
 VENEZUELA TODAY 
２０１８年４月３０日～５月１日報道              No.１３１   ２０１８年５月２日（水曜） 

1 / 8 

（写真）選挙管理委員会（CNE） “５月２０日の大統領選・州議会議員選の投票画面” 

 

 

２０１８年４月３０日（月曜） 

 

政 治                     

「CNE 州議会選候補者リストを公開」 

「米州機構 ベネズエラの難民問題を議論 

～結論出ず５月２日に再度召集～」 

 「米国政府 制裁解除も検討するとコメント」 

「SEBIN 亡命最高裁判事の自宅を家宅捜査」 

経 済                     

 「実質賃金を９５％増 実質給与２５６万ボリバル 

～その他 各種ボーナスの給付を約束～」 

 「租税単位（UT）８５０ボリバルに変更を発表」 

「４，６００万ドル相当のペトロ建て契約を締結」 

２０１８年５月１日（火曜） 

 

政 治                    

 「ファルコン AP 党首 ラッティ氏と協議 

～外務大臣、国連大使、米州機構大使を発表～」 

 「Meganalisis ６７．５％は投票棄権」 

経 済                    

 「ファルコン AP 党首 ドル給料表を公開」 

 「大統領 スーパーマーケットの値上げを非難」 

 「PDVSA２０年債 着金の報道流れる」 

社 会                    

 「メーデー 与野党が抗議行動」 

 「ベネズエラの通信事情はラテンアメリカで最悪」 



 VENEZUELA TODAY 
２０１８年４月３０日～５月１日報道              No.１３１   ２０１８年５月２日（水曜） 

2 / 8 

 

２０１８年４月３０日（月曜）             

政 治                       

「CNE 州議会選の候補者リストを公開」       

 

４月３０日 選挙管理委員会（CNE）はウェブサイトで

５月２０日の大統領選・州議会議員選の候補者リストを

公表した。 

 

CNE のウェブサイトに入り、「候補者公示（Divulgacion 

de Canditatos）」をクリックすると、州（Estado）と市

（Municipio）と地区（Paroquia）を選択するサイトに

飛ぶ。 

 

例えば、チャカオ市の有権者はミランダ州、チャカオ市

を選択すると、自身が投票できる大統領選の候補者と州

議会選の候補者を確認することが出来る。 

 

大統領選の候補者はどの州・市を選んでも同じだが、州

議会議員は選んだ市によって投票できる人物が変わる。 

 

例えば、日本人駐在員の多いチャカオ市の場合は右の画

面が表示される。 

 

大統領選候補者の顔写真と名前がリストになっており、

その下に州議会議員の小選挙区代表と比例代表リスト

が表示される。 

 

州議会議員選に出馬しているのは与党グループとファ

ルコン AP 党首グループ、ベルトゥッシ牧師グループの

候補者がほとんど。 

 

全国２３州の州議会議員は、この３グループが占めるこ

とになるだろう。つまり、主要野党であった野党連合

（MUD）から州議会議員になる人物は一人もいなくな

る。 

 

 

 

なお、５月２０日の選挙は大統領選と州議会議員選と市

議会議員選を行うはずだが、市議会議員選に関わる作業

はほとんど進んでいないと理解している。 

 

CNE は特段の発表をしていないが、あと１８日で準備

が出来るとは思えず、市議会選は別の機会で実施される

ことになりそうだ。 
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「米州機構 ベネズエラの難民問題を議論       

      ～結論出ず５月２日に再度召集～」         

 

米州機構（OAS）の一部加盟国がベネズエラ問題につい

て協議するため臨時会合を要請。４月３０日に臨時会合

が実施された（「ベネズエラ・トゥデイ No.130」４月２

８日付の記事参照）。 

 

ベネズエラ政府に反対するグループは、マドゥロ政権が

人道支援の受け入れに否定的であることを非難し、難民

の増加に懸念を表明した。 

 

同会合では OAS の移民テーマ代表者が急増するベネズ

エラ移民について説明。２００５年の時点では全世界で

４４万人弱だったベネズエラ移民は１７年には１６４

万人超と４倍。特に１５年から１７年の２年間に２倍以

上増えていると現状に警鐘を鳴らした（下資料参照）。 

 

 

 

また、カリタス財団のレポートを引用し、感染症が拡大

している現状と十分な医療ケアが受けられない現状に

ついて報告した。 

 

他、ブラジルやコロンビアなどベネズエラと国境を面し

ており難民の増加対策に悩んでいる国々が対策費を必

要としていると訴え、ベネズエラ政府に政策方針の改善

を求めた。 

 

 

これに対して、ベネズエラのサミュエル・モンカーダ

OAS 大使は、諸外国がベネズエラの内政に干渉し制裁

を科すことで国民生活を悪化させていることを訴えた。 

 

また、５月２０日の選挙について、米国、その他米国に

追随する国がネガティブな訴えをすることでベネズエ

ラの選挙制度を破壊しようとしている。 

 

米国はこの機会に乗じて、ベネズエラを混乱させ軍事介

入をしようとしていると米国他、コロンビア、ペルーな

ど近隣国に対して対ベネズエラ方針の転換を迫った。 

 

また、マドゥロ政権を強く非難するアルマグロ OAS 事

務局長に対して、ベネズエラを非人道的で独裁政権だと

紛糾するが、ベネズエラの歴史を認識することなく米国

の利害で一方的にマドゥロ政権を悪者にし、一方的な制

裁を科すことこそ強権政治だと反論した。 

 

最終的に同日の議論では結論は出ず、５月２日に再度、

ベネズエラ問題について協議が行われることになった。 

 

「米国政府 制裁解除も検討するとコメント」                  

 

４月３０日 米国国務省のフィッツパトリック西半球

政治テーマ担当官は、ベネズエラ政府が国民のための政

治経済転換をするのであれば、制裁を解除する用意があ

るとコメントした。 

 

トランプ政権は強硬路線のポンペオ元 CIA 長官を国務

長官に据え、ベネズエラへの懐柔策に転換することは困

難と予見していたが、方針転換をする可能性が出てきた。 

 

「もしマドゥロ政権が適切な資金コントロールを行い、

国のために投資し、憲法と国会を尊重し、人道支援を受

け入れるのであれば、我々は制裁を解除する。」 

と述べた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
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一方で、米国の金融制裁がベネズエラ経済の悪化の要因

になっているのではないかとの指摘について、否定した。 

 

「米国の制裁がベネズエラ経済を悪化させているとい

うのは虚偽だ。なぜならベネズエラ経済の悪化は米国が

経済制裁を科す１７年 8 月よりも前から始まっていた。」 

と述べた。 

 

「SEBIN 亡命最高裁判事の自宅を家宅捜査」         

 

４月３０日 政府直属の治安維持部隊 SEBIN が、亡命

最高裁判事２名の自宅（バルキシメト市とバレンシア市）

を包囲、家宅捜査を行った。 

 

少なくともバレンシア市の家には判事の妻、子供が住ん

でいたようだ。 

 

翌５月１日にチリ政府は本件について 

「ベネズエラ政府に対して、改めて人権を尊重するよう

要請する」 

との声明を送った。 

 

経 済                        

「実質賃金を９５％増 実質給与２５６万ボリバル    

    ～その他 各種ボーナスの給付を約束～」           

 

４月３０日 マドゥロ大統領は最低賃金の引き上げを

発表した。また、最低賃金の引き上げ措置は４月２５日

にさかのぼり有効にすると発言している。 

 

これまで最低賃金は３９万２，６４６ボリバルだったが、

これを１００万ボリバル（１５４．７％増）に引き上げ

る。 

また、法定福利の食料補助費もこれまでの９１，５万ボ

リバルから１５５万５，５００ボリバルに増えた。 

 

 

この結果、最低賃金と食料補助を含めた実質最低給与は

２５５万５，５００ボリバルになった。 

 

これまでの実質最低給与は１３０万７，６４６ボリバル

だったので、９５．４％増加したことになる。 

 

なお、現時点ではマドゥロ大統領による口頭での発表だ

けで官報は公布されていない。官報ではマドゥロ大統領

の発表と微妙な誤差があるかもしれない。 

 

大きな上昇とは言えるが、物価は毎月４０～６０％上昇

している。経済政策を根本から変えない限り９５．４％

の上昇は一時しのぎにしかならない。 

 

 
 

また、最低賃金以外に「祖国カード」の保有者に対して

様々な名目で給付しているボーナスの引き上げも発表

した。 

 

例えば、家族の人数に応じてボーナスを給付する制度は

既存の支払い額から約５５％の引き上げを発表した。 

 

２名家族は毎月３２万ボリバルから５０万ボリバル 

３名家族は毎月４９万ボリバルから７６万ボリバル 

４名家族は毎月６６万ボリバルから１０２万ボリバル 

５名家族は毎月８３万ボリバルから１２８万ボリバル 
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月額最低賃金 月額食料チケット（出所）官報

但し18年5月の改定は官報未公布

表： 最低賃金と食料補助制度の推移
（単位：ボリバル）

2018年4月25日～

最低賃金 100万ボリバル

食品チケット 155万5,500ボリバル

合計： 255万5,500ボリバル
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６名家族は１００万ボリバルから１５４万ボリバル 

７名家族は１１７万ボリバルから１８０万ボリバル 

８名家族は１３４万ボリバルから２０６万ボリバル 

・・・・ 

 

また、５月１日の「メーデー」にちなんで労働者ボーナ

スを支給。祖国カードを持つ１，０００万人に対し１５

０万ボリバルを給付すると発表した。 

 

他、妊婦への補助金やハンディキャップを持つ人への補

助金も引き上げた。 

 

「租税単位（UT）８５０ボリバルに変更を発表」                  

 

最低賃金と同時に、課税や公的サービスの料金徴収の基

礎単位となる租税単位（UT）を１ＵＴ５００ボリバル

から１ＵＴ８５０ボリバルに引き上げると発表した。 

 

租税単位は例年、一年に一回改定するもので１８年は３

月１日に１ＵＴ３００ボリバルから５００ボリバルに

引き上げられたばかり（「ベネズエラ・トゥデイ No.105」

３月１日付の記事参照）。 

 

租税単位が１年で２回改定したことは筆者が知る限り

初めての事だ。 

 

「４，６００万ドル相当のペトロ建て契約を締結」                  

 

４月３０日 マドゥロ大統領はビジネス見本市「Expo 

Venezuela Potencia ２０１８」に出席し、同イベント期

間中に住宅プロジェクトと皮革製品で７７万８，４３１

ペトロの取引が成約したと発表した。 

この金額はドルに換算して約４，６００万ドルに相当す

る。 

 

 

 

「Expo Venezuela Potencia ２０１８」には民間企業１

９０社、国営企業１６５社、合弁会社１２社の合計３６

７社が出展した。 

 

 

（写真）Expo Venezuela Potencia ツイッター抜粋 

 

２０１８年５月１日（火曜）             

政 治                       

「ファルコン AP 党首 ラッティ氏と協議        

 ～外務大臣、国連大使、米州機構大使を発表～」        

 

５月１日 ファルコン発展進歩党（AP）党首はアレハ

ンドロ・ラッティ候補と大統領選候補を統一させるため

の協議を行ったことを明らかにした。 

 

他、大統領選で当選した後に外務大臣をエドゥアルド・

フェルナンデス氏、国連大使をフリオ・セサル氏、米州

機構（OAS）大使をペドロ・ニッケン氏にすると発表し

た。 

 

他、野党連合（MUD）に所属する政治家が選挙に参加

するべきだとの考えに共鳴するようになってきたと述

べた。 

 

実際に４月３０日に開かれた「Voluntariado Nacional 

Con Henri Falcon」というイベントには大衆意志党（VP）

のラモン・グアクト氏が参加。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9e6b8335d63e8090237dbb15e357a648.pdf
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他にも新時代党（UNT）、行動民主党（AD）の党員がフ

ァルコン氏のグループに加盟し始めている。 

 

 

（写真）元プレス労働組合代表 

マリオ・ビジェガス氏ツイッターより抜粋 

 

「Meganalisis ６７．５％は投票棄権」           

 

世論調査会社 Meganalisis が４月９～１４日にかけて人

口が多い１６州で１，０５０名に対して、電話でアンケ

ートを取った結果を公表した。 

 

アンケートで「５月２０日の大統領選に投票するか？」

との質問に対して、６７．５％は「投票しない」と回答。

２１．４％は「投票する」と回答した。 

 

「誰に投票するか？」との質問に対して「誰にも投票し

ない」と回答したのは６５．７％。「分からない」が１

１．４％。 

 

個人名では「マドゥロ大統領」との回答が１５．３％、

「ファルコン党首」との回答が６．２％、「ベルトゥッ

シ牧師」との回答が０．９％だった。 

 

同社は野党系の世論調査会社であり、偏った結果である

ように思える。 

 

それにしても、コロンビア系のメディア NTN２４は驚

くほど野党系メディアだと感じた。 

 

NTN２４の番組を見ていたが、コメンテーターの選定

から司会者の質問の仕方など中立性を著しく欠いてお

り、扇動的な報道が目立つ。 

 

NTN２４は、政府が報道の自由を抑圧していると非難

しているが、国民の対立を煽るような報道に偏りすぎる

のも考えものだろう。 

 

 

（写真）コロンビア系報道 NTN２４ 

 

経 済                       

「ファルコン AP 党首 ドル給料表を公開」            

 

ファルコン AP 党首は警察、教師、医師の３職業につい

て、政権交代後に想定しているドル建て給与額を発表し

た。 

もちろん政府が定める給料なので国立学校の教師と国

立病院の医師への支払額になるだろう。 
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同発表によると、警察の月給は１０７．３ドル～３７３．

５ドル（現在の給料は並行レートで換算すると月給４．

３ドルから１５ドル）。 

 

教師の給料は１８８．１ドル～３１３．４ドル（同７．

５ドル～１２．５ドル）。 

 

医師の給料は１７５．６ドル～３３７．７ドル（同５．

４ドル～１０．４ドル） 

 

他、ファルコン党首は月額２５ドルの直接給付金を支給

すると公約で訴えている。 

 

いずれにせよ国際的には驚くほど低い。これで十分とは

思えないが、現状よりはましということだろうか。 

 

「大統領 スーパーマーケットの値上げを非難」         

 

マドゥロ大統領はスーパーマーケットに対して 

「狂ったように価格をつり上げている。」と小売店を非

難。 

「もし小売店がこのまま価格をつり上げ続けるようで

あれば、私は正義の鉄槌を下す。最後のチャンスを与え

る。」と警告した、 

 

アイサミ副大統領もマドゥロ大統領が「最後通牒」を出

したとコメントしている。 

 

マドゥロ大統領は選挙前になると、人気取りのために価

格統制庁（SUNDDE）の査察を強化し、小売店などの

価格を強制的に引き下げる傾向にある。 

 

最も象徴的だったのは１３年１２月の全国市長選挙。当

時、家電量販店ダカを査察し、外貨発給を受けていたに

もかかわらず、並行レート建てで商品を販売していたと

して経営者を逮捕。 

 

ダカの商品を強制的に値下げさせた。また、この発表を

した際に、マドゥロ大統領は演説中に勢い余ってか、「ダ

カの棚を空っぽにしろ！」と発言。 

 

触発された多くの国民がダカを襲い商品を奪っていっ

た。この事件は「ダカソ（DACAZO）」として今でもベ

ネズエラ人の記憶に残っている。 

 

このような対応が功を奏したようで、１３年１２月に行

われた市長選は与党が大勝をおさめたことは有名な話

である。 

 

最低賃金を大幅に改定すれば、物価が上昇するのはほぼ

決まっている。物価上昇は加速するため、スーパーに対

して値下げを強制すれば、国民の支持が回復するかもし

れない。 

 

今回はその伏線を張った可能性があり、今後スーパーマ

ーケットが査察の標的になる可能性がある。 

 

「PDVSA２０年債 着金の報道流れる」              

 

先週からPDVSA２０年債の利息１億７００万ドルの利

払いが始まったとの報道が流れていた（「ベネズエラ・

トゥデイ No.130」４月２８日付の記事参照）。 

 

本件について、ロイター通信は米国の決済機関 DTC を

介して、既に複数の投資家へ支払いが始まっていると報

道した。 

 

これまで着金から決済まで時間がかかることが何度か

あったようだが、PDVSA２０年債は異例のスピードで

支払いが始まったと言えそうだ。 

一方で、決済機関によって支払いのスピードに差がある

ようなので、全ての債権者への支払いにはもう少し時間

がかかる可能性もあるだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
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「メーデー 与野党が抗議行動」            

 

５月１日は「メーデー」のため、ベネズエラは祝日。 

 

４月３０日 野党連合のアントニオ・ベラスケス LCR

党首は、労働者に対して抗議行動を行うよう呼びかけた。 

 

休日であること、労働者として多くの不満を抱えている

こと、メーデーであることを理由に、昨年のような盛り

上がりは無いものの、これまでよりも多くの市民が動員

した。 

カラカスではショッピング・センター「セントロ・リー

ド」に集合。写真を見る限りでは数百名は参加していそ

うだ。 

 

 

（写真）Efecto Cocuyo 

“野党支持者による反政府デモ” 

 

また、デモに参加した石油産業労働組合のイバン・フレ

イタ代表は５月１５日にも労働者による反政府デモを

呼びかけた。 

 

 

 

 

他方、与党も５月１日に合わせて政府支持を表明するた

めの行進を呼びかけていた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.130」４月２７日付の記事参照）。 

 

与党側のデモ行進は大音量で乗りの良いサンバのよう

な音楽を流し、踊りながら大通りを練り歩くお祭り騒ぎ

だった。 

 

 

（写真）国営報道局 VTV 

 

「ベネズエラの通信事情はラテンアメリカで最悪」              

 

社会プレス機関（Ipys Venezuela）がベネズエラの全国

２３州で６，０００回超のテストを実施した結果、ベネ

ズエラの通信速度は１．６１Mbps（メガビット）だっ

たとの結果を公表した。 

 

他方、クラウドセキュリティ事業を提供する米国のアカ

マイ・テクノロジーズ社によると、ラテンアメリカの１

７年第１四半期の平均ネット通信速度は５．６Mbps で

ベネズエラの通信速度はラテンアメリカで最も低いよ

うだ。 

 

なお、参考までだが au のダウンロード通信速度（平均）

は７５Mbps だという。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4c51985e8d01c2795e2746efc70d3b8d.pdf

