAD 競売。１億ドル相当のボリバ

ル通貨は、加盟企業のボリバル口座から既に差し引かれ

ている。一方で、政府から外貨が支払われていないので、

事実上お金を没収された状態になっている。 
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また、２０１７年の外貨事情について、２０１７年に

Favenpa 加盟企業は DICOM で８００万ドルの外貨を

受け取った。１回の競売ごとに５０万ドル、一カ月でい

うと２００万ドルを受けっていることを意味する。一方

で、加盟企業が操業するために必要な外貨は一カ月で３，

０００万ドル。外貨が全く足りていない。とコメントし

た。 

 

社 会                       

「検事総長 PDVSA 子会社バリベン社長を逮捕」          

 

サアブ検事総長は PDVSA 事業で必要な財の輸入を担

当している PDVSA 子会社バリベン（BARIVEN）のフ

ランシスコ・ヒメネス社長に加えて、ホワキン・トレス

氏、ハビエル・ソサ氏など同社役員を逮捕したと説明し

た。 

 

罪状は購入価格の水増し。通常価格の１００％（２倍）

～９８，０００％（約１，０００倍）金額を上乗せして

財を購入していた。 

 

また、検事総長はカラボボ州の PDVSA Yagua で汚職行

為を確認し、マウリン・デル・ピラル氏・メディナ氏（監

査担当）、ファン・エドゥアルド・ウルダネタ氏（財務

担当）らを逮捕した。また、汚職を支援していたジャリ

ッツァ・カルメン・ペニャ氏も逮捕したと発表した。 

彼らは委託業者を呼び出し、未払い案件の支払いと引き

換えに６～８％の手数料を要求していた。 

 

PDVSA に関わる逮捕者はこれまでに PDVSA 組織の職

員を３２名逮捕したと成果を強調した。 

 

内訳は Petrozamora が１６名。PDVSA Monagas が６

名。Petropiar が４名。Bariven が３名。PDVSA Yagua

が２名と発言した（なお、足しあげると３１名で数字が

合わないが、発言通り記載している）。 

 

これらの犯罪はオルテガ元検事総長が隠していた案件

であることを強調した。 

 

以上 


