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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１１１１１１１１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    

●●●●企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省によるとによるとによるとによると，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月におけるにおけるにおけるにおける補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額はははは，，，，８８１８８１８８１８８１億億億億Ｂｓ．Ｂｓ．Ｂｓ．Ｂｓ．

ＦＦＦＦとなりとなりとなりとなり，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの最終的最終的最終的最終的なななな補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額はははは，，，，当初額当初額当初額当初額よりよりよりより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・・・・フエルフエルフエルフエル

テテテテ（（（（Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆ））））増増増増となるとなるとなるとなる９７０９７０９７０９７０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆにににに達達達達するするするする見込見込見込見込みとなったみとなったみとなったみとなった。。。。        

●●●●２２２２日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）はははは９９９９月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが８８８８月月月月とととと同同同同じじじじ８８８８．．．．３３３３％％％％になったになったになったになった旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。

失業率失業率失業率失業率はははは同様同様同様同様であるもののであるもののであるもののであるものの，，，，失業者数失業者数失業者数失業者数はははは８８８８月月月月のののの１０９１０９１０９１０９万人万人万人万人からからからから１１２１１２１１２１１２万人万人万人万人へへへへ増加増加増加増加したしたしたした。。。。    

●●●●３３３３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，，，，１０１０１０１０月末時点月末時点月末時点月末時点におけるにおけるにおけるにおける住宅住宅住宅住宅ミッシミッシミッシミッションョンョンョン（（（（ＧＲＡＮＧＲＡＮＧＲＡＮＧＲＡＮ    ＭＩＳＳＩＭＩＳＳＩＭＩＳＳＩＭＩＳＳＩ

ＯＮＯＮＯＮＯＮ    ＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡ    ＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡ））））によるによるによるによる建設戸数建設戸数建設戸数建設戸数がががが，，，，本年本年本年本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１１１１

５３５３５３５３，，，，００００００００００００戸戸戸戸のののの５５５５５５５５％％％％あたるあたるあたるあたる８４８４８４８４，，，，５１７５１７５１７５１７戸戸戸戸となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所によるとによるとによるとによると，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月のののの自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数はははは，，，，前前前前

年同期比年同期比年同期比年同期比００００．．．．９８９８９８９８％（％（％（％（１２８１２８１２８１２８台台台台））））減減減減となるとなるとなるとなる８９８９８９８９，，，，３２１３２１３２１３２１台台台台となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●８８８８日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，閣議閣議閣議閣議においてにおいてにおいてにおいて公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法をををを承認承認承認承認したしたしたした旨発表旨発表旨発表旨発表ししししたたたた。。。。またまたまたまた，，，，

同法同法同法同法はははは，，，，コストコストコストコスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁によるによるによるによるコストコストコストコスト構造構造構造構造のののの精査精査精査精査をををを実施実施実施実施するとするとするとすると共共共共にににに，，，，価格価格価格価格のののの水増水増水増水増しししし等等等等のののの

防止策防止策防止策防止策をををを含含含含むとむとむとむと述述述述べたべたべたべた。。。。    

●●●●１０１０１０１０日日日日，，，，チャベスチャベスチャベスチャベス大大大大統領統領統領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，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年５５５５月月月月にににに労働法労働法労働法労働法をををを改正改正改正改正するするするする旨旨旨旨

発表発表発表発表したしたしたした。。。。法改正法改正法改正法改正によりによりによりにより，，，，２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１１１１月月月月よりよりよりより，，，，直近直近直近直近１０１０１０１０年間年間年間年間のののの間間間間でででで蓄積蓄積蓄積蓄積したしたしたした８０８０８０８０億億億億～～～～１１１１

００００００００億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆにににに達達達達するするするする未払未払未払未払いいいい賃金賃金賃金賃金をををを支払支払支払支払うとうとうとうと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    ●●●●世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行がががが世界世界世界世界１８３１８３１８３１８３カカカカ国国国国をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして行行行行ったったったったビジネスビジネスビジネスビジネス環境環境環境環境ランキングランキングランキングランキングにおいてにおいてにおいてにおいて，，，，当国当国当国当国はははは

１７７１７７１７７１７７位位位位であったであったであったであった。。。。    

●●●●１７１７１７１７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（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年第年第年第年第３３３３四半期四半期四半期四半期((((当期当期当期当期））））ののののＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率等成長率等成長率等成長率等

をををを発表発表発表発表しししし, , , , 当期当期当期当期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４４４４．．．．２２２２％％％％,,,,２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～９９９９月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおけるＧＤＧＤＧＤＧＤ

ＰＰＰＰ成長率成長率成長率成長率はははは３３３３．．．．８８８８％％％％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。。。。    

●●●●２２２２２２２２日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領がががが，，，，公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法にににに基基基基づきづきづきづき，，，，食料品食料品食料品食料品，，，，衛生用品衛生用品衛生用品衛生用品，，，，日用品日用品日用品日用品１８１８１８１８

品目品目品目品目のののの価格価格価格価格をををを凍結凍結凍結凍結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。。。。    

●●●●２４２４２４２４日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）はははは１０１０１０１０月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比００００．．．．８８８８％％％％減減減減，，，，８８８８月月月月，，，，９９９９月比月比月比月比

でででで００００．．．．１１１１％％％％減減減減となるとなるとなるとなる８８８８．．．．２２２２％％％％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。。。。    

●●●●２５２５２５２５日日日日，，，，当国当国当国当国がががが欧州各国欧州各国欧州各国欧州各国のののの銀行銀行銀行銀行にににに預託預託預託預託するするするする金準備金準備金準備金準備のののの第第第第１１１１回目回目回目回目のののの送還送還送還送還がががが実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。今般中今般中今般中今般中

銀銀銀銀にににに送還送還送還送還されたされたされたされた金金金金はははは３３３３億億億億ドルドルドルドル超超超超でででで，，，，移送移送移送移送にににに当当当当たってはたってはたってはたっては７００７００７００７００万万万万ドルドルドルドルをををを要要要要したしたしたした。。。。    

●●●●２７２７２７２７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２７２７２７２７日日日日のののの時点時点時点時点でででで１０１０１０１０万万万万２２２２，，，，００１００１００１００１戸戸戸戸（（（（本年本年本年本年のののの建設目標建設目標建設目標建設目標のののの６５６５６５６５％）％）％）％）

のののの建設建設建設建設がががが終了終了終了終了したとしたとしたとしたと述述述述べるとともにべるとともにべるとともにべるとともに，，，，２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年までにまでにまでにまでに，，，，更更更更にににに２７２２７２２７２２７２万万万万５５５５，，，，００００００００００００戸戸戸戸のののの建建建建

設設設設をををを行行行行うとうとうとうと述述述述べたべたべたべた。。。。    

●●●●２９２９２９２９日日日日，，，，米米米米マーサーマーサーマーサーマーサー社社社社はははは世界生活世界生活世界生活世界生活のののの質質質質ランキングランキングランキングランキングをををを発表発表発表発表しししし，，，，カラカスカラカスカラカスカラカスはははは調査対象調査対象調査対象調査対象２１１２１１２１１２１１都都都都

市中市中市中市中１６４１６４１６４１６４位位位位，，，，治安治安治安治安ではではではではラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカ地域最低地域最低地域最低地域最低のののの２０５２０５２０５２０５位位位位となったとなったとなったとなった。。。。    

●●●●３０３０３０３０日日日日，，，，ゼネラルゼネラルゼネラルゼネラル・・・・モーターモーターモーターモーター・・・・ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ組合組合組合組合はははは，，，，労務契約労務契約労務契約労務契約のののの一部不履行等一部不履行等一部不履行等一部不履行等をををを不服不服不服不服としとしとしとし，，，，

９９９９月末月末月末月末からからからから組合主導組合主導組合主導組合主導によりによりによりにより減産減産減産減産していたがしていたがしていたがしていたが，，，，会社側会社側会社側会社側のののの支払支払支払支払いいいい決定決定決定決定をををを受受受受けけけけ，，，，減産減産減産減産をををを解除解除解除解除するするするする

旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

    

    

（（（（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    
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●●●●１１１１日日日日，，，，エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル国営石油公社国営石油公社国営石油公社国営石油公社（（（（ＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲ））））はははは，，，，ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡ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帯地帯地帯地帯ののののＤＯＢＵＫＵＢＩＤＯＢＵＫＵＢＩＤＯＢＵＫＵＢＩＤＯＢＵＫＵＢＩ鉱区権益鉱区権益鉱区権益鉱区権益のののの１４１４１４１４％％％％のののの権益譲渡権益譲渡権益譲渡権益譲渡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旨明旨明旨明旨明らからからからか

にしたにしたにしたにした。。。。    

●●●●２２２２日日日日，，，，アンデスアンデスアンデスアンデス開発公社開発公社開発公社開発公社（ＣＡＦ）（ＣＡＦ）（ＣＡＦ）（ＣＡＦ）がががが当国当国当国当国にににに，，，，当国当国当国当国のののの７７７７割割割割のののの電力電力電力電力をををを発電発電発電発電するするするするグリダムグリダムグリダムグリダムのののの近代近代近代近代

化事業費化事業費化事業費化事業費としてとしてとしてとして，，，，３３３３億億億億８８８８，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資をををを承認承認承認承認したしたしたした。。。。    

●●●●２２２２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，，，，国会国会国会国会のののの予算委員会予算委員会予算委員会予算委員会においてにおいてにおいてにおいて，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年予算年予算年予算年予算にににに

おけるおけるおけるおける国家予算国家予算国家予算国家予算へのへのへのへのＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡのののの拠出額拠出額拠出額拠出額はははは，，，，当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額のののの２２２２２２２２％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる４５２４５２４５２４５２億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆとととと

比比比比しししし，，，，７９７９７９７９％％％％増増増増となるとなるとなるとなる８１１８１１８１１８１１億億億億ドルドルドルドルであるであるであるである旨明旨明旨明旨明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。    

●●●●２２２２２２２２日日日日からからからから２４２４２４２４日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて，，，，カラカスカラカスカラカスカラカスにてにてにてにて第第第第１０１０１０１０回回回回ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ・・・・中国閣僚級会合中国閣僚級会合中国閣僚級会合中国閣僚級会合がががが実施実施実施実施ささささ

れれれれ，，，，計計計計８８８８つのつのつのつの新新新新たなたなたなたな合意文書合意文書合意文書合意文書へのへのへのへの署名署名署名署名がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。    

●●●●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（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡのののの２０１１２０１１２０１１２０１１年第年第年第年第３３３３四半期末時点四半期末時点四半期末時点四半期末時点におけるにおけるにおけるにおける累累累累

積債務額積債務額積債務額積債務額がががが，，，，２０１０２０１０２０１０２０１０年末年末年末年末のののの３２９３２９３２９３２９億億億億ドルドルドルドルからからからから１０１０１０１０億億億億ドルドルドルドル（（（（２２２２．．．．８８８８８８８８％）％）％）％）増加増加増加増加しししし，，，，史上最史上最史上最史上最

高高高高のののの３３９３３９３３９３３９億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達したしたしたした旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。    

    

（（（（３３３３））））国有化国有化国有化国有化    

農業農業農業農業・・・・土地省土地省土地省土地省によるとによるとによるとによると，，，，２００１２００１２００１２００１年年年年のののの土地法制定後土地法制定後土地法制定後土地法制定後のののの１０１０１０１０年間年間年間年間でででで政府政府政府政府がががが接収接収接収接収したしたしたした土地面積土地面積土地面積土地面積はははは    

３５０３５０３５０３５０万万万万ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタールとなったとなったとなったとなった。。。。    

    

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））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月におけるにおけるにおけるにおける補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額    

    企画企画企画企画・・・・財務省財務省財務省財務省によるとによるとによるとによると，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの最終的最終的最終的最終的なななな補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額はははは，，，，当初額当初額当初額当初額のののの５２０５２０５２０５２０億億億億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））））よりよりよりより４５０４５０４５０４５０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆ増加増加増加増加しししし，，，，９７０９７０９７０９７０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆにににに達達達達するするするする見込見込見込見込みとなっみとなっみとなっみとなっ

たたたた。。。。またまたまたまた，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月におけるにおけるにおけるにおける補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額はははは，，，，そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの９１９１９１９１％％％％をををを占占占占めるめるめるめる８８１８８１８８１８８１

億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆにににに達達達達しているしているしているしている。。。。    

    なおなおなおなお補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額のうちのうちのうちのうち，，，，１２０１２０１２０１２０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆはははは政府政府政府政府によるによるによるによ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，，，，７０７０７０７０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆはははは

農業農業農業農業ミッションミッションミッションミッション向向向向けけけけ，，，，５０５０５０５０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆはははは災害対策向災害対策向災害対策向災害対策向けのけのけのけの予算予算予算予算であったであったであったであった。。。。ただしただしただしただし，，，，新新新新たにたにたにたに発表発表発表発表ささささ

れたれたれたれた労働労働労働労働ミッションミッションミッションミッション向向向向けのけのけのけの予算予算予算予算はははは計上計上計上計上されていないされていないされていないされていない。。。。    

（（（（１１１１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））））９９９９月月月月のののの失業率失業率失業率失業率    

    ２２２２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９９９９月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが８８８８月月月月とととと同同同同じじじじ８８８８．．．．３３３３％％％％になったになったになったになった旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。失失失失

業率業率業率業率はははは同様同様同様同様であるもののであるもののであるもののであるものの，，，，失業者数失業者数失業者数失業者数はははは８８８８月月月月のののの１０９１０９１０９１０９万人万人万人万人からからからから１１２１１２１１２１１２万人万人万人万人へへへへ増加増加増加増加したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，９９９９

月時点月時点月時点月時点におけるにおけるにおけるにおける就労人口就労人口就労人口就労人口はははは１１１１，，，，３５０３５０３５０３５０万人万人万人万人であったであったであったであった。。。。    

（（（（３３３３日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

（（（（ウウウウ））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月におけるにおけるにおけるにおける住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数住宅建設戸数    

    ３３３３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，，，，１０１０１０１０月末時点月末時点月末時点月末時点におけるにおけるにおけるにおけ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（ＧＲＡＮ（ＧＲＡＮ（ＧＲＡＮ（ＧＲＡＮ    ＭＩＳＳＩＯＭＩＳＳＩＯＭＩＳＳＩＯＭＩＳＳＩＯ

ＮＮＮＮ    ＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡ    ＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡ））））によるによるによるによる建設戸数建設戸数建設戸数建設戸数がががが，，，，本年本年本年本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１５３１５３１５３１５３，，，，

００００００００００００戸戸戸戸のののの５５５５５５５５％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる８４８４８４８４，，，，５１７５１７５１７５１７戸戸戸戸となったとなったとなったとなった旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，８４８４８４８４，，，，５１７５１７５１７５１７戸戸戸戸のののの６５６５６５６５％％％％

にあたるにあたるにあたるにあたる５４５４５４５４，，，，９００９００９００９００戸戸戸戸がががが公共公共公共公共セクターセクターセクターセクター，，，，３５３５３５３５％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる２９２９２９２９，，，，６００６００６００６００戸戸戸戸がががが民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターによによによによ

りりりり建設建設建設建設されたとしているされたとしているされたとしているされたとしている。。。。    

    他方他方他方他方，，，，（ＧＲＡＮ（ＧＲＡＮ（ＧＲＡＮ（ＧＲＡＮ    ＭＩＳＳＩＯＮＭＩＳＳＩＯＮＭＩＳＳＩＯＮＭＩＳＳＩＯＮ    ＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡＶＩＶＩＥＮＤＡ    ＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡＶＥＮＥＺＵＥＬＡではではではでは，，，，５５５５月月月月のののの

発表段階発表段階発表段階発表段階ではではではでは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年～～～～２０１７２０１７２０１７２０１７年年年年のののの間間間間でででで２００２００２００２００万戸万戸万戸万戸のののの住宅建設住宅建設住宅建設住宅建設がががが目標目標目標目標としてとしてとしてとして掲掲掲掲げられたがげられたがげられたがげられたが，，，，
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あるあるあるある識者識者識者識者はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年からのからのからのからの１０１０１０１０年間年間年間年間でででで３７０３７０３７０３７０万戸万戸万戸万戸へとへとへとへと目標目標目標目標がががが変更変更変更変更されたされたされたされた旨旨旨旨をををを述述述述べているべているべているべている。。。。    

（（（（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，，，，エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

（（（（エエエエ））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月のののの自動車自動車自動車自動車生産台数生産台数生産台数生産台数    

    ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所自動車商工会議所によるとによるとによるとによると，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月のののの自動車自動車自動車自動車生産生産生産生産台数台数台数台数はははは，，，，前年前年前年前年

同期比同期比同期比同期比００００．．．．９８９８９８９８％（％（％（％（１２８１２８１２８１２８台台台台））））減減減減となるとなるとなるとなる８９８９８９８９，，，，３２１３２１３２１３２１台台台台となったとなったとなったとなった。。。。またまたまたまた，，，，１０１０１０１０月月月月のののの生産台数生産台数生産台数生産台数はははは

９９９９月月月月のののの１０１０１０１０，，，，１６９１６９１６９１６９台台台台とととと比比比比しししし１５１５１５１５．．．．４４４４４４４４％％％％減減減減であるもののであるもののであるもののであるものの，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比ではではではでは１９１９１９１９％％％％増増増増となるとなるとなるとなる８８８８，，，，

５９９５９９５９９５９９台台台台であったであったであったであった。。。。    

    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～１０１０１０１０月月月月におけるにおけるにおけるにおける企業別企業別企業別企業別のののの生産台数生産台数生産台数生産台数はははは多多多多いいいい順順順順ににににＧＭ（ＧＭ（ＧＭ（ＧＭ（３８３８３８３８，，，，３５７３５７３５７３５７台台台台），Ｆ），Ｆ），Ｆ），Ｆ

ＯＲＤ（ＯＲＤ（ＯＲＤ（ＯＲＤ（２０２０２０２０，，，，０１６０１６０１６０１６台台台台）））），ＭＭＣ（，ＭＭＣ（，ＭＭＣ（，ＭＭＣ（１１１１１１１１，，，，６５７６５７６５７６５７台台台台））））となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（５５５５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，，，，エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

（（（（オオオオ））））公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法のののの施行施行施行施行    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））閣議閣議閣議閣議におけるにおけるにおけるにおける公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法のののの承認承認承認承認    

８８８８日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，閣議閣議閣議閣議においてにおいてにおいてにおいて公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法をををを承認承認承認承認したしたしたした旨発表旨発表旨発表旨発表しししし，，，，同法同法同法同法はははは，，，，ココココ

ストストストスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁によるによるによるによるコストコストコストコスト構造構造構造構造のののの精査精査精査精査をををを実施実施実施実施するとするとするとすると共共共共にににに，，，，価格価格価格価格のののの水増水増水増水増しししし等等等等のののの防止策防止策防止策防止策をををを含含含含むとむとむとむと

述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））具体的具体的具体的具体的なななな調査調査調査調査のののの開始開始開始開始        

８８８８日日日日，，，，副大統領府副大統領府副大統領府副大統領府においてにおいてにおいてにおいて開催開催開催開催されたされたされたされた経済生産会議経済生産会議経済生産会議経済生産会議においてにおいてにおいてにおいて，，，，メネンデスメネンデスメネンデスメネンデス科学技術科学技術科学技術科学技術・・・・中工業中工業中工業中工業

大臣大臣大臣大臣はははは，，，，１１１１１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日からからからから１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日をををを第一第一第一第一フェーズフェーズフェーズフェーズとととと定定定定めめめめ，，，，コストコストコストコスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁によりによりによりにより，，，，衛衛衛衛

生用品生用品生用品生用品，，，，日用品日用品日用品日用品，，，，食糧分野及食糧分野及食糧分野及食糧分野及びびびび統制価格品分野統制価格品分野統制価格品分野統制価格品分野においてにおいてにおいてにおいて，（，（，（，（コストコストコストコスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁がががが精査精査精査精査したしたしたした））））ココココ

ストストストスト構造構造構造構造にににに基基基基づきづきづきづき定定定定めらめらめらめられたれたれたれた利益利益利益利益をををを超過超過超過超過していないかのしていないかのしていないかのしていないかの調査調査調査調査をををを開始開始開始開始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。。。。なおなおなおなお，，，，右右右右

にににに基基基基づくづくづくづく価格価格価格価格のののの見直見直見直見直しはしはしはしは２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年のののの１１１１月月月月にににに実施実施実施実施されるされるされるされる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    

他方同大臣他方同大臣他方同大臣他方同大臣はははは，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年のののの１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日からからからから２２２２月月月月をををを第二第二第二第二フェーズフェーズフェーズフェーズとととと定定定定めめめめ，，，，特特特特にににに医療分野医療分野医療分野医療分野におにおにおにお

けるけるけるけるコストコストコストコスト構造構造構造構造のののの分析分析分析分析とととと価格価格価格価格のののの見直見直見直見直しをしをしをしを実施実施実施実施するとするとするとすると述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（９９９９日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

（（（（カカカカ））））労働法改正労働法改正労働法改正労働法改正にににに関関関関するするするする言及言及言及言及    

    １０１０１０１０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，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年５５５５月月月月にににに労働法労働法労働法労働法をををを改正改正改正改正するするするする旨発旨発旨発旨発

表表表表したしたしたした。。。。法改正法改正法改正法改正によりによりによりにより，，，，２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年１１１１月月月月よりよりよりより，，，，直近直近直近直近１０１０１０１０年間年間年間年間のののの間間間間でででで蓄積蓄積蓄積蓄積したしたしたした８０８０８０８０億億億億～～～～１００１００１００１００億億億億

Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆ（（（（米証券取米証券取米証券取米証券取引委員会引委員会引委員会引委員会にににに政府政府政府政府がががが提出提出提出提出したしたしたした資料資料資料資料ではではではでは２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年５５５５月時点月時点月時点月時点でででで２４５２４５２４５２４５億億億億Ｂｓ．Ｂｓ．Ｂｓ．Ｂｓ．

Ｆ）Ｆ）Ｆ）Ｆ）にににに達達達達するするするする未払未払未払未払いいいい賃金賃金賃金賃金をををを支払支払支払支払うとうとうとうと述述述述べたべたべたべた。。。。    

    なおなおなおなお，，，，支払支払支払支払いのいのいのいの財源財源財源財源はははは，，，，証券市場証券市場証券市場証券市場をををを通通通通じじじじ，，，，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合弁石油開発事業合弁石油開発事業合弁石油開発事業合弁石油開発事業

にににに資本参加資本参加資本参加資本参加がががが可能可能可能可能となるようなとなるようなとなるようなとなるような債券債券債券債券のののの発行発行発行発行をををを通通通通じてじてじてじて実施実施実施実施するとするとするとすると述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（１１１１１１１１日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙，，，，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））））    

（（（（キキキキ））））世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行によるによるによるによる各国各国各国各国ビジネスビジネスビジネスビジネス環境環境環境環境ランキングランキングランキングランキングのののの発表発表発表発表    

    世界銀行世界銀行世界銀行世界銀行がががが世界世界世界世界１８３１８３１８３１８３カカカカ国国国国をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして行行行行ったったったったビジネスビジネスビジネスビジネス環境環境環境環境ラララランキングンキングンキングンキングにおいてにおいてにおいてにおいて，，，，当国当国当国当国はははは昨昨昨昨

年年年年のののの１７５１７５１７５１７５位位位位からからからから１７７１７７１７７１７７位位位位にににに順位順位順位順位がががが下下下下がったがったがったがった。。。。    

    南米南米南米南米諸国諸国諸国諸国ではではではではワーストワーストワーストワーストのののの３３３３３３３３位位位位でででで，，，，そのそのそのその他他他他のののの主主主主なななな南米諸国南米諸国南米諸国南米諸国はははは上上上上からからからからチリチリチリチリがががが３９３９３９３９位位位位，，，，ペルーペルーペルーペルーがががが

４１４１４１４１位位位位，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアがががが４２４２４２４２位位位位，，，，メキシコメキシコメキシコメキシコがががが５３５３５３５３位位位位，，，，ニカラグアニカラグアニカラグアニカラグアがががが１１８１１８１１８１１８位位位位，，，，エクアドルエクアドルエクアドルエクアドルがががが１３１３１３１３

００００位位位位，，，，ボリビアボリビアボリビアボリビアがががが１５３１５３１５３１５３位位位位というというというという結果結果結果結果であったであったであったであった。。。。    

    同同同同ランキングランキングランキングランキングではではではでは，，，，起業起業起業起業，，，，建設認可建設認可建設認可建設認可，，，，電気電気電気電気サービスサービスサービスサービスのののの開始開始開始開始，，，，登記登記登記登記，，，，投資投資投資投資のののの保護保護保護保護，，，，契約契約契約契約のののの遵守遵守遵守遵守

等等等等のののの項目項目項目項目でででで対象国対象国対象国対象国がががが評価評価評価評価されるがされるがされるがされるが，，，，一例一例一例一例としてとしてとしてとして，，，，事業開始事業開始事業開始事業開始にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの日数日数日数日数がががが当国当国当国当国ではではではでは１４７１４７１４７１４７
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日間日間日間日間かかるとされたかかるとされたかかるとされたかかるとされた一方一方一方一方でででで，，，，チリチリチリチリはははは２７２７２７２７日間日間日間日間，，，，ペルーペルーペルーペルーはははは５５５５５５５５日間日間日間日間，，，，コロンビアコロンビアコロンビアコロンビアはははは６５６５６５６５日間日間日間日間であっであっであっであっ

たたたた。。。。    

（（（（１４１４１４１４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））））    

（（（（クククク））））２２２２０１１０１１０１１０１１年第年第年第年第３３３３四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，，，，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（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）はははは２０１１２０１１２０１１２０１１年第年第年第年第３３３３四半期四半期四半期四半期((((当期当期当期当期））））ののののＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率等成長率等成長率等成長率等をををを

発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

((((ⅰⅰⅰⅰ))))ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長率成長率成長率成長率    

当期当期当期当期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４４４４．．．．２２２２％％％％となりとなりとなりとなり，，，，１１１１１１１１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４４４４．．．．８８８８％，％，％，％，第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期

のののの２２２２．．．．５５５５％％％％につづきにつづきにつづきにつづき，，，，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。。。。またまたまたまた,,,,２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１月月月月～～～～９９９９月期月期月期月期におけるにおけるにおけるにおけるＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ成長成長成長成長

率率率率はははは３３３３．．．．８８８８％％％％となったとなったとなったとなった。。。。    

当期当期当期当期のののの公的公的公的公的セクターセクターセクターセクター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３３３３．．．．６６６６％，％，％，％，民間民間民間民間セクターセクターセクターセクター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４４４４．．．．００００％％％％とととと

なったなったなったなった。。。。建設部門建設部門建設部門建設部門はははは，，，，政府政府政府政府セクターセクターセクターセクターがががが１７１７１７１７．．．．６６６６％％％％成長成長成長成長したしたしたした反面反面反面反面，，，，民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターはははは▲▲▲▲１２１２１２１２．．．．２２２２％％％％

ののののママママイナスイナスイナス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。。。。要因要因要因要因としてとしてとしてとして政府政府政府政府セクターセクターセクターセクターはははは政府政府政府政府によるによるによるによ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のためのためのためのため好調好調好調好調

であったもののであったもののであったもののであったものの，，，，民間民間民間民間セクターセクターセクターセクターはははは鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼，，，，セメントセメントセメントセメント等等等等のののの資材不足資材不足資材不足資材不足のためのためのためのため不調不調不調不調であったであったであったであった。。。。    

石油石油石油石油セクターセクターセクターセクターはははは当期当期当期当期でででで平均平均平均平均１１１１バレルバレルバレルバレル１０２１０２１０２１０２ドルドルドルドル超超超超のののの高油価高油価高油価高油価にもにもにもにも関関関関わらずわらずわらずわらず，，，，００００．．．．３３３３％％％％のののの低成長低成長低成長低成長

にににに留留留留まったまったまったまった一方一方一方一方，，，，非石油非石油非石油非石油セクターセクターセクターセクターはははは金融金融金融金融（（（（１５１５１５１５．．．．１１１１％），％），％），％），建設建設建設建設（（（（１０１０１０１０％），％），％），％），通信通信通信通信（（（（７７７７．．．．９９９９％）％）％）％）

等等等等のののの成長成長成長成長をををを反映反映反映反映しししし４４４４．．．．４４４４％％％％のののの成長成長成長成長となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））国際収支国際収支国際収支国際収支    

        当期当期当期当期のののの国際収支国際収支国際収支国際収支はははは６６６６億億億億５５５５,,,,８００８００８００８００万万万万ドルドルドルドルのののの赤字赤字赤字赤字，，，，経常収支経常収支経常収支経常収支はははは７４７４７４７４億億億億６６６６，，，，４００４００４００４００万万万万ドルドルドルドルのののの黒字黒字黒字黒字，，，，

資本収支資本収支資本収支資本収支はははは７４７４７４７４億億億億４４４４,,,,６００６００６００６００万万万万ドルドルドルドルのののの赤字赤字赤字赤字となとなとなとなったったったった。。。。    

資本収支資本収支資本収支資本収支はははは公的部門公的部門公的部門公的部門におけるにおけるにおけるにおける国債取引国債取引国債取引国債取引，，，，中国中国中国中国からのからのからのからの融資資金融資資金融資資金融資資金のののの受受受受けけけけ取取取取りりりり等等等等によりによりによりにより，，，，７４７４７４７４億億億億

４４４４，，，，６００６００６００６００万万万万ドルドルドルドルのののの赤字赤字赤字赤字となったとなったとなったとなった。。。。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はははは３０８３０８３０８３０８億億億億８８８８，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルであったであったであったであった。。。。    

（（（（ケケケケ））））公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法のののの施行施行施行施行    

２２２２２２２２日日日日，，，，ハウアハウアハウアハウア副大統領副大統領副大統領副大統領はははは，，，，公正公正公正公正コストコストコストコスト価格法価格法価格法価格法にににに基基基基づきづきづきづきミネラルミネラルミネラルミネラル・・・・ウォーターウォーターウォーターウォーター，，，，フルーツフルーツフルーツフルーツ・・・・

ジュースジュースジュースジュース，，，，固形石鹸固形石鹸固形石鹸固形石鹸，，，，洗剤洗剤洗剤洗剤，，，，トイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパートイレットペーパー，，，，シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー，，，，ひげひげひげひげ剃剃剃剃りりりり，，，，清掃用具清掃用具清掃用具清掃用具などのなどのなどのなどの食食食食

料品料品料品料品，，，，衛生用品衛生用品衛生用品衛生用品，，，，日用品日用品日用品日用品１８１８１８１８品目品目品目品目のののの価格価格価格価格をををを凍結凍結凍結凍結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。。。。    

今後今後今後今後，，，，コストコストコストコスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁がこれらがこれらがこれらがこれら１８１８１８１８品目品目品目品目のののの価格価格価格価格についてについてについてについて精査精査精査精査しししし，，，，本年本年本年本年１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日にににに同同同同１１１１

８８８８品目品目品目品目のののの市販価格市販価格市販価格市販価格のののの上限上限上限上限をををを定定定定めためためためたリストリストリストリストをををを公表公表公表公表するするするする予定予定予定予定でありでありでありであり，，，，これをこれをこれをこれを受受受受けてけてけてけて生産企業及生産企業及生産企業及生産企業及びびびび輸輸輸輸

入業者入業者入業者入業者はははは来年来年来年来年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日までにまでにまでにまでに商品商品商品商品のののの価格改定価格改定価格改定価格改定をををを行行行行わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない。。。。    

２２２２２２２２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，，，，当地当地当地当地ででででビジネスビジネスビジネスビジネスをををを展開展開展開展開するするするするポラールポラールポラールポラール社社社社（（（（ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラのののの大手食料大手食料大手食料大手食料

品品品品メーカーメーカーメーカーメーカー），），），），コカコカコカコカ・・・・コーラコーラコーラコーラ社社社社，，，，ペプシペプシペプシペプシ・・・・コーラコーラコーラコーラ社社社社，，，，ネスレネスレネスレネスレ社社社社，，，，ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン＆＆＆＆ジョンソンジョンソンジョンソンジョンソン社社社社，，，，

ハインツハインツハインツハインツ社等食料品及社等食料品及社等食料品及社等食料品及びびびび衛生用品衛生用品衛生用品衛生用品メーカーメーカーメーカーメーカー計計計計５４５４５４５４社社社社にににに対対対対してしてしてして，，，，商品商品商品商品ののののコストコストコストコスト価格価格価格価格にににに関関関関するするするする査察査察査察査察

及及及及びびびび監査監査監査監査（（（（商品商品商品商品ののののコストコストコストコスト構造構造構造構造にににに関関関関してしてしてして，，，，企業企業企業企業のののの利潤率利潤率利潤率利潤率ががががコストコストコストコスト価格監督庁価格監督庁価格監督庁価格監督庁のののの定定定定めるめるめるめる上限上限上限上限をををを超過超過超過超過

していないかのしていないかのしていないかのしていないかの調査調査調査調査））））をををを行行行行うとうとうとうと発表発表発表発表したしたしたした。。。。    

（（（（２３２３２３２３日付日付日付日付    ウルティマスウルティマスウルティマスウルティマス・・・・ノティシアスノティシアスノティシアスノティシアス紙紙紙紙））））    

（（（（ココココ））））１０１０１０１０月月月月のののの失業率失業率失業率失業率    

    ２４２４２４２４日日日日，，，，国家統計庁国家統計庁国家統計庁国家統計庁（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）（ＩＮＥ）はははは１０１０１０１０月月月月のののの失業率失業率失業率失業率がががが前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比００００．．．．８８８８％％％％減減減減，，，，８８８８月月月月，，，，９９９９月比月比月比月比でででで

００００．．．．１１１１％％％％減減減減となるとなるとなるとなる８８８８．．．．２２２２％％％％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，，，，年齢層別年齢層別年齢層別年齢層別ではではではでは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がががが，，，，前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比１１１１．．．．３３３３％％％％減減減減とととと
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なるなるなるなる１７１７１７１７％，％，％，％，２５２５２５２５歳歳歳歳からからからから４４４４４４４４歳歳歳歳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前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比００００．．．．２２２２％％％％減減減減となるとなるとなるとなる７７７７．．．．９９９９％，％，％，％，４５４５４５４５

歳歳歳歳からからからから６４６４６４６４歳歳歳歳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前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比１１１１．．．．３３３３％％％％減減減減となるとなるとなるとなる３３３３．．．．９９９９％，％，％，％，６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上におけるにおけるにおけるにおける失失失失

業率業率業率業率はははは前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比２２２２．．．．８８８８％％％％減減減減となるとなるとなるとなる３３３３．．．．９９９９％％％％であったであったであったであった。。。。    

    なおなおなおなお，，，，全就業人口全就業人口全就業人口全就業人口はははは１３１３１３１３，，，，５２６５２６５２６５２６，，，，４２２４２２４２２４２２人人人人，，，，失業者数失業者数失業者数失業者数はははは１１１１，，，，１１３１１３１１３１１３，，，，６３１６３１６３１６３１人人人人であったであったであったであった。。。。    

（（（（２５２５２５２５日日日日，，，，２８２８２８２８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））））金準備金準備金準備金準備のののの第第第第１１１１回回回回本国送還本国送還本国送還本国送還のののの実施実施実施実施    

２５２５２５２５日日日日，，，，当国当国当国当国がががが欧州各国欧州各国欧州各国欧州各国のののの銀行銀行銀行銀行にににに預託預託預託預託するするするする金準備金準備金準備金準備のののの本国送還本国送還本国送還本国送還がががが実施実施実施実施されたされたされたされた。。。。メレンテスメレンテスメレンテスメレンテス中央中央中央中央

銀行銀行銀行銀行（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）総裁総裁総裁総裁によるとによるとによるとによると，，，，今般中銀今般中銀今般中銀今般中銀にににに送還送還送還送還されたされたされたされた金金金金はははは３３３３億億億億ドルドルドルドル超超超超でででで，，，，移送移送移送移送にににに当当当当たってはたってはたってはたっては７７７７

００００００００万万万万ドルドルドルドルをををを要要要要したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，同総裁同総裁同総裁同総裁はははは外貨準備外貨準備外貨準備外貨準備のののの６５６５６５６５％％％％がががが金塊金塊金塊金塊だがだがだがだが，，，，金価格金価格金価格金価格がががが上昇上昇上昇上昇しししし設定額設定額設定額設定額をををを

超超超超えたえたえたえた差額差額差額差額はははは国家開発基金国家開発基金国家開発基金国家開発基金（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）（ＦＯＮＤＥＮ）にににに移転移転移転移転されるとされるとされるとされると述述述述べたべたべたべた。。。。    

２８２８２８２８日日日日，，，，同総裁同総裁同総裁同総裁はははは今般今般今般今般のののの金準備金準備金準備金準備のののの本国送還本国送還本国送還本国送還はははは，，，，欧州欧州欧州欧州やややや米国米国米国米国といったといったといったといった世界的世界的世界的世界的なななな資本市場資本市場資本市場資本市場におけにおけにおけにおけ

るるるる動揺動揺動揺動揺にににに備備備備えることがえることがえることがえることが目的目的目的目的でありでありでありであり，，，，中国中国中国中国にににに対対対対するするするする債務債務債務債務のののの保証保証保証保証にににに充充充充てるてるてるてる目的目的目的目的であるとのであるとのであるとのであるとの指摘指摘指摘指摘をををを否否否否

定定定定したしたしたした。。。。他方金準他方金準他方金準他方金準備備備備のののの総量総量総量総量はははは２１８２１８２１８２１８トントントントンでででで，，，，残残残残りりりり約約約約２００２００２００２００トントントントンがががが海外海外海外海外にににに残残残残っておりっておりっておりっており，，，，近近近近々々々々全全全全てててて

のののの金準備金準備金準備金準備がががが本国本国本国本国にににに送還送還送還送還されるとされるとされるとされると述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（２６２６２６２６日日日日，，，，２８２８２８２８日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

（（（（シシシシ））））４４４４月月月月からのからのからのから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    

    １６１６１６１６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，，，，政府政府政府政府によるによるによるによ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（ＭＩＳＩＯＮ（ＭＩＳＩＯＮ（ＭＩＳＩＯＮ（ＭＩＳＩＯＮ    ＶＶＶＶ

ＩＶＩＥＮＤＡＩＶＩＥＮＤＡＩＶＩＥＮＤＡＩＶＩＥＮＤＡ    ＶＥＮＥＺＵＥＬＡ）ＶＥＮＥＺＵＥＬＡ）ＶＥＮＥＺＵＥＬＡ）ＶＥＮＥＺＵＥＬＡ）によるによるによるによる，，，，１１１１月月月月からからからから現在現在現在現在までのまでのまでのまで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がががが，，，，９５９５９５９５，，，，

９１２９１２９１２９１２戸戸戸戸になったになったになったになった旨発表旨発表旨発表旨発表したしたしたした。。。。これはこれはこれはこれは，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年のののの建設目標戸数建設目標戸数建設目標戸数建設目標戸数であるであるであるである１５３１５３１５３１５３，，，，００００００００００００戸戸戸戸のののの

６３６３６３６３％％％％にあたるにあたるにあたるにあたる。。。。またまたまたまた２７２７２７２７日日日日のののの閣議閣議閣議閣議においてにおいてにおいてにおいて，，，，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２７２７２７２７日日日日のののの時点時点時点時点でででで１０１０１０１０万万万万２２２２，，，，００００

０１０１０１０１戸戸戸戸（（（（本年本年本年本年のののの建設目標建設目標建設目標建設目標のののの６５６５６５６５％）％）％）％）のののの建設建設建設建設がががが終了終了終了終了したとしたとしたとしたと述述述述べるとともにべるとともにべるとともにべるとともに，，，，２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年までにまでにまでにまでに更更更更

にににに２７２２７２２７２２７２万万万万５５５５，，，，００００００００００００戸戸戸戸のののの建設建設建設建設をををを行行行行うとうとうとうと述述述述べたべたべたべた。。。。    

（（（（１７１７１７１７日付日付日付日付    ウルティマスウルティマスウルティマスウルティマス・・・・ノティシアスノティシアスノティシアスノティシアス紙紙紙紙，，，，２７２７２７２７日付日付日付日付    ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡホームページホームページホームページホームページ他他他他））））    

（（（（スススス））））２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年１１１１１１１１月時点月時点月時点月時点におけるにおけるにおけるにおける通貨供給量通貨供給量通貨供給量通貨供給量    

    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はははは，，，，１１１１１１１１月月月月１８１８１８１８日時点日時点日時点日時点におけるにおけるにおけるにおける通貨供給量通貨供給量通貨供給量通貨供給量がががが，，，，４４４４，，，，０５６０５６０５６０５６億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆ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。。。。年初年初年初年初とととと比較比較比較比較するとするとするとすると３８３８３８３８％％％％増加増加増加増加したしたしたした。。。。なおなおなおなお，，，，２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１月月月月とととと同年同年同年同年１１１１１１１１月月月月のののの

通貨供給量通貨供給量通貨供給量通貨供給量のののの比較比較比較比較ではではではでは２６２６２６２６％％％％増増増増にににに留留留留まっていたまっていたまっていたまっていた。。。。    

    通貨供給量通貨供給量通貨供給量通貨供給量はははは，，，，２００６２００６２００６２００６年年年年のののの１１１１，，，，１８８１８８１８８１８８億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆをををを基点基点基点基点とするととするととするととすると，，，，２００７２００７２００７２００７年年年年はははは前年比前年比前年比前年比２２２２

９９９９％％％％増増増増となるとなるとなるとなる１１１１，，，，５２０５２０５２０５２０億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，２００８２００８２００８２００８年年年年はははは前年比前年比前年比前年比２６２６２６２６％％％％増増増増となるとなるとなるとなる１１１１，，，，９１２９１２９１２９１２億億億億Ｂｓ．Ｂｓ．Ｂｓ．Ｂｓ．

Ｆ，Ｆ，Ｆ，Ｆ，２００９２００９２００９２００９年年年年はははは前年比前年比前年比前年比２２２２２２２２％％％％増増増増となるとなるとなるとなる２２２２，，，，３３０３３０３３０３３０億億億億Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，Ｂｓ．Ｆ，２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年はははは前年比前年比前年比前年比２６２６２６２６％％％％増増増増

となるとなるとなるとなる２２２２，，，，９４０９４０９４０９４０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆとととと，，，，年年年年々々々々増加増加増加増加しているがしているがしているがしているが，，，，本年本年本年本年のののの増加増加増加増加はははは突出突出突出突出しておりしておりしておりしており，，，，インフレインフレインフレインフレ

率率率率へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。    

（（（（２８２８２８２８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））））    

（（（（セセセセ））））米米米米マーサーマーサーマーサーマーサー社社社社によるによるによるによる生活生活生活生活のののの質質質質ランキングランキングランキングランキング    

    ２９２９２９２９日日日日，，，，米米米米マーサーマーサーマーサーマーサー社社社社はははは都市別都市別都市別都市別のののの世界生活世界生活世界生活世界生活のののの質質質質ランキングランキングランキングランキングをををを発表発表発表発表しししし，，，，カラカスカラカスカラカスカラカスはははは調査対象調査対象調査対象調査対象２２２２

１１１１１１１１都市中都市中都市中都市中１６４１６４１６４１６４位位位位，，，，治安治安治安治安ではではではではラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカ地域最低地域最低地域最低地域最低のののの２０５２０５２０５２０５位位位位となったとなったとなったとなった。。。。    

    ラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカ地域地域地域地域ではではではでは，，，，サンサンサンサン・・・・フアンフアンフアンフアン（（（（７２７２７２７２位位位位），），），），モンテビデオモンテビデオモンテビデオモンテビデオ（（（（７７７７７７７７位位位位），），），），ブエノスアブエノスアブエノスアブエノスア

イレスイレスイレスイレス（（（（８１８１８１８１位位位位），），），），サンチアゴサンチアゴサンチアゴサンチアゴ（（（（９０９０９０９０位位位位），），），），パナマパナマパナマパナマ（（（（９３９３９３９３位位位位））））がががが上位上位上位上位ににににランクランクランクランクされたされたされたされた一方一方一方一方，，，，ララララ

パスパスパスパス（（（（１４７１４７１４７１４７位位位位），），），），カラカスカラカスカラカスカラカス（（（（１６４１６４１６４１６４位位位位），），），），ハバナハバナハバナハバナ（（（（１８９１８９１８９１８９位位位位））））がががが下位下位下位下位ににににランクランクランクランクされたされたされたされた。。。。    

    特特特特にににに，，，，治安治安治安治安ではではではではグァテマラグァテマラグァテマラグァテマラ（（（（１７９１７９１７９１７９位位位位），），），），テグシガルパテグシガルパテグシガルパテグシガルパ（（（（１８０１８０１８０１８０位位位位））））にににに続続続続ききききカラカスカラカスカラカスカラカスはははは２０２０２０２０

５５５５位位位位とととと，，，，ラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカラテンアメリカ地域地域地域地域ではではではでは最低最低最低最低ランクランクランクランクとなったとなったとなったとなった。。。。    
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（（（（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））））    

（（（（ソソソソ））））ゼネラルゼネラルゼネラルゼネラル・・・・モーターズモーターズモーターズモーターズ・・・・ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ（Ｇ（Ｇ（Ｇ（ＧＭＶ）ＭＶ）ＭＶ）ＭＶ）におけるにおけるにおけるにおける労働争議労働争議労働争議労働争議    

ＧＭＶＧＭＶＧＭＶＧＭＶのののの組合幹部組合幹部組合幹部組合幹部によるとによるとによるとによると，，，，９９９９月末月末月末月末よりよりよりより同社同社同社同社のののの組合組合組合組合はははは，，，，労務契約労務契約労務契約労務契約のののの一部不履行一部不履行一部不履行一部不履行やややや過去過去過去過去のののの賃金賃金賃金賃金

等等等等のののの不払不払不払不払いをいをいをいを不服不服不服不服としてとしてとしてとして，，，，通常日産通常日産通常日産通常日産２００２００２００２００台台台台のところのところのところのところ，，，，同同同同５０５０５０５０台台台台までまでまでまで生産台数落生産台数落生産台数落生産台数落としてとしてとしてとして生産生産生産生産しししし

ていたがていたがていたがていたが，，，，会社側会社側会社側会社側がががが労働者一人当労働者一人当労働者一人当労働者一人当たりたりたりたり１０１０１０１０，，，，００００００００００００Ｂｓ．Ｆ～Ｂｓ．Ｆ～Ｂｓ．Ｆ～Ｂｓ．Ｆ～７０７０７０７０，，，，００００００００００００Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆのののの支払支払支払支払いいいい

をすることでをすることでをすることでをすることで決着決着決着決着しししし，，，，３０３０３０３０日日日日よりよりよりより操業操業操業操業をををを開始開始開始開始することとなったすることとなったすることとなったすることとなった。。。。    

    これによりこれによりこれによりこれにより,,,,ＧＭＶＧＭＶＧＭＶＧＭＶのののの１０１０１０１０月月月月のののの自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数はははは，，，，前月前月前月前月よりよりよりより約約約約４４４４４４４４％％％％減減減減となるとなるとなるとなる２２２２，，，，２０７２０７２０７２０７台台台台にににに

留留留留まったまったまったまった。。。。なおなおなおなお，，，，会社側会社側会社側会社側はははは労働争議労働争議労働争議労働争議にににに関関関関してはしてはしてはしては公表公表公表公表していないしていないしていないしていない。。。。    

（（（（１７１７１７１７日及日及日及日及びびびび３０３０３０３０日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ウニウニウニウニベルサルベルサルベルサルベルサル紙紙紙紙））））    

    

（（（（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保有石油権益保有石油権益保有石油権益保有石油権益ののののＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲへのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡    

    １１１１日日日日，，，，エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル国営石油公社国営石油公社国営石油公社国営石油公社（（（（ＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲ））））はははは，，，，ＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡ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帯地帯地帯地帯ののののＤＯＢＵＫＵＢＩＤＯＢＵＫＵＢＩＤＯＢＵＫＵＢＩＤＯＢＵＫＵＢＩ鉱区権益鉱区権益鉱区権益鉱区権益のののの１４１４１４１４％％％％のののの権益譲渡権益譲渡権益譲渡権益譲渡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旨旨旨旨をををを明明明明らららら

かにしたかにしたかにしたかにした。。。。なおなおなおなお，，，，同鉱区同鉱区同鉱区同鉱区にはにはにはにはイランイランイランイランののののＰＥＴＲＯＰＡＲＳＰＥＴＲＯＰＡＲＳＰＥＴＲＯＰＡＲＳＰＥＴＲＯＰＡＲＳもももも２６２６２６２６％％％％のののの権益権益権益権益をををを保有保有保有保有するするするする。。。。    

    同鉱区同鉱区同鉱区同鉱区のののの生産量生産量生産量生産量はははは日量日量日量日量６６６６，，，，２００２００２００２００バレルバレルバレルバレルだがだがだがだが，，，，将来的将来的将来的将来的にににに２５２５２５２５，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレル～～～～３０３０３０３０，，，，００００００００００００

バレルバレルバレルバレルのののの生産量生産量生産量生産量がががが期待期待期待期待できできできでき,,,,    ＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲＰＥＴＲＯＥＣＵＡＤＯＲによればによればによればによれば，，，，今後今後今後今後３３３３ヶヶヶヶ月以月以月以月以内内内内にににに権益権益権益権益のののの移移移移

行行行行がががが終了終了終了終了するするするす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。。。。    

（（（（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・・・・インターネットインターネットインターネットインターネット版版版版））））    

（（（（イイイイ））））グリダムグリダムグリダムグリダム近代化事業向近代化事業向近代化事業向近代化事業向けけけけ融資融資融資融資のののの決定決定決定決定    

２２２２日日日日，，，，ＣＡＦＣＡＦＣＡＦＣＡＦはははは当国当国当国当国にににに対対対対しししし，，，，グリダムグリダムグリダムグリダム近代化事業費近代化事業費近代化事業費近代化事業費としてとしてとしてとして３３３３億億億億８８８８，，，，００００００００００００万万万万ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資のののの実実実実

施施施施をををを承認承認承認承認したしたしたした。ＣＡＦ。ＣＡＦ。ＣＡＦ。ＣＡＦ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貸貸貸貸しししし付付付付けにあたってはけにあたってはけにあたってはけにあたっては米州開発銀行米州開発銀行米州開発銀行米州開発銀行（ＩＤＢ）（ＩＤＢ）（ＩＤＢ）（ＩＤＢ）によりによりによりにより

実施実施実施実施されるされるされるされる融資融資融資融資とととと平行平行平行平行してしてしてして実施実施実施実施されるされるされるされる。。。。今般今般今般今般のののの近代化事業近代化事業近代化事業近代化事業ではではではでは６６６６つのつのつのつの発電発電発電発電ユニットユニットユニットユニットがががが対象対象対象対象でででで，，，，

最新技術最新技術最新技術最新技術をををを用用用用いたいたいたいた発電発電発電発電タービンタービンタービンタービンをををを導入導入導入導入することによりすることによりすることによりすることにより，，，，発電能力発電能力発電能力発電能力がががが７９５７９５７９５７９５メガワットメガワットメガワットメガワット増増増増えるこえるこえるこえるこ

ととなるととなるととなるととなる。。。。    

（（（（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））））    

（（（（ウウウウ））））国家予算国家予算国家予算国家予算へのへのへのへのＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡからのからのからのからの支出額支出額支出額支出額    

（（（（ⅰⅰⅰⅰ））））２０１１２０１１２０１１２０１１年予算年予算年予算年予算におけるにおけるにおけるにおけるＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡからのからのからのからの支出額支出額支出額支出額    

    ２２２２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，，，，国会国会国会国会のののの予算委員会予算委員会予算委員会予算委員会においてにおいてにおいてにおいて，，，，２０１１２０１１２０１１２０１１年予算年予算年予算年予算にににに

おけるおけるおけるおける国家予算国家予算国家予算国家予算へのへのへのへのＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡのののの拠出額拠出額拠出額拠出額はははは，，，，当初予算額当初予算額当初予算額当初予算額のののの４５２４５２４５２４５２億億億億Ｂｓ．Ｆ（Ｂｓ．Ｆ（Ｂｓ．Ｆ（Ｂｓ．Ｆ（注注注注：：：：当初当初当初当初のののの総予総予総予総予

算額算額算額算額であるであるであるである２２２２,,,,０４２０４２０４２０４２億億億億８００８００８００８００万万万万Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆのののの２２２２２２２２％）％）％）％）とととと比比比比べべべべ，，，，７９７９７９７９％％％％増増増増となるとなるとなるとなる８１１８１１８１１８１１億億億億ドルドルドルドル（（（（注注注注：：：：

補正後補正後補正後補正後のののの１１１１１１１１月現在月現在月現在月現在のののの総予算額総予算額総予算額総予算額であるであるであるである３３３３，，，，２１０２１０２１０２１０億億億億Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆのののの２５２５２５２５％）％）％）％）であるであるであるである旨明旨明旨明旨明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。    

（（（（ⅱⅱⅱⅱ））））２０１２２０１２２０１２２０１２年予算年予算年予算年予算におけるにおけるにおけるにおけるＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡからのからのからのからの拠出額拠出額拠出額拠出額    

ラミーレスラミーレスラミーレスラミーレス大臣大臣大臣大臣はははは，，，，２０１２０１２０１２０１２２２２年予算年予算年予算年予算におけるにおけるにおけるにおけるＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡのののの拠出額拠出額拠出額拠出額はははは，，，，総予算額総予算額総予算額総予算額２２２２，，，，９７８９７８９７８９７８億億億億

Ｂｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．ＦＢｓ．Ｆのののの２２２２２２２２．．．．８８８８％（％（％（％（６７８６７８６７８６７８億億億億９９９９，，，，８００８００８００８００万万万万Ｂｓ．Ｆ）Ｂｓ．Ｆ）Ｂｓ．Ｆ）Ｂｓ．Ｆ）になるとになるとになるとになると述述述述べたべたべたべた。。。。    

他方他方他方他方でででで同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年予算策定年予算策定年予算策定年予算策定にあたりにあたりにあたりにあたり，，，，想定原油価格想定原油価格想定原油価格想定原油価格をををを平均平均平均平均でででで１１１１バレルバレルバレルバレル５０５０５０５０ドルドルドルドルとととと

設定設定設定設定していることにしていることにしていることにしていることに関関関関しししし，，，，世界経済世界経済世界経済世界経済のののの先行先行先行先行きききき不安不安不安不安にににに起因起因起因起因しししし石油需要石油需要石油需要石油需要がががが減少減少減少減少していることやしていることやしていることやしていることや，，，，原原原原

油在庫油在庫油在庫油在庫がががが高止高止高止高止まりしていることをまりしていることをまりしていることをまりしていることを理由理由理由理由にににに，，，，妥当妥当妥当妥当であるであるであるである旨強調旨強調旨強調旨強調したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，石油生産量石油生産量石油生産量石油生産量をををを日量日量日量日量３３３３

１７１７１７１７万万万万６６６６，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレル（（（（原油生産量原油生産量原油生産量原油生産量：：：：日量日量日量日量３０１３０１３０１３０１万万万万１１１１，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレル，ＬＮＧ：，ＬＮＧ：，ＬＮＧ：，ＬＮＧ：日量日量日量日量１６１６１６１６万万万万

５５５５，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレル），），），），石油輸出量石油輸出量石油輸出量石油輸出量をををを日量日量日量日量２５２２５２２５２２５２万万万万８８８８，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレル，，，，国内石油消費量国内石油消費量国内石油消費量国内石油消費量をををを日量日量日量日量６６６６
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４４４４万万万万８８８８，，，，００００００００００００バレルバレルバレルバレルとととと想定想定想定想定しているしているしているしている旨述旨述旨述旨述べたべたべたべた。。。。    

（（（（エエエエ））））第第第第１０１０１０１０回回回回ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ・・・・中国閣僚級会合中国閣僚級会合中国閣僚級会合中国閣僚級会合    

Zhang XiaoqiangZhang XiaoqiangZhang XiaoqiangZhang Xiaoqiang中国国家開発改革委員会副委員長中国国家開発改革委員会副委員長中国国家開発改革委員会副委員長中国国家開発改革委員会副委員長をををを団長団長団長団長とするとするとするとする中国政府代表団中国政府代表団中国政府代表団中国政府代表団がががが当国当国当国当国をををを訪問訪問訪問訪問

しししし，，，，２２２２２２２２日日日日からからからから２４２４２４２４日日日日にかけてにかけてにかけてにかけてカラカスカラカスカラカスカラカスのののの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（ＰＤＶＳＡ）（ＰＤＶＳＡ）（ＰＤＶＳＡ）（ＰＤＶＳＡ）本部本部本部本部にてにてにてにて，，，，マドゥーマドゥーマドゥーマドゥー

ロロロロ外相外相外相外相，，，，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財務大臣企画財務大臣企画財務大臣企画財務大臣，，，，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等当国政府閣僚石油大臣等当国政府閣僚石油大臣等当国政府閣僚石油大臣等当国政府閣僚とのとのとのとの間間間間

でででで第第第第１０１０１０１０回回回回ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ・・・・中国閣僚級会合中国閣僚級会合中国閣僚級会合中国閣僚級会合をををを実施実施実施実施しししし，，，，多岐多岐多岐多岐のののの分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける二国間合同二国間合同二国間合同二国間合同プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク

トトトトのののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行ったったったった。。。。    

２４２４２４２４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今次会合今次会合今次会合今次会合のののの署名式署名式署名式署名式にににに出席出席出席出席しししし，，，，融資融資融資融資，，，，石油石油石油石油エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー，，，，科学技術科学技術科学技術科学技術・・・・

中工業中工業中工業中工業，，，，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計計計計８８８８つのつのつのつの新新新新たなたなたなたな合意文書合意文書合意文書合意文書にににに署名署名署名署名をををを行行行行ったったったった。。。。これによりこれによりこれによりこれにより，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ

とととと中国中国中国中国のののの二国間協定二国間協定二国間協定二国間協定のののの総数総数総数総数はははは計計計計３１８３１８３１８３１８にににに上上上上ることとなったることとなったることとなったることとなった。。。。    

今次会合今次会合今次会合今次会合でのでのでのでの主主主主なななな合意事項合意事項合意事項合意事項にはにはにはには，，，，ペトロシノベンサペトロシノベンサペトロシノベンサペトロシノベンサ社社社社（（（（オリノコベルトオリノコベルトオリノコベルトオリノコベルトののののカラボボカラボボカラボボカラボボ鉱区鉱区鉱区鉱区でででで活活活活

動動動動するするするする中国企業中国企業中国企業中国企業ととととＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡＰＤＶＳＡとのとのとのとの合弁会社合弁会社合弁会社合弁会社））））のののの事業拡張事業拡張事業拡張事業拡張のためののためののためののための４０４０４０４０億億億億１１１１,,,,５００５００５００５００万万万万ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資

のののの他他他他，，，，ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ電力公社電力公社電力公社電力公社（ＣＯＲＰＯＥＬＥＣ）（ＣＯＲＰＯＥＬＥＣ）（ＣＯＲＰＯＥＬＥＣ）（ＣＯＲＰＯＥＬＥＣ）とととと中国中国中国中国エレクトリックパワーエレクトリックパワーエレクトリックパワーエレクトリックパワー社社社社をををを含含含含むむむむ中国中国中国中国

企業企業企業企業３３３３社社社社のののの合同合同合同合同によるによるによるによるボリーバルボリーバルボリーバルボリーバル州州州州トコトコトコトコママママ市市市市（（（（南東部南東部南東部南東部））））ととととタチラタチラタチラタチラ州州州州ウリバンテウリバンテウリバンテウリバンテ市市市市（（（（南西部南西部南西部南西部））））間間間間

のののの送電送電送電送電システムシステムシステムシステム設置設置設置設置ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト，，，，ホセホセホセホセ工業工業工業工業コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート及及及及びびびびパラグアナパラグアナパラグアナパラグアナ化学化学化学化学コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート（（（（ププププ

エルトエルトエルトエルト・・・・ララララ・・・・クルスクルスクルスクルス，，，，エルエルエルエル・・・・パリートパリートパリートパリートにににに並並並並ぶぶぶぶ有数有数有数有数のののの工業地帯工業地帯工業地帯工業地帯））））におけるにおけるにおけるにおけるコークスコークスコークスコークス直炊発電所建直炊発電所建直炊発電所建直炊発電所建

設設設設プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト等等等等があるがあるがあるがある。。。。    

またまたまたまた，，，，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署名式署名式署名式署名式においてにおいてにおいてにおいて，，，，今回署名今回署名今回署名今回署名されたされたされたされたペトロシノベンサペトロシノベンサペトロシノベンサペトロシノベンサ社社社社のののの事業拡張事業拡張事業拡張事業拡張のののの

ためのためのためのための４０４０４０４０億億億億ドルドルドルドル融資融資融資融資にににに加加加加ええええ，，，，２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年２２２２月月月月にはにはにはには中国中国中国中国・・・・ベネズエラベネズエラベネズエラベネズエラ合同基金合同基金合同基金合同基金にににににににに対対対対するするするする積積積積みみみみ

増増増増しとしてしとしてしとしてしとして更更更更にににに４０４０４０４０億億億億ドルドルドルドルのののの追加融資追加融資追加融資追加融資がががが行行行行われるわれるわれるわれる予定予定予定予定であるとであるとであるとである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，，，，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石油大石油大石油大臣臣臣臣はははは，，，，当国当国当国当国はははは総額総額総額総額でででで約約約約３２０３２０３２０３２０億億億億ドルドルドルドルのののの融資融資融資融資をををを中国中国中国中国からからからから

受受受受けているがけているがけているがけているが，，，，来年来年来年来年のののの２２２２月月月月にはそのうちのにはそのうちのにはそのうちのにはそのうちの９０９０９０９０億億億億ドルドルドルドルのののの支払支払支払支払いがいがいがいが完了完了完了完了するするするする見込見込見込見込みであるとみであるとみであるとみであると述述述述べべべべ

たたたた。。。。    

    またまたまたまた同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，中国中国中国中国とのとのとのとの３３３３つのつのつのつの融資買油契約融資買油契約融資買油契約融資買油契約にににに対対対対しししし，，，，合計合計合計合計でででで日量日量日量日量４０４０４０４０万万万万バレルバレルバレルバレル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。。。。なおなおなおなお，，，，右融資契約右融資契約右融資契約右融資契約ではではではでは指標油価指標油価指標油価指標油価がががが定定定定められるがめられるがめられるがめられるが，，，，販売油価販売油価販売油価販売油価はははは市場油価市場油価市場油価市場油価にににに基基基基

づいておりづいておりづいておりづいており，，，，同大臣同大臣同大臣同大臣はははは，，，，市場油価市場油価市場油価市場油価がががが指標油価指標油価指標油価指標油価をををを上回上回上回上回ったったったった総額総額総額総額がががが約約約約７０７０７０７０億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達するとのするとのするとのするとの見込見込見込見込

みをみをみをみを示示示示したしたしたした。（。（。（。（注注注注：ＦＯＮＤ：ＦＯＮＤ：ＦＯＮＤ：ＦＯＮＤ１１１１：：：：２００７２００７２００７２００７年年年年よりよりよりより開始開始開始開始しししし指標油価指標油価指標油価指標油価はははは１１１１バレルバレルバレルバレル５０５０５０５０ドルドルドルドル，，，，    ＦＯＦＯＦＯＦＯ

ＮＤＮＤＮＤＮＤ２２２２：：：：２００９２００９２００９２００９年年年年よりよりよりより開始開始開始開始しししし指標油価指標油価指標油価指標油価はははは１１１１バレルバレルバレルバレル４０４０４０４０ドルドルドルドル，ＦＯＮＤ，ＦＯＮＤ，ＦＯＮＤ，ＦＯＮＤ    ＤＥＤＥＤＥＤＥ    ＧＲＡＮＧＲＡＮＧＲＡＮＧＲＡＮ    ＶＶＶＶ

ＯＬＵＭＥＮＯＬＵＭＥＮＯＬＵＭＥＮＯＬＵＭＥＮ    ＹＹＹＹ    ＬＡＲＧＯＬＡＲＧＯＬＡＲＧＯＬＡＲＧＯ    ＰＬＡＺＯ：ＰＬＡＺＯ：ＰＬＡＺＯ：ＰＬＡＺＯ：２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年よりよりよりより開始開始開始開始しししし，，，，指標油価指標油価指標油価指標油価はははは１１１１バレルバレルバレルバレル７７７７

００００ドルドルドルドル））））    

（（（（２１２１２１２１日日日日～～～～２４２４２４２４日付日付日付日付    各紙各紙各紙各紙，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ・・・・外務省外務省外務省外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））））    

（（（（オオオオ）ＰＤＶＳＡ）ＰＤＶＳＡ）ＰＤＶＳＡ）ＰＤＶＳＡのののの２０１１２０１１２０１１２０１１年第年第年第年第３３３３四半期末四半期末四半期末四半期末におけるにおけるにおけるにおける債務額債務額債務額債務額    

    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（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）（ＢＣＶ）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，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡ，ＰＤＶＳＡのののの２０１１２０１１２０１１２０１１年第年第年第年第３３３３四半期末時点四半期末時点四半期末時点四半期末時点

におけるにおけるにおけるにおける累積債務額累積債務額累積債務額累積債務額がががが，，，，２０１０２０１０２０１０２０１０年末年末年末年末のののの３２９３２９３２９３２９億億億億ドルドルドルドルからからからから１０１０１０１０億億億億ドルドルドルドル（（（（２２２２．．．．８８８８８８８８％）％）％）％）増加増加増加増加しししし，，，，

史上最高史上最高史上最高史上最高のののの３３９３３９３３９３３９億億億億ドルドルドルドルにににに達達達達したしたしたした。。。。またまたまたまた，，，，１９９８１９９８１９９８１９９８年末年末年末年末とのとのとのとの比較比較比較比較ではではではでは３６７３６７３６７３６７．．．．５５５５％％％％増増増増となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（２２２２２２２２日付日付日付日付    エルエルエルエル・・・・ナシオナルナシオナルナシオナルナシオナル紙紙紙紙））））    

    

（（（（３３３３））））国有化関連国有化関連国有化関連国有化関連    

（（（（アアアア））））２００１２００１２００１２００１年年年年～～～～２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年におけるにおけるにおけるにおける政府政府政府政府によるによるによるによる土地接収面積土地接収面積土地接収面積土地接収面積    

    農業農業農業農業・・・・土地省土地省土地省土地省によるとによるとによるとによると，，，，２００１２００１２００１２００１年年年年のののの土地法制定後土地法制定後土地法制定後土地法制定後のののの１０１０１０１０年間年間年間年間でででで政府政府政府政府がががが接収接収接収接収したしたしたした土地面積土地面積土地面積土地面積はははは
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３５０３５０３５０３５０万万万万ヘクタールヘクタールヘクタールヘクタールとなったとなったとなったとなった。。。。    

    農業団体農業団体農業団体農業団体はははは，，，，接収及接収及接収及接収及びびびび統制価格政策統制価格政策統制価格政策統制価格政策によりによりによりにより牛肉牛肉牛肉牛肉，，，，牛乳牛乳牛乳牛乳のののの生産生産生産生産がががが停滞停滞停滞停滞しているとししているとししているとししているとし，，，，特特特特にににに主要主要主要主要

生産地生産地生産地生産地であるであるであるであるスリアスリアスリアスリア州州州州におけるにおけるにおけるにおける牛乳生産量牛乳生産量牛乳生産量牛乳生産量はははは平均平均平均平均でででで５０５０５０５０％％％％～～～～６０６０６０６０％％％％低下低下低下低下したとししたとししたとししたとし，，，，政府政府政府政府によるによるによるによる

土地土地土地土地接収政策接収政策接収政策接収政策をををを批判批判批判批判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））））    


