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ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ経済経済経済経済（（（（２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年５５５５月月月月））））    

１１１１．．．．経済経済経済経済概要概要概要概要    

（（（（１１１１））））経済一般経済一般経済一般経済一般    

●●●●2222 日日日日，，，，米大手証券会社米大手証券会社米大手証券会社米大手証券会社であるであるであるであるモルガンモルガンモルガンモルガン・・・・スタンレースタンレースタンレースタンレーはははは，，，，直近直近直近直近 4444 ヶヶヶヶ月月月月のののの原油価格原油価格原油価格原油価格のののの上昇上昇上昇上昇にににに基基基基づづづづ

きききき，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの 2011201120112011 年年年年のののの経済成長予測経済成長予測経済成長予測経済成長予測をををを 0.3%0.3%0.3%0.3%からからからから 3%3%3%3%へへへへ上方修正上方修正上方修正上方修正したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，2012012012012 2 2 2 年年年年にににに

ついてはついてはついてはついては，，，，1.6%1.6%1.6%1.6%からからからから 3.6%3.6%3.6%3.6%としたとしたとしたとした。。。。    

●●●●ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCVBCVBCVBCV））））はははは，，，，2011201120112011 年年年年 1111 月月月月～～～～4444 月月月月のののの外貨建外貨建外貨建外貨建てててて債券取引債券取引債券取引債券取引システムシステムシステムシステム(SITME)(SITME)(SITME)(SITME)にににに

よるよるよるよる外貨供給額外貨供給額外貨供給額外貨供給額をををを発表発表発表発表しししし，，，，一日一日一日一日あたりあたりあたりあたり 31313131 百万百万百万百万ドルドルドルドルをををを供給供給供給供給したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，これはこれはこれはこれは 2010201020102010

年年年年 9999 月月月月からからからから 12121212 月月月月におけるにおけるにおけるにおける 1111 日日日日あたりのあたりのあたりのあたりの外貨供給外貨供給外貨供給外貨供給額額額額であるであるであるである 42424242 百万百万百万百万ドルドルドルドルをををを 26%26%26%26%下回下回下回下回ったったったった。。。。    

●●●●2222 日日日日，，，，政府政府政府政府はははは官報官報官報官報にてにてにてにてバスバスバスバス運賃運賃運賃運賃のののの 25%25%25%25%のののの値上値上値上値上げをげをげをげを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●2222 日日日日，，，，政府政府政府政府はははは一一一一ヶヶヶヶ月月月月にににに 7,0377,0377,0377,037 ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの 5555 倍倍倍倍））））未満未満未満未満のののの賃金賃金賃金賃金をををを

受給受給受給受給するするするする家族家族家族家族をををを対象対象対象対象にににに，，，，住宅関連住宅関連住宅関連住宅関連をををを対象対象対象対象ととととしたしたしたした新新新新たなたなたなたな融資制度融資制度融資制度融資制度をををを実施実施実施実施するとするとするとすると発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●3333 日日日日，，，，メレンデスメレンデスメレンデスメレンデス中銀総裁中銀総裁中銀総裁中銀総裁はははは，，，，市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行にににに義務義務義務義務づけるづけるづけるづける BCVBCVBCVBCV へのへのへのへの預託金預託金預託金預託金のののの比率比率比率比率をををを引引引引きききき下下下下げるげるげるげる旨旨旨旨

をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    ●●●●3333 日日日日，，，，ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣及及及及びびびびメレンテスメレンテスメレンテスメレンテス BCVBCVBCVBCV 総裁総裁総裁総裁はははは，，，，4444 月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが昨年同昨年同昨年同昨年同

期期期期のののの 5.2%5.2%5.2%5.2%をををを大大大大きくきくきくきく下回下回下回下回るるるる 1.4%1.4%1.4%1.4%にににになったとなったとなったとなったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●銀行監督局銀行監督局銀行監督局銀行監督局はははは，，，，昨年昨年昨年昨年のののの 12121212 月月月月からからからから今年今年今年今年のののの 3333 月月月月のののの間間間間でででで，，，，農業分野向農業分野向農業分野向農業分野向けのけのけのけの低利融資低利融資低利融資低利融資（（（（12%12%12%12%））））でででで，，，，

返済期限返済期限返済期限返済期限にににに達達達達したもののしたもののしたもののしたものの返済返済返済返済がががが行行行行われずわれずわれずわれず係争係争係争係争にににに至至至至ったったったった案件案件案件案件へのへのへのへの融資融資融資融資金額金額金額金額がががが，，，，15151515 億億億億 2,5002,5002,5002,500 万万万万

Bs.FBs.FBs.FBs.F からからからから 35.6%35.6%35.6%35.6%増加増加増加増加しししし，，，，20202020 億億億億 6,8006,8006,8006,800 万万万万 Bs.FBs.FBs.FBs.F となったとなったとなったとなったとととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

●●●●企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省のののの発表発表発表発表によるとによるとによるとによると，，，，今年第今年第今年第今年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算のののの執行額執行額執行額執行額はははは，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 600600600600

億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F とととと比比比比しししし 33%33%33%33%増増増増となるとなるとなるとなる 800800800800 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F となったとなったとなったとなった。。。。これはこれはこれはこれは，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを考慮考慮考慮考慮するとするとするとすると，，，，実質実質実質実質

的的的的にはにはにはには 5%5%5%5%増増増増となるとなるとなるとなる。。。。    

●●●●17171717 日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（（（（INEINEINEINE））））はははは 4444 月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが 8.1%8.1%8.1%8.1%になになになになったったったったとととと発表発表発表発表したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，15151515 歳歳歳歳からからからから 24242424

歳歳歳歳のののの若年層若年層若年層若年層におけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率はははは 16.8%16.8%16.8%16.8%とととと高高高高めにめにめにめに推移推移推移推移しているしているしているしている。。。。    

●●●●17171717 日日日日，，，，ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣，，，，メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中銀総裁中銀総裁中銀総裁中銀総裁がががが記者会見記者会見記者会見記者会見をををを行行行行いいいい，，，，今年今年今年今年第第第第 1111 四四四四

半期半期半期半期のののの GDPGDPGDPGDP 成長率成長率成長率成長率はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 4.5%4.5%4.5%4.5%ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長になったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。他方他方他方他方，，，，非石油分野非石油分野非石油分野非石油分野

はははは 5.2%5.2%5.2%5.2%ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長となったもののとなったもののとなったもののとなったものの，，，，石油分野石油分野石油分野石油分野はははは 1.8%1.8%1.8%1.8%ののののマイナスマイナスマイナスマイナス成長成長成長成長となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●住宅省住宅省住宅省住宅省によるとによるとによるとによると，，，，今年第今年第今年第今年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 16,50016,50016,50016,500 戸戸戸戸にににに比比比比しししし 21%21%21%21%減減減減となとなとなとな

るるるる 13,00013,00013,00013,000 戸戸戸戸にににに留留留留まったまったまったまった。。。。公共分公共分公共分公共分はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 4,6004,6004,6004,600 戸戸戸戸にににに比比比比しししし 35%35%35%35%減減減減ととととなるなるなるなる 3,0003,0003,0003,000 戸戸戸戸，，，，民間民間民間民間

分分分分はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 11,90011,90011,90011,900 戸戸戸戸にににに比比比比しししし 16%16%16%16%減減減減となるとなるとなるとなる 10,00010,00010,00010,000 戸戸戸戸となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●今年第今年第今年第今年第1111四半期四半期四半期四半期のののの税収税収税収税収によりによりによりにより国庫国庫国庫国庫へのへのへのへの歳入額歳入額歳入額歳入額はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比9.3%9.3%9.3%9.3%増増増増となるとなるとなるとなる449449449449億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなっとなっとなっとなっ

たたたた。。。。法人税収入法人税収入法人税収入法人税収入はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 30%30%30%30%増増増増となるとなるとなるとなる 144144144144 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，付加価値税付加価値税付加価値税付加価値税（（（（IVAIVAIVAIVA））））収入収入収入収入はははは同同同同 15%15%15%15%増増増増のののの

238238238238 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，関税収入関税収入関税収入関税収入はははは 40404040 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F となっとなっとなっとなったたたた。。。。    

●●●●29292929 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，，，，1994199419941994 年年年年のののの金融危機金融危機金融危機金融危機時時時時にににに当時破綻当時破綻当時破綻当時破綻したしたしたした銀行銀行銀行銀行がががが保有保有保有保有しししし，，，，そのそのそのその後後後後預金預金預金預金

保護機構保護機構保護機構保護機構（（（（FOGADEFOGADEFOGADEFOGADE））））がががが管理管理管理管理するするするする不動産不動産不動産不動産にににに関関関関しししし，，，，政府政府政府政府のののの進進進進めるめるめるめる住宅住宅住宅住宅ミッションミッションミッションミッションへへへへ移管移管移管移管するするするする旨旨旨旨

をををを決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

    

（（（（２２２２））））エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・資源資源資源資源    

●●●●3333 日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ石油公社石油公社石油公社石油公社（（（（PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA））））はははは，，，，韓国韓国韓国韓国のののの SKSKSKSK エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングととととオリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地地地地

帯帯帯帯フニンフニンフニンフニン地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける石油精製設備建設及石油精製設備建設及石油精製設備建設及石油精製設備建設及びそれにびそれにびそれにびそれに伴伴伴伴ううううファイナンスファイナンスファイナンスファイナンスにににに関関関関するするするする覚書覚書覚書覚書をををを締結締結締結締結したしたしたした。。。。    

●●●●12121212日日日日～～～～13131313日日日日のののの日程日程日程日程でででで，，，，エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー分野分野分野分野にににに関関関関するするするする不均衡不均衡不均衡不均衡のののの是正及是正及是正及是正及びびびび適正適正適正適正なななな資源資源資源資源管理管理管理管理ををををテーマテーマテーマテーマ

にににに，，，，ララララ米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ諸国諸国諸国諸国エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー会合会合会合会合ががががカラカスカラカスカラカスカラカスにてにてにてにて開催開催開催開催されされされされ20202020のののの覚書覚書覚書覚書がががが締結締結締結締結されたされたされたされた。。。。    
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●●●●23232323日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，4444月月月月のののの石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量をををを3333月月月月のののの日量日量日量日量239239239239万万万万バレルバレルバレルバレルとととと比比比比

しししし7.4%7.4%7.4%7.4%減減減減のののの日量日量日量日量221221221221万万万万バレルバレルバレルバレルになになになになったとったとったとったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，そのそのそのその他石油製品他石油製品他石油製品他石油製品にににに関関関関してもしてもしてもしても，，，，4444月月月月

のののの輸出量輸出量輸出量輸出量はははは3333月月月月のののの輸出量輸出量輸出量輸出量であるであるであるである日量日量日量日量44444444万万万万8,0008,0008,0008,000バレルバレルバレルバレルからからからから9.5%9.5%9.5%9.5%減減減減となるとなるとなるとなる日量日量日量日量40404040万万万万5,0005,0005,0005,000バレバレバレバレ

ルルルルになったになったになったになった。。。。        

    ●●●●24242424日日日日，，，，ジェームズジェームズジェームズジェームズ・・・・スタインバーグスタインバーグスタインバーグスタインバーグ米国務副長官米国務副長官米国務副長官米国務副長官はははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAをををを含含含含むむむむ外国企業外国企業外国企業外国企業7777社社社社にににに対対対対しししし，，，，米米米米

国国国国のののの包括的包括的包括的包括的イランイランイランイラン制裁法制裁法制裁法制裁法（（（（CISADACISADACISADACISADA））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき制裁制裁制裁制裁をををを課課課課すすすす旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

●●●●27272727日付官報日付官報日付官報日付官報においてにおいてにおいてにおいて，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAのののの新新新新たなたなたなたな役員役員役員役員がががが任命任命任命任命されされされされ，，，，マドゥーロマドゥーロマドゥーロマドゥーロ外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣ととととジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ

企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣がががが新新新新たにたにたにたに役員役員役員役員となとなとなとなったったったった一方一方一方一方，，，，イバンイバンイバンイバン・・・・オレジャーナオレジャーナオレジャーナオレジャーナ氏氏氏氏及及及及びびびびエウドマリオエウドマリオエウドマリオエウドマリオ・・・・

カルージカルージカルージカルージョョョョ氏氏氏氏はははは退任退任退任退任となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（３３３３））））電力電力電力電力    

●●●●12121212日日日日，，，，日量約日量約日量約日量約95959595万万万万バレルバレルバレルバレルのののの精製能力精製能力精製能力精製能力をををを持持持持つつつつ当国最大当国最大当国最大当国最大ののののパラグアナパラグアナパラグアナパラグアナ石油石油石油石油コンビナートコンビナートコンビナートコンビナートがががが停電停電停電停電

によりによりによりにより一部生産一部生産一部生産一部生産をををを停止停止停止停止したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，9999日日日日（（（（月月月月））））にもにもにもにも送電線送電線送電線送電線のののの不具合不具合不具合不具合によりによりによりにより21212121のののの州州州州でででで大規模大規模大規模大規模なななな停停停停

電電電電がががが発生発生発生発生しししし，，，，翌翌翌翌10101010日日日日（（（（火火火火））））にはにはにはには，，，，カラカスカラカスカラカスカラカス首都区首都区首都区首都区，，，，アマソナスアマソナスアマソナスアマソナス，，，，ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル及及及及びびびびバルガスバルガスバルガスバルガスをををを

除除除除くくくく19191919のののの州州州州でででで計画停電計画停電計画停電計画停電がががが実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。    

    

    

２２２２．．．．経済経済経済経済のののの主主主主なななな動動動動きききき    

（（（（１１１１））））    経済一般経済一般経済一般経済一般    

（（（（アアアア））））モルガンモルガンモルガンモルガン・・・・スタンレースタンレースタンレースタンレーによるによるによるによるベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ経済予測経済予測経済予測経済予測    

    2222日日日日，，，，米大手証券会社米大手証券会社米大手証券会社米大手証券会社であるであるであるであるモルガンモルガンモルガンモルガン・・・・スタンレースタンレースタンレースタンレーはははは，，，，直近直近直近直近4444ヶヶヶヶ月月月月のののの原油価格原油価格原油価格原油価格のののの上昇上昇上昇上昇にににに基基基基づきづきづきづき，，，，

ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの2011201120112011年年年年のののの経済成長予測経済成長予測経済成長予測経済成長予測をををを0.3%0.3%0.3%0.3%からからからから3%3%3%3%へへへへ上方修正上方修正上方修正上方修正したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，2012012012012222年年年年についてはについてはについてはについては，，，，

1.6%1.6%1.6%1.6%からからからから3.6%3.6%3.6%3.6%としたとしたとしたとした。。。。    

    なおなおなおなお同証券同証券同証券同証券はははは，，，，2004200420042004年年年年からからからから2008200820082008年年年年にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，石油価格石油価格石油価格石油価格がががが年間年間年間年間でででで30%30%30%30%上昇上昇上昇上昇するするするするののののとととと併併併併せてせてせてせて当国当国当国当国

ののののGDPGDPGDPGDPがががが10%10%10%10%上昇上昇上昇上昇するなどするなどするなどするなど，，，，石油価格石油価格石油価格石油価格のののの上昇上昇上昇上昇ととととGDPGDPGDPGDPのののの向上向上向上向上がががが連動連動連動連動していたしていたしていたしていたもののもののもののものの，，，，2010201020102010年年年年はははは原油価原油価原油価原油価

格格格格がががが27%27%27%27%上昇上昇上昇上昇したにもしたにもしたにもしたにも拘拘拘拘わらずわらずわらずわらず，，，，GDPGDPGDPGDPははははマイナスマイナスマイナスマイナス1.9%1.9%1.9%1.9%をををを記録記録記録記録したしたしたしたことやことやことやことや，，，，対外債務対外債務対外債務対外債務がががが110110110110億億億億ドルドルドルドル増増増増

加加加加したしたしたした一方一方一方一方でででで，，，，外貨準備高外貨準備高外貨準備高外貨準備高はははは50505050億億億億ドルドルドルドル減少減少減少減少したことしたことしたことしたこと等等等等をををを引引引引きききき合合合合いにいにいにいに，，，，今後今後今後今後はははは石油価格石油価格石油価格石油価格のののの上昇上昇上昇上昇がががが

GDPGDPGDPGDP向上向上向上向上にすぐにすぐにすぐにすぐにはにはにはには結結結結びつかないとびつかないとびつかないとびつかないと指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。    

（（（（3333日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（イイイイ））））外貨建外貨建外貨建外貨建てててて債券取引債券取引債券取引債券取引システムシステムシステムシステム(SITME)(SITME)(SITME)(SITME)によるによるによるによる外貨供給額外貨供給額外貨供給額外貨供給額    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCVBCVBCVBCV））））はははは2011201120112011年年年年1111月月月月～～～～4444月月月月のののの外貨建外貨建外貨建外貨建てててて債券取引債券取引債券取引債券取引システムシステムシステムシステム(SITME)(SITME)(SITME)(SITME)によるによるによるによる外外外外

貨供給額貨供給額貨供給額貨供給額をををを発表発表発表発表しししし，，，，SITMESITMESITMESITMEはははは一日一日一日一日あたりあたりあたりあたり31313131百万百万百万百万ドルドルドルドルををををベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ経済経済経済経済にににに供給供給供給供給したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

他方他方他方他方，，，，2010201020102010年年年年9999月月月月からからからから12121212月月月月におけるにおけるにおけるにおける1111日日日日あたりのあたりのあたりのあたりのSITMESITMESITMESITMEをををを通通通通じたじたじたじた外貨供給額外貨供給額外貨供給額外貨供給額はははは，，，，2011201120112011年第年第年第年第1111四半四半四半四半

期期期期をををを26%26%26%26%上回上回上回上回るるるる42424242百万百万百万百万ドルドルドルドルをををを記録記録記録記録したほかしたほかしたほかしたほか，，，，外貨管理委員会外貨管理委員会外貨管理委員会外貨管理委員会（（（（CADIVICADIVICADIVICADIVI））））はははは，，，，2011201120112011年年年年のののの第第第第1111四半期四半期四半期四半期

とととと昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期をををを比較比較比較比較するとするとするとすると，，，，外貨承認額外貨承認額外貨承認額外貨承認額をををを11%11%11%11%増加増加増加増加したもののしたもののしたもののしたものの，，，，BCVBCVBCVBCVによるによるによるによる実際実際実際実際のののの発給発給発給発給はははは3%3%3%3%減少減少減少減少すすすす

るなどるなどるなどるなど，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門にににに対対対対するするするする外貨外貨外貨外貨のののの発給発給発給発給はははは，，，，原油価格原油価格原油価格原油価格のののの上昇上昇上昇上昇にもにもにもにも拘拘拘拘わらずわらずわらずわらず，，，，CADIVICADIVICADIVICADIVI及及及及びびびびSITMESITMESITMESITMEののののいいいい

ずれのずれのずれのずれの場合場合場合場合でもでもでもでも減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが，，，，ここここれられられられらはははは，，，，外貨準備高外貨準備高外貨準備高外貨準備高のののの減少減少減少減少にににに起因起因起因起因するとみられるするとみられるするとみられるするとみられる。。。。    

4444月月月月28282828日現在日現在日現在日現在のののの外貨準備高外貨準備高外貨準備高外貨準備高はははは，，，，2007200720072007年年年年8888月以降最月以降最月以降最月以降最もももも低低低低いいいい値値値値となるとなるとなるとなる258258258258億億億億1,0001,0001,0001,000万万万万ドルドルドルドルとなっとなっとなっとなったたたた。。。。

なおなおなおなお，，，，外貨準備高外貨準備高外貨準備高外貨準備高のののの減少減少減少減少はははは，，，，BCVBCVBCVBCVのののの外貨準備金外貨準備金外貨準備金外貨準備金がががが国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（（（（FODNENFODNENFODNENFODNEN））））へへへへ移転移転移転移転がががが義務付義務付義務付義務付けられけられけられけられ
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ていることていることていることていること，，，，    PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAがががが義務義務義務義務づけられたづけられたづけられたづけられたBBBBCVCVCVCVへのへのへのへのドルドルドルドルのののの資金資金資金資金移転移転移転移転額額額額がががが，，，，2005200520052005年以降半分年以降半分年以降半分年以降半分になったこになったこになったこになったこ

とにとにとにとに起因起因起因起因するするするする。。。。なおなおなおなお，，，，BCVBCVBCVBCVはははは今年今年今年今年1111月以降月以降月以降月以降，，，，FONDENFONDENFONDENFONDENにににに対対対対しししし20202020億億億億ドルドルドルドルのののの資金資金資金資金をををを移転移転移転移転しているしているしているしている。。。。    

（（（（2222日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ウウウウ））））バスバスバスバス運賃運賃運賃運賃のののの25%25%25%25%値上値上値上値上げげげげ    

    2222日日日日，，，，政府政府政府政府はははは官報官報官報官報にてにてにてにてバスバスバスバス運賃運賃運賃運賃のののの25%25%25%25%のののの値上値上値上値上げをげをげをげを発表発表発表発表したしたしたした。。。。他方他方他方他方，，，，バスバスバスバス運営者団体運営者団体運営者団体運営者団体はははは2222日日日日よりよりよりより30%30%30%30%

のののの運賃値上運賃値上運賃値上運賃値上げをげをげをげを実施実施実施実施したばかりであったためしたばかりであったためしたばかりであったためしたばかりであったため，，，，政府政府政府政府によるによるによるによる値上値上値上値上げはげはげはげは驚驚驚驚きをもってきをもってきをもってきをもって迎迎迎迎えられたがえられたがえられたがえられたが，，，，

（（（（運賃運賃運賃運賃をををを決定決定決定決定するするするする））））リベルタドールリベルタドールリベルタドールリベルタドール市及市及市及市及びびびび輸送輸送輸送輸送・・・・通信省通信省通信省通信省がががが，，，，運営者団体運営者団体運営者団体運営者団体のののの主張主張主張主張をををを受受受受けたけたけたけた形形形形となっとなっとなっとなっ

たたたた。。。。なおなおなおなお，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行によによによによるとるとるとると，，，，過去過去過去過去5555年間年間年間年間でででで一般価格一般価格一般価格一般価格ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが173.3%173.3%173.3%173.3%のののの一方一方一方一方でででで

バスバスバスバス運賃価格運賃価格運賃価格運賃価格はははは400%400%400%400%にににに達達達達しているしているしているしている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，3333日日日日，，，，カラカスカラカスカラカスカラカス近郊近郊近郊近郊のののの都市都市都市都市ではではではではバスバスバスバス運賃運賃運賃運賃のののの30%30%30%30%値上値上値上値上げにげにげにげに反対反対反対反対するするするするデモデモデモデモがががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。    

（（（（3333日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（エエエエ））））低所得者及低所得者及低所得者及低所得者及びびびび中産階級向中産階級向中産階級向中産階級向けのけのけのけの新新新新たなたなたなたな住宅金融政策住宅金融政策住宅金融政策住宅金融政策    

    2222日日日日，，，，政府政府政府政府はははは最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの5555倍倍倍倍であるであるであるである，，，，一一一一ヶヶヶヶ月月月月にににに7,0377,0377,0377,037Bs.FBs.FBs.FBs.F未満未満未満未満のののの賃金賃金賃金賃金をををを受給受給受給受給するするするする家族家族家族家族をををを対象対象対象対象にににに，，，，

市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし枠枠枠枠のうちのうちのうちのうち12%12%12%12%をををを割割割割りりりり当当当当てるてるてるてる住宅関連融資制度住宅関連融資制度住宅関連融資制度住宅関連融資制度をををを実施実施実施実施するとするとするとすると発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    官報官報官報官報によるとによるとによるとによると，，，，2%2%2%2%がががが（（（（事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる））））住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設事業事業事業事業向向向向けのけのけのけの融資融資融資融資でででで，，，，10%10%10%10%はははは（（（（個人個人個人個人によるによるによるによる））））住宅住宅住宅住宅

建設建設建設建設，，，，住宅住宅住宅住宅のののの購入購入購入購入及及及及びびびびリフォームリフォームリフォームリフォーム等向等向等向等向けのけのけのけの融資融資融資融資であるであるであるである。。。。特特特特にににに後者後者後者後者のののの10%10%10%10%はははは，，，，そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの50%50%50%50%がががが住住住住

宅建設宅建設宅建設宅建設（（（（改正前改正前改正前改正前はははは35%35%35%35%），），），），35%35%35%35%がががが住宅購入住宅購入住宅購入住宅購入（（（（改正前改正前改正前改正前はははは58%58%58%58%），），），），7.5%7.5%7.5%7.5%ががががリフォームリフォームリフォームリフォーム（（（（改正前改正前改正前改正前はははは6%6%6%6%），），），），7.5%7.5%7.5%7.5%

（（（（改正前改正前改正前改正前はははは6%6%6%6%））））がががが自自自自らららら資材等資材等資材等資材等をををを購入購入購入購入してしてしてして自宅自宅自宅自宅をををを建設建設建設建設することにすることにすることにすることに対対対対してしてしてして融資融資融資融資がなされるがなされるがなされるがなされる。。。。    

    改正前改正前改正前改正前とととと異異異異なるのはなるのはなるのはなるのは，，，，住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設にににに対対対対しししし以前以前以前以前よりもよりもよりもよりも多多多多くのくのくのくの資金資金資金資金がががが配分配分配分配分されるされるされるされる点点点点でででで，，，，今年今年今年今年のののの目標目標目標目標

であるであるであるである15151515万万万万3,0003,0003,0003,000戸戸戸戸のののの住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設のののの達成達成達成達成がががが意識意識意識意識されているされているされているされている。。。。    

（（（（4444日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（オオオオ））））市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行のののの法定預金比法定預金比法定預金比法定預金比率引率引率引率引きききき下下下下げげげげ    

3333日日日日，，，，メレンデスメレンデスメレンデスメレンデス中銀総裁中銀総裁中銀総裁中銀総裁はははは，，，，市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行がががが保有保有保有保有するするするする預金預金預金預金のうちのうちのうちのうち一定額一定額一定額一定額にににに関関関関ししししBCVBCVBCVBCVへのへのへのへの預託預託預託預託がががが義義義義

務付務付務付務付けられているけられているけられているけられている法定預金比率法定預金比率法定預金比率法定預金比率をををを，，，，従来従来従来従来のののの17%17%17%17%からからからから14%14%14%14%へへへへ引引引引きききき下下下下げるげるげるげる旨旨旨旨をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。政府政府政府政府はははは，，，，今今今今

般般般般のののの法定預金比率法定預金比率法定預金比率法定預金比率のののの引引引引きききき下下下下げはげはげはげは，，，，政府政府政府政府のののの進進進進めるめるめるめる住宅建設事業住宅建設事業住宅建設事業住宅建設事業（（（（注注注注：：：：Gran Mision Vivienda Gran Mision Vivienda Gran Mision Vivienda Gran Mision Vivienda 

Venezuela,2011Venezuela,2011Venezuela,2011Venezuela,2011年年年年からからからから17171717年年年年までにまでにまでにまでに200200200200万戸万戸万戸万戸をををを建設建設建設建設するするするする目標目標目標目標））））向向向向けにけにけにけに100100100100億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fをををを捻出捻出捻出捻出するためとするためとするためとするためと

しているしているしているしている。。。。    

    市中銀行市中銀行市中銀行市中銀行はははは，，，，貸貸貸貸しししし出出出出しししし資金資金資金資金のうちのうちのうちのうち10%10%10%10%をををを住宅事業向住宅事業向住宅事業向住宅事業向けにけにけにけに融資融資融資融資することがすることがすることがすることが義務付義務付義務付義務付けられているがけられているがけられているがけられているが，，，，

メレンデスメレンデスメレンデスメレンデス総裁総裁総裁総裁はははは，，，，同資金比率同資金比率同資金比率同資金比率をををを2%2%2%2%引引引引きききき上上上上げたことによるげたことによるげたことによるげたことによる40404040億億億億Bs.F,Bs.F,Bs.F,Bs.F,政府政府政府政府によるによるによるによる特別基金特別基金特別基金特別基金によりによりによりにより

150150150150億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，さらにさらにさらにさらに今般今般今般今般のののの100100100100億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fとあわせとあわせとあわせとあわせ，，，，約約約約300300300300億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fがががが，，，，今年今年今年今年のののの住宅建設目標住宅建設目標住宅建設目標住宅建設目標であるであるであるである15151515万万万万

3,0003,0003,0003,000戸戸戸戸のののの住宅建設事業向住宅建設事業向住宅建設事業向住宅建設事業向けのけのけのけの資金資金資金資金としてとしてとしてとして増加増加増加増加したとしたとしたとしたと述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（3333日付日付日付日付    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行HPHPHPHP））））    

（（（（カカカカ））））4444月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率    

3333日日日日，，，，ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣，，，，メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中銀総裁及中銀総裁及中銀総裁及中銀総裁及びびびびエルフリエルフリエルフリエルフリ国家統計庁長官国家統計庁長官国家統計庁長官国家統計庁長官はははは，，，，4444

月月月月ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの5.2%5.2%5.2%5.2%をををを大大大大きくきくきくきく下回下回下回下回るるるる1.4%1.4%1.4%1.4%，，，，1111月月月月からからからから4444月月月月のののの4444ヶヶヶヶ月月月月でもでもでもでも昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの

11.3%11.3%11.3%11.3%をををを下回下回下回下回るるるる7.7.7.7.5%5%5%5%，，，，直近直近直近直近12121212ヶヶヶヶ月月月月ではではではでは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの27.4%27.4%27.4%27.4%をををを下回下回下回下回るるるる22.9%22.9%22.9%22.9%となったととなったととなったととなったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス総裁総裁総裁総裁はははは，，，，2011201120112011年年年年ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが22%22%22%22%からからからから23%23%23%23%になるべくになるべくになるべくになるべく努力努力努力努力しているとしたほかしているとしたほかしているとしたほかしているとしたほか，，，，

2012201220122012年年年年ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率はははは20%20%20%20%をををを下回下回下回下回るとのるとのるとのるとの見解見解見解見解をををを示示示示したしたしたした。。。。    
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ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ大臣大臣大臣大臣はははは，，，，基礎食品分野基礎食品分野基礎食品分野基礎食品分野ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが35%35%35%35%にににに達達達達していることをしていることをしていることをしていることを認認認認めたがめたがめたがめたが，，，，第二期第二期第二期第二期

ペレスペレスペレスペレス政権政権政権政権（（（（1989198919891989年年年年～～～～1993199319931993年年年年））））ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが平均平均平均平均でででで45%45%45%45%，，，，第二期第二期第二期第二期カルデラカルデラカルデラカルデラ政権政権政権政権（（（（1994199419941994年年年年～～～～1999199919991999

年年年年））））ののののインフレインフレインフレインフレ率率率率がががが平均平均平均平均でででで59.6%59.6%59.6%59.6%にににに達達達達するするするする一方一方一方一方でででで，，，，現現現現チャベスチャベスチャベスチャベス政権政権政権政権（（（（1999199919991999年以降年以降年以降年以降））））がががが21.21.21.21.8%8%8%8%にとにとにとにと

どまるどまるどまるどまる点点点点をををを強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

他方他方他方他方，，，，エルフリエルフリエルフリエルフリ長官長官長官長官はははは，，，，最貧困率最貧困率最貧困率最貧困率がががが2009200920092009年上半期年上半期年上半期年上半期とととと2010201020102010年上半期年上半期年上半期年上半期をををを比較比較比較比較したときしたときしたときしたとき，，，，7.5%7.5%7.5%7.5%からからからから

6.9%6.9%6.9%6.9%にににに減少減少減少減少しているとしているとしているとしていると強調強調強調強調したほかしたほかしたほかしたほか，，，，最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの値上値上値上値上げによりげによりげによりげにより，，，，労働者労働者労働者労働者のののの平均所得平均所得平均所得平均所得がががが4,0004,0004,0004,000ボボボボ

リーバルリーバルリーバルリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテをををを超超超超えたとしたえたとしたえたとしたえたとした。。。。またまたまたまた，，，，1999199919991999年年年年にににに65%65%65%65%であったであったであったであった最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金をををを受給受給受給受給するするするする労働者比労働者比労働者比労働者比

率率率率がががが，，，，現在現在現在現在ではではではでは21%21%21%21%にににに減減減減ったとったとったとったと強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ大臣大臣大臣大臣はははは，，，，今般今般今般今般のののの統計結果統計結果統計結果統計結果にににに関関関関するするするする分析分析分析分析ととととインフレインフレインフレインフレ率下落率下落率下落率下落のののの原因原因原因原因についてはについてはについてはについては触触触触れれれれ

なかったがなかったがなかったがなかったが，，，，政府政府政府政府はははは1111月月月月にににに実施実施実施実施したしたしたした為替為替為替為替レートレートレートレートのののの一本化一本化一本化一本化にににに伴伴伴伴いいいい実施実施実施実施されるべきされるべきされるべきされるべき統制価格統制価格統制価格統制価格のののの値上値上値上値上げげげげ

についてはすべてのについてはすべてのについてはすべてのについてはすべての項目項目項目項目においてまだにおいてまだにおいてまだにおいてまだ行行行行っていないっていないっていないっていない。。。。    

    実際実際実際実際，，，，統制価格制度統制価格制度統制価格制度統制価格制度のののの影響影響影響影響をををを除除除除いたいたいたいたコアーインフレコアーインフレコアーインフレコアーインフレ率率率率はははは，，，，ここここここここ4444ヶヶヶヶ月月月月でででで9.9%9.9%9.9%9.9%にににに達達達達しているしているしているしている。。。。    

他方他方他方他方，，，，専門家専門家専門家専門家はははは最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの値上値上値上値上げとげとげとげと本来中銀本来中銀本来中銀本来中銀がががが保有保有保有保有しておくべきしておくべきしておくべきしておくべき準備金準備金準備金準備金をををを減少減少減少減少させているさせているさせているさせている（（（（市市市市

中中中中にににに資金供給資金供給資金供給資金供給しているしているしているしている））））現況現況現況現況ははははインフレインフレインフレインフレ率率率率をををを上昇上昇上昇上昇させさせさせさせ得得得得るとるとるとると危惧危惧危惧危惧するするするする一方一方一方一方，，，，メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス総裁総裁総裁総裁はははは，，，，

最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの上昇上昇上昇上昇によるによるによるによるインフレインフレインフレインフレ率率率率のののの上昇上昇上昇上昇のののの可能性可能性可能性可能性をををを否定否定否定否定するとするとするとすると共共共共にににに，，，，中銀中銀中銀中銀のののの準備金準備金準備金準備金からからからから取取取取りりりり崩崩崩崩

されるされるされるされる資金資金資金資金はははは住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設にににに投投投投じられるとしじられるとしじられるとしじられるとし，，，，GDPGDPGDPGDP成長成長成長成長ににににプラスプラスプラスプラスにににに働働働働くとしたくとしたくとしたくとした。。。。    

（（（（4444 日付日付日付日付    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行 HPHPHPHP／／／／エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（キキキキ））））労働者購買力労働者購買力労働者購買力労働者購買力のののの減少減少減少減少    

    3333日日日日，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行（（（（BCVBCVBCVBCV））））はははは，，，，1997199719971997年年年年をををを100100100100としとしとしとし，，，，毎四半期毎四半期毎四半期毎四半期ごとにごとにごとにごとに公表公表公表公表するするするする労働者労働者労働者労働者のののの賃賃賃賃

金指数金指数金指数金指数（（（（Indice de Remuneraciones de los asalariados<IRE>Indice de Remuneraciones de los asalariados<IRE>Indice de Remuneraciones de los asalariados<IRE>Indice de Remuneraciones de los asalariados<IRE>※※※※1)1)1)1)をををを発表発表発表発表しししし，，，，2011201120112011年年年年のののの第第第第1111四半四半四半四半

期期期期はははは,2010,2010,2010,2010年年年年のののの第第第第4444四半期四半期四半期四半期からからからから2.8%2.8%2.8%2.8%増加増加増加増加したとしたとしたとしたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは，，，，2010201020102010年年年年のののの第第第第4444四半期四半期四半期四半期とととと同第同第同第同第3333四四四四

半期半期半期半期をををを比較比較比較比較したしたしたした0.6%0.6%0.6%0.6%増増増増よりもよりもよりもよりも改善改善改善改善したがしたがしたがしたが，，，，2020202009090909年年年年のののの第第第第4444四半期四半期四半期四半期とととと2010201020102010年年年年第第第第1111四半期四半期四半期四半期をををを比較比較比較比較したしたしたした

4.5%4.5%4.5%4.5%増増増増とととと比較比較比較比較するとするとするとすると，，，，改善幅改善幅改善幅改善幅がががが低低低低いいいい結果結果結果結果となったとなったとなったとなった。。。。    

    今般今般今般今般のののの賃金上昇賃金上昇賃金上昇賃金上昇のののの要因要因要因要因としてとしてとしてとして，，，，食糧食糧食糧食糧チケットチケットチケットチケットのののの配布基準配布基準配布基準配布基準となるとなるとなるとなる租税単位租税単位租税単位租税単位がががが65656565租税単位租税単位租税単位租税単位からからからから，，，，

76767676租税単位租税単位租税単位租税単位へへへへ改定改定改定改定されたことがされたことがされたことがされたことが挙挙挙挙げられるほかげられるほかげられるほかげられるほか，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門でででで賃金賃金賃金賃金がががが上昇上昇上昇上昇したことがしたことがしたことがしたことが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。        

    なおなおなおなお，，，，分野別分野別分野別分野別ではではではでは，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門ではではではでは3.4%3.4%3.4%3.4%増増増増，，，，政府部門政府部門政府部門政府部門ではではではでは1.6%1.6%1.6%1.6%増増増増となりとなりとなりとなり，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門のののの方方方方がががが賃金賃金賃金賃金

はははは上昇上昇上昇上昇しているしているしているしている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率ととととIREIREIREIREにもとづきにもとづきにもとづきにもとづき算出算出算出算出されるされるされるされる購買力購買力購買力購買力はははは，，，，2011201120112011年第年第年第年第1111四半期四半期四半期四半期はははは昨年同時期昨年同時期昨年同時期昨年同時期からからからから

3.2%3.2%3.2%3.2%減少減少減少減少しししし，，，，76.8%76.8%76.8%76.8%となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（3333日付日付日付日付    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行HPHPHPHP））））    

※※※※1111：：：：IREIREIREIREはははは直近直近直近直近のののの四半期四半期四半期四半期とのとのとのとの賃金指数賃金指数賃金指数賃金指数とのとのとのとの比較比較比較比較によりによりによりにより算出算出算出算出されるされるされるされる。。。。    

※※※※2222：：：：IREIREIREIREのののの上昇率上昇率上昇率上昇率はははは，，，，2010201020102010年年年年はははは2009200920092009年比年比年比年比22.2%22.2%22.2%22.2%増増増増，，，，2009200920092009年年年年はははは2008200820082008年比年比年比年比21.2%21.2%21.2%21.2%増増増増，，，，2008200820082008年年年年はははは2007200720072007年年年年

比比比比25%25%25%25%増増増増，，，，2007200720072007年年年年はははは2006200620062006年比年比年比年比20.7%20.7%20.7%20.7%増増増増となっているがとなっているがとなっているがとなっているが，，，，いずれもいずれもいずれもいずれもインフレインフレインフレインフレ率率率率よりもよりもよりもよりも低低低低いいいい値値値値にににに留留留留まっまっまっまっ

ているているているている。。。。    

（（（（クククク））））農業分野農業分野農業分野農業分野へのへのへのへの融資融資融資融資のののの焦焦焦焦げげげげ付付付付きききき    

    銀行監督局銀行監督局銀行監督局銀行監督局によるとによるとによるとによると，，，，昨年昨年昨年昨年のののの12121212月月月月からからからから今年今年今年今年のののの3333月月月月にににに低利融資低利融資低利融資低利融資（（（（12%12%12%12%））））をををを受受受受けたけたけたけた農業案件農業案件農業案件農業案件でででで，，，，返返返返

済期限済期限済期限済期限にににに達達達達したもののしたもののしたもののしたものの返済返済返済返済がががが行行行行われずわれずわれずわれず，，，，係争係争係争係争にににに至至至至ったったったった案件案件案件案件のののの金額金額金額金額がががが，，，，15151515億億億億2,5002,5002,5002,500万万万万Bs.FBs.FBs.FBs.Fからからからから35.6%35.6%35.6%35.6%

増加増加増加増加しししし，，，，20202020億億億億6,8006,8006,8006,800万万万万BBBBs.Fs.Fs.Fs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。    
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    当局当局当局当局はははは，，，，銀行銀行銀行銀行にににに対対対対しししし貸出金貸出金貸出金貸出金のののの100Bs.F100Bs.F100Bs.F100Bs.Fにつきにつきにつきにつき16.97%16.97%16.97%16.97%をををを農業分野農業分野農業分野農業分野へへへへ貸貸貸貸しししし出出出出すことすことすことすことをををを義務付義務付義務付義務付けけけけててててきききき

たがたがたがたが，，，，今年今年今年今年になってになってになってになって当局当局当局当局はこのはこのはこのはこの比率比率比率比率をををを30%30%30%30%にににに引引引引きききき上上上上げたげたげたげた。。。。このためこのためこのためこのため，，，，農業分野向農業分野向農業分野向農業分野向けのけのけのけの貸貸貸貸しししし出出出出しししし比比比比

率率率率はははは6.2%6.2%6.2%6.2%にににに過過過過ぎないぎないぎないぎないもののもののもののものの，，，，農業分野農業分野農業分野農業分野におけるにおけるにおけるにおける融資融資融資融資のののの健全性健全性健全性健全性はははは銀行銀行銀行銀行がががが健全性健全性健全性健全性をををを保保保保つつつつ鍵鍵鍵鍵となってとなってとなってとなって

いるいるいるいる。。。。    

    2010201020102010年年年年のののの1111年間年間年間年間にににに，，，，農産品農産品農産品農産品のののの価格価格価格価格ははははベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラではではではでは33.8%33.8%33.8%33.8%値上値上値上値上げしたがげしたがげしたがげしたが，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアではではではでは4.09%4.09%4.09%4.09%，，，，

メキシコメキシコメキシコメキシコではではではでは4.9%4.9%4.9%4.9%，，，，チリチリチリチリではではではでは5.6%5.6%5.6%5.6%，，，，ブラジルブラジルブラジルブラジルではではではでは10.39%10.39%10.39%10.39%のののの値上値上値上値上げげげげ幅幅幅幅にににに留留留留まったがまったがまったがまったが，，，，当国当国当国当国ではではではでは，，，，

昨年昨年昨年昨年のののの長雨長雨長雨長雨にににによるよるよるよる耕作地耕作地耕作地耕作地へのへのへのへの被害被害被害被害やややや，，，，政府政府政府政府によるによるによるによる農地農地農地農地のののの接収政策接収政策接収政策接収政策がががが，，，，農業分野農業分野農業分野農業分野へのへのへのへの融資融資融資融資のののの焦焦焦焦げげげげ

付付付付ききききのののの一因一因一因一因にににになっているなっているなっているなっているとととと見見見見られるられるられるられる。。。。    

（（（（10101010日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ケケケケ））））食糧食糧食糧食糧バスケットバスケットバスケットバスケット価格価格価格価格のののの上昇上昇上昇上昇    

    労働者団体労働者団体労働者団体労働者団体（（（（Centro de Documentacion y Analisis para los Trabajadores<Cenda>)Centro de Documentacion y Analisis para los Trabajadores<Cenda>)Centro de Documentacion y Analisis para los Trabajadores<Cenda>)Centro de Documentacion y Analisis para los Trabajadores<Cenda>)によるによるによるによる

とととと，，，，4444月月月月のののの食糧食糧食糧食糧バスケットバスケットバスケットバスケット価格価格価格価格はははは，，，，1111月月月月からからからから8%8%8%8%増増増増（（（（201.34201.34201.34201.34ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ<Bs.F><Bs.F><Bs.F><Bs.F>））））となるとなるとなるとなる

2,693.52Bs.F2,693.52Bs.F2,693.52Bs.F2,693.52Bs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。    なおなおなおなお，，，，直近直近直近直近12121212ヶヶヶヶ月月月月ではではではでは，，，，2,177.36Bs.F2,177.36Bs.F2,177.36Bs.F2,177.36Bs.Fからからからから516.16Bs.F516.16Bs.F516.16Bs.F516.16Bs.Fのののの上昇上昇上昇上昇となっとなっとなっとなっ

ているているているている。。。。    

（（（（10101010日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ココココ））））2011201120112011年第年第年第年第1111四半期四半期四半期四半期のののの米国向米国向米国向米国向けけけけ輸出額輸出額輸出額輸出額    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ米国商工会議所米国商工会議所米国商工会議所米国商工会議所（（（（Venamcham)Venamcham)Venamcham)Venamcham)のののの発表発表発表発表によるとによるとによるとによると，，，，2011201120112011年第年第年第年第1111四半期四半期四半期四半期のののの米国向米国向米国向米国向けけけけ輸出額輸出額輸出額輸出額

はははは，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比27.7%27.7%27.7%27.7%増加増加増加増加しししし，，，，103103103103億億億億3,9003,9003,9003,900万万万万ドルドルドルドルとなったとなったとなったとなった。。。。    

    他方他方他方他方，，，，3333月月月月のののの米国向米国向米国向米国向けけけけ輸出額輸出額輸出額輸出額はははは，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比21.31%21.31%21.31%21.31%，，，，前月前月前月前月とのとのとのとの比較比較比較比較ではではではでは32.49%32.49%32.49%32.49%のののの増加増加増加増加となるとなるとなるとなる，，，，

38383838億億億億3,8003,8003,8003,800万万万万ドルドルドルドルとなったとなったとなったとなった。。。。    

    石油輸出額石油輸出額石油輸出額石油輸出額はははは，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比でででで28.79%28.79%28.79%28.79%増増増増，，，，石油以外石油以外石油以外石油以外のののの輸出輸出輸出輸出額額額額はほぼはほぼはほぼはほぼ変変変変わらずわらずわらずわらず，，，，0.19%0.19%0.19%0.19%のののの増加増加増加増加にとにとにとにと

どまったどまったどまったどまった。。。。なおなおなおなお，，，，輸入額輸入額輸入額輸入額はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比13%13%13%13%増増増増となるとなるとなるとなる24242424億億億億6,2006,2006,2006,200万万万万ドルドルドルドルとなったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（12121212日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ササササ））））一般会計予算執行率一般会計予算執行率一般会計予算執行率一般会計予算執行率のののの増加増加増加増加    

    企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省のののの発表発表発表発表によるとによるとによるとによると，，，，今年第今年第今年第今年第1111四半期四半期四半期四半期のののの一般会計予算一般会計予算一般会計予算一般会計予算のののの執行額執行額執行額執行額はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの600600600600億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.F

とととと比比比比しししし33%33%33%33%増増増増となるとなるとなるとなる800800800800億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。これはこれはこれはこれは，，，，インフレインフレインフレインフレ率率率率をををを考慮考慮考慮考慮するとするとするとすると，，，，実質的実質的実質的実質的にはにはにはには5%5%5%5%増増増増とととと

なるなるなるなる。。。。    

    執行額執行額執行額執行額のうちのうちのうちのうち，，，，200200200200億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fはははは人件費人件費人件費人件費のののの支払支払支払支払いにあてられたほかいにあてられたほかいにあてられたほかいにあてられたほか，，，，残残残残りはりはりはりは国家及国家及国家及国家及びびびび地方省庁地方省庁地方省庁地方省庁のののの事事事事

務運営費務運営費務運営費務運営費となっていとなっていとなっていとなっているがるがるがるが，，，，運営費運営費運営費運営費にににに資資資資金金金金がががが向向向向けられたことでけられたことでけられたことでけられたことで公共投資向公共投資向公共投資向公共投資向けのけのけのけの資金資金資金資金がががが計画通計画通計画通計画通りにりにりにりに

執行執行執行執行されていないとしているされていないとしているされていないとしているされていないとしている。。。。    

    今年今年今年今年のののの当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額はははは，，，，2,0422,0422,0422,042億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fであったがであったがであったがであったが，，，，国会国会国会国会はこのはこのはこのはこの第第第第1111四半期四半期四半期四半期でででで108108108108億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fのののの補正予算補正予算補正予算補正予算

をををを承認承認承認承認したしたしたした結果結果結果結果，，，，4444月現在月現在月現在月現在のののの国家予算国家予算国家予算国家予算はははは2,1502,1502,1502,150億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。なおなおなおなお，，，，このうちこのうちこのうちこのうち183183183183億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.FははははPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA

からのからのからのからの歳入歳入歳入歳入だがだがだがだが，，，，右歳入右歳入右歳入右歳入はははは1111バレルバレルバレルバレル90909090ドルドルドルドルをををを超超超超えるえるえるえる石油価格石油価格石油価格石油価格をををを反映反映反映反映しししし，，，，昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの71717171億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fのののの約約約約

2222倍倍倍倍となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，政府政府政府政府のののの歳出歳出歳出歳出はははは，，，，降雨災害降雨災害降雨災害降雨災害によるによるによるによるインフラインフラインフラインフラのののの復旧復旧復旧復旧にににに伴伴伴伴うううう人件費人件費人件費人件費のののの増加増加増加増加にににに加加加加ええええ，，，，最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金，，，，

年金額年金額年金額年金額，，，，公務員公務員公務員公務員・・・・教員教員教員教員のののの賃金引賃金引賃金引賃金引きききき上上上上げのみでげのみでげのみでげのみで，，，，150150150150億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.F増加増加増加増加するとみられるするとみられるするとみられるするとみられる。。。。    

（（（（13131313日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（シシシシ））））4444 月月月月のののの失業率失業率失業率失業率    
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    17171717 日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（（（（INEINEINEINE））））はははは 4444 月月月月のののの失業率失業率失業率失業率をををを発表発表発表発表しししし，，，，前年同期前年同期前年同期前年同期のののの 8.2%8.2%8.2%8.2%とほぼとほぼとほぼとほぼ同同同同じのじのじのじの 8.1%8.1%8.1%8.1%になっになっになっになっ

たとたとたとたと発表発表発表発表したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，15151515 歳歳歳歳からからからから 24242424 歳歳歳歳のののの若年層若年層若年層若年層におけるにおけるにおけるにおける失業率失業率失業率失業率はははは 16.8%16.8%16.8%16.8%とととと高高高高めにめにめにめに推移推移推移推移しているしているしているしている。。。。    

    エルフリエルフリエルフリエルフリ INEINEINEINE 長官長官長官長官はははは 1999199919991999 年年年年 4444 月月月月とととと 2011201120112011 年年年年 4444 月月月月をををを比較比較比較比較しししし，，，，フォーマルセクターフォーマルセクターフォーマルセクターフォーマルセクターにてにてにてにて勤務勤務勤務勤務するするするする

労働者人口労働者人口労働者人口労働者人口はははは 49%49%49%49%からからからから 8.7%8.7%8.7%8.7%増増増増のののの 57.7%57.7%57.7%57.7%になったとになったとになったとになったと述述述述べべべべ，，，，成果成果成果成果をををを強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

（（（（18181818 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（スススス））））2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの GDPGDPGDPGDP 成長率成長率成長率成長率    

    17171717 日日日日，，，，ジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣，，，，メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中銀総裁中銀総裁中銀総裁中銀総裁，，，，エルフリエルフリエルフリエルフリ国家統計庁長官及国家統計庁長官及国家統計庁長官及国家統計庁長官及びびびび，，，，

新新新新たにたにたにたに選任選任選任選任されたされたされたされたトーレストーレストーレストーレス公共銀行大臣公共銀行大臣公共銀行大臣公共銀行大臣がががが記者会見記者会見記者会見記者会見をををを行行行行ったったったった。。。。    

    会見会見会見会見においてにおいてにおいてにおいてジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ大臣大臣大臣大臣はははは，，，，2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの GDPGDPGDPGDP 成長率成長率成長率成長率にににに関関関関しししし，，，，昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比 4.5%4.5%4.5%4.5%

ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長になったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    分野別分野別分野別分野別ではではではでは，，，，民間部門民間部門民間部門民間部門はははは同同同同 4.6%4.6%4.6%4.6%，，，，公共部門公共部門公共部門公共部門はははは同同同同 3.3%3.3%3.3%3.3%ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長となったとなったとなったとなった。。。。    

    他方他方他方他方，，，，非石油分野非石油分野非石油分野非石油分野はははは5.2%5.2%5.2%5.2%ののののプラスプラスプラスプラス成長成長成長成長となったもののとなったもののとなったもののとなったものの，，，，石油分野石油分野石油分野石油分野はははは1.8%1.8%1.8%1.8%ののののマイナスマイナスマイナスマイナス成長成長成長成長となっとなっとなっとなっ

たたたた。。。。    

    プラスプラスプラスプラス成長成長成長成長となっとなっとなっとなったたたた分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける成長率成長率成長率成長率はははは，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比でででで，，，，小売業小売業小売業小売業 10.4%10.4%10.4%10.4%，，，，輸送輸送輸送輸送・・・・倉倉倉倉

庫庫庫庫 7.8%7.8%7.8%7.8%，，，，通信通信通信通信 8.0%8.0%8.0%8.0%，，，，製造業製造業製造業製造業 7.6%7.6%7.6%7.6%，，，，政府政府政府政府サービスサービスサービスサービス 7.6%7.6%7.6%7.6%，，，，金融金融金融金融・・・・保険保険保険保険 5.6%5.6%5.6%5.6%，，，，電力電力電力電力・・・・水水水水 3.1%3.1%3.1%3.1%ののののプラプラプラプラ

スススス成長成長成長成長をををを記録記録記録記録したしたしたした。。。。他方他方他方他方でででで，，，，建設部門建設部門建設部門建設部門はははは 7.7%7.7%7.7%7.7%ののののマイナスマイナスマイナスマイナス成長成長成長成長をををを記録記録記録記録したしたしたした。。。。    

（（（（17171717 日付日付日付日付    企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省ホームページホームページホームページホームページ））））    

（（（（セセセセ））））2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数    

    住宅省住宅省住宅省住宅省によるとによるとによるとによると，，，，今年第今年第今年第今年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 16,50016,50016,50016,500 戸戸戸戸にににに比比比比しししし 21%21%21%21%減減減減となるとなるとなるとなる

13,00013,00013,00013,000 戸戸戸戸にににに留留留留まったまったまったまった。。。。    

    そのうちそのうちそのうちそのうち，，，，公共分公共分公共分公共分はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 4,6004,6004,6004,600 戸戸戸戸にににに比比比比しししし 35%35%35%35%減減減減となとなとなとなるるるる 3,0003,0003,0003,000 戸戸戸戸，，，，民間分民間分民間分民間分はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの

11,90011,90011,90011,900 戸戸戸戸にににに比比比比しししし 16%16%16%16%減減減減となるとなるとなるとなる 10,00010,00010,00010,000 戸戸戸戸となったとなったとなったとなった。。。。    

    BCVBCVBCVBCV によるとによるとによるとによると，，，，資材資材資材資材のののの供給供給供給供給がががが民間部門民間部門民間部門民間部門よりもよりもよりもよりも政府部門政府部門政府部門政府部門においてにおいてにおいてにおいて優先優先優先優先されていることがされていることがされていることがされていることが，，，，民間住民間住民間住民間住

宅建設分野宅建設分野宅建設分野宅建設分野におけるにおけるにおけるにおける完工完工完工完工のののの遅遅遅遅れのれのれのれの原因原因原因原因のののの一一一一つであるとしているつであるとしているつであるとしているつであるとしている。。。。またまたまたまた，，，，専門家専門家専門家専門家はははは，，，，政府政府政府政府によるによるによるによる

接収政策接収政策接収政策接収政策がががが悪影響悪影響悪影響悪影響をををを与与与与えているとしているえているとしているえているとしているえているとしている。。。。        

    政府政府政府政府はははは，，，，このこのこのこの 5555 月月月月にににに新新新新たなたなたなたな住宅建設計画住宅建設計画住宅建設計画住宅建設計画であるであるであるである Mision VivieMision VivieMision VivieMision Viviennnnda Venezuelada Venezuelada Venezuelada Venezuela をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ，，，，本本本本

年中年中年中年中にににに 153,000153,000153,000153,000 戸戸戸戸のののの建設建設建設建設をををを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げているげているげているげている。。。。同同同同プランプランプランプランのののの達成達成達成達成にはにはにはには，，，，従前従前従前従前よりあったよりあったよりあったよりあった住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設

予定予定予定予定数数数数であるであるであるである 69,00069,00069,00069,000 戸戸戸戸がががが含含含含まれておりまれておりまれておりまれており，，，，8,0008,0008,0008,000 戸戸戸戸がががが他国他国他国他国からのからのからのからの協力協力協力協力をををを受受受受けけけけ建設建設建設建設がががが予定予定予定予定されるほされるほされるほされるほ

かかかか，，，，13,00013,00013,00013,000 戸戸戸戸がががが政府実施分政府実施分政府実施分政府実施分，，，，49,00049,00049,00049,000 戸戸戸戸がががが地域住民委員会地域住民委員会地域住民委員会地域住民委員会によるによるによるによる建設予定分建設予定分建設予定分建設予定分とされているとされているとされているとされている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，17171717 日日日日，，，，BCVBCVBCVBCV はははは第第第第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの建設分野建設分野建設分野建設分野のののの GDBGDBGDBGDB 成長率成長率成長率成長率をををを 7.7%7.7%7.7%7.7%ののののマイナスマイナスマイナスマイナス成長成長成長成長としとしとしとし，，，，それぞそれぞそれぞそれぞ

れれれれ民間部門民間部門民間部門民間部門はははは 17.8%17.8%17.8%17.8%，，，，公的部門公的部門公的部門公的部門はははは 5.2%5.2%5.2%5.2%ののののマイナスマイナスマイナスマイナス成長成長成長成長をををを記録記録記録記録したとしているしたとしているしたとしているしたとしている。。。。    

（（（（18181818 日日日日,19,19,19,19 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ソソソソ））））2011201120112011 年第年第年第年第 1111 四半期四半期四半期四半期のののの税収入税収入税収入税収入    

    今年第今年第今年第今年第1111四半期四半期四半期四半期のののの税収税収税収税収によりによりによりにより国庫国庫国庫国庫へのへのへのへの歳入額歳入額歳入額歳入額はははは昨年同期比昨年同期比昨年同期比昨年同期比9.3%9.3%9.3%9.3%増増増増となるとなるとなるとなる444444449999億億億億Bs.FBs.FBs.FBs.Fとなったとなったとなったとなった。。。。    

    そのうちそのうちそのうちそのうち主主主主なものではなものではなものではなものでは，，，，法人税収入法人税収入法人税収入法人税収入はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 111111111111 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F からからからから 30%30%30%30%増増増増となるとなるとなるとなる 144144144144 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，

付加価値税付加価値税付加価値税付加価値税（（（（IVAIVAIVAIVA））））収入収入収入収入はははは昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの 163Bs.F163Bs.F163Bs.F163Bs.F からからからから 15%15%15%15%増増増増のののの 238238238238 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F，，，，関税収入関税収入関税収入関税収入はははは 40404040 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F

となっとなっとなっとなったたたた。。。。        

    法人税収入法人税収入法人税収入法人税収入はははは，，，，インフレインフレインフレインフレをををを考慮考慮考慮考慮するとするとするとすると実質実質実質実質ではではではでは 2.3%2.3%2.3%2.3%のののの増加増加増加増加にににに留留留留まっているがまっているがまっているがまっているが，，，，専門家専門家専門家専門家はははは，，，，経経経経

済済済済のののの回復回復回復回復にににに税収税収税収税収がががが追追追追いついていないといついていないといついていないといついていないと指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，税務当局税務当局税務当局税務当局はははは，，，，個人消費個人消費個人消費個人消費のののの改善改善改善改善がががが IVAIVAIVAIVA 収入収入収入収入のののの増加増加増加増加にににに寄与寄与寄与寄与するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。    

（（（（19191919 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（タタタタ））））預金保護機構預金保護機構預金保護機構預金保護機構（（（（FOGADEFOGADEFOGADEFOGADE））））保有資産保有資産保有資産保有資産のののの接収接収接収接収    
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    29292929 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，，，，1994199419941994 年年年年のののの金融危機金融危機金融危機金融危機のののの際際際際にににに当時破綻当時破綻当時破綻当時破綻したしたしたした銀行銀行銀行銀行がががが保有保有保有保有しししし，，，，そのそのそのその後後後後はははは

FOGADEFOGADEFOGADEFOGADE がががが保有保有保有保有してきたしてきたしてきたしてきた不動産不動産不動産不動産にににに関関関関しししし，，，，政府政府政府政府のののの進進進進めるめるめるめる住宅住宅住宅住宅ミッションミッションミッションミッションへへへへ移管移管移管移管するするするする旨旨旨旨をををを決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

    移管移管移管移管されるのはされるのはされるのはされるのは，，，，カラカスカラカスカラカスカラカス首都区首都区首都区首都区（（（（3333 つつつつ），），），），カラボボカラボボカラボボカラボボ州州州州（（（（2222 つつつつ），），），），アラグアアラグアアラグアアラグア，，，，モナガスモナガスモナガスモナガス（（（（各各各各 1111 つつつつ））））

のののの計計計計 7777 つのつのつのつのマンションマンションマンションマンションでででで，，，，総戸数総戸数総戸数総戸数はははは 758758758758 戸戸戸戸にににに上上上上るるるる。。。。なおなおなおなお，，，，これらはこれらはこれらはこれらは現在賃貸現在賃貸現在賃貸現在賃貸・・・・占有占有占有占有しているしているしているしている住住住住

民民民民にににに供与供与供与供与されるされるされるされる。。。。    

    他方他方他方他方，，，，モリナモリナモリナモリナ住宅大臣住宅大臣住宅大臣住宅大臣はははは，，，，FOGADEFOGADEFOGADEFOGADE がががが保有保有保有保有するするするする 106106106106 ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタールのののの土地土地土地土地についてもについてもについてもについても，，，，7777 千千千千からからからから 8888

千戸千戸千戸千戸のののの住宅住宅住宅住宅をををを建設建設建設建設するためにするためにするためにするために，，，，住宅住宅住宅住宅ミッションミッションミッションミッションにににに組組組組みみみみ入入入入れられるとしたれられるとしたれられるとしたれられるとした。。。。    

なおなおなおなお，，，，本件決定本件決定本件決定本件決定のののの 15151515 日前日前日前日前，，，，同大統領同大統領同大統領同大統領ははははアラストレアラストレアラストレアラストレ FOGADEFOGADEFOGADEFOGADE 総裁総裁総裁総裁にににに対対対対しししし，，，，FOAGDEFOAGDEFOAGDEFOAGDE がががが保有保有保有保有するすするすするすするす

べてのべてのべてのべての土地土地土地土地，，，，マンションマンションマンションマンション，，，，ビルビルビルビルをををを国国国国へへへへ移管移管移管移管することをすることをすることをすることを求求求求めめめめていたていたていたていた。。。。    

（（（（29292929 日日日日，，，，30303030 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（チチチチ））））政府政府政府政府によるによるによるによる補正予算補正予算補正予算補正予算のののの承認承認承認承認    

    31313131 日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは大統領授権法大統領授権法大統領授権法大統領授権法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，450450450450 億億億億ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル・・・・フエルテフエルテフエルテフエルテ（（（（Bs.FBs.FBs.FBs.F））））のののの補補補補

正予算案正予算案正予算案正予算案をををを国会国会国会国会にににに提出提出提出提出したしたしたした。。。。450450450450 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F のののの内訳内訳内訳内訳はははは，，，，200200200200 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F がががが住宅対策住宅対策住宅対策住宅対策，，，，100100100100 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F がががが雇用雇用雇用雇用

対策対策対策対策，，，，100100100100 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F がががが政府債務政府債務政府債務政府債務のののの支払支払支払支払いいいい，，，，50505050 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F がががが豪雨災害対策向豪雨災害対策向豪雨災害対策向豪雨災害対策向けとなるけとなるけとなるけとなる見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。    

    2011201120112011 年当初予算案年当初予算案年当初予算案年当初予算案のののの債務額債務額債務額債務額はははは 520520520520 億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F であったがであったがであったがであったが，，，，今般今般今般今般のののの措置措置措置措置によりによりによりにより債務額債務額債務額債務額はははは 2222 倍倍倍倍のののの 970970970970

億億億億 Bs.FBs.FBs.FBs.F にににに膨膨膨膨らむこととなるらむこととなるらむこととなるらむこととなる。。。。    

    なおなおなおなお，，，，民間調査機関民間調査機関民間調査機関民間調査機関のののの EcoanaliticaEcoanaliticaEcoanaliticaEcoanalitica のののの分析分析分析分析によればによればによればによれば，，，，政府債務政府債務政府債務政府債務，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA，，，，CVGCVGCVGCVG 保有債務及保有債務及保有債務及保有債務及びびびび中中中中

国国国国からのからのからのからの借款額借款額借款額借款額をををを合計合計合計合計するとするとするとすると，，，，総債務額総債務額総債務額総債務額はははは 1,1261,1261,1261,126 億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達しししし，，，，国有化補償金国有化補償金国有化補償金国有化補償金をををを含含含含めるとめるとめるとめると総債総債総債総債

務額務額務額務額はははは 1340134013401340 億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するするするする。。。。    

（（（（6666 月月月月 1111 日日日日，，，，2222 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（ツツツツ））））経済世論調査経済世論調査経済世論調査経済世論調査（（（（5555 月第三週月第三週月第三週月第三週））））    

    世論調査会社世論調査会社世論調査会社世論調査会社のののの HiHiHiHinterlacesnterlacesnterlacesnterlaces 社社社社（（（（比較的中立比較的中立比較的中立比較的中立））））はははは，，，，5555 月第月第月第月第 3333 週週週週にににに実施実施実施実施したしたしたした世論調査結果世論調査結果世論調査結果世論調査結果をををを発表発表発表発表

したしたしたした。。。。    

    同調査同調査同調査同調査によるとによるとによるとによると現在現在現在現在のののの経済状況経済状況経済状況経済状況にににに関関関関しししし，，，，普通普通普通普通とのとのとのとの回答回答回答回答がががが 60%60%60%60%，，，，悪悪悪悪いいいい（（（（13%13%13%13%），），），），非常非常非常非常にににに悪悪悪悪いいいい（（（（6%6%6%6%））））

というというというという否定的否定的否定的否定的なななな回答回答回答回答がががが 19%19%19%19%，，，，良良良良いいいい（（（（17%17%17%17%），），），），とてもとてもとてもとても良良良良いいいい（（（（3%3%3%3%））））というというというという肯定的回答肯定的回答肯定的回答肯定的回答はははは 20%20%20%20%であったであったであったであった。。。。    

    他方他方他方他方，，，，今年今年今年今年のののの今後今後今後今後のののの経済状況経済状況経済状況経済状況にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，ああああるるるる程度程度程度程度良良良良くなるくなるくなるくなる（（（（10%10%10%10%），），），），良良良良くなるくなるくなるくなる（（（（49%49%49%49%））））というというというという

肯定的回答肯定的回答肯定的回答肯定的回答がががが 59%59%59%59%にににに上上上上りりりり，，，，ああああるるるる程度程度程度程度悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる（（（（16%16%16%16%），），），），悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる（（（（17%17%17%17%））））というというというという否定的否定的否定的否定的なななな回答回答回答回答はははは 33%33%33%33%

にににに留留留留まったまったまったまった。。。。    

（（（（31313131 日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

    

（（（（２２２２））））エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー・・・・資源資源資源資源    

（（（（アアアア））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAとととと韓国韓国韓国韓国によるによるによるによる覚書締結覚書締結覚書締結覚書締結    

PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAとととと韓国韓国韓国韓国ののののSKSKSKSKエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングはははは，，，，オリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯フニンフニンフニンフニン地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける石油精製設石油精製設石油精製設石油精製設

備建設備建設備建設備建設にかかるにかかるにかかるにかかる，，，，基本基本基本基本エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング及及及及びびびび建設建設建設建設デザインデザインデザインデザイン，，，，並並並並びにびにびにびに韓国金融機関韓国金融機関韓国金融機関韓国金融機関によるによるによるによるファイファイファイファイ

ナンスナンスナンスナンスにににに関関関関するするするする覚書覚書覚書覚書をををを締結締結締結締結したしたしたした。。。。    

右覚書右覚書右覚書右覚書はははは，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ政府政府政府政府とととと韓国政府韓国政府韓国政府韓国政府によるによるによるによる第三回代表者委員会第三回代表者委員会第三回代表者委員会第三回代表者委員会のののの会議会議会議会議をををを経経経経てててて署名署名署名署名されされされされ，，，，ベネベネベネベネ

ズエラズエラズエラズエラはははは韓国韓国韓国韓国とのとのとのとのオリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯におけるにおけるにおけるにおける新新新新たなたなたなたな共同研究共同研究共同研究共同研究のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて合意合意合意合意したしたしたした。。。。    

会議会議会議会議にはにはにはにはベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ側側側側からはからはからはからはアスドゥルバルアスドゥルバルアスドゥルバルアスドゥルバル・・・・チャベスチャベスチャベスチャベスPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA副総裁副総裁副総裁副総裁ががががヘッドヘッドヘッドヘッドとしてとしてとしてとして参加参加参加参加しししし，，，，

韓国側韓国側韓国側韓国側からはからはからはからは，，，，韓国韓国韓国韓国のののの石油石油石油石油・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガス分野分野分野分野のののの官民代表官民代表官民代表官民代表であるであるであるである韓国石油公社韓国石油公社韓国石油公社韓国石油公社(KNOC)(KNOC)(KNOC)(KNOC)，，，，韓国韓国韓国韓国ガスガスガスガス公公公公

社社社社(KOGAS)(KOGAS)(KOGAS)(KOGAS)，，，，SKSKSKSKエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング（（（（SKECSKECSKECSKEC））））及及及及びびびびヒュンダイヒュンダイヒュンダイヒュンダイ・・・・エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング他他他他がががが参加参加参加参加したしたしたした。。。。    

他方他方他方他方，，，，天然天然天然天然ガスガスガスガス分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける上流上流上流上流・・・・下流事業下流事業下流事業下流事業にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，KOGASKOGASKOGASKOGAS代表者代表者代表者代表者がががが，，，，マリスカルマリスカルマリスカルマリスカル・・・・スクスクスクスク
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レレレレ・・・・ガスガスガスガス田開発田開発田開発田開発へのへのへのへの参入参入参入参入についてについてについてについて意欲意欲意欲意欲をををを示示示示したしたしたした。。。。    

チャベスチャベスチャベスチャベス大統領大統領大統領大統領はははは，，，，覚書覚書覚書覚書のののの締結締結締結締結にににに際際際際しししし，「，「，「，「両国両国両国両国はははは更更更更なるなるなるなる協力促進協力促進協力促進協力促進のためののためののためののための重要重要重要重要なななな合意合意合意合意にににに至至至至ったったったった。。。。

わがわがわがわが国国国国はははは，，，，石油石油石油石油・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガス生産生産生産生産をををを拡大拡大拡大拡大させるこれらさせるこれらさせるこれらさせるこれら事業事業事業事業をををを近近近近いいいい将来必将来必将来必将来必ずやずやずやずや実現化実現化実現化実現化できるとともできるとともできるとともできるととも

にににに，，，，韓国韓国韓国韓国にににに対対対対しししし，，，，安定的安定的安定的安定的なななな石油供給石油供給石油供給石油供給をををを保障保障保障保障できるできるできるできる。」。」。」。」とととと述述述述べべべべ，，，，今般今般今般今般のののの成果成果成果成果をををを強調強調強調強調したしたしたした。。。。    

（（（（3333日付日付日付日付    PDVSA HPPDVSA HPPDVSA HPPDVSA HP））））    

（（（（イイイイ））））ララララ米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー会合会合会合会合のののの開催開催開催開催        

    12121212日日日日～～～～13131313日日日日のののの日程日程日程日程でででで，，，，7777月月月月5555日及日及日及日及びびびび6666日日日日にににに当国当国当国当国ののののマルガリータマルガリータマルガリータマルガリータ島島島島にてにてにてにて開催開催開催開催がががが予定予定予定予定されているされているされているされているララララ

米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ首脳会合首脳会合首脳会合首脳会合のののの，，，，エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける第一回準備会合第一回準備会合第一回準備会合第一回準備会合（（（（Cumbre de America Latina y Cumbre de America Latina y Cumbre de America Latina y Cumbre de America Latina y 

el Carive,<CALC>)el Carive,<CALC>)el Carive,<CALC>)el Carive,<CALC>)がががが，，，，30303030カカカカ国超国超国超国超ののののララララ米米米米・・・・カリブカリブカリブカリブ諸国諸国諸国諸国エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー分野分野分野分野のののの代表者代表者代表者代表者をををを集集集集めてめてめてめてカラカスカラカスカラカスカラカス

にてにてにてにて開催開催開催開催されされされされ，，，，同地域同地域同地域同地域におけるにおけるにおけるにおけるエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー分野分野分野分野にににに関関関関するするするする不均衡不均衡不均衡不均衡のののの是正是正是正是正，，，，適正適正適正適正なななな資源管理資源管理資源管理資源管理がががが主主主主なななな

議題議題議題議題となったとなったとなったとなった。。。。    

    ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，参加国参加国参加国参加国とととと既既既既にににに8888つのつのつのつの合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社をををを設立設立設立設立しているとししているとししているとししているとし，，，，エネエネエネエネ

ルギールギールギールギーのののの安定供給安定供給安定供給安定供給をををを保障保障保障保障するためにするためにするためにするために必要必要必要必要ななななインフラインフラインフラインフラのののの推進推進推進推進にににに役立役立役立役立っているとっているとっているとっていると述述述述べべべべたほかたほかたほかたほか，，，，輸送輸送輸送輸送

をををを担担担担うううう10101010隻隻隻隻をををを超超超超えるえるえるえるタンカータンカータンカータンカーをををを建造建造建造建造しているほかしているほかしているほかしているほか，，，，参加諸国参加諸国参加諸国参加諸国にににに対対対対ししししペトロカリブペトロカリブペトロカリブペトロカリブ・・・・スキームスキームスキームスキームのののの

もともともともと，，，，日量日量日量日量20202020万万万万バレルバレルバレルバレル以上以上以上以上のののの原油原油原油原油をををを供給供給供給供給しているとしているとしているとしていると述述述述べたべたべたべた。。。。    

    またまたまたまた，，，，今般今般今般今般のののの会議会議会議会議のののの成果成果成果成果としてとしてとしてとして，，，，石油石油石油石油・・・・天然天然天然天然ガスガスガスガス，，，，代替代替代替代替エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー，，，，エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの効率化等効率化等効率化等効率化等

ののののテーマテーマテーマテーマにににに関関関関しししし，，，，前進前進前進前進したしたしたした述述述述べたほかべたほかべたほかべたほか，，，，20202020のののの覚書覚書覚書覚書をををを締結締結締結締結したとしたとしたとしたとししししたたたた。。。。    

（（（（12121212日日日日，，，，13131313日付日付日付日付    外務省外務省外務省外務省HP/PDVSAHP/PDVSAHP/PDVSAHP/PDVSA    HPHPHPHP））））    

（（（（ウウウウ））））当国当国当国当国のののの石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量    

    23232323日日日日，，，，ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，4444月月月月のののの石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量をををを3333月月月月のののの日量日量日量日量239239239239万万万万バレルバレルバレルバレルとととと比比比比しししし

7.4%7.4%7.4%7.4%減減減減のののの日量日量日量日量221221221221万万万万バレルバレルバレルバレルになったとになったとになったとになったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

    またまたまたまた，，，，そのそのそのその他石油製品他石油製品他石油製品他石油製品にににに関関関関してもしてもしてもしても，，，，4444月月月月のののの輸出量輸出量輸出量輸出量はははは3333月月月月のののの輸出量輸出量輸出量輸出量であるであるであるである日量日量日量日量44444444万万万万8,0008,0008,0008,000バレルバレルバレルバレルかかかか

らららら9.5%9.5%9.5%9.5%減減減減となるとなるとなるとなる日量日量日量日量40404040万万万万5,0005,0005,0005,000バレルバレルバレルバレルになったとしたになったとしたになったとしたになったとした。。。。        

    要因要因要因要因としてとしてとしてとして，，，，当国当国当国当国のののの主要製油所主要製油所主要製油所主要製油所であるであるであるであるアムアイアムアイアムアイアムアイ及及及及びびびびカルドンカルドンカルドンカルドン製油所製油所製油所製油所がががが電力不足等電力不足等電力不足等電力不足等によりによりによりにより操業操業操業操業

をををを停止停止停止停止したことがしたことがしたことがしたことが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。なおなおなおなお，，，，12121212日前日前日前日前にににに発生発生発生発生したしたしたした停電停電停電停電によりによりによりにより，，，，アムアイアムアイアムアイアムアイ製油所製油所製油所製油所はははは一部一部一部一部，，，，

カルドンカルドンカルドンカルドン製油所製油所製油所製油所はははは全面的全面的全面的全面的にににに操業操業操業操業をををを停止停止停止停止しししし，，，，操業操業操業操業にににに向向向向けてけてけてけて作業作業作業作業がががが行行行行われていたがわれていたがわれていたがわれていたが，，，，カルドンカルドンカルドンカルドン製油製油製油製油

所所所所ではではではでは23232323日日日日にもにもにもにも再度爆発再度爆発再度爆発再度爆発がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。    

    電力不足電力不足電力不足電力不足ははははオリノコオリノコオリノコオリノコ・・・・ベルトベルトベルトベルト地帯地帯地帯地帯におけるにおけるにおけるにおける超重質油超重質油超重質油超重質油のののの生産生産生産生産にもにもにもにも影響影響影響影響をををを与与与与えておりえておりえておりえており，，，，4444月月月月のののの超重超重超重超重

質油質油質油質油のののの輸出輸出輸出輸出はははは，，，，3333月月月月のののの日量日量日量日量45454545万万万万5,0005,0005,0005,000バレルバレルバレルバレルからからからから16.6%16.6%16.6%16.6%減減減減のののの日量日量日量日量37373737万万万万9,0009,0009,0009,000バレルバレルバレルバレルとなったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（24242424日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    

（（（（エエエエ））））米国政府米国政府米国政府米国政府ののののPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対するするするする制裁制裁制裁制裁    

    24242424日日日日，，，，ジェームズジェームズジェームズジェームズ・・・・スタインバーグスタインバーグスタインバーグスタインバーグ米国務副長官米国務副長官米国務副長官米国務副長官はははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAをををを含含含含むむむむ外国企業外国企業外国企業外国企業7777社社社社にににに対対対対しししし，，，，米国米国米国米国

のののの包括的包括的包括的包括的イランイランイランイラン制裁法制裁法制裁法制裁法（（（（CISADACISADACISADACISADA））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき制裁制裁制裁制裁をををを課課課課すすすす旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

米国務省米国務省米国務省米国務省のののの発表発表発表発表によればによればによればによれば，，，，今回今回今回今回ののののPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対するするするする制裁措置制裁措置制裁措置制裁措置はははは，，，，同社同社同社同社がががが2010201020102010年年年年12121212月月月月～～～～2011201120112011年年年年3333月月月月のののの

間間間間にににに，，，，少少少少なくともなくともなくともなくとも2222回回回回にわたりにわたりにわたりにわたり5,0005,0005,0005,000万万万万ドルドルドルドル相当相当相当相当ののののガソリンガソリンガソリンガソリンををををイランイランイランイランにににに輸出輸出輸出輸出したとのしたとのしたとのしたとの違反理由違反理由違反理由違反理由にににに

よりよりよりより発動発動発動発動されたものでされたものでされたものでされたもので，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAによるによるによるによる米国政府米国政府米国政府米国政府とのとのとのとの契約及契約及契約及契約及びびびび，，，，米国側米国側米国側米国側からのからのからのからの貿易融資貿易融資貿易融資貿易融資をををを禁止禁止禁止禁止するするするする

内容内容内容内容となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

但但但但しししし，，，，スタインバーグスタインバーグスタインバーグスタインバーグ米国務副長官米国務副長官米国務副長官米国務副長官はははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAにににに対対対対するするするする本件制裁措置本件制裁措置本件制裁措置本件制裁措置はははは，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAからからからから米国米国米国米国へのへのへのへの
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石油売却石油売却石油売却石油売却（（（（輸出輸出輸出輸出））））をををを禁止禁止禁止禁止するものでもするものでもするものでもするものでも，，，，CITCITCITCITGOGOGOGO（（（（米国米国米国米国におけるにおけるにおけるにおけるPDVSAPDVSAPDVSAPDVSAのののの子会社子会社子会社子会社））））のののの営業活動営業活動営業活動営業活動にににに影影影影

響響響響をををを与与与与えるものでもないとえるものでもないとえるものでもないとえるものでもないと明言明言明言明言しているしているしているしている。。。。    

（（（（オオオオ））））PDVSAPDVSAPDVSAPDVSA役員役員役員役員のののの交代交代交代交代    

27272727日付官報日付官報日付官報日付官報においてにおいてにおいてにおいて，，，，PDVSAPDVSAPDVSAPDVSAのののの新新新新たなたなたなたな役員役員役員役員がががが任命任命任命任命されたされたされたされた。。。。主要主要主要主要なななな変更変更変更変更はははは以下以下以下以下のののの通通通通りりりり。。。。    

・・・・マドゥーロマドゥーロマドゥーロマドゥーロ外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣ととととジョルダーニジョルダーニジョルダーニジョルダーニ企画企画企画企画・・・・財務大臣財務大臣財務大臣財務大臣がががが新新新新たにたにたにたに外部担当役員外部担当役員外部担当役員外部担当役員となりとなりとなりとなり，，，，イバンイバンイバンイバン・・・・

オレジャーナオレジャーナオレジャーナオレジャーナ氏氏氏氏はははは同職同職同職同職をををを退任退任退任退任するするするする。。。。    

・・・・ビクトールビクトールビクトールビクトール・・・・アウラルアウラルアウラルアウラル(Victor Aular)PSUV(Victor Aular)PSUV(Victor Aular)PSUV(Victor Aular)PSUV幹部幹部幹部幹部がががが新新新新たにたにたにたに財務担当役員財務担当役員財務担当役員財務担当役員となりとなりとなりとなり，，，，エウドマリオエウドマリオエウドマリオエウドマリオ・・・・

カルージョカルージョカルージョカルージョ氏氏氏氏はははは同職同職同職同職をををを退任退任退任退任するするするする。。。。    

・・・・オルランドオルランドオルランドオルランド・・・・チャシンチャシンチャシンチャシン氏氏氏氏(Orlando Chacin(Orlando Chacin(Orlando Chacin(Orlando Chacin),),),),ヘススヘススヘススヘスス・・・・ルオンゴルオンゴルオンゴルオンゴ氏氏氏氏（（（（Jesus LuongoJesus LuongoJesus LuongoJesus Luongo），），），），オウェルオウェルオウェルオウェル・・・・

マンリケマンリケマンリケマンリケ氏氏氏氏（（（（Ower Manrique)Ower Manrique)Ower Manrique)Ower Manrique)，，，，ウィルスウィルスウィルスウィルス・・・・ランヘルランヘルランヘルランヘル氏氏氏氏（（（（Wills Rangel)Wills Rangel)Wills Rangel)Wills Rangel)のののの4444名名名名がががが新新新新たにたにたにたに役員役員役員役員となとなとなとな

るるるる。。。。    

カルージョカルージョカルージョカルージョ氏氏氏氏ははははPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA年金基金年金基金年金基金年金基金のののの総裁総裁総裁総裁をををを兼任兼任兼任兼任していたがしていたがしていたがしていたが，，，，自身自身自身自身がががが選定選定選定選定したしたしたした在米金融在米金融在米金融在米金融アドバイアドバイアドバイアドバイ

ザーザーザーザーであるであるであるであるイジャラメンディイジャラメンディイジャラメンディイジャラメンディ氏氏氏氏（（（（IllarramendiIllarramendiIllarramendiIllarramendi））））がががが，，，，5555億億億億4,0004,0004,0004,000万万万万ドルドルドルドルにににに達達達達するするするするPDVSAPDVSAPDVSAPDVSA年金基金年金基金年金基金年金基金のののの

運用運用運用運用においてにおいてにおいてにおいて不正行為不正行為不正行為不正行為をををを行行行行ったことがったことがったことがったことが，，，，今般今般今般今般のののの交代交代交代交代のののの要因要因要因要因になったとになったとになったとになったと見見見見られられられられ，，，，カルージョカルージョカルージョカルージョ氏氏氏氏はははは

先週行先週行先週行先週行われたわれたわれたわれた国会国会国会国会のののの会計検査委員会会計検査委員会会計検査委員会会計検査委員会においてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，自身自身自身自身のののの退任退任退任退任がががが避避避避けられないとのけられないとのけられないとのけられないとの見方見方見方見方をををを示示示示してしてしてして

いたいたいたいた。。。。    

そのほかそのほかそのほかそのほか，，，，退任退任退任退任したしたしたしたヒメネスヒメネスヒメネスヒメネス役員役員役員役員はははは，，，，25252525日日日日にににに米国米国米国米国によりによりによりにより課課課課されたされたされたされたイランイランイランイラン制裁決議制裁決議制裁決議制裁決議のののの対象企業対象企業対象企業対象企業

であるであるであるである，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ軍事産業社軍事産業社軍事産業社軍事産業社(Compania Anonima Venezolana de Industrias (Compania Anonima Venezolana de Industrias (Compania Anonima Venezolana de Industrias (Compania Anonima Venezolana de Industrias 

Militares<Cavim>)Militares<Cavim>)Militares<Cavim>)Militares<Cavim>)のののの社長社長社長社長をををを兼任兼任兼任兼任していたしていたしていたしていた。。。。    

（（（（３３３３））））電力電力電力電力    

（（（（カカカカ））））停電停電停電停電によるによるによるによる製油所製油所製油所製油所のののの停止停止停止停止    

    12121212日日日日，，，，日量約日量約日量約日量約95959595万万万万バレルバレルバレルバレルのののの精製能力精製能力精製能力精製能力をををを持持持持つつつつ当国最大当国最大当国最大当国最大ののののパラグアナパラグアナパラグアナパラグアナ石油石油石油石油コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート（（（（CRPCRPCRPCRP，，，，当当当当

国西部国西部国西部国西部ののののファルコンファルコンファルコンファルコン州州州州パラグアナパラグアナパラグアナパラグアナ半島半島半島半島にににに立地立地立地立地））））がががが停電停電停電停電によりによりによりにより一部生産一部生産一部生産一部生産をををを停止停止停止停止したしたしたした。。。。日量日量日量日量64646464万万万万

5,0005,0005,0005,000バレルバレルバレルバレルのののの精製能力精製能力精製能力精製能力をををを持持持持つつつつアムアイアムアイアムアイアムアイ製油所製油所製油所製油所はははは一部生産一部生産一部生産一部生産をををを停止停止停止停止しししし，，，，日量日量日量日量31313131万万万万バレルバレルバレルバレルのののの精製能力精製能力精製能力精製能力

をををを持持持持つつつつカルドンカルドンカルドンカルドン製油所製油所製油所製油所はははは，，，，完全完全完全完全にににに生産生産生産生産をををを停止停止停止停止したしたしたした。。。。    

    ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー石油大臣石油大臣石油大臣石油大臣はははは，，，，両製油所両製油所両製油所両製油所へのへのへのへの送電線送電線送電線送電線にににに不具合不具合不具合不具合があったとがあったとがあったとがあったと述述述述べるとともべるとともべるとともべるととも

にににに，，，，石油製品在庫石油製品在庫石油製品在庫石油製品在庫はははは15151515日分日分日分日分のののの在庫在庫在庫在庫がありがありがありがあり，，，，今週末今週末今週末今週末にはにはにはには操業操業操業操業をををを再開再開再開再開できるとしたできるとしたできるとしたできるとした。。。。    

    他方他方他方他方，，，，CRPCRPCRPCRPのののの作業員作業員作業員作業員によるとによるとによるとによると，，，，今般今般今般今般のののの停電発生時停電発生時停電発生時停電発生時にはにはにはには安全上安全上安全上安全上のののの理由理由理由理由によりによりによりにより，，，，作業員作業員作業員作業員はははは退避退避退避退避したしたしたした

とととと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    アムアイアムアイアムアイアムアイ製油所製油所製油所製油所ははははガソリンガソリンガソリンガソリン及及及及びびびび重油重油重油重油といったといったといったといった石油製品石油製品石油製品石油製品をををを，，，，日量日量日量日量10101010万万万万4,0004,0004,0004,000バレルバレルバレルバレル生産生産生産生産できるできるできるできる能能能能

力力力力をををを有有有有するがするがするがするが，，，，6666日日日日ににににもももも停電停電停電停電によりによりによりにより生産生産生産生産をををを停止停止停止停止しておりしておりしておりしており，，，，今般今般今般今般のののの停電停電停電停電はこのはこのはこのはこの1111週間週間週間週間でででで2222回目回目回目回目となるとなるとなるとなる。。。。    

    CRPCRPCRPCRPはははは昨年昨年昨年昨年もももも度度度度々々々々操業操業操業操業をををを停止停止停止停止しておりしておりしておりしており，，，，昨年昨年昨年昨年のののの12121212月月月月にもにもにもにも停電停電停電停電のののの影響影響影響影響によりによりによりによりアムアイアムアイアムアイアムアイ・・・・カルドンカルドンカルドンカルドン

のののの両製油所両製油所両製油所両製油所はははは1111週間操業週間操業週間操業週間操業をををを停止停止停止停止したほかしたほかしたほかしたほか，，，，今年今年今年今年のののの3333月月月月にもにもにもにも点検中点検中点検中点検中にににに爆発事故爆発事故爆発事故爆発事故がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。    

    なおなおなおなお，，，，9999日日日日（（（（月月月月），），），），21212121のののの州州州州でででで送電線送電線送電線送電線のののの不具合不具合不具合不具合によりによりによりにより，，，，大規模大規模大規模大規模なななな停電停電停電停電がががが発生発生発生発生したことをしたことをしたことをしたことを受受受受けけけけ，，，，政政政政

府府府府はははは10101010日日日日（（（（火火火火），），），），カラカスカラカスカラカスカラカス首都区首都区首都区首都区，，，，アマソナスアマソナスアマソナスアマソナス，，，，ボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル及及及及びびびびバルガスバルガスバルガスバルガスをををを除除除除くくくく19191919のののの州州州州でででで12121212時時時時

からからからから午後午後午後午後3333時時時時のののの間間間間でででで計画停電計画停電計画停電計画停電をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。他方他方他方他方，，，，スリアスリアスリアスリア，，，，ヌエバエスパルタヌエバエスパルタヌエバエスパルタヌエバエスパルタ州州州州などなどなどなど一部一部一部一部のののの州州州州ではではではでは

夜間夜間夜間夜間までまでまでまで停電停電停電停電がががが実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。    

（（（（7777日日日日，，，，11111111日日日日，，，，13131313日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニベルサルウニベルサルウニベルサルウニベルサル紙紙紙紙））））    


