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（写真）大統領府 “１１月１日 コロンビアのペトロ大統領 カラカスへ訪問し、マドゥロ大統領と面談” 

 

 

２０２２年１０月３１日（月曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 ルラ次期大統領に電話で祝辞」 

「CNE 副代表 大統領選は２４年後期に実施」 

経 済                     

「首都水道インフラ復旧は３年と２０億ドル必要」 

「Provea 低い給料が国内の生産性向上の妨げに」 

「与党議員 石油産業の回復を主張」 

「大規模金融取引税の導入後 ドルの動き減少」 

「金融機関 自己資本比率が改善」 

社 会                     

「ロペス VP 党首一家 ハロウィン写真投稿で炎上」 

２０２２年１１月１日（火曜） 

 

政 治                    

「ペトロ大統領 ベネズエラを訪問 

～６年ぶりに両国の大統領が面談～」 

「CPI カーン検事 マドゥロ政権の捜査を要請」 

「ボルソナロ大統領 憲法に準じると宣言」 

経 済                    

「Hinterlaces 国民の５８％は経済回復を認識」 

「イベリア航空 カラカス―マドリッド便再開」 

「Bloomberg ベネズエラでインフレ懸念拡大」 

社 会                    

「１１月のマドゥロ政権現金給付予定」 
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２０２２年１０月３１日（月曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 ルラ次期大統領に電話で祝辞」       

 

「ウィークリーレポート No.276」で紹介した通り、１

０月３０日にブラジルで大統領選の決選投票が行われ、

左派「労働者党（PT）」のルラ候補が当選した。 

 

１０月３１日 マドゥロ大統領は、ルラ候補の当選を受

けて、ルラ次期大統領と電話で意見交換を行ったと述べ

た。 

 

「私はルラ次期大統領ととても有意義な会話を行った。

我々は２国間の協力関係強化を進めることで合意した。

彼の意思に感謝を表明する。我々はラテンアメリカ・カ

リブ海地域の社会・経済を発展させることに全力を尽く

すことで合意した。」と述べた。 

 

ブラジルのボルソナロ政権は、ベネズエラ政府をグアイ

ド暫定政権と認識していたが、今回のルラ候補の当選に

よりブラジルがマドゥロ政権をベネズエラ政府と認識

することは確実とみられる。 

 

「CNE 副代表 大統領選は２４年後期に実施」         

 

「選挙管理委員会（CNE）」のエンリケ・マルケス副代

表（野党系役員）は、ベネズエラの大統領選について２

０２４年の第４四半期（１０月～１２月）に実施される

と説明。 

 

マドゥロ大統領やディオスダード・カベジョ PSUV 副

党首は大統領選を早期に実施する可能性について言及

していたが、この可能性を否定した。 

 

「憲法では次の大統領の任期は２０２５年１月から始

まる。従って、大統領選は２０２４年終盤に実施される

ことになる。 

 

私は大統領選を早期に実施できるような仕組みが憲法

上存在することを認識していない。大統領選を早期に実

施するという政治的な合意がない限り、大統領選は２０

２４年第４四半期に実施されることになるだろう。」と

の見解を示した。 

 

ただし、過去の経験から言って野党系の CNE 役員の権

限は小さい。野党系役員が拒否したとしても最終的に多

数決により与党系 CNE 役員の意向が通ってしまうのだ

ろう。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6856b3195083abd686545d5a254d550b.pdf
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経 済                        

「首都水道インフラ復旧は３年と２０億ドル必要」                  

 

首都カラカスの水道インフラは、１９９９年当時は毎秒

２万リットルの水を処理できたという。 

 

しかし、現在はメンテナンス不足などを理由に毎秒８，

０００リットルまで減少。水道から水が出てこない家は

多い。 

 

マドゥロ大統領は演説などで水道インフラの復旧を約

束するものの実際は改善せず、国民の不信感が募ってい

る。 

 

国営水道局「Hidrocapital」のマリア・デ・ビアナ元社長

は、カラカスの水道施設の復旧について、「２０２２年

中に復旧させるというのは技術的に不可能」と指摘。 

 

水道施設の復旧には２～３年の時間と２０億ドル規模

の投資が必要になるとの見解を示した。 

 

また、「時間」「費用」以外の問題として「人材」をあげ、

システム改修を適切にできる人が不足しているとした。 

 

「Provea 低い給料が国内の生産性向上の妨げに」           

 

非政府系団体「Provea」は、低い給料が専門性の高い労

働者の雇用を困難にしており、国内での財・サービスの

生産の妨げになっているとの調査を公表した。 

 

調査を実施したメンバーの一人、マニュエル・サザーラ

ンド氏は、２０１７年から始まったハイパーインフレ、

経済の急激な低迷、誤った政権運営によりベネズエラの

労働環境は破壊されたと指摘。 

 

 

 

現在の１カ月の家族の食費は４４０ドル程度であるの

に対して、最低賃金（１３０ボリバル＝約１５．１３ド

ル）では、１日の食費を賄うことができるかどうかで、

社会制度が完全に崩壊していると訴えた。 

 

また、この状況を変えるためには「政治的な変化」「民

主主義の回復」「選挙制度の改革」などが必要との見解

を示した。 

 

「与党議員 石油産業の回復を主張」                  

 

与党国会「石油生産労働者委員会」のマニュエル・パエ

ス議員は、「Union Radio」のインタビュー番組に出演。 

石油産業は労働者によって回復基調に入ったと主張し

た。 

 

「労働者のイニシアティブにより、ベネズエラの石油産

業は科学・技術・経験などの分野で回復し始めている。 

 

ベネズエラの石油産業は民間セクターが欧米の最新技

術を導入している。制裁による妨害にも関わらず、民間

セクターが必要な設備などを調達している。」 

との見解を示した。 

 

また、ガソリン燃料の補助金について、マドゥロ政権は

これまでに年間約１５０億ドルの補助金を負担してき

た。しかし、現状を踏まえるとこれ以上の補助金負担を

負うことはできないと指摘。ガソリン補助金を引き下げ

るべきとの考えを示した。 
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「大規模金融取引税の導入後 ドルの動き減少」                  

 

「銀行労働者連合（Fetrabanca）」のクラウディオ・リバ

ス代表は、大規模金融取引税の改定（ドル建ての取引に

一律３％の税を課す）を受けて、外貨建て口座の開設ス

ピードが減速したとの見解を示した。 

 

大規模金融取引税の改定によりドル建て取引に税が課

せられるようになったのは、２０２２年３月末（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.734」）。一次は施行内容をよく分

からず混乱したが、現在は常態化した印象だ。 

 

大規模金融取引税が施行された直後の３月・４月は口座

開設が多かったようだが、その後減少。ドル建ての送金

額も減少しているという。 

 

また、経済専門家ヘスス・チャコン氏によると、ベネズ

エラ国内で正規のドル建て取引がされているのは全体

の２０％程度で、残りの８０％は適切に税をとっていな

い（あるいは税金を支払っていない）インフォーマルセ

クターだという。 

 

「金融機関 自己資本比率が改善」         

 

ベネズエラの金融コンサルタント会社「Aristimuño 

Herrera & Asociados」は、ベネズエラの金融機関の収益

率が向上していると指摘。 

 

「自己資本利益率（ROE）」は、２０２１年９月時点で

は９％だったのが、２２年９月は１７．１％に改善した

という。 

 

金融機関は金融政策の緩和を求めていたが、実際は高い

収益を上げていたことが確認された。右上のグラフがベ

ネズエラ金融機関全体の各月 ROE 推移。 

 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

最も業績が好調なのは国営銀行「Banco de Venezuela」。 

２２年９月の金融機関収益の３７．９％を占めていると

いう。 

 

次は民間銀行「Banco Provincial」。金融機関収益の１４．

１％を占めている。 

 

次いで「Banesco」（同１１．９％）、「Banco Nacional de 

Credito」（同８．３％）と続く。 

 

社 会                        

「ロペス VP 党首一家 ハロウィン写真投稿で炎上」           

 

１０月３１日はハロウィンイベントが世界各地で開催

された。 

 

ベネズエラにもハロウィンは存在するが、そこまで大き

なイベントではない印象。基本的にバーゲンセールなど

が行われる。 

 

このハロウィンイベントで「大衆意思党（VP）」のレオ

ポルド・ロペス党首の妻リリアン・ティントリ氏がイン

スタグラムで一家がハロウィンを楽しむ写真を投稿。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a6e934aeca50791fc5c8c54b6c577f6.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6a6e934aeca50791fc5c8c54b6c577f6.pdf
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多くのベネズエラ国民が出来ないような裕福な生活が

垣間見え炎上している。 

 

問題の写真は以下の写真で、家族でハロウィンコスチュ

ームを着てイベントを楽しんでいる写真。 

 

ハロウィンの何気ない写真ではあるが、多くのベネズエ

ラ国民が不法移民問題で住むところもなく、途方に暮れ

ており、ティントリ氏自身もその状況をソーシャルメデ

ィアで訴えている中、スペインで家族だんらんを楽しむ

写真を投稿することに憤りを感じる人は多いようだ。 

 

そして似たような投稿をして度々炎上しているが、懲り

ずに投稿を続ける精神の強さは相当なものがある。 

 

 

（写真）リリアン・ティントリ氏インスタグラム 

 

２０２２年１１月１日（火曜）              

政 治                       

「ペトロ大統領 ベネズエラを訪問          

       ～６年ぶりに両国の大統領が面談」        

 

１１月１日 コロンビアのペトロ大統領はカラカスを

訪問。マドゥロ大統領と直接協議を行った。 

 

 

 

コロンビアとベネズエラの大統領が直接面談をするの

は６年ぶり。 

 

前回は２０１６年、ファン・マニュエル・サントス元大

統領がベネズエラのボリバル州プエルト・オルダスに訪

問したのが最後だった。 

 

ペトロ大統領は 

「この６年間でベネズエラとコロンビアの大統領が面

談したのは初めてのことになる。」と言及。「６年の両国

は政治的に空白の時間が続いていた」との見解を示した。 

 

マドゥロ大統領は、ペトロ大統領との協議内容について、

「商業・経済・国境保安・麻薬対策の分野で協力を発展

させることで合意した」と説明している。 

 

なお、前号「ベネズエラ・トゥデイ No.826」でペトロ

大統領はマドゥロ大統領に対して、米州人権システムへ

の再加入を求めていた。本件について、マドゥロ大統領

は前向きに検討する意向を示した。 

 

 

（写真）大統領府  

“協力協定に合意するペトロ大統領とマドゥロ大統領” 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2632d8bb553078a15966ded169fa01d8.pdf
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「CPI カーン検事 マドゥロ政権の捜査を要請」           

 

１１月１日 「国際刑事裁判所（CPI）」でベネズエラの

人権侵害調査を担当しているカリム・カーン検事は、

CPI に対してベネズエラでの人権侵害調査を進めるよ

う改めて申請した。 

 

カーン検事は声明を発表 

「独立且つ中立な捜査の結果、ベネズエラで多くの事象

が確認されている。私はベネズエラ政府の要請による捜

査の延期は正当化できないと結論付けた。ベネズエラ捜

査は再開されなければならない。」 

との見解を示した。 

 

２０２１年１０月３１日 カーン検事はベネズエラを

訪問し、マドゥロ大統領と面談した（「ベネズエラ・ト

ゥデイ No.674」）。 

 

マドゥロ政権は、当初捜査に協力的な姿勢を見せていた

が、カーン検事帰国後に対応が変化。CPI に対して、カ

ーン検事による捜査を延期するよう要請を出し、それ以

降捜査は進展していない。 

 

２２年１１月１日で前回のベネズエラ訪問から１年が

経過し、捜査が再開していないことを受けて、今回の声

明を公表したとみられる。 

 

「ボルソナロ大統領 憲法に準じると宣言」         

 

１０月３０日に行われたブラジルの大統領選、決選投票

でルラ候補が当選した。 

 

１０月３０日同日、３１日と敗北したボルソナロ候補は

選挙結果について沈黙を貫き、敗北を宣言せず、混乱す

ることが懸念された。 

 

 

実際にボルソナロ候補の支持者の一部は選挙結果を認

めないとして抗議行動を実施。高速道路を封鎖し、物流

や航空便に影響を与えた。 

 

しかし１１月１日 ボルソナロ候補は「我が国の憲法に

準じる」と発言。政権移行を進めることを認めるとのス

タンスを示した。ただし、敗北を正式に認めたとは言え

ず、選挙システムの不備の疑いなどがあれば結果を認め

ないと言い出す可能性はゼロではない。 

 

また、抗議行動について「平和的な抗議行動は常に歓迎

する。しかし、我々は所有権の侵害、国家資産の破壊、

往来の自由の阻害など国民に被害を与える左派と同じ

やり方はしない。」と発言。 

 

他者の生活・経済活動に影響を与えるような抗議行動を

自粛するよう呼び掛けた。 

 

経 済                       

「Hinterlaces 国民の５８％は経済回復を認識」            

 

世論調査会社「Hinterlaces」は、ベネズエラの経済情勢

に関する認識についてアンケートを実施（２２年１０

月）。その結果を公表した。 

 

なお、「Hinterlaces」は与党系の世論調査会社と認識さ

れており、回答者にも与党支持者が多いものと思われる。 

 

同社の調査によると、少なくとも５８％の国民は「ベネ

ズエラ経済が以前より改善した」と認識しているという。 

一方「悪化した」との回答は３９％、３％は「変化なし」

と回答したという。 

 

また、ベネズエラの今後について「良い方向に進んでい

ると思う」と回答したのは６０％、「悪い方向に進んで

いる」と回答したのは３７％だったという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/f290860fb872ba4dd774092274bbf501.pdf
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「イベリア航空 カラカス―マドリッド便再開」         

 

スペインの航空会社「イベリア空港」は、１０月３０日

からカラカス―マドリッド間の運航を再開すると発表

した。 

 

同日、イベリア航空の「AirBus A350-900」が、ベネズ

エラのマイケティア国際空港に到着。空港では水のアー

チを作るなどして「AirBus A350-900」の再開を祝福し

た。初日の運航でベネズエラに到着した乗客数は２７５

名だったという。 

 

 

（写真）マイケティア国際空港 

 

「Bloomberg ベネズエラでインフレ懸念拡大」         

 

「Bloomberg」は、ベネズエラで再びインフレ懸念が拡

大していると報じた。 

 

「Bloomberg」によると、直近３カ月のベネズエラのイ

ンフレ率が１２カ月続いた場合、年率３５９％のインフ

レになるという。 

 

年率３５９％でもベネズエラの過去数年のインフレ率

からすれば低いが、２０２２年前半からはインフレが比

較的落ち着いていたため、その時と比較するとインフレ

速度が上がっている。 

 

最近になりインフレが再び過熱している理由について、

「マドゥロ政権が金融規制を緩和しているため」と指摘。

特に段階的に融資規制を緩和している点を挙げた。 

 

社 会                       

「１１月のマドゥロ政権現金給付予定」            

 

最低賃金が月額１３０ボリバル（約１５ドル）という話

は度々報じられるが、ベネズエラでは「祖国カード」の

保有者を対象とした給料賃金以外の現金給付制度が存

在する。 

 

１１月は１７種類の現金給付ボーナスが実行される。 

以下が１１月に実行される現金給付制度。なお、１７種

類すべてを受け取ることが出来るわけではなく、給付ご

とに支給対象者が異なる。 

 

Gran Misión Hogares de la Patria: Bs.19,70～Bs.73,80 

Economía Familiar: Bs.24,60 

100% Escolaridad: Bs.19,70 a Bs.24,60 

Dr. José Gregorio Hernández: Bs.36,90 

Lactancia Materna: Bs.49,20 

Parto Humanizado: Bs.49,20 

100% Amor Mayor (年金受給者): Bs.130 

Pensionados y jubilados de Pdvsa: 4 petros 

Tuiteros: Bs.10 a Bs.20 

Premios tuiteros: Bs.10 a Bs.20 

Premios tuiteros: Bs.10 a Bs.20 

Para tuiteros: Bs10 a Bs.20 

Estipendio Chamba Juvenil: Bs.43,90 

Somos Venezuela: Bs.43,90 

1er. Bono especial: Bs.31,20 

2do. Bono especial: Bs.31,20 

Familiar (Última semana de mes): Bs. 24,60. 

 

以上 


