
 VENEZUELA TODAY 
２０２１年９月２９日～９月３０日報道            No.６５９   ２０２１年１０月１日（金曜） 

1 / 7 

（写真）選挙管理委員会（CNE） “ベネズエラ選挙当局 欧州連合からの選挙監視団受け入れで合意” 

 

 

２０２１年９月２９日（水曜） 

 

政 治                     

「EU 州知事・市長選に選挙監視団派遣を決定 

～急進野党から強い抗議～」 

「元 MUD 幹事長 主要野党の選挙大敗を予見」 

経 済                     

「Odebrecht の建設事業再開で１５００万ユーロ 

～７６１台のバスを調達～」 

「アイサミ石油相 野党の外国資産簒奪を訴え」 

社 会                     

「カラカス集中治療室 ７５～８０％」 

「雇用不足・燃料不足で極貧率７６．６％」 

２０２１年９月３０日（木曜） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 Tancol 工作員のテロに警戒」 

「ララ州の MUD 候補はカラカスからの命令」 

経 済                    

「新通貨 BsD.０．２５、BsD.０．５も発行 

～通貨切り下げを延期する予定なし～」 

「CITGO 米国政府から５．５億ドル受領」 

「アムアイ・エルパリート製油所 稼働再開」 

社 会                    

「ベネズエラ移民 帰国希望者は全体の１０％」 

「大学生 様々な手段で学費をねん出」 
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２０２１年９月２９日（水曜）             

政 治                       

「EU 州知事・市長選に選挙監視団派遣を決定     

          ～急進野党から強い抗議～」       

 

９月２９日 欧州連合は１１月にベネズエラで予定さ

れている州知事選・市長選に選挙監視団を派遣すること

を決定した。 

 

同ミッション団を率いるのはイサベル・サントスという

ポルトガル出身の欧州連合議員。「社会民主進歩同盟」

という政党に所属し、政治思想としては左派グループ

（マドゥロ政権側）に属する人物だという。 

 

翌９月３０日 ベネズエラの「選挙管理委員会（CNE）」

と欧州連合との間で監視団派遣に関する署名が交わさ

れ、合意が正式なものとなった。 

 

 

欧州連合がベネズエラに選挙監視団を派遣するのは１

５年ぶりになるという。 

 

また、報道によると、欧州連合は百名規模の選挙監視団

を派遣し、１１月の州知事選・市長選が適切に行われて

いるかを確認するという。 

 

今回の発表について、マドゥロ政権、グアイド政権共に

欧州連合の選挙監視団の派遣を歓迎しているが、急進野

党は強く非難。 

 

「ベネズエラ主導党（VV）」のマリア・コリナ・マチャ

ド党首は、欧州連合の決定を拒絶。 

「欧州連合の大きな誤りだ。これ（選挙監視団の派遣）

はベネズエラ国民の民主主義の戦いを支援するもので

はなく、マドゥロ政権の存続を支援するものだ。 

これは欧州連合の外交方針とスタンダードに違反して

いる。従って、信頼性を損なうことになる。」 

とツイッターで投稿した。 

 

「元 MUD 幹事長 主要野党の選挙大敗を予見」         

 

２０１４年７月まで「野党統一連合（MUD）」の幹事長

を務めていたラモン・メディナ氏は、ラモン・ロシンス

キ記者の番組「Circuito Exitos」に出演。現在の MUD

の運営を強く非難した。 

 

メディナ氏は、主要野党の統制が全く取れておらず、マ

ドゥロ政権と対峙する相手になることが出来ていない

と指摘。１１月２１日の選挙は野党が壊滅的な打撃を受

けることになると指摘。野党の大敗を予見した。 

 

また、次の大統領選に向けて、野党は大きく方針を見直

す必要があると指摘した。 
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前述の通り、欧州連合は選挙監視団を派遣し、選挙が適

切に行われたかどうかを精査する。「ウィークリーレポ

ート No.219」でも紹介した通り、現在の野党の状況は

深刻だ。 

 

目立った不正をしなくても与党が大勝することはほぼ

決まりと思われる。 

 

経 済                        

「Odebrecht の建設事業再開で１５００万ユーロ     

         ～７６１台のバスを調達～」           

 

（９月２８日に起きた出来事だが、前号で漏れてしまっ

たので紹介したい） 

 

９月２８日 マドゥロ大統領はブラジルの建設事業者

「Odebrecht」に発注し建設が止まっていたインフラ・

プロジェクトの再開を宣言。同予算として１，５６０．

８万ユーロを承認した。 

 

具体的には「カラカス・メトロ」の５番線、「Rental Bello 

Monte 地域」の路線開通のための予算だという。 

 

また、公共バスを新たに調達すると発表。 

 

中国の「宇通客車（Yutong）」のバス７６１台を調達す

るとした。 

 

また、現在稼働が止まっている公共バスを補修するため

４７，８３１個の部品を調達すると発表。稼働が止まっ

ているバスも稼働が再開するとした。 

 

ただし、ベネズエラの燃料不足が解決しているわけでは

なく、バスが増えても稼働できるかどうかは不明だ。 

 

 

 

「アイサミ石油相 野党の外国資産簒奪を訴え」                  

 

９月２９日 タレク・エル・アイサミ石油相（経済担当

副大統領）は、グアイド政権による米国にある PDVSA

子会社「CITGO」の簒奪を非難した。 

 

「我々は国内外に対して、ベネズエラ政府が所有する米

国にある CITGO のオペレーションが簒奪されている

ことを訴える。 

 

CITGO の正当な社長はアスドゥルバル・チャベス社長

だ。しかし、汚職者のグアイド元国会議員が勝手に

CITGO の役員を承認した。 

 

CITGO の慈善団体「シモンボリバル財団」は、グアイ

ド（暫定大統領）、カルロス・ベッキオ（在米ベネズエ

ラ代表大使）、ボルヘス（第一正義党の前幹事長）の個

人的な財布になった。 

 

彼らに CITGO を奪われる以前の２０１８年、「シモン

ボリバル財団」は３，３００人の患者を救ったが、彼ら

が CITGO を奪ってから８００人の患者たちが医療ア

テンドを受けられなくなった。」 

と指摘した。 

 

また、「Monomeros」が破産申告をしたことについて触

れ、グアイド政権が外国資産を国の資本に売り渡してい

ると主張。 

 

「CITGO」「Monomeros」を保護するため、マドゥロ政

権は法的な措置に出ると発表した。 

 

 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6e4f71e77ddd094fb4e0fb27ac2dedd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6e4f71e77ddd094fb4e0fb27ac2dedd.pdf
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社 会                        

「カラカス集中治療室 ７５～８０％」           

 

ここ最近、ベネズエラの Covid-１９感染者数は公式な

発表でも１３００人～１６００程度とやや増えている。 

 

PCR 検査を受けることが出来ていない患者も多く、実

際は公表されている数字よりもかなり多いと報じられ

ている。 

 

９月２９日 「首都クリニック・病院団体」のヘルマン・

ゴメス代表は、首都カラカスの集中治療室の受け入れ体

制が限界に近づいていると指摘。 

 

Covid-１９に対応することを目的とした集中治療室は、

７５～８０％ほど埋まっていると説明した。 

 

また、マドゥロ政権に対して、早急にワクチン接種率を

７０％超まで引き上げるよう要請。それまでは予断を許

さない状況が続くだろうとの見通しを示した。 

 

「雇用不足・燃料不足で極貧率７６．６％」         

 

人権団体「Encovi」は、アンドレス・ベジョ・カトリッ

ク大学と共同で行った「ベネズエラ人の生活状況」に関

するアンケート調査の結果を発表。調査時期は２０２０

年後期（７月～１２月）。 

 

調査の結果、ベネズエラの貧困率は９４．５％、極度の

貧困（極貧）に分類される割合は７６．６％と発表した。 

 

右上のグラフが過去行ってきた貧困調査の推移。 

貧困率は２０１５年頃から急激に上昇。 

２０１５年には５２．６％ 

２０１６年には７５．６％ 

２０１７年には８５．５％ 

 

２０１８年には９０．２％ 

２０１９年には９１．５％ 

２０２０年には９４．２％ 

２０２１年には９４．５％ 

となった。 

 

また、極貧率についても同様に２０１５年頃から上昇を

見せ始め、現在が調査史上最も高い水準となっている。 

 

「Encovi」は、状況が悪化している大きな要因として「失

業」を挙げている。Covid-１９を受けて仕事が減少。ま

た、燃料不足で遠方に仕事へ行くことが出来なくなった

ことも大きな要因と指摘している。 

 

 

（写真）Encovi 

 

２０２１年９月３０日（木曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 Tancol 工作員のテロに警戒」        

 

９月３０日 マドゥロ大統領は、「オペレーション戦略

指令軍（COEFANB）」の結成１６年を記念する軍事イ

ベントに参加。 

 

コロンビア系のテロ組織「Tancol」がベネズエラの崩壊

を企てていると主張。COEFANB の軍人らに治安を守

るため警戒を怠らないよう呼び掛けた。 
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筆者は、これまで「Tancol」という名前を聞いたことが

なかったが、以前から存在しているグループのようだ。 

 

マドゥロ大統領曰く、「Tancol」はコロンビアの資本家

グループから資金援助を受けており、ベネズエラ国内に

は１００名規模の工作員が潜伏し、ベネズエラに内乱を

起こすための活動をしているという。 

 

「ララ州のMUD 候補はカラカスからの命令」           

 

「ウィークリーレポート No.219」で紹介した通り、

MUD はアラグア州を除く全国２２州の MUD 統一候

補を発表した。 

 

この候補者の中で、日本で例えるなら、「広島県」「福岡

県」くらいの位置づけにあるララ州の統一候補に「新時

代党（UNT）」のルイス・フロリド氏を推薦した。 

 

また、ララ州の主要都市イリバレン市の市長選には「行

動民主党（AD）」のソベジャ・メヒアス氏を推薦した。 

 

９月２９日 「第一正義党（PJ）」に所属するアルフォ

ンソ・マルキナ氏はこの決定を非難。 

 

現地メディア「Tal Cual」の報道によると、どうやら本

来であれば、ララ州の州知事選には AD のソベジャ・メ

ヒアス氏が出馬し、イリバレン市には PJ のマルキナ氏

が出馬する予定だったという。 

 

しかし、主要野党内での話し合いの結果、ミランダ州知

事の MUD 統一候補を PJのカルロス・オカリス氏にす

ることと引き換えに、ララ州知事の MUD 統一候補を

UNT のルイス・フロリド氏にし、メヒアス氏がイリバ

レン市の市長選に出馬することになったという。 

 

 

 

その結果、イリバレン市の市長選に出る予定だったマル

キナ候補が押し出された格好になったようだ。 

マルキナ候補は主要野党に対して、今回のような決定を

出した経緯を明らかにするよう要請している。 

 

経 済                       

「新通貨 BsD.０．２５、BsD.０．５も発行       

    ～通貨切り下げを延期する予定なし～」            

 

１０月１日から新通貨「ボリバル・デジタル（以下BsD）」

の発行が始まる。 

 

新通貨 BsD は、現行通貨「ボリバル・ソベラーノ（以

下、BsS）」からゼロを６つ取る。つまり、BsD.１＝BsS.

１００万になる。 

 

９月３０日 ロドリゲス副大統領はガソリンやガス代

支払いのために BsD.０．２５、BsD.０．５の貨幣も発

行すると発表した。 

 

９月３０日 新通貨への移行を受けてベネズエラ国内

の全ての金融機関が業務を停止した。９日３０日～１０

月３日まで新通貨移行のための作業を行うため、銀行の

一般窓口での受け付けは停止する。 

 

銀行の一般窓口の再開は１０月４日から。 

 

本来、１０月４日の週は「隔離週」であり、銀行は営業

を停止することになるが、例外的に１０月４日～１０日

も営業するという。 

 

新通貨移行に先駆け国営銀行「Banco de Venezuela」、

「Banco Bicentenario」がハッカーによる攻撃を受けて

いた（「ベネズエラ・トゥデイNo.656」「No.657」）。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e6e4f71e77ddd094fb4e0fb27ac2dedd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/0f887a4ccd3619b211c8e423769c1900.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/935df2f47af62164880579b81a45f09f.pdf
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特に「Banco de Venezuela」は数日間にわたり決済シス

テムがダウンし、復旧後も問題が続いていた。 

 

この混乱を理由に通貨切り下げが延期されるとの観測

もあったが、通貨切り下げは実行されるようだ。 

 

「CITGO 米国政府から５．５億ドル受領」         

 

米国メディア「Zignox」は、米国の内国歳入庁が PDVSA

の米国子会社「CITGO」に５億５，６００万ドルを支

払ったと報じた。 

 

この支払いは「Coronavirus Aid, Relief and Economic 

Security Act（通称 CARES Act）」と呼ばれる Covid-１

９被害支援策。過去 CITGO が支払った税金が利息付き

で還付されたものだという。 

 

ベネズエラ人経済学者のフランシスコ・ロドリゲス氏は、

「この５億５，６００万ドルの資金は、ベネズエラが直

面している深刻な問題に取り組むためには使用されず、

不透明な運営を行う一部のグループのために使用され

る」と非難している。 

 

（写真）フランシスコ・ロドリゲス氏ツイッター 

 

「アムアイ・エルパリート製油所 稼働再開」           

 

ロイター通信は、PDVSA内部関係者から得た情報とし

て、PDVSAのアムアイ製油所とエルパリート製油所が

再開したと報じた。 

 

９月２７日にアムアイ製油所の重要施設「流動接触分解

（Fluid catalytic cracking、通称 FCC）」の稼働が再開し

たという。 

 

また、エルパリート製油所の FCC も９月２６日に再開

したという。 

 

FCC 再稼働によりアムアイ製油所では燃料オイルが日

量７万バレル、ガソリンが日量３．９万バレル精製され

ているという。 

 

また、エルパリート製油所では３．５万バレルの燃料（具

体的な内容は不明）が精製されているという。 

 

新たに２つの製油所の稼働が再開したことで、今後燃料

不足感はやや緩和することが期待されている。 

 

社 会                       

「ベネズエラ移民 帰国希望者は全体の１０％」            

 

非政府系団体「経済開発のための均衡センター」は、コ

ロンビア、エクアドル、ペルーに移住したベネズエラ移

民１，４１６名を対象としたアンケート調査の結果を公

表（調査時期は２０２１年８月）。 

 

リマで行ったアンケート調査では、回答者の３７％はこ

こ１、２年で親族がベネズエラに帰国したという。ただ

し、回答者の多くはベネズエラへの帰国を望んでおらず、

「帰国したい」と回答したのは全体の１０％だったとい

う。 
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また、回答者の仕事について 

４９％は「現在、仕事がある」と回答。 

４１％は「仕事を探している」と回答。 

９％は「仕事することを望んでいない」と回答した。 

 

他、家族への送金について、 

６６％は「ベネズエラに住む家族へ送金している」と回

答。３２％は「送金していない」と回答したという。 

 

また、移住後の差別的な扱いについて 

２３％は「ほぼいつも変な目で見られる」と回答。 

１８％は「拒絶や排他的な扱いを受ける」と回答。 

１６％は「尊重されていないように感じる」と回答。 

 

そのような扱いを受ける要因について、９２％は「国籍」

と回答した。 

 

「大学生 様々な手段で学費をねん出」          

 

現地メディア「VPItv」は、ベネズエラの大学の学費に

ついて報道。 

 

「VPItv」によると、現在カラカスにある大学の学費は

四半期で８０ドル～２０００ドル（大学や所属学部によ

って異なる）必要だという。 

 

日本からすれば決して法外な値段ではないが、経済悪化

が深刻なベネズエラでは多くの人にとって支払い不可

能な学費となっている。 

 

例えば、エドゥアルド・ラミレスというサンタマルタ大

学でエンジニアを専攻する学生の学費は四半期で８０

ドルだという。 

 

 

 

 

当初、学費を１００％補助してくれる消防署が提供する

奨学金を申請することを考えたが、最終的に自分で稼い

で学費を工面することにしたという。 

 

最初はバーテンダーの仕事をしていたが、生活が不規則

になり学業に支障をきたしたためバーテンダーを止め、

今は「Plant vs Untead（プラント Vs アンデット）」とい

う暗号通貨に交換可能なゲーム内のポイントを獲得す

ることで、お金を稼ぐことが出来るゲームをして学費を

ねん出しているという。 

 

また、アンドレス・ベジョ・カトリック大学の法学を専

攻するオニベル・サンタエジャ氏の場合、半期の学費（１

２科目履修）で１，６００ドルかかるという。 

 

彼女は奨学金を受けており、入学当初は学費の８０％を

カバーしていたが、カバー率は下がり、現在は５０％ま

で減ったという。 

 

不足分を工面するためサンタエジャ氏は、インターネッ

トで美容関連の製品を売るお店を開業して稼いでいる

という。 

 

以上 


