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（写真）インスタグラムより加工 “カプリレス元ミランダ州知事 Globovision キャスターとの子供授かる” 

 

 

２０１９年１１月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「ボゴタ抗議行動続く 夜間外出禁止令も 

～マドゥロ コロンビアの人権侵害を懸念～」 

「マチャド VV 党首 

グアイド議長に民意を尊重するよう提案」 

経 済                     

「Conviasa ボリビア行きの便の運航停止」 

「不動産団体 不動産賃貸法の改定を提案」 

社 会                     

「ラウル・ゴリン氏の汚職報道」 

「外貨受け取らないベネズエラ人 生活レポート」 

19 年 11 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「PJ のリーダーカプリレス氏 父親に」 

「ウルグアイ大統領選 接戦も野党リード」 

「ブルームバーグ氏 米国大統領選に出馬」 

経 済                    

「ベネズエラ工業連合会元代表 

米国でのベネズエラ人の口座閉鎖を語る」 

「１９年のコーヒー生産量 大幅源」 

「アルゼンチンで Harina PAN の販売禁止」 

社 会                     

「ロス・アンデス大学の学食メニュー」 
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２０１９年１１月２２日（金曜）             

政 治                       

「ボゴタ抗議行動続く 夜間外出禁止令も        

 ～マドゥロ コロンビアの人権侵害を懸念～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.373」で、コロンビア

での抗議行動について紹介した。 

 

この抗議行動は続いており、１１月２２日に首都ボゴタ

のエンリケ・ペニャロサ市長はボゴタ市全域に外出禁止

令を発令した。 

 

外出禁止令によりボゴタ全域で午後９時～午前６時ま

での外出が禁止される。 

 

ペニャロサ市長によると、外出禁止令の発令はドゥケ大

統領の要請だという。 

 

今回の発表の前にペニャロサ市長は、ボゴタの「Bosa」

「Kennedy」「Ciudad Bolivar」の３地域に対して午後８

時～午前５時までの外出禁止令を発令していた。 

 

この３地域は略奪が起き、公共バス７９台が破壊される

など、かなり治安が悪化しているようで午後８時から外

出が禁止されていた。 

 

ペニャロサ市長によると、４，０００人の兵士、２０，

０００人の警察が治安維持活動に従事するという。 

 

今回の抗議行動での死傷者について、カルロス・トゥル

ヒージョ国防相は、死者３名、負傷者２７３名と発表し

ている（１１月２２日時点）。 

 

 

 

 

今回の一件を受けてマドゥロ大統領は、国営放送局

「VTV」に出演。 

 

コロンビア政府による抗議行動の抑圧について、 

「ドゥケ政権による国民への人権侵害を懸念している」

と懸念を表明した。 

 

ベネズエラの抗議行動で、コロンビアは強烈にマドゥロ

政権の人権侵害を非難していた。今回のマドゥロ大統領

の発言は、完全に当時の当てつけだろう。 

 

「マチャド VV 党首                   

   グアイド議長に民意を尊重するよう提案」         

 

グアイド議長は先週から支持者に対して抗議行動を呼

びかけているが、１１月１６日のような動員には至らず、

治安維持部隊との衝突もほとんど確認できていないた

め、盛り上がりに欠けている。 

 

グアイド議長は、引き続き抗議行動を呼びかけており１

１月２５日に大規模な抗議行動を行うと宣言している。 

 

この状況を受けて、急進野党のリーダー格である「ベネ

ズエラ主導党（VV）」のマリア・コリナ・マチャド党首

はビデオメッセージを公開。 

 

「現在のベネズエラは汚職で大金を稼ごうとする犯罪

集団が牛耳っている。彼らは権力に固執し、対話での解

決をちらつかせ、権力を維持するために制裁を解除する

よう要請している。 

 

しかし、対話では解決しない。対話は終了した。共存な

ど偽の提案でしかない。 

これまでの誤りを正すために、自分が協力をすることが

出来る。」 

とグアイド議長に提案を投げかけた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7d9b92446cafebba83f4fc375a4c98a.pdf
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経 済                        

「Conviasa ボリビア行きの便の運航停止」           

 

ベネズエラの国営航空会社「Conviasa」は、ボリビアの

「Viru Viru 空港」（サンタクルス・デ・ラ・シエラ）－

カラカス間の運航を停止した。 

 

理由は「Viru Viru 空港」の管制塔側から離陸許可が出

ないためだという。 

 

ボリビアでは野党側が政権を奪取し、マドゥロ政権とボ

リビア政府との関係は１８０度変化した。政治関係の転

換が理由と思われる。 

 

今回の一件を受けて、Conviasa のラモン・ベラスケス社

長は、２０２０年１月２６日までカラカスのマイケティ

ア空港から Viru Viru空港への運航を停止すると発表し

た。 

 

「不動産団体 不動産賃貸法の改定を提案」         

 

ベネズエラ不動産商工会のフランシスコ・ロペス会長は、

「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

 

貸し手、借り手の双方にとってメリットがあるような法

律にするため、現在の不動産賃貸法を改定するよう提案

した。 

 

ベネズエラでは、住居の借り手が優遇されており、たと

え家賃を支払わなかったとしても貸し手側が強制的に

借り手を退去させることは禁止されている。 

 

ロペス会長は、本件について 

「貸し手側には入居者を退去させる手段が存在しない。

裁判所の強制退去命令があれば退去させられるが、その

ような命令は出ない。 

 

貸し手は不払いに対して何もできず、所有権が侵害され

ている」 

と訴えた。 

 

また、経済困窮により自身の家を手放した人が賃貸に住

むようになるが、彼らは資金的に苦しく不払いに陥りや

すい。経済的に厳しい現状では、これまで以上に不払い

入居者の問題が増えると指摘した。 

 

貸し手は、不払い入居者が不当に居住することを懸念し

ており、入居者に住居を貸したがらない。 

また、不動産の建設にもネガティブな効果を与えており、

ベネズエラの建設業界にマイナスの影響を与えている

と指摘。 

 

貸し手と借り手の不均衡を是正するために不動産賃貸

法を改定する必要があるとの見解を示した。 

 

社 会                        

「ラウル・ゴリン氏の汚職報道」           

 

現地メディア「El Confidencial」は、マドゥロ大統領の

テスタフェロ（資金隠しの協力者）とされるラウル・ゴ

リン氏が２０１１年～１３年までスイスの銀行を経由

して行っていた金融取引について報じた。 

 

ゴリン氏はスイスの「EFG Bank」「Compagnie Bancire 

Helvetique」の１０の口座を通じて２０１１年～１３年

の間に約５６億ドルの資金を移動させたという。 

 

１１月２１日 米国の移民税関管理局（ICE）は、ゴリ

ン氏を「ICE が最も捜索している人物」のリストに加え

ていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.373」参照）。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b7d9b92446cafebba83f4fc375a4c98a.pdf
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（写真）El Confidencial 

“ゴリン氏のスイス口座での取引履歴とされる書面” 

 

「外貨受け取らないベネズエラ人 生活レポート」                  

 

経済混乱にあるベネズエラでもドルを持つベネズエラ

人の生活はそこまで厳しいものではない。 

 

現地に駐在している人であれば、大方の想像がつくだろ

う。 

 

他方、ドル収入が全くない現地人の生活がどのようなも

のかを想像するのは困難ではないか。 

 

「BBC」はドル収入を持たない現地ベネズエラ人の生活

を報じた。 

 

 

 

 

１人は、看護士だったフランシス・ギレン氏。 

１年前までカラカスの国立病院で看護士を務めていた

が、当時の収入は月額４２万ボリバルだったという。 

 

生活費の調査を行う民間団体「CENDAS-FVM」による

と、１８年１２月の基礎食料費（５人家族が通常の食生

活を送るのに必要なコスト）は３１万ボリバル。 

 

決して生きることができない収入ではないかもしれな

いが、食費以外に医療費、交通費などを含めれば必要経

費は更に増える。４２万ボリバルでは足りないのだろう。 

 

ギレン氏は、今の給料水準では生活が出来ないとして病

院内でシャンプーやヘアワックスを販売する自営業を

始めたという。シャンプーやヘアワックスは自分で作っ

ている。 

 

時には現金を持ち合わせていない顧客もいるが、そのよ

うな時は米やパスタなどと物々交換も行うという。 

 

自分で作った商品を販売することで収入は増えたとい

う。ただ、ドルで支払う人はいないとコメントした。 

 

他にもプエルト・ラ・クルス市場で魚を売る人の生活な

ども映像を交えてみることが出来る。 

 

興味のある方は「BCC」のサイトを確認されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50497749
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２０１９年１１月２３～２４日（土曜・日曜）             

政 治                        

「PJ のリーダーカプリレス氏 父親に」         

 

２０１２年１０月、１３年４月の大統領選の野党代表候

補で、第一正義党（PJ）で最も知名度の高い政治家のエ

ンリケ・カプリレス元ミランダ州知事に子供が生まれる

と報じられた。 

 

相手は、テレビ（グロボビシオン）でキャスターを務め

るバレリア・バジェ氏（ベネズエラ人）。既に名前は決

まっており、子供はソフィアと名付けるようだ。 

 

カプリレス氏は、元々メディア関係の実業家の息子でマ

スコミとの関係が強いのだろう。 

 

この情報はグロボビシオンの番組「Sabado en la noche」

で公表され、その後カプリレス氏自身が事実であると発

表した。 

 

なお、「Sabado en la noche」で発表することは事前にバ

ジェ氏から了解を得ていたようだ。 

 

 

（写真）Maduradas 

“バレリア・バジェ氏とカプリレス元ミランダ州知事” 

 

 

「ウルグアイ大統領選 接戦も野党リード」           

 

１１月２４日 ウルグアイで大統領選の決選投票が行

われた。 

 

事前の世論調査では現野党のラカジェ候補が、与党推薦

のダニエル・マルティネス候補を引き離していたが、決

選投票では両者の差はほとんどなかったようだ。 

 

報道では、ラカジェ氏がややリードしているようだが、

まだ結論が出ていない。 

 

ウルグアイの選挙委員会は、２８日（木曜）か２９日（金

曜）に最終結果を発表するとしている。 

 

対応を間違えば負けた支持者が抗議行動を起こし、治安

が悪化する可能性もありそうだ。 

 

「ブルームバーグ氏 米国大統領選に出馬」         

 

ベネズエラとは直接関係はないが、今後の報道に出る可

能性もありそうなので紹介したい。 

 

１１月２４日 ２００２年～１３年にかけてニューヨ

ーク市長を務めた金融サービス会社「ブルームバーグ」

の創業者でもあるマイケル・ブルームバーグ氏が民主党

候補として２０２０年の大統領選へ出馬すると公式に

発表した。 

 

「軽率な行動を繰り返し、倫理感もないトランプ大統領

に更に４年間も耐えることは出来ない。」 

と再選を狙うトランプ大統領（共和党）との対決姿勢を

示した。 
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民主党はバイデン元副大統領（オバマ政権時代）やバー

ニー・サンダース議員、エリザベス・ウォーレン議員な

ど何人か候補者がいるが、民主党の有力候補の一人にな

ると思われる。 

 

なお、ブルームバーグ氏はベネズエラに関して特段見解

を示していないが、民主党の対ベネズエラ方針は、マド

ゥロ政権を非難し個人制裁には賛成しつつも経済制裁

には否定的。 

 

米国の政府が他国に与える影響は大きく、米国で政権交

代が起きれば、ベネズエラに対する各国（特に米州諸国）

の姿勢も大きく転換すると思われる。 

 

経 済                       

「ベネズエラ工業連合会元代表                   

 米国でのベネズエラ人の口座閉鎖を語る」            

 

１１月２４日 ベネズエラ工業連合会のファン・パブ

ロ・オラルキアガ元代表は、米国でベネズエラ人のドル

口座が閉鎖されている現状について見解を示した。 

 

「ベネズエラ企業の多くは米国にドル口座を持ってい

る。しかし、米国の銀行はベネズエラ人が所有する法人

の口座を閉鎖している。 

 

これは制裁だけが原因ではなく、ベネズエラでは多くの

麻薬取引、汚職取引が行われているためだ。 

 

麻薬取引、汚職取引の資金送金に関わりたがる銀行は存

在しない。」 

 

と口座閉鎖が増えているのは制裁だけではなく、汚職取

引の横行も理由の一つだとコメントした。 

 

 

 

「１９年のコーヒー生産量 大幅減」         

 

ベネズエラの特産品と言えば、カカオ豆、ラム酒だが、

歴史的に言えばコーヒー豆の産地でもあった。 

 

今でもモナガス州などではコーヒーが生産されている。 

 

コーヒー団体は、今年のコーヒー生産量は２０万キンタ

ル（１キンタル＝４６キロ）で、昨年の５４万キンタル

から大きく減少する見通しだと発表した。 

 

生産が伸び悩んだ理由は、農薬の不足で害虫被害を受け

たことや肥料不足で生産が十分にできなかったためと

している。 

 

また、国内のコーヒー需要は２２０万キンタルなので、

不足分は外国から購入しなければいけないと補足した。 

 

「アルゼンチンでHarina PAN の販売禁止」              

 

日本人にとってコメが主食であるように、ベネズエラ人

にとっての主食はアレパだろう。 

 

ベネズエラのアレパは、とうもろこし粉を水でこねてフ

ライパンで焼いて作られる。 

 

このアレパを作るためのとうもろこし粉加工品として

有名なのが、ポラール社が製造する「Harina PAN」だ。 

 

この「Harina PAN」がアルゼンチンで販売を禁止され

たと報じられている。 

 

報道によると、今回の決定はアルゼンチンの「国家医療

技術・食料・医薬品管理局（Anmat）」が発表したよう

だ。 
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理由は、商品パッケージに「グルテン・フリー（小麦粉

不使用の食品）」と記載されているため。 

 

グルテン・フリーと表示するには Anmat の承認が必要

となるが、この承認がない状態で「グルテン・フリー（小

麦粉不使用の食品）」を謳い、商品を販売していること

が原因のようだ。 

 

 

 

社 会                        

「ロス・アンデス大学の学食メニュー」           

 

ロス・アンデス国立大学の人権調査研究所は、同大学の

学食の栄養価が低く、学生や教員の人権を侵害している

として学食の写真を投稿。ソーシャルメディアで拡散さ

れ、話題になっている。 

 

１つ目のメニューは、カラオタ豆（あずき）のスープと

サラダだけ。 

２つ目のメニューは、ソースもない塩ゆでしたパスタと

お菓子が１つ。 

 

ベネズエラ国立大学の悲惨な運営が垣間見えるだろう。 

 

 

 

 

（写真）ロス・アンデス大学の人権調査研究所 

 

以上 

 


