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（写真）米国財務省 “外国資産管理局（OFAC） 制裁対象となる取引について説明” 

 

 

２０２０年４月１５日（水曜） 

 

政 治                     

「ラモベルデ収容施設 ４００名の囚人が反乱」 

「野党国会 米国凍結口座の資金移動を承認」 

「マドゥロ政権の Covid-１９対応評価 南米最低」 

経 済                     

「El Palito 製油所で火災発生」 

「外国からの仕送り 前年比３０％減の可能性」 

「Conindustria 国家緊急政府の発足を支持」 

社 会                     

「離反与党政治家ら 汚職の訴えを受ける」 

「燃料不足による抗議行動が増加」 

２０２０年４月１６日（木曜） 

 

政 治                    

「Covid-１９感染確認数 １９７名、死者９名」 

「米国 ベネズエラに支援金１１００万ドル」 

「検察庁 汚職押収金６４０万ドルを寄贈」 

経 済                    

「米国政府 制裁対象外リストを公表」 

「PDVSA 合弁会社の事業再編すすめる」 

「OPEC ３月産油量は日量６６万バレル」 

「SUDEBAN BOD 銀行の介入措置を延長」 

「Fedeagro 食料自給率７０％→２０％に？」 

「グアイド政権 医療従事者に月１００ドル支給」 
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２０２０年４月１５日（水曜）             

政 治                       

「ラモベルデ収容施設 ４００名の囚人が反乱」       

 

４月１５日 ミランダ州ロス・テケスにあるラモベルデ

軍事収容施設で囚人の反乱がおきた。 

 

ラモベルデ軍事収容施設には、離反軍人や政治犯が多く

収容されており、１４年～１７年にかけて大衆意志党

（VP）のレオポルド・ロペス党首も収容されていた。 

 

急進野党系の人権活動家であるタマラ・スジュ氏は、ツ

イッターで 

「ラモベルデ軍事収容施設で囚人が反乱を起こした。 

２００人の「軍部警察組織（DGCIM）」がラモベルデ主

要施設に入ろうとしている。」 

と投稿。 

 

また、１９年５月に自宅軟禁から脱走し、米国に亡命し

たイバン・シモノビス氏は自身のツイッターで 

「ラモベルデ収容施設の DGCIM 職員が囚人や施設の

職員を攻撃している。施設にいる全員が危険な状況にあ

る。」 

と警鐘を鳴らした。 

 

他、「刑務所観測所団体」はツイッターにて 

「４月１５日（水曜） ミランダ州のラモベルデ収容施

設で４００名以上の囚人が、「軍部警察組織（DGCIM）」

の侵入を防いでいる。 

 

囚人の家族によると、Covid-１９感染拡大を恐れて囚人

が自衛手段を行使したという。しかし、家族は拘束者の

罪が増すことを恐れている。」 

と投稿している。 

 

 

 

（写真）刑務所観測所団体ツイッター 

 

なお、４月１４日、米国のポンペオ国務長官は 

「マドゥロ政権は３３４名の政治犯を収容している。そ

の中には、グアイド暫定大統領の親族、米国籍の６名の

CITGO 役員、国会議員、医療ワーカー、ジャーナリス

トも含まれる。この状況を受け入れることはできない。」 

と非難していた。 

 

 

（写真）米国ポンペオ国務長官ツイッター 
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「野党国会 米国凍結口座の資金移動を承認」         

 

４月１５日 グアイド政権は国会を開催。 

 

米国の「Citibank」にあるベネズエラ中央銀行の凍結口

座の資金をニューヨークの「連邦準備口座（名義はベネ

ズエラ中央銀行）」に移動することを承認した。 

 

米国のベネズエラ専門メディア「RunRun」によると、

最大で８，０００万ドルの資金があるという。 

 

この資金は、グアイド政権側が任命した「ベネズエラ中

央銀行役員」が管理し、国会の承認と同行役員の決定に

よりグアイド政権に資金を送金することが出来るとい

う。 

 

また、上記の承認とは別で、「民主主義保護と安全プロ

ジェクト」の対策費として４５２万９，２２９ドルの予

算が承認された。 

 

「マドゥロ政権の Covid-１９対応評価 南米最低」                  

 

フランスのコンサルティング会社「イプソス」は、Covid-

１９に対する各国政府の対応についてのアンケート調

査を実施。その結果を公表した。 

 

同調査によると、Covid-１９の対応として、最も高い評

価が下された国はウルグアイ（高評価が６２％）、アル

ゼンチン（同６２％）。次いで、ペルーが同５９％、チ

リが同５１％と続いた。 

 

平均では、ボリビアが同３８％、キューバ、パナマが３

６％、エクアドルが３２％。 

 

評価が低い国はブラジルが同１４％、メキシコが同１

２％。ベネズエラは最も低い同１１％だった。 

 

大統領個人についての評価に関して、最も良い評価を受

けたのはペルーのビスカラ大統領で５６％。他、チリの

ピニェラ大統領が４０％。メキシコのロペスオブラドー

ル大統領は１９％。ブラジルのボルソナーロ大統領は１

６％。マドゥロ大統領は６％という結果になった。 

 

同調査について、ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス情報

通信相は反論。 

 

「イプソス」の調査母体は、３５３名、１４カ国のメデ

ィア関係者・オピニオンリーダーを対象に２０年３月２

７日～４月６日にかけて実施したもので、国民にアンケ

ートを実施したわけではないと主張した。 

 

筆者も「イプソス」の調査母体に関する情報を確認した

が、確かに調査対象はメディア関係者・オピニオンリー

ダーを対象としたもので、一般人へのアンケート調査で

はなかった。 

 

経 済                        

「El Palito 製油所で火災発生」              

 

前号「ベネズエラ・トゥデイ No.432」で「El Palito 製

油所」の精製が再開する可能性があるとの記事を紹介し

た。 

 

重要機関の再稼働が始まり、周辺の補修などを経て数日

後には少量ながら燃料の精製が再開する可能性が出て

いた。しかし、再稼働は更に時間を要することになるか

もしれない。 

 

４月１５日 現地メディア「El Carabobeno」は Diesbolo 

Espinoza PDVSA 労働組合元代表からのインタビュー

情報として、「El Palito 製油所」で火災が発生したと報

じた。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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原因は施設内にあるゴミが引火したことが理由だとい

う。ここ数日、ベネズエラは高温且つ湿度が低いようで、

火災が頻発している（「ベネズエラ・トゥデイ No.432」

参照）。 

 

EspinozaPDVSA 労働組合元代表は、 

「現在、El Palito 製油所は全くガソリンを精製していな

い。」 

と述べている。 

 

今回の火災で再稼働が更にずれ込むこともありそうだ。 

 

「外国からの仕送り 前年比３０％減の可能性」         

 

４月１５日 世論調査会社「Datanalisis」のビセンテ・

レオン社長は、現地メディア「El Pitazo」のインタビュ

ーで、２０年の外国からの仕送りが前年比３０％減少す

る可能性があるとの見解を示した。 

 

ビセンテ・レオン社長によると、２０１９年時点の調査

では、回答者全体の３０％は「外国の親族から仕送りを

受けている」と回答していたという。 

 

また、仕送りを受け取っている人の受取額の平均は、１

カ月１６０ドル、年間で２，０００～２，５００ドルだ

ったという。 

 

しかし、Covid-１９の影響で外国に住む親族の生活も圧

迫されており、仕送り余力が大きく減少している。 

 

この影響で、２０年に外国から受け取る仕送り額は前年

比３０％ほど減少すると予想しているとの見解を示し

た。 

 

 

 

 

「Conindustria 国家緊急政府の発足を支持」                  

 

４月１５日 「ベネズエラ工業組合（Conindustria）」は

声明を発表。グアイド政権が提案した「国家緊急政府」

の発足を支持する意向を示した。 

 

「ベネズエラの経済は、Covid-１９対策として政府が強

いる過剰な隔離により厳しい状況にある。 

 

「Conindustia」は、政治アクターに対して国家緊急政府

を発足し、現状の問題を効果的に解決するよう求める。 

 

国家緊急政府は、政治・経済・社会の変革と国際社会か

らの孤立状況を変えるきっかけになると考えている。 

 

ベネズエラの工業セクターは、社会正義と自由と平等、

民主主義を確立するため、協力する意志がある。」 

と発表した。 

 

なお、ベネズエラの経済団体で大きな組織は４つある。 

 

１つ目は、上記の「Conindustria」。 

ベネズエラの工業セクターの主要団体。 

代表が交代すると、各組織のスタンスは変わるが、現在

の Conindustria は与党との対立姿勢が強い。 

 

２つ目は「Consecomerico」。 

ベネズエラの商業セクターの主要団体。 

現在の代表は政治に関与することを避けている印象。 

 

３つ目は「Fedecamaras」。 

産業界全体をまとめる団体で最も大きい組織。 

現在の「Fedecamaras」の代表は、比較的マドゥロ政権

とも協力姿勢を見せており、経済制裁に反対意見を示し

ている。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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最後は「Fedeindustria」。 

中小企業で構成される企業団体。 

「Fedeindustria」は、マドゥロ政権を支持する企業団体。 

上記３団体と比べて規模は小さいが、政治的にマドゥロ

政権に利用されることが多い。 

 

社 会                        

「離反与党政治家ら 汚職の訴えを受ける」           

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.430」で、１７年３月まで

ベネズエラで検事総長を務めたルイサ・オルテガ元検事

総長が汚職容疑で米国政府に起訴されたとの記事を紹

介した。 

 

記事の内容はベネズエラ人企業家カルロス・フェルミン

氏が PDVSA との汚職取引の罪を逃れるため、オルテガ

元検事総長に賄賂を支払ったという内容。 

 

当時、汚職に関する詳細情報（時期・金額など）は明ら

かになっていなかったが現地メディア「El Pitazo」は続

報を出した。 

 

「El Pitazo」によると、汚職が行われたのは１７年初め。

オルテガ元検事総長がベネズエラ国内で、検事総長を務

めていた時期。カルロス・フェルミン氏は、PDVSA と

の汚職取引について自身の起訴を逃れるためにオルテ

ガ元検事総長に１０万ドルを支払ったと証言している。 

 

なお、オルテガ元検事総長への賄賂の支払いを仲介した

人物として José Rafael Parra Saluzzo 氏の名前が挙がっ

ている。現在、José Rafael Parra Saluzzo 氏は汚職容疑

で SEBIN に捕まっているという。 

 

同じく、マドゥロ政権を離反したラファエル・ラミレス

元 PDVSA 総裁（元国連代表大使）についても、彼の親

族の汚職問題が報じられている。 

 

４月１５日 アルゼンチンのコルドバ県裁判所は、ラフ

ァエル・ラミレス元 PDVSA 総裁の従兄弟でアルゼンチ

ン在住の Luis Abraham Benito Bastidas Ramírez 氏につ

いて、アンドラ公国への身柄引き渡しを拒否する決定を

下した。 

 

Bastido Ramirez 氏は、ベネズエラでの取引で汚職に関

与したとして１８年にアンドラ公国検察庁に逮捕され

ていた。アンドラ公国検察庁は、アンドラ・プライベー

ト銀行（APB）に Bastido Ramirez 氏名義で正当な説明

が付かない５００万ドルの資金が預金されていると説

明していた。 

 

なお、アンドラ・プライベート銀行（APB）では他にも

ベネズエラ取引に関わる多くの汚職資金が流れていた

とされており、米国政府は総額４０億ドルの汚職資金が

同行にあるとしている。 

 

Bastido Ramirez 氏は保釈金を支払うことで、捜査が進

展するまで一時的に解放され、アルゼンチンに移動。 

アンドラ公国検察庁は Bastido Ramirez 氏の身柄引き渡

しをアルゼンチン政府に求めていた。 

 

しかし、コルドバ県裁判所のミゲル・バルガス判事は、

アンドラ公国への Bastido Ramirez 氏の身柄引き渡しを

拒否する決定を下したという。 

 

 

（写真）PrimerInforme      “Bastido Ramirez 氏” 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/8d7c43c67384bac1caafe537f1f73aad.pdf
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「燃料不足による抗議行動が増加」                  

 

ベネズエラの燃料不足は日々悪化している。 

 

Covid-１９対策として外出を控えているベネズエラ国

民も、長期にわたりガソリンが入れられない状況に対す

る不満が限界に近付いているようだ。 

 

４月１４日にマドゥロ政権はガソリン供給制限制度を

導入。ナンバープレートの末尾に応じて給油が出来る曜

日を決める制度を施行した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.432」参照）。 

 

同制度が始まったこともあってか、昨日からガソリン不

足を理由とする抗議行動に関する記事が多くみられる。 

 

４月１５日 ファルコン州でガソリン不足を理由に抗

議行動が起き、地元警察が催涙弾で抗議行動を取り締ま

っている様子が報じられた（以下、写真）。 

 

 

（写真）Jhonattam Petit 記者ツイッター 

 

他、ミランダ州、ララ州、カラボボ州、バリナス州など

でもガソリン不足を理由とした突発的な抗議行動が起

きたと報じられている。 

 

２０２０年４月１６日（木曜）              

政 治                       

「Covid-１９感染確認数 ２０４名、死者９名」        

 

４月１６日時点で、Covid-１９感染確認者数は２０４名

となっている。 

 

４月１４日に１９３名だった感染者数は、１５日に４名

増え１９７名。１７日に更に７名増加し、２０４名とな

った。新たな死者は報告されておらず９名のままとなっ

ている。 

 

「米国 ベネズエラに支援金１１００万ドル」           

 

４月１６日 コロンビアで在ベネズエラ米国大使のよ

うな役割を担っているジェームス・ストーリー担当官は、

米国から人道支援の名目でベネズエラへ１，１００万ド

ルを支援すると発表した。 

 

（政治関係の悪化により、ベネズエラ国内の米国大使館

は閉鎖されている） 

 

ストーリー担当官は、 

「米国は人道支援として総額６．６億ドルの支援を行っ

てきた。そして、今週ベネズエラへの直接支援のために

１，１００万ドルの資金を新たに獲得することが出来た。 

支援物資はデンマークからベネズエラに到着する。 

 

１９年だけで米国からベネズエラに１．８億ドルの食料

が送られた。マドゥロ政権はこの情報を国民に知らせて

いない。」 

と主張した。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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１９年中に１．８億ドル相当の食糧をベネズエラに寄付

していたというのであればストーリー担当官の発言は

評価できる。しかし、現実は異なる。 

 

以下は米国の貿易統計局が公表している「米国のベネズ

エラ向け食料品輸出額」の推移。 

 

 

 

ストーリー担当官が発言した「１．８億ドル」という数

字は民間セクターの食品輸出を全て含めた貿易額。 

また、正確には１億７，２５８億ドルであり、四捨五入

すれば１．８億ドルではなく１．７億ドルだ。 

 

表の通り、１９年の米国からのベネズエラへの食糧輸出

額は前年比５２．９％減と半分以上減っている。この統

計をもって米国のベネズエラへの支援意志を認識する

ことは困難だろう。 

 

１，１００万ドルという寄付も決して多い金額ではない。 

仮に１，１００万ドルを毎日寄付されたとしても（実際

にはそのようなことは無いが）年間４０億ドル。 

他方、１９年のベネズエラの原油輸出額は２００～２５

０億ドルと予想される。 

つまり、制裁が科せられておらずベネズエラが通常の原

油輸出を出来れば、１，１００万ドルという収入は容易

に得られた金額だ。 

 

野党の専門家もこの矛盾を認識しているはずだが、政治

的な理由により、見ないふりをしているのがベネズエラ

経済と一般国民の生活を悪化させているのだろう。 

 

「検察庁 汚職押収金６４０万ドルを寄贈」         

 

ウィリアム・サアブ検事総長は、カラカスにある軍部の

病 院施 設「 Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo y Dr. 

Vicente Salias Sanoja」に６４０万ドルの寄付を行うと

発表した。 

 

サアブ検事総長は 

「本日、ベッド、消毒剤、体重計、外科手術道具、マス

ク、手袋、医薬品など１５９万６，８２１個の医療器材

を寄付した。 

 

これらの寄贈品は、０８～１５年にかけて不当な外貨申

請で国の資産を横領していた「Franco３０００」という

会社から押収した資金による寄付である。」 

と説明した。 

 

過去、ベネズエラは外貨を国が管理しており、民間セク

ターへの外貨の割当先を「外貨管理委員会（CADIVI）」

が決めていた。 

 

民間企業は CADIVI に商品の輸入申請と外貨の割当を

申請し、CADIVI の承認を得た上で当該商品を輸入する

仕組みになっていた。 

 

この外貨割当を巡り、政府関係者は輸入者に賄賂を要求。

賄賂の見返りに優先的に外貨を割り当てることが恒常

化していた。また、輸入者も本来は輸入する予定の無い

品目を上乗せして外貨申請を行うことも恒常化してい

た。 

 

「Franco３０００」という会社は、当時の取引で不当に

得た資金を没収されたということになるようだ。 

 

 

 

表：　米国のベネズエラ向け食料品輸出額（１７年～１９年）
（単位：千ドル）

分類 2017年 2018年 2019年
前年比
増減率

動物 3,369 3,165 9,300 193.8
植物性生産品 251,605 233,695 67,671 △ 71.0
動植物性油脂等 18,788 36,150 9,361 △ 74.1
調整食料品・飲料 115,798 93,101 86,247 △ 7.4
食品合計（HS1～ 389,560 366,111 172,579 △ 52.9
（出所）米国センサスより弊社作成
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経 済                       

「米国政府 制裁対象外となる取引を説明」            

 

４月１６日 米国の外国資産管理局（OFAC）は、どの

取引が制裁対象外となる「人道支援」に該当するのか、

その他の制裁に抵触しない商取引を説明する文章を公

表した（原文は「Fact Sheet: Provision of Humanitarian 

Assistance and Trade to Cambat COVID-19」参照）。 

 

イラン、ベネズエラ、キューバ、北朝鮮、ロシア、ウク

ライナなど米国が制裁を科している国別に指針が示さ

れている。 

 

ベネズエラについて、米国政府は 

「制裁の目的は、民主主義を取り戻すためマドゥロ政権

の資金を絶つことが目的で、人道支援を目的としたベネ

ズエラ国民への財・サービス取引は保証する。」 

としている。 

 

今回、OFAC が公表した内容自体は、既存のライセンス

に書かれている内容を復唱しているだけではあるが、

「制裁ライセンス毎に書かれていた制裁対象外の取引

内容を１つにまとめた」という点では、分かりやすくな

ったと言える。 

 

ただし、今回の OFAC の公表文により、制裁自体が緩

和されたわけではなく、制裁ライセンスに書かれている

曖昧な部分が明確になったわけでもない。 

 

今回の発表を受け、アレアサ外相は自身のツイッターで 

「米国政府による金融制裁は、食料・医薬品を含むベネ

ズエラ全ての経済セクターに悪影響を与えている。 

また、ベネズエラの資産を凍結している。制裁対象とな

るリスクを恐れて外国企業とベネズエラ企業との取引

が阻害されている。」 

と訴えた。 

 

「PDVSA 合弁会社の事業再編すすめる」         

 

「Bloomberg」は、「Rosneft」のベネズエラ事業撤退と

今後の「Chevron」撤退を見越して、PDVSA が事業再

編（同盟関係の再構築）を進めていると報じた。 

 

その中で、オランダ籍の「GPB Global Resorceses BV」

という会社が PDVSA とのパートナーに浮上している

という。 

 

「Bloomberg」によると、「GPB Global Resorceses BV」

はロシアの石油開発会社「Gazprom」の元幹部 Boris 

Ivanov 氏と Sergey Tagashov 氏の会社だという。 

 

また、Sergey Tagashov 氏については、「Gazprom」の幹

部を務める前には、在ワシントン・ロシア大使館で外交

官を務めており、ロシア政府と強固な関係を持つ人物だ

という。 

 

また、「GPB Global Resorceses BV」には、PDVSA との

汚職問題で度々名前が上がる「Derwick Associate Corp」

という会社に所属していた Francisco Convit 氏も所属

しているという。 

 

「GPB Global Resorceses BV」は、「Petrozamora」で産

油事業を行っており、PDVSA は同社の活動を評価して

いるという。 

 

カラカスのコンサルタント会社「Gas Energy Latin 

America」のアンテロ・アルバラド氏は、 

『「Petrozamora」では、比較的品質の良い原油が取れる。

「Petrozamora」の原油は、オリノコ川流域で採れる超

重質油の希釈に使用される。また、シンガポールやスウ

ェーデン、マレーシアに輸出されており、PDVSA にと

って重要な原油となっている。』 

と説明した。 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/covid19_factsheet_20200416.pdf
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「OPEC ３月産油量は日量６６万バレル」         

 

 

OPEC は、２０２０年３月のベネズエラの平均産油量が

先月から日量１０万バレル減少し、日量６６万バレル

（第三者専門家によるセカンダリーソース）だったと発

表した。 

 

 

 

ベネズエラ石油省が直接 OPEC に報告しているダイレ

クトソースの平均産油量も先月比で日量１４．７万バレ

ル減の日量７１．８万バレルと大きく減少している。 

 

 

 

「SUDEBAN BOD 銀行の介入措置を延長」         

 

「銀行監督局（SUDEBAN）」は、ベネズエラの民間金

融機関「BOD 銀行」に科している介入措置を１２０日

間延長することを決定した。 

 

 

「BOD 銀行」はベネズエラの民間金融機関としては４

番目に大きな銀行だった。しかし、ベネズエラ債などハ

イリスク投資に注力し、資産を毀損。顧客の資金を危険

にさらしていたことが判明し、問題となっていた（詳細

は「ウィークリーレポート No.120」参照）。 

 

この状況を受けて、１９年１０月、SUDEBAN は「BOD

銀行」への介入措置を決定（「ベネズエラ・トゥデイ

No.356」参照）。 

 

その後も更新が続き、今回さらに１２０日間の介入措置

を講じたことになる。 

 

「Fedeagro 食料自給率７０％→２０％に」         

 

「ベネズエラ農業生産組合（Fedeagro）」のセルソ・フ

ァンテネリ副代表は、栽培で最も重要な時期に入ったに

もかかわらず「とうもろこし」、「米」の種まきが出来て

おらず、このまま有効な対策を取ることができない場合、

２０年は国内の食糧需要の２０～２５％程度しか賄う

ことが出来ないと警戒感を示した。 

 

また、生産に必要な肥料が購入できないことも収穫量を

減らす要因になるとしている（「ベネズエラ・トゥデイ

No.432」参照）。 

 

また、「Fedeagro」のアキレス・ホプキンス代表は、１

９年の食糧自給率は７０％だったと言及。 

 

一般的に、ベネズエラの食糧自給率は３０％程度と言わ

れている。しかし、外貨不足により食料輸入が著しく減

少したことで、国内の食料供給量が減り、相対的に食料

の国内自給率が上がったということだろう。 

 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9bc3cc4ee4a93775af4d041a85c12a41.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa2385261342683938fb699f8b65a87f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/aa2385261342683938fb699f8b65a87f.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e669caaa9052a4123d801c5d95557cd2.pdf
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「グアイド政権 医療従事者に月１００ドル支給」         

 

４月１６日 グアイド議長は、「ベネズエラの医療従事

者に対して毎月１００ドルを支給する」と発表した。 

 

グアイド議長は自身のツイッターでビデオメッセージ

を公表。 

「金額は少ないが、ベネズエラ人の生命を守り、我々の

医療を保護してくれている医療従事者に支援を行いた

い。出来るだけ早く支給が実現できるよう可能なことを

行う。」と述べた。 

 

１００ドルを支給する期間は３カ月。 

米州機構（OAS）が透明性の高い支払いスキームを確立

し、１００ドルを給付するという。 

 

これまでグアイド政権はマドゥロ政権の対応を批判す

る姿勢ばかりが目立っていたが、今回はグアイド政権が

政府らしい対応を取ったように思え、評価されるべきだ

ろう。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

以上 


