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（写真）食糧省 “食糧省 米国の制裁を理由に CLAP の提供頻度、品数、バリエーションが減ると発表” 

 

 

２０１９年９月６日（金曜） 

 

政 治                     

「急進野党グループ 

来年のグアイド議長続投に待った」 

「マドゥロ政権 人権活動家の家宅捜索」 

「米経済担当官 マドゥロ大統領の資産を告発」 

経 済                     

「米国政府 キューバに追加制裁を発動」 

「マドゥロ政権 １２ドル相当の給付金を支給」 

社 会                     

「CLAP の食料配給量・頻度減る」 

「ベネズエラ野球リーグの代表辞任」 

2019 年 9 月 7～8 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 大統領選についてコメント 

～マドゥロの出馬は与党が決めること～」 

「米国政府 欧州に制裁強化を求める」 

経 済                    

「マドゥロ大統領 知事に国営会社の管理一任」 

「グアイド政権の CITGO 信用評価が改善」 

「国内製油所の稼働率 著しく低下」 

社 会                     

「ベネズエラの犯罪グループレポート 

～全土に１１０の犯罪組織が存在～」 
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２０１９年９月６日（金曜）             

政 治                       

「急進野党グループ                 

      来年のグアイド議長続投に待った」       

 

グアイド議長は、憲法の規定に従い１９年１月に暫定大

統領就任を宣言した。 

 

グアイド議長が暫定大統領である根拠は憲法に書かれ

ている。 

 

「大統領が任期半分（３年）を経過する前に「絶対的な

不在（辞任、死亡、止む負えない職務不能な状態など）」

になった場合、次の大統領選が実施されるまでの期間は

国会議長が大統領の職務を代行する」という規定。 

 

議長の任期は１年なので、グアイド議長が２０２０年１

月に議長を交代するのであれば、暫定大統領も交代する

ことになる。 

 

しかし、８月の時点でグアイド議長は「自由で公平な大

統領選挙が実施されるまで自身が暫定大統領を続投す

る」との姿勢を示している（「ベネズエラ・トゥデイ

No.333」参照）。 

 

従って２０２０年以降もグアイド議長は国会議長を継

続すると思われる。 

 

９月６日 グアイド議長のスタンスについて急進野党

派の議員で構成される「７月１６日グループ」が反論。 

 

 

 

 

 

 

ベネズエラ主導党（VV）のホセ・ルイス・ピレイラ議員

は、 

「我々は、２０２０年以降もグアイド議長が国会議長を

続けるという話は相談を受けていない。疑問のあるコメ

ントで、時期尚早だと考えている。７月１６日グループ

は、本件について議論していない。」 

との見解を示した。 

 

実は現在の国会任期が始まる１６年１月に野党は向こ

う５年間の役職者の順番を決めていた。 

 

当時の輪番表は以下の通り。 

 

現在は、４年目でこれまではこの輪番表の通り役職者が

決まっている。 

 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe5dbef0453399c71f3b4ade7caefec.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0fe5dbef0453399c71f3b4ade7caefec.pdf
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問題は５年目（２０２０年）。 

 

５年目の議長は「少数派から選定（Eleccion Minorias）」

と書かれている。 

 

少数派ということは急進野党の議員が議長に就任する

可能性があり、グアイド議長が国会議長を続投すること

には異議があるということだろう。 

 

「マドゥロ政権 人権活動家の家宅捜索」         

 

９月６日 急進野党支持の人権活動家タマラ・スジュ氏

は、カラカスの自身の自宅が犯罪科学捜査班（CICPC）

に家宅捜索を受けたと訴えた。 

 

スジュ氏はツイッターで 

「CICPC が、ベジョモンテ地区にある私と私の兄弟の

マンションを捜索している。何を探しているのか？食器

や絵か？そこにはそれ以上のものは無い。」 

と投稿した。 

 

なお、スジュ氏自身はチェコに住んでいるため、生活自

体には直接的な支障はない。 

 

数日前には、グアイド議長に米州機構（OAS）のベネズ

エラ代表大使に任命されたブリセーニョ氏のカラカス

の自宅にも CICPC の家宅捜査が入っている。 

 

「米経済担当官 マドゥロ大統領の資産を告発」                  

 

９月６日 在ベネズエラ米国大使館の経済担当官を務

めていたジェームス・ストーリー担当官は、コロンビア

のテレビのインタビュー番組に出演。 

 

 

 

 

マドゥロ大統領が国外に持っている資産について詳細

を明らかにした。 

 

ストーリー担当官によると、マドゥロ大統領は英国に

GOLD を持っており、マイアミ、ニューヨーク、エル

ドラルに複数の不動産と金融口座を保有しているとい

う。 

 

ストーリー担当官は、これらの資産は制裁により凍結さ

れていると説明した。 

 

この不動産がマドゥロ大統領の資産隠しに協力してい

るラウル・ゴリン氏名義の資産なのか、マドゥロ大統領

自身の名義なのかは定かではない。 

 

経 済                        

「米国政府 キューバに追加制裁を発動」           

 

９月６日 米国政府はキューバに対して追加制裁を発

動した。 

 

主な内容は以下の通り。 

 

１．３カ月当たり１，０００ドルを上限とする家族への

仕送りは維持。ただし、キューバ政府役員およびキ

ューバ共産党員とその親族への仕送りは禁止。 

 

２．寄付金の送金禁止。 

 

３．キューバ発展のための民間部門の個人・法人への送

金を承認。 

 

４．米国域内の金融機関による U ターン取引の禁止。 

 

１９年１０月９日より今回の措置が有効になる。 
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「マドゥロ政権 １２ドル相当の給付金を支給」         

 

９月６日 マドゥロ政権は、祖国カード保有者に対して

「経済制裁給付金」の名目で BsS.２５万の給付金を支

給した。 

 

この金額は最低賃金の６．２５倍であり、現在の公定レ

ートで言えば１２．２ドルに相当する。 

 

マドゥロ大統領によると、現在の祖国カード登録人数は

１，８５０万人。 

 

給付を受けることができる人は登録されている携帯電

話にメッセージが届く。 

 

その後、インターネットで祖国カードのウェブサイトに

入り、ログイン後に必要な手続きを経る必要がある。 

 

社 会                        

「CLAP の食料配給量・頻度減る」            

 

食糧省は、マドゥロ政権が行っている安価な食糧配給制

度「CLAP」の配給頻度と中身を変更すると告知した。 

 

CLAP は１５日に１度配られることになっているが（実

際は１５日に１度の頻度では来ていないと言われてい

る）、今後は２２日に１度の頻度に下がる。 

 

また、CLAP の箱の中身もこれまでよりも減るようだ。

これまで２４品目が入っており、輸入品も含まれていた

が、今後は粉ミルクが無くなり、商品は全て国産品にな

るという。 

 

食糧省は今回の変更は米国の制裁の影響だと説明して

いる。 

 

 

「ベネズエラ野球リーグの代表辞任」                  

 

９月５日 ベネズエラのプロ野球リーグ「LVBP」のフ

ァン・ホセ・アビラ代表が辞任を発表した。 

 

また、「LVBP」の副代表を務めていたパラシオ氏も代表

に就任することを拒んだという。 

 

混乱の理由は、米国政府の制裁。 

 

米国の制裁では、米国の個人・法人が PDVSA を含む政

府関係組織と取引をすることを禁止している。 

 

ベネズエラのプロ野球チームは、PDVSA が最大スポン

サー。米国の大リーグは、LVBP がベネズエラ政府関係

組織に当たると認識したようだ。 

 

米国大リーガーの選手がベネズエラでプレイできなく

なることで、ベネズエラの野球リーグは継続不可能なほ

ど厳しい状況になるようだ。 

 

一連の混乱を理由に今シーズンは LVBP が無いのでは

ないかと懸念されている。 

 

２０１９年９月７日～８日（土曜・日曜）             

政 治                        

「グアイド議長 大統領選についてコメント       

   ～マドゥロの出馬は与党が決めること～」        

 

９ 月 ８ 日  グ ア イ ド 議 長 は 、 現 地 メ デ ィ ア

「independiente」の取材に応じた。 

 

取材で「マドゥロ大統領が候補者として参加する選挙に

参加する意思はあるか？」との質問を受けると、 
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「それは、ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）が決め

ることだ。マドゥロは現政権の中で最も評価が低い候補

者の一人になるだろう。 

 

Datanalisis の世論調査によると、マドゥロと選挙を行っ

た場合、８３対１７で我々が勝てる。」 

とコメント。 

 

その後、記者が国会議員選と大統領選を同時に行う可能

性について質問すると、 

 

「あり得ない決断ではないだろう。しかし、真の意味で

自由で公平な選挙でなければ我々は参加しない。」 

と回答した。 

 

急進野党は、マドゥロ大統領が出馬する選挙には絶対に

参加するべきではないとの姿勢を示している。その意味

でグアイド議長のスタンスは急進野党よりも若干マイ

ルドなものと言えそうだ。 

 

 

（写真）Indipendiente “グアイド国会議長” 

 

 

 

 

 

 

 

「米国政府 欧州に制裁強化を求める」           

 

９月８日 米国国務省でベネズエラ担当を務めるエリ

オット・エイブラムス担当官はベラルーシに訪問。 

欧州連合に対してマドゥロ政権への制裁を強化するよ

う求めた。 

 

エイブラムス担当官によると、米国政府は現在１１５名

のマドゥロ政権関係者に個人制裁を科している。 

また、原油取引を禁止する制裁、金融制裁なども科して

いる。 

 

他方、欧州連合は１８名のマドゥロ政権関係者にしか個

人制裁を科していいない。個人制裁以外の制裁は、欧州

域内からマドゥロ政権に対して武器の輸出を禁止する

制裁のみ。 

 

両地域の制裁の度合いには大きな差がある。 

 

真偽のほどは定かではないが、現地メディア

「Maduradas」は、欧州で制裁に反対しているのはギリ

シャ政府と報じており、グアイド政権はギリシャ政府が

制裁強化を承認するよう働きかけているとしている。 

 

経 済                       

「マドゥロ大統領 知事に国営会社の管理一任」            

 

マドゥロ大統領は、全国の知事を集め会合を実施。 

そこで地方の国営企業の管理権を各州にゆだねる方針

を示した。 

 

「ベネズエラの生産性を向上させるため、地域の全ての

プロジェクトと、国家が管理している国営製造業を地方

の手にゆだねる。私は知事がプロジェクトを回復させて

くれると信じている。」 

と説明した。 
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「グアイド政権の CITGO 信用評価が改善」         

 

格付大手「S＆P」は、米国にある PDVSA 子会社 CITGO

の格付けを「BB－」から「BB」へ引き上げた。 

 

CITGO のルイス・パラシオ社長は 

「２月に我々が任命されてから会社の金融健全性を高

めることに注力してきた。 

 

その後、我々の努力を反映し「S＆P」「Fitch Ratings」

は CITGO の評価を引き上げた。我々は今後も CITGO

の経営が良い方向に進んでいくと確信している。」 

と述べた。 

 

「国内製油所の稼働率 著しく低下」              

 

エネルギー情報サービス会社「Argus」によると、PDVSA

の国内製油所の稼働率が著しく低下しているようだ。 

 

PDVSA の主要な製油施設「アムアイ製油所」の精製可

能量は日量１３０万バレル／日だが、８月末は１２万バ

レル／日（約９％）しか稼働していないという。 

 

カルドン製油所は３万バレル／日、エルパリート製油所

の稼働状況は１．４万バレル／日、プエルトラクルスの

製油所は１．９万バレル／日という。 

 

米国の金融制裁や、燃料の購入が出来なくなり精製が出

来なくなったことが理由と報じた。 

 

これらの状況を受けて、ベネズエラ国内のガソリン不足

が深刻化している。 

 

 

 

 

 

社 会                        

「ベネズエラの犯罪グループレポート         

     ～全土に１１０の犯罪組織が存在～」            

 

現地メディア「El Nacional」は、国家警察特別部隊（FAES）

の関係者からベネズエラで活動する犯罪組織について

の情報を入手。その内容を公開した。 

 

同情報によると、２０１８年にベネズエラには８３の犯

罪組織があったが、１９年に入り、新たに２７の犯罪組

織が増え、現在は１１０の組織がある。 

 

これらの組織は誘拐、強盗、恐喝などを生業としている。 

 

ミランダ州で活動する犯罪組織は 

「la del Sotillo」、 

「Eduardo Delicias」、 

「Wileisy」、 

「Culon」、 

「Cara e Perro」、 

「Demori」、 

「Piratas de la Panamericana」、 

「Falsos Cicpc」、 

「Los Morochos」、 

「Oreha」、 

「Johan Picua」 

の１１組織だという。 

 

他にヤラクイ州にも犯罪組織が多いようでミランダ州

と同じ１１のグループが存在する。次にトゥルヒージョ

州には１０の犯罪組織が存在している。 

 

 

以上 


