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（写真）大統領府 “５月１日 年金受給者に対して１万ボリバル（２２００ドル超）の現金給付を発表” 

 

 

２０２２年４月２９日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 トルコ外相と会談 

～トルコ企業にベネズエラへの投資求める～」 

「米国 与党国会が任命した最高裁判事を否定か」 

「国際労働機関 ９月に再度ベネズエラを訪問」 

経 済                     

「ボリバル建て決済が増加 

～ボリバル建て預金が外貨建て預金を上回る～」 

「セントビンセントにディーゼル燃料・ガス輸出」 

社 会                     

「豪雨でスリア州に深刻な影響」 

4 月 30 日～5 月 1 日（土・日） 

 

政 治                    

「マドゥロ大統領 年金受給者へ大規模給付 

～BsD.１万（２２００ドル超）を支給～」 

「与党国会 労働争議に介入」 

「米軍司令官 マドゥロ政権の麻薬取引関与指摘」 

経 済                    

「民間企業 ６割超が経済制裁を否定 

～４割は外国口座の閉鎖を余儀なくされた～」 

「イランとエネルギー分野で合意か」 

社 会                    

「経済危機を受けて自営業が増、公務員は減」 
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２０２２年４月２９日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 トルコ外相と会談           

  ～トルコ企業にベネズエラへの投資求める～」       

 

４月２８日 トルコの Mevlut Cavusoglu 外相がベネズ

エラを訪問。翌２９日にマドゥロ大統領と会談した。 

 

マドゥロ大統領は Cavusoglu 外相と二国間協力協定を

締結。Cavusoglu 外相に対して、更なるトルコからの投

資を歓迎すると呼びかけた。 

 

「トルコの投資家がベネズエラを投資対象として検討

するタイミングが来た。トルコ企業は非常に能力が高く、

創造的だ。 

 

生産・商業・食品・テクノロジー・重工業・通信・医薬

品・観光・原油ガス・石油化学などの分野でベネズエラ

への投資を拡大してほしい。」 

と呼びかけた。 

 

なお、マドゥロ大統領によると、現在トルコによるベネ

ズエラへの投資額は８．５億ドルになるという。 

 

 

（写真）大統領府 

 

「米国 与党国会が任命した最高裁判事を否定か」         

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.747」で紹介した通り、

与党国会は新たに最高裁判事２０名を任命した。 

 

現地メディア「Monitoreamos」は、米国国務省関係者に

インタビューを実施。本件に関する米国政府のスタンス

を確認した。 

 

記事によると米国国務省関係者は 

「最高裁判事の任命は違法である。なぜなら国会自体が

違法な組織だからだ。今回の決定はまったく包括的なも

のではなく、司法の独立性もない。 

 

今回の判事任命は、マドゥロ政権が公権力の独立性を尊

重しておらず、権力に固執していることを証明した。 

 

米国政府は統一プラットフォーム（主要野党を中心とす

る野党連合のこと）を支持し、ベネズエラで自由で公平

で民主的な選挙を実施するためにマドゥロ政権との即

時交渉を望んでいる。」とコメントしたという。 

 

この記事をもって、米国政府が今回の最高裁判事の任命

について強い拒否反応を示しているように見えるが、個

人的には認識は違う。 

 

理由は、この記事が非公式な米国国務省関係者の発言だ

からだ。 

 

報道を見る限り、米国政府は今回の最高裁判事の任命に

ついて、公式な見解を表明していない。 

 

過去の米国政府であれば、与党国会が最高裁判事を任命

した当日に拒絶する旨の記者会見を実施しただろう。 

過去と比べると米国政府の反応はかなり弱いと言える。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5d35a39d0cfd33a4ffb2693ba53c7d9.pdf
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マドゥロ政権と主要野党に反対する急進野党系の

Oliver Lopez 弁護士は今回の最高裁判事の選定で任命

された４名の野党系判事について、主要野党の「行動民

主党（AD）」「新時代党（UNT）」「第一正義党（PJ）」と

主要野党に属する中堅野党「キリスト教社会党（Copei）」

の関係者からそれぞれ１名が選ばれていると指摘。 

 

つまり、主要野党（グアイド議長が所属する大衆意思党

を除く）も一定の認識をしている可能性があることを示

唆した。 

 

 

（写真）Oliver Lopez 弁護士 

 

「国際労働機関 ９月に再度ベネズエラを訪問」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.747」にて、国際労働

機関（OIT）の代表らがマドゥロ大統領と協議を行った

との記事を紹介した。 

 

４月２９日 「ベネズエラ経団連（Fedecamaras）」の

Carlos Fernandez 代表は「Efe 通信」に対して、OIT ミ

ッション団がベネズエラでどのような点についてマド

ゥロ政権と協議をしたのかを説明した。 

 

 

 

 

 

Fernandez 代表によると、OIT ミッション団は、マドゥ

ロ大統領と「労働者の生活改善のため、最低賃金につい

て永続的な検討を行うこと」「労働組合、経済団体幹部

への嫌がらせをやめること」「個人の所有権を侵害しな

いこと」などについて協議をしたという。 

 

また、これらの協議内容について、マドゥロ政権が適切

に守っているかを確認するために９月に再びベネズエ

ラを訪問すると説明した。 

 

経 済                        

「ボリバル建て決済が増加                  

 ～ボリバル建て預金が外貨建て預金を上回る～」           

 

３月２８日 「大規模金融取引税法」が改定され、外貨

建て・デジタル通貨建ての取引に一律３％の税が課され

ることになった。 

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、同法律の改定以降、

ボリバル建て決済が増加しているとのデータを発表し

た。 

 

SUDEBAN によると、ボリバル建ての決済は法律改定

前と比べて２１％増えたと発表した。 

 

また、経済系メディア「Bancaynegocios」によると、ボ

リバル建ての預金額も増加しており、ドル預金の割合よ

りもボリバル建て預金の割合の方が多くなったという。 

 

３月末時点でベネズエラ金融機関の預金額は先月比１

０．５％増の BsD.１２３．９億。前年同期と比べて３

２８．４％増えたという。 

 

また、預金に占めるボリバル建ての金額が５３％になり、

この１年超で初めてボリバルの預金額が５０％を超え

たという。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5d35a39d0cfd33a4ffb2693ba53c7d9.pdf
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なお、３月末時点の預金額について７３．１％は上位５

銀行（「Banco de Venezuela」「Mercantil」「Banco 

Nacional de Credito」「BBVA Provincial」「Banesco」）

が占めており、９１．３％は上位１０銀行で占めている

という。 

 

 

（写真）Bancaynegocios 

 

「セントビンセントにディーゼル燃料・ガス輸出」                  

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.747」で、セントビン

セント・グレナディーン諸島の Ralph Gonsalves 首相が

ベネズエラを訪問し、マドゥロ政権は、同国がベネズエ

ラに対して負っていた債務約７０００万ドルを免除し

たとの記事を紹介した。 

 

本件の追加情報として、セントビンセント・グレナディ

ーン諸島の現地メディアは、マドゥロ政権が「ペトロ・

カリベ」を再開し、セントビンセント・グレナディーン

諸島に対してディーゼル燃料と家庭用ガス３，５００バ

レルを送ると報じた。 

 

セントビンセント・グレナディーン諸島の Camilo 

Gonsalves 財務相によると、家庭用ガスは同島にある

PDVSA 子会社「"PDVSA San Vicente y Granadinas" 

(PDVSA SVG)」を通じて輸入されるという。 

 

 

ベネズエラから家庭用ガスを安価に調達することで、島

民の料理に必要になるガス代が安くなると強調した。 

 

また同島のエネルギー会社「St Vincent Electricity 

Company (Vinlec)」はベネズエラから日量１０００バレ

ルのディーゼル燃料を受け取り発電に使用すると発表

した。 

 

なお、「St Vincent Electricity Company (Vinlec)」が発電

で使用している燃料は日量５００～６００バレルであ

り、日量１０００バレルだと同４００～５００バレルほ

どあまる。余剰分をどのように扱うかは内部で検討を進

めているという。 

 

Gonsalves 財務相によると、ベネズエラからディーゼル

燃料を調達することで、３５％ほどエネルギーの費用負

担を削減することが出来るという。 

 

社 会                        

「豪雨でスリア州に深刻な影響」           

 

ここ数日、ベネズエラは豪雨に見舞われており、全国的

に被害が出ている。 

 

報道を見る限り、特に被害が大きいのはスリア州。 

 

特にマラカイボ湖南では、一部川が決壊し、道路を超え、

農業地帯まで水が流れ、農業・畜産業の栽培に深刻な影

響を与えているという。 

 

スリア州のマニュエル・ロサレス知事は、農業用地２万

ヘクタールが浸水したと発表。ロサレス知事は主要野党

「新時代党（UNT）」の党首だが、マドゥロ政権は一定

の協力をしているようで、スリア州に対して災害対策費

として BsD.１３３５万（約３０万ドル）を支給。 

早急に対応するよう求めた。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e5d35a39d0cfd33a4ffb2693ba53c7d9.pdf
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（写真）Bancaynegocios 

“川が決壊したマラカイボ湖南部の様子” 

 

２０２２年４月３０日～５月１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「マドゥロ大統領 年金受給者へ大規模給付      

   ～BsD.１万（２２００ドル超）を支給～」        

 

５月１日は「労働の日」。 

 

通常、マドゥロ政権は５月１日に最低賃金を改定するこ

とが多いが、２０２２年は３月に大幅な最低賃金改定を

行ったばかりだったこともあり、どのような政策が発表

されるのか注目が集まっていた。 

 

５月１日 マドゥロ大統領は、労働者を集めた政治集会

を実施。同イベントで一連の政策を発表した。 

 

中でも特に大きな発表は、「年金受給者への特別金の支

給」。その金額は１人当たり１万ボリバル。ドルに換算

すると２２２７ドルに相当する。 

 

月額の最低賃金が３０ドルのベネズエラにおいて、この

金額がどれだけ大きいか想像できるだろう。 

 

マドゥロ大統領は今回の現金給付について、「米国の経

済制裁によりベネズエラ経済は大打撃を受けることに

なり、その影響は特に高齢者に及んだ。」と指摘。 

 

 

「この数年間は極めて厳しいものだったが、ベネズエラ

国民の努力のおかげで状況は改善している。 

 

２０１８年１月～２０２２年５月までに支給できなか

った金額の保障として一度に１万ボリバルを支給する」 

と説明した。 

 

他、マドゥロ大統領は、労働者向けの基金「労働者特別

基金」の創設を発表。同基金では、労働者の生活やプロ

ジェクトを支援するための融資などを行うようで、１億

ボリバルを基金に割り当てるとした。 

 

他、「全国労働者生産評議会」などいくつかの労働者支

援用の団体を発足した。 

 

筆者の理解する限り、（年金受給者を除き）労働者向け

の現金支給など金銭に関する直接的な政策は発表され

なかった。 

 

なお、同イベントには、多くの人々が集まったが基本的

には支持者ではなく、公務員が仕事として集められたと

思われる。 

 

 
（写真）大統領府 

“５月１日の政治イベントの様子” 
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「与党国会 労働争議に介入」             

 

与党国会の労働案件委員会は、ベネズエラ国内の経済活

動に影響の大きな１２社の労働争議に介入すると発表

した。 

 

与党国会が介入する企業は以下の１２社だという。 

 

「Grupo Mondelez Venezuela CA」 

「Cerveceria Regional（Cagua 工場）」 

「Envases Venezolanos SA」 

「la Corporacion Integrada Agropecuaria Caica」 

「Laboratorios Innova」 

「Coca Cola Femsa」 

「Industria Diana」 

「Supermercado Luxor CA（Guacara）」 

「Rialca」 

「Corpoacion Inlaca」 

「Cindu」 

「la Transnacional Alpa」 

 

労働争議の主なテーマは、労働組合と企業側の集団契約

が合意に至ってないこと、不当な解雇、労働法に違反す

るような労働条件の提示などだという。 

 

与党国会が介入することで話がスムーズに進むように

なるのかは不明だが、基本的に経営者側が不利になるこ

とが予想される。 

 

「米軍司令官 マドゥロ政権の麻薬取引関与を指摘」             

 

４月３０日 Laura J. Richardson 米国南部軍司令官は、

アルゼンチン系メディア「Infobae」のインタビューに対

応。 

 

 

 

マドゥロ政権について、「コロンビア革命軍（FARC）」

の残党や「国民解放戦線（ELN）」などコロンビアゲリ

ラに潜伏先を提供していると指摘。 

 

ゲリラ組織とマドゥロ政権との関係は明白で、マドゥロ

政権は明らかに麻薬取引に関与しているとの見解を示

した。 

 

Richardson 米国南部軍司令官は、ベネズエラが重要な

麻薬の経由地であり、メキシコや中央アメリカを経由し

てコロンビアから流れてくる麻薬の多くはベネズエラ

を経由していると指摘した。 

 

ただし、「米国麻薬捜査局（DEA）」が発表している資料

によると、コロンビアから米国に流れている麻薬の９３

～９４％はコロンビア・エクアドル経由で流れており、

ベネズエラなどを経由してカリブ海ルートで流れる麻

薬は全体の６～７％と公表している（「ウィークリーレ

ポート No.143」）。 

 

経 済                       

「民間企業 ６割超が経済制裁の影響を受けた        

 ～４割は外国口座の閉鎖を余儀なくされた～」            

 

経済調査会社「Pedagogia Economica」のビクトル・ア

ルバレス氏は、ベネズエラの民間企業・民間の経済団体

を対象に米国の経済制裁に関するアンケート調査を実

施。 

 

「回答企業の６３．６％は米国の経済制裁により直接的

な影響を受けたと回答した」との結果を発表した。 

 

また、回答企業の３９．４％は「制裁を理由に外国の口

座の閉鎖を余儀なくされた」と回答している。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7227ae36d0a994b34c10e794cb9d6fc.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/a7227ae36d0a994b34c10e794cb9d6fc.pdf
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他、５７．６％は「外国にいる取引先との送金で問題が

起きた」と回答。 

 

４２．４％は「制裁の影響で商取引に遅延・延期などの

問題が生じた」と回答。 

 

３６．４％は「制裁により原材料・部品・資材などの調

達がキャンセルされた」と回答した。 

 

また、「Fedecamaras」の Jorge Botti 元代表は、 

「ベネズエラの民間企業は米国との取引関係が長いが、

制裁により金融取引・商取引に問題が生じている」と指

摘。状況の改善を求めた。 

 

なお、Botti 氏と Alvares 氏の２名は、バイデン政権に対

して経済制裁を見直すよう陳情書を出した２５名のう

ちの２名である（「ベネズエラ・トゥデイ No.741」）。 

 

「イランとエネルギー分野で合意か」         

 

「Bloomberg」は、イランの Javad Owaji 石油相がベネ

ズエラにいると報道。 

 

既に４月３０日から数十名規模のイラン・ミッション団

がカラカスに到着しているという。 

 

「Bloomberg」によると、Owaji 石油相とミッション団

は、アスドゥルバル・チャベス PDVSA 総裁とともにパ

ラグアナ半島にある製油所を視察しており、５月２日

（月曜）にエネルギー分野に関する協定を締結するとい

う。 

 

米国が経済制裁を科して以降、ベネズエラとイランの経

済関係は密接になった。 

 

 

 

イラン技術者らがベネズエラ国内の製油所を補修し、希

釈剤とベネズエラ原油の代物取引をするなど今ではイ

ランはベネズエラにとって欠かせない存在になってい

る。 

 

社 会                       

「経済危機を受けて自営業が増、公務員は減」            

 

「アンドレスベジョ・カトリック大学」の調査によると、

ベネズエラで自営業者が増加しているという。 

 

２０１４年、ベネズエラの自営業者の割合は全体の３０．

６％だったが、２０２１年には４９．４％まで上昇。 

つまり、２人に１人は自営業ということになる。 

 

一般の仕事と自営業を掛け持ちする人も多く、一例とし

て５６歳の Pedro Martines 氏は、夜は病院の担架を運

ぶ仕事をしており、昼はカラカスの路上でお菓子、石鹸

など売っているという。 

 

病院での仕事の給料は月額２９ドルで、生活には不十分

なため、仕事を掛け持ちしているという。 

 

ペドロ氏によると、路上での販売で得られる利益は１週

間で３０ドルほどになり、病院での仕事よりも高いとい

う。 

 

また、同大学の調査によると公務員の労働者は減少傾向

にあり、２０１４年には公務員の割合は労働者全体の３

５．８％だったが、２１年には２１．８％まで減少した

という。 

 

以上 


