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（写真）官報 “最低賃金改定 月額 BsD.７（２ドル弱）から BsD.１３０に変更” 

 

 

２０２２年３月１６日（水曜） 

 

政 治                     

「グアイド議長 大統領候補選出選挙実施を発表 

～予備選の実施は２０２３年？～」 

「OAS 事務局長 ロペス VP 党首と会合」 

「マドゥロ政権 与党ソーシャルメディア開始？」 

経 済                     

「最低賃金 月額 BsD.１３０に改定 

～食事補助は月額 BsD.４５～」 

「スーパー ゴミ廃棄拠出金の不払いで営業停止」 

社 会                     

「美容整形団体 安価な手術の危険性を警告」 

２０２２年３月１７日（木曜） 

 

政 治                    

「カプリレス元知事 制裁緩和支持を表明 

～グアイド議長 カプリレス元知事を非難～」 

「グアイド議長 米国との関係良好と説明」 

「国連バチェレ弁務官 ベネズエラ問題報告 

～一定の改善あるが、非人道待遇を確認～」 

「メキシコ政府 カラカスでマドゥロ政権と協議」 

「Covid-１９ 最近の感染状況」 

経 済                    

「CITGO Robert Kent 氏が新役員に就任」 

「２１年 米の作付面積は約５．８万 Ha」 
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２０２２年３月１６日（水曜）             

政 治                       

「グアイド議長 大統領候補選出選挙実施を発表    

       ～予備選の実施は２０２３年？～」       

 

３月１６日 「第一正義党（PJ）」のアメリア・ベリサ

リオ氏（２０１５年の国会議員選当選者）は、現地メデ

ィア「Efecto Cocuyo」の取材に応じ、野党１０党が共闘

で大統領選候補者の決定のため予備選挙の準備を進め

ていると説明した。 

 

ベリサリオ氏によると、協議を行っているのは「PJ」「行

動民主党（AD）」「大衆意思党（VP）」「新時代党（UNT）」

「ベネズエラ計画党」「ベネズエラ行動党（MV）」「LCR」

「Convergencia」「キリスト教社会党（Copei）」

「Encuentro Ciudadano」。 

 

「我々の目的は信頼を創出すること。透明性が高く、よ

り多くの有権者が参加し、国民の意思を反映させるよう

にすることだ。我々は要件を理由に選挙参加者を拒むよ

うなことはしない。」 

と説明した。 

 

一方、懸念点について 

「現在、野党リーダーの中には選挙出馬権が停止されて

いる人物もいる。これはベネズエラが民主主義ではない

ことの証明で、選挙の仕組みを変えなければいけない。」 

との見解を示した。 

 

また、予備選挙の準備を進めていると同時に、野党が団

結するための仕組みづくりを検討しているという。 

 

なお、予備選挙の実施時期は定かではないがメディアの

非公式情報によると、２０２３年になるのではないかと

報じられている。 

 

そして、３月１７日にグアイド議長が予備選挙の実施を

宣言。 

 

グアイド議長は記者会見で 

「我々は予備選挙を通じて団結をより強固なものにし

なければいけない。この予備選挙により野党のリーダー

シップを決める。この予備選挙には社会セクターなども

参加し、多くの国民の意思により野党を強固なものにす

る。」と説明した。 

 

筆者の個人的な見解だが２０２３年に予備選挙を実施

するのでは遅すぎる。２０２３年に予備選挙を実施する

ということは２０２３年１月にグアイド暫定政権が更

に１年延長される可能性がある。 

 

２０２２年中に野党のリーダーが交代しなければグア

イド暫定政権が続き、マドゥロ政権との協議はうまく進

まないだろう。 

 

また、現在協議に参加しているという１０党は全て主要

野党グループの政党だ。このグループだけでは与党に選

挙で勝利することが出来ないのは２１年１１月の州知

事選で確認したことだ。 

 

より広範囲な野党の団結と政権交代を目指すのであれ

ば、独立野党、穏健野党も協議に参加させる必要がある。 

 

 

（写真）野党国会ツイッター 
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「OAS 事務局長 ロペス VP 党首と会合」         

 

３月１５日 「米州機構（OAS）」のルイス・アルマグ

ロ事務局長は、「大衆意思党（VP）」のレオポルド・ロペ

ス党首とその妻リリアン・ティントリ氏と会合を行った。 

 

ただし、具体的にどのような協議を行ったのかは明らか

にしなかった。 

 

グアイド議長は VP に所属しており、グアイド政権の方

針はレオポルド・ロペス党首の方針と言っても過言では

ない。アルマグロ事務局長はベネズエラの現状と、グア

イド暫定政権の方針をロペス党首から確認したという

ことだろう。 

 

２０１４年当時、ロペス党首の人気はかなり高かったが、

２０１９年に自宅軟禁から脱出し、スペイン大使館に亡

命してからロペス党首への風当たりは特に強くなって

いった。 

 

その後、ロペス党首はスペインに亡命し、グアイド暫定

政権がマドゥロ政権を倒壊させられないこともあり、現

在のロペス党首の人気は大きく下がっている。 

 

 

（写真）ルイス・アルマグロ事務局長ツイッター 

 

 

今回の面談についても、アルマグロ事務局長に対して

「ベネズエラ国内に住んでいる人の意見を聞くことな

く、なぜマドゥロ政権と同じ泥棒たちと意見交換をする

のか？」 

といった批判のコメントが散見される。 

 

「マドゥロ政権 与党ソーシャルメディア開始？」                  

 

３月１６日 マドゥロ大統領は独自のソーシャルメデ

ィアを発表するとコメントした。 

 

「現在、フェイクニュースと戦い、教育をするための仕

組みを開発している。TikTok、インスタグラム、フェイ

スブックなどのような仕組みを作らなければいけない。

現時点では開始時期は明らかにできないが、近いうちに

新たなメディアが誕生するだろう。」 

と述べた。 

 

ベネズエラではツイッターの利用率が非常に高い。 

 

政府系のアナウンスはほとんどツイッターで行われて

おり、ツイッターをニュースの閲覧手段として利用する

人は多い（政府系のウェブサイトは読み込みが非常に遅

く、頻繁にダウンする）。 

 

ただし、ツイッターはマドゥロ政権のアカウントを削除

することも多く、マドゥロ政権にとって不利な情報を目

にする機会の方が多い。 

 

そのような状況もあり、マドゥロ政権は独自のソーシャ

ルメディアを作ろうとしていると思われる。 
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経 済                        

「最低賃金、月額 BsD.１３０に改定              

        ～食事補助は月額 BsD.４５～」           

 

３月１６日 最低賃金の改定について定めた官報が公

布された。 

 

３月３日 マドゥロ大統領は最低賃金を現在の月額

BsD.７（２ドル弱）から０．５ペトロ（３０ドル）に引

き上げると発表していた（「ベネズエラ・トゥデイ

No.723」）。 

 

３月１５日から最低賃金が０．５ペトロになることは口

頭で説明されていたが、官報が公布されて初めて制度が

有効になるため、制度部分が追いついていなかったが、

ようやく公布されたことになる。 

 

実際の最低賃金は月額 BsD.１３０（１，７５７％増）。 

 

現在の為替レートは１ドル約 BsD.４．３なので、発表

の通り約３０ドル（０．５ペトロ）、日給は約１ドルと

いうことになる。 

 

ベネズエラの年金受給額は原則、最低賃金と同一なので、

年金受給者も３月１５日から月額 BsD.１３０を受け取

ることになる。 

 

また、ベネズエラには昼食代を会社が支給するという名

目で「食事補助」の支給が法定福利となっている。 

 

「食事補助」の金額は、これまで月額 BsD.３だったが、

今回の改定で月額 BsD.４５に増額される。 

 

つまり、実質最低賃金（最低賃金＋食事補助）は、月額

BsD.１７５になる。 

 

 

最低賃金が上がると為替レートがボリバル安に触れる

のが一般的だが、現在のところ為替レートは並行レート

も含めて１ドル BsD.４．３前後で安定している。 

 

「スーパー ゴミ廃棄拠出金の不払いで営業停止」         

 

３月１６日 カラカスのバルータ市役所は、同市にある

スーパー「Unicasa」に対して業務停止命令を出した。 

 

業務停止命令を受けた理由は、市が法人に対して支払い

を義務化している都市ごみ廃棄拠出金の２月分の支払

いを怠ったためだという。 

 

本件について、「Unicasa」関係者は 

「我々が市に対してゴミ廃棄拠出金を支払わなかった

理由は、金額に合意していないからだ。 

彼らは月額６０００ドルを要求してきた。そのような金

額を支払うことは出来ない。我々が支払うことが出来な

いにもかかわらず、市は営業停止を命じた。」 

と説明しているという。 

 

社 会                        

「美容整形団体 安価な手術の危険性を警告」           

 

ベネズエラは元々美容整形大国だった。 

 

豊胸手術や臀部を大きくする手術などがよく行われて

おり、整形市場は大きかった。以前は、日本人でもベネ

ズエラでシミ取り治療を行う人も多かった。 

 

しかし、長年の経済低迷により整形業界は縮小。 

今でも安価な価格で整形手術を行うところはあるが、正

規の医師でない場合も多く、衛生面なども含めて不安が

多いという。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27de726546cb8786880618ff6250af23.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/27de726546cb8786880618ff6250af23.pdf
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「整形外科国際協会」のドグラス・ナバレス代表は、安

価な整形手術を受けることに注意を呼び掛けた。 

 

ナバレス代表は、 

「適切な設備が整っておらず、経験が未熟あるいは医師

免許がない偽医師が整形手術を行っており、その結果体

の形が変形する事例が確認されている。また感染症など

も起きており、安易に安い整形手術を行うことは非常に

危険」と警鐘を鳴らした。 

 

最もひどいケースでは、自宅で手術を行っている事例が

あり、しかも衛生環境はひどいものだったという。 

 

具体的な金額について、「通常１８００ドルで行うよう

な手術を７００ドルで行うような場合は問題があると

考えた方が良い」とコメントした。 

 

２０２２年３月１７日（木曜）              

政 治                       

「カプリレス元知事 制裁緩和支持を表明        

 ～グアイド議長 カプリレス元知事を非難～」        

 

３月１７日 「第一正義党（PJ）」のリーダーで、２０

１７年までミランダ州知事を務めたエンリケ・カプリレ

ス元知事は、YouTube のインタビュー番組「Circuito 

Exitos」に出演。米国による石油産業への制裁緩和を支

持するとの見解を示した。 

 

「マドゥロ政権関係者への個人制裁とベネズエラ国民

全体に影響を与える制裁は分けて考えなければならな

い。汚職者の外国にある金融口座、家、ヨット、飛行機

は差し押さえられるべきだ。 

 

ベネズエラ国内からガソリンがなくなることを喜ぶ声

が国外から聞こえてくるが、その間違いは正さなければ

いけない。」と主張した。 

 

また、米国政府がベネズエラに科している石油産業への

制裁について「最も恩恵を受けているのはプーチン大統

領」との持論を展開。 

 

「米国によるベネズエラへの制裁はロシアに恩恵をも

たらした。制裁が解除され、ベネズエラが戦争に反対す

る民主主義国家に原油を販売することを望んでいる。」 

とコメントした。 

 

この発言を受けてグアイド議長はカプリレス元知事を

非難。 

 

「あの人物（カプリレス元知事）は、いつまで続ける気

だ。今こそ団結が必要な時だ。」といら立ちを見せた。 

 

「グアイド議長 米国との関係良好と説明」           

 

３月１７日 グアイド議長は記者会見を実施。 

 

米国とグアイド暫定政権との関係について記者から質

問を受けると、 

「私はバイデン政権と日常的且つ定期的に意見交換を

行っている。欧州連合、コロンビア、ブラジル、カナダ、

英国などとも意見交代を行っている。 

 

ベネズエラへの訪問は例外的なものだったが、両政府は

定期的に話し合いを行っている」と説明。 

バイデン政権とグアイド政権との関係に問題はないと

主張した。 

 

３月５日 バイデン政権とマドゥロ政権はエネルギー

分野の制裁緩和について直接交渉を行った（「ベネズエ

ラ・トゥデイ No.725」）。グアイド暫定政権は、この交

渉について事前に通知されていなかったと報じられて

おり、「例外的」と表現したことからもこの報道が事実

であったことを暗に示しているように見える。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4da08566bd336bde6d4cafbe24ee4ce4.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4da08566bd336bde6d4cafbe24ee4ce4.pdf
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「国連バチェレ弁務官 ベネズエラ問題報告      

  ～一定の改善あるが、非人道待遇を確認～」         

 

国連のバチェレ人権高等弁務官は、第４９回人権理事会

でベネズエラの人権状況について口頭で報告を行った。 

 

バチェレ弁務官は、ベネズエラの与党国会が行っている

最高裁判事の交代プロセスについて「中立性の観点から

評価をするべき」と指摘。 

 

また、治安当局による恣意的な拘束やベネズエラ国内で

活動する武装集団について懸念を表明した。 

 

他、２１年９月以降、記者に対して２４件の人権侵害が

確認されていると指摘。 

 

人権団体「Fundaredes」のハビエル・トロコニス代表の

拘束など１２名の非政府系団体の職員を拘束している

ことに懸念を表明し、不当に拘束した人を解放するよう

求めた（マドゥロ政権は、トロコニス氏が意図的にベネ

ズエラ国内を不安定化させようとしたと主張。その証拠

（携帯電話でのコロンビア政府関係者とのやり取り）を

公表しており、トロコニス氏の解放は容易ではないと思

われる）。 

 

加えて、２０２１年から８件のメディア（１件のラジオ

局、７件のニュースサイト）を閉鎖したと指摘した。 

 

一方、ウィリアム・サアブ検事総長が国連に提出したベ

ネズエラでの検察・司法活動について触れ、適切な裁判

プロセスが以前より増えたと評価。「２０２１年から一

定の改善がみられているが、まだまだ改善するべき余地

は多く残っている」と指摘した。 

 

 

 

 

また、外国政府がベネズエラに科している制裁について

も言及。ベネズエラ国民に影響を与えるような制裁を解

除するよう求めた。 

 

「メキシコ政府 カラカスでマドゥロ政権と協議」         

 

現地メディア「El Nacional」は、３月１８日にメキシコ

政府の外務省関係者がカラカスを訪問し、マドゥロ政権

外交官およびホルヘ・ロドリゲス国会議長と協議を行っ

たと報じた。 

 

３月５日には、米国政府関係者がマドゥロ政権と協議。 

 

これを受けて、マドゥロ政権は与野党協議の再開を宣言

し、CITGO 元役員１名を含む米国籍の囚人２名を解放

した。 

 

メキシコは与野党協議で場所を提供している仲裁国で

あり、今回の訪問は与野党協議の再開に向けた話し合い

と報じられている。 

 

また、今回の協議内容を知る匿名関係者によると、マド

ゥロ政権は、メキシコ政府関係者に対して、バイデン政

権との協議の内容について詳細を伝えたという。 

 

ロドリゲス国会議長はメキシコ政府について 

「（メキシコは）我々の良き友だ。彼らが外交的な目的

で来たことは理解している。今回の訪問に私が深く関わ

ることは出来ない。しかし、ベネズエラの良き友にはい

つでもベネズエラに来てほしい。」 

とコメントした。 
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「Covid-１９ 直近の感染状況」            

 

ここ最近、Covid-１９についての記事を書いていなかっ

たので、現在のベネズエラの Covid-１９の状況につい

て簡単に紹介したい。 

 

現在、ベネズエラは感染防止策「７＋７」（１週間毎に

隔離週と隔離緩和週を繰り返す措置）は停止しており、

隔離緩和週が続いている。 

 

マドゥロ政権の報告ではここ最近、新規感染者数は減少

傾向にあり１５０～５００名／日前後で推移している。

例えば、３月１７日の新規感染確認者数は１８６名。 

 

これまでに Covid-１９への感染が確認された人数は５

１万９，２４５名だが、うち９８％に当たる５１万３８

５名は回復している。死者は５，６６４名。感染中の患

者数は３，１９６名となっている。 

 

マスク着用は義務化されているが徹底されているわけ

ではないようで通りでもマスクを着けていない人は多

いようだ。Covid-１９に関する報道もかなり少なくなっ

た印象だ。 

 

 

（写真）保健省 

 

経 済                       

「CITGO Robert Kent 氏が新役員に就任」            

 

アメリカにある PDVSA の関係会社「CITGO」は、

Robert Kent 氏が同社の役員に就任したと発表した。 

 

CITGO の Carlos Jorda 社長によると、Kent 新役員は４

０年以上、精製関係の仕事に従事しており、そのうち１

３年間 CITGO で勤務していたという。 

 

なお、役員就任前の Kent 氏の役職は CITGO 流通部門

の副代表。また Lake Charles 製油所と Lemont 製油所

のトップも務めたという。 

 

また、CITGO で勤務する前は２０年間 Koch Industries

で精製部門、流通部門、販売部門などの幹部職を務めて

いたという。 

 

Jorda 社長は 

「Kent 氏は我が製油所について精通しており、流通シ

ステムについても多様な知識を有している。変化し続け

る石油業界を生き抜くために彼の知識が助けになるだ

ろう。」とコメントした。 

 

「２１年 米の作付面積は約５．８万 Ha」         

 

「ベネズエラ米生産者団体（Fevearroz）」のルイス・ペ

レス代表は、２０２１年の作付面積は５８，５００Ha だ

ったと説明。また、害虫被害はそこまで多くなく、受け

入れられる程度の被害だったとの見解を示した。 

 

また、２０２２年の作付けは２１年１１月から始まって

おり、比較的質の高い農業化学品を調達出来ているとい

う。 

以上 


