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（写真）Maduradas “オマール・バルボサ野党協議団代表 ８月中旬に協議再開を期待” 

 

 

２０２２年７月２２日（金曜） 

 

政 治                     

「野党協議団代表 与野党協議８月再開を期待 

～ノルウェー仲裁役 ベネズエラを訪問～」 

経 済                     

「野党国会 Monomeros 調査報告書を承認 

～Monomeros 社長らの背任行為を認識～」 

「Monomeros 社長 注目を反らしていると反論」 

「CENDAS-FVM ６月の基礎食糧費４６０ドル」 

「ベネズエラ中央銀行本店で火災発生」 

社 会                     

「カラカスで飲料に薬物を混入する犯罪が増加」 

22 年 7 月 23～24 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ政権閣僚 半数が Covid-１９感染 

～Covid-１９ 新規感染確認者５１３名～」 

経 済                    

「Fedenaga チョコレート生産の振興求める」 

「Monaca 近日中に工場１００％稼働？」 

「ケニアとエネルギー・鉱物分野で協力協定」 

「Bancoex ボリビア国際見本市セミナーを実施」 

社 会                    

「商品輸送の際に治安当局が商品を奪う」 

「コロンビア ダリエン地峡の誘拐犯５名射殺」 
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２０２２年７月２２日（金曜）             

政 治                       

「野党協議団代表 与野党協議８月再開を期待     

  ～ノルウェー仲裁役 ベネズエラを訪問～」       

 

与野党協議で野党の代表を務めている「新時代党

（UNT）」のオマール・バルボサ氏は、「早期の与野党協

議再開に向けて、ここ数日でいくつかの進展があった。」

と評価。 

 

８月中旬に協議が再開する可能性があるとの見解を示

した。 

 

「今週、与野党協議の仲裁役を務めているノルウェーか

ら Dag Nylander 氏らがカラカスに来て、両グループと

意見交換を行った。 

 

統一プラットフォーム（野党グループのこと）は、ヘラ

ルド・ブライ氏らを中心に Nylander 氏らと意見交換を

行った。今後、メキシコでの与野党協議が早期に再開す

ることを期待している。」 

と発言した。 

 

また、具体的な再開の目途について 

「我々は協議再開に向けて前進しており、８月１５日前

後で報告できることを期待している。現時点では確約で

きないが、それ（協議再開）が起きる可能性がある。」 

と発言した。 

 

なお、マドゥロ政権側は２１年に行われていた与野党協

議が中断した原因となったアレックス・サアブ氏の解放

を求めている。 

 

また、野党側は２０１９年に拘束されたグアイド暫定政

権の資金マネジメントをしていたロベルト・マレロ氏の

解放を求めている。 

経 済                        

「野党国会 Monomeros 調査報告書を承認      

   ～Monomeros 社長らの背任行為を認識～」           

 

ベネズエラ国営石油化学公社「ペキベン」はコロンビア

に「Monomeros」という子会社をもっている。 

 

コロンビアはグアイド暫定政権をベネズエラ政府と認

識しているため、「Monomeros」のコントロール権はマ

ドゥロ政権ではなく、グアイド暫定政権が持っている。 

 

ただし、グアイド暫定政権が「Monomeros」をコントロ

ールするようになって以降、多くの汚職疑惑が出ており、

その一部は事実であると野党自身が認めている。 

 

７月２１日  野党国会の「行政監督委員会」は、

「Monomeros」の調査報告書について審議し、現在同社

の社長を務めているロドリゲス・ギジェルモ・ラプレア

社長および「Pequiven」のディアナ・ブラチョ社長（グ

アイド暫定政権側が任命した社長）が、自背任行為を行

っていたとの調査報告書を承認した。 

 

具体的な内容は「Lyon Street」というパナマのアドバイ

ザリー会社との契約。 

 

「Monomeros」は、「Lyon Street」と外国での販売に関

するアドバイザリー契約を締結。同契約の期間は１５年

間。 

 

また、同契約により発生した利益の６０％を「Lyon 

Street」、残り４０％を「Monomeros」に分配するという

Monomeros 側に極めて不利な契約を締結したという。 

 

また、「Monomeros」の法務アドバイザーがこの契約に

ついて懸念を示し、変更を求めたが、役員の権限を行使

し、そのままの条件で契約を締結したというもの。 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月２２日～７月２４日報道           No.７８４   ２０２２年７月２５日（月曜） 

3 / 7 

 

また、調査報告書では、この契約を締結するにあたりロ

ドリゲス・ギジェルモ・ラプレア社長およびディアナ・

ブラチョ社長らは、契約の内容を野党国会に十分に説明

しなかったと指摘し、背任行為を理由に両名を即時解雇

するよう結論付けている。 

 

なお、この契約自体は「Monomeros」の労働組合が告発

し、既に発覚していた内容であり、契約は破棄されてい

る。 

 

この報告書の内容について、野党国会の「行政監督委員

会」が審議し、賛成７名、棄権５名で承認された。 

 

棄権した５名は「行動民主党（AD）」と「第一正義党（PJ）」

に所属する議員。ラプレア社長は AD の息のかかった人

物と認識されており、PJ も棄権する理由があったとい

うことだろう。 

 

なお、仮に棄権が７名の場合は過半数の出席にとどかず、

会自体が不成立になるため、AD と PJ は会の不成立を

狙ったと報じられている。 

 

「Monomeros 社長 問題を反らしていると反論」         

 

上記の承認を受けて、背任行為を行ったと結論付けられ

たロドリゲス・ギジェルモ・ラプレア社長はこの結論に

反論。 

 

「彼ら（野党）は現実から目を逸らそうとしている。」

との見解を示した。また、この報告書を承認した７名の

野党議員に対して、「彼らは Monomeros をマドゥロ政

権のコントロールに戻そうとしている」と非難した。 

 

実態は定かではないが、ラプレア社長らが単独でこのよ

うな大掛かりな契約を結ぶのは困難な印象を受ける。 

 

 

普通に考えれば野党が自身が活動するための裏金作り

のために資金をねん出する仕組みを考案し、ラプレア社

長がそれを実行したという気がしてならない。 

 

「CENDAS-FVM ６月の基礎食糧費４６０ドル」                  

 

７月２２日 一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を

調べている非営利団体「CENDAS-FVM」は、６月の基

礎食糧費がドル建てで月額４５９．８４ドルだったと発

表した。 

 

５月の食糧費は月額４７７．５２ドル、４月は同４８１．

９２ドルだったので、ドル建てで見ると徐々に食料費が

下がっていることになる。 

 

なお、ボリバル建ての食糧費は BsD.２，５９３．４７。 

 

先月が BsD.２，４６８．７６だったので、５．１％増

加したことになる。 

 

つまり、ボリバル建ての食糧費は増えたが、為替レート

がボリバル安になったため、ドル建てで見るとコストが

下がったことになる。 

 

「ベネズエラ中央銀行本店で火災発生」         

 

７月２１日夜 ベネズエラ中央銀行本店で火災が発生

した。 

 

消防隊員が駆け付け消火に当たり、大きな問題にはなら

なかったようだ。 

 

カラカス消防隊は、２１日深夜にカラカス消防隊が火災

のコントロールに成功したと発表している。消防隊によ

ると駐車場に置かれていたゴミが出火の原因となった

という。 
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なお、ツイッターなどで確認する限り、火は駐車場から

１階まで燃え広がっているように見えた。 

 

本件について、中央銀行は特段の発表をしておらず、負

傷者の有無など詳細な情報は分からない。 

 

 

（写真）El Diario 

 

社 会                        

「カラカスで飲料に薬物を混入する犯罪が増加」           

 

現地メディア「El Pitazo」は、「犯罪化学捜査班（CICPC）」

職員から得た情報として、最近カラカスのレストランな

どで夜間に犯罪が増加していると報じた。 

 

犯罪は飲み物の中に中毒性の高い薬物を入れて、昏睡状

態になっているところを襲うというもののようだ。 

 

特に今月に入り「El Recreo」というショッピングセンタ

ーで２件の犯罪が起きたことで、この問題が注目され始

めている。 

 

また、このような犯罪が増加していることからレストラ

ンなどが監視員を増員させているという。 

 

 

 

CICPC の職員は、問題の対策として 

「客側に対して、知らない人からお酒をおごってもらわ

ない、複数人で行動する、店舗側に対して、監視カメラ

を常に稼働しておく、警察との連絡を円滑に行う体制を

作っておく」などのアドバイスをした。 

 

２０２２年７月２３日～２４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ政権閣僚 半数が Covid-１９感染     

  ～Covid-１９ 新規感染確認者５１３名～」        

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.783」で、デルシー・

ロドリゲス副大統領、ホルヘ・ロドリゲス国会議長、ラ

ファエル・ラカバ・カラボボ州知事が Covid-１９に感染

したとの記事を紹介したが、他にもマドゥロ政権閣僚ク

ラスで Covid-１９に感染している人がいる。 

 

Covid-１９感染が報じられている政府高官は、ネスト

ル・リベロール電気エネルギー相、ウィルメル・カスト

ロ・ソテルド土地農業相、イデマロ・ビジャロエル住居

相ら。 

 

マドゥロ大統領は、閣僚の半数がコロナウイルスに感染

していると発言。人々に Covid-１９への警戒を呼び掛

けた。 

 

７月２３日の Covid-１９新規感染確認者は５１３名。 

 

５１１名は、国内で感染が確認され、２名は外国人で入

国時の検査で感染が確認された。 

 

カラカスが１５２名、ミランダ州が１４４名、スリア州

が４２名、ララ州が３９名、スクレ州・カラボボ州が３

２名となっており、首都圏を中心に感染者が増加してい

る。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/cfc1adeffddeab141b62beef34ac408b.pdf
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（写真）デルシー・ロドリゲス副大統領ツイッター 

 

経 済                       

「Fedenaga チョコレート生産の振興求める」            

 

「ベネズエラ農業生産者団体（Fedenaga）」のビレンテ・

ペレス氏は、カカオ産業について、カカオ豆の生産・ベ

ネズエラ産カカオのプロモーション活動については、生

産者・流通業者全ての分野で活動が活発に行われており、

ベネズエラ政府は積極的に支援していると評価。 

 

ただし、今年のミランダ州のカカオ豆の生産は例年の５

０％程度と低迷していると指摘した。 

 

また、チョコレート生産の分野については、ベネズエラ

政府の支援策は少ないと指摘した。 

 

ペレス氏によると、チョコレート生産の分野に関しては

政府の振興策が存在せず、以前から何も変わっていない

という。 

 

チョコレート生産者の団体は存在せず、生産のために必

要な資材は不足しており、融資も不足しているという。 

 

 

 

「Monaca 近日中に工場１００％稼働？」             

 

「カラボボ州食品・穀物ボリバル連盟」の Lewin Ramos

副代表は、「Monaca」の稼働率を再び１００％にするた

めの仕組みづくりが完成したと述べた。 

 

Monaca は、民間の食品製造業者であり、小麦・米・麦

などの食料加工品を生産しているが、３年ほど前から一

部の工場の稼働が止まっているという。 

 

Monaca は、マドゥロ政権が行う安価な食料配給プロジ

ェクト「CLAP」に食料品を販売しており、同社の工場

稼働はマドゥロ政権にとっても関心事となっている。 

 

Ramos 副代表曰く、Monaca は全国に１４の工場があり、

２，１００人を雇用しているという。 

 

現在稼働しているのは６つの工場で、カラボボ州のプエ

ルト・カベジョの２工場、ポルトゥゲサ州の３工場、ア

プレ州の工場だという。 

 

なお、Monaca 社自身は工場が再稼働するという発表は

していない。 

 

 
（写真）Monaca ウェブサイト 
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「ケニアとエネルギー・鉱物分野で協力協定」           

 

在ケニア・ベネズエラ大使館は、ケニアの Monica Juma

石油鉱物エネルギー相がベネズエラを訪問したと発表

した。 

 

到着時には、ベネズエラ外務省の Yuri Pimentel アフリ

カ担当次官が歓迎したと発表。その後、カルロス・ファ

リア外相と面談したとした。 

 

翌７月２２日 ケニアの Juma石油鉱物エネルギー相は、

ベネズエラの電気エネルギー省関係者らと意見交換を

実施。両国のエネルギー分野での関係強化について合意

したという。 

 

他、鉱物開発エコロジー相とも会談。鉱物分野でも両国

の関係強化について合意したという。 

 

 

（写真）在ケニア・ベネズエラ大使館 

 

ベネズエラとケニアの外交関係が始まったのは１９７

０年。２００９年にはエネルギー分野での協力協定を締

結していた。 

 

「Bancoex ボリビア国際見本市セミナーを実施」         

 

７月２３日 「Bancoex」は、９月１６日～２５日にボ

リビアで予定されている国際見本市「ExpoCruz２０２

２（第４６回）」への参加を呼び掛けるための説明セミ

ナーを開催した。 

 

「Bancoex」とは、外国取引のプロモーションを行うベ

ネズエラ政府系機関。外国での展示会・見本市などをオ

ーガナイズする日本でいうジェトロと似た機能の公的

組織だ。 

 

同セミナーに出席した企業の多くは、農業・化学品・繊

維・アルコール・医薬品・石油の業種だったという。 

 

社 会                       

「商品輸送の際に治安当局が商品を奪う」            

 

「ベネズエラ農業生産者団体（Fedenaga）」のアルマン

ド・チャシン代表は、ラジオ番組「Fedecamaras Radio」

に出演。 

 

商品の輸送中に検問所があり、そこで軍人らに輸送して

いる商品を取られる問題が現在も続いていると訴えた。 

 

このような軍人らの搾取に加えて、窃盗や強盗なども引

き続きあり、トラック運転手にとって深刻な問題になっ

ていると指摘。 

 

内務司法省に対して問題の解決を求めた。 
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「私が求めているのは、治安部隊に商品を横領させない

ことだ。しかし、商品を輸送するために１６～１８の検

問所を通過しなければならない。この移動途中に商品が

半分になってしまう」と訴えた。 

 

また、この横領の結果、企業は利益を確保するため商品

価格を挙げることになり、横領の負担は顧客も負わされ

ているとした。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「コロンビア ダリエン地峡の誘拐犯５名射殺」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.782」にて、パナマとコロ

ンビアをつなぐダリエン地峡で行方不明になるベネズ

エラ人が増えているとの記事を紹介した。 

 

長引く経済低迷の中、多くのベネズエラ人が外国に移住

したが、その多くは正式に移住できておらず、不法入国

をするケースが多い。 

 

コロンビアから陸路で北米に移動する際には、コロンビ

アからパナマをつなぐダリエン地峡を通過する必要が

あるが、この地は「Clan de Golfo」と呼ばれるマフィア

集団の拠点であり、誘拐などが多発している。 

 

 

この問題が注目されたことを受けてか、パナマとコロン

ビアはダリエン地峡のマフィア取り締まり部隊を派遣。 

 

コロンビア警察は、誘拐グループの構成員とされる５名

を射殺したと発表した。また、このオペレーション中に

２名のベネズエラ人を解放したという。 

 

 

 

 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7f82e4ca1b094ad613037336ffaf7e20.pdf

