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（写真）大統領府 “１０月１７日 アレアサ外相 ベネズエラの国連人権委員会入りを発表” 

 

 

２０１９年１０月１６日（水曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ政権・穏健野党 選挙検討グループ発足」 

「スターリン・ゴンサレス国会第２副議長 

米国大リーグ観戦を巡り野党内で内部紛争」 

「USAID、BID ベネズエラ問題セミナー開催」 

経 済                     

「Plumrose ソーセージの新商品３種を発売」 

「PDVSA ロシアの要請で人員削減の噂」 

社 会                     

「緊急電話番号「９１１」の公示を義務化」 

「カラカスで大雨、雹（ひょう）が降る被害も」 

２０１９年１０月１７日（木曜） 

 

政 治                    

「国連 マドゥロ政権メンバー 人権委員会入り 

～米国・米州近隣国が一斉に批判～」 

「政治犯２４名 解放される」 

「グアイド議長 VP 党員の暗殺を訴え」 

「２０日ボリビア選挙、２７日ウルグアイ選挙」 

経 済                    

「PDVSA 労働組合 新たな最低賃金を拒否」 

「医薬品連合 医薬品の不足率は８０％」 

社 会                     

「ラム酒メーカー「Carupano」 最優秀金賞受賞」 
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２０１９年１０月１６日（水曜）             

政 治                       

「マドゥロ政権・穏健野党 選挙検討グループ発足」       

 

１０月１６日 マドゥロ政権と穏健野党は「選挙検討グ

ループ」の発足を発表した。 

 

ホルヘ・ロドリゲス情報通信相によると、「選挙検討グ

ループ」では選挙人登録、選挙結果の集計方法、外国か

らの監視人の召集など選挙に関連する様々なテーマを

議論するが、最も重要なテーマは選挙管理委員会（CNE）

の役員交代としている。 

 

また、ロドリゲス情報通信相は、穏健野党以外の政治ア

クターにも同グループへの参加を求めた。 

 

 

グアイド議長が与野党交渉の模索からの離脱を宣言し

た翌日の９月１６日、穏健野党はマドゥロ政権との合意

を発表。 

 

政治犯の解放や CNE 代表の交代などに関して合意署名

を交わした。今回の検討グループの発足はその一環とな

る。 

 

「スターリン・ゴンサレス国会第２副議長           

  米国大リーグ観戦を巡り野党内で内部紛争」         

 

１０月１６日 国会のスターリン・ゴンサレス第２副議

長に関するスキャンダルが報じられた。 

 

１０月１５日 ゴンサレス第２副議長が、グアイド議長

に任命された在米ベネズエラ領事館のグスターボ・マル

カーノ領事と米国の大リーグ戦を観戦していたと報じ

られた。 

実際に、大リーグ戦を観戦していたスターリン・ゴンサ

レス第２副議長の写真がメディアで報じられている。ど

うらや良い席に座っていたようで、この席のチケットは

かなり高額になるようだ。 

 

この報道に強く反応したのは急進野党。 

ベネズエラ人が食事もまともに取れずに苦しんでいる

時に野球を観戦するとは信じられないと主張している。 

 

人権活動家のタマラ・スジュ氏、急進野党の経済ブレー

ンを務める「Econometrica」のガルシア・バンチス代表

などはスターリン・ゴンサレス第２副議長を強く非難し

ている。 

 

ゴンサレス第２副議長は、与野党交渉の窓口を務める人

物。主要野党の中でも穏健野党のスタンスに近い「新時

代党（UNT）」に所属する議員。 

 

今回の報道以前から急進野党がゴンサレス議員への非

難を強めていた。 

 

更にゴンサレス議員の立場を悪くしているのは、１０月

１５日にゴンサレス議員はベネズエラにいたことにな

っていたことだ。 
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１０月１５日に開催された国会の決議書にゴンサレス

第２副議長のサインがあった。 

 

米国に滞在していたゴンサレス第２副議長がサインで

きるわけがないということで急進野党から更なる非難

が出ている。 

 

 

 

急進野党の非難に対して、主要野党グループからはゴン

サレス第２副議長を擁護するコメントが多く、野党が分

裂している雰囲気が鮮明になっている。 

 

なお、マドゥロ政権側はあまり今回の報道に反応してい

ないが、エルビス・アモロソ会計監査総長は、「ゴンサ

レス第２副議長がどのように大リーグのチケットを入

手したのか調査する」と発表している。 

 

スジュ氏を始め、ゴンサレス第２副議長を訴えている急

進野党の政治家の多くは外国に居住しているか、富裕層

に属する人間だ。彼らもベネズエラの一般市民が貧困で

苦しんでいる時に問題なく食事を取り、娯楽も楽しんで

いるはずだ。 

 

個人的には、ゴンサレス第２副議長を訴えている自分自

身に矛盾を感じないのか疑問に思うところだ。 

 

 

「USAID、BID ベネズエラ問題セミナー開催」                  

 

１０月１６日 米国国際開発庁（USAID）と米州開発銀

行（BID）は、ベネズエラへの人道支援を拡大する手段

について検討するセミナーを共同開催すると発表した。 

 

「１９年１０月２１日 USAID と BID は、ベネズエラ

問題への世界的な協力を拡大するための新たな試みを

実施する。 

 

同日、USAID の John Barsa ラテンアメリカ分析担当と

BID の Irena Arias 主席研究員は、これまでの移民問題

の拡大状況と、問題の解決策について分析する。 

 

ベネズエラで起きている政治危機、人道危機、経済危機

はベネズエラ国民の医療、インフラ、食生活に深刻な被

害を与えている。 

 

この危機により、よりよい生活を求める４５０万人以上

のベネズエラ人が国を脱出した。」 

 

同イベントは 

１９年１０月２１日（月） ９時３０分～１３時 

米国のフロリダ州マイアミで開催される。 

 

経 済                        

「Plumrose ソーセージの新商品３種を発売」           

 

１０月１８日～２０日にかけてカラカスのエルアティ

ージョ地区のラグニータ・カントリークラブでドイツの

伝統的な祭り「オクトーバーフェスト」が開催される。 

 

ソーセージメーカーの「Plumrose」は、このイベントに

合わせて「Nurnberger」「Brastwurst」「Bockwurst」の３

種類の新商品を発売すると発表した。 
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経済混乱が叫ばれるベネズエラだが、最近ではドル化が

一般化しつつある。 

 

商品を販売する側からすると、ドル化した場合、これま

でのようにボリバル建てで売ってもインフレで利益が

吹き飛ぶという状況がなくなる。 

 

商売の見通しが立ちやすいことを意味し、富裕層が集ま

るような地域では以前より商品が増えているような状

況もあるようだ。 

 

今回の「Plumrose」の新商品販売は、そのような状況を

受けてのことかもしれない。 

 

「PDVSA ロシアの要請で人員削減の噂」         

 

現地メディア「El Nacional」は、マドゥロ政権はロシア

の債務を免除してもらう見返りとして PDVSA のコン

トロールを失う可能性があると報じた。 

 

情報筋の話によると、プーチン大統領はこの提案につい

て好感触を示しており、PDVSAの現状を確認するため、

ロシアから多くの調査員がベネズエラに訪問している

ようだ。 

 

既に船舶、施設の状況は確認されており、PDVSA の危

機的な状況を踏まえると合意に長い時間はかけられな

いという。 

 

また、調査員の報告では、「PDVSA は人員が多すぎるた

め、今のままでは競争力がない」としており、PDVSA

の人員整理を進言しているという。 

 

関係筋によると、現在の PDVSA の雇用者数は７万人。

一時期は１４万人いたため、当時の半分になったがそれ

でも現在の稼働状況を踏まえれば７万人は多い。 

 

情報筋の話では、「これは民営化ではなく、現在の法律

に触れないような別の形で実行されるだろう。」として

いる。 

 

ただし、この種の決定は、国会の容認が必要になる。 

２０２０年には国会議員選が実施される見通しだが、新

メンバーで国会が始まるのは２０２１年１月から。 

 

この情報が真実で、２０２１年まで待てないというので

あれば、憲法に触れるようなやり方になるだろう。 

 

社 会                        

「緊急電話番号「９１１」の公示を義務化」           

 

ベネズエラでは、政府の決定により様々な看板をお店や

施設の前に貼る必要がある。 

 

例えば、室内でのたばこ禁止の看板や、銃の持ち込み禁

止などを記した看板だ。 

 

１０月１５日付けの官報第４１，７３８号で、新たな看

板を設置することが義務付けられた。 

 

新たに看板は以下のもの。 

緊急電話番号「９１１」を示す看板を公共、民間全ての

施設で見えるように表示しなければいけなくなった。 
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「カラカスで大雨、雹（ひょう）が降る被害も」                  

 

１０月１６日の午後 カラカスは大雨に見舞われた。 

 

 
（写真）Roman Camacho 記者 

 

同日の雨は雹になっており、「La Pastora 地区」「El 

Silencio 地区」「La Candelaria 地区」などでは多くの施

設を破壊する被害が出たようだ。 

 

 

（写真）一般 Twitter 

 

 

２０１９年１０月１７日（木曜）             

政 治                       

「国連 マドゥロ政権メンバー 人権委員会入り      

     ～米国・米州近隣国が一斉に批判～」        

 

１０月１７日 国連の人権委員会はメンバー入れ替え

を実施した。 

 

同委員会は４７カ国のメンバーで構成されている。 

アフリカから１３カ国 

アジア・大洋州から１３カ国 

米州・カリブ海から８カ国（現在はアルゼンチン、バハ

マ、ブラジル、チリ、キューバ、メキシコ、ペルー、ウ

ルグアイ） 

欧州西部から７カ国 

欧州東部から６カ国 

となっている。 

 

同日交代したメンバーは４７カ国のうちの３分の１。 

 

米州・カリブ海地域についてはブラジル（再選）とベネ

ズエラが通常の予定だが、米国、米州主要国はベネズエ

ラの人権問題を理由に、ベネズエラ（マドゥロ政権）の

人権委員会入りに反対を表明。 

コスタリカを代理でメンバーに入れるよう推薦してい

た（「ベネズエラ・トゥデイ No.357」参照）。 

 

同日、国連加盟国１９３カ国が投票。 

 

前回の「ベネズエラ・トゥデイ No.357」では３分の２

が賛成することでメンバー入りが決まると記述したが、

これは間違いで実際は過半数の賛成でメンバー入りを

するようだ。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6cde6bbcd7e1d96595577839de410325.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6cde6bbcd7e1d96595577839de410325.pdf
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投票の結果、 

ブラジルのメンバー入りに賛成した国は１５３カ国。 

ベネズエラのメンバー入りに賛成した国は１０５カ国。 

コスタリカのメンバー入りに賛成した国は９６カ国。 

 

ベネズエラは過半数の賛成を経て人権委員会のメンバ

ー入りが決定した。今回の承認で２０２０年～２２年ま

でベネズエラは国連の人権委員会のメンバーとなる。 

 

マドゥロ大統領、アレアサ外相らは今回の決定について

歴史的な勝利と勝利宣言をした。 

 

一方、米国、ブラジル、コスタリカなどはベネズエラの

人権委員会入りを受け入れられないと非難。今後もベネ

ズエラのメンバー入りを撤回させるための活動を継続

する意向を示した。 

 

「政治犯２４名 解放される」               

 

１０月１７日 サアブ検事総長は、１４年～１７年の間

に行われた抗議行動で拘束した囚人２４名を解放する

と発表した。 

 

野党側は２４名を政治犯と主張しており、野党側として

は政治犯２４名が解放されたことになる。 

 

サアブ検事総長は、今回の決定はベネズエラに平和的な

共存をもたらすために極めて重要な行為だと主張。 

引き続き新たな解放があるだろうとコメントした。 

 

解放された若者らは、引き続き自由のために戦うと宣言。 

 

インタビューに応じたのは大衆意志党の党員だったよ

うで、また政党の仲間たちと活動を続けるとコメントし

た。 

 

 

 

（写真）TVV “SEBIN から解放された政治犯” 

 

「グアイド議長 VP 党員の暗殺を訴え」         

 

政治犯２４名が解放された一方で、新たな人権侵害の訴

えが報じられた。 

 

１０月１７日 大衆意志党（VP）に所属するミランダ

州スクレ市のエドゥアルド・ラダ市議が死亡した。 

 

ラダ市議は、ペタレ－サンタルシア間の道路で半焼した

状態で発見された。また、頭部に銃弾で打たれた跡があ

ったと報じられている。 

 

 

（写真）Maduradas“殺害されたエドゥアルド・ラダ市議” 
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グアイド議長は外国の独立調査委員会に今回の殺人事

件の真相調査を要請すると宣言。 

 

在ベネズエラ・スペイン大使公邸にかくまわれているレ

オポルド・ロペス VP 党首は自身のツイッターで 

「マドゥロ独裁者は、ラダ市議を誘拐し、拷問し、殺害

した。奴らは卑怯にも後頭部に２発の銃を撃ち、彼の体

を焼いた。」と投稿した。 

 

 

（写真）ロペス VP 党首ツイッター 

 

「２０日ボリビア選挙、２７日ウルグアイ選挙」         

 

１０月２０日 ボリビアで大統領選、副大統領選、議員

選が実施される。 

 

大統領選については、同日の選挙でどの候補者も５０％

の得票率を越えなかった場合は、１２月１５日に１位候

補と２位候補で決選投票が実施される。 

 

大統領選はエボ・モラレス現大統領とカルロス・メサ元

大統領の一騎打ちになると見られている。 

 

また、１０月２７日にはウルグアイで大統領選が実施さ

れる。 

 

右派のルイス・ラカジェ氏と左派のダニエル・マルティ

ネス氏の一騎打ちになると報じられている。 

 

 

 

ウルグアイもボリビアと同様、候補者の得票率が過半数

を越えない場合は、１１月２４日に１位と２位で決選投

票が行われる。 

 

１０月２日～９日に実施された世論調査では、右派のラ

カジェ氏への投票意思が４７％、左派のマルティネス氏

への投票意思が４２％とラカジェ氏がやや優勢だが、接

戦が予想されている。 

 

ボリビアもウルグアイも現職の大統領は左派で、マドゥ

ロ政権に好意的な方針を示している。 

 

政権が交代した場合、マドゥロ政権の包囲網は今よりも

厳しくなるだろう。 

 

経 済                       

「PDVSA 労働組合 新たな最低賃金を拒否」            

 

１０月１７日 ベネズエラ石油産業労働組合（FUTPV）

は、新たな最低賃金を拒否すると発表した。 

 

FUTPV のウィルス・ランヘル代表は、「我々の賃金は今

回の改定で少なくとも月額２０ドルになると考えてい

た。」と述べた。 

 

また、「PDVSA の合弁相手の従業員は、ボーナスの名目

で月額１００ドル～３００ドルをもらっている」と主張。

PDVSA にも同様の待遇を求めた。 

 

１０月１４日 フランシスコ・トーレアルバ制憲議員は、

新たな最低賃金が月額BsS.１５万になると発表。また、

法定福利の食料補助も同額の BsS.１５万と発表してい

た。 

最低賃金のBsS.１５万は現在の公定レートでおよそ７．

５ドル。ランヘル代表の言う月額２０ドルの半分未満と

いうことになる。 
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「医薬品連合 医薬品の不足率は８０％」         

 

ベネズエラ医薬品連合（Fefarven）は、２０１５年から

抗生物質、抗痙攣剤などの不足率を公開している。 

 

同団体のレポートによると、現在の医薬品の不足率は８

０％に達しているという。 

 

Fefarven のフレディ・セバジョ代表は、 

「現在ベネズエラでは医薬品を生産していない。医薬品

の販売では収益を確保できない状況にあるからだ。 

ベネズエラは医薬品を自国で自給することが出来なく

なった。 

 

マドゥロ政権は、現状を改善するための努力をしていな

い。「バリオ・アデントロ」など様々な社会開発プログ

ラムを実施し、医薬品を無償で配ったが、医薬品業界が

崩壊し、長期的に見て患者にとってマイナスの結果とな

った。」 

とコメントした。 

 

社 会                         

「ラム酒メーカー「Carupano」 最優秀金賞受賞」            

 

前々回の「ウィークリーレポート No.118」で、ベネズ

エラのラム酒について紹介した。 

 

ベネズエラの主要なラム酒メーカーの１つである

「Carupano」がベネズエラ美食賞の最優秀金賞を受賞

した。 

 

通常であれば、１つの商品だけが受賞するが、今回は

「Carupano」の「全ての商品」という、まとめての受賞

で異例のことだという。 

 

 

 

残念ながら、現在「Carupano」のラム酒は日本では購入

できないが、ベネズエラのアルコール店には必ず同社の

ラム酒が置いてある。 

 

もし、ベネズエラに行く機会があれば、是非試してみて

はいかがだろうか。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

以上 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e4f52a1ad9f7cb2cd3551a8941408f24.pdf

