
2012年キューバ10大ニュース (1) 
 
以下に2012年のキューバ10大ニュース（筆者選択）を紹介しますが、掲載順番が重大性

の順番を示すものではありません。順不同です。 
 
１） キューバ共産党第一回全国会議開催される 
2011年4月に開催されたキューバ共産党第6回大会合意に基づいて、キューバ共産党第一

回全国会議が、1月28日、29日の二日間、80万人余の党員を代表した代議員806名が参加

して開催されました。会議の開会演説は、ホセ・ラモン・マチャド・ベントゥーラ党第二

書記が行い、4つの分科会で討議が行われました。29日、

ラウル・カストロ党第一書記が閉会演説を行いました。 
 
党中央は、2011年10月14日、全国会議の討論資料として、

「キューバ共産党第１回全国会議、基本文書案」を発表

し、全国の党員に討議を呼びかけました。基本文書の討

議は、同年10月から11月にかけて党の各組織で行われ、

12月21日に開催された第3回中央委員会総会で総括されました。 
 
決議では、「民主集中制、集団指導の原則の順守、第6回大会で決定された経済モデルの刷

新の実行、幹部政策として女性、黒人、青年幹部の登用、腐敗、違法行為、無規律に党が

対処すること、政治局に党の構成、規則の改正を委託すること、第6回大会で決められた

115名の中央委員の20％までを次期大会までに中央委員会で互選して改選すること」など

が決められました。会議では、結局人事面には触れられず、党大会で決められた書記局の

改選も、行われませんでした。 

 
閉会演説で、ラウル第一書記は、次の

点を強調しました。 
 憲法第 5 条に示されている、「キュ

ーバ共産党は、社会と国家の最高指

導勢力である」という規定は、決し

て放棄することはない。 
 一党制の原則を放棄することは、帝国主義の党を合法化するに等しい。 
 中央委員会総会を、一年に 2 度開催し、「党活動の目的」の実行を検討する。 
 主要な幹部の政治的・国家的職務の任期は 2 期各 5 年（最長合計 10 年）を限度するこ

とを憲法及び付属の法律に導入しなければならない。 
 現在の段階では、汚職は、革命の主要な敵のひとつであり、米国やその同盟国の干渉

による多くの破壊計画よりもはるかに害がある。汚職を犯した党員は党から除名する。 



 
長年にわたり放置されてきたキューバ経済・社会の歪みは、大変複雑なものがあります。

それらをようやく、ラウル指導部は、党大会を行い、経済・社会路線を策定し、組織的に

克服しようとしているところです。全国会議の決定通り、本年は、7月と12月に中央委員

会総会が開催されました。また。党政治局員、国会評議会議員、

各大衆組織の幹部も参加する拡大閣僚評議会がほぼ毎月開催さ

れ、「路線の導入と発展のための政府常設委員会」責任者のマリ

ーノ・ムリージョが「党と革命の経済・社会政策路線」の実施状

況を報告しています。そしてその会議の内容が、かなり詳細に報

道されるようになりました。こうした組織的な運営は、改革の前

進の基盤となるもので、ラウルを中心とした集団指導が行われるようになっています。 

 
党と政府の若返りの問題では、4月、ホセ・ラモン・フェルナンデス閣僚評議会副議長（89
歳）を解任し、ミゲル・ディアス＝カネル・ベルムーデス（52歳、当時高等教育相）を閣

僚評議会副議長に任命し、12月、キューバ共産党第五回

中央委員会総会で、ブルーノ・ロドリゲス(54歳)を政治

局員に任命するなど、行われていますが、ラウル議長は、

「素晴らしい若い世代がいるので、われわれが革命で獲

得した知識を伝えなければならない。若い世代の指導者

を登用する場合、依然として思想の封鎖が存在している。

これを打ち破らなければならないと」強調しています。 

 
汚職の問題では、6月に国家評議会は、トマス・ベニテス・エルナンデス基幹産業相を解

任し、8月に、3人の基幹産業省次官を含む12名の高級官僚を汚職で4年～12年の禁固刑に

処すなど、汚職取り締まりを強化しています。国際透明度調査によると、本年度キューバ

の汚職度は、4.8ポイントで、世界176カ国中第58位で、2011年の4.2ポイント61位より若

干改善が見られました。 

 
 
２） 地方議会（基礎行政区議会）選挙実施される 
10月22日、キューバ全国で、168の基礎行政区議会議員選挙（任期2年半）が実施されま

した。16歳以上の有権者8,100,000が投票し、投票率は94.21%でした。14,537議席を32,183 
候補者が争いました。11月4日に、一位だが50％未満しか得票しなかった13県1,410の選

挙区で、決選投票が行われました。立候補者は、政党からの立候補でなく、個人の立候補

です。各選挙区（1議席）とも2名以上8名までの複数の候補者が立候補しました。選挙で

は、困難な経済状況、閉塞感が見られる社会状況を反映して、いずれの候補者にも投票し

ない反政府票が、前回から連続して増加していることが見られました。 



 
投票結果は、全国の場合、次の通りです。有権者数: 8,599,493人、投票数：8,101,593人、

投票率94.21%、棄権者数：497,900人、白票：402,469人、4.97%、無効投票：360,339人、

4.45%でした。いろいろな見方を総合すると、全国で120万人を超える15%近い人びとが、

現在の政府に対し、強い反対意見をもっているものと思われます。 
なお、ハバナ市では、この反対の傾向はさらに強く、29万人、20%近いものと推計されま

す。 
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３） 経済・社会改革、第二段階へ進む 
2008年から始まった現在の経済・社会改革は、正式には「経済・社会モデルの刷新」と呼

ばれています。党と政府の指導部は、「改革」という言葉を慎重に避けているのですが、

キューバ人経済学者などは、一般に「経済改革」と呼んでいます。この改革は、緩慢でほ

とんど何の成果もあげていないという批判も一部にありますが、ラウル議長が、今年の12
月の国会で総括したように、「キューバ経済モデルの改善は、当初の生産力の発展を阻害

していた禁止事項や障害物の廃止から、今やより大きな範囲で、複雑で、根深い問題に進

んで来ています」。 

 
つまり、2010年当初から請負制度の実験を開始し、2011年の4月キューバ共産党第6回大

会で「党と革命の経済・社会政策路線」を策定し、7月に国会でそれを決定して以来、緩

慢ではありますが、労働力の再配置、自営業・自営農の創出、経営形態、所有制の改革に

も踏み出して、ラウルが当初指摘したように「構造的改革」に進んできています。そして、

年の下半期以降、重要な改革が次々と打ちだされています。 

の政策は不十分であったとし、農業制度の改革

協同組合しか、存在していませんでした。新たに生まれた自営業者、

負業者を社会主義生産形態に近い協同見組合に組織しよう

・デ・アビラ県で実験的に開始することになりました。現

今

 
3月には、拡大閣僚会議は、農業省の数年

が必要と判断します。これは、別項で述べる、農業問題での本格的な取り組みとなって実

現します。また。「政策路線」36条に従い、農業部門以外でも実験的に協同組合を設立す

ることを決定しました。そして12月には、政令第305号、政令第306号、政令第309号、財

政・価格省決議第427/2012号、経済・企画省決議第570/2012号により、農業以外の協同

組合の結成を許可することを、広報第53号で発表しました。これまでは、キューバには、

信用・サービス農業協同組合（CCS）、農業協同組合(CPA)、協同組合生産基礎組織(UBPC)
の三種類の農業関係

請

というねらいがここにあります。 
 
12月には、全国に200店舗ある従業員が5人までの国営のコー

ヒーショップ、レストランなどの飲食業で請負制を導入する

ことを決定し、まずは、アルテミサ、ビジャ・クララ、シエ

ゴ

在、従業員が5人以下の国営飲食店は、1,183店舗、全国の飲

食店の14%に相当します。労働用具、器具は労働者に販売され、

使用燃料は、補助金なしで労働者に販売されます。提供され

るサービス価格は、タバコ、葉巻、アルコール飲料を除き、

自由価格となります。業者への資材の販売は、決められた場所で行われます。なお、現在、

非国営部門のサービス部門（美容室、理髪店、時計修理、靴修理、駐車管理人、マニキュ



ア師など）では、2,152店舗で5000人余が働いています。 
 
現在、キューバには、パラダール（民営のレストラン）は、1,7
屋（700家族が専業）あり、国営と

32軒あり、民宿は4,288部
競争ではなく、これを補うものとなっています。 

れ、2012年に11万人削減

される計画です。これは、

。5年間で非国営部門の

用権を貸与される自営農

、180業種で395,000人お

終目標の半分にも達して

からの買付けも許可されるようにな

ました。 

営

業者となった人々をどう社会的に組織するかが問題となり

民間労働者もCTCに参加する場合、どういう形

になるか、試行錯誤の段階です。これまでは、再配置労働者

らに、11月には、自営業者、請負業者への資材の適切な価格と円滑な供給を図るため、

するためにも、新たな原価計

 
12月には、国会で、「2013年

 
労働力の再配置では、2011年には14万人の国家公務員が削減さ

される予定で、2015年までに50万人、最終的には100万人が削減

公務員420万人の約4分の1に相当する、大幅な労働力の再編です

生産はGDPの40％に達する見込みです。 

 
これらの再配置先の雇用の受け皿は、自営業と未使用の農地の使

です。自営農については、別項で述べますが、自営業は、現在

り、経済活動人口501万人の約8%に相当します。しかし、まだ最

おらず、これまで禁止されていた業種の許可を検討するとともに、自営業の柔軟化を引き

続き行うと発表されています。今年から、自営業者、請負業者には、政府から融資も行わ

れるようになっています。また、政府公団も民間業者

り

 
そこで、公務員から民間労働者になった人々をどう労働組合に組織するか、あるいは自

ます。これまで、キューバ労働者センター(CTC)には、公務

員の96%、約300万が加盟する8万3000余の基礎組合が、19
の産業別組合を通じて参加していました。しかし、これから

は、これらの

で自営業者になった人びとは、80%余がCTCに参加していま

す。しかし、請負業者となった人々が、労働者を雇用する場

合も、現在のところCTCに参加しており、本来は、農業の場合の小農組合(ANAP)のよう

に商業・工業自営業者の団体を組織すべきでしょうが、現在は、その過渡期にあるようで

す。そこで、現在、新たな労働法が検討されており、来年2月から、CTCの支部で法案を

討議することになっています。 
 
さ

卸売・小売価格の新たな制定、卸売市場の再編成が提起されました。二重通貨問題を解決

算、価格設定は、必須の課題です。 

の第一4半期から、いくつかの国営企業に生産と効率をあげ



るために実験的により一層の自主管理権を与える、結果が良ければ、全国で実施する」こ

とが提案されました。また、「国営企業の可能性をより発揮するために、現在制限されて

いる社会的活動（営業）範囲を柔軟化して、各企業間の競争を増大し、経済の生産構造の

適切な配分を作り上げる」ことも決定されました。 
 

 
 
そして、これらの改革を総括して、「改革後の経済モデルの概念規定」を行うことが提起

され、現在その第一次の提案が作成されているところです。現在の段階では、「経済の効

率を達成するためのすべての手段を含むが、基本的な生産手段については社会主義全人民

所有が支配的なモデルである」と規定されています。しかし、一層討議を深め、それによ

って「政策路線」の実施から作られる経済モデルの重要な性格を科学的に明確かつ厳密に

説明しなければならないとムリージョ閣僚評議会副議長は述べています。さらに、「長期

経済・社会発展計画の基礎」の作成も開始され、マクロ経済政策を実施する作業日程も作

成され、革命後初めて、計画的、組織的に経済運営が行われるようになってきています。 
 
本年度のGDP経済成長は、計画3.4%に対し、3.1%の見込みで、財政赤字は、GDPの3.6%
と推定されています。2013年経済成長は、3.7%目標としており、キューバ経済は、依然

困難な状況を脱してはいません。しかし、本年度下半期に提起された諸改革が機能しはじ

れば、来年度後半には、2010年からの改革の初歩的な成果が表れ始めると期待されます。 め

 
 
４） 新出入国法制定される 
10月、キューバ政府は、政令302号（新出入国法）を公布し（2013年1月14日発布）、原則
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としてキューバ国民の出国を自由化しました。これまでは、キューバ国民が出国するには、

いずれの場合も、政府による出国許可書、海外からの招聘状を必要としていましたが、今

回、この制度を廃止し、海外滞在期間も最長11カ月から24カ月に延長しました。この法律

で今後は、出国し、そのまま他国に移住した人も、問題なくキューバに帰国できることに

なりました。しかし、海外旅行には、世界で一般に見られるように、キューバ国のパスポ

ートと、旅行先国のビザが要求される場合は、ビザが必要です。こうしてキューバ国民も、

ューバは、これまで米国との間に1994年に締結した移民協定があり、年間2万人以上が、

国政府から移住許可を与えられ、合法的に出国していました。しかし、一方で、依然と

「キューバ人地位調整法」が存在し、同法によれば、キュ

困難もあり、4万人程度（合法2万人を含む）が米国に移住しま

。出生と死亡の差、人口の自然増は、4万人近くですので、近年は自然増が少ない場合、

せん。新しい出入国法により、海外移

満勢力が減少するとともに、少なくな

が予想されます。 

10月、租税措置一般規定（政令第308
令第308号租税措置一般規定が掲載さ

出入国は、一応世界的な基準となったわけです。しかし、優秀なスポーツ選手、高級役人・

大学職員・技術者は、依然として除かれており、除外例の規定が不明確で、一部の人びと

に不満を呼んでいます。 

 
キ

米

して1966年に米国で制定された

ーバ人の身体の一部でも米国領土に触れれば、滞在許可が認められます。こうした特権は、

他のラテンアメリカ国民にはないもので、これまで

キューバから不法出国をあおるものとして機能し

てきました。もともと、キューバから米国への移住

は、革命の初期を除き、すべて経済的な理由による

もので、政治的な迫害によるものではありません。

経済水準が高い米国での高い賃金取得を夢見て不

法に米国に入国するラテンアメリカ諸国の人びと

は、年間300万に以上に達しています。キューバも

例外ではなく、近年の経済

す

人口減となり、高齢化、少子化を一層進める一因となって、深刻な社会問題となっていま

す。 

 
今回の新出入国法の制定により、米国の「キューバ人地位調整法」は、ほとんど意味をな

さなくなっていますが、依然として廃止されていま

住者が、かなり増えることと思われます。国内の不

い労働力の減少も生み、複雑な結果をもたらすこと

 
 
５） 新租税法制定される 
7月、国会は、新租税法（法律第113号）を承認し、

号）が発表され、11月に官報第53号に租税法及び政

れて、2013年1月1日から新租税法が適用されることになりました。この法律によって、



それまでの租税制度、1994の法律第73号及び1997年の政令第169号、その他租税関連の

200の諸規定は廃止されました。 

 
この新租税法は、7か月間、国会議員、大学研究者、税制専門家、財政及び税務管理幹部

19の税（関税を含

）、3つの上納金、3つの使用料金で構成されています。 

その後増大したり、あらたに出現した自営業者、請負業者、

律第73号で導入された売上税も、それまでの流通税

に取り代わり実施されず、企業会計の効率的な運営

）、農業協同組合(CPA)、協同

合生産基礎組織(UBPC)の法人所得税は、当面免除されます。新租税法では、流通税を

が参加して検討されたものです。この法律の目的は、社会経費（教育、医療、文化、スポ

ーツ、社会保障費など）を保障するために、十分な歳入を確保すること、財政赤字を許容

範囲内に維持すること、格差を是正するため高所得者の所得の再分配を行って低所得層を

擁護すること、また税制文化の向上を目的としています。新租税法は、

む

 
1994年の法律第73号では、

農業以外の協同組合の所得税が適切に規定されていず、また賃金労働者の個人所得税の徴

収も行われていませんでした。さらに、スポーツ選

手、芸能人、ミュージシャン、一部の自営業者には

高額の収入があり、国民に不平等感があります。法

をさまたげていました。 

 
しかし、経済改革の現状を考慮して、新租税法は、

漸進的に適用されることになっています。農業生産の振興のため、個人農業生産の所得税

は免税、売上税は最低の5%、労働力使用税（分担金）は5年間免税、その後税率を削減さ

れます。非砂糖部門の信用・サービス農業協同組合（CCS
組

止めて、売上税を完全に導入することになりました。 
 

の未回収（支払遅延）が、現在問題となっています。

NS)は、支払予定の1億2110万ペソの内、25%が支払

、不払いを呼び、不払いの連鎖が大きな問題となって

売代金の回収（支払いの履行）に役立つはずと期待さ

キューバの国営企業では、販売代金

例えば、2011年末、運輸省(MITRA
期日を過ぎたものでした。不払いは

います。売上税の厳格な実施は、販

れています。 
 
(2013年1月1日 新藤通弘) 


