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（写真）野党国会 “グアイド政権 ワクチン調達費に加え、２１年度予算を承認” 

 

 

２０２１年４月２１日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド政権 新同盟を発表 

～４０の政党・市民団体と共同声明～」 

「イベロアメリカ首脳会議開催 

～ベネズエラ問題 各国代表の非難が集中～」 

経 済                     

「２１年３月 ドル建て預金は総預金額の６０％」 

「マドゥロ大統領 ６０日で燃料問題解決を示唆」 

「ベネズエラの失業率 ラテンアメリカで最高」 

社 会                     

「チャカオ市 ゴミ収集費の７０％を負担」 

２０２１年４月２２日（木曜） 

 

政 治                    

「グアイド政権 １．５億ドル超の予算を承認 

～Covid-１９対策費、民主主義擁護費に使用」 

「与党国会 １０３名の CNE 役員候補を承認」 

「米国ラ米担当次官 制裁緩和の５条件を提示」 

「スペイン外相 現実思考で問題に取り組む」 

経 済                    

「Conatel インターネット業者８社を承認」 

社 会                    

「スペイン ベネズエラの運転免許証を無効に」 

「Covid-１９に加えて別の感染症も深刻化」 
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２０２１年４月２１日（水曜）             

政 治                       

「グアイド政権 新同盟を発表                 

     ～４０の政党・市民団体と共同声明～」       

 

４月２１日 グアイド議長は、民主主義と自由を回復し、

マドゥロ政権から脱却するために新たな統一同盟のプ

ラットフォームを組織したと発表した。 

 

４月７日 グアイド政権は新たな統一同盟を組織する

と発表しており、それが今回の同盟と思われる（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.584」）。 

 

現地メディア「Al Navio」によると、この同盟は野党政

党や市民団体など４０の組織で構成されるという。 

 

この新たな統一同盟が掲げる４つの目標は以下の通り。 

 

１．感染症対策 

人道的な観点から緊急的な対応を必要とする。 

２．ベネズエラの組織の再構築 

憲法秩序を回復し、国の権利を勝ち取る。また、人

権・正義・平和・自由・政治犯・軍人の解放を求め

る。 

３．選挙の実施 

自由で公平で透明な選挙を通じて、国の自治権を回

復する。 

４．再調整 

国家の再調整を進める。 

 

同メディアは、「今回の発表は選挙を通じた政権交代を

目指す方針に傾いたことを意味する」と分析している。 

 

 

 

 

グアイド議長は 

「統一のためには常に再構築と対話が必要だ。 

我々は、選挙を通じて政治危機を解決することを思考す

るために引き続き統一を重視する。」 

と言及している。 

 

ただし、２０２１年末に行われる予定の州知事選・市長

選に関するスタンスは明らかにしていない。 

 

しかし、これまでよりも選挙に対して前向きな見方をし

ていることは明らか。グアイド議長は 

「我々が直面している深刻な問題を解決するためには

自由で公平で透明な選挙が不可欠だ。２０２１年にベネ

ズエラ人は選挙を通じて自由に自らの意思を表明する

ことを望んでいる。」 

と訴えた。 

 

「ウィークリーレポート No.195」でも触れたが、新同

盟は選挙参加に向けた野党の動きとの噂が流れていた。 

 

また、今回の発表に先立ち、４月２０日に主要野党の一

角を担う「第一正義党（PJ）」は、国際社会に対話と選

挙への支持を求める趣旨の声明を発表していた（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.589」）。 

 

今回のグアイド議長の宣言と PJ の声明内容を見る限り、

この噂が真実の可能性は十分にありそうだ。 

 

その噂によると、野党がマドゥロ政権下での選挙に参加

するかどうかは、「CNE 役員の選定」にかかっている。 

 

後述するが、与党国会は CNE 役員任命プロセスの最終

段階に来ており、来週には役員が決定する可能性がある。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36bf0721a461110a0f40afc81ff09849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/36bf0721a461110a0f40afc81ff09849.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a1ce552fe52e3bf7eec5de81d1f51f00.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7db13215570f8fe6890b2349b405cc87.pdf
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「イベロアメリカ首脳会議開催                   

 ～ベネズエラ問題 各国代表の非難が集中～」         

 

４月２１日 アンドラ公国で「イベロアメリカ首脳会議」

が開催された。 

 

これは欧州のスペイン、ポルトガルと南米・カリブ海諸

国、合計２２カ国の政府代表が参加する会議である。 

 

毎年開催されている会議で本来であれば１１月に開催

されていたが、２０年はCovid-１９の影響で延期され、

今回の開催になる。 

 

ただし、会議の場に出席したのは、スペイン・ポルトガ

ル・ドミニカ共和国、グアテマラ、アンドラ公国の５カ

国関係者だけで、そのほかの参加者はリモート形式で参

加した。 

 

ベネズエラから会議に出席したのは、デルシー・ロドリ

ゲス副大統領。 

 

ロドリゲス副大統領は、Covid-１９で危機的な状況にあ

るベネズエラに制裁を続ける欧米の姿勢を非難。 

制裁による政府資産凍結を解除し、ベネズエラ政府が

Covid-１９に対処できるよう対話を求めた。 

 

ベネズエラ政府の凍結資産は、同会合出席国であるポル

トガルの「Novo Bank」にもある。 

 

ロドリゲス副大統領は、「Novo Bank」に凍結されてい

る政府資産は１６億ドルと指摘。 

 

ポルトガル政府に対して、政治利害を捨ててベネズエラ

国民のために凍結している資金を解除するよう要請し

た。 

 

 

また、「国際通貨基金（IMF）」に対しても、ベネズエラ

政府が使用できるはずの SDR の使用を許可しない点に

ついて言及。IMF が国家の権利を侵害していると訴え

た。 

 

IMF は、低中所得国が Covid-１９に対応できるよう

SDR の割当額を増額することを検討・承認する見通し

となっている。 

 

しかし、ベネズエラについては加盟国の「ベネズエラ政

府が誰か」に対する見解が一致しておらず、SDR の使

用は不可能との見解を示している（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.588」）。 

 

一方、ベネズエラに対して強い非難の意思を表明したの

はコロンビア。 

 

ドゥケ大統領は、会合に参加した各国政府関係者に対し

て、「独裁政権を終わらせるために自由選挙の実施を求

めることは緊急的に必要なことだ。」と主張。 

 

「独裁政権に対して非難の意思を明確に示さない国は

実質的に独裁政権に加担している。」とマドゥロ政権へ

の非難の姿勢を明確にするよう求めた。 

 

他、ペルー、ウルグアイ政府もマドゥロ政権を非難。 

 

エクアドルのモレノ大統領は、 

「この場にロドリゲス副大統領が出席し、演説をしたこ

とを遺憾に思う。マドゥロ政権には政治的な倫理観も、

まっとうな統治も、人権に対する配慮もなく、ベネズエ

ラを代表する存在ではない」 

と言及した。 

 

他、ブラジルから出席した外務省代表もマドゥロ政権に

ついて「非合法な政権」との認識を示した。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
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経 済                        

「外貨建て預金は総預金額の６０％」           

 

金融コンサルタント会社の「Aristimuno Herrera ＆ 

Asociados」のセサル・アリスティムニョ社長は、現在の

ベネズエラ口座の預金通貨の割合について、預金総額の

６割は外貨建てになっていると言及。 

 

また、外貨建て預金の８７．４％は５つの銀行に集中し

ていると述べた。最も多くの外貨を預かっているのは

「ベネズエラ銀行」で外貨預金総額の５８％を占めてい

るという。 

 

また、セサル社長は 

「銀行は外貨預金を適切に管理しており、ベネズエラの

決済問題解決に重要な役割を果たしている」と指摘。 

 

顧客の外貨預金の増加は、「銀行の外貨建て預金に対す

る国民の信頼の証明」と述べた。 

 

「マドゥロ大統領 ６０日で燃料問題解決を示唆」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.588」で紹介した通り、デ

ィーゼル燃料不足でトラクターが動かず、今期の農業は

壊滅的な状況になる見通しだ。 

 

マドゥロ政権は民間セクターによる燃料輸入を許可す

る様子はない。かと言って米国・野党もディーゼル燃料

取引を禁止する制裁を緩和する姿勢を示していない。 

 

政治的な我慢比べが続く状況下でディーゼル燃料不足

は深刻化するばかりだ。 

 

４月２１日 マドゥロ大統領はテレビで「６０日以内に

農業に対するディーゼル燃料不足を解決する。」と発表。 

 

 

タレク・エル・アイサミ石油相に対して、７２時間以内

に農業の燃料不足を解決するための策を提案するよう

命じた。 

 

報道を見る限り、現在最も深刻なのは農業分野だろう。 

 

トラクターが動かず、種まきができない。 

トラックが動かず、収穫した商品も店まで運べない。 

また、肥料も不足しており、正規ルートからの肥料供給

がなくなることで、偽の肥料が出回るなどの問題も起き

ているようだ。 

 

「ベネズエラの失業率 ラテンアメリカで最低」                  

 

「Focus Economics」は、２０２１年のベネズエラの失

業率について、ラテンアメリカ地域で最も高くなるとの

見通しを示した。 

 

同社によると、ベネズエラの失業率は３３％。 

ブラジルは１４．１％、コロンビアは１３．９％、アル

ゼンチンは１１．５％、ペルーは１０％、ウルグアイは

１０％と近隣国と比較して突出して高い。 

 

また、経済が回復するために必要な国民へのワクチン接

種について、ベネズエラは最もワクチン調達量が少ない

国と指摘した。 

 

同社によると、ベネズエラは、１００人当たり０．８８

人しかワクチン摂取を受けていない。 

チリは、１００人当たり６７．６６人。 

ウルグアイは、１００人当たり３８．７２人。 

ブラジルは、１００人当たり１５．４４人。 

アルゼンチンは、１００人当たり、１３．７４人となっ

ている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/546cb63f0e09daaa2d4f5d0ee7d7ae76.pdf
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社 会                        

「チャカオ市 ゴミ収集費の７０％を負担」           

 

４月２１日 日系企業の拠点が多いカラカス・チャカオ

市のグスタボ・ドゥケ市長は、５月１日からチャカオ市

住民のゴミ収集費の７０％を市が負担すると発表した。 

 

ドゥケ市長は自身のツイッターで 

「５月１日からチャカオ市住民のゴミ収集費は市が７

０％を負担する。もしゴミ収集費として１００ボリバル

を支払っていたとすれば、今後は３０ボリバルになる。 

現在の深刻な状況を考慮し、市として住民への連帯の意

思を示す。」 

と発表した。 

 

ドゥケ市長によると、チャカオ市の人口は７万人。 

１万２，５００世帯が利益を受けるという。 

 

チャカオ市長を務めているドゥケ市長は、元々政治家で

はなく、チャカオ市の安全担当官を務めていた市役所職

員。 

 

チャカオ市は「第一正義党（PJ）」のラモン・ムチャチ

ョ氏が市長を務めていたが、１７年に起きた抗議行動で

反対派に抗議行動の場所を提供し、国内の治安を悪化さ

せたとしてマドゥロ政権はムチャチョ市長を非難。 

 

ムチャチョ市長が外国に亡命し、代理としてドゥケ氏が

市長に就任した。 

 

そして、野党が選挙に参加しないよう求める中、ドゥケ

市長は１７年１２月の市長選に出馬し再選。その後、市

長として適切な活動をしているように見える。 

 

 

 

 

２１年には市長選が予定されている。 

野党が選挙に参加する、しないに関わらず、ドゥケ市長

は市長選に出馬するだろう。 

 

ドゥケ市長の例から見ても、野党は選挙に参加した方が

もっと国民に裨益する活動ができたはずだろう。 

 

 

（写真）グスタボ・ドゥケ市長ツイッター 

 

２０２１年４月２２日（木曜）              

政 治                        

「グアイド政権 １．５億ドル超の予算を承認       

  ～Covid-１９対策費、民主主義擁護費に使用」        

 

４月２２日 グアイド政権率いる野党国会は、１億５，

２３３万ドルの予算を承認した。 

 

うち、１億ドルは Covid-１９のワクチン購入のため。 

３月１９日に同名目で約３，０００万ドルの予算を承認

していたため、今回の承認によりワクチン調達のために

承認した予算は約１億３，０００万ドルになる。 

 

グアイド政権は「この予算により、国際組織から透明な

手段でワクチンを調達することができる」と説明してい

る。 
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なお、２１年４月にマドゥロ政権は OPS に対してワク

チン調達費として６，０００万ドル超を支払った（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.585」）。 

 

当時の説明だと、ベネズエラ国民の２０％分のワクチン

を調達するため「米州保険機構（OPS）」と１．２億ド

ルを支払うことで合意していたと言及している。 

 

つまり、OPS への未払い金は６，０００万ドルなので、

今回の承認した１億ドルよりも少ないことになる。 

 

また、３月に承認していた３，０００万ドルは OPS に

支払われておらず、１億３，０００万ドルは誰に対して

の支払いを想定したものなのか分からない。 

 

また、残りの５，２３３万ドルは様々が項目に分かれて

おり、最も大きな予算は「民主主義擁護」という名目で

２，３４９万ドル。 

この２，３４９万ドルの使用用途は市民活動の支援費。

憲法で定められた権利を行使するための費用、自由で透

明な選挙を実施するための活動費だという。 

 

他、「国会関連費」として７５３万ドルの予算も承認。 

 

「グアイド政権活動費」として２３６．６万ドルを承認。 

 

また、「外交関係予算」として５６１．４万ドルを承認。 

 

加えて、「通信」に４５８．３万ドルの予算を承認した。 

 

他、４２０万ドルを「財務相」の関連業務のために使用

するとした。 

 

今回グアイド政権が承認した予算は、４月１３日に与党

国会のホルヘ・ロドリゲス議長が訴えたグアイド政権の

２１年度予算のことだろう（「ベネズエラ・トゥデイ

No.586」）。 

 

なお、ベネズエラの国内メディアでは、「Covid-１９対

策費として１億ドルの予算を承認した」という記事は多

く出ているが、それ以外の予算承認についてはほとんど

報じていない。 

 

あるいは、「１億ドルのCovid-１９対策予算を承認した」

との記事の下側に少し説明されている程度の報じられ

方になっている。 

 

「与党国会 １０３名の CNE 役員候補を承認」        

 

４月２２日 与党国会が組織した「選挙管理委員会

（CNE）役員選定委員会」は、CNE 役員候補として１

０３名の候補が承認されたと発表した。 

 

同委員会のジュセッペ・アレッサンドロ委員長は 

「１０３名の役員候補を来週の火曜に国会に提案する」

と発表した。 

 

つまり、早ければ４月２７日に新たな CNE 役員が決定

する可能性もある。 

 

なお、今回選ばれるのは５名の CNE 役員と１０名の役

員代理。新たに任命された役員は７年間（２０２８年ま

で）役員を務めることになる。 

 

同委員会の副委員長を務めているホセ・グレゴリオ・コ

レア議員（行動民主党に所属していた野党議員）は、「自

由で透明な選挙を実現するため透明性の高い選定プロ

セスを行う」と補足した。 

 

ただし、与党国会の議席の９２％は与党議員に占められ

ており、透明性の高い中立的な検討がされるかどうか懸

念の声がみられる。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/686a8bb01b979118c9262a6595256ff4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cf9c3be92358b009795c20894528c5a.pdf
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「米国ラ米担当次官 制裁緩和の５条件を提示」           

 

先週バイデン政権のラテンアメリカ地域担当官が米州

を訪問しており、外国に亡命したベネズエラの野党政治

家とも協議を行っていた。 

 

これに対して、アレアサ外相は米国の内政干渉と非難。 

 

人道的な主張を掲げながら、制裁でベネズエラ経済を止

め、国民の生活を悪化させる米国政府の姿勢を非難。 

米国の政治利害を人権で隠した内政干渉を非難した。 

 

これに対して、米州を訪問していたバイデン政権の Julie 

Chang 担当次官は自身のツイッターでアレアサ外相に

反論。 

 

制裁を緩和するための５つの条件を提示した。 

 

１．自由で公平な選挙を実施すること 

２．報道の自由を保証し、人権を尊重すること 

３．３２３名の政治犯を解放すること 

４．野党への迫害を停止すること 

５．非政府系団体への迫害を停止すること 

 

アレアサ外相は、このコメントに反応。 

「このツイートは自白である。誤ったイデオロギーを掲

げ、国際法を無視する証拠で、国連・国際司法裁判所に

提出する。米国は違法な制裁を通じて全てのベネズエラ

国民を苦しめている。」 

と反論した。 

 

「スペイン外相 現実思考で問題に取り組む」         

 

マドゥロ政権との対立姿勢を崩さない米国と対照的に、

スペインの方針は異なる。 

 

 

４月２２日 スペインのアランチャ・ゴンサレス外相は、

「現実思考の考えを持ち全てのベネズエラ政治アクタ

ーと協議を続ける」との考えを示した。 

 

「ベネズエラの状況を正確に分析するためには、全ての

政治関係者と協議をする必要がある。 

 

これが問題を解決する仲裁者として必要なスタンスだ。

我々が好む好まないに関わらず、現実は現実だ。」 

と説明した。 

 

また、３月末にスペイン外務省のラ米担当官がベネズエ

ラを訪問し、マドゥロ政権関係者と協議を行った点につ

いて言及（「ベネズエラ・トゥデイ No.579」「No.581」）。 

 

「マドゥロ政権に対して、スペイン政府が抱える３つの

懸念点を伝えるためベネズエラを訪問した」と説明した。 

 

１つ目は「均衡のとれた CNE 役員の任命」 

２つ目は「野党の政党を元の責任者の手に戻すこと」 

３つ目は「非政府系団体など人道活動を行っている組織

の活動を妨げないこと」 

とした。 

 

経 済                       

「Conatel インターネット業者８社を承認」            

 

ベネズエラの通信関係の業務を管理する「国家通信監督

局（Conatel）」は、８つのインターネット事業者がベネ

ズエラで事業を行うことを許可した。 

 

８社の名前は以下の通り。 

 

１．Grupo Tecnolife, C.A., 

２．Inversiones Multicanal, C.A. 

３．Tecnoven Services, C.A. 
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４．Microtec, C.A. 

５．Internautas System, C.A. 

６．4ever Telecom, C.A. 

７．Multicable Regional 2707, C.A 

８．Red Dorada, C.A. 

 

Conatelの発表によると、これらの事業者はミランダ州、

スリア州、ボリバル州、ポルトゥゲサ州、ラグアイラ州

（旧バルガス州）、アラグア州、カラカス首都区で事業

を行うという。 

 

また、上記８社のうちの１社は、教育分野のインターネ

ット接続に関するサービスを提供するという。 

 

ベネズエラは南米で最もインターネット速度の遅い国

の１つ。今回の事業者の登場でベネズエラのインターネ

ット環境が改善されることを望む。 

 

社 会                       

「スペイン ベネズエラの運転免許証を無効に」            

 

ベネズエラの運転免許証は、外国で使用できる場合があ

る。筆者の知る限り米国フロリダ州はベネズエラの運転

免許証があれば、米国で車を運転できる。 

 

どうやら、これまではスペインもベネズエラの運転免許

証があれば、車を運転できたようだ。 

 

しかし、スペイン交通局は３月をもってベネズエラの運

転免許証を有効な免許証と見なさなくなったようだ。 

 

理由はベネズエラの偽造免許証が多く流通しているこ

とが発覚したため。少なくとも８００の偽造免許証が確

認されている。 

 

 

 

偽造免許証を発行したグループは逮捕されており、逮捕

者の供述によるとソーシャルメディアを通じて連絡を

取ってきた人から免許証の偽造を９０ドルで請け負っ

ていたという。 

 

「Covid-１９に加えて別の感染症も深刻化」         

 

Covid-１９の感染拡大が問題になっているが、ベネズエ

ラではマラリアの感染拡大も問題になっているという。 

 

ベネズエラには以前からマラリアは存在しており、南米

で最もマラリア患者が多い国だという。 

 

「世界保健機構（WHO）」によると、ベネズエラには年

４０万人の感染者が出るという。 

 

ただ、医療事情が悪化し、衛生環境が悪化しているため

２１年には１００万人の感染もあり得ると警告してい

る。 

 

以上 


