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（写真）大統領府 “マドゥロ大統領 アンデス共同体（CAN）への加盟意思を表明” 

 

 

２０２２年１１月４日（金曜） 

 

政 治                     

「第一正義党 カルロス・オカリス氏が立候補 

～LCR アンドレス・ベラスケス氏が出馬～」 

「CNE マルケス CNE 副代表の発言に苦言」 

「大使 コロンビアの全ての決定は米国の指示」 

経 済                     

「マドゥロ大統領 CAN 再加盟を発表」 

「Turpial は７日、Satena は９日から運航開始」 

「トリニダード 米にベネからのガス輸入許可申請」 

社 会                     

「チャカオ市で大型バスが衝突事故」 

22 年 11 月 5～6 日（土・日） 

 

政 治                    

「AP 通信 与野党協議の再開は１１月中旬予定 

～マドゥロ政権 協議メンバー選定中か～」 

「パリで外国政府代表がベネズエラ問題協議？」 

「マドゥロ政権 国連への未払問題の解決要請」 

経 済                    

「SENIAT マンション共益費に課税？ 

～所得税、消費税の未払罰金１０００ドル～」 

「米政府 野党に CITGO 債権者との協議を提案」 

「中銀 １０月のインフレ率は６．２％」 

「違法採掘による GOLD 収入は４５億ドル？」 
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２０２２年１１月４日（金曜）             

政 治                       

「第一正義党 カルロス・オカリス氏が立候補     

  ～LCR アンドレス・ベラスケス氏が出馬～」       

 

主要野党を中心とする野党連合「統一プラットフォーム」

は、２０２２年中に各政党が推薦候補を選出し、２３年

６月末に予備選挙（大統領選の野党統一候補を決めるた

めの選挙）を実施する予定となっている。 

 

各政党の推薦候補擁立の期限が迫っており、立候補を表

明する人が増えている。 

 

主要野党に属する、ボリバル州を基盤とする中堅野党

「LCR」は、アンドレス・ベラスケス党首を擁立すると

発表した。 

 

ベラスケス氏は、１９８９年～９５年までボリバル州知

事を務めた政治家。２００１年～０６年、２０１１年～

１６年まで２度国会議員を務めた。 

 

スタンスは主要野党内では VP に近いが、VP より急進

野党的なスタンスをとっている。彼の名前が売れている

のはボリバル州のみであり、彼が予備選挙で選ばれるの

は難しいだろう。 

 

 

（写真）Correo del Caroni 

また、主要野党の一角「第一正義党（PJ）」のカルロス・

オカリス氏も大統領選に出馬する意思を表明した。 

 

オカリス氏は、２００１年～０６年まで国会議員を務め、

２００８年～１７年までカラカスのペタレがあるスク

レ市の市長を務めた人物。第一正義党発足メンバーの１

人でもある。 

 

オカリス氏は、２０２１年に開催された州知事選でミラ

ンダ州知事の野党統一候補として出馬することを希望

していたが、世論調査で代表を選ぶことになり、「隣人

の力（FV）」のダビッド・ウスカテギ氏に敗北している。 

 

ウスカテギ氏に敗北した候補が大統領選でマドゥロ大

統領を下せるとは考えにくく、オカリス氏が野党統一候

補になる可能性も低いだろう。 

 

なお、PJ からはファン・パブロ・グアニパ氏も出馬の意

向を表明している。 

 

他、２０１２年、１３年の大統領選で野党統一候補だっ

たエンリケ・カプリレス元ミランダ州知事も出馬意向を

表明すると思われ、誰が PJ の擁立候補になるのか不透

明な状態が続いている。 

 

 

（写真）カルロス・オカリス氏ツイッター 
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「CNE 代表 マルケス CNE 副代表の発言に苦言」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.827」で、「選挙管理委員会

（CNE）」のエンリケ・マルケス副代表が、「大統領選は

２０２４年第４四半期に実施される」と発言していた。 

 

１１月３日 本件について、「選挙管理委員会（CNE）」

のペドロ・カルサディージャ代表がマルケス副代表の発

言に苦言を呈した。 

 

カルサディージャ代表は 

「CNE はベネズエラ国内の選挙を運営する組織であり、

政治的な議論に参加することはできない。CNE 役員は

政治的な発言を慎む必要がある。 

 

CNE 役員はベネズエラ社会の齟齬を、選挙を通じて解

決させる責任がある。政治的な見解を公に表明すること

は CNE の役割を危険にさらすことになる。」 

との見解を示した。 

 

マルケス副代表は、野党「新時代党（UNT）」に所属し

ていた野党系政治家で、野党系の CNE 役員である。マ

ドゥロ政権が大統領選を早めることを検討していると

の報道を受けて、選挙を早める意思はないとの見解を示

していた。 

 

なお、マルケス副代表の発言に苦言を呈したカルサディ

ージャ代表も元々は与党「ベネズエラ社会統一党

（PSUV）」の党員であり、教育相などを務めたことがあ

る生粋の与党派政治家である。 

 

カルサディージャ氏の発言の意図は、CNE の中立性を

維持するためではなく、与党の都合を通すための発言で

あることは明白だろう。 

 

 

 

「大使 コロンビアの全ての決定は米国の指示」                  

 

１１月１日 コロンビアのペトロ大統領とベネズエラ

のマドゥロ大統領が面談を行った。 

 

在ベネズエラ・コロンビア大使の Armando Benedetti 氏

は、コロンビア紙「El Tiempo」の取材に応じ、ベネズ

エラとコロンビアの関係について自身の見解を示した。 

 

「カラカスでペトロ大統領とマドゥロ大統領が面談し

たことは非常に重要なことだ。ペトロ大統領はマドゥロ

大統領に対して米州人権システムへの再加入を提案し

た。 

 

ペトロ政権が南米大陸での団結に向けたリーダーシッ

プをとっていることの証明でもある。これは米国がコロ

ンビアに科した麻薬政治からの脱却の挑戦でもある。」 

と発言。 

 

また、記者から「米国政府は両大統領が面談したことに

憤りを感じていないのか？」との質問を受けると 

「私が知る限り、米国はこのテーマに介入していない。 

これまでコロンビアがベネズエラに行ってきたことは

全て米国の指示によるものだ。これまでコロンビアでは

決して米国の意向に背くことはしてこなかった。 

 

我々は米国に手を差し伸べている。ジェームス・ストー

リー（コロンビアで在ベネズエラ・米国代表大使を務め

ている人物）とも率直な意見交換を行っている。可能な

情報交換はしているし、伝えるべき情報は伝えている。」 

と述べた。 

 

なお、１１月３日 国連総会でキューバが提案した「米

国の経済・通商・金融封鎖に反対する決議」が、１９３

カ国中、賛成１８５カ国、反対２カ国（米・イスラエル）、

棄権２カ国（ウクライナ・ブラジル）で採択された。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6afe747743a5ba19c80f82cc27a09d2.pdf
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２０２１年、コロンビアは棄権国に入っていたが、ペト

ロ政権に代わったことで賛成国になっている。 

 

ペトロ政権は筆者が想像していた以上に米国と距離を

置く外交政策を進める意向のようだ。 

 

経 済                        

「マドゥロ大統領 CAN 再加盟を発表」           

 

１１月３日 マドゥロ大統領は、ベネズエラが「アンデ

ス共同体（CAN）」に再加盟すると発表した。 

 

CAN 再加盟については、１１月１日にペトロ大統領が

ベネズエラを訪問した際にも協議に挙がっていたテー

マ。両者は再加盟について合意したと報じられていたが、

正式な発表は今回が初めてとなる。 

 

CAN は、１９６９年にカルタヘナ合意を通じて発足し

た国際組織。当時の加盟国はボリビア、コロンビア、チ

リ、エクアドル、ペルーの５カ国。ベネズエラは１９７

３年に加盟した。 

 

その後、１９７６年にチリがピノチェト政権下で脱退を

表明。２００６年にはベネズエラが脱退を表明した。 

 

当時、ペルー、コロンビアが米国との自由貿易協定を締

結したが、これを受けて、反米思想の強い故チャベス大

統領は「CAN は負傷し、死んだ」と発言。CAN から脱

退していた。 

 

その後、ベネズエラはメルコスールに加盟したが、政治

的な不和の中、強制的に加盟権を停止された（現在は一

時停止状態）。 

メルコスールに代わる国際貿易同盟としてCANへの再

加入をすると思われる。 

 

 

「Turpial は７日、Satena は９日から運航開始」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.828」で、コロンビア・

ベネズエラ便が１１月７日に運航を再開するとの記事

を紹介した。 

 

続報だが、１１月７日に運航が再開するのは「Turpial」

のみ。既にチケットはウェブ上で購入可能。 

飛行距離は１，４００キロ、所要時間は９０分、金額は

往復５００ドルとなっている。 

 

運航が再開すると報じられていたもう１社「Satena」は、

１１月９日から運航を再開するという。 

 

在ベネズエラ・コロンビア大使の Armando Benedetti 氏

はソーシャルメディア上で「Satena」のチケット料金に

ついて、ボゴタ―カラカス間の往復チケットは６７３ド

ル、ボゴタ―カラカス間の片道チケットは３９７ドル、

バランキージャーカラカス間（１１月３８日～）の片道

チケットは３７６ドルと公表している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9432b04284d9101bd680e520283edbfe.pdf
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「トリニダード 米にベネからのガス輸入許可申請」         

 

ロイター通信は、トリニダード・トバゴ政府が、ベネズ

エラからガスを輸入するため、米国政府に許可を申請し

たと報じた。また、両国の合意で行っていた天然ガスの

液化プロジェクトを再開させるよう求めたという。 

 

この申請は既に米国に届いているが、米国政府側からの

回答はまだないという。 

 

調達を希望しているガスは、ベネズエラ「ドラゴン鉱区」

から産出されるガスのようで、４．２兆立法のガスが埋

蔵されているという。 

 

この計画自体は以前から存在していたが、資金不足で計

画が難航。更に米国の経済制裁を受けて完全にストップ

していたという。 

 

仮に米国政府が制裁ライセンスを発効すれば、現在稼働

が止まっているガス液化施設が再稼働し、日量５億立法

のガスがベネズエラからトリニダードに運ばれるとい

う。 

 

社 会                        

「チャカオ市で大型バスが衝突事故」           

 

チャカオ市のグスタボ・ドゥケ市長は、自身のソーシャ

ルメディアに大型バス２台が衝突事故を起こした現場

の映像（監視カメラの映像）を投稿した。 

 

１台はチャカオ市のトレードマークであるフランス広

場の階段に落下、１台は信号機にぶつかっている様子が

確認できる。 

 

この事故は１１月３日の午前５時５５分に起きた事故

のようで、少なくとも１５人が負傷したという。 

 

 

（写真）グスタボ・ドゥケ市長 

 

２０２２年１１月５日～６日（土曜・日曜）              

政 治                       

「AP 通信 与野党協議の再開は１１月中旬予定     

  ～マドゥロ政権 協議メンバー選定中か～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.828」でも紹介した通

り、与野党協議が１１月に始まると報じられている。 

 

１１月５日 AP 通信も匿名の関係者３名（１名は野党

政治家、２名は協議に関与している人物）から入手した

情報を報じた。 

 

彼らによると、与野党協議は１１月中旬に再開する予定

だという。 

 

協議の中心テーマは、「ベネズエラの人道目的の支出プ

ログラム」、「自由な大統領選」、「シェブロンの制裁緩和

に向けた協議」だという。 

 

現時点では、マドゥロ政権が協議メンバーを決めている

段階で、マドゥロ政権側の返答待ちだという。 

 

マドゥロ政権は協議再開の条件として、米国で拘束され

ているアレックス・サアブ氏の解放を求めていたが、同

氏がどのように扱われるのかは報じられていない。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9432b04284d9101bd680e520283edbfe.pdf
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「パリで外国政府代表がベネズエラ問題を協議」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.828」にて、フランス

で開催される「パリ平和フォーラム」に与野党の協議代

表が出席する可能性について紹介した。 

 

この「平和フォーラム」には、コロンビアからペトロ大

統領、メキシコからオブラドール大統領、チリからボリ

ック大統領、アルゼンチンからフェルナンデス大統領が

出席すると報じられている。 

 

また、同４名の大統領がベネズエラの与野党協議再開に

向けて支援を行うという。 

 

チリのボリック大統領は、ややスタンスが異なるが、他

３カ国の大統領はマドゥロ政権に擁護的な姿勢を示し

ており、フランスとチリが野党擁護派、コロンビアとア

ルゼンチンとメキシコが与党擁護派のスタンスで協議

が行われることが予想される。 

 

同協議には与野党から代表者が参加する可能性もある

ようだが、現時点では出席は確定していないという。 

 

「マドゥロ政権 国連への未払問題の解決要請」         

 

マドゥロ大統領は、ベネズエラとキューバの協力協定の

合意２０周年を祝う式典にて、国連のアントニオ・グテ

ィエレス事務局長に対して、ベネズエラの分担金未払い

問題を解決するよう要請した。 

 

マドゥロ大統領の主張では、ベネズエラは国連分担金を

支払う能力も意志もあるが、米国の経済制裁が支払いを

阻害していると訴えている。 

 

この米国による妨害行為を辞めさせるようグティエレ

ス事務局長が働きかける義務があると訴えた。 

 

「大使 コロンビアの全ての決定は米国の指示」でも触

れたが、１１月３日に国連総会にて米国による経済制裁

を非難する決議が賛成多数で採択された。 

 

実はベネズエラは分担金未払い（総額４，０００万ドル）

を理由に国連での投票権を失っており、同決議に投票が

出来なかった。 

 

なお、国連加盟国の中で同様の理由から投票権を失って

いるのは、ベネズエラ以外ではリベリア、モルドバ、ソ

マリアの３カ国となっている。 

 

経 済                       

「SENIAT マンション共益費に課税？        

  ～所得税、消費税の未払罰金１０００ドル～」            

 

「徴税庁（SENIAT）」が１件の決議を公表して問題にな

っている。 

 

内容はカラカスの La Urbina 地区にある「Capri」とい

うマンションに対する決議。 

 

内容は、２０１６年～２０２０年まで共益費により得た

お金の所得税・消費税を納めなかったというもの。 

未納の罰金として８１１６ボリバル（約１０００ドル）

を支払うよう要請する内容だった。 

 

共益費は、マンションの管理・運営のために支払うもの

で、マンションに住む数名が代表者として運営を行うの

が一般的。「この共益費について所得税、消費税を納め

ていなかったため罰金を科す」というのが SENIAT の

決議である。 

 

ただし、共益費を扱うグループは、法人格を持っておら

ず、利益を生み出す団体ではないので、支払い対象にな

らないと指摘する専門家が多く、異論が出ている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9432b04284d9101bd680e520283edbfe.pdf
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ただし、「共益費を運営するグループは納税の対象外」

と定められた明確な決まりもないようで、グレーな部分

でもあるようだ。 

 

この問題は「Capri」に限った話ではない。 

カラカスには１２万軒のマンションがあるとされてお

り、これらのマンションはそのような支払いを行ってい

ないと報じられている。 

 

つまり、この決議が有効であれば、ほとんどのマンショ

ンが税金の未納状態ということになる。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

 

 

 

 

 

「米政府 野党に CITGO 債権者との協議を提案」         

 

グアイド暫定政権に PDVSA 総裁に指名されたオラシ

オ・メディナ氏は、CITGO の差し押さえを防ぐため、

「JP Morgan Chase ＆ Co」を雇い、債権者と交渉を行

っていると説明した。 

 

「Bloomberg」が匿名関係者から得た情報によると、先

月コロンビアで在ベネズエラ・米国代表大使を務めてい

るジェームス・ストーリー氏と野党グループがパナマで

面談を実施。 

 

ストーリー大使は、同面談の際に野党に対して CITGO

債権者と交渉を行うよう提案したという。 

 

米国では「Crystallex」が CITGO 差し押さえに王手を

かけており、これ以上時間稼ぎをするのが難しい状況に

なっている。 

 

また、ストーリー大使は債務返済の猶予をもらうために

も CITGO の資金の一部を返済に充てることも提案し

たという。 

 

グアイド暫定政権自体には支払い能力はないが、

CITGO であれば一定の返済を行うことは可能だろう。 

 

ただし、Crystallex はベネズエラ政府が行った接収の賠

償金支払いを求めており、ベネズエラ政府の債務を

CITGOが支払うという形は違和感を覚えるところだろ

う。 
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「中銀 １０月のインフレ率は６．２％」         

 

ベネズエラ中央銀行は、２０２２年１０月のベネズエラ

のインフレ率を公表した。 

 

中銀によると、１０月のインフレ率は先月比６．２％増。

９月のインフレ率は２８．７％だったので、１０月に入

りインフレが大きく減速したことになる。 

 

８月下旬、並行レートが急激に上昇。 

インフレ加速が懸念され、９月もインフレが続伸した。 

 

しかし、ベネズエラ中央銀行が両替市場に大量に外貨を

供給したことで為替レートは再び収束。現在は１ドル８．

５ボリバル前後で推移している。その影響もあってか１

０月のインフレは多少落ち着いたということかもしれ

ない。 

 

また、２０２２年１月～１０月までの累計インフレ率は

１１９．４％。２０２１年１１月～２２年１０月までの

１２カ月分のインフレ率は１５７．４％となっている。 

 

「違法採掘による GOLD 収入は４５億ドル？」         

 

非営利団体「SOSOrinoco」は、オリノコ川流域の GOLD

埋蔵地帯「アルコ・ミネロ・デル・オリノコ（オリノコ

鉱物アーチ）」が、違法採掘による森林伐採で森林が急

激に減少していると警鐘を鳴らした。 

 

「SOSOrinoco」のクリスティーナ・ブレリ代表による

と、違法採掘により１５００ヘクタールの森林が伐採さ

れたという。 

 

森林伐採は GOLD を採掘するためで、違法業者が採掘

で得ている収入は年間４５億ドルに上るという。 

 

 

森林伐採はこの２５年で拡大し続けており、特に伐採の

多い Sifontes ではマラリアの感染が多く確認されるよ

うになったと指摘。 

 

森林伐採とマラリア拡大には関係があると訴えている。 

 

 

（写真）Bancaynegocios “違法伐採で更地になった森” 

 

以上 


