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（写真）与党国会 “労働法の改定の検討を開始、７月に第１議論を実施予定” 

 

 

２０２２年５月２日（月曜） 

 

政 治                     

「年金受給者 BsD１万支給対象者は１２万人 

～高齢者の９０％は支給対象から外れる？～」 

「与党陣営 マドゥロ政権のバラマキ不十分を批判」 

「米国務長官 グアイド議長と電話協議」 

「米政府 マドゥロ政権との再協議の噂を否定」 

経 済                     

「経済界 最低賃金の留保は協議の結果？」 

「マドゥロ政権 イランのエネルギー相と協議」 

社 会                     

「報道の自由度ランキング １８０カ国中１５９位」 

２０２２年５月３日（火曜） 

 

政 治                    

「パラグアイ マドゥロ政権との国交回復拒絶 

～与党国会 外国議会との関係を強化～」 

「大統領選 １０００万人が投票できない可能性」 

経 済                    

「与党国会 労働法改定の検討を開始 

～経済の求めに応じ法律の柔軟化を検討か～」 

「ガソリンスタンド 補助金補填なく経営危機」 

「ベネズエラとの直行便再開を検討している国」 

社 会                    

「Covid-１９による死亡率が低下」 
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２０２２年５月２日（月曜）             

政 治                       

「年金受給者 BsD１万支給対象者は１２万人           

  ～高齢者の９０％は支給対象から外れる？～」       

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.748」にて、５月１日

の「労働の日」にマドゥロ大統領が、年金受給者を対象

に BsD.１万（２，２００ドル超）を支給すると発表し

た記事を紹介した。 

 

本件について、デルシー・ロドリゲス副大統領は詳細を

説明。 

 

この特別年金は１２カ月かけて、２０２３年５月１日ま

でに「祖国システム」を通じて支給するとした。 

 

つまり、「祖国システム」に登録していることが支給要

件になる。 

 

また、ロドリゲス副大統領は想定される支給対象者の数

について１２万人と言及。対象になる人々は退職した省

庁へ行き、当該省庁の人事課で申請を行う必要があると

した。 

 

１２万人というのは、筆者が想像していたよりも遥かに

少ない。確認したところ、この支給対象は「公務員とし

て務めていた年金受給者」のようだ。 

 

また、本件について人権分野の専門家エドガー・シルバ

氏は、ベネズエラ国内には年金受給者が５００万人いる

と指摘。 

 

９０％超の年金受給者が BsD.１万の支給の対象からは

ずれているとした。 

 

 

なお、２，２００ドルを１２万人に支給する場合、必要

な予算は２億６，４００万ドル。かなりの金額であるこ

とは間違いないが、今のベネズエラでもねん出できない

金額ではないだろう。 

 

「与党陣営 マドゥロ政権のバラマキ不十分を批判」         

 

今年の「労働の日」を祝したマドゥロ政権のバラマキ政

策について、メディアでは期待よりも小さな政策だった

として失望的な報道が多い。 

 

与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」陣営の「ベ

ネズエラ共産党（PCV）」からも賃金の改定がなかった

ことに不満の声が出ている。 

 

５月１日 PCV は声明を発表。 

「我が国の労働者は攻撃にさらされ、苦しんでいる。 

現在のような経済危機は歴史上起きたことがない。 

これは資本主義に依存するブルジョワ階級のシステム

が引き起こしたものだ。 

資本主義に傾倒することは輸入依存経済を深化するこ

とであり、国内産業を衰退させることだ。」 

と指摘した。 

 

また、与党「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）」のナ

ンバー２であるディオスダード・カベジョ PSUV 副党

首も労働の日にマドゥロ大統領が発表した政策に不満

を漏らした。 

 

「賃金改定はあった。最低賃金は０．５ペトロ（３０ド

ル）になった。１７００％の大幅改定だ。しかし、我々

は賃金を上げ続ける必要がある。マドゥロは労働者階級

の大統領であり、労働者の最も良い同伴者だ。」 

と指摘した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2b8e632ea0b1521f58885b377e20650.pdf
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この記事を読んだ人は、タイトルや誘導文とコメントの

内容に違和感を覚えたのではないだろうか。 

 

しかし、記事のタイトルでは「カベジョと PCV がマド

ゥロを非難した」と書かれている。 

 

ベネズエラではこのようにタイトルや誘導文と実際の

発言内容が一致していないことがある。 

 

現地メディアは、政治的な意図をもってタイトルを書い

ていることを理解してもらいたいと思い、今回は敢えて

ミスリードのタイトルをそのまま掲載してみた。 

 

「米国務長官 グアイド議長と電話協議」                  

 

５月２日 米国のブリンケン国務長官はツイッターを

投稿。グアイド議長と電話で協議を行ったと発表した。 

 

投稿の内容は 

「私はグアイド氏と会話し、米国がベネズエラ国民の求

める“自由と民主主義の回復”と“ベネズエラの繁栄”を

支援する意思を伝えた。 

 

我々は民主主義を取り戻す最も平和的な道筋として、ベ

ネズエラ人による交渉の成功に引き続き尽力している。」 

というもの。具体的にどのような話し合いがもたれたの

かは不明だ。 

 

 

 

「米政府 マドゥロ政権との再協議の噂を否定」         

 

英国系メディア「The Economist」は、マドゥロ政権と

米国政府の高官がトリニダード・トバゴで協議を行うと

の記事を報じていた。 

 

本件について、米国国務省のブライアン・ニコル秘書官

（下写真右の男性）はコロンビア系メディア「NTN」に

出演し、「そのような会合は予定されていない」とコメ

ント。 

 

水面下でマドゥロ政権との協議が続いているとの憶測

を否定した。 

 

また、ニコル秘書官はメキシコでの与野党交渉再開を促

進していると説明。同時にベネズエラで逮捕されている

米国人の解放を重要視していると補足した。 

 

 

（写真）@GstauAlegret 

“ニコル米国務省秘書官 トリニダード・トバゴでのマ

ドゥロ政権関係者との会合を否定” 
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経 済                        

「経済界 最低賃金の留保は協議の結果？」           

 

「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」の元代表ホルヘ・

ロイ氏は、マドゥロ政権が最低賃金を改定しなかった理

由について、「国際労働機関（OIT）」との協議の結果の

可能性があるとした。 

 

先週、「国際労働機関（OIT）」のミッション団がベネズ

エラを訪問し、４月２８日にマドゥロ大統領と協議を行

った（「ベネズエラ・トゥデイ No.747」）。 

 

ホルヘ・ロイ氏は同協議に参加していたという。 

 

この協議の際、OIT 代表団は「賃金の改定は政府と企業

家と労働者の３主体の合意により実施するように」とマ

ドゥロ政権に求め、マドゥロ政権は同意したようだ。 

 

企業家との合意が成立しないため、賃金改定を行わなか

った可能性を指摘した。 

 

なお、現在 Fedecamaras の代表を務めるカルロス・フェ

ルナンデス氏は「最低賃金の改定は生産性の向上と関連

づけられるべき」と述べており、経済回復に合わせて賃

金を見直していくべきとの見解を表明している。 

 

なお、ロイ元代表は「２０２２年中に新たな賃金改定が

ある」と述べており、マドゥロ政権の最低賃金見直しに

経済界の意思が反映されていることを示唆した。 

 

「マドゥロ政権 イランのエネルギー相と協議」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.748」でも紹介したが、

現在イランから Javad Owaji 石油相がベネズエラを訪問

している。 

 

 

５月２日 マドゥロ大統領は、Owaji 石油相と協議。 

エネルギー分野での協力関係を深化させることで合意。 

また、米国の経済制裁を回避するために協力することで

合意した。 

 

ただし、具体的にどのような話し合いがもたれたのかは

不明だ。 

 

 

（写真）マドゥロ大統領 

 

社 会                        

「報道の自由度ランキング １８０カ国中１５９位」           

 

「国境なき報道者（Reporteros Sin Fronteras）」は、世

界１８０カ国の報道の自由度をランキング化。ベネズエ

ラは１８０カ国中１５９位との結果が出た。 

 

最下位は北朝鮮。ラテンアメリカ地域では、キューバが

１７３位。ホンジュラスが１６５位、ニカラグアが１６

０位だった。 

 

なお、ベトナムが１７４位というのは個人的には意外な

結果だった。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5d35a39d0cfd33a4ffb2693ba53c7d9.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2b8e632ea0b1521f58885b377e20650.pdf


 VENEZUELA TODAY 
２０２２年５月２日～５月３日報道               No.７４９   ２０２２年５月４日（水曜） 

5 / 7 

 

逆にラテンアメリカ地域で最も評価が高かったのがコ

スタリカで８位、次いでジャマイカが１２位、トリニダ

ード・トバゴが２５位だった。 

 

ちなみに、日本は７１位。前回の調査では６７位だった

ので、４位順位を下げたことになる。 

 

詳細は「国境なき報道者（Reporteros Sin Fronteras）」

ウェブサイトを参照されたい。 

 

 

（写真）Reporteros Sin Fronteras 

 

２０２２年５月３日（火曜）               

政 治                        

「パラグアイ マドゥロ政権との国交回復拒絶      

   ～与党国会 外国議会との関係を強化～」        

 

４月にアルゼンチンのフェルナンデス大統領がベネズ

エラとの国交回復を宣言。 

 

他のラテンアメリカ諸国についてもマドゥロ政権との

関係改善を提案し、「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同

体（CELAC）」で議題にすることを提案している。 

 

 

 

また、カリブ海のセントビンセント・グレナディーン諸

島の首相はマドゥロ大統領と協議し、ベネズエラに負っ

ていた約７０００万ドルの債務が免除されたと発表。 

 

ペトロカリベのスキームを再開し、ベネズエラからディ

ーゼル燃料や家庭用ガスの輸入を再開するようだ（「ベ

ネズエラ・トゥデイ No.748」）。 

 

資源価格が高騰する中、ベネズエラは他の近隣国に対し

ても安価なエネルギーを提供することを提案しており、

魅力的なオファーとなっているようだ。 

 

パラグアイもベネズエラとの取引再開を求める声があ

り、パラグアイ国会の Oscar Saloman 氏はベネズエラ与

党国会の議員と会談し、パラグアイもベネズエラと国交

を回復するべきと表明した。 

 

この発言を受けて、パラグアイのアブド・ベニテス大統

領は、マドゥロ政権との国交回復の可能性を拒絶する考

えを示した。 

 

パラグアイのベニテス政権は南米の中でコロンビアの

ドゥケ政権に次いで、マドゥロ政権と関係が悪い国だ。 

 

同国は「ペトロカリベ」のスキームでベネズエラから原

油を調達していたが、グアイド議長が暫定大統領に就任

する以前から政治的な対立が理由でマドゥロ政権への

債務支払いを停止していた。 

 

これまでの政治的な経緯を鑑みるとベニテス政権がマ

ドゥロ政権との関係を改善することは考えにくく、２０

２３年にベニテス大統領が交代するまでパラグアイが

マドゥロ政権と接近する可能性はないだろう。 

 

また、ベネズエラ与党国会は外国との関係を改善するた

めに１８カ国と「友好議員グループ」を結成すると発表

した。 

https://rsf.org/es/clasificacion
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2b8e632ea0b1521f58885b377e20650.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f2b8e632ea0b1521f58885b377e20650.pdf
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「友好議員グループ」が結成された１８カ国は、中国、

ロシア、イラン、トルコ、北朝鮮、カタール、ベトナム、

キューバ、ニカラグア、南アフリカ、ブラジル、ボリビ

ア、メキシコ、ベラルーシ、インド、ウルグアイ、パレ

スチナ、イタリア。 

 

国名を見ても分かる通り、基本的に左派系の政権が多く、

元々マドゥロ政権をベネズエラ政府と認識している国

が大半となっている。 

 

「大統領選 １０００万人が投票できない可能性」           

 

選挙分野の市民団体「Sumate」は、２０２４年に予定さ

れている大統領選について、約１０００万人の有権者が

投票権を行使できない可能性があると指摘した。 

 

Sumate によると、１８～４５歳の有権者３０１万人が

外国に居住しており、有権者登録が出来ていないという。 

 

また、２２年～２４年１２月までに１４０万人が１８歳

になり有権者になるという。 

 

加えて、３３０万人がベネズエラ国内に有権者登録され

ているが、実際は外国に居住しており、事実上投票でき

ない状況になっているという。 

 

他にも１００万人以上がベネズエラ国内で移住したが、

有権者登録が過去のままで投票できなくなっていると

いう。 

 

大統領選が実施されるまでにこの有権者登録を改善す

る必要があると指摘した。 

 

 

 

 

 

経 済                       

「与党国会 労働法改定の検討を開始             

 ～経済界の求めに応じ法律の柔軟化を検討か～」           

 

５月３日 与党国会のホルヘ・ロドリゲス議長は「社会

開発常設委員会」に対して、労働法を改定するための検

討を開始するよう要請。 

 

「遅くとも７月には労働法の改定について第１議論を

開始する。より早く作業が進むのであれば、なお良い。」

と述べた。 

 

５月１日 マドゥロ大統領は与党国会に対して、労働法

の改定を指示しており、マドゥロ大統領の指示を受けた

ものになる。 

 

どのような方向で労働法を改定しようとしているのか

は不明だが、経済界の要望に応じた法律改定を検討して

いるのかもしれない。 

 

ベネズエラの労働法は、経営者の意思で労働者を解雇す

るのが非常に困難、労働条件を悪化させることを禁止す

るなど労働者がかなり有利な法律になっている。 

 

同法律が制定されたのはベネズエラ経済が比較的好調

だった２０１２年。１０年以上、労働法は改定されてお

らず、現状に合わない仕組みになっていた。 

 

４月２８日 マドゥロ大統領は OIT 代表団と協議を行

っており、その協議でも労働法について意見交換が行わ

れたものと思われる。 

 

過去に接収した会社を元のオーナーに返却するなど、全

体の流れとして、マドゥロ政権が経済界の求めに応じて

いる印象があり、今回の労働法改定も経済界の求めを受

けたものの可能性はありそうだ。 
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「ガソリンスタンド 補助金補填なく経営危機」         

 

現地メディア「Tal Cual」は、カラカス首都区・バルガ

ス州などのガソリンスタンド経営者を取材。経営が危機

的な状況になっていると報じた。 

 

現在、ベネズエラには政府の補助金付きガソリンと補助

金なしのガソリンの２種類が存在する。 

 

政府の補助金付きのガソリンは非常に安価で、販売後に

マドゥロ政権側が差額分を補填する仕組みになってい

る。 

 

しかし、その補填されなければいけない差額をマドゥロ

政権が支払わないため、現金がショートしているという。 

 

「首都圏ガソリンスタンド協会」は PDVSA に対して、

ガソリン補助金の支払いを行うよう求める要望書を作

成。PDVSA に対して即時支払いを求めた。 

 

要望書によると、ガソリンスタンド経営者は毎月５００

万ドルの支払いを肩代わりしているという。 

 

「ベネズエラとの直行便再開を検討している国」         

 

ここ１カ月ほどベネズエラの Covid-１９の新規感染者

は極めて少なく、ベネズエラ国民の Covid-１９に対す

る懸念はかなり緩和されている。 

 

感染懸念が和らいでいるためか、ベネズエラとの国際線

を復活させようという国が増えているようだ。 

 

「ベネズエラ旅行代理店協会」のNicola Furnari代表は、

現在ベネズエラとの国際線が再開する可能性がある国

ついて名前を挙げた。 

 

 

Furnari 代表によると、直通便が再開する可能性がある

のは、フランス、ペルー、アルゼンチン、イタリア、エ

クアドル、イラン、中国、カタールだという。 

 

なお、最近国際線の運行が再開した国として、ロシア、

スペイン、セントビンセント島、ポルトガルを挙げた。 

ただし、これらの国の乗客は現在のところ少ないという。 

 

社 会                       

「Covid-１９による死亡率が低下」            

 

「ベネズエラ感染症団体」の Manuel Fiquera 副代表は、

ベネズエラ国内でコロナウイルスの死亡率が低下して

いるとした。 

 

また、死亡率に加えて、Covid-１９を理由とする入院患

者、集中治療室の使用率も低下していると言及した。 

 

現在の感染状況を踏まえると４度目のワクチン接種を

全てのベネズエラ国民を対象に行う合理的な理由はな

いと指摘。 

 

４度目のワクチン接種は重篤な症状が出やすい高齢者

を対象にするべきとの見解を示した。 

 

なお、「米州保険機構（OPS）」の発表によると、ベネズ

エラ国内で２回以上のワクチン接種をしているのは全

体の５０％だという。 

 

他、民間団体が行ったアンケート調査では、３回目のワ

クチン接種をしたのは５～６％だけだという。 

 

以上 


