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（写真）El Tiempo Latino “米フロリダ・テキサス州知事 不法移民を他州に追い出し” 

 

 

２０２２年９月１６日（金曜） 

 

政 治                     

「米フロリダ・テキサス州知事 

不法移民を副大統領宅へ送り込み人道問題に」 

「Emtrasur 乗組員１２名がベネズエラ帰国」 

「米 ベネズエラ麻薬対策非協力国の認定を維持」 

「グアイド議長 ２４年まで暫定政権継続を宣言」 

経 済                     

「Monomeros 役員 マドゥロ政権側に交代？」 

「９月２１日 CANTV 株５％を株式市場で売却」 

社 会                     

「墨 Youtuber ベネズエラの貧困地区を支援」 

22 年 9 月 17～18 日（土・日） 

 

政 治                    

「ラミレス元 PDVSA 総裁の弟が逮捕 

～今後もラミレス氏親族が拘束される懸念～」 

「国連 ベネズエラ人道支援に８００万ユーロ」 

経 済                    

「イラン・ベネズエラ科学技術展閉幕 

～乗用車・トラクターの国内組み立てが目玉～」 

「アンソアテギ州港にて火災発生」 

「BNC 起業家向け融資サービスを開始」 

社 会                    

「法外の裁き 約１０年間で１４，２２０件」 
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２０２２年９月１６日（金曜）             

政 治                       

「米フロリダ・テキサス州知事                

  不法移民を副大統領宅へ送り込み人道問題に」       

 

フロリダ州の Ron DeSantis 知事およびテキサス州の

Greg Abbott 知事が、同州に住んでいる不法移民を大型

バスに乗せ、他州およびカマラ・ハリス副大統領の自宅

前に送り込んだとして問題が起きている。 

 

両知事は共和党の政治家で、バイデン政権（民主党）の

移民政策に圧力をかける目的で今回の行動を起こした

と報じられている。 

 

両知事が他州に不法移民を送っているのは、今に始まっ

たことではなく、８月から始まっていたようで、この１

カ月強の間にワシントンへ送られた人数は少なくとも

７０００人超、ニューヨークへ送られた人数は２０００

人と報じられている。 

 

他、飛行機でマサチューセッツ州のマーサズ・ビンヤー

ド島などにも移民が送られており、この不法移民のほと

んどがベネズエラ人移民だという。 

 

バスに乗せられてワシントンに到着したベネズエラ人

移民は取材に対して 

「テキサスでバスに乗るよう言われた。到着先で支援を

得ることができる。到着先では家を建て、家族を呼ぶこ

ともできると言われた。」 

と説明しており、実際と異なる説明をされて移動してき

たようだ。 

 

今回のフロリダ州・テキサス州知事の対応について非人

道的であり、人間を政治の道具として使用しているとの

批判的な報道が多い。 

 

グアイド暫定政権下で在米ベネズエラ代表大使を務め

ているカルロス・ベッキオ大使もフロリダ州・テキサス

州知事の対応について「ベネズエラ移民に対して尊厳あ

る対応を求める。彼らは難民である。」とコメント。 

 

フロリダ州・テキサス州に対して、現在の移民に対する

対応を見直すよう求めた。 

 

一方で、米国の中でも特に移民が多く集まっているフロ

リダ州・テキサス州で移民増加に対する批判的な意見が

あるのも事実のようだ。 

 

米国は１１月に中間選挙を控えており、選挙対策として

移民に対する強硬な姿勢を示したいという思惑がある

のだろう。 

 

マドゥロ政権の非人道的な政権運営を非難する米国共

和党のリック・スコット議員やマルコ・ルビオ議員（と

もにフロリダ州選出）は、同じ共和党系知事のベネズエ

ラ移民への対応をどのように見ているのだろうか。 

 

政治的な理由で非人道的な行為を行う実態はベネズエ

ラも米国も大きく変わらず、問題はどう報じられるか、

なのだろう。 

 

 
（写真）Monitoreamos 

“カマラ・ハリス副大統領自宅前に送られた移民” 
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「Emtrasur 乗組員１２名がベネズエラ帰国」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.806」にて、アルゼンチン

裁判所から同国からの出国禁止措置を受けていた

「Emtrasur」の飛行機「Boeing７４７」のパイロット１

２名に対して、出国を許可したとの記事を紹介した。 

 

この決定を受けて、９月１６日 出国許可を受けたパイ

ロット１２名がベネズエラに帰国した。 

 

同飛行機に搭乗していた Victoria Valdiviezo 氏は「正義

の判断が成された」とコメント。ベネズエラに帰国した

ことを喜んだ。 

 

同機に乗っていたのは１９名でまだ７名がアルゼンチ

ンに留まっている。 

 

 

（写真）ベネズエラ航空監督局（INAC） 

 

「米 ベネズエラ麻薬対策非協力国の認定を維持」                  

 

９月１６日 米国のバイデン政権は「麻薬の主要生産お

よび主要密輸国報告書、２０２３年度版」を更新。 

 

ベネズエラについて「麻薬対策非協力国」に認定した。 

 

 

ただし、以前からベネズエラは「麻薬対策非協力国」と

して認定されており、前年通りということになる。 

 

他に「麻薬対策非協力国」に入っている国は、アフガニ

スタン、ボリビア、ミャンマーだという。 

 

また、「麻薬の主要生産および主要密輸国」としては、

上記の国以外に、バハマ、べリース、コロンビア、コス

タリカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハ

イチ、ホンジュラス、インド、ジャマイカ、ラオス、メ

キシコ、ニカラグア、パキスタン、パナマ、ペルー、ド

ミニカ共和国の名前が挙がっている。 

 

翌１７日 マドゥロ大統領は米国の報告書の内容を拒

絶。「２０２１年、ベネズエラは自国主権を第一に、歴

史上最も多く麻薬を押収した」と反論した。 

 

「グアイド議長 ２４年まで暫定政権継続を宣言」         

 

９月１６日 グアイド議長は記者会見を実施。 

２０２４年の大統領選が実施されるまで暫定政権を続

けるとの意向を示した。 

 

「憲法規定に則り、自由で公平な選挙を実現するまで暫

定政権が存続することは疑いようがない。 

 

民主主義と暫定政権を守る必要がある。暫定政権はファ

ン・グアイドの気まぐれで発足したものではない。２０

１５年に発足した国会の気まぐれで発足したものでも

ない。暫定政権は憲法規定に則り発足している。」 

と主張した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b0f60249d583cbd916ba3680ad3f85ec.pdf
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経 済                        

「Monomeros 役員 マドゥロ政権側に交代？」           

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.807」にて、コロンビ

アにあるベネズエラ政府系企業「Monomeros」の役員が

決定したとの記事を紹介した。 

 

同記事では、社長はロドリゲス・ラプレア社長が続投。 

その他、役員・代理役員については、マドゥロ政権が任

命した役員とコロンビア政府に近い人物が就任したと

報じられていた。 

 

この記事は現地メディア「El Pitazo」が報じた内容だっ

たが、その後「Bloomberg」は、Monomeros の社長がマ

ドゥロ政権の指名した Iván Sánchez Hernández 氏にな

ったと報じた。 

 

他の役員は 

Luis Molina Duque 氏 

Heifred Segovia Marrero 氏 

Eduardo Fernández Anaya 氏 

Mary Yerman Nava Olivares 氏 

Génesis Ron Solano 氏 

だという。 

 

どうやら、「Bloomberg」の報道が正しいようで、この内

容についてグアイド議長も記者会見で「事実である」と

説明。外国にあるベネズエラ資産を保護するためにコロ

ンビアで法的措置を取る必要があるとの見解を示した。 

 

「９月２１日 CANTV 株５％を株式市場で売却」                  

 

９月１６日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、９月２

１日に国営通信公社「CANTV」の株式５％を証券市場

を通じて売却すると発表した。 

 

 

２２年５月 マドゥロ大統領は、国営企業の株式をカラ

カス証券市場を通じて一般に売却すると発表（「ベネズ

エラ・トゥデイ No.753」）。 

 

CANTV の他に国営携帯サービス会社「Movilnet」や石

油・ガス会社についても株式を売却する意向を示してい

た。 

 

発表当時、数週間内に売却を開始すると発表していたが、

４カ月超経過しての売却となる。 

 

社 会                        

「墨 Youtuber ベネズエラの貧困地区を支援」           

 

様々な国を旅するメキシコ人 YouTuber アレックス・テ

ィエンダ氏は、ベネズエラのペタレ地区に家を購入した

と発表。 

 

その家は「La Casa Chamitos」という名前にして、子供

たちの支援施設として使用すると説明した。 

 

ティエンダ氏は以前もベネズエラに訪問しており、今回

は２度目の訪問になる。この施設には MAC のパソコン

４台、タブレット PC、本やボードゲームがあるという。 

また、ペタレ地区に住む児童を対象に映画鑑賞やイベン

トなども行うという。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/98809f5c57a88adf223cb7856bfb9041.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cd90d21d394b6830ff99950db670f9de.pdf
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２０２２年９月１７日～１８日（土曜・日曜）              

政 治                       

「ラミレス元 PDVSA 総裁の弟が逮捕           

  ～今後もラミレス氏親族が拘束される懸念～」        

 

９月１８日 急進野党系の人権活動家タマラ・スジュ氏

は、自身のツイッターにて、 

「DGCIM の内部関係者からの情報で、ラファエル・ラ

ミレス氏の弟のフィデル・ラミレス氏が軍部の警察組織

「DGCIM」に拘束された。現在は DGCIM ボレイタ地

区の収容所で拘束されている。 

 

フィデル・ラミレス氏は殴打され拷問を受けているとい

う。今後も更にラミレス氏の親族が拘束される。フィデ

ル・ラミレス氏は栄養学の医師。」と投稿した。 

 

 

（写真）Tamara Suju 氏ツイッターより抜粋 

 

 

 

９月に入りマドゥロ政権は、ラファエル・ラミレス氏が

PDVSA 総裁時代に汚職をしていたと告発。 

 

ラミレス氏が総裁だった当時の PDVSA 財務担当役員

を拘束するなど、本格的に逮捕に動き出している（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.801」）。 

 

ラミレス氏（現在はイタリアに住んでいると思われる）

はこの告発を否定。自身が大統領選に出馬しようとして

いるため、それを妨害するために犯罪者として拘束しよ

うとしていると反論している。 

 

「国連 ベネズエラ人道支援に８００万ユーロ」           

 

国連で人道問題を担当する Martin Griffiths 氏は、ベネ

ズエラの人道支援のために「緊急対応中央基金（CERF）」

を通じて８００万ユーロを拠出すると発表した。 

 

Griffiths 氏によると、ベネズエラ以外に 

イエメンには２，０００万ユーロ 

南スーダンに１，４００万ユーロ 

ミャンマー・ナイジェリアに１，０００万ユーロ 

バングラディッシュに９００万ユーロ 

ウガンダに８００万ユーロ 

マリに７００万ユーロ 

カメルーンに６００万ユーロ 

モザンビークに５００万ユーロ 

アルジェリアに３００万ユーロ 

を拠出するという。 

 

Griffiths 氏はこれらの資金は各国からの援助により受

けた資金と説明。寄付国に感謝の意を表明した。 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d15899198333c05c75ab0729da9c7c.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b9d15899198333c05c75ab0729da9c7c.pdf
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経 済                       

「イラン・ベネズエラ科学技術展閉幕           

 ～乗用車・トラクターの国内組み立てが目玉～」            

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.805」で紹介したが、９月

１４日～１８日にかけてカラカスの大展示場「Poliedro 

de Caracas」にて「イラン・ベネズエラ科学技術展」が

開催された。 

 

マドゥロ大統領は同イベントに出席。 

出展企業を視察した。 

 

また、マドゥロ大統領は演説にて、イラン企業に対して

投資を求め、ベネズエラには投資家の投資を保証する法

律があると説明した。 

 

 

 

 

ラモン・ベラスケス国土交通相は「イラン・ベネズエラ

科学技術展」の会期に２０４件の商談が行われたと説明

した。 

 

また、「イラン・ベネズエラ科学技術展」に関する報道

で最も多く取り上げられていた話は、イラン系の合弁会

社「Venirauto」が、ベネズエラで輸送機器の組み立てを

開始するという内容だった。 

 

マドゥロ大統領によると、組み立てされる自動車は４モ

デル。アラグア州の工場で組み立てされるという。 

 

また、新車の金額はモデルにより異なるが１．１万～１．

６万ドルを予定しているという。他、ガソリン７リット

ルで１００キロ走行すると説明した。 

 

加えて「Veniran Tractores」という会社が電気自動車の

組み立てをベネズエラで開始。農業用トラクターの組み

立ても予定しているという。 

 

「アンソアテギ州港にて火災発生」         

 

９月１７日 タレク・エル・アイサミ石油相は、アンソ

アテギ州の PDVSA が管理する港湾にて火災が発生し

たと発表した。 

 

アイサミ石油相によると、ガソリンタンクが壊れ、船に

引火したという。 

 

そ の 後 、 市 民 保 護 リ ス ク 対 策 担 当 の Carlos Pérez 

Ampueda 氏は鎮火を発表。けが人は出なかったとした。 

ただし、灰が出ており、近隣で灰を吸う可能性について

指摘した。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b31bb4d5893eb5758553df4ab3e37acd.pdf
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（写真）Al Navio “アンソアテギ州の火災の様子” 

 

「BNC 起業家向け融資サービスを開始」         

 

ベネズエラの金融機関「Banco Nacional de Credito

（BNC）」は、新規事業を立ち上げようとする起業家向

けの初期投資の融資サービス「Crede Emprendedor 

BNC」を開始すると発表した。 

 

融資に関心がある起業家は、BNC の窓口へ行き、担当

職員から必要な手続き方法を教えてもらう必要がある

という。 

 

金 融 コ ン サ ル タ ン ト 会 社 「 Aristimuño Herrera & 

Asociados」によると、２２年８月の金融機関の総融資額

は４８億８，９９５万ボリバル（先月比４０．７％増）。 

 

ベネズエラの金融機関で最も多く融資を行っているの

は、国営銀行「Banco de Venezuela」。その後民間銀行の

「BBVA Provincial」、「BNC」と続く。 

この３行で金融機関の融資全体の５５％超を占めてい

るという。 

 

BNC は７億７，６５３万ボリバルを融資。融資総額の

１５．９％を占めている。 

 

 

 

社 会                       

「法外の裁き 約１０年間で１４，２２０件」            

 

非政府系団体「Cofavic」は、２０１２年７月～２２年現

在までに司法の判決なく、警察や軍関係者が刑を執行す

る事件（法外の裁き）は、合計で１４，２２０件あった

と報じた。 

 

匿名の証言によると、警察が急に自宅に押し入ってきて

息子への取り調べを開始。自分を２階に上がらせ、息子

に拷問をしたと訴えた。 

 

国連の国際監視団によると、２０２０年９月～２０２１

年３月までの間に、ベネズエラ警察は２００件以上の殺

害をしていると報告している。 

 

 

以上 


